兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

VHS
/DVD

VHS
/DVD

VHS
/DVD

VHS
/DVD

VHS
/DVD

分類番号

FB2008-012

FB2008-013

FB2008-014

FB2008-015

FB2008-016

内容

時間
（分）

ガリレオ
第一章 燃える

深夜の公園で若者の頭が突然発火し死亡し
た。警察は花火の引火による事故死と考える
が，若者の頭部は炭化するまで燃えており，花
火の火力だとは考えられなかった。貝塚北署
の女刑事・内海薫は不可思議な人体発火の謎
を解くため，帝都大学准教授の湯川学の協力
を仰ぐことにする。湯川は物理学の天才で「変
人ガリレオ」と呼ばれる変わり者だった。福山
雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢みき／唐
沢寿明

58

B-3

ガリレオ
第二章 離脱る

内海は１０歳の子が描いたという絵を湯川に
見せる。その絵は殺人事件の容疑者のアリバ
イを証明する証拠だという。しかし、警察は簡
単にその絵を信じるわけにはいかなかった。そ
の絵は少年が幽体離脱して見たという風景
だったのだ。福山雅治／柴咲コウ／北村一輝
／真矢みき／品川祐

47

B-3

ガリレオ
第三章 騒霊ぐ

湯川のゼミ生の義兄が行方不明になった。
妻の弥生は，夫は知り合いの老人の家を訪ね
たはずだと言い張り，内海はその家を訪ねる。
だが当の老人は病死しており家には甥夫婦が
いたが，弥生の夫のことは知らないと言う。弥
生と内海は彼らの留守中に家に忍び込む。す
ると家中が揺れるポルターガイスト現象が起き
る。果たしてこれは幽霊のしわざなのか。福山
雅治／柴咲コウ／広末涼子／甲本雅裕

47

B-3

ガリレオ
第四章 壊死る

プールで若い女性の水死体が発見される。
死因は心臓まひによるものと思われた。しかし
内海は被害者の胸のあざが気になり、調べた
結果、その部分だけが壊死していることがわ
かった。
内海は湯川に相談するが、湯川は「それは物
理学の範ちゅうではない」と協力することを拒
んだ。福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢
みき／香取慎吾

47

B-3

ガリレオ
第五章 絞殺る

ホテルの一室で長野のペンションの経営者・
矢島忠昭が殺された。部屋は完全な密室で，
犯行時間にその部屋に出入りした人間はいな
い。さらに矢島が死亡したと思われる時刻，向
かいのビルから，その部屋で火の玉が飛ぶ様
子が目撃されていた。矢島には多額の生命保
険がかけられていたため，妻の貴子が疑われ
る。福山雅治／柴咲コウ／水野美紀／大後
寿々花

47

B-3

作品名

1/FB 連続ドラマ

利用
区分

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

VHS
/DVD

VHS
/DVD

VHS
/DVD

VHS
/DVD

分類番号

FB2008-017

FB2008-018

FB2008-019

FB2008-020

内容

時間
（分）

ガリレオ
第六章 夢想る

内海の小学校時代の同級生の坂木は、現在
は占い師をしていた。店の名前は「モリサキレ
ミ」。坂木はモリサキレミは自分の守護天使の
名前だという。その坂木が女子高生の部屋に
侵入し逃走した。女子高生の名前はモリサキ
レミだった。逃亡中の坂木は内海に電話してモ
リサキレミに呼ばれて家に行ったと言う。坂木
を保護するために内海は湯川に相談するが
…。福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢み
き／堀北真希

47

B-3

ガリレオ
第七章 予知る

研究室の助手である栗林の友人・菅原の浮
気相手が自殺をした。この自殺がきっかけで，
菅原は妻の静子と離婚し莫大な慰謝料まで取
られたという。ところが菅原は，事件の一週間
前に，浮気相手が自殺したのと同じ部屋で，女
が自殺するのを目撃していた。しかし，その日
その部屋で自殺があったという事実はなかっ
た。果たして菅原が見たものは，自殺の予知
だったのか。福山雅治／柴咲コウ／渡辺いっ
けい／塚地武雅／深田恭子

47

B-3

ガリレオ
第八章 霊視る

料理研究家の前田美鈴が惨殺された。犯行
は全身を刃物でメッタ刺しにされるという残酷
なもの。犯人と思われた男・小杉は，警備員か
ら逃げようとしてビルから転落して死亡。事件
は終わったように見えたが，美鈴の妹・千晶は
犯行時刻に，美鈴を自宅で目撃したと証言。さ
らに美鈴の遺体からは，1つだけ刃物の種類
が違う傷が発見される。福山雅治／柴咲コウ
／釈由美子

47

B-3

ガリレオ
第九章 爆ぜる 前編

中学の文化祭で防犯に関する公開授業を
行った内海と弓削は、展示されていた『ゾンビ
のデスマスク』という石こうの仮面を見て驚く。
あまりにもリアルな表情をしたマスクだったか
らだ。
仮面を作った生徒に話を聞くと、自然公園の池
で拾った金属製の仮面を型にして作ったとい
う。その後、自然公園の池から、デスマスクと
同じ顔の死体が見つかった。福山雅治／柴咲
コウ／北村一輝／真矢みき／久米宏

47

B-3

作品名

2/FB 連続ドラマ

利用
区分

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

VHS
/DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

内容

時間
（分）

FB2008-021

ガリレオ
最終章 爆ぜる 後編

栃木県の龍仁湖の爆発事故で死んだ被害者
と、自然公園の池の中から見つかった被害者
が、いずれも木島の会社の社員だったことが
判明した。木島は帝都大学の原子力学科の元
教授で、中性子を１００％反射する幻の合金・
レッドマーキュリーの研究をしていた。
湯川は、どちらの事件の被害者も放射線被ば
くしていたことから、木島がレッドマーキュリー
の研究を続けているのではないかと考えた。
福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢みき
／久米宏

58

FB2009-001

ワルばかりを集めた赤銅学院の３年Ｄ組。その
対応に苦慮していた教頭の猿渡は南の島にい
日本テレビ開局55周年記念番組 た山口久美子を連れ戻し、担任に据える。
ごくせん 第一話
久美子が赴任してまもなく、Ｄ組の風間廉が町
で連続的に発生していた強盗事件の容疑をか
けられ、警察に呼び出されてしまう。

70

B-3

FB2009-002

連帯感に欠ける３年Ｄ組を何とかしようと、山
口は缶けりを提案するが、誰も参加しようとし
日本テレビ開局55周年記念番組 ない。白金神社では緒方大和と風間廉がトップ
ごくせん 第二話
を決めるために決闘しようとしていた。そのこと
を知って駆けつけた山口は、素手での勝負な
ら「やればいい」と言うのだが…。

46

B-3

FB2009-003

赤銅学院恒例の春の球技大会が一週間後に
迫った。３Ｄは人数が少ないということで、山口
はラグビーに絞って参戦しようとするが、生徒
日本テレビ開局55周年記念番組
たちにはまったくやる気がない。
ごくせん 第三話
そのころ、町では連続暴行事件が発生。猿渡
は３Ｄの生徒の仕業ではないかと疑いの目を
向ける。

46

B-3

FB2009-004

ある日突然、風間廉の姉が学校にやってき
た。廉の部屋から心当たりのないお金を見つ
けたというのだ。 廉はアルバイトで稼いだとい
日本テレビ開局55周年記念番組
う。
ごくせん 第四話
バイト先を明かさない廉だったが、ホストクラブ
でバイトしているという情報を得た山口は自分
の目で確かめようと潜入捜査に向かう。

46

B-3

分類番号

作品名

3/FB 連続ドラマ

利用
区分

B-3

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

時間
（分）

利用
区分

FB2009-005

卒業後の進路を話し合う三者面談が始まっ
た。しかし３Ｄの生徒たちはまじめに考えようと
日本テレビ開局55周年記念番組 せず、山口は頭が痛い。生徒の１人、本城の
ごくせん 第五話
家は豆腐屋。父親が一人で切り盛りしている。
しかし本城は豆腐屋の仕事はきついから継ぐ
気はなくフリーター希望だという。

46

B-3

FB2009-006

３Ｄは神谷がセッティングした合コン企画で盛り
上がっていた。しかし倉木はまったく興味を示
さない。倉木は風邪で病院に行った折、入院
日本テレビ開局55周年記念番組
中の藤村早希という女子高生と知り合い、早
ごくせん 第六話
希に恋をしていたのだ。
ある日早希は、倉木に遊びに連れていってほ
しいと電話をかけてくる。

46

B-3

FB2009-007

間近に迫った赤銅祭。３Ｄだけはなかなか出し
物が決まらない。山口はあせるのだが、生徒
日本テレビ開局55周年記念番組 たちはまるでやる気なし。しかし緒方が学園祭
ごくせん 第七話
には女の子が来ると言ったことから、３Ｄの生
徒たちはとたんにやる気になり「イケメンカ
フェ」を やることになったのだが…。

46

B-3

FB2009-008

山口の昔の教え子の熊井に、子供が誕生する
日が近づいてきた。山口はおばあちゃん気分
日本テレビ開局55周年記念番組 でベビー用品を集めたりしていた。そんな中、
ごくせん 第八話
神谷が合コンで知り合った女の子と、やっと
デートにこぎつける。しかしデートの最中に荒
高の生徒にからまれケンカをしてしまう。

46

B-3

FB2009-009

卒業後の進路を決めなければいけない時期に
なったが、３Ｄの生徒たちは真剣に考えようと
日本テレビ開局55周年記念番組
しないので山口は頭が痛い。さらに村山たち５
ごくせん 第九話
人には遅刻や欠席が増えていた。芝山という
不良グループたちとの付き合いが原因だった。

46

B-3

FB2009-010

山口の強さに疑問を持った３Ｄの生徒たち。
風間や緒方らは秘密を探ろうと山口の尾行を
日本テレビ開局55周年記念番組 開始する。そしてついに山口の家にたどり着
ごくせん 第十話
く。一方、緒方家では両親が離婚することに。
緒方の父親はエリート高校の教師で、家族を
壊したのはお前だと緒方を責めていた。

46

B-3

分類番号

作品名

内容

4/FB 連続ドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

時間
（分）

利用
区分

FB2009-011

夏休みが近づき勝手に夏目とのハワイ旅行を
夢見る山口。
３Ｄの生徒たちも高校生活最後の夏休みに心
躍らせていた。しかし期末テストで１人でも赤
日本テレビ開局55周年記念番組
点を取ったら、夏休みに補習授業が行われる
ごくせん 最終話
ことに。
そんな時、町で強盗事件が発生する。大和た
ちは、たまたま現場近くで卒業生の郷田を見
かける。

71

B-3

FB2009-020

クラス全員の進路も決まり、あとは卒業式を待
つだけとなった３年Ｄ組の生徒たちと山口。楽
日本テレビ開局55周年記念番組 しかった学園生活を振り返りながら、卒業式を
ごくせん 卒業スペシャル
楽しみにしていた。しかしささいなことから、高
杉怜太を中心とした２年Ｄ組のグループともめ
ごとを起こしてしまう。

95

B-3

FB2010-001

東都大学付属病院の脳外科医・南方仁。ある
日、仁のもとに大けがをした身元不明の男が
運ばれてくる。手術後に病室から逃げ出したそ
の男を追って、仁は階段から転落し気絶してし
まう。そして気がついた仁は江戸時代にタイム
スリップしていた。

93

B-3

仁は謎の男の正体が坂本龍馬だと知り、驚く。
そのころ、江戸の町では伝染病のコロリが、猛
威をふるい始めていた。コロリの根絶を切望す
る医師の緒方洪庵は、佐分利から仁の存在を
聞き、橘家を訪れて、コロリの治療法を教えて
ほしいと仁に願い出る。

47

B-3

仁はコロリの実態を見て病と闘う決意をす
る。点滴の必要性を感じた仁は、専用の道具
を作ってもらえるように西洋医学所の緒方に依
頼。また勝の働きかけで幕府もコロリ対策に動
き出す。そんな中、ついに仁がコロリに感染
し、危篤に陥ってしまう。

47

B-3

ある日、龍馬が行き先も告げずに仁を連れ出
した先は吉原だった。龍馬は吉原の鈴屋の呼
び出しと言われる最上級のおいらん・野風に思
いを寄せていた。その野風はなんと、仁が現代
に置いてきた恋人の未来と瓜二つだった。

47

B-3

分類番号

FB2010-002

FB2010-003

FB2010-004

作品名

日曜劇場 JIN
第一話 TBS

日曜劇場 JIN
第二話 TBS

日曜劇場 JIN
第三話 TBS

日曜劇場 JIN
第四話 TBS

-仁-

-仁-

-仁-

-仁-

内容

5/FB 連続ドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

分類番号

FB2010-005

FB2010-006

FB2010-007

FB2010-008

FB2010-009

FB2010-010

内容

時間
（分）

利用
区分

吉原のおいらん野風の願いで、先輩のおいら
んである夕霧の病と対峙することになった仁。
夕霧は梅毒の末期の状態にあった。梅毒の特
効薬であるペニシリンを作り出す決意をした仁
は、西洋医学所で緒方らとともに青カビからペ
ニシリン抽出の作業を始める。

47

B-3

江戸の町では、仁の神がかり的な医術が『南
方大明神』という護符が作られるほど評判に
なっていた。そんな仁のうわさを聞き、漢方医
学の総本山・医学館の奥医師の多紀が仁に面
会を求めてきた。仁は龍馬と恭太郎とともに医
学館に出向く。

47

B-3

ある日、茶屋の娘茜が油をかぶってやけどを
負ってしまう。診察した仁は治療は皮膚移植し
かないと判断。皮膚移植をするためには大量
のペニシリンが必要となるため、仁はペニシリ
ンの生産を緒方に願い出る。緒方は快く引き
受けてくれるのだが…。

47

B-3

仁は漢方と西洋医学を融合させた医療を目指
し「仁友堂」を開院した。ある日、仁は龍馬に連
れられ吉原に行く。すると野風から初音という
女郎の診察を頼まれる。初音は客の子を妊娠
して中絶していた。その処置が原因で敗血症
を引き起こしていたのだ。

47

B-3

野風に身請け話が浮上。女郎は身請け話を断
わることはできない。一方「仁友堂」では、皆が
協力して医療器具を作るなどしていた。そんな
中、仁は「を組」の大親分と出会い、ささいなこ
とで言い争いになる。そして火事の時には駆け
つけると約束してしまう。

47

B-3

野風の身請け話が決まり、野風の強い希望で
仁は身請けに際しての診察をすることになる。
野風の胸のしこりに気づいた仁だったが、体に
は何も問題がないという診断結果を出してしま
う。野風が身請けされないと、未来が生まれな
いのではないかと考えたからだった。

52

B-3

作品名

日曜劇場 JIN
第五話 TBS

日曜劇場 JIN
第六話 TBS

日曜劇場 JIN
第七話 TBS

日曜劇場 JIN
第八話 TBS

日曜劇場 JIN
第九話 TBS

日曜劇場 JIN
第十話 TBS

-仁-

-仁-

-仁-

-仁-

-仁-

-仁-

6/FB 連続ドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
種別

DVD

DVD

DVD

DVD

分類番号

FB2010-011

FB2012-001

FB2012-002・
003

FB2012-004・
005

内容

時間
（分）

利用
区分

突然刺客に襲われて、仁と龍馬はがけから
転落。そのまま龍馬の姿は消えてしまった。仁
は龍馬はタイムスリップしたのだと考えてい
た。そんな中、佐分利が野風の乳がんを一緒
に調べさせてほしいと言い出す。佐分利はか
つて乳がんの研究をしていたことを明かす。

69

B-3

脳外科医・南方仁が江戸時代にタイムスリッ
プして２年がたった。ある日、仁の助けを求め、
坂本龍馬が京からやってきた。勝海舟の師匠
である佐久間象山という人物が、京で何者か
107
に襲われてひん死の重傷だという。仁は龍馬
とともに、京へと向かう。大沢たかお／綾瀬は
るか／内野聖陽／市村正親／小日向文世／
中谷美紀

B-3

作品名

日曜劇場 JIN
最終話 TBS

-仁-

TBS開局６０周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第一話

TBS開局６１周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第二話
TBS開局６１周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第三話

TBS開局６２周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第四話
TBS開局６３周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第五話

仁友堂が開発した、脚気に効くあんドーナツ
は、江戸で大人気のお菓子となった。そんな
中、皇女和宮に脚気の疑いがあるということ
で、仁は医学所の奥医師松本から、あんドー
ナツの献上を持ちかけられる。悩んだ仁だった
が、咲とともに、大奥に献上に向かう。大沢た
かお／綾瀬はるか／内野聖陽／中谷美紀
仁と咲は皇女和宮に献上したあんドーナツに
砒素を盛った疑いをかけられ、牢に入れられて
しまう。役人たちからの厳しい拷問を受けた仁
は、これは天からの裁きだと死を覚悟する。そ
して咲だけはなんとしても守ろうと決意するの
だった。大沢たかお／綾瀬はるか／内野聖陽
／中谷美紀

薩摩藩預かりの身となった坂本龍馬は、仲間
たちとともに長崎で亀山社中という商社を立ち
上げる。その頃仁たちは遠心分離機を開発
し、血液型を判定することに成功していた。そ
んなある日、川越藩主の妻である恵姫のこぶ
を治してほしいという依頼が飛び込んできた。
大沢たかお／綾瀬はるか／小川たまき
ある日、歌舞伎役者の田之助がやってきて、
兄弟子の坂東吉十郎を診てほしいという。吉
十郎は鉛中毒に冒されていて、手足の指は切
断せざるをえない状態に。しかし、吉十郎のも
う一度舞台に立ちたいという最後の望みをか
なえようと、仁は試行錯誤する。大沢たかお／
綾瀬はるか／吹越満／吉沢悠
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種別

DVD

分類番号

FB2012-006・
007

時間
（分）

利用
区分

52
47

B-3

47
47

B-3

TBS開局６８周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
最終章 前編

龍馬の誕生日１１月１５日は無事にすぎた。し
かし日が変わってまもなく、史実どおりに龍馬
は切られてしまう。頭に大けがを負った龍馬を
助けようとして、仁・咲・佐分利は大手術に挑
む。大沢たかお／綾瀬はるか／内野聖陽／桐
谷健太／小出恵介

57

B-3

TBS開局６９周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
最終章 後編

西郷隆盛を中心とする新政府軍が江戸に入っ
た。徳川に仕えていた政府軍は彰義隊を名乗
って上野に集まり、戦の危機が迫っていた。一
方、仁の容体は悪化の一途をたどっていた。
仁は死を覚悟し、自分が残せるものは何かと
考え、あることを決断する。大沢たかお／綾瀬
はるか／内野聖陽／桐谷健太／小出恵介／
中谷美紀／山本耕治

93

B-3

作品名

TBS開局６４周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第六話
TBS開局６５周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第七話

TBS開局６６周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第八話
DVD

DVD

DVD

FB2012-008・
009

FB2012-010

FB2012-011

TBS開局６７周年記念
日曜劇場 JIN－仁ー
第九話

内容

ペニシリン普及のために、仁は医学所の医師・
松本の紹介で、長崎の西洋医学校精得館で講
義をすることになった。そして長崎の地で龍馬
と再会した仁は、龍馬の誘いで長州に行くこと
に。長州では幕府軍による長州征伐が始まろ
うとしていた。大沢たかお／綾瀬はるか／内野
聖陽／小出恵介
龍馬と気持ちがすれ違ったまま、仁は長崎か
ら江戸に戻った。仁は晴れない気持ちを抱え
ながらも、龍馬暗殺の正確な日時を思い出そ
うとする。しかし思い出そうとするたびに激しい
頭痛に襲われるのだった。そんな時、野風から
横浜での結婚式に出てほしいという手紙が届
く。大沢たかお／綾瀬はるか／内野聖陽／中
谷美紀／小出恵介

１８６７年の秋。天皇に政権を戻す大政奉還の
実現に向けて、坂本龍馬は奔走していた。仁
や咲は、野風の出産を控え、その準備に落ち
着かない日々を過ごしていた。野風は仁友堂
で出産することになり、横浜からやってきたの
だが、胎児が逆子であることが判明する。大沢
たかお／綾瀬はるか／内野聖陽／中谷美紀
仁は恋人の未来がかつて、「龍馬は誕生日に
死んだ」と話していたことを思い出す。その日
は１か月後に迫っていた。仁は自らの手で龍
馬を助けようと、咲と佐分利を伴い京へと向か
う。しかし京での龍馬の足取りはなかなかわか
らなかった。そして龍馬の誕生日である１１月１
５日をついに迎える。大沢たかお／綾瀬はる
か／内野聖陽／桐谷健太／小出恵介
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