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2003
金曜エンタテイメント

１６週
（フジ　H14年3月8日放送）

　タレントの向井亜紀さんが、ガンとの闘いをつづった『１６週』をもと
にしたドラマ。プロレスラーの高田さんと結婚して７年。待望の妊娠に
２人は大喜びするが、初診で子宮けい部のガンが見つかった。何と
か赤ちゃんを産みたいが、ガンの進行は速く、出産すれば半年の命
だという。妊娠16週に至るまでの２人の苦悩と愛を描く。　出演：　松
下由樹　加勢大周

96分

2015

ごくせん　第一話

　
（日本テレビH14年4月17日放送）

　白金学院高校の新任教師山口久美子。ベテラン教師も恐れる３年
Ｄ組の担任になるのだがまったく平気な様子。実は久美子は任侠集
団大江戸一家の跡取り娘だったのだ。ある日、教頭が保管していた５
０万円が消え、Ｄ組に疑いがかかってしまう。
　出演：　仲間由紀恵　宇津井健　松本潤　ほか

59分

2016

ごくせん　第二話

　
（日本テレビH14年4月24日放送）

　南が付き合っていた女の子が、実は他校の不良と二またをかけて
いた。そのためにその不良と仲間に呼び出されることになった南。助
けることに二の足を踏む３－Ｄの仲間たちに、たんかを切って南を助
けに行く久美子だったが・・・。

47分

2017
ごくせん　第三話

（日本テレビ　H14年5月1日放送）

　学校の周辺で連続ひったくり事件が発生。目撃証言から犯人は金
髪の学生ということで、最近学校を休みがちな３－Ｄの内山に疑いが
かかる。そこで真犯人を捕まえようと、久美子やクラスの仲間たちが
張り込みを始めるのだが・・・。

47分

2018
ごくせん　第四話

（日本テレビ　H14年5月8日放送）

　久美子の同僚の静香が銀座のクラブでホステスのバイトをしていた
ことが判明。ＰＴＡからは静香を処分せよとの声が高まる。職員会議
で猿渡が静香をクビにしない条件を出してきたが、その条件は３－Ｄ
にはかなり高いハードルだった。

47分

2019

ごくせん　第五話

（日本テレビ　H14年5月15日放
送）

　久美子の携帯を拾った慎は、久美子が大江戸一家の孫娘であると
いうことを知る。しかし龍一郎に「久美子を先生として認めるのなら、
実家のことを秘密にしてほしい」と頼まれ、久美子の頑張りを見てき
た慎は、秘密を守ることを心に決める。

47分

2020
ごくせん　第六話

（日本テレビH14年5月22日放送）

　校内球技大会が近づいてきた。四種目の総合成績で優勝が決まる
のだが、３－Ｄの生徒たちは関心が薄い。しかも26人しかいない３－
Ｄは、全種目にエントリーすることもできない。そこでクラスに不登校
の生徒がいると知った久美子は、その生徒を引っ張り出そうと試み
る。

47分

2021
ごくせん　第七話

（日本テレビH14年5月29日放送）

　進路相談の三者面談が始まった。しかし慎の両親は、学校に顔を
出さない。事情を聞くと、慎は家を出て一人暮らしをしているという。
そんなある日、慎の妹のなつみが「家から逃げたい」と電話をしてく
る。なつみを探しに出た慎は、事件に巻き込まれてしまう。

47分

2022
ごくせん　第八話

（日本テレビ　H14年6月5日放送）

　菊乃に祐太という子どもがいることが発覚。祐太は山梨の祖父母
の元に預けられていたのだが、祖父母に内緒で菊乃に会いにきてし
まう。しかしなぜか菊乃は、祐太に対してかたくなな態度をとる。実は
そこには秘められた事情があったのだ。

47分

2023

ごくせん　第九話

　
（日本テレビH14年6月12日放送）

　白金学院バレーボール部が全国大会に出場することになり、学内
は大盛り上がり。そんな中、白金学院にうらみを持つ男がバレー部の
全国大会を妨害しようとする。その男は、以前バレー部員だったが、
無理やり学校を退学させられていた。

46分

　　　　情報センター貸出しビデオ一覧　　　　　　　　　　　埼玉聴覚障害者情報センター
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2024
ごくせん　第十話

（日本テレビH14年6月19日放送）

　教頭の妻が久美子にお見合いの話を持ってきた。相手は東大卒で
超エリート校である英翔学園の高校教師。断られるに決まっていると
いう周囲の思いに反発し、久美子はお見合いを受けることにした。

46分

2025

ごくせん　第十一話

（日本テレビH14年6月26日放送）

　ひょんなことから連続殺人の犯人を捕まえた沢田たち。警察に表彰
され、ヤンクミも加わって記者会見まで受けることに。翌日、息子の表
彰を喜んだクマのおやじさんが、学校にギョウザの差し入れにやって
くる。クマの表彰がうれしくてしかたないのだ。そんなおやじさんを素
直に受け入れられないクマ。ところが・・・。

47分

2026
ごくせん　最終話

（日本テレビ　H14年7月3日放送）

　記者会見をきっかけに雑誌の取材を受けることになったヤンクミ。
みんあがあきれるほど優しい先生を演じるが、クマがチンピラに殴ら
れているのを助けたことから、雑誌に暴力教師と報じられてしまう。世
間体を気にする理事長から、辞表の提出を求められるヤンクミ。３Ｄ
を全員一緒に卒業させるという夢はかなわないのか？

47分

2030
木曜ファミリーワイド
北の国から’　８３　冬

（フジテレビ　Ｓ58年３月24日）

純と螢を置いて東京へ出稼ぎに行っていた五郎が帰ってきた。五郎
は、みどりの息子の正吉を預かることになる。だが、みどりが五郎を
連帯保証人とし７００万円の借金をしていたことが発覚。そんな折、豆
で大もうけした松吉じいさんが、３０年ぶりに姿を見せ自分の山を処
分して返済するように言うのだが、山はとっくに人手に渡っていた。

９３分

2031

金曜エンタテイメント
山田太一ドラマスペシャル

この冬の恋
（フジテレビ　Ｈ14年２月１日）

　３８歳で独身の圭子は高校の先輩の江崎とハウスクリーニングの
会社を共同経営している。江崎は離婚して娘と母親の三人暮らし。圭
子はホストクラブに通ううち、彫金で身を立てたいという克が結婚する
ため別れることになったが・・・。
　出演：　田中美佐子　渡辺えり子　要潤ほか

９６分

2032
北の国から　　２００２

遺言　前編
（フジテレビ　Ｈ14年９月７日）

　草太の突然の死から四年。純と正吉が草太から引き継いだ牧場は
倒産し、莫大な借金を抱えた二人は働き口を求め富良野を離れた。
蛍は看護婦をして三歳になった息子の快と暮らしている。結婚の報
告にシュウが五郎を訪れ、純への手紙を託す。その後五郎の腹部に
激痛が走る。６７という年齢を考え病院で検査を受けた五郎だ
が・・・。

132分

2033
北の国から　　２００２

遺言　後編
（フジテレビ　Ｈ１４年９月７日）

　２１年間愛されてきたこのドラマも、今回で最終回を迎える。
　草太から引き継いだ牧場が倒産し多額の借金を抱え、富良野を出
た純は、羅臼で結と知り合う。しかし、彼女は複雑な事情を抱えてい
た。一方、五郎の生きがいは、孫の快だったが、最近、自分の健康に
不安を感じ始め、新吉の勧めで、遺言を書いてみることにした。

１５８分

2034

デジモンアドベンチャー
ぼくらのウォーゲーム！

ＣＨＩＬＤＲＥＮ　‘Ｓ　ＷＡＲ　ＧＡＭ
Ｅ

（東映　H12年）

　デジタルワールドでの冒険から太一たちが帰ってきて半年後。平和
に暮らしていた太一たちの元に再びデジモンが現れた！今度のデジ
モンは、インターネットを舞台にデータを食い尽くそうとする凶悪デジ
モン。データを食い尽くされて混乱した世界を教えるのは太一たちし
かいない！アグモン、テントモンたちと共に仲間たちが立ち上がった。

４２分

2035

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ
ワンピース　“ねじまき島の冒険”

ジャンゴのダンスカーニバル
（東映　Ｈ13年）

　ルフィたちの船が盗まれてしまった。船を取り戻しに行く途中で会っ
たボロードとアキースの話によると、船を盗んだのはねじまき島にい
るトランプ海賊団らしい。ルフィたちは船を取り戻しに、そしてボロード
たちはねじまき島にあるというダイヤモンドクロックを求めて島を目指
す。

６２分
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2039
とっとこハム太郎

とっとこお願い！天の川
（テレビ東京　Ｈ14年７月５日）

　もうすぐ七夕。「七夕の夜、一緒に天の川を見ると、２人は両思いに
なれる」と聞いたロコちゃんは、ささの葉に大好き木村くんと天の川を
見れるようにと書いた。一方、ロコちゃんが木村くんと天の川に行って
しまう夢を見たハム太郎は、本当にそうなってしまうと思い込んでしま
い、さあ大変！

２３分

2040
とっとこハム太郎

とっとこ夢みる！ちび丸ちゃん
（テレビ東京　Ｈ14年９月27日）

　キョウコちゃんに絵本を読んでもらったちび丸ちゃん。お話に出てき
たすてきなお城が見たくてたまらない。早速ハムちゃんずは、すてき
なお城を探しに行くことにする。ところが、途中でちび丸ちゃんがいな
くなってしまい、探しに行ったマフラーちゃんまでみんなとはぐれてし
まった。

２３分

2041

とっとこハム太郎
とっとこぼくらの！

ハムハムキャッスル
（テレビ東京　Ｈ14年10月４日）

　ちび丸ちゃんは、自分のせいでマフラーちゃんがかぜをひいてし
まったと落ち込んでしまう。はむちゃんズたちの所にも遊びに来なく
なってしまった。ハム太郎たちは２人を励ますために、伝説のハムス
ターのお城・ハムハムキャッスルをつくることにした。

２３分

2042
とっとこハム太郎

とっとこ恋なの！くるりんちゃん
（テレビ東京　H14年12月13日 ）

　アイドルスターのくるりんちゃん。飼い主のくるみちゃんの用事で、
ロコちゃんのおうちに預けられることになった。ハムちゃんずはくるり
んちゃんと遊べるので大喜び！そこへオアシスくんがやって来た。オ
アシスくんをお金持ちの王子様と勘違いしたくるりんちゃんは、オアシ
スくんと結婚してプリンセスになると言い出した。

２３分

2054

九州遺産
もののふの城

～加藤清正と熊本城～
（熊本放送　H14年3月31日放送）

　日本三大名城のひとつにあげられる熊本城。築城主は加藤清正。
武闘派として知られる戦国武将だが、思慮深く国を治めた知将であ
り、忠義心に厚い男であったといわれる。秀吉の下で武将としての処
世と築城術を培った前半生。豊臣家存続のために尽力した後半生。
加藤清正の生涯に触れながら、九州を代表する歴史遺産、熊本城を
紹介する。

48分

2055
九州遺産

天狗翔けし山　英彦山
（RKB　H14年2月17日放送）

　福岡と大分の県境に勇壮な山容でそびえる英彦山。十二世紀頃か
ら修験の山として栄えた英彦山（ひこさん）は、一時は西日本全域に
42万戸の信者を擁すといわれるほどの精力を誇った。番組では英彦
山の四季折々の豊かな自然に、山がたどってきた盛衰の歴史と刻み
込まれた信仰のエネルギーと人々の思いを紹介する。

47分

2056
九州遺産

神秘の山　祖母傾国定公園
（宮崎放送　H14年3月3日放送）

　宮崎・大分両県にまたがる広大な祖母傾（そぼかたむき）国定公
園。人々を寄せ付けない山の険しさと貴重な動植物の多さから九州
最後の秘境と呼ばれている。渓流沿いに開かれた棚田の田植えから
収穫までを追いながら、天孫降臨の伝説を生んだ祖母傾山系の神秘
的な自然を紹介する。

47分

2057

九州遺産
お殿様の夢

島津斉彬の集成館事業
（南日本放送　H14年4月14日）

　鹿児島市の東部には、雄大な自然を借景にもつ大名庭園「仙巖園
（せんがんえん）」がある。1851年、第28代藩主となった島津斉彬は、
この地に欧米の科学技術を取り入れた東洋一のコンビナート「集成
館」という工場群を建設。わずか７年の間に大砲や火薬の製造・造船
などの事業をやってのけた。近代日本を夢見た男・島津斉彬の挑戦
を紹介する。

48分

2058
僕らと赤ちゃんのe-生活
上手なネットショッピング

（東京都生活総合センター）

　ネットショッピングを上手に利用するための基本的なルールや、トラ
ブルにあわないためのポイントを具体的な例を通してわかりやすく解
説してくれる。

22分
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2059
ナポレオンズのお金の
いろいろ教えまショー

（東京都生活総合センター）

　子どもたちが、お金の使い方や身の回りの物の選び方・買い方など
を考えることは、成長していく上でとても大切である。小学校中・高学
年を対象に、身近な生活を通してお金にまつわる基本的なことを分
かりやすく説明する。

18分

2060
釣りバカ日誌１３

（松竹株式会社）

　釣り仲間である富山のしにせ薬問屋の黒部会長から美術館建設と
いう大きな仕事を取ってきたハマちゃん。ところが思いがけないトラブ
ルが発生！　設計部のエースで、ミス・スズケンと称される桐山桂と
急きょ富山出張を命ぜられたが、事態は思わぬ方向に・・・！　釣りバ
カ史上最大のピンチ難題解決なるか。

109分

2062

国際フォーラム
障害者差別をなくすために

（NHK厚生文化事業団
平成14年11月16日）

　当団とDPI日本会議が主催した「“障害者差別禁止法”を考える国際
フォーラム」のパネルディスカッションの模様。障害者差別禁止法は
世界40カ国以上あるが、日本が未だ制定していない点を中心に話を
展開する。
出演者：福島智　東俊裕　平野みどり　北野誠一　永六輔　村田幸子

60分

2063

聴覚障害者のみなさんへ
手話の音楽に挑む「Deaf-Unit」

（NHK厚生文化事業団
平成14年7月14日）

　手話固有のリズムや表現を生かした、新しい「手話の音楽」を創る
活動する若者のグループ。ライブに向けて、ろう者と聴者が協力し合
いながら、時にぶつかり合いながら、懸命に新しい音楽を創りだそう
とする姿を見つめる。
　出演者：阪本誠

15分

2064

にんげんゆうゆう　シリーズ
「障害者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ世界会議」

（NHK厚生文化事業団
平成14年10月16日）

　10の分科会のうち日本の障害者の関心が高い「アクセス」分科会を
取材。交通機関、コミュニケーションなど様々な分野におけるバリアフ
リー化をめぐり、世界的な障害者リーダーに最新情報を開く。（世界
会議札幌大会）
　出演者：渡辺英紀　中西由紀子　マイケル・ウィンター

29分

2065

にんげんゆうゆう　シリーズ
「NHK障害福祉賞から」
（NHK厚生文化事業団

平成14年12月4日）

　中学校教師の福永泰子さんは、聴覚障害のある生徒とともに初め
て手話を学び、徐々に生徒の心を開いていった。手話が、本人だけ
ではなく他の子供たちに影響を与えた様子を伺う。
　出演者：渡辺英紀　福永泰子

29分

2066

にんげんゆうゆう　シリーズ
「老後の食・改善作戦」
（NHK厚生文化事業団

平成14年9月16日）

　病院や施設入所の高齢者40％に、栄養不足が見られるという結果
が報告。栄養士に十分に管理されているはずの病院や施設でなぜ
栄養不足が起こるのか。そこには必要栄養量を画一的に決めてきた
従来システムの不備と栄養士が高齢者の実情を把握できていないと
いう現実が。栄養不足と補う補助食品の調理について紹介。　出演
者：毒蝮三太夫

29分

2067

きらっといきる　僕の想い、絵で
語ります～河村武明さん～

（NHK厚生文化事業団
平成15年1月31日）

　脳梗塞で倒れた後遺症で、失語症・難聴・右手のマヒがある河村武
明さん。笑顔を売りに、ストリートで自作のアクリル画を販売してい
る。絵と詩で伝えるメッセージはいつも大人気。
　出演者：小林紀子　ジェフ・バーグランド　牧口一二　河村武明

29分

2069

スーパーテレビ
情報最前線特別版

実録！特命捜査スペシャル
（日本テレビ　平成14年4月1日）

　警察官からも神様と尊敬される超すご腕刑事たちがいる。事件発
生から犯人逮捕まで密着し、彼らの極秘テクニックを探る。これまで
明かされたことがなかった捜査の裏側とは…。
　出演者：内藤剛志

94分
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2076

釣りロマンを求めて
大型狙いはチョウチン釣りで！

房総ヘラの名所めぐり
（テレビ東京　H14年9月7日放送）

　気温と水温は１日のうちでも朝昼晩で変化する。チョウチン釣りの
目的は、いい形のヘラぶなに出会うことだが、そのためにはエサの作
り方とつけ方に工夫がいる。そのコツと理由を細かく分かりやすく紹
介。

24分

2086
ドキュメンタリー

北の国から
（フジテレビ　H14年9月9日放送）

　1981年に24回シリーズで放送された後、スペシャル番組になって８
作目の「２００２遺言」で「北の国から」は最終回を迎えた。69歳から22
歳の総勢70人のスタッフが、富良野や羅臼の地元の人々の協力を得
て作り上げた「２００２遺言」。21年間の出来事も織り交ぜながら、「北
の国から」撮影の真実が始めて明かされる。

95分

2088

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座
第１回　パソコンを始めよう
（NHK　H14年7月4日放送）

　NHKで放送され好評を博したパソコン講座。パソコン初心者を対象
に、操作の基本中の基本から分かりやすく丁寧に教えてくれる。第1
回は「パソコンを始めよう」。パソコンを箱から取り出し電源を入れると
ころから始まって、マウスの使い方、クリックの仕方。デスクトップの
壁紙の変更までを丁寧に紹介。パソコン初心者必見。

25分

2089

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第２回
文章をかな入力してみよう
（NHK　H14年7月11日放送）

　第２回目は「文章をかな入力してみよう」。パソコンの文字入力に
は、かな入力とローマ字入力の２種類がある。今回はかな入力に挑
戦。ひらがなの入力から漢字変換を習い、最後に簡単なお知らせ文
の作成を行う。

25分

2090

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第３回　文章をローマ字入力して
みよう

（NHK　H14年7月18日放送）

　第3回目は「文章をローマ字入力してみよう」。ローマ字入力の方法
を図を使って分かりやすく解説する。そして前回と同じようにお知らせ
文を作成する。

25分

2091

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第４回　文章を縦書きで入力して
みよう

（NHK　H14年7月２５日放送）

　第4回目は「文章を縦書きで入力してみよう」。文章の入力方法を横
書きから縦書きに変える方法と、縦書き文の入力方法を分かりやすく
解説する。

25分

2092

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第５回　表の入った文書を作ろう
（NHK　H14年8月１日放送）

　第5回目は「表の入った文書を作ろう」。表を手書きで書くのは面倒
くさいが、パソコンを使えばあっという間に表ができる。今回は表の作
成方法と、表を使った文章を作成する。

25分

2093

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第６回
インターネットに接続しよう
（NHK　H14年8月8日放送）

　第6回目は「インターネットに接続しよう」。初心者にとってインター
ネットは難しいと思いがち。今回はインターネットの簡単な仕組みや
手続き方法等を分かりやすく解説する。

25分

2094

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座
第７回　メールを送ってみよう
（NHK　H14年8月15日放送）

　第７回目は「メールを送ってみよう」。今回はパソコンを使ったメール
について学習する。メールを始める前に必要な手続きやメールの作
成方法、送信、返信について分かりやすく解説する。

25分

5 
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2095

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第８回　ホームページをのぞいて
みよう

（NHK　H14年8月22日放送）

　第8回目は「ホームページをのぞいてみよう」。今回は出演者の趣味
に関するホームページを開き、ホームページの利用のしかたなど楽し
みながら解説する。

25分

2096

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第９回　ホームページをのぞいて
みよう

（NHK　H14年8月29日放送）

　第９回目は「インターネットを活用しよう」。インターネットの便利な使
い方に挑戦する。ネット上には、電車の時刻表や乗換えを調べる
ホームページや、天気予報のページなど生活に役立つホームページ
がたくさんある。これらを「お気に入り」に登録しておけば、いつでも見
ることができる。今回は、乗り換え案内のページを使って、電車の時
刻や料金を調べる。

25分

2097

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第１０回　デジタルカメラで写そう
（NHK　H14年9月5日放送）

　第10回目は「デジタルカメラで写そう」。デジタルカメラの撮影に挑戦
する。フィルムも現像も不要のデジタルカメラなら、失敗を恐れずどん
どん撮ることができる。デジタルカメラはフィルムの代わりに、再利用
可能なメモリーカードに写真を保存する。今回はスタジオを飛び出し
て、野外での撮影会を行い、撮った写真をパソコンに転送して鑑賞す
る。

25分

2098

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第11回　パソコンで写真を印刷し
てみよう

（NHK　H14年9月12日放送）

　第11回目は「パソコンで写真を印刷してみよう」。前回、デジタルカメ
ラで撮影した写真を元に、画像の修正の基本を学ぶ。写真の明るさ
を変えたり、コントラストを調整する方法や、トリミングの方法を学ぶ。
最後はプリンターで修正した写真を印刷。ワンポイントコーナーはパ
ソコンが動かなくなった時の対処法。

25分

2099

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座
第１２回　写真入りのはがきを

作ろう
（NHK　H14年9月19日放送）

　第12回目は「写真入りのはがきを作ろう」。デジタルカメラで撮影し
た写真をワープロソフトに取りこんで、写真入りはがきを作る。ワープ
ロソフトで用紙サイズを変更すれば、簡単に写真入りはがきを作るこ
とが出来る。文章もワープロで打ち込めば、自分だけのオリジナルは
がきの完成だ。

25分

2100

趣味悠々　とってもやさしい！
中高年のためのパソコン講座

第１３回　パソコンをより
楽しむために

（NHK　H14年9月19日放送）

　最終回はソフトウェア（ソフト）の組み込み方を学習する。パソコンも
ソフトがなければただの機械。いろいろなソフトを組み込むことで初め
て便利な機械になる。ところがこの組み込み作業が苦手という人は
多い。最終回は、この「ソフトのインストール」に挑戦する。

25分

2109

　GOOD LUCK！！
1

（ＴＢＳ　Ｈ15年1月19日）

　新海元は国際線の副操縦士。ある日元は先輩パイロット水島とホノ
ルルを飛び立つのだが、成田到着という時水島が突然体調を崩し、
元が操縦かんを握ることになってしまう。元は無事に着陸を果たす
が、整備士の緒川歩実からは「ヘタクソ」と…。
　出演者：木村拓也　柴崎コウ　堤真一　黒木瞳

61分

2110
　GOOD LUCK！！

2
（ＴＢＳ　Ｈ15年1月26日）

　新海元は監査官の香田から謹慎処分を命じられる。一週間後、フラ
イトに復帰しようとした元は、香田の指示により自分がシフトからはず
されていることを知る。理由を問うた元は香田から「君には飛ぶ資格
がない」と言われてしまう。

47分

6 
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2111
　GOOD LUCK！！

3
（ＴＢＳ　Ｈ15年2月2日）

　ある日、元は香港行きのフライトにシフトされていた。その朝、同乗
予定の内藤機長が風邪でダウンしたためスタンバイの香田が機長を
務めることになった。離陸直後、乗客の一人がパニックに陥り、飛行
機から「降ろせ」と言い出す。

47分

2112
　GOOD LUCK！！

4
（ＴＢＳ　Ｈ15年2月2日）

　上海でホテル火災が発生した。負傷者を日本に速やかに帰国させ
るため、特別チャーター便が運航される事になった。機長は香田。そ
して元は香田からコーパイに指名される。チーフパーサーの富樫のり
子は、このフライト後、教官課長への昇進が決まっていたのだが…。

47分

2113
　GOOD LUCK！！

5
（ＴＢＳ　Ｈ15年2月16日）

　海外研修からの帰り、新海・香田・内藤は自社の飛行機に乗客とし
て乗っていた。厳しい目でＣＡの深浦を観察していた香田は、ついに
キャビンで深浦をしかりつけてしまう。傷ついた深浦は香田を名誉毀
損で訴えるというのだが…。

47分

2114
　GOOD LUCK！！

6
（ＴＢＳ　Ｈ15年2月23日）

　新海の乗った飛行機が濃霧のため成田に着陸できず空中待機をし
ていた。刻々と時間がたつ中、機長の香田は千歳へ向かうことを決
断する。しかし機内には、緊急手術のため成田に急ぐ医師がいた。

47分

2115
　GOOD LUCK！！

7
（ＴＢＳ　Ｈ15年3月2日）

　新海はグレートキャプテンと呼ばれる山上と監査フライトに臨む。ラ
イセンスはく奪もある監査のため、新海は緊張する。順調な飛行だっ
たが、飛行機は巨大は積乱雲に突入してしまう。山上の操縦で無事
切り抜けることはできたが…。

47分

2116
　GOOD LUCK！！

8
（ＴＢＳ　Ｈ15年3月9日）

　新海から香田の過去を聞いた緒川歩美は、一時、新海を避けるよ
うになる。しかし歩美がけがをしたことをきっかけに、二人の距離は縮
まっていく。そんな中、香田が責任者となり、緊急脱出訓練が行われ
ることになる。

47分

2117
　GOOD LUCK！！

9
（ＴＢＳ　Ｈ15年3月16日）

　脱出訓練中、香田をかばって転落した新海は足に大けがを負って
しまう。医師の成見から容態の説明を父親の良治とともに聞く香田。
香田は事故の責任は自分にあると、パイロットを辞めることで責任を
取ろうとするのだが…。

52分

2118
　GOOD LUCK！！

最終回
（ＴＢＳ　Ｈ15年3月23日）

　脱出訓練中の大けがで再起を危ぶまれた新海だったが、難手術に
挑み成功する。パイロットとしての復帰をかけた監査フライトはホノル
ル便に決まり、その便には両親の航空事故死から立ち直ろうとする
緒川も乗ることになる。

60分

2122

金曜エンタテイメント
えなりかずきの

少年探偵・事件でござる！
（フジテレビ　平成14年5月1日）

　パリコレ有名デザイナー明智小夜子が「株式会社ランポ」へのデザ
イナー就任のため日本に帰国し、17歳の息子、小林真一に12年ぶり
に再会する。ところが、小夜子の就任記者発表のリハーサルで殺人
事件が起こる。そしてランポは不正経理のうわさが。高校生の真一少
年が、謎に挑む。　出演者：えなりかずき　村上里佳子　佐々木蔵之
助

96分
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2123

山田太一
ドラマスペシャル　香港明星迷

（テレビ東京　平成14年9月4日）

　香港のスター、イーキン・チェンの追っかけを自認する里美。彼女は
靴のブランド、サンマロのアジア地区の営業部長である。イーキン・
チェンのパーティのチケットを手に香港に飛んだ里見は、そこで圭
子、茜と知り合い、意気投合する。しかし、実は3人にはそれぞれ思
惑があったのだ。
　出演者：薬師丸ひろ子　山本未來　室井滋

121分

2124

新・仁義なき戦い

（東映　平成12年）

　幼いころ、貧しくも一緒につるんでいた昌龍（しょうりゅう）と甲子男
（かねお）。30年後、昌龍は在日韓国人実業家として頭角をあらわし、
大のヤクザ嫌いでもあった。一方、極道となった甲子男。そんな2人
が暴力団の跡目争いに巻き込まれていった。
　出演者：豊川悦司　布袋寅泰　佐藤浩市　岸辺一徳

110分

2125

ＧＯ

（東映　平成13年）

　杉原は朝鮮学校に通う在日朝鮮人。生活は退屈で学校も退屈。国
家だとか愛国心だとかそんなものはクソくらえだ。そんな杉原の前に
ある日1人の少女が現れた。奔放な彼女に心ひかれていく杉原。しか
し彼女は日本人。それまで気にした事もなかった「在日」の二文字が
重く杉原の心にのしかかる…。　　出演者：窪塚洋介　柴崎コウ　山
崎努　大竹しのぶ

123分

2126

東映成立50周年記念作品
千年の恋　ひかる源氏物語

（東映　平成13年）

　千年前の小説源氏物語は「後の世の人なら分かってもらえる女の
歯軋り」と紫式部は言う。夫の死後、藤原道長に招かれた式部は道
長の娘彰子が中宮になれるよう教育を頼まれる。教材は源氏物語。
やがて彰子が帝のお子を身ごもると紫式部は故郷に帰り実の娘には
「自力で殿を選んで」と言う。　　出演者：吉永小百合　天海祐希　渡
辺謙　森光子

154分

2127

東宝映画作品
ゴジラ　2000　MILLENNIUM

（東宝）

　人間の作り出すエネルギーに反応して移動するゴジラ。ゴジラは、
原子力発電所に向かっていた。発電所を守るため自衛隊が出動する
がゴジラの進攻は止まない。その時なぞの飛行物体がゴジラを攻撃
する。
　出演者：村田雄浩　阿部寛　佐野史郎

107分

2128

こんばんは

その他
「イメージ・サテライト」

　東京都墨田区立文花中学校は夜間中学校。様々な理由で昼間の
中学に通えなかった人達が学びにやってくる。経済的な理由で、戦争
の影響で学校に行けなかった人。年齢や国籍を超えて共に学び合う
人々の顔は輝きに満ちている。実際の夜間中学に一年以上にわたる
長期間のロケを行った感動のドキュメンタリー映画。　出演者：見城慶
和

92分

2131

おジャ魔女どれみ
ドッカ～ン！

どれみびっくり！
新しいおジャ魔女

（朝日放送　平成14年2月3日）

　6年生に進級した新学期。どれみ達が学校に行くと見知らぬ女の子
が教室にいた。その子はハナちゃん。どれみ達と学校に通いたくて魔
法で大きくなってしまったのだが、その時に魔法の使いすぎで大切な
水晶球を壊してしまったという。どれみ達は新しく魔女見習いになった
ハナちゃんの面倒を見ることに。（小学校教育漢字使用　4年生以上
ルビ）

25分

2132

おジャ魔女どれみ
ドッカ～ン！

ハナちゃん6年生になる！
（朝日放送　平成14年2月10日）

　何とかハナちゃんの転校を成功させたどれみ達。でも赤ちゃんから
いきなり6年生になったハナちゃんは、字を読むこともできずこのまま
では授業についていけそうにない。そこでどれみ達は代わりばんこに
ハナちゃんに勉強を教えることにする。ハナちゃんもみんなと一緒に
いたいので必死に勉強する。（小学校教育漢字使用　4年生以上ル
ビ）

25分

8 
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2133

おジャ魔女どれみ
ドッカ～ン！

ハナちゃんには負けられない！
（朝日放送　平成14年2月17日）

　ハナちゃんがいきなり大きくなってしまったので、追いだされたぽっ
ぷは何となくさびしい。その上ハナちゃんは、魔女見習い試験の9級
にも簡単に合格してしまった。何としても2級試験に合格したいぽっ
ぷ。でも試験問題は難しくぽっぷはいらだってしまう。そこへハナちゃ
んが様子を見にやってくる。（小学校教育漢字使用　4年生以上ルビ）

25分

2134

学校へ行こう！

（ＴＢＳ　平成14年12月10日）

　名作メールを表彰する「声に出してよみたいメール」では、有名芸能
人がグランプリを受賞。「Ｂ－RAPハイスクール」では超大型新人も登
場し、雪山をテーマに参加者がオリジナルラップを披露する。小学生
が屋上から全校児童に主張する「未成年の主張」では今回も個性豊
かな主張が繰り広げられる。　　出演者：みのもんた　渡辺満里奈　Ｖ
6

47分

2135

奇跡体験ｱﾝﾋﾞﾘﾊﾞﾎﾞｰ心霊ﾄﾞｷｭﾒﾝ
ﾄ

初めて直面する恐怖
遥かなるﾘﾝｸﾞ

絶対あきらめない夢
（フジテレビ　平成14年5月23日）

　のろわれた女性の再現ドラマに出演した俳優が、役を演じた後から
奇妙な出来事に見舞われた。果たしてのろいは連鎖するのか。感動
のアンビリバボーでは、プロボクサーを目指す聴覚障害者の青年
の、絶対あきらめない姿を紹介する。
　出演者：所ジョージ　関根勤　佐藤藍子

49分

2136

ＴＶChampion
目指せ！未来のｽｰﾊﾟｰｼｪﾌ

小学生料理人選手権
（テレビ東京　平成14年8月29日）

　料理自慢の小学生が全国から大集合！待ち受ける難関の数々。
工夫を凝らした総菜パンや、おにぎりを作り、実際のお店に並べてい
くつ売れるか？飛び切りの食材を使った夢の給食づくりなど。数々の
難関を打ち破り、見事優勝するのは果たしてだれか？

72分

2137

発掘！あるある大事典
今夜シジミの正体が明らかになる

（関西ﾃﾚﾋﾞ　平成14年3月24日）

　肝臓の機能を高めると言われているシジミ。そのシジミの持つパ
ワーを科学的に解明する。その結果、シジミには脂肪を燃焼させる働
きがあり、食べるだけでダイエット効果のあることも証明する。さらに、
シジミをおいしく食べるためのレシピも紹介する。
　出演者：境正章　ヒロミ　渡辺正行

47分

2138

発掘！あるある大事典
21世紀流ｱﾛｴ健康ﾊﾟﾜｰとは!? ｱﾛ
ｴﾊﾟﾜｰの秘密が今夜明らかにな

る!
（関西ﾃﾚﾋﾞ　平成14年5月12日）

　昔から傷やヤケドの塗り薬として有名なｱﾛｴ。だが最近はｱﾛｴを
使ったﾖｰｸﾞﾙﾄやﾄﾞﾘﾝｸが増えている。実はｱﾛｴを飲むことで、胃や
腸、肝臓などにたいへんな効果が得られるのだ。飲んでよし、縫って
よし。「医者いらず」と言われるｱﾛｴ。最近のﾘｻｰﾁを基にその効果を
解明する。
　出演者：境正章　ヒロミ　北村総一郎

47分

2139

発掘！あるある大事典
ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの正しい知識

（関西ﾃﾚﾋﾞ　平成14年5月19日）

　今ではどこの家庭の冷蔵庫にも入っているミネラルウォーター。ミネ
ラルは人体には不可欠な成分。しかし飲み方を間違えると何の役に
も立たない。番組ではミネラルウォーターの正しい飲み方を紹介す
る。
　出演者：境正章　ヒロミ　片岡鶴太郎

47分

2140

発掘！あるある大事典
母性本能

（関西ﾃﾚﾋﾞ　平成14年8月18日）

　女性なら誰でも持ってるといわれる「母性本能」。だが今母性本能
に大きな危機が訪れていた。若い女性達の中に母性本能が弱い人
が急増中だというのだ。子どもをかわいがり子どものためなら思わぬ
力も出してしまう不思議な能力。実は母性本能は女性特有のもので
はなく男性にも本脳が強い人がいるという。不思議な母性本能の秘
密に迫る。　出演者：境正章

47分
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2142

きらっといきる
おどりのリズム体で感じて

阿波踊りグループ「すだち連」
（NHK　平成14年7月19日）

　徳島県鳴門市にある聴覚障害者の阿波おどりグループ「すだち
連」。すだち連は1981年の国際障害者年を記念してつくられた、障害
者の阿波おどりグループの草分け的な存在だ。すだち連のいきいき
とした活動を紹介する。

29分

2148
つなげよう！救命の輪

あなたの大切な人を救うために
（その他　平成14年）

　119番通報してから現場に救急車が来るまでに応急手当をすれば、
命が助かる確率は格段に上がる。応急手当の基本を字幕と手話を
付けて分かりやすく解説する。

45分

2152
らくらくワンポイント介護

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　聴覚障害者の高齢化や加齢に伴う難聴などで、聴こえの衰えた
人々とのコミュニケーション問題が社会の関心を集めている。ここで
は聴こえの衰えたお年寄りを介護する際にどんな心構えが必要か、
専門家にお話を伺う。また介護技術のレッスンとして「ベッド上での身
体介助」を取り上げ介助のコツを分かりやすく紹介する。　出演者：小
泉文子　樫木八重子

32分

2153

趣味講座
「ＡＳＬで話してみよう」2

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　アメリカ手話の入門レベルの内容を勉強するシリーズの2作目。前
作の内容の復習からスタートし、家族や仕事についての表現を学
ぶ。また、場所の表し方についても、実演を交えて具体的に勉強す
る。
　出演者：土谷道子　ブッチ・ゼイン　ジェニファー・フルラーノ

27分

2154

大学における聴覚障害学生ｻﾎﾟｰ
ﾄ

＜手話ビデオ＞

（聴力障害者情報文化センター）

　近年、大学進学を目指す聴覚障害者が増加している。が、大学で
の講義は教科書もなく板書も少ないため、聴覚障害者が授業内容を
理解することは難しい。このビデオでは、手話や文字を使った様々な
講義保障の方法や聴覚障害学生向けの機器、大学としての聴覚障
害学生サポートについて解説を加えている。　出演者：赤堀仁美　白
澤麻弓　新谷佳恵

30分

2155

手話かみしばい
ツルのおんがえし
＜手話ビデオ＞

（聴力障害者情報文化センター）

　心優しいおじいさんに助けられ、九死に一生を得た一羽のツル。ツ
ルは娘に姿を変え、おじいさんとおばあさんに一生懸命恩返しをしま
すが…。心温まる日本昔話を佐沢静枝さんの美しい手話語りでお楽
しみください。紙芝居絵はおなじみの峰村勝子さんです。（小学校3年
生までの教育漢字使用全ルビ）　出演者：佐沢静枝　是枝行子

25分

2156

らくらくワンポイント介護
＜手話ビデオ・字幕入り＞

（聴力障害者情報文化センター）

　聴覚障害者の高齢化や加齢に伴う難聴などで、聴こえの衰えた
人々とのコミュニケーション問題が社会関心を集めている。ここでは
聴こえの衰えたお年寄りを介護する際にどんな心構えが必要か、専
門家にお話を伺う。また介護技術のレッスンとして「ベッド上での身体
介助」を取り上げ介助のコツを分かりやすく紹介する。　出演者：小泉
文子　樫木八重子

32分

2157

趣味講座
「ＡＳＬで話してみよう」2

＜手話ビデオ・字幕入り＞
（聴力障害者情報文化センター）

　アメリカ手話の入門レベルの内容を勉強するシリーズの2作目。前
作の内容の復習からスタートし、家族や仕事についての表現を学
ぶ。また、場所の表し方についても、実演を交えて具体的に勉強す
る。
　出演者：土谷道子　ブッチ・ゼイン　ジェニファー・フルラーノ

27分

2158

大学における聴覚障害学生ｻﾎﾟｰ
ﾄ

＜手話ビデオ・字幕入り＞

（聴力障害者情報文化センター）

　近年、大学進学を目指す聴覚障害者が増加している。が、大学で
の講義は教科書もなく板書も少ないため、聴覚障害者が授業内容を
理解することは難しい。このビデオでは、手話や文字を使った様々な
講義保障の方法や聴覚障害学生向けの機器、大学としての聴覚障
害学生サポートについて解説を加えている。　出演者：赤堀仁美　白
澤麻弓　新谷佳恵

30分
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2159

手話かみしばい
ツルのおんがえし

＜手話ビデオ・字幕入り＞
（聴力障害者情報文化センター）

　心優しいおじいさんに助けられ、九死に一生を得た一羽のツル。ツ
ルは娘に姿を変え、おじいさんとおばあさんに一生懸命恩返しをしま
すが…。心温まる日本昔話を佐沢静枝さんの美しい手話語りでお楽
しみください。紙芝居絵はおなじみの峰村勝子さんです。（小学校3年
生までの教育漢字使用全ルビ）　出演者：佐沢静枝　是枝行子

25分

2160

ＪＮＮ九州沖縄7局共同企画
九州遺産別府八湯

～湯けむりのある風景～
（大分放送　平成14年2月24日）

　大分県別府市は古くから全国屈指の温泉都市。別府（べっぷ）・浜
脇（はまわき）・観海寺（かんかいじ）・堀田（ほった）・明礬（みょうば
ん）・鉄輪（かんなわ）・柴石（しばせき）・亀川（かめかわ）のいわゆる
「別府八湯」、それぞれ独自の景観が広がっている。番組では、温泉
にまつわる歴史や伝統行事を織り交ぜながら、新発見･再発見を紹
介する。

47分

2161

ＪＮＮ九州沖縄7局共同企画
九州遺産長崎くんち

（長崎放送　平成14年3月17日）

　龍踊、鯨の潮吹き、コッコデショ、唐人船…。豪華絢爛、バラエティ
にとんだ出し物が披露される長崎くんち。10月7、8、9日に行なわれる
諏訪神社の祭礼で長崎くんちを追いながら、370年もの歴史をもつ祭
りとそれを支えた長崎人の心にせまる。

47分

2162

ＪＮＮ九州沖縄7局共同企画
九州遺産琉球藍
藍は雨に濡れて

（琉球放送　平成14年4月7日）

　衣装の染料として、一般的に使用されている「藍」。沖縄で使用され
ている「琉球藍」は、その製法から「泥藍」とも呼ばれている。沖縄の
伝統工芸「琉球藍」の魅力と、それを継承する伊野波さんの姿を紹介
する。

47分

2166

平成14年度文化庁芸術祭参加放
送文化基金企画選奨　入選作品

水俣病　空白の病像
（熊本放送　平成14年9月30日）

　世界でも例が無い公害病と言われる水俣病。その原因物質メチル
水銀の研究が、日本は大幅に遅れている。この問題点を水俣病に携
わった医学者達の証言の中から浮き彫りにした番組。

89分

2167

アートネーチャースペシャル
電撃黒潮隊空白

～述懐・ハンセン病報道～
（熊本放送　平成13年12月15日）

　2001年ハンセン病問題は、国家賠償訴訟の勝訴、国の控訴断念と
歴史の大きな転換点を迎えた。ハンセン病をめぐる長い歴史の中、
記者たちはどんな思いでこの問題に向き合ってきたのか。マスコミの
抱える問題も見えてくる。

25分

2168

たそがれ清兵衛
日本語字幕スーパー版

（松竹　平成14年）

　時は幕末、庄内地方の小さな藩の下級武士・井口清兵衛は、幼い
子供と老母を抱え勤めが終るとすぐに帰宅することから「たそがれ清
兵衛」と呼ばれる男。だが、幼馴染の朋江の危機を救ったことから、
剣の腕が立つことが世間に知られてしまい、藩命で上意討ちの討ち
手に選ばれてしまう…。　出演者：真田広之　宮沢りえ　小林捻侍　大
杉漣

129分

2169

きらっといきる
～人形劇団「デフ・パペット・シア

ター・ひとみ」～
（ＮＨＫ高生文化事業団

H15.6.21）

　聴覚障害のある人とない人が一緒に作る日本で唯一のプロ人形劇
団。見た目に面白い楽器で「見える音」を演出するなど、独自の表現
を生み出してきた。役作りをする新人を団員たちがサポートする様子
を伝える。
　出演者：庄崎隆志　善岡修　やなせけいこ

29分
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2170

きらっといきる
心の“バリア”をなくしたい！

～石川大輔さん・ミカさん夫婦～
（ＮＨＫ高生文化事業団

H15.12.6）

　石川大輔さん・ミカさん夫婦はともに車いすで生活しており、バリア
フリーコンサルタントとして、講演や専門学校での指導を行い、障害
者の暮らしやすい町づくりを訴えている。「好きなところに行きたい。
楽しみたい」という気持ちは健常者も障害者も変わらない、と訴える。
2人の姿を通じてバリアフリーについて考える。　出演者：石川大輔
石川ミカ　牧口一二

29分

2171

福祉ネットワーク
障害者くらし情報
手のふれあいが
盲ろう者を支える

（ＮＨＫ厚生文化事業団
H15.4.14）

　視覚と聴覚の両方に障害を持つ盲ろう者。現在全国に約1万3000
人の盲ろう者がいるという。コミュニケーション方法は触手話、指点
字、手書き文字など、その人のニーズによって様々な種類がある。番
組では大阪市の盲ろう者が運営するＮＰＯ法人すまいるの取組みを
紹介し、盲ろう者を支えるサポートのあり方を考える。　出演者：福島
智　堀内万起子

29分

2172

福祉ネットワーク
障害者くらし情報　災害から命を

守る　～障害者の防災～
（ＮＨＫ厚生文化事業団　H15.9.1）

　甚大な被害をもたらした阪神大震災では、障害者も多く被災した。
災害が起きた時、災害弱者といわれる高齢者や障害者は、どうした
ら自分の命を守れるのか。横須賀市では、地域と行政が一体にな
り、高齢者や障害者を災害から守る取り組みを行っている。緊急通報
システムや、地域の取り組みを紹介しながら、災害から命を守る方法
を考える。

29分

2173

福祉ネットワーク
障害者くらし情報　ＮＨＫ障害福
祉賞から（2）体で感じて打ち鳴ら

せ！
（ＮＨＫ厚生文化事業団

H15.12.9）

　横浜市立ろう学校では授業に太鼓の演奏を取り入れている。聴覚
に障害を持つ子供たちも、太鼓なら、その振動を感じることができる
からだ。教頭の石田さんは太鼓の指導にずっとかかわってきた。「い
つか子供たちと海外で演奏したい」。夢に向かって練習を続ける姿を
追う。

29分

2174

土曜フォーラム
今、ひきこもりを考える

（ＮＨＫ厚生文化事業団
H15.9.27）

　なぜひきこもるのか、ひきこもりをしている人に、家族や社会はどの
ような支援を行うことが必要なのか。医師や教育評論家、官民の支
援団体、また、ひきこもりを経験した方を交え、ひきこもりに対する正
しい理解と支援方法について話し合う。
　出演者：斎藤環　尾木直樹　秋田敦子

70分

2175

世界遺産
ｸﾞﾗﾅﾀﾞのｱﾙﾊﾝﾌﾞﾗ宮殿　ﾍﾈﾗﾘｰ
ﾌｪ離宮ｱﾙﾊﾞｲｼﾝ地区　ｽﾍﾟｲﾝ
（ＴＢＳ　平成14年3月31日）

　スペインにあるアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ離宮、そしてアル
バイシン地区は1984年と1994年に世界遺産に登録された。イスラー
ムの王宮として栄えたアルハンブラは、その後カトリック教徒により征
服された。しかしイスラームの文化は絶えることなくカトリックの人々
に受け継がれた。それは2つの宗教が融合した光と影の文化の誕生
だった。

25分

2176

世界遺産
ボロブドゥール寺院遺跡群

インドネシア
（ＴＢＳ　平成14年9月15日）

　幾つもの王国が栄枯盛衰を繰り返した熱帯の島、ジャワ島。その密
林に一千年あまりもの間うずもれていた古代遺跡ボロブドゥール。
200万個もの石が造り上げた巨大建築には仏の教えが一面に浮き彫
りにされている。約10年を費やした修復工事で美しい姿をよみがえら
せ、いつ、だれによって築かれたのかも解明された。

25分

2177

金曜エンタテイメント
江角マキコ

遥かなる氷河と太古の森と
（フジテレビ　平成15年1月15日）

　女優江角マキコが写真家星野の撮影した写真に触発され、インディ
アンの文化が今も息づくアラスカを旅する。カナダﾞのクイーンシャー
ロット島で先祖の文化を大事に守り暮らすハイダﾞ族の人々。彼らの
先祖伝来の土地は今も許しのない者は立ち入れない。聖なる土地で
江角はハイダ族の人々と交流し伝説のトーテムポールの聖地に立つ
事を希望するが…。

95分
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2182

被爆58周年　長崎原爆犠牲者慰
霊平和祈念式典

「平和への誓い」　山崎榮子さん
（NHK　平成15年8月9日）

　被爆58周年となった2003年8月の「原爆の日」。その祈念式典で、ろ
うあ者として初めて被爆の惨状を訴えた山崎榮子さん。手話で語ら
れるその証言は、多くの人々の心を打った。既に世を去ったろうあの
友人達に代わり、平和の尊さを戦争の惨状を訴える。　※この作品は
被爆58周年長崎原爆被爆犠牲者慰霊平和式典の映像　資料提供
NHK

7分

2183

スーパーテレビ情報最前線特別
版

母さんは五体不満足
奇跡の子育て奮闘記

（日本テレビ　平成14年10月14
日）

　アメリカのコロラド州プエブロという町に住むローズマリーさんは、先
天性の仙骨形成不全症のため両足がない。奇跡の出産で生まれた
息子のルーク君は、3歳になった。息子の将来を考え一流の教育を
受けさせるために高収入の仕事に就こうと大学に復学したローズさ
ん。だが現実は厳しかった。その上母親がガンと分かる。

59分

2184

NNNドキュメント'03
突然手足を失って…。雄太19歳

(日本テレビ　平成15年6月1日）

　ある日、突然両手足を失ってしまった少年がいる。車の中で薬物を
使っている最中に引火して大やけどを負ったのだ。それまで好き勝手
に過ごしてきた少年は、その日を境に人の手を借りなければ暮らせ
ない体になってしまった。絶望の中から少年が立ち直るまでの軌跡を
紹介する。

26分

2195

スーパーテレビ　情報最前線
不妊･流産を乗り越えて…

西村知美　涙の出産
（日本テレビ　平成15年8月11日）

　初出産を控えたタレントの西村知美に密着取材する。いつも明るく
とぼけたキャラクターで人気の西村知美。だがプライベートでは、不
妊治療・流産というつらい経験をし、それがきっかけで離婚の危機に
も直面した。そんな彼女が不妊治療を止め、夫婦2人の生活を決意し
た後、自然に妊娠。出産を控えた喜びの姿を追う。

47分

2214

WATER　BOYS
1

（フジテレビ　平成15年7月1日）

　2年前、男のシンクロで旋風を巻き起こした唯野高校だが、今年の
シンクロ公演は教育委員会からの自粛要請によりあやしい雲行き。
成り行きでリーダーになってしまった進藤勘九郎と転校生の立松憲
男を中心に、新たな熱いドラマが始まる。
　出演者：山田孝之　森山未来　宮地真緒

54分

2215

WATER　BOYS
2

（フジテレビ　平成15年7月8日）

　シンクロ同好会を立ち上げるために、あと3人の部員を集めなけれ
ばならない進藤と立松。そんな中で入部を希望してきたのは、前年暴
力事件で留年になった高原だった。しかし、高原には大きな秘密が
あったのだ。

47分

2216

WATER　BOYS
3

（フジテレビ　平成15年7月15日）

　一生懸命に同好会の設立を目指す進藤や立松たちだが、生徒会
長の田中はどうしてもシンクロ公演を阻止したいらしい。部員は集ま
らず、顧問も見つからず、あげく泥棒事件に巻き込まれてしまう進藤
たち。しかし同好会設立をあきらめた時、事態は思わぬ方向へ。

47分

2217

WATER　BOYS
4

（フジテレビ　平成15年7月22日）

　ついにシンクロ同好会を立ち上げた5人組。しかし教頭が強い反対
姿勢で彼らの前に立ちふさがる。そこで一般の人たちにも応援しても
らおうと、自主公演をすることになったのだが、とんでもない事態を引
き起こしてしまうことになる。

47分

2218

WATER　BOYS
5

（フジテレビ　平成15年7月29日）

　自主公演の失敗で、借金まで作ってしまったシンクロ同好会の5人
は、夏休みに入り合宿を兼ねてバイトをすることになった。ところが一
番やる気のあった立松が現れない。立松に事情を聞くと受験勉強に
専念するため、学校を転校すると言う。

47分

13 
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2219

WATER　BOYS
6

（フジテレビ　平成15年8月5日）

　5日間のバイトを終えて帰ってきた5人は、残りの借金を返済するた
めに今度はプールの清掃員のバイトを始める。ある夜、どうしても泳
げるようになりたい高原が学校のプールに忍び込み、そこでまたトラ
ブルを起こしてしまう。

47分

2220

WATER　BOYS
7

（フジテレビ　平成15年8月12日）

　教育委員会で正式に中止が決定してしまった唯野高校のシンクロ
公演。なんとか現実にこぎつけたい5人組が思いついたのは、教育委
員会の視察日にあわせてゲリラ公演をすることだった。そこで桜木女
子高の早川あつみにコーチを頼み、練習を始めるのだが…。

47分

2221

WATER　BOYS
8

（フジテレビ　平成15年8月19日）

　花村響子に告白した田中だったが、響子が好きな相手は進藤だと
知ってしまう。一方クラス委員会のシンクロ中止決定を覆すには、市
長に直訴するしかないと考えた進藤たちは、市長が視察に訪れると
いうライフセーバーイベントに乗り込む。

47分

2222

WATER　BOYS
9

（フジテレビ　平成15年8月26日）

　マスコミに取り上げられたシンクロ同好会。その結果、見学者が学
校に押し寄せ、収集がつかない事態を招いてしまう。そしてついにシ
ンクロ同好会は解散させられることに…。

47分

2223

WATER　BOYS
10

（フジテレビ　平成15年9月2日）

　次年度石田高校との合併が決まった唯野高校。新校舎が唯野高校
のプールを取り壊して建てられることになる。しかも着工されるのは、
学園祭の前だという。進藤たちは学園祭のボランティア２００名を集
め、学園祭でのシンクロ公演実現を目指して、市長に工事の延期を
訴えようとするのだが…。

47分

2224

WATER　BOYS
最終話

（フジテレビ　平成15年9月9日）

　進藤と立松から始まったシンクロの輪は、ついに32人になった。シ
ンクロのチケットを一番見てほしい人に渡そうとする進藤たち。そして
いよいよ学園祭当日。うまく演技できるのか？そしてそれぞれの恋の
ゆくえは？感動のラスト。

58分

2225

日本ﾃﾚﾋﾞ開局50周年記念
ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ　天国のﾀﾞｲｽｹヘ

箱根駅伝が結んだ絆
(日本テレビ　平成15年1月2日）

　仕事のミスでスポーツ部に転属になった新聞記者の飯田洋平は、
拓殖大学の佐藤大輔を取材する。駅伝を軽視する洋平は大輔から
聞いたたすきの重みも理解できない。なぜ選手たちは必死に走るの
か、答えを求める為取材を続けるうち大輔と洋平は深い絆で結ばれ
ていく。だが大輔を待ったいたのは過酷な運命だった。　出演者：小
栗旬　福山雅治

126分

2226

ショムニFOREVER

（フジテレビ　平成15年1月1日）

　庶務ニの6人はそれぞれ超ラッキーな初夢を見る。その初夢が叶う
よう初詣に出かける6人。そして6人全員が大吉を引き当てる。さらに6
人の当たりくじの番号が初夢に出てきた数字と一致したことから、6人
はその番号で宝くじを買うことに。宝くじは当たるのか？それとも…。
　出演者：江角マキコ　京野ことみ　石黒賢

127分

2227

27時間テレビスペシャルドラマ
海のオルゴール

(フジテレビ平成15年6月28日）

　詩人竹内てるよの、波乱に満ちた生涯を送りながらも常に明るく希
望を忘れず生きた半生を描いたドラマ。てるよは幼い時に両親と離れ
祖父母に育てられた。長じて東京の出版社に勤めるが祖父の勧めで
結婚する。男の子を授かるが生まれつき体の弱いてるよは出産を機
に寝たきりになる。　出演者：松雪泰子　池内博之

100分

14 
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2228

ゴールデンシアター特別企画
白線流し　二十五歳

（フジテレビ　平成15年9月6日）

　松本北高校を卒業して7年。七倉園子は東京での出版社勤めを辞
め、松本で念願の教師を始めた。園子はスリランカに渡っていた渉が
東京に戻っていると聞いても連絡はしていない。一方結婚した慎司と
まどかはもうすぐ親になる。7人それぞれが仕事や家庭で大人として
の自覚を求められ悩みながら成長していく。　出演者：長瀬智也　酒
井美紀

108分

2229

愛と感動の特別企画ドラマ
フジ子・ヘミングの軌跡

（フジテレビ　平成15年10月17日）

　「魂のピアニスト」フジ子・ヘミング。彼女が世に認められるまでには
想像を絶する苦難の日々が待ち受けていた。若くして中耳炎により右
耳聴力を失ったフジ子。ピアニストを目指す者にとっては死の宣告に
も等しい。しかし母投網子は「まだ左耳がある目がある」と励ます。や
がてフジ子は一流のピアニストになるためドイツ留学を目指す。　出
演者：菅野美穂

106分

2233

金賢姫　大韓航空機爆破事件
北朝鮮のシナリオ

（日本テレビ　平成15年4月1日）

　1987年11月29日。バグダット発ソウル行き大韓航空858便は、乗員
乗客115名とともにインド洋上空で消息を絶った。機内に爆発物を持
ち込んだという北朝鮮秘密工作員・金賢姫（キム・ヒョンヒ）。彼女の
供述から16年目にして明らかにされた真実の完全再現ドラマ。
　出演者：金賢姫　飯塚繁雄　立木文彦

94分

2234

　金曜エンタテイメント
日韓合作ドラマスペシャル
ソナギ　雨上がりの殺意

（フジテレビ　平成14年11月1日）

　東京のホテルで働く千鶴は、ソウルに単身赴任中の兄を訪ねる。そ
の夜兄は変死。警察は服毒自殺と断定し捜査を打ち切るが納得でき
ない千鶴は独自に調べ始める。そして他殺とにらんで動いていた韓
国人刑事のテジンと出会う。信じていた兄が変死の前に部下と不倫
旅行に行っていたと告げられた千鶴子は…。　出演者：米倉涼子　仲
村トオル

105分

2235

疑惑

(テレビ朝日　平成15年3月22日）

　新聞記者の秋谷は定年を迎えたが記者生命は20年前既に終わっ
ていた。金沢で車が海に転落、資産家が死亡した記事が原因。同乗
していた後妻の球磨子は自力で脱出。警察は球磨子に疑惑を抱くが
確証がない。秋谷は白河が3億円の生命保険に入っていた事を知り
保険金と遺産目当ての球磨子の犯行と確信する。　出演者：佐藤浩
市　余貴美子

93分

2238

それいけ！アンパンマン
ﾅｶﾞﾈｷﾞﾏﾝとおくらちゃん

ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝﾀﾞとたのしい夏まつり
（日本テレビ　平成15年7月18日）

　あるひﾄﾞｷﾝちゃんが、「やさいがたべたい」といいだした。ばいきんま
んはやさいづくりのめいじん・おくらちゃんのところへやさいをもらいに
いく。
夏まつりがやってきた。みんなでたいこのけいこをするがｸﾘｰﾑﾊﾟﾝﾀﾞ
はじょうずにたいこがうてない。「もうおまつりなんていやだ」とｸﾘｰﾑﾊﾟ
ﾝﾀﾞはいうが…。（ひらがな・カタカナのみ使用）

24分

2239

それいけ！アンパンマン
ポッカリ島のしんじゅ姫

（日本テレビ　平成15年7月18日）

　ポッカリ島にあるおおしんじゅは島のおまもりだ。そのしんじゅをまも
るのは、しんじゅひめのアコヤちゃん。そのしんじゅを、ばいきんまん
がぬすんでしまった。しんじゅをとりもどすために、アコヤちゃんとアン
パンマンがばいきんまんをおいかける。
（ひらがな・カタカナのみ使用）

24分

2242

トリビアの泉
～素晴らしきムダ知識～

（フジテレビ　平成15年8月20日）

　視聴者から送られた、人生には必要のない楽しいムダ知識を紹介
し、出演者が「へえ」と思った数を競う。また、トリビアの種のコーナー
では、1本の線にすると一番長い線になるひらがなを確認する。
　出演者：タモリ　久本雅美　ビビる大木

47分

15 
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2243

発掘！あるある大事典
スタイルと健康を改善する
内臓脂肪対策を大公開！

（関西テレビ　平成15年7月6日）

　中年太りの象徴内臓脂肪は中年男性に溜まり易いと言われていた
が、最近は若い女性達にも内臓脂肪の多い人が増えている。スタイ
ルを崩す内臓脂肪を運動なしのダイエットで減らす秘策があった！番
組で紹介する食品を取るだけで内臓脂肪が落ちるという。脂肪肝に
も効果あり。ウエスト太り等に悩んでいる女性必見　出演者：境正章
斎藤慶子

47分

2245

世界ウルルン滞在記
2時間再開スペシャル

（毎日放送　平成15年9月21日）

　中武佳奈子がシベリアのツンドラ地帯で暮らす遊牧民と、東ちづる
がドイツの国際平和村の子供たちと、それぞれ再会の旅に出る。ま
た、中国から揚州炒飯作りの名人がその炒飯を広めるために来日す
る。
　出演者：中武佳奈子　東ちづる　石坂浩二　加山雄三

96分

2247

老後の金は渡さん！
お年寄りを狙う悪質商法にご用

心
（東京都消費生活総合センター

平成16年）

　最近お年寄りを狙った悪質商法が急増している。シロアリ点検と偽
り、必要のない修理を無理やり押し付ける悪質業者。必ず儲かると
いって、大事な退職金を投資につぎ込んだら、業者が金を持ち逃
げ！など。老後の資金を狙う悪質な手口を、コミカルタッチで紹介す
る。　出演者：志水正義　多々良純

25分

2248

アリtoキリギリスの！！
多重債務にご用心

（東京都消費生活総合センター
平成15年）

　ある日の「スマイル法律事務所」。借金返済のため借金を繰り返す
若者、生活費の足しにキャッシングし借金が増えた主婦が相談に
…。石井と石塚は2人に的確なアドバイスを与え、解決へと導く。お金
を計画的に使うこと、悩んだら早めに専門家に相談することが大切だ
と2人は呼びかける。　出演者：石井正則（アリtoキリギリス）　石塚義
之（アリtoキリギリス）

22分

2249

釣りバカ日誌　14

（松竹　平成15年）

　ハマちゃんこと浜崎伝助は、鈴木建設営業3課のヒラ社員。3課新任
岩田課長と合わないハマちゃんは、休暇で四国旅行に出かけるスー
さんに同行する。泊まった民宿の娘みさきは女手一つで息子を育て
る気の強いトラック運転手。みさきが上京して鈴木建設を訪れたのだ
が岩田課長がみさきに一目ぼれしてしまい…。　出演者：西田敏行
三國連太郎 高島礼子

116分

2250

交通事故！もしかすると、あなた
も加害者に？

～問われる責任と賠償～
（日本損害保険協会　平成16年）

　若者が加害者となる交通事故は依然として多い。近年特に問題と
なっている“飲酒運転”や“携帯電話・メールをしながらの運転”につ
いて若年層に注意喚起を呼びかける。
（監修　警察庁交通局）

25分

2254

どうぶつ奇想天外！
爆笑!!

三代目サル次郎が大暴れ!!　他
（TBS　平成15年8月17日）

　最初は有名なサル回しの太郎師匠と次郎さん、そして次郎の後を
継ごうと頑張っているチビ次郎の話題。芸も上達し、すでに初舞台は
踏んだものの、まだまだわがままで飽きっぽいチビ次郎。次郎さんの
後を立派に継いでいけるのだろうか？特集は、聴導犬と介助犬の両
方の役割りを果たす補助犬しろくんの物語。他。　出演者：みのもん
た　高田純次

47分

2255

どうぶつ奇想天外！
2003秋

さよなら盲導犬オリバー
（TBS　平成15年10月5日）

　5年にわたる北海道盲導犬協会への取材で、番組は数々の物語を
見てきた。今回は2人の視覚障害者を誘導するオリバーの引退や、
新人の盲導犬訓練士がルミナスをユーザーの手に渡すまでのドキュ
メント。
　出演者：みのもんた　加藤晴彦

96分

16 
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2256

テレメンタリ－2003
介助犬オリーブと歩いて
～法律で認められた日～

（テレビ朝日　平成15年7月28日）

　身体に障害を持つ方の、手や足の代わりとなり、日常生活の同左
や外出の手伝いをする介助犬。身体障害者補助犬法成立により、障
害者の社会参加に向けて、大きな一歩を踏み出した。介助犬オリー
ブと山口さんの姿をとおし、この法律の持つ意義と今後の課題を探
る。

25分

2266
白い巨塔
第一回

（フジテレビ　平成15年10月9日）

　浪速大学第一外科の助教授・財前五郎はすばらしい手術の技術
と、途方もない野心を持った男。長年仕えてきた東教授の退官を間
近に控えて、次期教授のイスを狙う財前だったが、彼の野心を苦々し
く思う東教授は、簡単にはそのイスを譲ろうとはしなかった。教授の
座をめぐる争いの火蓋が切って落とされる。　出演者：唐沢寿行　江
口洋佑　石坂浩二

58分

2267
白い巨塔
第二回

（フジテレビ　平成15年10月16日）

　里見の依頼を一度は断った財前。しかし難しいオペに挑みたい気
持ちが抑えきれず、東教授に内証のまま、『密室のオペ』で小西みど
りの手術を行う。ことの経緯を知った義父・又一から「手術の後始末
をしっかりやれ」といわれ、鵜飼教授への接近を図ろうとする財前だっ
たが…。

47分

2268
白い巨塔
第三回

（フジテレビ　平成15年10月23日）

　東は里見を呼び出し、財前は緊急オペの必要がないのに功名心か
ら自分の留守に手術したのではないかと問いただした。答えに窮した
里見。東はそれを緊急性なしと解釈、教授会で財前を査問するよう鵜
飼医学部長に申し入れる。

47分

2269
白い巨塔
第四回

（フジテレビ　平成15年10月30日）

　浪速大学に新抗ガン剤の売り込みをかけていた加奈子は、財前と
里見の前で、突然昏倒してしまう。里見が加奈子を診療すると、末期
のガンであった。財前は加奈子の状態が手の施しようのないため、
外科的治療は無意味で手術は出来ないと里見に断言する。

47分

2270
白い巨塔
第五回

（フジテレビ　平成15年11月6日）

　東は他大学から自分の後任候補として石川大学の助教授・菊川を
連れてきた。財前の対抗馬とするためだ。財前が手術をした特診患
者の五十嵐は、そのお礼として1億円を第一外科に寄付した。財前は
この金を使って何とか鵜飼医学部長を取り込もうと画策する。

47分

2271
白い巨塔
第六回

（フジテレビ　平成15年11月13日）

　次期教授選の選考委員に、大河内教授が選ばれたことを知った財
前は、林田加奈子の手術を行うと里見に申し入れる。大河内教授と
親しい里見に、教授との仲を取りもってもらうためだ。一方、東や鵜飼
も、教授選の鍵を握る選考委員を自分の派閥で固めるため、手を尽
くす。

47分

2272
白い巨塔
第七回

（フジテレビ　平成15年11月20日）

　財前五郎は、花森ケイ子のマンションで、教授選考委員会の結果を
待っていた。だが、佃友博医局長からの連絡は、教授選が大河内清
作教授の発案で全国公募になったという予期せぬ結論だった。

47分

2273

白い巨塔
第八回

（フジテレビ　平成15年11月27日）

　里見は市民公開講座で講演していた。里見が講演を終えると、講
演を聞いていた佐々木よし江が飛び込んで来た。夫の調子が悪いと
言う。里見は病院に連れて来るように伝えた。数日後、よし江と夫の
庸平が診察にやって来た。

47分

17 
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2274
白い巨塔
第九回

（フジテレビ　平成15年12月4日）

　ついに後任教授選挙投票の開票が始まった。東の捨て身の作戦の
前に、思うように票の集まらない財前。ついに財前と菊川の2人で、決
選投票を行なうことになってしまう。一方里見は、「外科医としての君
を、ただ信用している」と言って佐々木庸平のオペを財前に依頼す
る。

47分

2275
白い巨塔
第十回

（フジテレビ　平成15年12月11日）

　菊川に対する佃たちの行動は鵜飼の不評を買った。今後財前には
協力しない、と突き放す鵜飼の前に、財前は土下座をしてまで助力を
請うのだった。そしてついに運命の最終投票が始まった。

47分

2276
白い巨塔
第十一回

（フジテレビ　平成16年1月8日）

　財前はワルシャワで開かれる国際外科医学会の準備に忙しい。財
前が執刀した患者の佐々木庸平は、手術の成功を妻よし江と喜ぶ。
里見も財前の力量に感嘆していたが、庸平のセキに疑念を抱く。

97分

2277
白い巨塔
第十二回

（フジテレビ　平成16年1月15日）

　佐々木家の葬儀に里見の姿があった。参列を拒否するよし江だ
が、帰ろうとする里見に近寄り、財前が来ないことに不満を投げる。
力なく帰る里見の背中に向かって、よし江は財前を訴えることを誓っ
た。

47分

2278
白い巨塔
第十三回

（フジテレビ　平成16年1月22日）

　佐々木庸平の裁判を関口弁護士が引き受けることとなった。何とし
ても裁判を避けたい鵜飼は事故調査会議を開き、関係者の口裏を合
わせるように画策する。一方、関口は佐枝子に「この裁判は勝てる見
込みがない」と言い放つ。そんな関口に佐枝子は、自分が浪速大学
第一外科の前教授の娘であると告げる。

47分

2279
白い巨塔
第十四回

（フジテレビ　平成16年1月29日）

　財前の裁判が始まった。第一回目の証人尋問では、原告側の証人
として大河内が証言をする。財前や鵜飼は裁判を有利に進めるた
め、証人として出廷を予定している里見や柳原に圧力をかける。

47分

2280
白い巨塔
第十五回

（フジテレビ　平成16年2月5日）

　法廷で佐々木よし江の尋問が始まった。国平弁護士は、感情面を
刺激する冷酷な質問を重ね、よし江を心理的に追い込む。よし江は
挑発に乗り、無責任な財前に主人に謝って欲しいだけと激昂する。

47分

2281
白い巨塔
第十六回

（フジテレビ　平成16年2月12日）

　原告側の証人に立った里見は、関口弁護士の問いに、がん転移の
おそれを財前に伝え、精密な検査を勧めたと証言。一方、国平弁護
士は里見の行動の根源には、個人的な嫉妬心があるのではないか
と問い詰める。

47分

2282
白い巨塔
第十七回

（フジテレビ　平成16年2月12日）

　控訴審のための証言者探しに奔走する関口。しかし浪速大学側の
圧力のため、協力してくれる人物は一向に現れない。疲れ果て里見
の元を訪れた関口に、里見は「東を訪ねてみては」と勧める。浪速大
学高度がん医療センターの設立に向け、財前は忙しい日々を送って
いた。しかし脳裏からは佐々木庸平の姿が離れなかった。

47分

2283
白い巨塔
第十八回

（フジテレビ　平成16年2月26日）

　証人が見つからず苦境に立つ関口に、東は浪速大学第一外科の
ナースをしていた亀山君子を紹介する。亀山は第一審の判決後、浪
速大学を辞めていた。関口は彼女に、治療の様子を証言してくれるよ
うに頼む。一方、食道ガンの患者の手術で、初歩的なミスを犯した財
前には、かすかな異変が起き始めていた…。

47分

18 
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2284
白い巨塔
第十九回

（フジテレビ　平成16年3月4日）

　東は、自分の医師生命を賭して法廷に立った。国平弁護士は、財
前との間に個人的憎しみなど確執があったゆえの出廷であることを
証明するため陰湿な尋問を重ねる。東は答に窮しながらも確執を認
める。

47分

2285
白い巨塔
第二十回

（フジテレビ　平成16年3月11日）

　証言台に立つ決意を固めた看護師の亀山君子。その様子を影から
見詰めていた国平弁護士は、財前に君子に何が握られていないかと
聞く。財前は、亀山君子がカンファレンスに同席し、記録を取っていた
ことを思い出した。

47分

2286
白い巨塔
最終回

（フジテレビ　平成16年3月18日）

　財前の手術が終了した。高裁の判決を受け、財前は最高裁に上告
することにする。浪速大学高度がん医療センターの完成を目前にし
て、もはや負けることはできないと断言する財前だったが…。

58分

2287

愛と絆の人間ドラマ
特別企画　娘よ

（ＴＢＳ　平成15年9月18日）

　昭和39年、初老の作家藤沢省二郎は娘みこと鎌倉に引越した。み
こは、戦争中の無理がたたって体を壊し嫁ぐこともできず家にいるの
だった。しかし辛い姿は人には見せず、みこは省二郎に毒舌を吐き
威勢のよい娘を演じていた。そんな暮らしの中省二郎が再婚したいと
言い出す。何と相手はみこと同い年の人妻だという。　出演者：一路
真輝　杉浦直樹

109分

2288

テレビ50周年　ドラマ特別企画
さとうきび畑の唄

（ＴＢＳ　平成15年9月28日）

　沖縄で写真館を営む平山幸一は、5人の子宝に恵まれ、家族で平
和な日々を送っていた。ある日、ラジオから日本が真珠湾を攻撃した
というニュースが入った。その後、戦況は悪化し、ついに幸一にも召
集令状が届く.離れ離れになった家族に待ち受けていたものは…。
　出演者：明家さんま　黒木瞳　仲間由紀恵

136分

2289

ブラックジャックによろしく
～涙のがん病棟編～

（ＴＢＳ　平成16年1月3日）

　斎藤英二郎の研修先は第四外科通称がん病棟だ。今まで研修先
で常に問題を起こしてきた英二郎は川渕教授に目をつけられる。英
二郎が出会った膵臓がんの患者良江は完治できると言われ手術に
踏み切るが、その後肝臓へ転移が見つかる。できる事はないと言う
指導医の言葉に食って掛る英二郎は…。　出演者：妻夫木聡　鈴木
京香　阿部寛

124分

2290
銀河鉄道999

（東映　昭和54年）

　星野鉄郎は謎の美女メーテルから銀河鉄道999のパスをもらい、彼
女とともに機械の体をくれるという星を目指す。旅を続ける中鉄郎は
様々な人と出会い、自分の成すべきことに気づいてゆく。

129分

2291

東急エージェンシー
創立20周年記念作品

わが青春のアルカディア
（東映　昭和57年）

　松本零士原作の長編アニメ映画。地球はイルミダス星との戦いに
敗れ占領された。難民引上げ船の艦長として地球に帰るハーロック。
その船に明日への希望を失った地球人に対し未来を信じる事を訴え
る無線が入る。地球はすっかり荒廃し食料も尽きていた。ハーロック
は地下食堂でトチローと出会い二人は意気投合しイルミダスに反旗
を翻した。

130分

2292

ONE PIECE　ワンピース
珍獣島のチョッパー王国

夢のサッカー王
（東映　平成14年）

　海で拾った宝の地図をもとに”王冠島”を目指すルフィたち。その
時、突然海底火山が噴火、その衝撃でチョッパーが島へ飛ばされて
しまう。チョッパーを探しに島に足を踏み入れたルフィたちは、そこで
見たこともない”珍獣”たちと遭遇する。

62分

19 
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2293
T.R.Y

（東映　平成15年）

　上海で暮らすペテン師の伊沢が、歴史の流れを変える革命活動に
も巻き込まれてしまう。「革命なんかに興味ない」と言い切る伊沢だ
が、仲間達を見放すことができず、日本陸軍をペテンにかけ、武器を
調達する計画を立てる。
　出演者：織田裕二　渡辺謙

106分

2302

とっとこハム太郎
とっとこ夏色！
ひまわりちゃん

（テレビ東京　平成15年8月22日）

　ハム太郎たちハムちゃんずは、ひまわり畑でハムスターのひまわり
ちゃんと出会う。ひまわりちゃんは、ひまわり畑の中にあるひみつの
おうちで、かいぬしの絵美ちゃんと遊ぶのを楽しみにしていたのだ
が、ある日…。
（小学校4年生までの漢字　全ルビ）

23分

2303

とっとこハム太郎
とっとこハロウィン！

大へんしん
（テレビ東京　平成15年10月31

日）

　ロコちゃんとカナちゃんがハロウィンパーティーに行くらしい。ハロ
ウィンパーティーとは「へんそうしてあそぶ、楽しいパーティー」らし
い。ハムちゃんずはさっそく、じぶんたちもハロウィンパーティ-を開く
ことにした。
（小学校4年生までの漢字　全ルビ）

23分

2304

とっとこハム太郎
とっとこちびくり！

雪まつり
（テレビ東京　平成16年1月16日）

　大雪がふってハム太郎やハムちゃんずのみんなは大喜び。森に住
むナッスーやトマトたちの家へ雪遊びにやってきた。ちび丸ちゃんた
ちが雪でかまくらやすべり台を作って遊んでいたら、いたずら好きの
ギャルガラスがやって来て、いたずらを始めた。
(小学校4年生までの漢字　全ルビ）

23分

2309

秋の豪華版！
さんまのからくりＴＶ　超特大号

（ＴＢＳ　平成15年9月21日）

　毎週放送しているさんまのからくりＴＶのスペシャル版。セイン･カ
ミュが海外旅行に行く人たちに声をかけ、番組でツアーを企画､ツ
アー参加者の珍道中を放送する。他に「からくり卒業式」や「知識の
泉」、「ご長寿名人戦」など。
　出演者：明石家さんま　浅田美代子　中村玉緒

96分

2312

スーパースペシャル2004
一言で人生一発大逆転

天使の言葉　悪魔の言葉
（日本テレビ　平成16年2月21日）

　人生最大の危機を救う一言「天使の言葉」そして不幸に突き落とす
一言「悪魔の言葉」。言葉の持つ力を、実話をもとに紹介する。アメリ
カのスーパースター、マドンナを成功に導いた天使の言葉や、ある悪
魔の一言で、破たんの危機に襲われた信用金庫の話等。
　出演者：今田耕司　ガッツ石松　くりーむしちゅー

95分

2313
オレンジデイズ

1
（ＴＢＳ　平成16年4月11日）

　大学4年生の結城櫂は、就職の内定がもらえず焦っていた。年上の
彼女・真帆にも励まされるが、なかなかうまくいかない。そんなある
日、櫂はバイオリンを弾く美しい女性に出会う。それが櫂と沙絵の初
めての出会いだった。出演者：妻夫木聡　柴崎コウ　成宮寛貴　白石
美帆　瑛太

73分

2314
オレンジデイズ

2
（ＴＢＳ　平成16年4月18日）

　バイオリニストの道をあきらめた沙絵は、大事にしていたバイオリン
を売ってしまった。しかし、本当はバイオリンをあきらめたくはなかっ
た。そんな沙絵の本心をしった櫂は、翔平と啓太とともに、沙絵のバ
イオリンを探した。

47分

2315
オレンジデイズ

3
（ＴＢＳ　平成16年4月25日）

　沙絵と櫂の関係に、櫂の年上の彼女・真帆の心は複雑だった。そし
て、真帆は大学時代の友人だった佐野を誘い、悩みを打ち明ける。
大学時代から真帆のことが好きだった佐野は、いつでも受け止めて
やると真帆に言う。

47分

20 
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2316
オレンジデイズ

4
（ＴＢＳ　平成16年5月2日）

　啓太がオレンジ色のノートを用意し、自分の心の内を自由に書き合
うことを提案する。そして5人の仲間を「オレンジの会」と名付けた。あ
る日、茜が就職試験が行なわれたホテルで偶然に翔平と出会った。

47分

2317
オレンジデイズ

5
（ＴＢＳ　平成16年5月9日）

　自分の進路を決めた櫂、就職の内定が取れた茜と啓太。啓太はそ
のお祝いに、オレンジの会でキャンプに行くことを提案する。5人はレ
ンタカーを借り、湖畔のキャンプ場に向かった。

47分

2318
オレンジデイズ

6
（ＴＢＳ　平成16年5月16日）

　沙絵の頑張る姿に影響を受け、人生の目標を見つけた櫂は、バイ
オリンをあきらめた沙絵にピアノを弾くことを勧める。「沙絵のお蔭で
自分の道を見つけた。沙絵も頑張れ」と櫂に励まされた沙絵は、自分
の力でピアノを弾ける場所を探し始めた。

47分

2319
オレンジデイズ

7
（ＴＢＳ　平成16年5月23日）

　沙絵と親しげに手話で話す男性が一体何者なのか、気になる櫂。
茜によると、沙絵が留学先で一緒だった沙絵のあこがれの先輩・柿
崎であることが分かった。沙絵をデートに誘った柿崎は、沙絵に「前
から好きだった」と告白する。

47分

2320
オレンジデイズ

8
（ＴＢＳ　平成16年5月30日）

　沙絵に「櫂は自分より下の人に優しくしてあげるのが気持ちいいの
よ」と言われ、ショックと同時に怒る櫂。沙絵の本心を察した茜は、2
人を仲直りさせるため、翔平とともに2人きりで海に行かせる計画を立
てる。

47分

2321
オレンジデイズ

9
（ＴＢＳ　平成16年6月6日）

　沙絵の家に沙絵と親せきのハルキがやってきた。ハルキはﾄﾞｲﾂの
有名な楽団でピアノを弾いている。長期休暇を取って日本に帰ってき
たハルキは、しばらく沙絵の家に世話になることになったのだ。沙絵
とハルキは子供のころから仲がよかった。

47分

2322
オレンジデイズ

10
（ＴＢＳ　平成16年6月13日）

　沙絵は母からﾄﾞｲﾂで手術を受けることを勧められ悩む。一方翔平
はカメラマンの先生に、一緒にチベットへ撮影旅行にいかないかと誘
われる。そして啓太は卒業後に実家の名古屋に帰ることを決心す
る。オレンジの会のそれぞれが自分の歩む道に悩む。

47分

2323
オレンジデイズ

11
（ＴＢＳ　平成16年6月20日）

　オレンジの会はバラバラになってしまった。ドイツへ行ってしまった
沙絵、チベットへ行ってしまった翔平、残りの3人も何となく顔を合わ
せる機会が減っていった。そんなある日、櫂のもとへ沙絵から手紙が
届いた。そこに書かれていたのは…。

60分

2324

生活情報　「安心･安全･豊かな老
後のために～耳の不自由な人々
と老人施設～」＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　日本は急激な高齢社会を迎え、元気なお年寄りが増えている。耳
の不自由な方々が、安心･安全そして幸せな老後を暮らすためには
…？老後の暮らし方の一つとして施設入所を取り上げ、2つの聴覚障
害者専用老人施設や、地域で暮らすための新しい取り組みなどを紹
介する。
　出演者：植村英晴　當芳枝

37分
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2325

趣味講座
「ＡＳＬで話してみよう」3

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　アメリカ手話の初級レベルを学習する目的でシリーズで制作してき
た作品の3作目。今回が最終回。場所の説明の方法を詳しく学習す
るほか、命令したりお願いしたりする時の表現、過去･未来文の表現
など。このビデオにも、最後にアメリカ人講師2人によるトークコー
ナーがあり、テーマは「ろう者のジョーク」。　出演者：土谷道子　ジェ
サダ・プア

40分

2326

社会情報　広島・原爆
～ろう者の語る戦争体験～

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　広島原子爆弾により多くの聴覚障害者が被爆した。番組では5人の
被爆ろう者の証言を紹介。平成15年建立『原爆死没ろう者を偲ぶ碑』
の建立までの経緯も紹介。また広島平和記念公園と同資料館に残さ
れた資料から代表的なものをろう者のガイドにより紹介し原子爆弾の
恐ろしさを学ぶ。　出演者：松岡秋夫　高夫勝己　黒川トモエ　森岡正
勝　掛谷久美子

48分

2327

手話かみしばいイソップものがた
り

～キツネとツル・旅びととクマ他
～

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　楽しくてためになるイソップものがたりを、砂田アトムさんが語りま
す。りょう理を出す時、ツルにいじわるするキツネの話「キツネとツル」
や、2人の旅人がクマに出会う「たびびととクマ」など4話をお話しま
す。物語で何を考えてほしいか、佐沢さんが解説します。（小学校3年
生までの教育漢字使用　全ルビ）　出演者：砂田アトム　佐沢静枝

30分

2328

「安心･安全･豊かな老後のため
に～耳の不自由な人々と老人施
設～」＜手話ビデオ・字幕入り＞
（聴力障害者情報文化センター）

　日本は急激な高齢社会を迎え、元気なお年寄りが増えている。耳
の不自由な方々が、安心･安全そして幸せな老後を暮らすためには
…？老後の暮らし方の一つとして施設入所を取り上げ、2つの聴覚障
害者専用老人施設や、地域で暮らすための新しい取り組みなどを紹
介する。
　出演者：植村英晴　當芳枝

37分

2329

趣味講座
「ＡＳＬで話してみよう」3

＜手話ビデオ・字幕入り＞
（聴力障害者情報文化センター）

　アメリカ手話の初級レベルを学習する目的でシリーズで制作してき
た作品の3作目。今回が最終回。場所の説明の方法を詳しく学習す
るほか、命令したりお願いしたりする時の表現、過去･未来文の表現
など。このビデオにも、最後にアメリカ人講師2人によるトークコー
ナーがあり、テーマは「ろう者のジョーク」。　出演者：土谷道子　ジェ
サダ・プア

40分

2330

社会情報　広島・原爆
～ろう者の語る戦争体験～
＜手話ビデオ・字幕入り＞

（聴力障害者情報文化センター）

　広島原子爆弾により多くの聴覚障害者が被爆した。番組では5人の
被爆ろう者の証言を紹介。平成15年建立『原爆死没ろう者を偲ぶ碑』
の建立までの経緯も紹介。また広島平和記念公園と同資料館に残さ
れた資料から代表的なものをろう者のガイドにより紹介し原子爆弾の
恐ろしさを学ぶ。　出演者：松岡秋夫　高夫勝己　黒川トモエ　森岡正
勝　掛谷久美子

48分

2331

手話かみしばいイソップものがた
り

～キツネとツル・旅びととクマ他
～

＜手話ビデオ・字幕入り＞
（聴力障害者情報文化センター）

　楽しくてためになるイソップものがたりを、砂田アトムさんが語りま
す。りょう理を出す時、ツルにいじわるするキツネの話「キツネとツル」
や、2人の旅人がクマに出会う「たびびととクマ」など4話をお話しま
す。物語で何を考えてほしいか、佐沢さんが解説します。（小学校3年
生までの教育漢字使用　全ルビ）　出演者：砂田アトム　佐沢静枝

30分

2332

クイール

（松竹　平成16年）

　おなかにブチ模様のある犬クイール。クイールは盲導犬になるため
に訓練センターに預けられた。おっとりとしたクイールが盲導犬として
成長する姿と、クイールのパートナー渡辺との愛情深いつながりを描
く。
　出演者：小林薫　椎名桔平　寺島しのぶ　戸田恵子

100分

2334

おかあさんといっしょ

（NHK　平成16年2月16日）

　おなじみのコーナーは『ぐーチョコランタン』『だんご3兄弟　あっとい
う間劇場』『デ・ポン！』『あ・い・うー』『パジャマでおじゃま』。歌は「い
ぬのおまわりさん」「しっぱいのせいこう」「ゆりかごのうた」「とんとんと
もだち」「かけぶとんしきぶとん」「さいころアップップ」。お子様とご一
緒にお楽しみください。　出演者：はいだしょうこ　今井ゆうぞう　タリキ
ヨコ　佐藤弘道

30分
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2335

きらっといきる
　私たちのテレビは目で“聴く”！
～聴覚障害者のためのテレビ局

～
（NHK厚生文化事業団　H16.5.8）

　聴覚障害者自身が番組制作に携わる聴覚障害者の為の放送局は
阪神淡路大震災時に聴覚障害者への情報保障が行き届かなかった
事をきっかけに設立された。野球の実況にも手話と字幕で同時に情
報保障する。これらのリアルタイム放送は、緊急災害時の訓練にも
なっているという。放送局スタッフの奮闘ぶりを紹介する。出演者：小
林紀子　牧口一二

29分

2336

福祉ネットワークシリーズ
「脳卒中　復帰への道」

①励まし合う患者達
（NHK厚生文化事業団　H16.6.7）

　脳卒中によって後遺症が残っても社会復帰を願う人が多い。その
人たちの心のよりどころとなっているホームページがある。主催する
金子さんは、脳卒中で倒れ後遺症が残ったが社会復帰を遂げた。そ
の経験から、患者本人やその家族にアドバイスを送る。

29分

2337

福祉ネットワークシリーズ
「脳卒中　復帰への道」

②三たびの出血を乗り越えて
（NHK厚生文化事業団

H16.6.14）

　かつて整形外科の医師だった山田さんは、40歳の若さで脳卒中に
襲われ、高次脳機能障害という後遺症が残った。山田さんは医師とし
ての経験を生かし、自分の症状を客観的に見つめ、自分に合ったリ
ハビリを行なっている。脳卒中で倒れ、重い後遺症が残った1人の女
性の日常を紹介する。

29分

2338

福祉ネットワーク
聞こえなくても踊りたい

～ろう者ダンサーの挑戦～
（NHK厚生文化事業団

H16.4.12）

　高木理叶（りか）さんは日本では数少ない手話ダンサー。3歳の時、
高熱で失聴した高木さんは、幼い頃から歌や踊りが大好きでピンクレ
ディーにあこがれていた。38歳でそれまで勤めていた会社を辞め、プ
ロダンサーになるため専門学校の門をくぐった。今ではろう者にダン
スを教えるかたわら、ろう者だけのダンスユニットをつくり活躍してい
る。　出演者：高木理叶

29分

2339

福祉ネットワーク
たくましく育て難聴の子どもたち

～京都・かめかめクラブ～
（NHK厚生文化事業団

H16.11.9）

　京都市にある「教育ASSISTきこえ・ことばのへや」は民間の難聴児
教室。幼児から高校生までのサークルで集団の中で孤独感を味わい
がちな彼らが、コミュニケーションする喜びを味わう事を活動目的とし
ている。自ら台本を書いて表現する創作劇においては、演劇活動に
とどまらず生きる意味や目的を求める事につながっている。　出演
者：町永俊雄　片山高

29分

2340

福祉ネットワーク
届け、「みんなのうた」　～難聴の

フォークデュオ・アツキヨ～
（NHK厚生文化事業団　H17.2.7）

　アツキヨの2人が、夢や曲作りについて語る。また、北千住で毎週行
なっている路上ライブの様子が紹介されるほか、スタジオで「僕らを
のせたバスは」と「kiseki」の2曲を歌う。
　出演者：アツキヨ

29分

2341

きょうの料理
小林カツ代の楽らく元気レシピ

「主食もおかずも一緒鍋」
（ＮＨＫ　平成16年5月10日）

　小林カツ代さん自身が、家事と仕事を両立する中で、手早く、しかも
1つのお鍋で作れるというコンセプトで考案した自信作。お鍋という
と、家族そろって食べるものというイメージだが、このお鍋は煮えすぎ
てもおいしいという優れもの。一度お試しを。
　出演者：小林カツ代

25分

2342

きょうの料理
小林カツ代の楽らく元気レシピ

「塩むすび」
（ＮＨＫ　平成16年5月11日）

　おむすびの基本「塩むすび」。誰でも作っているけれど、おいしい作
り方をきちんと知っている人は少ないのでは？というわけで、今回
は、おいしいおむすびの作り方を実演する。
　出演者：小林カツ代　(財)少林寺拳法連盟東京田無支部

25分

2343

きょうの料理
小林カツ代の楽らく元気レシピ

「老いも若きも料理力」
（ＮＨＫ　平成16年5月12日）

　料理研究家の小林カツ代さんは長年、年配の男性を対象とした料
理教室をボランティアで開いている。生徒の皆さんはいくつになっても
若々しいが、その秘訣は料理力にあると小林さん。今回は教室で好
評だったメニューから、簡単に作れて味は本格的な「ロールキャベツ
みたい！」と「さばの竜田揚げ」の2品を紹介する。　出演者：小林カツ
代

25分
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2344

きょうの料理
小林カツ代の楽らく元気レシピ

我が家のアンコール「カレーパン」
（ＮＨＫ　平成16年5月13日）

　料理研究家・小林カツ代さんの最終回は、小林家の二人のお子さ
んからアンコールが出た人気メニューを2品紹介する。「カレーパン」
は、市販の食パンを使って、家庭で出来たての味を楽しめる1品。「か
け回しずし」は、ちょっとしたおもてなしにも使える便利メニュー。季節
の食材を使ってアレンジしてもよい。　出演者：小林カツ代　ケンタロ
ウ

25分

2345

ＮＨＫスペシャル　地球大進化
46億年・人類への旅
第一集　生命の星

（ＮＨＫ　平成16年4月17日）

　地球誕生から現在に至る46億年の歴史を、最新科学と映像技術で
分かりやすく再現。地球のさまざまな大変動をくぐり抜けて進化した
人類の祖先の姿を描く。全6回。第1回は、40億年前、巨大隕石衝突
ですべての海が蒸発した「全海洋蒸発事変」。
　出演者：山崎努

59分

2346

NHKスペシャル　地球大進化
46億年・人類への旅
第二集　全球凍結

（NHK　平成16年5月15日）

　今から6億年前。地球ではすべての海と陸が凍る「全球凍結」が起
き、生命は絶滅寸前に追い込まれた。真っ白に凍りついた地球で生
き残った生命はほんのわずかだったが、この全球凍結が過ぎ去った
とき、生き残った生命は微生物から大型生物へと飛躍的な進化をと
げた。
　出演者：山崎努

52分

2347

NHKスペシャル　地球大進化
46億年・人類への旅

第三集　大海からの離脱
（NHK　平成16年6月26日）

　大陸移動によって生存に適していた浅い海が減少し、我々の祖先
は大陸内部にできた淡水域へ進出した。しかし淡水域の酸素不足が
深刻化し、我々の祖先は肺で呼吸を始め、手を進化させた。それが
上陸への決め手となった。
　出演者：山崎努

52分

2348

NHKスペシャル　地球大進化
46億年・人類への旅
第四集　大量絶滅

（NHK　平成16年7月17日）

　2億5000万年前、生物の95％が死滅するという大量絶滅が起こっ
た。原因はスーパープルームと呼ばれる大噴火だった。しかし生き
残った5％の中に我々の祖先がいた。大噴火による温暖化と低酸素
状態の中、我々の祖先はどのような進化を遂げたのか。
　出演者：山崎努

54分

2349

NHKスペシャル　地球大進化
46億年・人類への旅
第五集　大陸大分裂

（NHK　平成16年9月25日）

　樹上生活を続けていた祖先は、エサの木の実を探すために目を進
化させた。顔の左右にあった目が顔の正面に並び、前方を見る際の
視力が格段によくなった。そしてそれに伴い、表情によるコミュニケー
ションが可能になる。
　出演者：山崎努

54分

2350

NHKスペシャル　地球大進化
46億年・人類への旅

第六集　ヒト
（NHK　平成16年11月14日）

　700万年前アフリカで始まった人類の進化。最近の研究で、700万年
の間には20種類もの人類が存在したことがわかった。なぜ、わたした
ちホモ・サピエンスだけが生き残り、繁栄したのか？そのなぞを、ネア
ンデルタール人とホモ・サピエンスの頭蓋骨の違いから解明してい
く。
　出演者：山崎努

54分

2351

地球！ふしぎ大自然スペシャル
探検！神秘の海底大山脈

太平洋深海に眠るミステリー
（NHK　平成16年1月12日）

　メキシコ沖北緯9度にある有名な深海調査ポイント、ナインノース。
今回は、ロシアの有人潜水艇ミールにリポーターが乗り込み、このナ
インノースの海底を探検する。海底火山が造り上げた巨大な柱やブ
ラックスモーカー、珍しい深海の生き物たちが次々に映し出される。
　出演者：松本和也　久保純子　飯田紀久夫

73分

2352

悠久の感動スペシャル
地球45億年の奇跡　最終夜
人類の旅立ち“二足歩行”

(フジテレビ　平成16年3月4日）

　人類の祖先は直立二足歩行をすることで、現在に至る進化の道を
大きく歩み出した。今でも私たちの体にはヒトの進化の痕跡が残って
いるという。人類誕生の地といわれるアフリカ・グレートバリアリーフを
訪ね、祖先の生活をそのまま今に受け継ぐ部族や、優れた長距離ラ
ンナーを輩出する村の生活を紹介する。　出演者：ビートたけし　石原
良純

37分
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2353

奇跡体験！アンビリバボー
あなたの家は大丈夫？我が家は
ｱﾝﾋﾞﾘﾊﾞﾎﾞｰな危険がいっぱい！

他
（フジテレビ　平成16年8月19日）

　突然、家が真っ二つに割れた事件や、念願かなって購入したマイ
ホームを襲った衝撃の事件など、安全なはずの家を襲った事件を紹
介する。ほか、表現者として活躍する聴覚障害者の大橋弘枝さんを
紹介する。
　出演者：ビートたけし　所ジョージ　関根勤　大橋弘枝

49分

2354

いきいき！夢キラリ
第一回　君の耳になるよ

～聴導犬トレーナー物語～
（長崎放送　平成16年4月18日）

　聴覚障害者の自然な生活に必要な聴導犬。そのトレーナーとなる
ために5年間訓練を受け、アメリカで資格を取った萩原さん。聴導犬
のことをもっと知ってほしい。もっと触れてほしい。そんな思いを伝え
る聴導犬トレーナーとして活躍する萩原さんを紹介する。

28分

2355

スーパーテレビ情報最前線
雅子妃殿下はいま…。
ご成婚11年　真実の愛

（日本テレビ　平成16年5月31日）

　雅子さまが皇室に入られてからの11年間を紹介する。特に、雅子さ
まがご公務を休まれてからの皇太子さまのご発言や、皇太子さまの
恩師の発言を通して、雅子さまの苦悩に迫る。また、海外のロイヤル
ファミリーの暮らしぶりも紹介する。

46分

2356

プレミアムステージ
世界がもし100人の村だったら2

（フジテレビ　平成16年8月7日）

　2003年に放送された番組の第2弾。アルゼンチンからは8歳で親に
捨てられ13歳で子供を出産、一人で子供を育てる決意をした少女の
姿を追う。ネパールからは先祖代々の借金のため奴隷生活を余儀な
くされている債務奴隷の少女を紹介。さらにパート1で紹介されたロシ
アのストリートチルドレン少年のその後の姿も紹介する。　出演者：松
岡昌宏　柴田理恵

98分

2357

日本語なるほど塾
ことばの力をとりもどそう　斎藤孝

第1回　気持ち伝わっています
か？

（NHK　平成16年4月9日）

　日本語を切り口に、言葉という窓口から時代を見つめ、言葉を考え
る番組。第1回目は『声に出して読みたい日本語』で一大日本語ブー
ムを巻き起こした明治大学教授・斎藤孝さんをゲストに迎える。斎藤
さんは日本語力を付けるには話し言葉よりも書き言葉が大事だと訴
える。書き言葉を身につけるには読書が何よりの方法だと言う。　出
演者：斎藤孝　山根基世

20分

2358

日本語なるほど塾
ことばの力をとりもどそう　斎藤孝
第2回　話すためのカラダづくり

（NHK　平成16年4月16日）

　言葉と体は密接に関わり合っているという。現代人の体は硬く冷え
てきており、笑うことが出来ない体になりつつある。特に危険なのが
40～50代の男性。プライドばかり高くて体を使って話すことのできな
い人が急増中。豊かなコミュニケーションには、柔らかい体・笑える体
が必要だという斎藤さんに、言葉と体の関わりについて伺う。　出演
者：斎藤孝　山根基世

20分

2359

日本語なるほど塾
ことばの力をとりもどそう　斎藤孝

第3回　会話のモードチェンジ
（NHK　平成16年4月23日）

　人間関係を築く上で欠かせないのがコミュニケーション。上手に相
手と対話するには、相手との関係や状況によって会話のモードを切り
替える「会話のモードチェンジ」が有効だという。日本映画のワンシー
ンから、原節子や寅さんの話し方を学び、コミュニケーションを豊かに
するモードチェンジの力について考える。　出演者：斎藤孝　山根基
世

20分

2360

日本語なるほど塾
ことばの力をとりもどそう　斎藤孝
第4回　コミュニケーションの極意

（NHK　平成16年4月30日）

　武道やスポーツにも極意があるようにコミュニケーションにも極意が
ある。例えば相手の話を聞きながらヒョイ話題を変える「沿いつつず
らす」。質問は「具体的かつ本質的な質問」をすると会話がうまく続い
ていく。究極の言葉の力として「方言の力」があるという。純文学の名
作を方言で読みながら方言の持つ力に迫っていく。　出演者：斎藤孝
山根基世

20分

2361

わかる国語
読み書きのツボ

てんでんばらばら
（NHK　平成16年4月19日）

　今回の『読み書きのツボ』は｢てん」（句読点）について。ひらがなば
かりの文章は読みにくい。ちょうどいい場所に「てん」を打つだけで、
文章が読みやすくなる。文章を読みやすくするほかに、「てん」にはど
んな働きがあるんだろう。
　出演者：徳田章　光浦靖子　パペットマペット

15分
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2362

わかる国語
読み書きのツボ

ツボは？ツボも？
（NHK　平成16年6月7日）

　今回の『読み書きのツボ』は「は」と「も」の使い方。同じ文章でも
「は」を「も」にするだけで感じが変わってくる。例えば｢ゆかたは似合
う」と「ゆかたも似合う」とでは、少し文章の雰囲気が違ってくる。「は」
と「も」にはそれぞれ、どんな働きがあるのだろうか。
　出演者：徳田章　光浦靖子　パペットマペット

15分

2363

わかる国語
読み書きのツボ
ちゃんと言ってよ

(NHK　平成16年6月21日）

　文には「何がどうする」「何がどんなだ」「何が何だ」という基本の骨
組みがある。でもそれだけでは事柄が正しく伝わらない。「が・を・に」
をきちんという事が大切だが、「が」と「を」を間違えると全然違う意味
になってしまう。「が・を・に」の使い方をやさしく丁寧に教える。
　出演者：徳田章　光浦靖子　パペットマペット

15分

2364

わかる国語
読み書きのツボ

小さなはたらきもの
（NHK　平成16年11月8日）

　「1本だけ倒れなかった」「1本も倒れなかった」。「も」と「だけ」が違う
だけで事柄は全然違う。また、「3つも食べた」｢3つだけ食べた」のよう
に、事柄は変わらないが感じ方が違ってくる。「だけ」や「も」を使うこと
で話し手の考えが分かることをやさしく丁寧に教える。
　出演者：徳田章　光浦靖子　パペットマペット

15分

2365

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第1話
（日本テレビ　平成16年4月14日）

　幸子と雅人夫婦に待望の男の子･光が誕生。だが光は他の子と様
子が違った。やがて原因不明で治療が困難な自閉症と診断され幸子
は落ち込む。だが偶然知り合った教師の里緒からのアドバイスで、子
育てに希望を見いだしていく。
　出演者：篠原涼子　小林聡美　山口達也　武田真治

59分

2366

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第2話
（日本テレビ　平成16年4月21日）

　光は里緒が担任する特別学級に入学できたが、記念撮影の時、騒
ぎを起こしてしまう。進歩のない光に幸子や雅人はいらだってしまう。
幸子は、同じ自閉症児を持つめぐ美が子供からママと呼ばれたとい
う話を聞く。自分も光からママと呼ばれる日を心待ちにする。

47分

2367

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第3話
（日本テレビ　平成16年4月28日）

　光が教室からいなくなり大騒ぎになる。里緒が倉庫でけがをした光
を発見。光の興味の対象が広がりつつあるのを知った幸子は、地域
の人々に光を正しく理解してもらおうと、『光通信』を手作りして配布す
ることにした。

47分

2368

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第4話
（日本テレビ　平成16年5月5日）

　光と1組の生徒を交流させようと校長が考え出したトマト大作戦。ト
マトが大好きな航が光と水をやることになった。航の努力が実って、
めぐ美が見学に来た日、光は水やりをする。それを喜ぶ生徒たちを
見ためぐ美は…。

47分

2369

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第5話
（日本テレビ　平成16年5月12日）

　めぐ美の娘・琴美があさがお教室に体験入学した。琴美は素直で
絵を上手に描く。それを見て幸子は落ち込み、光が夢中になっている
ジグソーパズルを隠して絵を描かせようとする。しかし光はそれに反
抗し、幸子は思わずたたいてしまう。

47分

2370

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第6話
（日本テレビ　平成16年5月19日）

　下校途中、幸子が油断したスキに光がいなくなる。皆で手分けして
捜したところ、堅太が自転車で光が乗ったバスを追いかけたことが判
明。2人は無事帰宅する。翌日幸子は光が迷惑をかけたところに謝り
に行くが、そこで…。

47分
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2371

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第7話
（日本テレビ　平成16年5月26日）

　光が反抗的な行動をとるようになり、幸子を困らせる。運動会では
光はかけっこと、ネズミマーチを1組のみんなと踊ることになった。み
んなの期待にこたえようと、練習に夢中になる幸子。準備に心を砕く
先生方。しかし光は関心を示さない。

46分

2372

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第8話
（日本テレビ　平成16年6月2日）

　一度はあきらめた運動会だが、何があっても一緒に乗り越えようと
いう里緒の言葉に励まされる幸子。運動会当日、光は光なりにネズミ
マーチを踊った。かけっこもみんなの声援でテープを切る。その光景
を見た萌の母・薫は…。

47分

2373

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第9話
（日本テレビ　平成16年6月9日）

　光は幸子のすることに興味を持ち始め、ホットケーキを焼くように
なった。光の将来を考えると、光より先には死ねないと、幸子は里緒
に話す。一方里緒は、障害児教育を勉強し直すため、教師を辞める
ことを幸子に言い出せないでいた。

47分

2374

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

第10話
（日本テレビ　平成16年6月16日）

　里緒の提案で、光が1回手伝いをするたびに10円ずつあげることに
した。100円たまったら、光の好きなお菓子を買いに行くのだ。琴美の
父親が東家にやってきて苦しい胸の内をぶちまける。雅人は厳しい
言葉を返すが、幸子は「自分も同じ気持ちだったことがある」と言うの
だった。

46分

2375

光とともに…。
～自閉症児を抱えて～

最終話
（日本テレビ　平成16年6月23日）

　光が久しぶりに大きなパニックを起こし幸子はショックを受ける。し
かし里緒が辞めるまでに光が自立登校できるようにと、2人で練習を
始める。やがて光が育てたトマトが実り、子供たちはトマトの絵と感想
文を書く。そして3月、里緒のお別れ会が開かれる。

58分

2376
世界の中心で、愛をさけぶ

第1話
（TBS　平成16年7月2日）

　｢僕は彼女のいない世界に、もう17年もいる」。34歳になった松本朔
太郎は、現在も過去から逃れられずに苦しんでいる。17年前の高校2
年の7月。朔太郎とクラスメートの廣瀬亜紀に運命的な純愛の始まり
となる亜紀の誕生日が訪れる。
　出演者：山田孝之　綾瀬はるか　緒形直人　桜井幸子

47分

2377
世界の中心で、愛をさけぶ

第2話
（TBS　平成16年7月9日）

　2004年…入院中の朔太郎は、病院を抜け出し故郷に戻っていた。
それは、亜紀と別れる場所を探すためだった。1987年…付き合い始
めた朔太郎と亜紀は声の交換日記を通して愛をはぐくんでいた。ある
日、朔太郎は祖父謙太郎に「ある人の骨を盗んで欲しい」と頼まれ
る。

47分

2378
世界の中心で、愛をさけぶ

第3話
（TBS　平成16年7月16日）

　祖父謙太郎が、自分の死後、昔の恋人の骨と自分の骨を混ぜてま
いてくれるようにと、朔太郎に遺言する。謙太郎が亡くなって遺言を
実行しようとするが、まくのにふさわしい場所が見つからず、朔太郎
はどうしていいのか分からなくなってしまう。

47分

2379
世界の中心で、愛をさけぶ

第4話
（TBS　平成16年7月23日）

　17年ぶりに教師の谷田部と、故郷で再会した朔太郎。懐かしい高校
のグランドで、朔太郎は亜紀が走った最後の日を思い出す。1987年
の7月。亜紀や智世は県予選に向けて猛練習を始めていた。そんな
中、突然龍之介が東京へ行くと言い出す。

47分

2380
世界の中心で、愛をさけぶ

第5話
（TBS　平成16年7月30日）

　1987年…。亜紀の体に異変が出始めていた。病院へ行くと再検査
が必要と言われる。そんな中、夏休みを迎えたサクたちは、無人島の
夢島にキャンプに行く計画を立てる。準備に張り切るサク。そして夢
島に渡ったサクたちだったのだが…。

47分

27 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2381
世界の中心で、愛をさけぶ

第6話
（TBS　平成16年8月6日）

　島で倒れた亜紀は、救急車で病院に運ばれ、再検査の結果“急性
白血病”であることが判明。亜紀に会いたい朔太郎は亜紀の家を訪
ねるが亜紀の両親から拒絶されてしまう。一方亜紀は病院で無菌状
態での生活を余儀なくされ、厳しい治療に耐えていた。

47分

2382
世界の中心で、愛をさけぶ

第7話
（TBS　平成16年8月13日）

　再生不良性貧血としか告知されていない亜紀。朔太郎はそんな亜
紀に嘘をついていることに、後ろめたさを感じながらも、毎日病院に
通っていた。亜紀は白血病だという青島に出会ったことで、しだいに
自分の病名を疑うようになっていく。

47分

2383
世界の中心で、愛をさけぶ

第8話
（TBS　平成16年8月20日）

　2004年…。朔太郎に会うために家を出た一樹。その一樹を探して、
再び朔太郎の元を訪れた明希。朔太郎は明希に対して心を開き始め
る。1987年…オーストラリアへの修学旅行が迫り亜紀は「写真をたく
さん撮ってきて」と、行くことをためらっていた朔太郎を送り出す。

47分

2384
世界の中心で、愛をさけぶ

第9話
（TBS　平成16年8月27日）

　日々病状が悪化していく亜紀。そんな中、朔太郎は亜紀と結婚する
ため婚姻届を出そうとする。しかしそれは16歳の朔太郎には不可能
なことだった。そこで結婚写真だけでも撮ろうと提案し、朔太郎は亜紀
のウエディングドレスを調達するために駆け回る。

47分

2385
世界の中心で、愛をさけぶ

第10話
（TBS　平成16年9月3日）

　亜紀から「世界で一番青い空が見たい」と言われ、朔太郎は連れ出
すべきかどうか迷っていた。しかし、明らかに衰弱している亜紀を目
の当たりにし、新婚旅行としてウルルへ行こうと約束する。その日か
ら、朔太郎はオーストラリア行きのチケットを取るために奮闘する。

47分

2386
世界の中心で、愛をさけぶ

最終話
（TBS　平成16年9月10日）

　空港で倒れ病院に運ばれた亜紀。朔太郎も極度の疲労から倒れて
しまう。そして目を覚ました時、亜紀はもうこの世にはいなかった。現
実を受け入れられず、抜け殻のようになる朔太郎。真と綾子はウル
ルに骨をまいてほしいという亜紀の願いをかなえるため、サクを連れ
オーストラリアへ向かう。

61分

2387

新春ドラマスペシャル
古畑任三郎

(フジテレビ　平成16年1月3日）

　海外旅行を楽しんでいた古畑だったが、パスポートを紛失してしま
い再発行のため大使館に出向く。大使館内は外務大臣来訪のため
の準備で大忙しだった。そんな中、大使は参事官と言い争いになり、
弾みで殺害してしまう。大使と古畑の駆け引きが始まる。
　出演者：田村正和　松本幸四郎　及川光博　八嶋智人

123分

2388

新春ドラマスペシャル
Dr.コトー診療所

～特別編・第1夜～
（フジテレビ　平成16年1月9日）

　南海に浮かぶ志木那島。本土から船で6時間もかかるこの島に、医
師の五島健助が赴任してきた。不十分な医療設備と不信感をあらわ
にする島民。それでも健助はあきらめずに努力を続け、いつしか「コ
トー先生」と親しみをこめて呼ばれるようになった。
　出演者：吉岡秀隆　柴崎コウ　時任三郎　大塚寧々　小林薫

97分

2389

新春ドラマスペシャル
Dr.コトー診療所

～特別編・第2夜～
（フジテレビ　平成16年1月10日）

　志木那島へ来て半年が過ぎ、島民の信頼を得た健助の前に、週刊
誌の記者・巽が現れる。実は健助には、星野課長しか知らない過去
があった。その過去を巽に暴かれ島民の信頼を失った健助は島を去
る。星野は心労から吐血した。医師不在の離島で治療は難しく…。
　出演者：吉岡秀隆　柴崎コウ　時任三郎　大塚寧々　小林薫

98分
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2390

白い巨塔　特別版

（フジテレビ　平成16年3月25日）

　連続ドラマの総編集に新たに物語を加えた特別版。佐々木庸平の
裁判後も、柳原は第一外科に残り医師として働いていた。ある日柳
原は末期がんの患者に告知をする事になる。その患者はかつて財前
が手術をした患者だった。財前の姿に思いをはせながら告知に悩む
柳原は里見の元を訪ねる。　出演者：唐沢寿之　江口洋介　石坂浩
二　伊武雅刀

121分

2391

世にも奇妙な物語
春の特別編

（フジテレビ　平成16年3月29日）

　いわくありそうな乗客たちを乗せたバスが、故障車をよけ切れず谷
底へ…。のはずが、何とストップモーションのように空中で止まってし
まう。死を目前にした乗客が繰り広げる人間模様。その意外な結末
は。ほかにも『殺し屋ですのよ』『自分カウンセラー』など。
　出演者：観月ありさ　渡部篤郎　永作博美

94分

2392

プレミアムステージ
特別企画　9･11

（フジテレビ　平成16年9月11日）

　2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロ。当時ワールドト
レードセンターで富士銀行の行員として勤務していた杉山陽一さん。
彼も犠牲者の一人だった。陽一さんの妻晴美さんの書いた手記をも
とにドラマ化した。
　出演者：和久井映見　稲垣吾郎　石黒賢

98分

2393

半落ち

（東映　平成16年）

　ベテラン警察官の梶が妻を殺害したと自首してきた。素直に犯行を
認める梶だが、犯行後から自首するまでの2日間の行動について、な
ぜか口を割ろうとしない。完全な自供に至らない半落ち。現役警察官
の殺人事件に県警は揺れ、梶の謎の行動にマスコミの目が集まる。
梶が隠そうとしている“真実”とは何か。　出演者：寺尾聰　原田美枝
子　柴田恭平　吉岡秀隆

123分

2394

ONE PIECE　ワンピース
呪われた聖剣

（東映　平成16年）

　アスカ島に到着したルフィたち。この島には伝説の宝刀「七聖剣」が
隠されているらしい。しかし、お宝より食べることが好きなルフィたち
が食料を調達して船に戻ると、ゾロが行方不明になっていた。ルフィ
たちはゾロを探すためにアスカ島に上陸した。

96分

2395

侍

（東宝　昭和40年）

　万延元年3月3日の江戸桜田門外。雪の降りしきる中、登城する大
老・井伊直弼を待ち伏せする浪士たちがいた。新納鶴千代もその一
人。ひとかどの武士になりたい一心であった。だが、新納がねらうそ
の人こそ、実の父であるとは、知る由もなかった。
　出演者：三船敏郎　新珠三千代　伊藤雄之助

122分

2396

きょうの健康
ご用心！油断できない中性脂肪

動脈硬化のサイン
（NHK　平成16年4月5日）

　中性脂肪についての第1回目。中性脂肪が高いとなぜ危険なの
か、中性脂肪が高くなる原因や中性脂肪と動脈硬化の関係、冠動脈
疾患（かんどうみゃくしっかん）のリスクについて説明する。血管内部
でのコレステロールの働きと中性脂肪の関係や、それによる心筋梗
塞や脳梗塞の危険について解説を加える。　出演者：山下静也　上
野ゆい　岩田まこ都

15分

2397

きょうの健康
ご用心！油断できない中性脂肪

こんな人が危険
（NHK　平成16年4月6日）

　中性脂肪についての第2回目。動脈硬化と関係が深い運動不足と
肥満に着目し、肥満度指数の算出方法や、「隠れ肥満」といわれる内
臓脂肪について解説する。食事のとり方や好み、身体活動など改善
すべき週間や、実際の患者を例にした内臓脂肪対策を具体的に示
す。
　出演者：山下静也　上野ゆい　岩田まこ都

15分

2398

きょうの健康
ご用心！油断できない中性脂肪

脂肪をためない食生活
（NHK　平成16年4月7日）

　中性脂肪の第3回目。中性脂肪値が高くなる原因や、脂肪値が高く
なる食事品目について説明する。中性脂肪が高い人の食生活の特
徴を振り返り、中性脂肪をためないために改善すべき食生活、おや
つやデザートを取り過ぎないコツや献立例を解説する。
　出演者：山下静也　上野ゆい　岩田まこ都

15分
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2399

きょうの健康
ご用心！油断できない中性脂肪

脂肪をためない運動
（NHK　平成16年4月8日）

　中性脂肪の第4回目。中性脂肪をためないための運動方法につい
て説明する。まとまった時間がなくて運動できないという人のために、
日々の生活の中でこまめに運動量を増やすことの大切さ、具体的方
法について解説する。また、脂肪を減らすにはどのような運動が適し
ているかについて、解説を加える。　出演者：山下静也　上野ゆい
岩田まこ都

15分

2400

きょうの健康
ぐっすり眠りたいあなたへ

要注意！睡眠時無呼吸症候群
(NHK　平成16年8月16日）

　睡眠時無呼吸症候群の患者は寝ている間に繰返し呼吸が止まる
為、睡眠不足になり昼間眠気に襲われる。その眠気が車の事故に繋
がる事もあり、大変危険な病気である。なぜ睡眠時に呼吸ができなく
なるのか、身体にどのような影響があるのか、さらに無呼吸症候群に
気づく方法や、効果的な治療方法を解説する。　出演者：赤柴恒人
上野ゆい　岩田まこ都

15分

2401

すくすく子育て
いざというときの救急Q＆A

～アウトドア～
（NHK　平成16年5月1日）

　子どもを外で遊ばせたり、子どもづれで外出するとき、一番心配な
のが子どものケガ。そこで、事故の予防と万一ケガをしたときの対処
法について、専門家にQ&A方式で伺う。事例は、頭を打ったとき、擦
り傷･切り傷、日射病･熱射病など。
　出演者：セイン・カミュ　奥山佳恵　三石知左子

30分

2402

名探偵コナン　スペシャル
怪盗キッドの驚異空中歩行

（読売テレビ　平成16年4月12日）

　蘭の親友の園子は鈴木財閥のお嬢様。その園子の親戚で鈴木財
閥相談役の鈴木次郎吉氏が、新聞を使って怪盗キッドに挑戦状を叩
きつけた。どうやらキッドに何か恨みがあるらしい。挑戦を受けて立つ
キッド。大勢の野次馬の見守る中、キッドは盗むことができるのか。
（小学校教育漢字5年以上にルビ）

49分

2403

ちびまる子ちゃん
「まる子の赤いランドセル」の巻

（フジテレビ　平成16年4月4日）

　公園で知り合った女の子の影響を受けて、まる子はランドセルが嫌
いになり、かわいい手さげバッグで登校したいと言い出す。しかしお
母さんに反対されてしまう。怒ったまる子は家出する。
（小学校教育漢字4年以上にルビ）

25分

2404

ちびまる子ちゃん
｢呪われたブー太郎」の巻

（フジテレビ　平成16年7月11日）

　たまちゃんのお父さんの撮った写真の中に、心霊写真のように見え
る写真が見つかった。霊と一緒に写っているのは、まる子とたまちゃ
んとブー太郎の3人。テレビで見た心霊写真の特集では、霊と一緒に
写っている人は不幸になるという。3人は驚いて対策を練るのだが
…。
（小学校教育漢字4年生以上にルビ）

25分

2405

ちびまる子ちゃん
「まる子、バイクに乗りたい」の巻
「まる子、つめ放題に燃える」の

巻
（フジテレビ　平成16年12月5日）

　まる子はどうしてもバイクに乗りたいと思っていた。そんな時、花輪
君に自慢のバイクに乗せてあげると言われて大喜び。いよいよバイク
に乗れると思った時…。ほか、1話。
（小学校教育漢字4年生以上にルビ）

25分

2406

ちびまる子ちゃん
15周年記念スペシャル

「温泉に行こう！！」の巻
（フジテレビ　平成17年1月9日）

　花輪くんがまる子たちクラスメートを温泉に招待してくれることになっ
た。大喜びのまる子たち。さくら家ではお父さんやおじいちゃんまで行
くことになり、2人とも大はしゃぎ。しかし温泉までの電車賃はそれぞ
れが出さないといけないため、貧乏な永沢くんは行けないと言って泣
いてしまうが…。
（小学校教育漢字4年生以上にルビ）

49分
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2407

2004夢対決
とんねるずのスポーツ王は俺だ

スペシャル5
（テレビ朝日　平成16年1月2日）

　新春恒例のとんねるずとプロ選手のスポーツ対決。今回はメジャー
リーガー松井稼頭央との野球対決、そして、オリバーカーンとのPK合
戦。そのほかにゴルフ対決など盛りだくさん。

123分

2408

ほんとにあった怖い話　特別版
～心霊写真・恐怖順位49～

（フジテレビ　平成16年4月3日）

　番組に寄せられた5000枚を超える心霊写真の中から、本怖クラブ
が選び出した恐ろしい心霊写真を紹介する。ほかに、視聴者から寄
せられた恐怖体験を再現ドラマで紹介する。
　出演者：稲垣吾郎　MEGUMI

48分

2409

SMAP×SMAP　04
生　ゴールドメダリストスペシャル

（フジテレビ　平成16年7月19日）

　生放送で送るSMAP×SMAPスペシャル。ビストロスマップゲスト
は、女優の山口智子。久しぶりのTV出演に緊張気味の山口。制限時
間12分の中で彼女のオーダーする料理をメンバーが作り上げる。後
半は優勝をかけてメンバーが「スリッパ砲丸」と「5m走」に挑戦する。
果たして純金製の特製メダルを手にするのは誰か。　出演者：SMAP
山口智子

58分

2411

道浪漫
麗しの南イタリア紀行

～隠れリゾートの魅力～
（毎日放送　平成15年1月26日）

　自他ともに認めるイタリア通の森公美子さんが、個性的な町ナポリ
を中心に、立ち飲みコーヒー店や老舗のピザ店を紹介。ポッツオーリ
では古代ローマ時代から続く洞窟サウナに入る。その他12世紀の貴
族邸を改造した5つ星ホテルに宿泊したり、元漁師宅にお邪魔して一
緒に本場の家庭料理を作る。　出演者：森公美子

25分

2412

道浪漫
南イタリア紀行

～珠玉の町めぐり～
（毎日放送　平成15年2月16日）

　森公美子さんが南イタリアを巡ろうと、ブーツ型のかかとの部分に
あたるプーリア半島へ。紺碧のアドリア海と田園風景が広がるプーリ
ア州はイタリア屈指の農業地帯。南イタリア名物の本格パスタを作り
たい森さんは、製粉所やオリーブオイル工場を巡って最高の食材を
探し求め、パスタ作りに挑戦する。　出演者：森公美子

25分

2413

るり色の砂時計
じっくりのんびり豆田旅情

（九州朝日放送　H16.4.4）

　大分県日田市、豆田町の旅。かつては江戸幕府の直轄地・天領で
あった日田市。豆田町は特に趣のある町で、小京都とも言われてい
る。儒学者廣瀬淡窓の生家、廣瀬資料館を見学。江戸時代の豪商で
もある廣瀬家の生活用具や淡窓の遺品等が展示されている。蕎麦
屋や造り酒屋などを巡り、風流な老舗の味も紹介する。　出演者：佐
藤はるみ

32分

2414

るり色の砂時計
自然がいっぱい！

熊本県産山村・波野村
（九州朝日放送　H16.9.5）

　熊本県産山村・波野村の旅。村花であるヒゴタイの他、様々な花が
見頃の「ヒゴタイ公園」を散策。「うぶやま山野草園」でも様々な野草
を紹介する。名水百選に選ばれている「池山水源」は緑に囲まれたさ
わやかな空間。続いて「うぶやま牧場」のバター作りに挑戦する他、
「神楽フェスティバル」が行われる「神楽苑」で伝統文化に触れる。
出演者：佐藤はるみ

32分

2415

ママ､えがおがきこえるよ
第28回JNNﾈｯﾄﾜｰｸ大賞受賞　北
日本製作者ﾌｫｰﾗﾑ最優秀賞受賞

（IBC岩手放送　H15.5.26）

　菊池樹里さん（取材当時22歳）は、3歳の時に重度の難聴と診断さ
れた。一人娘が先天性の聴覚障害と知った母は、すべての時間を樹
里さんのために使おうと決心する。番組では、小学生の時からの取
材をもとに、障害というハンディを乗り越え前向きに生きる母と娘の絆
を描く。

55分
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2416

情熱大陸
超魔術師　Mr.マリック

（毎日放送　平成14年1月20日）

　マジックでも超能力でもない「超魔術」というエンターテイメントの世
界を新たに作り出し、一躍その名が知られるところとなったMr.マリッ
ク。「人間は『驚く』というのが一番面白いじゃないですか。」と言いな
がら、テレビ出演やライブを精力的にこなすマリックの「超魔術」への
情熱を伝える。

25分

2417

ホテルスペシャル
2001秋

姉さん！恐怖です？！
（TBS　平成13年10月12日）

　東京ドームプラトンも開業からはや1年。たまたま東京プラトンから
会議で出向いた赤川一平には、いたって順調に見えた。が、坂下マ
ネージャーの借金肩代わりの解決がきっかけで、やくざの親分が宿
泊滞在することになり…。
　出演者：高嶋政伸　丹波哲郎　小林稔侍　紺野美沙子

94分

2418

とっても健康らんど
～あなたは何歳？～

血管年齢
（九州朝日放送　H16年1月24日）

　『とっても健康らんど』は、九州朝日放送が製作し、九州のテレビ朝
日系列放送局放送の健康情報番組。今回のテーマは「血管年齢」。
実年齢と血管年齢はどうちがうのか、動脈硬化や血管の若さを保つ
秘訣などを専門家が分かりやすく解説する。
　福岡大学医学部生理学教授　今永一成　先生

12分

2419

とっても健康らんど
～快適な生活を取り戻そう！～

リウマチ最新療法
（九州朝日放送　H16年2月24日）

　今回のテーマは「リウマチ最新治療」。つらい症状や最新治療につ
いて、克服患者のインタビューを交えて専門家がわかりやすく解説す
る。
　国立病院九州医療センター整形外科　宮原寿明　先生

12分

2420

とっても健康らんど
くしゃみ・鼻水・鼻づまり
苦しい症状の原因は？

（九州朝日放送　H16年3月6日）

　今回のテーマは「アレルギー性鼻炎」。鼻炎の症状や治療、いろい
ろな原因について専門家が分かりやすく解説する。
　宗耳鼻科院長　宗信夫　先生

12分

2421

とっても健康らんど
気のせい？目のせい？

飛蚊症
（九州朝日放送　H16年4月10日）

　今回のテーマは「飛蚊（ひぶん）症」。飛蚊症の症状や危険な飛蚊
症のケース、治療法などについて専門家が分かりやすく解説する。
　岡眼科医院院長　岡義祐　先生

12分

2422

とっても健康らんど
“首”が“ネック”になるなかれ！

首の痛み
（九州朝日放送　H16年4月24日）

　今回のテーマは「首の痛み」。首の痛みから分かることや日常の予
防、治療方法などについて専門家が分かりやすく解説する。
　ありた整形外科クリニック院長　有田親史　先生

12分

2423

ちびまる子ちゃん
「まる子救急車に乗る」の巻

（フジテレビ　平成12年5月21日）

　通学途中で救急車に出くわしたまる子。救急車に乗っていたのが隣
のクラスの男子と知り「救急車に乗るってどんな感じだろう」とにわか
に興味を持つ。翌日、その男子がスター扱いされているのを知り、「な
んとか救急車に乗ってみたい」と願うまる子だったが…。

24分

2424

山田邦子のこれで安心！！
賃貸住宅トラブル対処術！！
（東京都消費生活総合ｾﾝﾀｰ

　平成16年）

　賃貸住宅の敷金をめぐるトラブルが急増している。クロス張替え等
の補修費用が敷金から引かれてしまうなど、借主が納得のできない
ケースが後をたたない。東京都では賃貸住宅紛争防止条例を施行。
が、トラブルを防ぐためには消費者の自覚が最も重要。ビデオではト
ラブルの実態とならないためのポイントをわかりやすく説明する。　出
演者：山田邦子ほか

25分

32 
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2425

なんでだろう？
携帯電話の契約トラブル

（東京都消費生活総合ｾﾝﾀｰ
　平成16年）

　携帯電話をめぐるトラブルは、中学生・高校生にも身近な問題。こ
のビデオでは、架空・不当請求の事例と、課金システムを知らずに高
額になったパケット通信料金の請求についての事例を取り上げ、トラ
ブルにあわないための注意点や、対処法、相談機関を紹介する。
　（中学生・高校生向け）　出演者：テツandトモ

25分

2426

撃退！架空請求
－ある悪質業者の手口－

（東京都消費生活総合ｾﾝﾀｰ
　平成16年）

　全国に急増した架空・不当請求の被害が、依然として増え続け、多
くの被害が出ている。その手口も、ハガキ、携帯電話、パソコンなど
へのメールのほか、裁判所や法律事務所を装ったものまで、悪質巧
妙化している。このビデオでは、ますます巧妙化する架空・不当請求
の手口と被害未然防止のための対策ポイントを分かりやすく解説す
る。

19分

2427

ためしてガッテン
紅茶！　実験１０００回

見つけた極意
（NHK　平成16年1月14日）

　紅茶をおいしくいれる秘訣は○○にあった！　紅茶に適した水の種
類、ポットの形、お湯の温度など、自宅で簡単においしい紅茶をいれ
る方法を紹介する。
市販のティーバックを使っても、ポットと茶葉でいれた紅茶と同じよう
においしくいれることができるのだ。また紅茶を使ったおいしい料理も
紹介する。

43分

2428

どうぶつ奇想天外！
仰天わけあり！　サルがノリノリ

に！
千石先生ｖｓ西表島　ほか
（TBS　平成16年8月1日）

　千石先生が西表島に渡り、島の中に住む「けったいな動物」を紹介
する。特集では「どうぶつ奇想天外！」に何度も登場した天才チンパ
ンジーのモモちゃんとトレーナーの宮沢さんがコンビを解消した訳と
宮沢さんの夢に向かって進む姿を紹介する。
　出演：　みのもんた　渡辺満里奈、ゴリ

46分

2429

NHKスペシャル
エジプト　謎の古代王朝
ピラミッドはなぜ消えたか
（NHK　平成16年8月12日）

　古代エジプト文明の繁栄を象徴する巨大建造物;ピラミッド。しかし
約５００年間造り続けられたピラミッドはある時期から造られなくなっ
てしまう。歴史から名前を消された謎のファラオ。顔を消された壁画。
さまざまな謎に満ちた遺跡の発掘を通して、ピラミッドが消えた時代
の古代王朝の姿を追う。

49分

2430

生命38億年スペシャル
人間とは何だ!?　Ⅳ

～脳の奇跡･･･失われた愛を探す
感動の旅

（TBS　平成15年11月19日）

　人を動かす原動力『感情』。感情はどこから生まれてくるのか。人間
の感情の不思議に迫る。１０年間、親に監禁され、言葉や感情を持た
ずに育った少女。超人的な記憶力を持つサバン症候群の人々等、最
新科学と世界各地の取材を元に、脳と感情の不思議な働きが解き明
かされていく。
　出演：　古館伊知郎、養老孟司

143分

2431

きらっといきる
ものづくりは俺たちが支える

～東大阪聴覚障害の熟練工たち
～

（NHK　平成16年1月31日）

　東大阪市の従業員２２０人の「パイプねじ切り機」の工場。ここで
は、６５年前から聴覚障害者を雇用してきました。現在１４人の聴覚
障害者が働いています。週３回の朝礼には必ず手話がつき、社員の
ほとんどが手話を理解しています。

29分

2432

ろうを生きる　難聴を生きる
手話と教育

～世界ろう連盟
ヨキネンさんに聞く～

（NHK　平成16年4月10日）

　２００３年７月に世界ろう連盟理事長になたマルク・ヨキネンさんは大
学でろう教育の教師を養成する仕事をしている。年は４４歳。母国フィ
ンランドのろう教育や手話事情について、また国連で協議が続いてい
る障害者の権利条約や国際協力などについてお話を伺う。インタビュ
アーは大杉豊さん。

15分

2433

福祉ネットワーク
うちの子どもは世界一

絵で育むきずな
（NHK　平成16年4月22日）

　自閉症の障害をもつ健君は、コミュニケーションが苦手。一方、お母
さんは聴覚障害者で息子の声が聞き取れず、子育てに悩む日々を
送っていた。言葉でコミュニケーションをとることのできない親子が、
絵という表現方法を見つけたとき、初めて心を通い合わせることがで
きた。

29分

33 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2434

福祉ネットワーク
光と音を失っても

～全国盲ろう者大会から～
（NHK　平成16年9月13日）

　ふだん、なかなか外に出ることが少ない盲ろう者にとって、年に１回
開かれる全国大会は、仲間と触れ合える唯一の貴重な機会である。
その全国大会の様子を紹介するとともに、盲ろう者の現状や課題
や、パソコンを活用した新しいコミュニケーション方法にも、スポットを
当てる。
　出演：　福島　智

29分

2435

その時君は輝いた
～アテネパラリンピックの１２日間

～
（NHK　平成16年10月2日）

　１３６の国と地域から、約４０００人の選手が参加したアテネパラリン
ピック。日本は１６３人が参加し、金１７個、銀１５個、銅３０個という過
去最高の成績を収めた。一人ひとりの選手が自分のゴールを目指し
努力する過程と、障害をものともせず、力の限り競技に挑む姿を追
う。

90分

2436
体いっぱいで原爆を語りつぐ

（ＮＨＫ　平成16年8月9日）

　平成15年8月9日。長崎平和祈念式典で、ろうあ者として初めて被
爆者代表に選ばれ、手話で平和への誓いを語った山崎榮子さん。式
典後は全国各地から講演の依頼が殺到した。次世代の人々に原爆
を語り継ぐことが自分の使命だという山崎さんの忙しい日々を追う。
　出演：　山崎榮子、長谷川勝彦

49分

2437

にんげんドキュメント
僕には仲間の声が見える

～近畿大学アメフト選手の挑戦
～

（NHK　平成17年1月７日）

　近畿大学４年の西村隆幸さんは、生まれつき耳が聞こえない。だが
大学のアメフト選手として、２年生の時からレギュラーとして活躍して
きた。聞こえないから人一倍努力した、と語る西村さんと、彼を支える
両親や部員の姿を紹介する。

43分

2438

その時歴史が動いた スペシャル
新撰組　最後のｻﾑﾗｲたち

第一部　立志編　剣に生きる
（NHK　平成16年1月7日）

　幕末から明治にかけて、最後まで反幕府勢力と死闘を繰り広げた
新撰組。彼らは幕府が取り立てた最後のｻﾑﾗｲたちだった。農民から
幕府の上級武士へ異例の出世を遂げ、武士より武士らしく生きようと
した彼ら新撰組の青春群像を二部構成で描く。　第一部は池田屋事
件。
　出演：　松平定知　黒鉄ヒロシ

43分

2439

その時歴史が動いた スペシャル
新撰組　最後のｻﾑﾗｲたち

第二部　死闘編　武士道に死す
（NHK　平成16年1月7日）

　農民から幕府の上級武士へ、異例の大出世を遂げた新撰組。しか
し彼らがｻﾑﾗｲになろうとしたその時、武士の時代は終わろうとしてい
た。幕府によって抵抗勢力との戦いの矢面に立たされた彼らは、何
のために闘うかというビジョンを持てぬまま、悲劇の結末へと巻き込
まれていく。
　第二部は、新撰組局長・近藤勇の処刑。

42分

2440

世界史上空前の謎！！
古代ローマ幻の都市、ポンペイは

なぜ19時間で消えたのか?!
（TBS　平成16年9月20日）

　火山の噴火により一夜にして滅亡した古代都市ポンペイ。長い間謎
だったこの時の噴火の規模や被害の実際を、イタリアロケによるド
キュメントと英BBCが制作した再現ﾄﾞﾗﾏ、さたに最新CG映像を使って
解説してくれる。
　出演：　久保純子　青柳正規

95分

2441

平成16年度芸術祭参加作品
夢・ロマンスペシャル

地球の夢！生命の夢！ﾀﾞｰｳｨﾝ
の大冒険

（TBS　平成16年11月3日）

　「進化論」で有名なチャールズ・ダーウィン。彼の生涯が再現ドラマ
で紹介され、ダーウィンが「進化論」にたどりついた過程や、著書「種
の起源」の出版を巡って苦悩したことなどが無理なく理解できる。また
進行役の２人が、直接現場に出向いて、ガラパゴスの生き物やアル
ゼンチンの氷河などを紹介。出演：　荒俣宏　雨宮塔子

94分
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2442

プロジェクトX　挑戦者たち
列車炎上　救出せよ
北陸トンネル火災

（NHK　平成16年6月15日）

　福井県敦賀市にある北陸トンネルは全長１３．８７キロメートル。技
術の粋を尽くし、昭和37年に開通。だが10年後夜行列車きたぐにがト
ンネル中央部で火災を起こす。乗客７６０人の救助に当たった消防隊
員と、1人の乗客から話を聞く。
　出演：　国井雅比古

43分

2443

プロジェクトX　挑戦者たち
駅伝日本一

運命のたすきをつなげ
（NHK　平成16年７月8日）

　男子全国高校駅伝で８回も優勝した兵庫県立西脇工業高校。日本
一の工業高校と言われ、就職内定率１００％。だが３０年前、生徒た
ちはすさんでいた。その生徒たちを変えたのは、自分も劣等感に苦し
んだ一人の教師だった。
　出演：　国井雅比古　善場貴子

43分

2444

にんげんドキュメント
心の扉　たたき続けて

～神戸“希望”診療所の10年～
（NHK　平成17年１月14日）

　阪神大震災当日、医師なのに何もできなかったという思いを出発点
に、この10年間、被災して家も仕事もなくした人たちの健康を見守り
続けてきた伊佐秀夫さん。弱者の側に立ち、孤独死をなくそうと奔走
する一方で、若者の相談にも乗る姿を追う。

43分

2445

NHKスペシャル
シリーズ　阪神・淡路大震災10年

第１回　焼け跡の町は、いま
（NHK　平成17年１月15日）

　神戸市長田鷹取東地区は、１０年前、地震直後に起きた火災で、２
２００人の住民のうち９５人が亡くなった。焼け跡から生まれ変わって
いくまちの姿。再建に取り組む商店街の店主たちの姿。愛する家族を
失った遺族の１０年を追う。

52分

2446

NHKスペシャル
シリーズ　阪神・淡路大震災10年
第２回　マンション再建　住民の

選択
（NHK　平成17年１月16日）

　被災したマンションのほとんどが再建を果たしたが、建て替えか補
修かで１０年も住民が対立しているところがある。争点は費用の問
題。住民は高齢化し建物の傷みも進んだ今こそ再建を･･･と、話し合
いを続け合意を得たのだが･･･。

55分

2447

NHKスペシャル
シリーズ　阪神・淡路大震災10年
第３回　家族・いのち受けついで

（NHK　平成17年１月1７日）

　かけがえのない家族を震災で突然失った人たちが、それでも生きる
ことの意味を問い続けてきた10年間。それぞれが悲しみの中にも、自
分の進む道を必死に探し、歩んでいこうとしている。大切な人から受
け継いだ命を胸に･･･。

55分

2448

スーパーテレビ情報最前線
感動の家族愛！　極小未熟児

四つ子ちゃん　子育て戦争543日
(日本テレビ　平成16年7月19日）

　奈良県に住む松下茂樹さんと節子さん夫婦が３年にわたる不妊治
療の果てに、やっと授かったのは四つ子ちゃん。かわいさは４倍だけ
れど、子育ての苦労も４倍。パパは子育てのために仕事を辞めて家
計は火の車に。そしてついには夫婦の危機も。子育て戦争と言い切
る松下さん一家の543日を追う。　出演：　江守徹

46分

2449

スーパーテレビ情報最前線
実録！　ハダカの青春

元祖ウォーターボーイズ
(日本テレビ　平成16年9月12日）

　ドラマや映画で大人気となった男子シンクロ「ウォーターボーイズ」。
これは埼玉県のある高校で行われた男子水泳部による実話をもとに
つくられたものだ。その高校では、現在も、学園祭の時期に男子シン
クロチームが活躍する。高校生のシンクロにかける青春を紹介する。

47分

2450

読売新聞130周年記念
乙武洋匡の

世界で一番楽しい学校
（日本テレビ　平成17年3月11日）

　いじめや少年犯罪など深刻な問題をかかえる日本の教育現場。そ
んな中、教育の仕事に携わるようになった乙武洋匡さんが、世界の
珍しいカリキュラムを実践する学校を訪れ、子どもたちとふれあい、
教育について考える。
　出演：　乙武洋匡　久本雅美　ウド鈴木

96分

35 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2451

素敵な宇宙船地球号
アマゾンの森を耕す

～ブラジル日系移民奮闘～
(テレビ朝日　平成16年4月18日）

　世界中の熱帯雨林の３分の１を占めるアマゾンのジャングル。ここ
でも森林の破壊は続いている。ブラジルのトメアスに住む日系移民の
坂口陞（のぼる）さんが編み出したアグロフォレストリーという農法
が、今、地球上の熱帯雨林と食料危機を救う切り札として注目されて
いる。

24分

2452

NHKスペシャル
２１世紀日本の課題
子どもが見えない

第1回　大人の知らない世界
（NHK　平成16年9月4日）

　子どもたちによる凶悪犯罪の発生や、インターネットを使って別人
格になりきる子どもたちの存在など、大人には理解できない状況が
起きている。子どもたちに今何が起きているのか？番組ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに
寄せられる子どもの本音を聞きながら、現代の子どもに起きている変
化と原因、対応策を探る。

74分

2453

NHKスペシャル
２１世紀日本の課題
子どもが見えない

第2回　大人はどう向き合うのか
（NHK　平成16年9月5日）

　子どもたちはどうなっているのだろうと不安になる出来事が相次い
でいる。子どもたちは大人に何を求めているのか？また、大人と子ど
もの間にある溝とは、いったい何に根ざすものなのか、番組ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞに寄せられた子どもたちの声などから考えていく。

74分

2454

ETV特集
いいもんだよ、生きるって

夜回り先生・水谷修のメッセージ
（NHK　平成16年9月4日）

　薬物中毒に苦しむ若者や、自殺未遂や自傷行為を繰り返す子ども
たちと正面から向き合う水谷先生。なぜ水谷先生が十代の若者たち
に懸命に向き合うのか。今の子どもと昔の子どもはどう違うのか。先
生の講演を聞きながら、子どもへ接し方等を聞く。　　出演：　水谷修
江川紹子

90分

2455

わかる国語　だいすきな20冊
天使のいる教室

作　宮川ひろ
（NHK 平成16年2月25日）

　映画監督の大林宣彦氏を講師に向かえ、宮川ひろ　作『天使のい
る教室』を題材に子どもたちに国語の授業を行う。『天使のいる教室』
は、病気のあきこちゃんと担任の先生、クラスのお友だちのお話。
　出演：　大林宣彦　大竹しのぶ

15分

2456
ふしぎいっぱい

アオムシのへんしん①
（NHK　平成16年5月11日）

　アオムシはモンシロチョウのたまごから生まれる。生まれたばかり
の青虫の体の色は黄色だけれど、キャベツの葉を食べてだんだん緑
色になっていく。アオムシはさらに皮をぬぎながら大きくなっていく。卵
からさなぎになるまでのアオムシの成長を学ぶ。小学校３年生の理
科の内容。

15分

2457
ふしぎいっぱい

アオムシのへんしん②
（NHK　平成16年6月22日）

　全国の小学校のお友達から、実際にアオムシを育てて気づいたこ
とが、お便りで送られてきた。その中から、ムラサキキャベツを食べさ
せると、アオムシの体の色はどうなるのかを調べた小学校の様子を
紹介する。小学校３年生の理科の内容。

15分

2458

NHK　ジュニアスペシャル
驚異の小宇宙・人体Ⅱ

脳と心　第２集　パワーアップ！
見る力！

（NHK　平成１６年８月１日）

　人間の五感（見る・聞く・触る・かぐ・味わう）の中でも、とても大きな
働きをする「見る」ということを考える。目は二つあるのに、どうして物
は１つに見えるのか。人を感動させる絵を描くにはどうしたらいいの
か。どうして錯覚は起きるのか。目に関するさまざまな謎に科学の力
で迫る。

44分

2459
ごくせん　第一話

（日本テレビ　平成17年1月15日）

　山口久美子は大江戸一家三代目の孫娘である。ひょんなことから
黒銀学院へ赴任することになったのだが、受け持った３年D組は荒れ
放題のクラスで、学院でもてあまされていた。卒業までの３ヶ月間で、
久美子は彼らに高校時代の大切さを伝えると宣言する。
　出演：　仲間由紀恵　亀梨和也　赤西仁　速水もこみち　小池徹平

71分

2460
ごくせん　第二話

（日本テレビ　平成17年1月22日）

再び登校するようになった小田切。矢吹と仲直りさせれば３年D組が
まとまると思った久美子は様々なアイデアを考える。そんな久美子を
見て心を開くようになった武田は、２人の対立の原因が荒高とのもめ
ごとに合ったことを明かした。

46分
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2461
ごくせん　第三話

（日本テレビ　平成17年1月29日）

小田切と矢吹を名乗る何者かが、他校の生徒達に暴行を働き、その
生徒たちが学院に押しかけてきた。久美子はこの生徒達を、気迫で
撤退させる。
小田切と矢吹から話を聞いた久美子は「何もしていない」という言葉
を信じ、真相を突き止めようとする。

46分

2462
ごくせん　第四話

（日本テレビ　平成17年2月5日）

黒銀学院の４月からの男女共学化が決定し、女子を対象にした見学
会を行われる。３年D組の生徒たちは、後輩女子高生を集めようと大
張り切り。そんな中、土屋は引率教師としてやってきた中学時代の担
任教師の石川と再会する。

46分

2463
ごくせん　第五話

（日本テレビ　平成17年2月12日）

バレンタインデーが近づき、浮き立つ黒銀学院の面々。そんな中、
桃ヶ丘女学園の水島真希に夢中になっている武田。弱気な武田は土
屋の助けを借り、真希の好みのタイプを聞き出す。しかし真希の好み
は「強い男」と知り、武田はひどく落ち込む。

46分

2464
ごくせん　第六話

（日本テレビ　平成17年2月19日）

３年の他のクラスでは、大学合格や就職内定の知らせが続々と入
る。しかし、D組の生徒たちのほとんどが進路未定。真剣に将来のこ
とを考えさせようと奮闘する。そんな中、唯一就職先が決まったかに
見えた日向だったのだが・・・・

46分

2465
ごくせん　第七話

（日本テレビ　平成17年2月26日）

契約期間が３月までの久美子は、４月からの職探しの必要に迫られ
る。しかし、それ以上に切迫しているのは生徒たちの進路。そんな
中、久美子が問い合わせた会社から、生徒の面接を行うという連絡
が入り、土屋ら４名の生徒が面接を受けることになった。

46分

2466
ごくせん　第八話

（日本テレビ　平成17年3月5日）

矢吹が大学受験をしていなことを知った矢吹の父親が、怒って学校
に・・・・。
親子でつかみ合いのけんかになる。そんなとき、ひょんなことから「熊
井ラーメン」を手伝うことになった矢吹は、死んだ父親の代わり、母親
や兄弟を守ってがんばる熊井の生き方に感動する。

46分

2467
ごくせん　第九話

（日本テレビ　平成17年3月12日）

3Dの生徒たちが、桃女との合コンを決行。ところがそこで猿渡と遭遇
してしまう。あわてた生徒たちは金を払わずの店を飛び出し、小田切
らは５人が警察に捕まってしまう。しかし警察の高官である小田切の
父親が裏で動いて５人はあっさりと釈放されるのだが・・・・。

46分

2468
ごくせん　最終話

（日本テレビ　平成17年3月19日）

卒業式まであと４日。久美子は３Ｄの生徒たちと式の練習をしたりと
気合十分。そんな折り、職員室に刑事の鬼島が姿を見せ、かつて逮
捕した工藤が留置所から脱走したと告げる。工藤は久美子や矢吹ら
に対して、恨みを抱いているとのことだった。

71分

2469
青春の門　―筑豊篇―　第一夜

（ＴＢＳ　平成１７年３月２１日）

筑豊の炭鉱を舞台に、１人の少年の成長を描く、五木寛之原作の青
春ドラマ。
五峯炭坑の頭領・矢吹重蔵はカフェで働くタエにひとめぼれし、恋敵
のﾔｸｻﾞ・塙竜五朗との決闘の末タエを妻にする。重蔵の一人息子・
信介は新しい母を迎え、３人の暮らしが始まった。ある日、炭坑で落
盤事故が起こり、重蔵は１人ダイナマイトを抱えて、閉じこめられた坑
夫たちの救出に向かう。

93分
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2470
青春の門　―筑豊篇―　第二夜

（ＴＢＳ　平成１７年３月２２日）

戦争が終わり、中学生になった信介はたくましい少年に成長してい
た。女手一つで信介を育てていたタエが病に倒れ、信介たちは塙竜
五朗の世話になることになる。幼なじみ・織江との関係、年上の音楽
教師へのあこがれ・・・。性との目覚めとともに、「父を超える男になり
たい」と願う信介の旅立ちの時がくる。

93分

2471

平成一六年度
文化庁芸術祭参加作品
海峡を渡るバイオリン

（フジテレビ　平成１６年１１月２７
日）

1943年、14歳で教師を目指し、朝鮮から単身日本に渡った昌鉉少
年。しかし、大学在学中に、国籍の違いから教師になれないことを知
る。失意の中で聞いたストラディバリバウス

147分

2472

新春ドラマスペシャル
ナニワ金融道⑥

（フジテレビ　平成１７年１月３日）

灰原達之は帝国金融に勤める金融屋。ある日灰原は街で市村朱美
という女性にストーカーに間違われ、警察に連行される。そこで知り
合いになった刑事から、海外製の超高性能洗濯機が安く手に入ると
言われ説明会に参加する。しかしその商法はどうやらマルチ商法の
ようで、案の定灰原は、マウスと呼ばれる会員にならないかと誘われ
て・・・。

123分

2473

お元気ですか日本列島ハツラツ
道場

撃退！油断できない体脂肪
脂肪をためない食事

（ＮＨＫ　平成１６年８月４日）

体脂肪が多すぎると高血圧や糖尿病、そして高脂血症を引き起こ
す。番組では、体脂肪について専門家にお話を伺うとともに、体脂肪
をためない低カロリーでおいしい料理方法やメニューを紹介する。

40分

2474
ためしてガッテン現代病！

ドライマウスの恐怖
（ＮＨＫ　平成１６年８月４日）

慢性的なだ液不足、いわする「ドライマウス」の人が激増している。だ
液が減ると、口の中が乾くだけでなく、歯周病や虫歯の原因になり、
さらに重症の肺炎を起こすこともある。さまざまな病気を防ぐ、知られ
ざるだ液の力を実験で検証しながら、ドライマウスのチェック法と対策
を紹介する。

43分

2475
ためしてガッテンまさか私が！？

隠れ難聴・耳鳴りの恐怖
（ＮＨＫ　平成１６年１１月３日）

最近、小学生の難聴が増えている。原因はストレスなどからくる脳の
疲れ。また普通の生活をしていても、30年間で聴力が７５％も低下す
ることがあるという。これらを防ぐためには、積極的に耳を休めること
が大事。効果的な耳の休め方や、耳鳴りの最新治療法などの情報を
紹介する。

43分

2476

それいけ！アンパンマン
アンパンマンとクリスマスの星

（日本テレビ平成１６年１２月２４
日）

今夜はクリスマス。みんな、準備に大忙しです。アンパンマンたちは
サンタさんの手伝いをしようと出かけていきます。そこでサンタさんか
ら、クリスマスの星の不思議な話を聞きます。みんなもクリスマスの
星に出会いたいと思うのですが・・・

49分

2477

それいけ！アンパンマン
ロールパンナとフラワー姫

ばいきんまんとチョコレートマン
　

（日本テレビ　平成１７年２月１１
日）

①あらしに巻き込まれたロールパンナ。フラワー姫に助けられます。
そこに現れたばいきんまんとドキンちゃん。フラワー姫の魔法のス
ティックを・・・　　②バレンタインデー。チョコレートマンがやってきて、
女の子たちみんなでプレゼントのチョコレートをつくることになったの
ですが・・・

24分
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2478

ブラック．ジャックプロローグ
Ｋａｒｔｅ：００　オペの順番
Ｋａｒｔｅ：０１　消えた針

（読売テレビ平成１６年１０月１１
日）

00　密猟者が船にのせたイリオモテヤマネコが箱から飛び出し、操舵
室の船長に襲い掛かった。船長は舵を大きく切り、田中代議士と赤ん
坊がけがをする。船に乗り合わせたブラックジャックがメスを振るう。
01　ブラックジャックはピノコの友人・写楽の手術を行った。手術は成
功。ところが盤出中に事故があり、点滴の針が折れて写楽の血管の
中を流れ出してしまった。

49分

2479

ブラック．ジャック
Ｋａｒｔｅ：０２　アリの足

（読売テレビ平成１６年１０月１８
日）

ブラックジャックは「ある障害者の記憶」という本を読む少年・光男に
出会う。光男は事故で足が不自由だった。ある日、光男は広島から
大阪までの350㎞を１人で歩く旅に出る。その光男の旅に、なぜかブ
ラックジャックはつきまとう。

25分

2480

ブラック．ジャック
Ｋａｒｔｅ：０７　　白いライオン

（読売テレビ平成１６年１１月２２
日）

ブラックジャックとピノコは白いライオン「ルナルナ」を見るため動物園
へ行った。しかしルナルナは原因不明の病気で観客の前に出られな
かった。ブラックジャックは飼育係からルナルナの診察を頼まれるが
専門外と言って断る。

25分

2481

トリビアの泉
～素晴らしきムダ知識～

　
（フジテレビ平成１７年１月１２日）

生きていく上では全く必要のない知識・トリビア。今回は今まで放送さ
れたものの中から、視聴者がもう一度見たいというトリビアを紹介す
る。例えば「宝くじの高額当選者のみに配られる本がある。」「海上自
衛隊は金曜日に必ずカレーライスを食べる」など。

47分

2482

ＴＨＥスペシャル
はじめてのおつかい
爆笑傑作スペシャル

（日本テレビ　平成１６年５月１日）

小さな子どもたちの「はじめてのおつかい」を密着取材。生まれて初
めてのお使いはハラハラドキドキの連続！兄弟ケンカが始まったり、
おつかいの内容を忘れたり・・・子供たちの姿に思わず笑いや涙が誘
われます。

97分

2483

世界一受けたい授業
脳力倍増スペシャル

（日本テレビ平成１７年１月１５日）

教育学者の斎藤孝先生が、２０年間使い続けているという三色ボー
ルペンを活用して脳を整理する方法を紹介。これをやれば誰でも整
理の達人になれる！ほかに米村でんじろう先生の「超実験！楽しくな
ければ科学じゃない！」と樋口裕一先生の「頭がいい人、悪い人の話
し方」。

48分

2484

世界一受けたい授業
１億人の国語算数理科社会

教養スペシャル

（日本テレビ平成１７年２月１２日）

金田一秀穂氏、秋山仁氏、斎藤孝氏等の講師を迎え、国語、算数、
理科、社会、教養の５科目を楽しく学ぶ。秋山氏は数式を使わずに観
察眼を駆使した授業を、斎藤氏「文脈力」と題した授業を行う。

92分

2485

世界一受けたい授業
国語スペシャル

　
（日本テレビ平成１７年３月１２日）

金田一秀穂先生と斎藤孝先生を迎え、国語スペシャルと題して楽しく
国語の勉強をする。金田一先生の国語なぞなぞでは、うっかり間違っ
て使っている日本語が出題される。「とりつく暇」？「とりつく島」？「互
角の戦い」？「互格の戦い」？など。斎藤先生は「朗読で脳を活性化
する」。高速朗読や点回し読みなどをゲストと一緒に実践する。

48分

2486

行列のできる法律相談所
ドンドンドンピカピッカ！！

魅惑の大サーカススペシャル

（日本テレビ平成１７年３月１３日）

江守徹、安田大サーカス、高知東生をゲストに迎え、視聴者から寄せ
られたトラブルを紹介し、3人の弁護士がそれぞれの見解を述べ合
い、その予想外の見解にスタジオ内は騒然となる。

46分
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2487

春の３時間特番！
行列のできる法律相談所に日テ
レ長人気番組が相談にやってき

たぞＳＰ
（日本テレビ平成１７年３月２０日）

日本テレビの人気番組の出演者が押し寄せるスペシャル版。「世界
丸見え！テレビ特捜部」は、ビートたけしが番組で暴れることを相談。
「エンタの神様」は、営業のギャラをめぐるトラブルが相談される。ほ
か「伊東家の食卓」「ザ！情報ツウ８００」が相談にやってくる。

139分

2488
日立世界ふしぎ発見！

チャップリン９０年目の真実
　（ＴＢＳ　平成１６年１月２４日）

喜劇王として有名なチャーリー・チャップリン。ロンドンの下町で、物ま
ねを得意とする芸人だった母と兄の３人で暮らしていた貧しかった幼
少期から、自ら舞台で活躍し、後に映画の世界で大成功を収めるま
でを紹介する。また、チャップリンの遺族の協力により、晩年を過ごし
た自宅の書斎や居間なども紹介される。

47分

2489

日立世界ふしぎ発見！
徹底検証！！

マンモス復活は夢か？現実か？
（ＴＢＳ　平成１６年１０月９日）

シベリアの永久凍土からは、今も冷凍状態のマンモスが発見される
ことがある。そのマンモスの肉片から遺伝子情報を取り出し、それを
使ってマンモスのクローンをつくろうというプロジェクトが日本で進めら
れている。1万年前に生息したマンモスを復活させることができるの
か？

47分

2490

日立世界ふしぎ発見！
空海　天才の秘密に迫る

（ＴＢＳ　平成１６年１１月２７日）

四国八十八か所巡りは、空海が修行の場に定めたのが始まりと言わ
れている。幼いころから優秀だった空海は留学生として唐に渡り、わ
ずか2年で密教の教祖となり帰国した。日本最大の天才といわれる空
海の秘密に迫る。

47分

2491

日立世界ふしぎ発見！
トルコ５０００年の旅！
ミステリーグルメ紀行

（ＴＢＳ　平成１６年１２月１８日）

世界三大料理の一つトルコ料理。料理の数は世界一といわれ、わた
したちの身近な料理の中にも、トルコ料理にルーツを持つものが多
い。元もと遊牧民族だったトルコ人の料理が世界有数の美味となるま
でには、5000年におよぶトルコの歴史が深くかかわっていた。トルコ
の珍しい料理、スイーツなどを紹介すると共に、その歴史をひもとく

47分

2492

Ｌｅｔ’ｓＢｅＦｒｉｅｎｄｓ
探検！ホムンクルス

城島茂の「友達になろう」
スペシャル

（ＴＢＳ　平成１６年５月５日）

ＴＯＫＩＯの城島茂が、ハンディを抱えながらも自分の夢に向かって力
強く進む子どもたちを訪ねる。聴覚に障害を持つ女性の夢は保育
士。その夢に向かって努力する姿を紹介。ほかに、全盲の少女が囲
碁の大会に出場する。

94分

2493

わたしはあきらめない
ピアニスト　フジ子・ヘミング

（ＮＨＫ　平成１６年３月３日）

５歳でピアノを始め、天才少女と注目されたフジ子。世界的な有名な
音楽家にも認められた。しかし、デビューしようとした矢先、フジ子は
両耳が聞こえなくなってしまう。それからピアニストとして活躍するま
でのフジ子の姿を紹介する。

29分

2494

日本語なるほど塾
　「対話」してみませんか第１回
劇作家・演出家　平田オリザ
（ＮＨＫ　平成１６年６月４日｝

劇作家の平田オリザさんを迎え、変わりゆく日本語を見つめるシリー
ズ第1回目。平田さんが今注目するのが対話の言葉。対話こそ今の
時代に最も必要だと考える。対話をキーワードに豊かな日本語とは
何かを考える。

20分

2495

日本語なるほど塾
　「対話」してみませんか第２回
劇作家・演出家　平田オリザ
（ＮＨＫ　平成１６年６月１１日｝

対話とは何か、会話とはなにか。劇作家の平田さんは価値観が近い
人との話しを会話、価値観が違う人同士が、意見をすり合わせるため
の話しを対話と定義づける。会話と対話をキーワードに日本語を考え
る。

20分

40 
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2496

日本語なるほど塾
　「対話」してみませんか第3回
劇作家・演出家　平田オリザ
（ＮＨＫ　平成１６年６月１８日｝

劇作家の平田さんは、日本語は他人に話しかけにくい言葉だと指摘
する。日本語を考えるシリーズ第３回目は、「知らない人と話しができ
ますか」をテーマに対話について考える。

20分

2497

日本語なるほど塾
「対話」してみませんか第４回
劇作家・演出家　平田オリザ
（ＮＨＫ　平成１６年６月２５日｝

劇作家の平田さんは、対話することで大事なことは、相手の価値観を
大事にすること。そして、相手に伝わらないことを自覚することも大事
であると指摘する。シリーズ最終回は「伝わらないことから始まる」を
テーマに日本語を考える。

20分

2498

プレミアムステージ特別企画
Ｘ’ｓｍａｐ

虎とライオンと五人の男
（フジテレビ　平成16年12月25日）

ある町を訪れたレオと虎之助。２人は大人たち相手に悪さを繰り返し
ていた。２人は大人が大嫌いだった。やがて２人は２人組みの泥棒
や、まずいカレー屋のマスターと知り合い、閉ざしていた心を少しずつ
開いていく。

98分

2499
発堀！あるある大辞典

年金
（関西テレビ平成16年2月1日）

　年金制度について基本的な知識を紹介する。年金の種類とそれぞ
れの加入者、年金の額、さらに配偶者との離婚や死別といった場合
の受給額を調査するほか、夫と死別しても遺族年金を受給できない
場合を紹介。

47分

2500

トリビアの泉
～素晴らしきムダ知識～

春満開スペシャル
（フジテレビ　平成17年4月13日）

　生きていく上では全く必要のない知識・トリビアを品評する。春満開
スペシャルの今回は、鳴き声で犬の気持ちが分かるバウリンガルを
使って一匹のオオカミの遠吠えを測定しオオカミの気持ちを調べる。

59分

41 


