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95

Ｃ－１

FG99-044

金曜エンタテイメント
昼下がり 社宅奥様探偵団

美代子と直子は、同じ社宅に住む親友同士。
２人の夢は、豪華なマイホームを持つこと。あ
る日、社宅に人事部長の奥様が引っ越してき
た。２人は、お互いの夫の出世のため部長の
奥様と一緒にダンス教室に通うことになった。
しかし、ダンス旅行の旅先で１人の女性が殺さ
れた。片平なぎさ・宮崎淑子・伊藤かずえ ほ
か

FG2001-053

火曜サスペンス劇場
秋のスペシャル
外科医・有森冴子Ⅱ
「告知」

総合病院の外科医・冴子は，患者の竹田に末
期がんであることを告知した。数日後，竹田が
病院の屋上から転落死する。竹田の妻で元医
師の香奈は，冴子が告知したために絶望して
自殺したんだと泣き叫ぶ。
三田 佳子 小柳 ルミ子 かとう かずこ ほか

95

Ｃ－１

金曜エンタテイメント
第44回江戸川乱歩賞受賞作
果つる底なき

大手銀行に勤める伊木が，以前，融資担当を
していた時の取引先企業が倒産した。時を同
じく，彼の後任の坂本が，「伊木さんは，だまさ
れていた。」の言葉を残して亡くなった。坂本の
死に疑問を抱いた伊木が真相を探るうちに，
彼にも危険が迫ってくる。
渡辺 謙 菅野 美穂 段田 安則 ほか

95

Ｃ－１

浅見光彦シリーズ⑮
志摩半島殺人事件

志摩半島へ海女の取材に出かけた浅見光彦
は、作家袴田啓二郎の殺人事件に遭遇する。
そして間もなくルポライターの野村が殺され
る。 小さな漁村で起きた２つの殺人事件。調
べていくと、そこには20年前からの因縁があっ
た。沢村一樹／宮本真希／高橋克実／大島さ
と子 ほか

96

Ｃ－１

松本清張賞受賞作
陰の季節２
「動機」

警察署内で一括保管していた警察手帳30冊が
何者かに盗まれた。手帳の盗難や紛失を防ぐ
ための一括保管制度が裏目に出たのだ。制度
を推進した二渡警視は窮地に立たされる。記
者発表までに何とか手帳を捜し出さなくてはな
らない。時を同じくして１人の婦警が失そう。彼
女は手帳盗難と関係があるのか。一体だれ
が、何の目的で大量の手帳を盗んだのか？二
渡警視の必死の捜査が始まった。上川隆也／
麻木久仁子／伊東四朗／石倉三郎

96

Ｃ－１

金曜エンタテイメント
おばさんデカ
桜乙女の事件帖⑨

おばさんデカの桜乙女は、疑問に思ったことは
とことん追求する粘り強さが持ち味。今回は一
見無関係に見える２つの殺人事件を乙女が解
き明かす。乙女を警察から追い出そうとするお
じさんデカたちとのやり取りも、ますます磨きが
かかり見ものだ。市原悦子／石橋蓮司／布川
敏和 ほか

96

Ｃ－１

FG2001-055

FG2001-056

FG2001-057

FG2001-058
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水曜女と愛とミステリー
四つの終止符

町のスナックで働く幸子は、聴覚障害者の晋
一に弟に接するように優しく接していた。 ある
日、晋一は病気の母親に蜂蜜を買ってきた
が、それを食べた母親が、亡くなる。死因は蜂
蜜に混入していたひ素と判明し、晋一は逮捕さ
れる。 幸子は、同僚のお時と彼の無実を証明
しようとする。真犯人はだれなのか。かたせ梨
乃／高橋かおり／河相我聞／西村和彦ほか

97

Ｃ－１

FG2002-063

山田洋次ドラマ特別企画 サス
ペンス喜劇 瓜二つ

古くから世の中には同じ顔の人間が、二人は
いると言われているが、もし同じ顔の二人が出
会ってしまったら・・・？落ち目の暴力団組長
と、事業に失敗してさまよう中年男性が瓜二つ
だったことから、雪の北海道で繰り広げられ
る、おかしくも悲しい物語。 西田敏行／小澤
征悦／大杉漣／余貴美子／出川哲朗

97

Ｃ－１

FG2002-064

32年前、府中刑務所わきの路上で三億円が現
金輸送車ごと強奪された。この事件を追うルポ
ライターの沢渡は、決定的証拠を手に入れ元
ゴールデン洋画劇場 年末特別 白バイ警官の松田に取材を申し込む。沢渡に
企画 三億円事件-２０世紀最後 は松田がジョーとロクという2人の不良少年を
121
の謎使って事件を起こしたという確信があったの
だ。取材に応じた松田は真相を語るのか？真
犯人は？犯行の動機は？ ビートたけし/永瀬
智也/松田龍平/渡部篤郎 ほか

Ｃ－１

分類番号

FG2001-062

作品名

FG2004-069

金賢姫大韓航空機爆破事件北
朝鮮のシナリオ

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

94

Ｃ－１

FG2004-070

東京のホテルで働く千鶴は、ソウルに単身赴
任中の兄を訪ねる。その夜、兄は変死。警察
は服毒自殺と断定し捜査を打ち切るが、納得
金曜エンタテイメント 日韓合作 できない千鶴は独自に調べ始める。そして他
ドラマスペシャル ソナギ 雨上 殺とにらんで動いていた韓国人刑事のテジン
がりの殺意
と出会う。信じていた兄が、変死の前に部下と
不倫旅行に行っていたと告げられた千鶴は
…。米倉涼子／仲村トオル／石田ゆり子／小
日向文世／松本留美

105

Ｃ－１

FG2004-071

北陸日々新聞社会部記者の秋谷は定年を迎
えたが、彼の記者生命は２０年前に既に終
わっていた。金沢で車が海に転落し、資産家
の白河が死亡した記事が原因だ。同乗してい
た後妻の球磨子は自力で脱出。警察は前科４
犯の球磨子に疑惑を抱くが確証がない。秋谷
は白河が３億円の生命保険に入っていたこと
を知り、保険金と遺産目当ての球磨子の犯行
と確信する。佐藤浩市／余貴美子／江守徹／
中村嘉葎雄／山本學／大沢樹生

93

Ｃ－１

疑惑
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月曜ミステリー劇場 西村京太
郎サスペン十津川警部シリーズ
３４ ブルートレイン寝台特急「あ
さかぜ」殺人事件

東京発下関行きの寝台特急「あさかぜ」と九州
Ｌ特急ソニック７号を途中下車した美女。２つの
列車で起こった殺人事件と、途中下車した美
女との関係は？十津川警部と亀井刑事の名コ
ンビが連続殺人事件の謎に迫る。：出演：渡瀬
恒彦／伊東四朗／山本未来／堤大二郎

96

Ｃ－１

黒澤明ドラマスペシャル第一夜
天国と地獄

大手シューズメーカー、フロンティア・シューズ
の常務・権藤の息子・純が何者かに誘拐され
た。犯人が要求してきた身代金は３億円。しか
し犯人は純ではなく、権藤の運転手・青木の息
子を純と間違って誘拐していた。間違いに気づ
いた犯人だったが、犯人は青木にではなく、権 130分
藤に身代金を支払うよう要求してきた。権藤は
身代金の支払いを拒否するが、青木は進一を
助けて欲しいと泣きながらひざまずく。佐藤浩
市／阿部寛／平田満／妻夫木聡／伊武雅刀
／鈴木京香

Ｂ-3

開局５０周年記念
点と線 第一部

昭和32年４月。福岡の香椎海岸で若い男女
の死体が発見された。男は産業建設省の佐
山。女は料亭の女中・お時。２人は６日前に東
京発特急あさかぜに乗るところを，料亭の常連
客・安田と，女中仲間に目撃されていた。警察
は２人を情死とするが，鳥飼刑事は佐山の遺
留品に疑問を持つ。一方，産業建設省の汚職 118
事件を追っていた三原刑事は，鳥飼とともに上
京し捜査にあたる。そして２人は，安田が目撃
したあさかぜは，１日のうちたった４分間しか見
ることのできないものだったことを知る。 巨
匠・松本清張描くミステリーの金字塔を完全ド
ラマ化。

B-2

開局５０周年記念
平成１９年度
文化庁芸術祭参加
点と線 第二部

安田が佐山とお時殺しの犯人だと確信する
鳥飼は，安田の妻に会いに行き，病弱な彼女
が時刻表を見ることが好きだと知る。三原は安
田のアリバイを崩すために北海道へ行くが，青
函連絡船の乗船名簿も旅館の宿泊人名簿も
安田直筆のものだった。札幌に出張中の安田
には，福岡での殺人はできない。三原たちは，
安田の鉄壁のアリバイを崩すことはできるの
か。ビートたけし／高橋克典／小林稔侍／橋
爪功／内山理名／柳葉敏郎／市原悦子／夏
川結衣／宇津井健／池内淳子

B-2
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