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VHS FB93-034 並木家の人々 第一回

　花は親代わりのような兄・公平から見合いを
勧められている。しかし、妻子ある恋人がいる
ので何とか断りたい。困ってもう一人の兄・清
次に相談する。しかし、借金取りから逃げ回っ
ている清次は、花の恋人からも金を借りる始末
で、頼りにならない。武田鉄也・陣内孝則・安田
成美　ほか

48 Ｃ－１

VHS FB93-035 並木家の人々 第二回

　借金の取り立てに追われ、命さえも危ない清
次は、上京した父が持ってきた実家の土地の
権利書を金に変えようとする。　しかし、田舎の
土地は東京では買い手がつかない。結局兄・
公平に２００万円を借り、しばらく身を隠すこと
になる。

48 Ｃ－１

VHS FB93-036 並木家の人々 第三回

　花が行方不明になった。恋人・大石が妻と別
れるまで会わないつもりで、友人のアパートに
身を隠していた花を兄・公平は連れ帰る。　翌
日、大石の妻が現れ、いきなり花をナイフで切
りつける。

48 Ｃ－１

VHS FB93-037 並木家の人々 第四回

　父が、故郷の海で遭難したらしいという連絡
が入った。心配した清次と花が島へ帰る。公平
は、沈没船引き揚げの調査に出かけたのだろ
うと思い、心配でも行く気になれない。部下の
京子に帰ることを勧められ島へ戻ると、父は無
事で沈没船の話で盛り上がっていた。

48 Ｃ－１

VHS FB93-038 並木家の人々 第五回

　清次は家庭裁判所から呼び出しを受ける。
家を出ていた妻・美也子が離婚調停の申し立
てをしたのだ。　一方、公平は、部下でありまた
妹・花の親友でもある京子に、ある夜呼び出さ
れ、一人彼女の待つアパートヘと急ぐ。

48 Ｃ－１

VHS FB93-039 並木家の人々 第六回

　大石が離婚したと聞いた花は、急いで東京に
戻る。ところが、久しぶりに帰った自分のア
パートで、京子と公平が２人きりでいるのを目
撃してしまう。２人のただならぬ雰囲気に花は
京子を責めるが、「花だって不倫してるくせに」
と京子に切り返されてしまう。

48 Ｃ－１

VHS FB93-040 並木家の人々 第七回

　公平は宮島に来ていた京子を訪ね、一夜を
共にしてしまう。翌日、観光をしていた２人は偶
然清次と鉢合わせする。一方花は、大石と再
会、アパートのかぎを渡される。「結婚してくれ
るね」と言う大石に、しかし花は答えられない。

48 Ｃ－１

1/FB　連続ドラマ
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VHS FB93-041 並木家の人々 第八回

　公平は上司から清次が暴力団と関係してい
ると聞かされる。このままだと、公平の進退問
題にもかかわるという。不安を胸に帰宅した公
平。そこへ清次が沈没船引き揚げの話をしに
やって来るが、話はこじれ、２人は殴り合いに
なってしまう。

48 Ｃ－１

VHS FB93-042 並木家の人々 第九回

　清次に沈没船引き揚げをやめさせたい公平
は、出資先の金融業者、本保を訪ねる。しかし
本保は話を白紙に戻したかったら、今までの
清次の借金全額を返済しろと迫る。

48 Ｃ－１

VHS FB93-043 並木家の人々 第十回

　父、邦太郎が倒れた。あわてて公平は島へ
駆けつける。だが、清次は金もうけのことしか
考えていない。その上、本保から沈没船の引
き揚げ資金として借りた金をほかの借金の返
済にあててしまう。そのことを知った本保は、清
次を連れ去る。

48 Ｃ－１

VHS FB93-044 並木家の人々 最終回

　清次の借金の肩代わりをすることを決意した
公平。家を抵当に入れて金をつくり本保に返済
しようとする。だが、本保は「金より沈没船を引
き揚げてこい」と、にべもない。しかし公平は並
木家の人間を長年苦しめてきた沈没船の引き
揚げには、どうしても手を出したくない。そのこ
ろ清次は船を引き揚げようと、１人、沖へ出て
いた。

60 Ｃ－１

VHS FB93-045 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第1回

　東京の会社へ転任してきた永尾完治は、何
事にも積極的な同僚の赤名リカに圧倒される。
ある夜、完治はクラス会で、昔から思いを寄せ
ていた関口さとみと５年ぶりに再会した。織田
裕二・鈴木保奈美・有森也美・江口洋介　ほか

48 Ｃ－１

VHS FB93-046 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第2回

　さとみが高校の時の同級生・三上健一とキス
しているのを目撃してショックを受ける完治。
しかし、さとみのことをあきらめずに、ついにさ
とみに気持ちを告白する。一方、リカも完治を
好きな気持ちは変わらない。会社の帰りに二
人で会う約束をするが・・・。

48 Ｃ－１
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VHS FB93-047 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第3回

　完治は、さとみが本当に好きなのは三上だと
気づき、自分から身を引くことにする。しかし、
三上から「本当におれがさとみの気持ちを受け
止めていいのか」と言われ、言葉をなくしてしま
う。　そんな完治を明るく励ますのは赤名リカ
だった。

48 Ｃ－１

VHS FB93-048 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第4回

　完治はリカとベッドをともにした。翌朝、出社
した完治は、和賀部長から新製品のテニス
シューズを売り込むよう命じられた。完治が売
り込みに行ったスポーツショップの主任は、リカ
のことをよく知っているようで、完治は２人の関
係に疑いを持った。

48 Ｃ－１

VHS FB93-049 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第5回

　完治とリカは、三上とさとみを誘って温泉へ
行く。三上たちの仲もうまくいっているようで安
心する完治とリカ。ところが、さとみは三上が尚
子にキスしようとするのを目撃してしまう。たま
らず完治を呼び出すさとみ。その日は完治の
誕生日で・・・。

48 Ｃ－１

VHS FB93-050 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第6回

　盲腸で入院したさとみは、もう一度三上のこ
とを信じようと決意する。一方、完治は三上の
ことをかばいながらも、さとみのことが気にか
かる。　そして、再びさとみは、三上とほかの女
が抱き合うのを目撃してしまい、どうずればい
いのかわからずに完治の家へ電話をする。

48 Ｃ－１

VHS FB93-051 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第7回

　さとみは三上と別れる決心をする。一方、リカ
は完治が自分だけを見ていてくれない寂しさか
ら、完治の故郷の愛媛に連れていってと言い
だす。　そんなリカの気持ちがわからない完治
は、愛媛に行こうとせず、二人の間がぎくしゃく
としてくる。

48 Ｃ－１

VHS FB93-052 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第8回

　さとみにリカと３人で食事をしようと誘われた
完治は、その話をリカに言いそびれてしまう。
完治は一人で、さとみとの待ち合わせ場所に
向かうが、さとみから会社に電話が入り約束の
あったことがリカに知れてしまう。　その日、リ
カのロス転勤が決まった。

48 Ｃ－１

3/FB　連続ドラマ
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VHS FB93-053 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第9回

　ロス転勤を決意できないリカは、完治に決め
てもらおうとするが、「リカの人生を背負うなん
て重すぎる」と言われてしまう。さとみのことが
気になる完治は、リカに本当の気持ちを話そう
とリカを電話で呼び出すが、出かけようとした
完治の所へ突然さとみが訪ねてきた。

48 Ｃ－１

VHS FB93-054 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 第10回

　さとみに「好き」と打ち明けられた完治は、リ
カとの仲にケジメをつけたい。完治の気持ちに
気づいているリカは、完治の話を聞こうとしな
いが、それでも完治は強引に別れ話を切り出
す。　翌日リカが行方不明になった。完治は行
方を捜しながら、ふと故郷の愛媛に行く約束を
したことを思い出す。

48 Ｃ－１

VHS FB93-055 東京ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 最終回

　愛媛でリカを見つけた完治は、リカに言われ
るまま故郷の町を案内する。完治との別れを
決意したリカは、「バイバイ」と書いたハンカチ
をホームに残し、完治に告げた電車より一本
早い電車に乗る。　三年後、完治はさとみと結
婚していた。三上と尚子の結婚式の日、完治
は街でリカとすれ違う。

48 Ｃ－１

VHS FB95-101 北の国から 第13回

　令子が入院したという知らせを受けて、雪子
と純は東京に戻った。純は「５日間だけ」と五郎
と約束していたが、苦しむ令子の姿を見、令子
の恋人吉野に「母さんといてやれ」と言われ気
持が揺れる。

47 Ｃ－１

VHS FB95-102 北の国から 第14回

　帰る日が明日に迫り、令子に引き止められた
純は、ついに「このまま東京に残る」と言い出
す。　しかし、五郎に手紙を書くうちに、物のあ
ふれる東京の暮らしになじめず、厳しい自然の
中で創意工夫して暮らす五郎の気持が分かり
始め、北海道に戻ることにする。

47 Ｃ－１

VHS FB95-103 北の国から 第15回

　涼子先生が２年前、東京の小学校に勤めて
いたころ、教え子が飛び降り自殺をしていたこ
とが発覚する。馬を手放した杵次は、酔って授
業参観に現れ子どもたちの前で涼子先生を問
いただしてしまう。その夜、杵次は、五郎を訪
ね馬の思い出話をする。そして、ドシャ降りの
雨の中を自転車で帰っていくのだが・・・。

47 Ｃ－１

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 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FB95-104 北の国から 第16回

　翌朝、杵次が、自転車ごと川に落ちて死んで
いるのが発見された。　ショックで放心する正
吉をよそに、大人たちの手で葬儀の準備が進
められる。　葬儀のあと父親の悪口を言い合う
杵次の息子たちを、清吉が「昔の苦労を忘れ
ている。父親のことを分かっていない。」と叱
る。

47 Ｃ－１

VHS FB95-105 北の国から 第17回

　夏になって五郎と令子は、正式に別れること
になった。富良野にやってきた令子に、螢は反
抗的な態度をとり続ける。螢は、五郎のことを
考えると令子に素直になれないのだ。見送りに
も行かない螢だったが・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB95-106 北の国から 第18回

　空知川のいかだ下り大会の日がやってきた。
辰巳と二人でいかだに乗った五郎は、いかだ
下りの途中で、こごみという女性と知りあう。一
方、中畑のいかだに乗った純は、川岸から、い
かだ下りを見つめるつららに気づく。

47 Ｃ－１

VHS FB95-107 北の国から 第19回

　ＵＦＯを見に行った涼子先生と螢が帰ってこ
ない。夜遅くなってようやく二人は見つかった
が、五郎は「今日のことは、だれにも言うな。」
と純に口止めをする。涼子先生の責任問題に
なるのを恐れたのだ。しかし純は・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB95-108 北の国から 第20回

　涼子先生のことが新聞記事になったことで純
はショックを受ける。螢のもとには東京のテレ
ビ局がＵＦＯの件で取材にやって来た。　一
方、五郎は、こごみを純と螢に引き会わせるた
め、ピクニックを計画する。

47 Ｃ－１

VHS FB95-109 北の国から 第21回

　つららがススキノのソープランドで働いている
といううわさが流れた。草太の父は、うわさを
確かめに札幌へ行く。そして、草太のボクシン
グの試合の日、純と雪子の前につららが現れ
た。

46 Ｃ－１

VHS FB95-110 北の国から 第22回

　五郎の丸太小屋づくりが、いよいよ大詰めに
入ってきた。しかし現場にこごみが現れ、中畑
たちは気まずい雰囲気になる。五郎の誕生日
パーティーを計画していた螢は、こごみをパー
ティーに招待する。だが純は「飲み屋に勤めて
る女の人なんて呼びたくない。」と反対する。

44 Ｃ－１

5/FB　連続ドラマ
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VHS FB95-111 北の国から 第23回

　母の令子が急に亡くなり、純と螢は雪子と一
緒に東京へ向かった。　東京の母の自宅で
は、葬儀の準備が慌ただしく行われていた。後
からすぐ行くと言った五郎を、純と螢は今か今
かと待ちわびていたが、五郎はなかなか来な
い。

47 Ｃ－１

VHS FB95-112 北の国から 最終回

　母の死から１週間がたち、純と螢はまだ東京
にいた。　あれほど帰りたかった東京ではあっ
たが、思い出されるのは北海道のことばかり
だった。

46 Ｃ－１

VHS FB95-125 星の金貨 1

　医師の秀一は北海道の診療所に勤めてい
る。腕もよく地元の評判もいい。秀一に思いを
寄せる彩は、耳と口が不自由だが優秀な看護
婦で、秀一を助けている。　秀一に東京の大学
病院から誘いが来た。東京へ戻る決心をして
空港へ向かった秀一だったが・・・。酒井法子・
大沢たかお・竹野内豊　ほか

46 Ｃ－１

VHS FB95-126 星の金貨 2

　東京へ行ったまま帰ってこない秀一を捜し
に、彩も東京へ向かう。東京で偶然知り合いに
なった拓巳は、実は秀一の腹違いの弟だっ
た。そんなことを知らない彩が拓巳に連れてい
かれた病院で目にしたのは、ベッドに横たわる
秀一の姿だった。

46 Ｃ－１

VHS FB95-127 星の金貨 3

　拓巳の口ききで、永世会病院の医療スタッフ
として働くことになった彩。懸命に秀一のリハビ
リを手伝うが、秀一の記憶は戻らない。ある
夜、秀一に呼び出された彩は、秀一とともに病
院を抜け出す。

46 Ｃ－１

VHS FB95-128 星の金貨 4

　記憶の戻らない秀一は病院の事務員として
働き始めた。周囲の哀れみの目が秀一にはつ
らい。彩が当直の夜、脳腫瘍の患者・新井義
彦が発作を起こした。しかし当直医の拓巳は
病院におらず、彩は院長を呼びに飛び出す。

46 Ｃ－１

VHS FB95-129 星の金貨 5

　秀一は、拓巳が当直をサボったことをきっか
けに記憶を取り戻す。しかし、ここ数年のことが
思い出せず、自分自身の過去を完全なものに
しようと北海道に向かう。

46 Ｃ－１

6/FB　連続ドラマ
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VHS FB95-130 星の金貨 6

　秀一の再手術が決まった。話を聞いた拓巳
は執刀したいと申し出る。秀一の手術が成功し
たら彩とともに病院を去るつもりなのだ。一方、
秀一に思いを寄せる祥子は、「彩の思いは秀
一の重荷になっている」と彩を責めるのだっ
た。

46 Ｃ－１

VHS FB95-131 星の金貨 7

　秀一の再手術は成功する。しかし彩の秀一
への思いを知った拓巳は、再び秀一への憎し
みを強くする。拓巳を思う園子は、思わず彩に
つらく当たってしまう。　秀一をあきらめようと決
心した彩は、園子に置き手紙をして北海道に
帰ろうとするが・・・。

46 Ｃ－１

VHS FB95-132 星の金貨 8

　新井義彦の手術ミスは自分のせいだと思い
こみ酒浸りになる拓巳。　一方、その手術ミス
が原因で永世会病院の経営状態は厳しくなっ
た。

46 Ｃ－１

VHS FB95-133 星の金貨 9

　小森院長代行が秀一の失脚をねらって、北
海道時代のことを調べさせた。その結果、彩と
の関係を知られてしまう。しかし秀一を思う彩
は、あくまで「知らない」とシラを切り通す。園子
は彩がかわいそうで、秀一に彩とのことを話し
てしまう。

46 Ｃ－１

VHS FB95-134 星の金貨 10

　重傷を負った彩は、秀一の執刀で手術を受
けた。手術後、絶対安静の彩を自分で看病し
ようと、拓巳は病院から連れ出した。そこに、
彩を心配した秀一が現れて・・・。

46 Ｃ－１

VHS FB95-135 星の金貨 11

　祥子が自殺未遂を起こしても、秀一の気持は
変わらない。彩に「北海道へ帰って結婚しよう」
と言う。そんな秀一に、祥子が妊娠したと告げ
る。そのころ拓巳は、義彦の再手術を前に病
院に戻っていた。

46 Ｃ－１

VHS FB95-136 星の金貨 最終回
　自分がいたら、秀一や祥子が幸せになれな
い。そう考えた彩は、秀一と祥子の結婚式の
日に、独り海へ向かった。

71 Ｃ－１

VHS FB96-186
冠婚葬祭部長 第1回 ｢竜平､丸
ぼうず!?

　住宅会社・明成ホームの営業課長・竜平は、
単身赴任で神戸の復興プロジェクトに奔走し
た。　常に営業のトップを守り続けてきた竜平
は、次の営業部長とうわさされていたが、本社
に戻った竜平は桜田専務から業務部長代理に
任命される。萩原健一・浅田美代子・津川雅彦
ほか

47 Ｃ－１

7/FB　連続ドラマ
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VHS FB96-187
冠婚葬祭部長 第2回｢竜平､誘惑
される!｣

　業務部に移った竜平を中堅メーカーがヘッド
ハンティング。営業部長のイスが用意されてい
ると言われ竜平の心は揺れる。　そんな時、以
前一家で取材を受けたアウトドア雑誌が発売
となった。記事のタイトルは「さらばマイホー
ム」。竜平は、記事を見た桜田から呼び出しを
受ける。

47 Ｃ－１

VHS FB96-188
冠婚葬祭部長 第3回｢竜平､妻を
うらぎる!｣

　社内の優秀な営業マンを表彰するパー
ティーで、竜平は入社以来１６年間連続で表彰
されていた。今年も前年の営業課長の時の成
績からみて表彰されるはずだったが、桜田から
業務部に移った竜平は対象外だと言われた。

47 Ｃ－１

VHS FB96-189
冠婚葬祭部長 第4回 ｢竜平､娘
をなぐる!｣

　竜平は、姪の結婚式のスピーチを頼まれ気
が重い。そんなある日、竜平の中学２年の二
女・絵里子が朝帰り。徹夜で帰りを待っていた
竜平は、絵里子に手をあげた。　スピーチの練
習にとりかかった竜平だが、絵里子のことが頭
から離れなかった。

46 Ｃ－１

VHS FB96-190
冠婚葬祭部長 第5回 ｢葬儀屋の
花嫁｣

　竜平の長女・未央がニューヨークの芸術高校
に留学したいと言い出した。また竜平は、桜田
から秘書の真理子の結婚式を仕切るように言
われる。　だが真理子の父・武藤は、結婚に強
く反対する。竜平は何とか武藤を説得しようと
するが・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB96-191
冠婚葬祭部長 第6回 ｢課長ｻﾝの
危機!｣

　明成ホームのＣＭに出演中の業務課長・石
澤の娘・沙弥佳の人気は急上昇。ＣＭも話題
になる。だが石澤は、妻子とは別居中。それを
知った桜田は、会社のイメージダウンにつなが
ると竜平を呼びつけこのまま二人が別居を続
けるなら石澤を子会社に出向させるつもりだと
言う。

47 Ｃ－１

VHS FB96-192
冠婚葬祭部長 第7回 ｢ﾈｺの葬
式?｣

　竜平の元に仙台で暮らす母親から手紙が届
く。手紙には、竜平の小学校時代の作文が同
封されていた。　一方仕事では、桜田に呼び出
された竜平は、大株主のつた子の飼いネコの
葬式を頼まれる。

47 Ｃ－１

8/FB　連続ドラマ
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VHS FB96-193
冠婚葬祭部長 第8回 ｢隠し子､現
わる!｣

　明成ホームでアルバイトをしていたひとみが
帰省することになった。送別会の夜、竜平は泥
酔したひとみを部屋まで送る。ひとみを送り届
け帰ろうとする竜平を「お父さん。」とひとみが
呼び止めた。

47 Ｃ－１

VHS FB96-194
冠婚葬祭部長 第9回 ｢正しいお
見合い｣

　竜平は桜田から業務部のお局・神崎と竜平
の元部下で営業課長の武田との見合いの世
話人を頼まれる。超エリートの武田との見合い
にはりきる神崎。　ひな祭の日、竜平の家で２
人の見合いが行われた。

47 Ｃ－１

VHS FB96-195
冠婚葬祭部長 第10回 ｢竜平ﾊﾞｸ
ﾊﾂ!｣

　次期社長の座をめぐり桜田と現社長との争
いが始まった。桜田は現社長の弱みを握ろうと
業務課長の石澤に現社長の裏データを提供す
るように言う。協力すれば石澤を業務部長に
昇進させ、竜平を左遷すると言われとまどう石
澤だったが・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB96-196
冠婚葬祭部長 第11回 ｢運命の
社葬｣

　明成の社長が急死し桜田が次期社長に決
まった。竜平は、石澤から聞いた会社合併の
話が気になりながらも社葬の準備に取りか
かった。　社葬は無事終了するが、竜平は打ち
上げにも参加しない。石澤は竜平が気になり
一人会社に戻る。

47 Ｃ－１

VHS FB96-197 冠婚葬祭部長 最終回 ｢別れ｣

　竜平の長女・未央のニューヨーク行きが１週
間後に迫る。竜平は社長に就任した桜田から
営業部に戻るように言われるが、素直に喜べ
ない。　夜、誰もいなくなった業務部で竜平は、
これまでの業務部での思い出を振り返った。

47 Ｃ－１

VHS FB96-198 ﾋﾟｭｱ 第1回

　知的障害を持つ優香は、道で男にからまれ
ていたところを雑誌記者の徹に助けられる。
また、優香のいとこ・涼は優香が趣味で作った
オブジェを芸術展に応募し、その作品が大賞
に選ばれる。和久井映見・堤真一・高橋克典・
高岡早紀　ほか

47 Ｃ－１
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VHS FB96-199 ﾋﾟｭｱ 第2回

　障害を隠し賞を受賞した優香は、記者会見で
のコメントを失敗してしまう。だがマスコミは、優
香のコメントを“天才”と評した。雑誌「ムーヴ」
の編集長・大矢は、優香の障害を知り、記者で
ある徹に優香の障害をスクープするように命じ
る。

47 Ｃ－１

VHS FB96-200 ﾋﾟｭｱ 第3回

　雑誌「ムーヴ」に優香の障害を指摘する記事
が載った。それを見た涼は、ムーヴの編集部
に押しかけ徹を殴る。　何も知らない優香は、
再び家を訪れた徹を歓迎し、次の作品が出来
たら見にきてくれるように徹と約束をする。

47 Ｃ－１

VHS FB96-201 ﾋﾟｭｱ 第4回

　大矢は優香の作品集を作り、個展を開かせ
ようと徹と共に優香の家を訪れた。優香の母・
孝子は迷うが、涼は徹の存在を気にして反対
する。　そんなある日、徹は社会部時代の上
司・黒岩から政治家の収賄ネタを追うように頼
まれる。

47 Ｃ－１

VHS FB96-202 ﾋﾟｭｱ 第5回

　優香は孝子に自ら個展を開きたいと主張す
る。優香を心配した涼は、優香のマネージャー
になる。だが優香は、出版社側から出された
「愛」がテーマのデザイン画が書けずに苦し
む。　一方徹は、収賄の中心人物・遠山が、徹
の父親の自殺にからんでいたことを知る。

47 Ｃ－１

VHS FB96-203 ﾋﾟｭｱ 第6回

　徹は会社のやり方についていけず優香の担
当を降りた。それを知った涼は喜ぶが、すっか
り自信をなくしてしまった優香は作品が作れな
い。　そんな時、涼は料理の腕が買われ大阪
のホテルから誘いを受ける。

47 Ｃ－１

VHS FB96-204 ﾋﾟｭｱ 第7回

　優香の作品集出版記念パーティーに後援会
長候補の遠山が現れ、徹は驚き動揺する。
パーティー後の優香は、日々徹に会いたい気
持をつのらせ新作が作れない。そんな優香を
見た涼は、優香への思いを断ち切るためにマ
チ子の気持を受けとめた。

47 Ｃ－１
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VHS FB96-205 ﾋﾟｭｱ 第8回

　優香と徹が抱き合っているところがスクープ
されるが、その記事は遠山の力によってつぶさ
れた。それを知った孝子は、優香に二度と徹と
会わないようにクギをさす。　一方、マチ子は
涼が優香を忘れるために自分の気持にこたえ
たことを知り深く傷つく。

47 Ｃ－１

VHS FB96-206 ﾋﾟｭｱ 第9回

　優香は自分のせいでマチ子や涼たちの様子
がおかしいことに気づき始める。優香は麻子に
相談すするが麻子もマチ子と同じように優香に
冷たい。　優香はどうしていいのか分からず徹
の職場を訪ねるが、そこで優香は、徹と麻子の
キスシーンを目撃してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB96-207 ﾋﾟｭｱ 第10回

　優香はボランティアで徹の育った孤児院を訪
れる。取材に来ていた徹は、そこで遠山に会い
今までの憎しみをぶつける。　優香は徹が発
表する記事によって遠山の息子である竜太た
ちが傷つくことを知り徹を止める。徹は優香に
記事を発表しないことを約束するが・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB96-208 ﾋﾟｭｱ 最終回

　遠山の記事が発表されると同時に、徹は優
香たちの前から姿を消した。何も知らない優香
は、徹との約束を守るためにひたすら“折れた
翼”を作り続ける。涼は、そんな優香をほうって
おけず大阪行きをやめようと考える。そんな
時、涼のもとに麻子が現れ徹が姿を消した本
当の理由を話す。

71 Ｃ－１

VHS FB96-209 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第1回OA.H8.4,15

　葉山南３１歳、落ち目のモデル。結婚式の当
日に花婿に逃げられて一文無しになった南
は、元花婿のルームメイトだった瀬名秀俊のア
パートに転がり込む。瀬名は一流のピアニスト
を目指しながらも、今はしがないピアノ教師を
していた。　人生に見放されかけた２人が出
会ったとき、新たな物語が始まる。山口智子・
木村拓哉・竹野内豊・松たか子　ほか

71 Ｃ－１

VHS FB96-210 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第2回 OA.H8.4,22

　南の弟・真二が突然訪ねてきた。いきなり瀬
名に借金を申し込む真二に南は激怒。だが瀬
名は真二の意外なピアノの腕前に感心する。
その真二が瀬名のあこがれの人・涼子に一目
ぼれした。

47 Ｃ－１

11/FB　連続ドラマ
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VHS FB96-211 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第3回OA.H8.4,29

　南が、ラーメン屋のお詫びに、瀬名と涼子を
真二の店に招待した。ところが、以前真二が涼
子をナンパしたことがあったため思いがけない
再会となってしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB96-212 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第4回 OA.H8.5,6

　モデルを辞め就職活動に励む南は、面接の
帰りに一流カメラマン杉崎哲也と出会う。杉崎
は元気のいい南の笑顔をこっそり撮影。一方
瀬名は、ついに涼子に告白する。

47 Ｃ－１

VHS FB96-213 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第5回 OA.H8.5,13

　涼子は瀬名とつきあうことをＯＫするが、心の
中では真二のことが気になって仕方ない。　杉
崎と再会した南は「実は君のファンだった」と杉
崎に言われてうれしくなる。

47 Ｃ－１

VHS FB96-214 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第6回 OA.H8.5,20

　失業中の南は杉崎の助手として働くことに
なった。　一方、瀬名は今の自分を変えたいと
思い人前でピアノを弾く仕事をしたいと思い始
める。

47 Ｃ－１

VHS FB96-215 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第7回 OA.H8.5,27

　南は現像所へ行く途中で、杉崎のフィルムを
無くしてしまう。せっかく自分を助手として採用
してくれた杉崎に迷惑をかけてしまい、南は申
し訳ない。フィルムを探して、後輩の桃子と２
人、夜遅くまで町を歩き回る南だが・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB96-216 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第8回 OA.H8.6,3

　杉崎に瀬名と一緒に暮らしていること、結婚
式当日に朝倉に逃げられたことを告白した。
そして、瀬名の部屋を出て１人で暮らすと南は
杉崎に約束した。

47 Ｃ－１

VHS FB96-217 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第9回 OA.H8.6,10

　南が部屋を出てから瀬名は心にぽっかり穴
があいた。　そんな時、車にひかれそうになっ
た涼子をかばい瀬名は大切な手をけがしてし
まった。

47 Ｃ－１

VHS FB96-218 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 第10回 OA.H8.6,17

　瀬名のコンクールの予選の日、南は杉崎と
のデートの前に会場に寄り瀬名のピアノを聴い
た。　瀬名の演奏に会場の人々は、思わず拍
手を送る。

47 Ｃ－１
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VHS FB96-219 ﾛﾝｸﾞﾊﾞｹ-ｼｮﾝ 最終回OA.H8.6,24

　南はとうとう杉崎からプロポーズされ、瀬名に
はレコード会社からスカウトが来た。それぞれ
の人生の転機を迎えた２人。だが瀬名も南も、
どこか心にひっかかるものを抱えていた・・・。

71 Ｃ－１

VHS FB97-233 続･星の金貨 DinSterntaler1

　北海道に戻った倉本彩は、永井拓巳と診療
所を守りながら幸せな日々を送っていた。２人
は友人の結婚式のため上京したが、そこで彩
は以前恋人だった永井秀一と再会する。酒井
法子・大沢たかお・竹野内豊　ほか

72 Ｃ－１

VHS FB97-234 続･星の金貨 DinSterntaler2

　拓巳との結婚を決意した彩は、秀一に伝えに
行くが、そこへ訪ねてきた祥子の母・結城に
「秀一と彩がまだ愛し合ってるのでは」と問い
つめられる。

46 Ｃ－１

VHS FB97-235 続･星の金貨 DinSterntaler3

　秀一と拓巳の間で悩む彩。　一方、永世会病
院を乗っ取ろうとする矢上が画策し始める。そ
んな折バイク事故で重症を負った沢井梨花が
病院に運び込まれた。

46 Ｃ－１

VHS FB97-236 続･星の金貨 DinSterntaler4

　秀一は院長職を拓巳に譲り彩と北海道へ行
く決意をする。だが彩は拓巳を裏切れない。
彩から身を引く決心をした拓巳は、彩を空港に
送り出す。しかし・・・。

46 Ｃ－１

VHS FB97-237 続･星の金貨 DinSterntaler5

　秀一と彩の元に拓巳の事故の知らせが届い
た。秀一の執刀で命は取り留めたものの拓巳
は二度と歩けない体になる。拓巳を事故現場
へ呼び出したメモの筆跡を見た小泉は、矢上
に疑いを持つのだが・・・。

46 Ｃ－１

VHS FB97-238 続･星の金貨 DinSterntaler6
　自分がもう歩けないことを知った拓巳は、車
いすで車道に飛び出そうとする。そして秀一に
「彩を返してくれ」と迫る。

46 Ｃ－１

13/FB　連続ドラマ
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VHS FB97-239 続･星の金貨 DinSterntaler7
　彩は病院を去り、アルバイトをしながら拓巳と
暮らし始める。梨花の父親の財力で院長の座
を取り戻した秀一に、梨花が結婚を切り出す。

46 Ｃ－１

VHS FB97-240 続･星の金貨 DinSterntaler8
　入院中ののぞみが発作を起こしすぐにも手
術が必要だが、のぞみは、「拓巳の手術でない
といやだ」と手術を拒否する。

46 Ｃ－１

VHS FB97-241 続･星の金貨 DinSterntaler9

　秀一は拓巳に医者を続けるように諭す。だが
拓巳は事故の後、腕が震えるようになってい
た。拓巳は、のぞみを励ますため病院へ向か
う。

46 Ｃ－１

VHS FB97-242 続･星の金貨 DinSterntaler10
　永世会の管財人に返り咲いた結城が、秀一
を解任し新院長に矢上を押す。　拓巳は東京
を離れ北海道へ戻ろうとするが・・・。

46 Ｃ－１

VHS FB97-243 続･星の金貨 DinSterntaler11

　彩にしっとした景子は、拓巳の目の前で彩を
車道に突き飛ばした。トラックの目の前に倒れ
た彩は・・・。　一方秀一は、背任容疑で警察に
連行される。

46 Ｃ－１

VHS FB97-244 続･星の金貨 DinSterntaler12

　警察で取り調べを受ける秀一は、刑事から矢
上の調査書を見せられる。また拓巳も小泉か
ら矢上の悪事を暴いた録音テープを託される。
悪事がばれたことを知った矢上は・・・。

71 Ｃ－１

VHS FB98-277
心療内科医･涼子
第一話 盗食する女

　心療内科医の涼子が勤める大学病院の外
科に人気料理研究家・都が稔挫で入院してき
た。涼子は、都の盗み食いを目撃。心療内科
の受診を勧めるが、都の妹は反対する。涼子
は医局長の制止も振りきり、治療に乗り出す。
室井滋・寺脇康文・河相我聞　ほか

72 Ｃ－１

VHS FB98-278
心療内科医･涼子
第二話 虚言する女

　涼子は、自殺未遂をしたＯＬ・キヨノが放って
おけない。だがキヨノは「婚約者がいて幸せだ
から必要ない。」と・・・。涼子はキヨノの、幸せ
を演じる虚言癖を見抜く。篠原涼子・金田明夫
ほか

47 Ｃ－１

14/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 分類番号 作品名 内容
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（分）
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VHS FB98-279
心療内科医･涼子
第三話 良い子は母を殴る

　涼子は友人の芙美子の娘のピアノ発表会に
招かれる。芙美子は、娘はしっかり者だと自慢
げに話していたが、数日後、涼子に助けを求
めてきた。娘が暴力を振るい家中のものを壊し
たというのだ。榎本可奈子・結城しのぶ　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB98-280
心療内科医･涼子
第四話 買い物しすぎる女

　涼子はエリート夫人の由香里の息子・太一の
髪をむしる癖を心配し、受診を勧める。由香里
は私立小学校合格のため、仕方なく太一を受
診させる。太一が髪をむしるのは、母親の買い
物依存症が原因だと涼子は気付くが・・・。斎藤
由貴・伊藤俊人　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB98-281
心療内科医･涼子
第五話 顔を変え続ける女

　医局長の恩師の娘・美樹に英会話を習うこと
になった涼子たち。若くて美しい美樹の授業に
男性陣は一生懸命だが、涼子はいいかげん。
涼子の態度に美樹は自信をなくし、取り乱して
部屋を飛び出していく。菊池麻衣子　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB98-282
心療内科医･涼子
第六話 嫁VS姑心理戦争

　婦長の直子は、いとこのみなみの婚家へ法
事の手伝いに行き、嫁に手厳しい姑に驚く。み
なみが腹痛で倒れた。十二指腸かいようだっ
た。涼子は姑に対するストレスが原因と診断し
たが病んでいたのは嫁だけではなかった。水
野久美・羽野晶紀　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB98-283
心療内科医･涼子
第七話 水を飲み続ける少女

　医局長の杉本は、公園の水飲み場で、高校
生の絵里が倒れるのをみかけ、病院へ担ぎ込
む。意識障害を起こすほど水を飲んでいた絵
里は、助けてくれた杉本を恋愛対象にしてつき
まとう。涼子は絵里の愛情転移を心配し・・・。
奥菜恵　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB98-284
心療内科医･涼子
第八話  トラブルメーカー

　研修医の飯島は、咳で動けなくなった女性・
沙織を介抱する。数日後、仮病を使って沙織
が入院してきた。飯島が担当となるが沙織の
ペースに巻きこまれて治療にならない。涼子は
飯島の手ぬるさに苛立ち、診療しようと飯島と
衝突。松嶋菜々子　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB98-285
心療内科医･涼子
第九話 首が回らない女優

　ガンの末期患者・満江は、過去に捨てた娘へ
の罪悪感からモルヒネでも痛みが治まらない。
涼子は満江が娘だと思い込んでいる女優・カ
ナコに、会ってくれるように頼む。事情を聞いた
カナコは動揺し、首が傾いて動かなくなる。手
塚理美　ほか

47 Ｃ－１

15/FB　連続ドラマ
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VHS FB98-286
心療内科医･涼子
最終回 子供を投げる母

　涼子は、ロビーに置き去りにされた赤ん坊を
預かる。夜になって酔ったまま迎えに来た母親
の麻美は、赤ん坊を怒鳴りつけ、激しい頭痛に
襲われる。受診を勧める涼子に麻美は、「邪魔
だから捨てようとした。」と・・・。田中律子　ほか

46 Ｃ－１

VHS FB98-287
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.１

　同棲相手に部屋を追い出された広海は金も
行くあてもない。とりあえず「夏だから・・・」とい
う理由で海を目指す。一方、仕事でミスをした
海都は気分転換のため休暇を取って海へ。偶
然出会った２人は、ある民宿にたどり着く
が・・・。反町隆史・竹野内豊・広末涼子　ほか

71 Ｃ－１

VHS FB98-288
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.２

　たどり着いた民宿「ダイヤモンドヘッド」でア
ルバイトをすると決めた広海。一方、海都もこ
こが気に入る。しかし、オーナーの勝は、民宿
を閉めるから出て行けと言う。

47 Ｃ－１

VHS FB98-289
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.３

　海都が東京に帰り、オーナーの孫娘・真琴は
残念でしかたない。そんな折、真琴は海都の
使っていた部屋で一枚のメモを見つけた。ちょ
うど用事で東京へ行く広海の車に乗り込み、海
都の会社へ向かわせる。

47 Ｃ－１

VHS FB98-290
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.４

　海都が会社を辞め、広海と一緒に働き始め
た。一方、真琴は、勝が自分と母親を会わせよ
うとしているのを知り、反発する。また、それを
きっかけに、春子が離れて暮らす子どもからの
手紙を待っていることを知る。

47 Ｃ－１

VHS FB98-291
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.５

　ある日、清水という男がダイヤモンドヘッドに
やってきた。彼は「広海がケガをしたからオリン
ピックに行けた」と話す。

47 Ｃ－１

VHS FB98-292
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.６

　花火大会の前日、海都は誘った桜が来てく
れなかったことで落ち込む。広海と２人で春子
の店に向かうと、春子は真琴のために浴衣を
縫っていた。

47 Ｃ－１

16/FB　連続ドラマ
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VHS FB98-293
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.７

　ダイヤモンドヘッドに、毎年お盆に来るという
中年女性・美智恵がやってきた。来る早々、我
が者顔で振る舞い、広海たちをこき使う。

47 Ｃ－１

VHS FB98-294
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.８

　夏休みも終わりに近づき、真琴は広海と海都
がいつまでいるのか気になり始める。

47 Ｃ－１

VHS FB98-295
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.９

　春子に、元恋人の一樹から連絡が入る。仕
事で海外に行くので、その前に息子・春樹に会
わせるというのだ。春子は、自分を母とは知ら
ない息子に、他人として接し通す。

47 Ｃ－１

VHS FB98-296
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.10

　夏が過ぎ、勝は広海と海都を男だけのキャン
プに誘う。一方真琴は、進路指導の三者面談
を母・慶子に頼む。

47 Ｃ－１

VHS FB98-297
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.11

　男だけのキャンプで、勝は２人に、「ここは、
ずっといる所じゃない」と話し、春子や真琴に
も、２人を引き止めないよう言い渡す。そして自
分は、サーフィンを再開すると宣目する。

47 Ｃ－１

VHS FB98-298
Ｂｅａｃｈｂｏｙｓ
vol.12

　サーフィンを再開した勝は、真琴との約束を
破り、早朝の海に１人で出ていった。そして・・・
それきり帰らなかった。広海、海都、真琴、春
子は、それぞれがお互いを思いやり、今後を
考え始める。

68 Ｃ－１

VHS FB99-310
世紀末の詩 The Last Song
第1話
この世の果てで愛を唄う少女

　大学の学長選挙に落選した夏夫（教授）は失
意のあまり自殺を決意しビルの屋上に登り、同
じく自殺を図ろうとしていた亘と出会う。２人は
意気投合し奇妙な共同生活が始まる。　亘は
橋の上でさみしげにたたずむ一人の少女と出
会うが・・・。竹野内豊・山崎努・広末涼子　ほ
か

73 Ｃ－１

VHS FB99-311
世紀末の詩 The Last Song
第2話
パンドラの箱

　亘は盲目の美少女・鏡子と出会う。鏡子にひ
かれる亘だったが、彼女には『星の王子様』の
ようなすばらしい恋人がいるという。だが現れ
た恋人・興椙（こうろぎ）はみすばらしいスーツ
を着たさえない男だった。２人は深く愛し合って
いるようだが、鏡子が目の手術を受けることに
なり・・・。遠山景織子・斉藤洋介　ほか

47 Ｃ－１

17/FB　連続ドラマ
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VHS FB99-312
世紀末の詩 The Last Song
第3話
狂った果実

　無一文で飲み屋をたたき出された夏夫と亘
は、ある屋敷で執事を勤める男に出会う。その
屋敷には令嬢がおり、亘が令嬢の家庭教師を
することになった。約束の日、亘がその屋敷に
行ってみると・・・。小田エリカ・清水紘治　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB99-313
世紀末の詩 The Last Song
第4話
星の王子様

　亘と夏夫は、新聞配達の少年・羽夢（はむ）と
出会う。数日後、夏夫は羽夢がイジメにあって
いるのを見かける。家が貧しいことが、イジメ
の原因らしい。しかし羽夢はイジメにも負けず
成績は学年トップ。将来の夢は総理大臣にな
ることだと言う。真柄佳奈子・谷啓・布施博　ほ
か

47 Ｃ－１

VHS FB99-314
世紀末の詩 The Last Song
第5話
車椅子の恋

　留美はいつも男にだまされてばかり。ようやく
出会った運命の人・星野は車椅子に乗った似
顔絵描きだった。やさしくて誠実な星野に結婚
を申し込まれ喜ぶ留美。だが、彼女の大切にし
ていた母の形見の指輪がなくなってしまい、留
美は星野を疑う。純名里沙・三上博史　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB99-315
世紀末の詩 The Last Song
第6話
天才が愛した女

　佑香が、２人の男の子を父の夏夫に紹介し
た。２人に交際を求められ、どっちを選べばい
いか困っているらしい。そこで、夏夫は、２人が
参加するピアノコンクールで優勝した方に佑香
を差し出すと宣言する。藤原竜也・徳山秀典・
南果歩　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB99-316
世紀末の詩 The Last Song
第7話
恋するコッペパン

　好きな人に食べさせると恋がかなうというコッ
ペパンのうわさを聞いて、亘は早速買いに行く
が目の前で売り切れる。このパンは、愛する妻
を亡くした石田が作ったもので、亘は石田から
妻への熱き思いを聞き感動する。大江千里・桜
井幸子　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB99-317
世紀末の詩 The Last Song
第8話
恋し森のクマさん

　亘は睦美（むつみ）という不思議な女性と会
う。睦美は夏夫の知り合いの影山の娘であっ
た。影山は森の中で家族４人で幸せに暮らし
ていた。しかし、影山の家庭は随分前に崩壊し
ており、娘も自殺したはずだった。田中健・持
田真樹　ほか

47 Ｃ－１

18/FB　連続ドラマ
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VHS FB99-318
世紀末の詩 The Last Song
第9話
「僕の名前を当てて」

　夏夫と亘の家に、一人の男が訪ねて来た。
男は命と引き換えに自分の愛を買うよう迫り、
夏夫と亘の身柄を拘束して「真実の愛とは何
か」を語りはじめた。「３日目の朝までに自分の
名前を当てれば解放する」と男は言うのだ
が・・・。大沢たかお・坂井真紀（二役）　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB99-319
世紀末の詩 The Last Song
第10話
20年間待った女

　夏夫が体の変調をきたし入院した。そこに３
か月前、学長選挙で夏夫に勝った大島が見舞
いに来た。大島は落ちぶれた夏夫の様子を見
に来たのだ。ある日、亘は夏夫から、冬子とい
う女性を捜してほしいと頼まれる。冬子とは、
かつて親友同士だった夏夫と大島が取り合っ
た女性だった。杉浦直樹・永島暎子・吉川ひな
の　ほか

47 Ｃ－１

VHS FB99-320
世紀末の詩 The Last Song
最終回
ＬＯＶＥ

　里美の結婚式が近づき、亘はあきらめ切れ
ないまま、里美を遊園地に誘った。そこで亘は
「結婚式の途中、あなたを奪いに行く」と宣言
する。一方、自分の余命も短いと知った夏夫
は、麗美という不思議な女性に出会う。麗美は
体にプラスチック爆弾を仕掛けていた。ジョイ
ウォン・伊藤歩　ほか

97 Ｃ－１

VHS FB99-321

青の時代
La periode bleue
chap.1
少年犯罪

　安積リュウは、１５歳の時に人を刺し、少年院
に入っていた過去を持つ。現在は仲間たちと
一緒に、カツアゲや強盗まがいのことをして
日々を送っていた。ある日、リュウは正義感あ
ふれる弁護士・榛名圭一と、牧野茜という女子
大生と出会う。堂本剛・上川隆也・奥菜恵　ほ
か

47 Ｃ－１

VHS FB99-322

青の時代
La periode bleue
chap.2
無実の少年

　ゲームセンター襲撃事件の犯人として捕まっ
たりュウ。真犯人はリュウの仲間だったが、リュ
ウは一切口にしなかった。弁護士の榛名は
リュウに面会を求めるがリュウは会おうとせ
ず、しかも「自分が犯人だ」と証言してしまっ
た。

47 Ｃ－１

VHS FB99-323

青の時代
La periode bleue
chap.3
希望という名の明日

　茜を守るためリュウは、「ゲームセンター襲撃
事件に加わった」という自供を変えようとしな
い。リュウを信じる榛名は、真相を知るためトシ
たちに会う。榛名のおかげで保護観察処分と
なったリュウは、リュウの保護司をすることにし
た本田に会いに行く。

47 Ｃ－１

19/FB　連続ドラマ
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VHS FB99-324

青の時代
La periode bleue
chap.4
許されない恋

　本田の紹介でリュウは、パチンコ店で働き始
める。一方、リュウの後を追うように朱里も鑑
別所を出所した。茜の姉・薫に電話をする朱
里。そして朱里は榛名と薫の結婚式に姿を現
した。

47 Ｃ－１

VHS FB99-325

青の時代
La periode bleue
chap.5
君だけを守りたい

　榛名と薫の結婚式でリュウの姿を見つけた
朱里は、リュウの家に転がり込む。夜、薫の所
へ電話する朱里。「朱里を裏切った女」は、薫
なのか？　一方、時々記憶を無くすことに不安
を覚えた榛名は、寺島に治療を頼む。寺島が、
榛名に催眠術をかけ記憶を呼び起こすと・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB99-326

青の時代
La periode bleue
chap.6
純愛の復讐

　薫との再会を果たした朱里は、今でも薫が好
きだと気づいて苦しむ。そして薫もまた、朱里
を傷つけたこと、それを榛名に隠していること
に苦しむ。そんな薫の様子から、朱里と薫の過
去に気づいた榛名は動揺し、別人格に支配さ
れ始める。

47 Ｃ－１

VHS FB99-327

青の時代
La periode bleue
chap.7
二重人格の秘密

　寺島から別人格の存在を教えられた榛名
は、その原因を知ろうと中学の担任に会い、当
時の記憶を無くした１週間に何が起きたかを知
る。そして動揺した榛名は、別人格に支配さ
れ、恐ろしいことを始める。

47 Ｃ－１

VHS FB99-328

青の時代
La periode bleue
chap.8
友の死、そして戦いへ

　交通事故で薫と朱里は、一命を取りとめた
が、薫は意識が戻らない。事故現場にいた榛
名は、その時何が起こったのかも覚えていな
い。榛名は、もう１人の自分が、２人を殺そうと
したのかも・・・と悩む。一方、重傷を負った朱
里はＩＣＵにいる薫のもとへ向かった。

47 Ｃ－１

VHS FB99-329

青の時代
La periode bleue
chap.9
引き裂かれた恋

　朱里の敵を討つため暴力事件を起こしたりュ
ウ。榛名は、リュウの弁護をしようとするが事
件関係者のため弁護は垣野が任された。「暴
力は使わない」という榛名との約束。「わたしを
守って」という茜との約束。「必ず更生する」と
いう本田との約束を破ったリュウは自暴自棄に
なる。

47 Ｃ－１

VHS FB99-330

青の時代
La periode bleue
chap.10
純愛の逃亡者

　榛名に会って真相を知りたいと鑑別所を脱走
したリュウは、別人格の榛名に会い榛名が茜
を自分のものにしたがっていると知る。一方、
茜も寺島に会い榛名に起こっている事態を知
る。茜の危険を知ったりュウは、茜を連れ母の
もとへ逃げる。

47 Ｃ－１

20/FB　連続ドラマ
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VHS FB99-331

青の時代
La periode bleue
the final chap.
君を守る～永遠の約束～

　茜を連れて逃げるリュウ。向かった先は、リュ
ウの母親のもとだった。２人を追う榛名は、リュ
ウの仲間を脅し、２人の行き先を聞き出す。
リュウを殺そうとする榛名と、あくまでも榛名を
信じようとするリュウ。最後の決着をつけるた
め２人は対決する。

47 Ｃ－１

VHS FB99-332
神様、もう少しだけ
第1話

　高校生の真生は、音楽プロデューサーの石
川啓吾の大ファン。啓吾の作った曲に、いつも
励まされていた。啓吾のコンサートチケットを手
に入れた真生は大喜びだが、公衆電話ボック
スの中に忘れてしまった。チケット代を稼ぐた
め、真生は援助交際をしてしまう。深田恭子・
金城武・加藤晴彦　ほか

58 Ｃ－１

VHS FB99-333
神様、もう少しだけ
第2話

　啓吾のコンサートチケットを買うために援助
交際をしてしまった真生。だが、その代償はあ
まりに高いものだった。検査の結果、ＨＩＶウイ
ルスに感染していることが分かったのだ。

47 Ｃ－１

VHS FB99-334
神様、もう少しだけ
第3話

　学校で「真生はウリをしてエイズになった」と
いううわさが流れ、真生は友達からイジメにあ
う。親友の麻美からも無視され傷つく真生。啓
吾は真生の告白を受け、ＨＩＶウイルスの検査
を受ける。結果は・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB99-335
神様、もう少しだけ
第4話

　イジメの件を知った啓吾は、真生を町に連れ
出す。ＨＩＶの感染を知っても態度を変えない啓
吾に「啓吾がいなきゃ独りぼっちだった」と告げ
る真生。だが、前の恋人を病気で失った啓吾
には、もう二度と女に深入りしたくないという思
いがあった。

47 Ｃ－１

VHS FB99-336
神様、もう少しだけ
第5話

　自殺を図った真生。父親は、娘の自殺未遂
の原因は母親にあると責める。母親は「何が
あっても真生の味方でいる」と真生に約束する
が、真生は「きれい事言わないで」と反発する。
そして、とうとう家族に自分がＨＩＶに感染したこ
とを告白する。

47 Ｃ－１

VHS FB99-337
神様、もう少しだけ
第6話

　もう一度、音楽の仕事をやり直そうとする啓
吾だが、なかなか契約してくれる会社がない。
一方、真生は今自分に出来ることをやろうと決
意し、学校に通い出した。真生に対するイジメ
は、親友の麻美のお陰でなくなったが、今度は
麻美が嫌がらせを受けてしまった。

47 Ｃ－１

21/FB　連続ドラマ
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VHS FB99-338
神様、もう少しだけ
第7話

　真生と啓吾のことが新聞に載った。そのス
キャンダラスな扱いに、啓吾はようやくとれたレ
コード会社との契約を断られてしまう。アメリカ
で、いちからやり直すことを決めた啓吾は、自
分のために無理を重ねる真生を「お前がいると
迷惑なんだ」と突き放す。

47 Ｃ－１

VHS FB99-339
神様、もう少しだけ
第8話

　ニューヨークの会社から啓吾との契約の話が
来た。条件もいい。ニューヨークで勝負したいと
考える啓吾だが、真生のこともほっておけな
い。そんな啓吾を見て、カヲルは真生に「啓吾
は、あなたのことを好きじゃない」と告げる。
ショックを受けて部屋を飛び出す真生に薬の
副作用が起きる。

47 Ｃ－１

VHS FB99-340
神様、もう少しだけ
第9話

　真生をアメリカに連れていく決心をした啓吾。
だが、本当に自分のやりたい事を見つけてい
ないと気づいた真生は、アメリカ行きを迷う。そ
んな真生に啓吾は「空港のロビーで待ってる。
もし、来てくれなければあきらめる」と。

47 Ｃ－１

VHS FB99-341
神様、もう少しだけ
第10話

　啓吾の渡米から３年。真生はインテリアコー
ディネーターになるため、就職活動に励んでい
た。アメリカで成功を収めた啓吾は帰国し、２
人は再会を果たす。

47 Ｃ－１

VHS FB99-342
神様、もう少しだけ
第11話

　エイズを発症した可能性が高い真生に啓吾
は、毎日付き添っていた。ニューヨークでコン
サートを控えている啓吾だが、真生をほっては
おけない。啓吾の看病で回復した真生だが、
おなかの中には啓吾の子が宿っていた。真生
は産みたいと願い、啓吾は真生の体を心配し
反対する。

47 Ｃ－１

VHS FB99-343
神様、もう少しだけ
最終回

　体調を崩した真生は、とうとう倒れてしまう。
懸命の治療のお陰で何とか危機を乗り越えた
真生と啓吾は、２人きりで結婚式を挙げること
を決める。そして真生は、自分の命をかけ啓吾
との間にできた子を産もうとする。

58 Ｃ－１

VHS FB2000-344
３年Ｂ組金八先生
第1回

桜中学では，空き教室を利用して，地域のお
年寄りが通える「デイケアセンター」を開くこと
になった。金八先生は，生徒指導主任としてセ
ンターと学校との調整に忙しい。そんな矢先，
３年Ｂ組の担任・中野先生が入院することに
なった。金八先生が３Ｂの担任代行となるが
…。
武田　鉄矢・茅島　成美・森田　順平ほか

96 Ｃ－１

22/FB　連続ドラマ
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VHS FB2000-345
３年Ｂ組金八先生
第２回

桜中学にデイケアセンターがオープンする前
夜，３年Ｂ組の入船力也が校舎の窓ガラスを
割る事件を起こした。理由を聞く金八だが，力
也は「何となく」としか答えない。センターでも問
題が起こる。ペット禁止のセンターに，老人が
イヌを連れてきたのだ。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-346
３年Ｂ組金八先生
第３回

優等生の市村篤がバイク屋で事件を起こし
た。葬式花の一件で負い目を感じていた篤
は，とうとう不登校になってしまう。事情を知ら
ない金八は息子の幸作から「篤はパシリに使
われていただけだ」と知らされる。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-347
３年Ｂ組金八先生
第４回

篤は，健次郎の指示で葬式花を中野先生に届
け，罪の意識から不登校になってしまった。そ
れでも篤は，健次郎のことを話そうとしない。
実は，健次郎に弱みを握られていたのだ。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-348
３年Ｂ組金八先生
第５回

文化祭が近づき，他のクラスでは演目を決め
練習に入っている。しかし３Ｂは，みんなが勝
手なことを言って決まらない。そんな中，健次
郎は３Ｂの班長を集合させ，空手部ＯＢで空手
を披露することを提案する。しかし，空手部の
顧問・遠藤先生が協力を拒む。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-349
３年Ｂ組金八先生
第６回

金八の提案で３Ｂは，文化祭でソーラン節を演
じることになった。しかしクラス一丸にはほど遠
く，相変わらずまとまりがない。指導を買って出
た遠藤先生はスパルタ方式で生徒をしごくが，
女子や花子先生からは反発を買ってしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-350
３年Ｂ組金八先生
第７回

三者面談を前に進路についてのアンケートをと
ると，アスミは「芸能人になりたい」と記入して
いた。そんな矢先，バーバラがモデルをしてい
る写真が，雑誌に掲載される。バーバラが青
山でスカウトされたと聞いたアスミは，青山に
向かう。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-351
３年Ｂ組金八先生
第８回

三者面談が始まった。しかし，「高校へは行か
ずフリーターになる」と言い張る生徒が出て，
進路指導は前途多難だ。一方，市村篤は中野
先生の家を訪れ，「本当のことを言ってほしい」
と迫る。動揺した中野先生は，思わず市村を
殴ってしまう。

47 Ｃ－１

23/FB　連続ドラマ
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VHS FB2000-352
３年Ｂ組金八先生
第９回

最近，北先生の様子がおかしい。生徒たちが
授業中騒いでいてもうわの空で注意もしない。
渋谷に遊びに行った祥夫たちは，ガングロのコ
ギャルに声をかけている北先生を偶然見かけ
る。翌日，３Ｂの教室はその話題で騒然。つい
には生徒たちが北先生に「援交なのか？」と詰
め寄って…。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-353
３年Ｂ組金八先生
第10回

３年Ｂ組で，クラス全員の和歌を使った合評会
が行われた。それぞれの和歌を前に，様々な
意見が出され，和気あいあいと楽しい。しか
し，「死」という言葉を使った和歌を前に，金八
先生がある死刑囚の和歌を紹介して，命の重
さを諭す。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-354
３年Ｂ組金八先生
第11回

年末も押し迫ったある日，センターでもちつき
大会が行われた。大いに盛り上がり，皆楽しい
時間を過ごす。しかし，その最中に老人がもち
をのどに詰まらせ大騒ぎとなる。３Ｂの生徒た
ちは，命について厳粛に考える。そして迎えた
新学期の初日，３Ｂの生徒は大問題を起こして
しまう。

96 Ｃ－１

VHS FB2000-355
３年Ｂ組金八先生
第１２回

金八の体罰は記者が事件を聞きつけ，学校を
巻き込む問題となった。学校側は体罰を受け
た生徒の親やＰＴＡ，関係者を呼び説明会を開
く。一方，健次郎は３Ｂから仲間はずれにされ
てしまう。しかも明彦からは金をゆすられるよう
になる。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-356
３年Ｂ組金八先生
第１３回

幸作は大好きなちはると同じ高校を受験する
ので大喜びしていた。しかし受験の当日，ちは
るに「健ちゃんの力になってほしい」と頼まれ
ショックを受け，受験どころではなくなる。次の
日幸作は，ちはるの気持を無視する健次郎に
激怒し，飛びかかった。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-357
３年Ｂ組金八先生
第１４回

好太が職員室に飛び込んできた。加奈恵がつ
きまとい，受験勉強に集中できないのだ。金八
は加奈恵に話をするが，なかなか分かってもら
えない。一方，乙女と小田切の仲を誤解した遠
藤が，金八に告げ口をしたため，金八は冷静さ
をなくし，乙女に詰め寄った。

47 Ｃ－１

24/FB　連続ドラマ
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VHS FB2000-358
３年Ｂ組金八先生
第１５回

今日は都立高校推薦入試の発表日。幸作の
第一希望青嵐高校も発表で,金八は朝から落
ち着かない。センターではお年寄りたちが，生
徒たちを励ますために節分の豆まきをしてくれ
るが，そこに健次郎の姿はなかった。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-359
３年Ｂ組金八先生
第１６回

ある夜，健次郎の兄・雄一郎が大森巡査から
逃れようとしてケガをした。雄一郎は病院に運
ばれるが，母の麻美は秘密が公になることを
恐れ狼狽（ろうばい）する。健次郎の抱えてい
た秘密を知った金八は，健次郎の父と母に健
次郎の心の傷を訴える。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-360
３年Ｂ組金八先生
第１７回

相変わらず雄一郎や両親の犠牲になっている
健次郎。うそをつき続ける雄一郎に怒りを覚え
る金八だったが，今は健次郎を支えることに専
念することに決める。明彦が健次郎から金をゆ
すっていることを聞いた金八は，明彦を呼び出
す。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-361
３年Ｂ組金八先生
第１８回

合格発表の日，職員室には合否の連絡が
続々と入る。そんな時，明彦は大きなリュックを
背負い，土手を黙々と歩いていた。大森巡査
が明彦に声をかけると，行く先も目的も決めて
いないと言う．不審に思った巡査は金八に連
絡を入れた。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-362
３年Ｂ組金八先生
第１９回

体験学習が始まった。ラーメン屋に学習に行っ
た健次郎はそこで入院しているはずの雄一郎
とばったり出会う。雄一郎の勝手な行動に健次
郎の怒りは爆発。退院を控えた邦平と大西。し
かし大西の容態が急変する。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-363
３年Ｂ組金八先生
第２０回

卒業式も間近に迫り，お別れ会の計画を立て
ることになった３Ｂ。健次郎は全員でソーラン
節を踊って，みんなに見てもらうことを提案す
る。退院の決まった雄一郎は一人で暮らすこと
を望むが，母親の強い反対にあう。そしてつい
に雄一郎は…。

47 Ｃ－１

VHS FB2000-364
３年Ｂ組金八先生
第２１回

「アスミが最近家に帰ってこない」とアスミの母
から相談を受けた金八は，早速アスミに事情を
きく。アスミは男友達の家を泊まり歩いていた
のだ。保健の本田は，性の大切さを教えるた
めに，性についての授業を行うことを決める

47 Ｃ－１

25/FB　連続ドラマ
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VHS FB2000-365
３年Ｂ組金八先生
卒業直前スペシャル
第２２回

桜中学恒例の３年生に贈る特別授業が始まっ
た。先生たちは生徒にものを大切にすることを
説いていく。身近なごみの問題を通して，地球
規模の環境問題について考える３Ｂの生徒た
ち。

96 Ｃ－１

VHS FB2000-366
３年Ｂ組金八先生
卒業スペシャル
最終回

健次郎の審判の日が卒業式の３日後に決ま
り，健次郎はクラスの仲間と一緒に卒業式に
出られなくなった。金八は健次郎のことをクラ
スで話し合ってもらった。その結果，卒業式前
にクラス全員と健次郎との話し合いを持ちたい
との意見が出された。健次郎を教室に連れて
きてくれるよう頼まれた金八は…。

109 Ｃ－１

VHS FB2001-381
Beautiful Life
ふたりでいた日々　１

病気のため車いすで生活していた杏子（きょう
こ）は， ある日美容師の柊二（しゅうじ）と出会
う。第一印象最悪の二人だったが，それは杏
子にとって奇跡のような恋の始まりだった。全
国に感動を巻き起こした大ヒットドラマ。
常盤貴子　木村拓也　渡部篤郎　水野美紀
ほか

60 Ｃ－１

VHS FB2001-382
Beautiful Life
ふたりでいた日々　２

図書館司書の杏子は，偶然知り合った美容師
の柊二に心を引かれていた。しかし，図書館に
やってきた柊二に対し，つい悪態をついてしま
う。病気で歩けなくなって以来，杏子は恋する
ことに憶病になっていたのだ。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-383
Beautiful Life
ふたりでいた日々　３

柊二のヘアデザインが店のスタッフに盗まれ
た。杏子がデザイン画を，そのスタッフに渡し
てしまったためだ。杏子は柊二の昔の彼女・真
弓から激しく責められる。何とか柊二の役に立
とうと，杏子と親友・サチは街へ出てヘアスタイ
ルの写真を撮る。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-384
Beautiful Life
ふたりでいた日々　４

トップスタイリストに昇格した柊二は，杏子に報
告するため図書館へ行く。しかし杏子は外国
旅行へ出かけていたため休みだった。旅行に
行くことなど聞いていなかった柊二はショックを
受ける。柊二は帰国してきた杏子と会うが，杏
子の態度がどこかよそよそしい。

47 Ｃ－１

26/FB　連続ドラマ
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VHS FB2001-385
Beautiful Life
ふたりでいた日々　５

順調に付き合いだした二人だが，柊二の仕事
が忙しくなり，ゆっくり会えない。有名になって
いく柊二に複雑な気持になる杏子。デートの帰
り道雨に降られた二人は，ささいなことでケン
カしてしまう。杏子は「自分が車いすでさえなけ
れば…」と思うのだが…。

46 Ｃ－１

VHS FB2001-386
Beautiful Life
ふたりでいた日々　６

HOT LIPのライブでステージに上げられた杏子
は，観客たちの好奇の目にさらされた。その場
から逃げ出そうとして悟ともみ合ううちにバラン
スを崩す杏子。杏子を助けようとした柊二は，
客席に転落して腕を負傷してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-387
Beautiful Life
ふたりでいた日々　７

柊二の元に昔の恋人・さつきが現れた。結婚し
ていたさつきだったが，様子がおかしい。柊二
との交際が家族に知られた杏子は，柊二を家
に招くことになる。しかし杏子の兄・正夫の柊
二に対する反応が冷たい。正夫はさらに柊二
を呼び出し，杏子との交際をやめるよう忠告す
る。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-388
Beautiful Life
ふたりでいた日々　８

柊二がバイクの後ろに乗せていたさつきのこと
が気になる杏子は，巧から彼女の勤務する画
廊を聞き出しサチと訪れる。ところが店先でさ
つきに声をかけられて，杏子は慌てて逃げよう
として車道に転倒しケガをしてしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-389
Beautiful Life
ふたりでいた日々　９

柊二の後輩の巧が店の顧客名簿を盗もうとし
た。ライバル店に持ち込もうとしたのだ。現場
に居合わせた柊二は巧に店を辞めろと言っ
て，激しい怒りをぶつける。杏子は病気が悪く
なり，再検査を受けることになる。不安にから
れた杏子は，一人姿を消してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-390
Beautiful Life
ふたりでいた日々　10

杏子の病状が気になり，仕事も手につかない
柊二。杏子と会っているときだけが，不安の和
らぐときだ。そんな中で，サチが正夫の子を妊
娠したとわかる。サチから聞かされて大喜びの
杏子。しかし，正夫は杏子の容態が気になり，
結婚を待ってくれるようサチに告げる。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-391
Beautiful Life
ふたりでいた日々　11

正夫の計らいで一軒家を借りて暮らし始めた
柊二と杏子。穏やかで平和な日々が続く。杏
子のために柊二は仕事を控えていた。しかし
「仕事をしている柊二が見たい」と杏子に訴え
られ，ショーの仕事を手がけることになる。や
がて杏子の容態が悪くなり，再び入院すること
になり…。

72 Ｃ－１

27/FB　連続ドラマ
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VHS FB2001-394
オヤジぃ。
第１話
「怒れ！ガンコ親父」

　小児科医の神崎完一は、だれかれかまわず
に礼節や道徳を振り回す頑固オヤジで長女・
小百合の見合い相手にさえ説教をしてしまう。
ある夜、次女のすずが２週間前に知り合った
ばかりの男と結婚すると言い出した。田村正和
／黒木瞳／広末涼子／水野美紀／岡田准一
／及川光博　ほか

60 Ｃ－１

VHS FB2001-395
オヤジぃ。
第２話
「オヤジ撃沈」

　すずの結婚相手の両親にあいさつに行った
完一。だが「息子の結婚より仕事が大事」とい
う相手の態度に切れて、つい説教を始めてし
まう。完一の長男・正は予備校ですみかという
ガングロ女子高生につきまとわれる。そのすみ
かが男たちにからまれている所にたまたま行
き合わせた完一とすずの婚約者・博は…。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-396
オヤジぃ。
第３話
「史上最悪の結婚式」

すずの結婚式が近づき何かと慌しい神崎家。
完一もスピーチの練習に余念がない。だが小
百合の表情はさえない。実は小百合は家族に
も相談できないことで１人思い悩んでいた。す
ずの結婚式当日。博がなかなか現れない。体
裁を気にした博の両親は結婚式を延期しようと
するが、完一は「待ってください」と頭を下げ
る。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-397
オヤジぃ。
第４話
「長女の正体」

博の本当の気持を聞くために博と会ったすず
だが、博の煮え切らない態度にイラ立ち、酒を
飲んで帰宅する。一方、毎日のように繰り返さ
れる完一とすずの言い合いの仲裁や正の甘え
に小百合の怒りが爆発し、「もういい娘でいる
ことに疲れた」と家を出てしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-398
オヤジぃ。
第５話
「独裁者の涙」

完一は家を出た小百合を許そうとしないが、内
心心配で小百合の勤務先の小学校にでかけ
てしまう。そこで、学校に呼び出されていた真
知子と出会い、真知子に小百合の父親だと知
られてしまう。一方、正は悩んだ末、医学部進
学をやめ、やりたいことを探したいと言い出
す。完一は逆上し、正を追い出してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-399

オヤジぃ。
第６話
「婚約者の秘密」

(紛失中）

正が家を出てバラバラになってしまった神崎
家。すみかは正を励まそうと映画館に誘う。そ
こでなんと真知子とデート中の完一とバッタリ。
お互いとりつくろう完一と正だったが、結局ケン
カ別れしてしまう。結婚式の件で博の家へ呼ば
れた完一、美也子とすずだったが、その場で博
が何と…。

47 Ｃ－１

28/FB　連続ドラマ
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VHS FB2001-400
オヤジぃ。
第７話
「入院患者は見た」

度重なる心労でついに完一が入院。オヤジの
一大事に子供たちも様子を見にやって来た。し
かし見舞いに来た真知子と美也子が鉢合わせ
しそうになったり、自分の担当医に食って掛
かったりと完一が休む暇はない。しかもその病
院には小百合の秘密が隠されていたのだ。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-401
オヤジぃ。
第８話
「浮気白書」

完一の病院に急患の男の子が運び込まれる。
その子の母親が真知子だとは知らない完一
は、姿を現さない母親に腹を立てる。一方、真
知子は、完一の病院と聞いて迎えに行くことが
できず、小百合に迎えを頼む。　その夜、真知
子の所に飲みに行った完一は、昼間の急患の
子の母親批判をして、真知子に冷たくされてし
まう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-402
オヤジぃ。
第９話
「涙の授業参観」

完一は小百合のクラスの親が、小百合が担任
を続けるなら子供を学校に通わせないと言っ
ているのを聞き、小百合の勤める学校にどなり
込む。しかし小百合は既に辞表を提出してい
た。完一は教室で一人たたずむ小百合に最後
の授業をするように言い、小百合は完一たちを
相手に最後の授業を行なう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-403
オヤジぃ。
第１０話
「神崎家崩壊」

昔の恋人との再会以来、様子のおかしい美矢
子に、完一は気が気でない。そんな最中、小百
合が家に戻ってきた。「正も家に戻してほしい」
と美矢子が頼むが、完一はＯＫしない。　一
方、エステの会社に入社するためにサラ金で
借金したすずは、返済のメドが立たず、美矢子
にお金を借りようとするが…。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-404
オヤジぃ。
最終回
「いちばん大切な人」

家を出た美矢子を完一は捜そうとしなかった。
その完一を動かしたのは「世界で一番大切な
のはお母さんでしょ」というすずのひと言だっ
た。完一は、かつて美矢子にプロポーズした海
岸へ美矢子を捜しに行く。

60 Ｃ－１

VHS FB2001-405
やまとなでしこ
第１話

神野桜子（じんのさくらこ）27歳、職業スチュ
ワーデス。「合コンの女王」との異名をとる彼女
の夢は大金持ちと結婚すること。金持ちを捕ま
えるためなら手段は選ばない。ある日桜子は
医者との合コンで馬主のバッジを付けた中原
欧介（なかはらおうすけ）と出会う。馬主のバッ
ジは資産数億円という真の大金持ちのあか
し。桜子の目が輝いた！大好評を博したロマ
ンティックラブコメディー。松嶋奈々子／堤真一
／西村雅彦／森口瑶子／筧利夫ほか

47 Ｃ－１

29/FB　連続ドラマ
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VHS FB2001-406
やまとなでしこ
第２話

桜子が目をつけた欧介は実は貧乏な魚屋だっ
た。そんなことは知らず桜子は欧介に猛アタッ
クをかける。一方欧介も７年前に別れた恋人
そっくりの桜子に一目ぼれ。互いに真実を隠し
たまま２人はデートに出かける。欧介の大学時
代からの親友の佐久間と粕屋は、金持ちとし
か付き合わないという桜子の正体を知り慌てる
が…。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-407
やまとなでしこ
第３話

欧介が魚屋だと知った桜子は、医師の東十条
のプロポーズを受け入れる。東十条の両親に
も気に入られた桜子だが、「入籍の直前まで更
なる大金持ちを探し続ける」と合コンに精を出
し、なみや若葉たちスチュワーデス仲間をあき
れさせる。レストランに魚を届けに行った欧介
は、桜子の婚約披露パーティーに出くわして
…。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-408
やまとなでしこ
第４話

過労で倒れた桜子は、寝ずに看病してくれた
のは東十条と思い込み、改めて東十条の愛を
感じる。しかし桜子は、入院中にもかかわら
ず、２人の男と時間差デートをする。同じ店で
ナースと合コンしていた欧介は、そんな桜子を
目撃し、やけ酒を飲む。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-409
やまとなでしこ
第５話

中学時代の同窓会に誘われた桜子。「同窓会
も成功率の高い合コンよ」と金持ちを探しに出
席した。そこで高級ブランドの洋服デザイナー
になった宮脇と再会し意気投合する。そんな
時、合コンに着ていく服のために生活を切り詰
めていた桜子の部屋が漏電で出火。命より大
事な洋服が燃えてしまうと部屋に取りに戻ろう
とした時、欧介が現われた。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-410
やまとなでしこ
第６話

火事で焼け出された桜子は佐久間の家に居候
することになった。佐久間の妻・真理子は桜子
と欧介にきちんと話をさせようと画策。２人は一
緒に食事をすることになる。食事の席で桜子に
「あなたも結局顔で女を選んでる」と言われた
欧介は、「君の本性を知って、愛せる男がいる
のか」と口走ってしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-411
やまとなでしこ
第７話

欧介の魚屋「魚春」が立ち退きを迫られた。原
因は桜子の婚約者・東十条が新しく建てる病
院用地のためだ。佐久間は病院建設を待って
もらうように桜子に頼むが、桜子の反応は冷た
い。借金の返済を迫られた欧介は、馬主のご
隠居から聞いた情報を元に、競馬でもうけよう
とするが…。

47 Ｃ－１

30/FB　連続ドラマ
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VHS FB2001-412
やまとなでしこ
第８話

東十条との結婚が間近に迫る桜子は、挙式や
ハネムーンの準備に忙しい。しかし桜子は、欧
介の母・富士子に言われた「お金では買えない
たった一つのもの」が何かを知るために、欧介
と行動を共にする。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-413
やまとなでしこ
第９話

桜子は東十条から、早く父親に会いたいとせ
かされる。東十条には父は外国航路に出てい
ると説明するが、本当は漁師だ。東十条の両
親からも熱望され、桜子はしかたなく田舎から
父を呼ぶが…。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-414
やまとなでしこ
第10話

桜子は「佐久間夫婦を式に招きたい」と言う東
十条と一緒に、佐久間家を訪れる。そこに粕
屋、花房、欧介、若葉も偶然集まった。桜子
に、妻の真理子とのなれそめを聞かれた佐久
間は、「失いかけたときに、その大切さに気づ
く」と語る。その言葉を聞いた桜子は…。

47 Ｃ－１

VHS FB2001-415
やまとなでしこ
最終話

ようやく本当に大事なものに気づいた桜子。し
かしそれを手に入れることはできない…。いつ
もと様子の違う桜子に周囲は心配する。一方、
再び数学の道を目指すことした欧介。数学に
没頭する彼の姿に、欧介が遠くへ行ってしまっ
たと若葉は寂しさを隠せない。そしてとうとう欧
介が数学者としてアメリカへ行く日がやってく
る。

62 Ｃ－１

VHS FB2002-416
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
1

一樹・弘人・真・美月の４人は、同じ大学の
サークル仲間。サークルの合宿で沖縄に来て
いた。一樹が海でおぼれ、地元の女の子に助
けられた。だが、女の子は一樹が意識を取り
戻す前に姿を消す。翌日、一樹・弘人・真の３
人は、男に暴行を受けている女の子を助け
た。その子は、偶然にも一樹を助けてくれた子
だった。３人は、その子がまひるという名で、耳
が不自由なこと、母親に捨てられたことを知
る。
星野真里/藤原竜也/奥菜恵/高杉瑞穂/吉沢
悠

72 Ｃ－１

VHS FB2002-417
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
2

一樹と暮らし始めたまひるは、一樹に財布を届
けるために大学に行った。そして、キャンパス
で会った真に美月の絵を見せてもらい感動す
る。一方で、まひるは就職先を探すが見つから
ない。そんなまひるに美月がホテルの仕事を
紹介してくれた。

46 Ｃ－１
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VHS FB2002-418
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
3

弘人が傷害事件を起こした。警察に駆けつけ
た一樹や真に対して「お前たちなんて知らな
い。友達じゃない」と繰り返す弘人。あきれる一
樹たちだったが、まひるだけは弘人の真意を
感じ取り、警察で弘人を待ち続ける。一樹も弘
人が理由も無く人を傷つけるとは信じられ
ず・・・。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-419
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
4

一樹は、突然上京した母親に、まひるのことを
きちんと紹介できない。まひるは、母親が東京
にいる間、真の所に行くことに。まひるを母親
に紹介できなかった一樹は、その理由を「自分
はまだ学生で、親に仕送りをうけているから」と
説明するが、弘人は納得せず、一樹を責め
る。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-420
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
5

一樹はまひるに「ずっと一緒に居よう」と愛を告
白する。しかしまひるは弘人との事を悩み、家
を出てしまう。夜になっても帰らないまひるを心
配した一樹は、真や弘人に応援を頼みまひる
を捜す。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-421
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
6

まひると弘人の事件を知った一樹は、何もな
かったように振舞うまひるをなじってしまう。自
己嫌悪に陥る一樹に美月は、「2人で一緒に落
ちよう」とささやく。何も知らないまひるは１人家
で一樹を待ち続けるが、一樹は帰ってこない。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-422
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
7

美月の所に行ってしまった一樹を、１人待つま
ひる。そんな彼女を力づけ、一樹との仲を修復
させようとする真。一方弘人は、元気のないま
ひるを何とか力づけようと、デートに誘う。しか
し、デート中に一樹と美月の２人に出会い、ま
ひるは一樹の言葉に深く傷つく。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-423
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
8

まひるの目の前で一樹が交通事故に遭った。
まひるは一樹に付き添って病院に行き、弘人
に電話をかけ必死に知らせようとする。状況を
察した弘人と真が病院に駆けつけ一樹の手術
が終るのを待った。そして手術は成功した。し
かし一樹の意識は一向に戻らなかった。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-424
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
9

まひるは事故に遭った一樹を懸命に看護する
が、一樹の意識は戻らない。一樹が回復すれ
ばまひるは戻ってくると考えた弘人は、有能な
外科医を手配してもらうよう父親に頭を下げ
る。一方、美月は一向に良くならない一樹を見
て、ある決意を固める。

46 Ｃ－１

32/FB　連続ドラマ
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VHS FB2002-425
新・星の金貨-Ｄｉｅ　Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ-
10

一樹を救うため、弘人は４人の優秀な脳外科
医を調べ上げる。しかし４人のうち、手術を頼
めそうなのは、那須で診療所を開業する中谷
だけだ。弘人と真、まひるは、中谷に手術を頼
みに行くが、中谷は受けてくれない。一樹はこ
のまま目覚めないのか？

71 Ｃ－１

VHS FB2002-426 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ１

建設会社ヤマトで、サラリーマンとして働く矢島
金太郎。ある朝、金太郎は会社の中枢である
社長室長に抜擢された。これまで社長を務め
ていた黒川は退任し、元東日の丸山専務が後
任の社長となる。しかし丸山新社長の背後に
は､怪しい影があった。ヤマトは鷹司を中心に、
夢の環境未来都市プロジェクトに着手すること
になった。新事業に、金太郎の友人前田と田
中は張り切るが・・・。　　高橋克典／羽田美智
子／津川雅彦／野際陽子／寺田農／保坂尚
輝　ほか

74 Ｃ－１

VHS FB2002-427 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ２

手抜き工事を行ったという内部告発を受け、金
太郎は湯田温泉ホテルに乗り込む。ホテルの
オーナーは、建設会社が自ら手抜き工事の調
査にきたことを不信に思い、社長に問い合わ
せの電話を入れる。ちょうど役員会で社長と同
席していた大和会長は、オーナーに金太郎が
会社の代表として出向いたと話し、役員にはこ
の件の一切の責任を自分がとると約束する。
調査の結果は、告発どおり手抜き工事で、ヤ
マトは窮地に立たされる。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-428 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ３

湯田温泉ホテルの事件が、マスコミに大々的
に取り上げられた。社長派の大和会長解任の
動きが、本格化していく。そんな折、工事現場
で働き始めた金太郎の所に、丸山社長がやっ
てきた。ひょんなことで知り合った冬美の小料
理屋に、金太郎は通い始める。亡くなった夫に
似ている金太郎に、冬美はひかれていく。真澄
は、金太郎の浮気が心配でならず、金太郎の
下宿に様子を見に行った。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-429 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ４

湯田温泉ホテルの補強工事が終わり、ホテル
のオーナーは、一作業員として働く金太郎に自
分の後継者にならないかと声をかける。一方、
金太郎が東京に帰ることになり、冬美はつら
い。自殺した丸山社長が、遺書で後任の社長
に金太郎を指名していた。大和社長からその
ことを聞いた加代は、うれしくてつい口をすべら
せ、社内はそのうわさで持ちきりになる。

47 Ｃ－１

33/FB　連続ドラマ
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VHS FB2002-430 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ５

ヤマトに復帰した金太郎の最初の仕事は、丸
山前社長の社葬だ。ところがどういうわけか、
丸山会長の兄である平尾会長からも銀行の頭
取たちからも、出席の返事をもらえない。さら
に、大手葬儀社にもすべて断られた。政財界
の大物フィクサー・大須賀の邪魔だてと知り、
怒った金太郎は、会長の制止も聞かず大須賀
のもとに殴り込みに行く。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-431 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ６

真澄が家出して困っていた金太郎の家に、家
政婦として冬美が現われた。金太郎は気まず
いので断ろうとするが、冬美は言うことを聞い
てくれない。鷹司のプロジェクトの官庁の許可
が下りない。どうやら大須賀が族議員を使って
官庁に圧力をかけているらしい。そんな中、平
尾建設の創立記念パーティーで、平尾会長が
爆弾発言をし、周囲を驚かせる。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-432 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ７

平尾会長が、何者かに刺された。同時に、「ヤ
マトは建設現場の近隣対策で暴力団関係者を
雇っている。」とするＦＡＸが、マスコミ各社に流
された。文書の真偽を確かめるため、現場に
向かう金太郎。そこには、仕事をまったくせず
に日当をもらっていく暴力団関係者の姿があっ
た。ヤマトは、調査結果をふまえて記者会見を
行った。それは、建設業界に新しい風を吹き込
む、みそぎの会見となった。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-433 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ８

金太郎の出向いていた現場事務所にトラック
が飛び込んで、所長が死亡する。金太郎は、
ろっ骨にヒビの入るケガを負いながら、ひとり
で暴力団事務所に乗り込む。だが、金太郎の
前に大竹が現れ、金太郎をねらった犯行で
あったと告げられる。そんな中、金太郎に、以
前金太郎が選挙の応援をした水谷から連絡が
入る。代議士になっていた水谷は、大和会長
のみそぎ会見に共鳴し、支援を申し出てくれ
る。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-434 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ９

金太郎は、株主総会の仕切りを任された。総
会の準備中に、フタッフの１人が何者かに撃た
れた。怒る金太郎を、会長は「挑発に乗るな」と
さとす。一方、鷹司のプロジェクトは、地元住民
の賛成を得られれば認可が下りるというところ
までこぎつけた。しかし住民の賛成がなかなか
得られない。鷹司は地元住民の説得に向かう
が、反対派の背後には殺し屋・大竹の姿が
あった。

47 Ｃ－１

34/FB　連続ドラマ
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VHS FB2002-435 サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ１０

大須賀との対決の場になる株主総会。ところ
がその日の朝、大和会長が撃たれる。救急車
で病院に運ばれる会長。会長が総会を欠席す
れば、混乱は避けられない。一方、大須賀は、
暗殺成功の報告を受け、総会に乗り込んでく
る。記者会見場に通される大須賀。そこに殺し
たはずの大和会長が、元気な姿で現れる。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-436
サラリーマン金太郎３　Ｆｉｇｈｔ　Ｆｉ
ｇｈｔ

会長を失いぼうぜんとする金太郎を、大竹が
ねらう。大竹に刺されそうになった金太郎を
守ったのは、父・照男だった。照男は傷を負い
ながらも､金太郎に迷惑のかからないよう応急
手当だけ受け立ち去る。会長を失った悲しみ
から立ち直れない金太郎は、ヤマトに辞表を
提出。周囲の慰留の声にも動じない。そんな金
太郎に、加代が、金太郎あての会長の手紙を
手渡す。

46 Ｃ－１

VHS FB2002-437 ＨＥＲＯ　第１話

東京地検城西支部に新しい検事が異動してき
た。彼の名は久利生公平（くりゅうこうへい）。
中卒で大学の検定を受けた後、司法試験に合
格して検事になったという変わり種だ。彼の事
務官になった雨宮舞子は久利生のいいかげん
な態度にあきれ果てるが・・・。型破りな検事・
久利生と彼を取り巻く城西支部の、これまた一
風変わった検事たちが繰り広げる痛快ドラマ。
木村拓哉/松たか子/阿部寛/大塚寧々　ほか

58 Ｃ－１

VHS FB2002-438 ＨＥＲＯ　第２話

久利生は代議士の息子・高井戸謙介の事件を
担当することになった。弁護士は正当防衛を
主張し、事件の目撃者も正当防衛を証言す
る。しかし久利生は、完全黙秘する謙介の態
度や、目撃者の証言に疑問を抱き調査に乗り
出す。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-439 ＨＥＲＯ　第３話

別かれ話ごこじれて逆上した男が相手の女性
に切りつけた。事件を担当した久利生は男の
調べを進めるうちに、相手の女性が結婚詐欺
を働いていたのではないかと疑う。しかし、結
婚詐欺は立件が非常に難しい犯罪。ちゅうちょ
する久利生に雨宮は、「びびってリングに上が
れないK-1選手みたいだ」と言い放つ。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-440 ＨＥＲＯ　第４話

ストーカーによる女子大生殺人事件が発生し
た。事件の担当となった江上が容疑者の小山
田の取り調べに当たったが、状況証拠だけな
ので起訴せず参考人として扱うよう警察に指
示し警察のメンツをつぶしてしまう。しかしその
夜、小山田が逃亡してしまった。

47 Ｃ－１

35/FB　連続ドラマ
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VHS FB2002-441 ＨＥＲＯ　第５話

不倫をした検事の左遷話で盛り上がる城西支
部。恋愛経験の少なさをからかわれた雨宮は
「自分は不倫をしている」と宣言してしまう。不
倫の清算話で妻を傷つけた男性の担当になっ
た久利生は、不倫相手の女性を調べに女性の
実家の旅館へ。彼女の証言に疑問を持った久
利生は、更に調査をするためその旅館に一泊
することにするが、雨宮と相部屋になってしま
い・・・。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-442 ＨＥＲＯ　第６話

真壁という男に誘われ、クラブに行った雨宮。
しかし、その店に突然警察が乱入してきた。そ
のクラブは奥でカジノ賭博（とばく）をしていた
のだ。雨宮も警察に連行されてしまった。一
方、殺人事件の担当となった久利生は、容疑
者の主張するアリバイに疑問を抱きアリバイ崩
しの捜査を始める。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-443 ＨＥＲＯ　第７話

城西支部に正木という事務官が着任する。有
能な彼は、久利生と中村検事の事務官を兼任
するが、実はいずれ事務官を辞めてクレープ
屋を始めるつもりだった。「事務官はなんて夢
の無い仕事だ」と言う彼に、日ごろ芝山たちに
虐げられている遠藤や末次は意気投合。一
方、大会社の専務が犯した痴漢事件を担当し
た久利生は専務を起訴しようとするが、相手弁
護士に被害女性の弱みを握られてしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-444 ＨＥＲＯ　第８話

美人でやり手で有名な弁護士・巽江里子に裁
判で負けそうな美鈴。一方、久利生は医療過
誤事件を担当することになる。自分のミスを認
める供述をしていた医師。しかし医師が突然自
供を覆した。医師と病院側についた弁護士は
江里子だった。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-445 ＨＥＲＯ　第９話

ある日、城西支部に宅配ピザが届けられた。ピ
ザを食べようと箱を開けた時、突然煙が吹き上
がり配達員が暴れだした。犯人が逃げた後、
スモーキーと名乗る脅迫状が見つかった。そ
の直後、雨宮のバッグの中から爆弾が発見さ
れた。雨宮は自分が狙われていることにショッ
クを受ける。

47 Ｃ－１

36/FB　連続ドラマ
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VHS FB2002-446 ＨＥＲＯ　第１０話

女性キャスター・榎本が暴漢に襲われた。久利
生は検挙された古田が犯人とは思えず、不起
訴処分にしてしまう。メンツをつぶされた警察
や榎本は、久利生に猛反発。榎本は久利生を
審査会に提訴する。そんな中、再び榎本が襲
われた。警察は古田の家を調べるが彼は行方
をくらましていた。古田の犯行と見たマスコミは
一斉に久利生をバッシングする。

47 Ｃ－１

VHS FB2002-447 ＨＥＲＯ　最終話

キャスター傷害事件の余波を受け、久利生は
離島への異動を命じられる。マスコミによって
報道された過去の逮捕歴が問題になったの
だ。久利生の城西支部での最後の担当事件
は、スタジアムで起きた警備員刺殺事件。犯人
は黙秘を続け動機を語らない。調べを進める
久利生の前に東京地検特捜部が現われ、犯
人の身柄を預かると言い出した。単なる殺人
事件の裏に一体何があるのか？久利生は真
実にたどりつけるのか？

66 Ｃ－１

VHS FB2003-461 ごくせん　第一話

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５０万円が消え、Ｄ組に疑い
がかかってしまう。仲間由紀恵／宇津井健／
松本潤

59 Ｃ－１

VHS FB2003-462 ごくせん　第二話

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 Ｃ－１

VHS FB2003-463 ごくせん　第三話

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 Ｃ－１

VHS FB2003-464 ごくせん　第四話

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 Ｃ－１

37/FB　連続ドラマ
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VHS FB2003-465 ごくせん　第五話

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 Ｃ－１

VHS FB2003-466 ごくせん　第六話

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 Ｃ－１

VHS FB2003-467 ごくせん　第七話

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。なつみを捜しに出た慎は事
件に巻き込まれてしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2003-468 ごくせん　第八話

菊乃に裕太という子どもがいることが発覚。裕
太は山梨の祖父母の元に預けられていたのだ
が、祖父母に内証で菊乃に会いにきてしまう。
しかしなぜか菊乃は裕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 Ｃ－１

VHS FB2003-469 ごくせん　第九話

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、白金学院に恨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 Ｃ－１

VHS FB2003-470 ごくせん　第十話

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 Ｃ－１

38/FB　連続ドラマ
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VHS FB2003-471 ごくせん　第十一話

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 Ｃ－１

VHS FB2003-472 ごくせん　最終話

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。みんながあきれるほど優
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 Ｃ－１

VHS FB2003-473 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！１

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、成田に到着という時、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のだが、整備士の緒
川歩実からは「ヘタクソ」と･･････。　木村拓也/
柴咲コウ/堤真一/黒木瞳

61 Ｃ－１

VHS FB2003-474 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！２

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外され
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 Ｃ－１

VHS FB2003-475 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！３

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１人がパ
ニックに陥り、飛行機から「降ろせ」と言い出
す。

47 Ｃ－１

VHS FB2003-476 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！４

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 Ｃ－１

39/FB　連続ドラマ
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VHS FB2003-477 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！５

海外出張からの帰り、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
浦は香田を名誉棄損で訴えるというのだ
が･･･。

47 Ｃ－１

VHS FB2003-478 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！６

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 Ｃ－１

VHS FB2003-479 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！７

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、飛行機は巨大な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 Ｃ－１

VHS FB2003-480 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！８

新海から香田の過去を聞いた緒川歩実は、一
時、新海を避けるようになる。しかし歩実がけ
がをしたことをきっかけに、２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
急脱出訓練が行なわれることになる。

47 Ｃ－１

VHS FB2003-481 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！９

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 Ｃ－１

VHS FB2003-482
ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！最終回
FAINAL FLIGHT

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 Ｃ－１
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VHS FB2004-494 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　１

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。山田孝之／森山未来／宮地真緒
／瑛太／石垣佑磨／石井智也

54 Ｃ－１

VHS FB2004-495 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　２

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 Ｃ－１

VHS FB2004-496 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　３

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 Ｃ－１

VHS FB2004-497 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　４

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は
だかる。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 Ｃ－１

VHS FB2004-498 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　５

自主公演での失敗で、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 Ｃ－１

VHS FB2004-499 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　６

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 Ｃ－１
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VHS FB2004-500 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　７

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。なんとか実現にこぎ
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 Ｃ－１

VHS FB2004-501 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　８

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。一方教育委
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 Ｃ－１

VHS FB2004-502 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　９

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 Ｃ－１

VHS FB2004-503 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　１０

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 Ｃ－１

VHS FB2004-504 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　最終話

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 Ｃ－１

VHS FB2004-505 白い巨塔　第一回

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。唐沢寿行
／江口洋介／石坂浩二／黒木瞳／西田敏行
伊武雅人

58 Ｃ－１
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VHS FB2004-506 白い巨塔　第二回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-507 白い巨塔　第三回

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中に手術し
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 Ｃ－１

VHS FB2004-508 白い巨塔　第四回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-509 白い巨塔　第五回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-510 白い巨塔　第六回

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、教授との仲を取り持ってもらうた
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 Ｃ－１

VHS FB2004-511 白い巨塔　第七回

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 Ｃ－１
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VHS FB2004-512 白い巨塔　第八回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-513 白い巨塔　第九回

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、ただ信頼している」と
言って佐々木庸平のオペを財前に依頼する。

47 Ｃ－１

VHS FB2004-514 白い巨塔　第十回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-515 白い巨塔　第十一回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-516 白い巨塔　第十二回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-517 白い巨塔　第十三回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-518 白い巨塔　第十四回

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 Ｃ－１
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VHS FB2004-519 白い巨塔　第十五回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-520 白い巨塔　第十六回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-521 白い巨塔　第十七回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-522 白い巨塔　第十八回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-523 白い巨塔　第十九回

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 Ｃ－１

VHS FB2004-524 白い巨塔　第二十回

証言台に立つ決意を固めたの看護師の亀山
君子。その様子を陰から見詰めていた国平弁
護士は、財前に君子に何か握られていないか
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 Ｃ－１

VHS FB2004-525 白い巨塔　最終回

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 Ｃ－１
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VHS FB2005-537
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第１話

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、子育てに希望を見出して
いく。　篠原涼子／小林聡美／山口達也／武
田真治／鈴木杏樹／高橋恵子

59 Ｃ－１

VHS FB2005-538
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第２話

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
歩の無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 Ｃ－１

VHS FB2005-539
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第３話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-540
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第４話

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、光はみやりをする。それを喜ぶ生徒
たちを見ためぐ美は…。

47 Ｃ－１

VHS FB2005-541
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第５話

めぐ美の娘・琴美があさがお教室に体験入学
した。琴美は素直で上手に絵を描く。それを見
て幸子は落ち込み、光が夢中になっているジ
グゾ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 Ｃ－１

VHS FB2005-542
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第６話

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いくが、そこで…。

47 Ｃ－１

46/FB　連続ドラマ
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VHS FB2005-543
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第７話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-544
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第８話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-545
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第９話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-546
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　第１０話

里緒の提案で、光が１回手伝いをするたびに１
０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いくのだ。
琴美の父親が東家へ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 Ｃ－１

VHS FB2005-547
光とともに…　～自閉症児を抱え
て～　最終話

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、３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 Ｃ－１

VHS FB2005-548
世界の中心で、愛をさけぶ　第１
話

「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。　山田孝之／綾瀬はるか／緒方直人
／桜井幸子

47 Ｃ－１

47/FB　連続ドラマ
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VHS FB2005-549
世界の中心で、愛をさけぶ　第２
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-550
世界の中心で、愛をさけぶ　第３
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-551
世界の中心で、愛をさけぶ　第４
話

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ウンドで、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 Ｃ－１

VHS FB2005-552
世界の中心で、愛をさけぶ　第５
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-553
世界の中心で、愛をさけぶ　第６
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-554
世界の中心で、愛をさけぶ　第７
話

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へ通っ
ていた。亜紀は白血病だという真島に出会った
ことで、しだいに自分の病名を疑うようになって
いく。

47 Ｃ－１

48/FB　連続ドラマ
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VHS FB2005-555
世界の中心で、愛をさけぶ　第８
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-556
世界の中心で、愛をさけぶ　第９
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-557
世界の中心で、愛をさけぶ　第１
０話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-558
世界の中心で、愛をさけぶ　最終
話

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 Ｃ－１

VHS FB2005-559 ごくせん　第一話

　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
ほうだいのクラスで、学院ではもてあまされて
いた。卒業までの３か月間で、久美子は彼らに
高校時代の大切さを伝えると宣言する。仲間
由紀恵／亀梨和也／赤西仁／速水もこみち／
小池徹平

71 Ｃ－１

VHS FB2005-560 ごくせん　第二話

　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、荒高とのもめ事にあったことを
明かした。仲間由紀恵／亀梨和也／赤西仁／
速水もこみち／小池徹平

46 Ｃ－１

49/FB　連続ドラマ
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VHS FB2005-561 ごくせん　第三話

　小田切と矢吹を名乗る何者かが、他校の生
徒たちに暴行を働き、その生徒たちが学院に
押しかけてきた。久美子はこの生徒たちを、気
迫で退散させる。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。仲間由紀恵／
亀梨和也／赤西仁／速水もこみち／小池徹平

46 Ｃ－１

VHS FB2005-562 ごくせん　第四話

　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が行われることに
なった。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。仲間由紀恵／亀梨和也／
赤西仁／速水もこみち／小池徹平

46 Ｃ－１

VHS FB2005-563 ごくせん　第五話

　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。仲間由紀恵／亀梨和也／
赤西仁／速水もこみち／小池徹平

46 Ｃ－１

VHS FB2005-564 ごくせん　第六話

　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３Ｄの生徒たち
のほとんどは進路が未定。真剣に将来のこと
を考えさせようと、久美子は奮闘する。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…。仲間由紀恵／亀梨和也／赤
西仁／速水もこみち／小池徹平

46 Ｃ－１

VHS FB2005-565 ごくせん　第七話

　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。仲間由紀恵／亀梨和
也／赤西仁／速水もこみち／小池徹平

46 Ｃ－１

VHS FB2005-566 ごくせん　第八話

　矢吹が大学を受験していないことを知った矢
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。そんな時、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、死んだ父親に代わり、母親や兄弟を守って
頑張る熊井の生き方に感動する。仲間由紀恵
／亀梨和也／赤西仁／速水もこみち／小池徹
平

46 Ｃ－１

50/FB　連続ドラマ
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VHS FB2005-567 ごくせん　第九話

　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に店を飛び出し、小田
切ら５人が警察に捕まってしまう。しかし警察
庁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…。仲間由紀
恵／亀梨和也／赤西仁／速水もこみち／小池
徹平

46 Ｃ－１

VHS FB2005-568 ごくせん　最終話

　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、
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。仲間由紀恵／亀梨和也／
赤西仁／速水もこみち／小池徹平

71 Ｃ－１

VHS FB2006-001 いま、会いにゆきます　１

澪が他界してから、夫の巧と息子の佑司は２
人で暮らしていた。澪が残した手作りの絵本に
は「雨の季節に戻ってくる」と書かれてあり、そ
して１年後、雨の季節が巡ってくる。２人の前
に、約束どおり姿を現した澪だったのだが…。：
出演：ミムラ／成宮寛貴／岡本綾／三田佳子
／山本圭／余貴美子

60 Ｃ－１

VHS FB2006-002 いま、会いにゆきます　２

澪が戻ってきたことを、周囲の人には隠してお
こうと決めた巧と佑司。しかし巧は、佑司に再
び消えていく澪との別れを体験させることを悩
み、主治医の尚美に相談する。澪は何とか記
憶を取り戻したいと切望し、巧は２人の出会っ
た中学校に連れて行く。：出演：ミムラ／成宮寛
貴／岡本綾／三田佳子／山本圭／余貴美子

47 Ｃ－１

VHS FB2006-003 いま、会いにゆきます　３

佑司のクラスに、転校生の岡崎博がやってき
た。ある日、博は金魚の水槽を割ってしまうの
だが、それを佑司のせいにする。そのことに傷
つく佑司。しかし巧は仕事のことに精一杯で、
佑司の心に寄り添ってやることができなかっ
た。：出演：ミムラ／成宮寛貴／岡本綾／三田
佳子／山本圭／余貴美子

47 Ｃ－１

51/FB　連続ドラマ
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VHS FB2006-004 いま、会いにゆきます　４

部屋を片付けている時に「ゆうじの成長記録」
と書かれた箱を見つけた澪。その中には佑司
にまつわるいくつものガラクタと、四つ葉のク
ローバーが入っていた。この四つ葉のクロー
バーは中学時代に澪が巧に贈ったものだと、
巧から聞かされる。：出演：ミムラ／成宮寛貴
／岡本綾／三田佳子／山本圭／余貴美子

47 Ｃ－１

VHS FB2006-005 いま、会いにゆきます　５

中学時代の巧の教科書に書かれていた澪の
パラパラ漫画。そこには自転車の練習をする
澪自身が書かれていた。自分が自転車に乗れ
ないという、そんな事実さえも忘れていることに
ショックを受けた澪。澪は今の自分になろうと
行動を起こす。：出演：ミムラ／成宮寛貴／岡
本綾／三田佳子／山本圭／余貴美子

47 Ｃ－１

VHS FB2006-006 いま、会いにゆきます　６

巧は図書館長から、リストラの対象になってい
ることを告げられる。巧は病気のため、フルタ
イムで働くことができないのだが、巧はリストラ
をされないようにと、残業までして働き、ついに
は発作で倒れてしまう。事情を知らない澪は心
配する。：出演：ミムラ／成宮寛貴／岡本綾／
三田佳子／山本圭／余貴美子

47 Ｃ－１

VHS FB2006-007 いま、会いにゆきます　７

佑司の前では、母親でいられるようなになった
澪だが、巧と２人きりになると緊張してしまう。
一方、巧に新しい彼女ができたのではと感じて
いた涼子が、確かめたい一心で巧の家を訪れ
る。そこで涼子は言うはずではなかったことを
つい口走ってしまう。：出演：ミムラ／成宮寛貴
／岡本綾／三田佳子／山本圭／余貴美子

47 Ｃ－１

VHS FB2006-008 いま、会いにゆきます　８

いつもの時間になっても出勤しない巧を心配し
て、秋穂家を訪れた万里子は、澪と出会ってし
まう。そのことを聞いた巧は万里子にすべてを
打ち明け、澪のことで苦しんでいる澪の母・涼
子にも真実を伝えようと決心するのだが…。：
出演：ミムラ／成宮寛貴／岡本綾／三田佳子
／山本圭／余貴美子

46 Ｃ－１

52/FB　連続ドラマ
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VHS FB2006-009 いま、会いにゆきます　９

ある日のこと、澪は巧が隠していた絵本を、見
つけてしまう。その内容に不安を抱く澪。絵本
にあった「宝物」という文字に引っかかりを覚え
た澪は、佑司と一緒に森に出かけて、宝物を
持ち帰る。澪はその中に一冊の日記を見つけ
るのだが、そこには…。：出演：ミムラ／成宮寛
貴／岡本綾／三田佳子／山本圭／余貴美子

46 Ｃ－１

VHS FB2006-010 いま、会いにゆきます　１０

澪は過去に自分が書いていた日記を読み、自
分に起こった出来事を知ってしまう。６週間の
雨の季節が終われば、愛する夫と息子を残し
て消えていく運命だということを。雨の季節が
終わりを告げたその時、澪は一人、ある場所
に向かう。：出演：ミムラ／成宮寛貴／岡本綾
／三田佳子／山本圭／余貴美子

60 Ｃ－１

VHS FB2006-011 電車男　第１話

山田剛司はアニメやゲーム、美少女フィギュア
が大好きな典型的なアキバオタク。そんな剛司
が、電車の中で酔っ払いにからまれていた美
しい女性を助けた。彼女の名は青山沙織。こ
れが電車男とエルメスの初めての出会いだっ
た…。掲示板という電脳空間と現実の恋に揺
れる毒男（独身男性のこと）の姿を描き、さまざ
まな社会現象を巻き起こしたあの『電車男』が
ついに登場！：出演：伊東美咲／伊藤淳史／
白石美帆／速水もこみち／豊原功輔

58 Ｃ－１

VHS FB2006-012 電車男　第２話

エルメスからの電話に出られなかった剛司。急
いで電話をしようとしたが携帯の電池がきれて
しまう。充電器を求める剛司だが、さまざまな
妨害に遭ってしまう。ようやく家にもどり、掲示
板の仲間の応援を受け、エルメスに電話をす
るが…。：出演：伊東美咲／伊藤淳史／白石
美帆／速水もこみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-013 電車男　第３話

沙織（＝エルメス）と初めての食事にこぎつけ
た剛司。ネットの住人の協力によって、事前準
備もばっちりだった。楽しいひとときを過ごす沙
織と剛司。その席で、休日の過ごし方を聞かれ
た剛司は「ネットサーフィン」と答える。しかし沙
織はそれを「サーフィン」と聞き違え、２人は今
度、サーフィンをやりに海に行くことになってし
まう。：出演：伊東美咲／伊藤淳史／白石美帆
／速水もこみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

53/FB　連続ドラマ
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VHS FB2006-014 電車男　第４話

沙織の勘違いから、趣味はサーフィンというこ
とになってしまった剛司。今更アニメが趣味と
は言えず、ひそかにサーフィンの猛特訓を始
める。しかし掲示板で、「エルメスにウソをつい
たことは忘れるな」と言われ、剛司は悩む。：出
演：伊東美咲／伊藤淳史／白石美帆／速水も
こみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-015 電車男　第５話

なぜか沙織や果歩たちと合コンすることになっ
た剛司。その帰り道、最近沙織がストーカーに
狙われていると相談される。心配してボディー
ガードを引き受けるが、果たして非力なアキバ
オタクの剛司が沙織を守りきれるのか。：出
演：伊東美咲／伊藤淳史／白石美帆／速水も
こみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-016 電車男　第６話

初めて沙織の家に招かれた剛司。なかなかの
いい雰囲気に、掲示板の住人たちも「早く告白
しろ」と大いに盛り上がる。一方、オタク仲間の
松永が、アニメオタクの祭典コミックキングダム
に出店することになり、剛司はそれを手伝うこ
とに。自分がオタクだということを隠している剛
司は、沙織にばれないようにと図るが…。：出
演：伊東美咲／伊藤淳史／白石美帆／速水も
こみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-017 電車男　第７話

ウソをついていたことが原因で、沙織は剛司に
「もう会わない」と告げる。何とか関係を修復し
たい剛司は「脱オタク」しようとする。沙織の誕
生日、剛司は沙織に「初めて待ち合わせた場
所で待ってる」と…。：出演：伊東美咲／伊藤淳
史／白石美帆／速水もこみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-018 電車男　第８話

沙織と剛司の関係は、気まずくなったまま。沙
織は過去の出来事が原因で、男性のつくウソ
がどうしても許せないのだ。剛司はすべてを告
白して、沙織に許してもらおうとする。一方、エ
ルメスが沙織のことだと知った和哉は、沙織に
積極的にアタックを開始。剛司の邪魔をす
る。：出演：伊東美咲／伊藤淳史／白石美帆
／速水もこみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

54/FB　連続ドラマ
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VHS FB2006-019 電車男　第９話

剛司はパソコンを買い換えるという沙織と一緒
に秋葉原に行くことになる。思いもかけないア
キバデートで盛り上がる二人。剛司はひょんな
ことから沙織の家族と食事をすることになる
が、そこに長い間不在だった沙織の父親が現
われて、離婚話を切り出す。：出演：伊東美咲
／伊藤淳史／白石美帆／速水もこみち／豊原
功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-020 電車男　第１０話

あらじんちゃんねるに剛司が書き込みをしてい
ることが、とうとう沙織にばれてしまう。ショック
を受けた沙織は剛司に「もう二度と現われない
で」と告げる。これでエルメスとの恋も終わった
と沈む剛司。掲示板の住人たちは「あきらめる
な」と励ますが…。：出演：伊東美咲／伊藤淳
史／白石美帆／速水もこみち／豊原功輔

47 Ｃ－１

VHS FB2006-021 電車男　最終回

剛司は掲示板の住人に励まされ、沙織に告白
する決心をする。「２人だけの秘密の場所で
ずっと待っている」…。果たして沙織は現われ
るのか。電車男とエルメスの物語がついに完
結！：出演：伊東美咲／伊藤淳史／白石美帆
／速水もこみち／豊原功輔

71 Ｃ－１

VHS FB2006-022
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１

２年Ｂ組担任の花子が産休に入ったために金
八は２年ぶりに２年Ｂ組の担任として桜中学の
教壇に立つこととなった。久しぶりの学校生活
に期待する金八だったが、受け持つクラスは
最悪のクラスだった。さらに当初３月いっぱい
の代理の予定は、和田教育長の考えもあっ
て、延長されることとなった。

96 Ｃ－１

VHS FB2006-023
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
２

Ｂ組の生徒は、無関心な者、自分の勉強の遅
れだけを気にする者、人の発言をちゃかす者
などバラバラでまとまりがない。そんな中、クラ
ス生徒たちは金八が弥生の障害について話さ
なかったことを怒る。学校から知らせを受けて
駆けつけた弥生の母は、母親としての思いを
生徒たちに語る。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-024
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
３

ある日、金八は校内に落ちていた小さな物を
踏んでしまう。それが何か分からず、３Ｂで心
当たりがある者はいないか聞いたところ、突
然、征幸は教室を飛び出して行った。金八が
踏んだものは征幸の弟の補聴器だった。征幸
は弟がいじめられたと思い、弟のいるクラスに
殴り込んだ。

47 Ｃ－１

55/FB　連続ドラマ
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VHS FB2006-025
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
４

文化祭の時期がやってきたが３Ｂの出し物は
何も決まっていない。歴代３年Ｂ組がやってき
たソーラン節が候補にあがるものの、なかなか
意見がまとまらない。一方、金八は給食費を滞
納している狩野伸太郎の自宅を訪ねるが、伸
太郎の両親は「忙しい」と言って金八の話を聞
こうとしなかった。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-026
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
５

金八と勝負するためにクラス一丸となってソー
ラン節を踊ることになった３Ｂ。文化祭本番に
向け、３Ｂのソーラン節猛練習が始まった。そ
して先輩３Ｂの協力のお陰で、３Ｂの踊りもよう
やく仕上がり、いよいよ文化祭当日を迎える。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-027
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
６

卒業生の広島美香と高鳥よし江が金八と養護
の本田先生を訪ねて桜中学にやってきた。小
学校の養護教諭をするよし江は性教育の教材
として作った２体の人形を金八に預かってほし
いと頼む。しかしその人形が原因で、金八や本
田先生は校長と言い争うことになる。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-028
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
７

金八は帰宅途中に、孝太郎らしき少年をみか
ける。高笑いしながら夜の道を走る孝太郎。シ
ンナーをやっているのでは？と金八は孝太郎
を心配する。また、普段から和晃の家に入り
浸っている孝太郎に対し、和晃の母の怒りは
頂点に達する。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-029
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
８

スペシャルオリンピックスのトーチラン本番の
日がやってきた。この日のために練習を重ね
てきた弥生は、金八や３年Ｂ組の仲間たちが
見守る中、元気に走り出す。一方、しゅうを探
す２人のヤクザが桜食堂に現れる。そこには３
Ｂの生徒達がトーチランの打ち上げをやってい
た。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-030
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
９

しゅうが暴行を受け休んでいるせいで、伸太郎
をはじめ３Ｂのみんなに元気がない。そんな
中、舞子が、しゅうに宛てたお見舞いのノートを
作り、クラスのみんなに回す。和田教育長と金
八は、桜中学に翌年度から民間校長を迎える
べく、第一候補の板橋香奈に面会に行く。民間
校長の赴任については、先生方の反応もさま
ざまで…。

47 Ｃ－１

56/FB　連続ドラマ
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VHS FB2006-031
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１０

金八先生と本田先生は、３Ｂの卒業生で今は
小学校で６年生の担任をしている井丸岡ルミ
から、「クラスの教え子に妊娠している生徒が
いて困っている」と相談を受ける。一方、その
生徒は伸太郎の妹と仲良しで、伸太郎は妹か
ら「友達はお兄ちゃんが相手だと言っている」と
言われ、困り果ててしまう。赤ちゃんの父親は
伸太郎なのか？

47 Ｃ－１

VHS FB2006-032
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１１

３年前、金八の教え子だった鶴本直が、金八を
訪ねてきた。性同一性障害を抱える直は１８歳
の誕生日を目前に控え、いよいよ治療を始め
ることに不安を抱いていたのだ。父親の会社
が不渡りを出し、開栄受験をあきらめるよう言
われた崇史は、しゅうに相談しようと連絡する。
しかし、しゅうが約束の場所に現れない。しゅう
の家まで様子を見に行った崇史は、そこで
ショックな光景を目にし…。

95 Ｃ－１

VHS FB2006-033
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１２

崇史の容体は予断を許さず、３Ｂの中に動揺
が広がる。そんな中、動揺していたはずのしゅ
うの様子が豹変し、崇史のことで暴言を吐いた
ため、とうとうクラスはバラバラに。伸太郎とシ
マケンが何とかみんなをまとめようと走り回る
が、みんなは勝手に帰宅してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-034
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１３

クラスがバラバラになってしまった翌日、朝、登
校してきたのはクラスの３分の１だった。しか
し、金八はいつものように出席を取り始める。
そして授業は「相田みつをの言葉」から発展
し、将来の夢、さらには命の授業へと続いてい
く。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-035
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１４

私立高校の推薦入試が近づき、３Ｂでも面接
の練習をすることに。伸太郎や孝太郎、有希た
ちが金八先生の特訓を受けるが、みんななか
なかきちんと話せない。そんな中、一番困った
状況になったのが車掌だった。車掌はメガホン
を使わずに話すことができない。面接でメガホ
ンを使わないために、３Ｂ全体でトレーニング
を試みるが…。

47 Ｃ－１
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VHS FB2006-036
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１５

推薦入試の結果、数名の合格者が出てムード
がよくなってきた３Ｂ。ところが、推薦で合格を
決めたシマケンの元気がない。給食を食べな
かったことからみんなに問い詰められ、父親の
ケガで給食費が払えなかったことがわかる。そ
れを聞いたみんなは、１年の時から給食費を
払ったことのない伸太郎を非難してしまう。非
難された伸太郎は、親に給食費を払わせよう
とするが…。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-037
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１６

２月も中旬となり、私立一般入試の結果も出揃
い、明るい雰囲気の３Ｂ。また、しゅうの母親が
自宅に戻り、金八も一安心する。しかし、しゅう
の腕に注射の跡を見てしまった舞子は、１人悩
む。そして、しゅうの母もまた、しゅうの異変に
気づいて…。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-038
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１７

都立高校の入試が間近に迫ってきた。就職を
希望するしゅうに崇史は、「一緒の高校に行こ
う」と告げる。覚せい剤の恐怖におびえながら
も、しゅうは高校進学を目指すことを決心す
る。都立高校一次募集の試験当日。試験会場
への道で急病人に出会った麻子は、試験に遅
刻してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-039
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１８

しゅうが覚せい剤に手を染めたことに気づく舞
子。しゅうは「もうクスリはやめたから、誰にも
言わないで」と頼む。舞子はそれを信じ、誰に
も話さないことにする。しかししゅうは、受験勉
強がはかどらないことに焦り、約束を破って再
び覚せい剤に手を出してしまう。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-040
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
１９

覚せい剤を購入した生徒を捜すため、警察が
桜中学にやってきた。教室ではしゅうが覚せい
剤の禁断症状から暴れていた。しゅうが覚せ
い剤を使ったと知った金八は、しゅうのために
ドラッグの授業を行う。

47 Ｃ－１

VHS FB2006-041
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
２０

しゅうが警察に連行された。事件を受けて、桜
中学に保護者や地域の人々が集まり話し合い
がもたれた。そこでは暴れるしゅうをそのまま
にして、授業を行った金八への批判が集中す
る。教師としての無力さに打ちのめされた金八
は、ついに…。

47 Ｃ－１
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VHS FB2006-042
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
２１

金八の決意を知った北や乾たちは、必死に引
きとめるがその決意は固い。一方、審判の結
果によっては、しゅうが少年院に行くことになる
かもしれないと知り、３Ｂの生徒たちは嘆願の
署名集めを始める。

46 Ｃ－１

VHS FB2006-043
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
卒業スペシャル　Ｖｏｌ．１

最終回直前に今までの放送を振り返る。史上
最低の３Ｂを相手にした金八の悪戦苦闘や虐
待と覚せい剤という重い問題を抱えたしゅうの
苦しみなどをダイジェストで紹介。３ＢのＯＢた
ちや芸能界の金八ファンからの熱いメッセージ
を交えて送るスペシャル。

51 Ｃ－１

VHS FB2006-044
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
卒業スペシャル　Ｖｏｌ．２

しゅうの審判が始まった。少年院送致になるの
か、保護観察処分になるのか。３Ｂはしゅうの
ために、嘆願書の署名を集めることにする。審
判が下りるのは桜中学の卒業式の日。しゅう
は卒業式に現れるのか。金八は本当に教師を
辞めてしまうのか。

145 Ｃ－１

VHS FB2006-045
３年Ｂ組金八先生　第７シリーズ
スペシャル

３Ｂが卒業してから８か月。少年院に入ってい
たしゅうの出院が近づいていた。３Ｂの仲間た
ちはしゅうの卒業式を行おうと準備に張り切る
が、しゅうの住んでいた家は売りに出され、母
親の行方もわからなくなっていた。桜中に再び
集まる３Ｂたち。しかしその中に康二郎の姿だ
けがなかった。そして康二郎からチビあすに
「金を持ってきてくれ」と助けを求める電話が入
るが…。

120 Ｃ－１

VHS FB2007-001 華麗なる一族　第一回

時は１９６０年代後半。阪神銀行の頭取・万俵
大介の長男・鉄平は、同グループの阪神特殊
製鋼の専務であった。鉄平は次々と新しい技
術を開発し、さまざまなメーカーから注文が相
次ぐようになった。しかし、阪神特殊製鋼には
高炉がなかったため、鉄平は、独自の高炉建
設を夢見ていた。　出演：木村拓哉／北大路欣
也／鈴木京香／長谷川京子／山本耕史／山
田優／相武紗季／仲村トオル／吹石一恵／
稲森いずみ／多岐川裕美／成宮寛貴／西田
敏行／武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／
津川雅彦

74 B-3

59/FB　連続ドラマ
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VHS FB2007-002 華麗なる一族　第二回

高炉建設を決意した鉄平は、大同銀行の三雲
頭取に融資を頼む。三雲は鉄平の志を理解し
前向きに検討すると答えるが、三雲に反感を
抱く綿貫専務は難色を示す。再会した芙佐子
から別れの理由を聞かされた鉄平は、相子へ
の怒りを募らせ、彼女を家から追い出そうとす
るが…。　出演：木村拓哉／北大路欣也／鈴
木京香／長谷川京子／山本耕史／山田優／
相武紗季／仲村トオル／吹石一恵／稲森い
ずみ／多岐川裕美／成宮寛貴／西田敏行／
武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／津川雅
彦

47 B-3

VHS FB2007-003 華麗なる一族　第三回

阪神銀行から高炉建設の融資額を１０％減額
するという連絡を受けた鉄平は、父の元を訪
れるが減額の決定は覆らなかった。高炉建設
の資金が足りなくなった鉄平は銭高常務と共
に東京へ向かい、自らの足で銀行を回り融資
を求めるが…。　出演：木村拓哉／北大路欣
也／鈴木京香／長谷川京子／山本耕史／山
田優／相武紗季／仲村トオル／吹石一恵／
稲森いずみ／多岐川裕美／成宮寛貴／西田
敏行／武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／
津川雅彦

47 B-3

VHS FB2007-004 華麗なる一族　第四回

阪神特殊製鋼はアメリカンベアリング社と契
約。ついに海外進出を果たす。しかし帝国製鉄
の嫌がらせが続き、鉄平たちは苦境に立たさ
れる。さらに今まで鉄平を支えてきた義父・大
川代議士が急病で倒れてしまう。そんな中、大
介は阪神銀行の生き残りをかけて、非情な決
断を下そうとしていた。　出演：木村拓哉／北
大路欣也／鈴木京香／長谷川京子／山本耕
史／山田優／相武紗季／仲村トオル／吹石
一恵／稲森いずみ／多岐川裕美／成宮寛貴
／西田敏行／武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美
枝子／津川雅彦

47 B-3

60/FB　連続ドラマ
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VHS FB2007-005 華麗なる一族　第五回

大川のヤミ献金記事が流れ、大川は窮地に
陥った。病床の大川は自分を陥れた人物を徹
底的に捜し出そうとするが見つからない。そん
な折、大蔵省は三栄銀行と平和銀行の合併に
代わる新たな合併を画策していた。その中に
は阪神銀行も含まれていた。　出演：木村拓哉
／北大路欣也／鈴木京香／長谷川京子／山
本耕史／山田優／相武紗季／仲村トオル／
吹石一恵／稲森いずみ／多岐川裕美／成宮
寛貴／西田敏行／武田鉄矢／柳葉敏郎／原
田美枝子／津川雅彦

47 B-3

VHS FB2007-006 華麗なる一族　第六回

アメリカンベアリング社の突然の吸収合併によ
り、阪神特殊製鋼は倒産の危機に陥る。資金
繰りを迫られた鉄平に、大介は２０億円の追加
融資を申し出る。さらに、帝国製鉄から銑鉄の
供給を打ち切ると伝えられた鉄平は、高炉建
設工事の突貫工事を決める。　出演：木村拓
哉／北大路欣也／鈴木京香／長谷川京子／
山本耕史／山田優／相武紗季／仲村トオル
／吹石一恵／稲森いずみ／多岐川裕美／成
宮寛貴／西田敏行／武田鉄矢／柳葉敏郎／
原田美枝子／津川雅彦

47 B-3

VHS FB2007-007 華麗なる一族　第七回

鉄平の回りに次々に集まる人たちを見て銀平
は兄がうらやましかった。一方で阪神銀行側は
鉄平の高炉建設を阻止するために高炉建設
の作業員を引き抜く相談をしていた。銀行を守
るために鉄平の会社をつぶすことを画策して
いたのだ。　出演：木村拓哉／北大路欣也／
鈴木京香／長谷川京子／山本耕史／山田優
／相武紗季／仲村トオル／吹石一恵／稲森
いずみ／多岐川裕美／成宮寛貴／西田敏行
／武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／津川
雅彦

47 B-3

VHS FB2007-008 華麗なる一族　第八回

高炉爆発事故によって、窮地に立たされた阪
神特殊製鋼。阪神銀行を筆頭とした銀行融資
団は、大介の策略により阪神特殊製鋼に会社
更生法の適用を求める。鉄平は、すべての混
乱の根源に、自分と父・大介の関係があると知
り、大介に「本当の父親は誰なのか」と詰め寄
る。　出演：木村拓哉／北大路欣也／鈴木京
香／長谷川京子／山本耕史／山田優／相武
紗季／仲村トオル／吹石一恵／稲森いずみ
／多岐川裕美／成宮寛貴／西田敏行／武田
鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／津川雅彦

47 B-3

61/FB　連続ドラマ
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VHS FB2007-009
華麗なる一族　最終章
前編

大介と鉄平の親子の裁判が始まった。阪神銀
行が阪神特殊製鋼を倒産に追い込んだと主張
する鉄平。８０億もの融資を行った阪神銀行
が、阪神特殊製鋼を倒産に追い込むはずがな
いと主張する大介。そんな中、鉄平側の弁護
士・倉石が決定的な証拠を大介側に突きつけ
た。　出演：木村拓哉／北大路欣也／鈴木京
香／長谷川京子／山本耕史／山田優／相武
紗季／仲村トオル／吹石一恵／稲森いずみ
／多岐川裕美／成宮寛貴／西田敏行／武田
鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／津川雅彦

47 B-3

VHS FB2007-010
華麗なる一族　最終章
後編

阪神特殊製鋼側の切り札が証人台に立った。
その決定的な証言により、ついに阪神特殊製
鋼が勝利するかに見えたが、大介にはまだ打
つ手が残されていた。 
  万俵大介と鉄平父子の愛憎の闘いに、つい
に終止符が打たれる。　出演：木村拓哉／北
大路欣也／鈴木京香／長谷川京子／山本耕
史／山田優／相武紗季／仲村トオル／吹石
一恵／稲森いずみ／多岐川裕美／成宮寛貴
／西田敏行／武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美
枝子／津川雅彦

73 B-3

VHS FB2007-011
結婚できない男第１話　一人が
好きで悪いか！！

有能な建築家である桑野信介は収入も外見も
いいのに、結婚願望が無く、独身生活を楽しん
でいる。ある日、自宅のマンションで腹痛に倒
れ、成り行きで隣に住む田村みちるに病院に
連れて行ってもらった。その病院で女医の早坂
夏美と知り合うが、お互いの第一印象は最悪
だった。 出演：阿部寛／夏川結衣／国仲涼子
／高島礼子／塚本高史／高知東生

58 B-3

VHS FB2007-012
結婚できない男 第２話　好きなも
のを食って悪いか！！

桑野は高脂血症と診断され、大好きな肉を控
えめにすることを担当医の夏美に忠告された。
しかし、桑野は夏美の忠告を聞き入れない。一
方、みちるは桑野の部下の英治とデートをする
が、最初のデートにチェーン店に連れて行か
れたことに腹を立てる。 出演：阿部寛／夏川
結衣／国仲涼子／高島礼子／塚本高史／高
知東生

47 B-3

VHS FB2007-013
結婚できない男第３話　好きにお
金を使って悪いか！！

客の都合で設計の変更を依頼された桑野は自
分の信念を貫き、仕事を断ってしまう。ある日、
桑野の母・育代は、夏美を桑野の結婚相手に
したいと考え、体調不良を装い、夏美の診察を
受けに行く。一方、伯父のマンションを借りてい
たみちるは、管理費を請求されお金の工面に
奔走する。 出演：阿部寛／夏川結衣／国仲涼
子／高島礼子／塚本高史／高知東生

47 B-3

62/FB　連続ドラマ
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VHS FB2007-014
結婚できない男第４話　休日を一
人で過ごして悪いか！！

桑野は、休日返上で仕事をしていたが、予定
より早く仕事が終わっため時間が空いてしまっ
た。街を歩いている時、偶然、はとバスツアー
を目にしツアーに参加することにした。すると
偶然１人でツアーに参加していた夏美と会う。
しかも席は隣同士だった。 出演：阿部寛／夏
川結衣／国仲涼子／高島礼子／塚本高史／
高知東生

47 B-3

VHS FB2007-015
結婚できない男  第５話　家に人
を入れないで悪いか！！

仕事が忙しく、家事がおろそかになると嘆く夏
美に、桑野は、どんなに仕事が忙しくても家事
は完ぺきにこなしていると自慢する。そんな
時、桑野は大きな仕事を引き受けた。徹夜で
仕事をする桑野だが、無理がたたり倒れてし
まった。 出演：阿部寛／夏川結衣／国仲涼子
／高島礼子／塚本高史／高知東生

47 B-3

VHS FB2007-016
結婚できない男　 第６話　融通
がきかなくて悪いか！！

桑野は建築現場でクレームを言ってきた男を
弾みで殴ってしまう。沢崎から謝りに行くように
言われた桑野だが、人に頭を下げることが嫌
いな桑野は、ストレスで胃が痛くなり夏美の診
察を受けた。そこで、夏美が相手の男と知り合
いだと言うことを知った桑野は、夏美を食事に
誘う。 出演：阿部寛／夏川結衣／国仲涼子／
高島礼子／塚本高史／高知東生

47 B-3

VHS FB2007-017
結婚できない男 第７話　親戚づ
きあいが嫌いで悪いか！！

父親の三回忌の席で、親戚から「結婚はまだ
か」と言われた桑野。親戚づきあいが苦手な桑
野は、「結婚すればつきあいも２倍に増えるだ
けだ」とうそぶく。 
夏美の元を父親が訪れる。会えば見合いの話
ばかりする父親を避ける夏美だが、父親は「大
事な話がある」とつきまとう。 出演：阿部寛／
夏川結衣／国仲涼子／高島礼子／塚本高史
／高知東生

47 B-3

VHS FB2007-018
結婚できない男　  第８話　犬が
キライで悪いか！！

みちるが虫垂炎で入院することになった。桑野
はひょんなことから犬のケンを預かることに。
自分の部屋に人が入ることさえ拒む桑野に
とって、犬との同居はとうてい無理と思われた
が、何とかケンの面倒を見る。しかし桑野が大
事にしている模型が壊され、その犯人がケンで
はないかと・・・。 出演：阿部寛／夏川結衣／
国仲涼子／高島礼子／塚本高史／高知東生

47 B-3

63/FB　連続ドラマ
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VHS FB2007-019
結婚できない男  第９話　彼女が
できて悪いか！！

桑野が若い女性と一緒にいるところを沙織が
目撃した。「彼女ができたのか！」と色めきた
つ一同。焦ったみちるは、英治に合コンをセッ
ティングしてもらい、夏美は断り続けていた見
合いをすることに。そして桑野はその女性と、
日曜日に会うことにする。 出演：阿部寛／夏川
結衣／国仲涼子／高島礼子／塚本高史／高
知東生

47 B-3

VHS FB2007-20
結婚できない男 第１０話　女ごこ
ろがわからなくて悪いか！！

沢崎に大手企業からヘッドハンティングの話が
来た。いつも仕事のトラブルを沢崎に処理して
もらっている桑野は大いに動揺する。夏美に
「トラブル処理ぐらい自分でやれ」と言われ、沢
崎抜きで打ち合わせに臨むが依頼主を泣かせ
てしまう。 出演：阿部寛／夏川結衣／国仲涼
子／高島礼子／塚本高史／高知東生

47 B-3

VHS FB2007-021
結婚できない男　第１１話　花柄
がキライで悪いか！！

花柄が大嫌いな桑野だが、家の依頼主から花
柄を使ってくれと注文が入る。自分のポリシー
を曲げてまで、仕事はしたくないと言い切る桑
野。みちるがストーカーにつきまとわれ困って
いると知った夏美は、桑野にボディーガードを
頼む。文句を言いながらも守ってくれる桑野
に、みちるは少しずつ好意を感じ始める。 出
演：阿部寛／夏川結衣／国仲涼子／高島礼
子／塚本高史／高知東生

47 B-3

VHS FB2007-022
結婚できない男最終話　幸せに
なって悪いか！？

桑野に好意を持ったみちるは、ついに本人に
告白。そんなみちるの様子に複雑な心境の夏
美だが、どうしても桑野に素直になれない。そ
して桑野の本心は・・・。「結婚できない男」桑野
は、果たしてどうするのか？ 出演：阿部寛／
夏川結衣／国仲涼子／高島礼子／塚本高史
／高知東生

58 B-3

VHS FB2008-001 斉藤さん　第１話

　新しい家に越してきた真野若葉は夫の透と
幼稚園児の尊との３人暮らし。以前通っていた
幼稚園では尊の乱暴のせいで肩身の狭い思
いをしていた若葉。今度こそうまくやろうと、周
囲に気を遣う。そんな若葉は新しく通うことに
なったこばと幼稚園で斉藤全子と潤一親子と
出会う。 
　「大人として言うべきことをきちん言う」という
正義感あふれる全子だが、そのせいで周囲と
の摩擦が絶えない。観月ありさ／ミムラ／高島
礼子／佐々木蔵之介／古田新太／須藤理彩
／矢沢心／山田親太朗／濱田マリ

58 B-3

64/FB　連続ドラマ
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VHS FB2008-002 斉藤さん　第２話

　こばと幼稚園主催のバザーが開催されること
になり、リーダーの三上から世話係を頼まれた
真野は準備に大忙し。前年に高校生たちから
嫌がらせを受けた経緯から、その対策にも力
を入れる三上だった。バザー当日、斉藤に敵
意を持つ阿久津高校の柳川が仲間を引き連
れて会場に現れる。観月ありさ／ミムラ／高島
礼子／佐々木蔵之介／古田新太／須藤理彩
／矢沢心／山田親太朗／濱田マリ

46 B-3

VHS FB2008-003 斉藤さん　第３話

　幼稚園の庭にゴミがまかれるという事件が発
生。犯人が柳川たちだと確信した斉藤は、阿
久津高校に相談に行くが、副校長に、「証拠が
ない」と取り合ってもらえない。ほどなくして園
児たちがラッカースプレーをかけられるという
事件が起きてしまう。観月ありさ／ミムラ／高
島礼子／佐々木蔵之介／古田新太／須藤理
彩／矢沢心／山田親太朗／濱田マリ

46 B-3

VHS FB2008-004 斉藤さん　第４話

　クリスマスを間近に控え、子供たちの間では
「GSV」というゲーム機が大人気。尊も潤一も
ゲーム機が欲しくて仕方ない。しかしゲームの
与える影響を考えて、真野と斉藤はゲームを
買わないと決める。そんな時に幼稚園でゲー
ム機が紛失するという事件が起きる。観月あり
さ／ミムラ／高島礼子／佐々木蔵之介／古田
新太／須藤理彩／矢沢心／山田親太朗／濱
田マリ

47 B-3

VHS FB2008-005 斉藤さん　第５話

　三上から塾の体験授業を勧められた真野は
授業に感動し、即座に尊の入塾を決意する。
尊が塾に通い始めて間もない頃、斉藤は幼稚
園のクラスメート佳也の体にアザができている
ことに気づく。そして斉藤はそのアザが尊によ
るものだと知る。観月ありさ／ミムラ／高島礼
子／佐々木蔵之介／古田新太／須藤理彩／
矢沢心／山田親太朗／濱田マリ

46 B-3

VHS FB2008-006 斉藤さん　第６話

　こばと幼稚園恒例のキルト講習会。役員に決
まった真野は講習会への参加を呼びかける
が、保護者たちは何かと忙しく、思いどおりに
は参加者が集まらない。ある時、真野は講師
の柳川夫人に反発してしまう。するとその直
後、尊にだけ、突然、小学校通学区域の変更
届が！観月ありさ／ミムラ／高島礼子／佐々
木蔵之介／古田新太／須藤理彩／矢沢心／
山田親太朗／濱田マリ

47 B-3

65/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 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FB2008-007 斉藤さん　第７話

　ジムでの練習中、斉藤が足を骨折し、１週間
入院することになった。真野はいつも助けられ
ているという思いから、斉藤の役に立とうと、斉
藤の入院中は潤一を預かることに。　 
　一方、入院中の斉藤は、病院での個室をめ
ぐって市会議員の柳川に抗議するのだが。観
月ありさ／ミムラ／高島礼子／佐々木蔵之介
／古田新太／須藤理彩／矢沢心／山田親太
朗／濱田マリ

47 B-3

VHS FB2008-008 斉藤さん　第８話

　卒園が近づき、保護者たちの手によって卒園
アルバムの制作が進めらていた。しかしアル
バムの大切な原稿を保育士の佐原がなくして
しまう。佐原は責任を取って園を辞めると言う。
斉藤は何とか引き止めようとするのだが…。観
月ありさ／ミムラ／高島礼子／佐々木蔵之介
／古田新太／須藤理彩／矢沢心／山田親太
朗／濱田マリ

46 B-3

VHS FB2008-009 斉藤さん　第９話

　小鳩市の施設統廃合問題をめぐる汚職事件
が発覚。市会議員の柳川が逮捕され、三上建
設の社長である三上の夫にも嫌疑がかけられ
る。統廃合されると、こばと小学校もこばと幼
稚園もなくなるかもしれないと知った保護者た
ちは、大騒ぎになってしまう。観月ありさ／ミム
ラ／高島礼子／佐々木蔵之介／古田新太／
須藤理彩／矢沢心／山田親太朗／濱田マリ

46 B-3

VHS FB2008-010 斉藤さん　第１０話

　夫の仕事の都合で南アフリカに引っ越すこと
になった斉藤。そのことをなかなか真野には言
えないでいた。そんな斉藤の不自然な様子を、
真野は心配する。そんな中、三上から市の汚
職事件に関して新たな事実を知らされた斉藤
は、市議会に乗り込む決意をする。観月ありさ
／ミムラ／高島礼子／佐々木蔵之介／古田新
太／須藤理彩／矢沢心／山田親太朗／濱田
マリ

46 B-3

VHS FB2008-011 斉藤さん　第１１話

　斉藤の引っ越しの話にショックを受けた真野
は，斉藤と口もきかずケンカ状態に。三上たち
や透にも心配される真野だが，なかなか仲直
りすることができない。 
　そして卒園式の日。斉藤と潤一は真野には
告げず，式の途中でひっそりと出発してしまう。
観月ありさ／ミムラ／高島礼子／佐々木蔵之
介／古田新太／須藤理彩／矢沢心／山田親
太朗／濱田マリ

58 B-3

66/FB　連続ドラマ
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 VHS
/DVD

FB2008-012
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

 VHS
/DVD

FB2008-013
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

 VHS
/DVD

FB2008-014

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

 VHS
/DVD

FB2008-015
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

 VHS
/DVD

FB2008-016
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

67/FB　連続ドラマ
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 VHS
/DVD

FB2008-017
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

 VHS
/DVD

FB2008-018
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

 VHS
/DVD

FB2008-019
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

 VHS
/DVD

FB2008-020
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

68/FB　連続ドラマ
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 VHS
/DVD

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 B-3

DVD FB2009-001
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第一話

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
た山口久美子を連れ戻し、担任に据える。
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

DVD FB2009-002
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第二話

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
ない。白金神社では緒方大和と風間廉がトップ
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

DVD FB2009-003
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第三話

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
たちにはまったくやる気がない。
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

DVD FB2009-004
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第四話

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
う。
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

69/FB　連続ドラマ
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DVD FB2009-005
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第五話

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
せず、山口は頭が痛い。生徒の１人、本城の
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

DVD FB2009-006
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第六話

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
中の藤村早希という女子高生と知り合い、早
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

DVD FB2009-007
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第七話

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
たちはまるでやる気なし。しかし緒方が学園祭
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

DVD FB2009-008
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第八話

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
でベビー用品を集めたりしていた。そんな中、
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

DVD FB2009-009
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第九話

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
しないので山口は頭が痛い。さらに村山たち５
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

DVD FB2009-010
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　第十話

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
開始する。そしてついに山口の家にたどり着
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

70/FB　連続ドラマ
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DVD FB2009-011
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　最終話

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
点を取ったら、夏休みに補習授業が行われる
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

VHS FB2009-012
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第一回

翔陽大学附属北部病院救命救急センターに，
４人の医師がフライトドクターの研修にやって
きた。フライトドクターとは，ヘリコプターで現場
に急行し，治療を行う医師のことだ。野心を秘
めた藍沢，エリートの白石，負けず嫌いの緋
山，小心者で見えっぱりの藤川。４人を指導す
るのは，腕は一流だが若い医師のことを毛嫌
いする黒田。黒田の指名で一番乗りでヘリに
搭乗した白石だが，現場の重症患者を目の前
に何もできずに終わってしまう。次に黒田が指
名したのは藍沢だった。

58 B-3

VHS FB2009-013
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第二回

　病院内で外来に来ていた老人が急性心筋梗
塞で倒れた。彼女は前夜藍沢が救急で診察
し，問題なしとして帰宅させた患者だった。黒
田は藍沢に「お前が死なせるかもしれない患
者だ」と告げる。この一件で藍沢の代わりにヘ
リ担当となった緋山は，念願の現場に飛ぶ。流
産しかけている妊婦を前に緋山は…。

47 B-3

VHS FB2009-014
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第三回

白石と藤川が担当のフェローだけの当直の
夜。白石は黒田らシニアドクターの不在に不安
を隠せない。しかし藍沢と緋山は大きなオペを
自分たちで担当できるかもしれないと考え，当
直担当でもないのに深夜の病院に残る。そこ
へ道で転倒したという急患が運ばれてきた。

47 B-3

VHS FB2009-015
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第四回

白石と藤川が担当のフェローだけの当直の
夜。白石は黒田らシニアドクターの不在に不安
を隠せない。しかし藍沢と緋山は大きなオペを
自分たちで担当できるかもしれないと考え，当
直担当でもないのに深夜の病院に残る。そこ
へ道で転倒したという急患が運ばれてきた。

47 B-3

71/FB　連続ドラマ
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（分）

利用
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VHS FB2009-016
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第五回

病院に真壁という男がシニアドクターの三井に
会わせろとどなりこんできた。真壁は三井に妻
子を殺されたと言う。医療ミスかと色めきたつ
藤川だが，ほかのフェローたちの反応はそっけ
ない。
　そんな中，工事現場でガス管が爆発。重傷
者多数の大事故が起きる。藍沢らフェローたち
もヘリで現場に飛ぶが，黒田は藤川だけには
事務処理を命じるのだった。

47 B-3

VHS FB2009-017
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第六回

救命センターに買い物途中に転倒し、大腿部
骨折をした藍沢の祖母・絹江が搬送された。
藍沢が絹江の病室を訪れると、絹江は藍沢に
「初めまして」とあいさつする。
診察した西条は、ケガをしたショックによる一
時的な健忘症か認知症の疑いがあると判断し
た。

47 B-3

VHS FB2009-018
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第七回

突然のおう吐と腹痛を訴えて、成田空港から
大柄な女性が搬送されてきた。しかし女性と思
われた患者は、外国で性転換手術を受けた男
性だった。
一方、白石は病院内で電動車いすに乗った男
生とその母親に声をかけられた。2人は冴島に
会いに来たという。白石は冴島に伝えるが冴
島は…。

47 B-3

VHS FB2009-019
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第八回

祭りの山車の下敷きになった男性が搬送され
てきた。男性は足を骨折し、山車の一部の木
片が大腿部から腹部にかけて突き刺さってい
た。
男性の手術は無事成功したが、その晩、男性
の容体が急変する。
一方、化学工場でボイラー室の爆発事故が起
き、ケガ人が出たという連絡が入った。黒田と
白石がドクターヘリで現場に向かった。

47 B-3

VHS FB2009-020
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第九回

爆発事故の現場で落下物に右腕を挟まれた
黒田。藍沢は黒田を救うために現場で黒田の
腕を切断する。病院に搬送された黒田は、森
本によって腕の接合手術を受ける。幸い腕は
接合したが大幅な機能回復は難しい状態だっ
た。
一方、成田空港のエスカレーターから転落した
少年が搬送されてきた。
その少年・健一は黒田と別れた妻との間に生
まれた子供だった。

47 B-3

72/FB　連続ドラマ
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VHS FB2009-021
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命第十回

健一のオペが始まった。何もしてやることので
きない黒田はいらだつ。
一方、救命センターに患者の受け入れ要請が
入った。妊娠３６週目の妊婦が本棚の下敷き
になり、すでに数件の病院で断られていた。三
井は受け入れることを決め藍沢と処置を始め
る。藍沢は一度は母体を優先することを決め
たが母子両方を助けることに方針をかえた。

47 B-3

VHS FB2009-022
コード・ブルー
ドクターヘリ
緊急救命最終回

高速道路のトンネル内で多重衝突事故が発生
し、多数の死傷者が出た。ドクターヘリで現場
に向かった藍沢が目にした光景は、すさまじい
事故現場だった。
報告を受けた黒田は白石と緋山も現場に向か
わせたが、現場では救命のための人も血液も
機材も不足していた。藤川は自分も現場に行
かせてほしいと黒田に申し出る。

58 B-3

DVD FB2009-020
日本テレビ開局55周年記念番組
ごくせん　卒業スペシャル

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
しかった学園生活を振り返りながら、卒業式を
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

DVD FB2010-001
日曜劇場　JIN　　-仁-
第一話　　TBS

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

DVD FB2010-002
日曜劇場　JIN　　-仁-
第二話　　TBS

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

DVD FB2010-003
日曜劇場　JIN　　-仁-
第三話　　TBS

　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

73/FB　連続ドラマ
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DVD FB2010-004
日曜劇場　JIN　　-仁-
第四話　　TBS

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

DVD FB2010-005
日曜劇場　JIN　　-仁-
第五話　　TBS

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

DVD FB2010-006
日曜劇場　JIN　　-仁-
第六話　　TBS

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

DVD FB2010-007
日曜劇場　JIN　　-仁-
第七話　　TBS

　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

DVD FB2010-008
日曜劇場　JIN　　-仁-
第八話　　TBS

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

DVD FB2010-009
日曜劇場　JIN　　-仁-
第九話　　TBS

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

74/FB　連続ドラマ
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DVD FB2010-010
日曜劇場　JIN　　-仁-
第十話　　TBS

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

DVD FB2010-011
日曜劇場　JIN　　-仁-
最終話　　TBS

　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

DVD FB2012-001
TBS開局６０周年記念
日曜劇場　JIN－仁ー
第一話

　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
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

107 B-3

DVD
FB2012-002・
003

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

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

47
47

B-3

75/FB　連続ドラマ
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DVD
FB2012-004・
005

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

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

52
47

B-3

DVD
FB2012-006・
007

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

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

52
47

B-3

DVD
FB2012-008・
009

TBS開局６６周年記念
日曜劇場　JIN－仁ー
第八話

TBS開局６７周年記念
日曜劇場　JIN－仁ー
第九話

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

47
47

B-3

76/FB　連続ドラマ
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DVD FB2012-010
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

DVD FB2012-011
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

77/FB　連続ドラマ


