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FC89-027

東京で働きながら定時制高校に通っている
純は、暴走族とつきあって髪を赤く染めてし
ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ北の国から'89 ～帰 まった。仲間の紹介で安く買ったバイクが、実
郷～
は盗難車だったため警察に捕まり、工場もクビ
になってしまった。田中邦衛・吉岡秀隆・中嶋
朋子・緒方直人 ほか

145

Ｃ－１

FC89-034

3年B組金八先生･ｳﾝｺの旅

朝食を食べてこない生徒が気になって、買い
物のついでに寄ってみると、弟と２人でカップ
ラーメンを食べていた。母親が働いているので
これが夕食だという。ショックを受けた金八先
生は、生徒たちの食事と排便の調査を始め
た。武田鉄也 ほか

45

Ｃ－１

FC89-035

金八先生が出張した日、副担任の新人先生
は生徒たちと一緒に給食を食べた。給食を残
3年B組金八先生･新人先生は一
してはいけないと食べ残した生徒に、放課後食
年生
べることを強制する。ひとりの生徒は逃げ帰
り、翌日学校を休んでしまった。

45

Ｃ－１

FC89-036

3年B組金八先生･穴があったら
入りたい

校庭に穴を掘って職員室でしかられた生徒
が、今度は酒に酔ってやってきて、廊下で寝込
んでしまった。酔いがさめてから訳をきくと、勉
強が分からないから穴を掘って消えたいと言
う。

45

Ｃ－１

FC89-037

教室の掃除のことで、生徒たちの中で騒ぎが
3年B組金八先生･金八の掃除戦 起こった。金八先生は「今後は自分が掃除す
争
るから、みんなは掃除をしてはいけない」と宣
言。いかにも楽しそうに掃除を始めた。

45

Ｃ－１

FC89-038

3年B組金八先生･男は心だ!

女子生徒たちは、男子生徒のニキビやスネ
毛を嫌い、男子生徒も髪形を気にしたりと、人
を外見で判断する風潮を、金八先生は苦々しく
思っていた。男は外見より心だ！

45

Ｃ－１

24時間ﾃﾚﾋﾞ長らえしとき

ソーシャルワーカーとして、老人福祉に情熱
を燃やす女性がぶつかる現実。不動産を担保
に在宅サービスなどの福祉が受けられる武蔵
野市福祉公社のソーシャルワーカー加瀬さん
の経験をもとにドラマ化したもの。松坂慶子・根
津甚八・南美江・細川俊之 ほか

75

Ｃ－１

分類番号

FC89-039

作品名

内容

1/FC テレビドラマ
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-019通し番号
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VHS
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VHS

VHS
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FC89-040

24時間ﾃﾚﾋﾞいつかある日

ある日、突然脳こうそくで倒れた母親を巡っ
て、夫や子どもたちの苦悩やとまどい。さらに
息子の婚約者と、倒れた母親との触れ合いを
通じて、ボケ老人問題・家族とは何かを考え
る。大坂志郎・赤木春恵‘渡辺徹・岸本加世子
ほか

75

Ｃ－１

FC89-041

リサイクルの自転車組み立てに生きがいを
感じているパワフルな老人たちの姿を明るく描
く。進みゆく高齢化社会の中で、老人が人間ら
24時間ﾃﾚﾋﾞ縁談･結婚･その先X
しく充実して生きるためにはどうすべきかを考
える。沢口靖子・浜村純・星由里子・森本レオ
ほか

75

Ｃ－１

FC90-052

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ冬陽の道

“昭和への思い”を断ち切れない男が、旅先
で４４年前に別れた女と再会する。激動の時代
を別々に歩んだ２人。昭和に固執した男と、そ
れとは別の生き方をしてきた女。ほんの２日間
の出来事を通して、生きることの意義を見つめ
直すささやかな人間賛歌ドラマ。西村晃・加藤
治子・矢崎滋 ほか

60

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙうさぎの休日

都心の狭い賃貸マンションに、２人の子ども
と暮らす若夫婦。妻は父の遺産を受けた。そ
れと預金を合わせて頭金にすれば、郊外に家
が買えるかもしれない。一家はピクニック気分
でモデルルームを見に行く。だが案内された物
件はどれも高くて手がでない。長淵剛・伊藤
蘭・大滝秀治 ほか

90

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ江戸っ子芸者青春
記

戦前、新橋の花柳界で異色の英語芸者とし
て売れに売れ、戦後は、自由の国アメリカに移
住してニューヨークで今も活躍している江戸っ
子芸者“喜春”の青春記。 喜春は、医者の娘
として生まれながら芸者になりたくて親を口説
き落とし、昭和５年１６歳でお披露目をする。荻
野目慶子・三木のり平・滝田栄 ほか

90

Ｃ－１

向田邦子･新春ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ わ
が母の教えたまいし

昭和１２年、東京・池上。女学校に通ういさ子
は１３歳。外務省の役人だった父は彼女が１歳
のときに他界し、今は母の里子と姉２人の女ば
かり４人家族。父亡き後、女手ひとつで３人の
娘を守り育てた美しい母。その母が娘らに残し
た思い出は・・・。田中裕子・南果歩・加藤治
子・曽根由加 ほか

95

Ｃ－１

分類番号

FC90-053

FC90-054

FC90-055
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2/FC テレビドラマ
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2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS
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水曜ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾛﾏﾝ懲りない女たち

圭子は、一人息子の一郎と姑との３人暮ら
し。亭主は、女ができて６年前に家を出たきり
音さたがない。生活のためにヤモメ男に色気
で迫り、大金をだまし取った。結婚サギで捕
まった圭子は、懲役１年６か月を言い渡されて
刑務所の雑居房に入れられる。浜木綿子・生
田悦子・ダンプ松本 ほか

92

Ｃ－１

FC91-080

暴れん坊将軍･帰ってきた風小
僧

しばらく姿を消していた義賊・風小僧が再び
江戸の街に現れ、商家に押し入って主人を殺
し金を奪った。風小僧は２人組で、盗みはする
が非道はしなかったはずだ。 やがて吉宗は、
銀次と名乗るまとい職人が、昔の風小僧の片
割れだったことを知る。松平健・北島三郎・浅
茅陽子 ほか

45

Ｃ－１

FC91-081

公儀が救民のために開いた“お救い小屋”担
当で、人望のあった同心が何者かに殺され
暴れん坊将軍･吉宗が怒った役 た。吉宗が調べてみると幕府要人の中に公金
人天国
を横領している者がいるらしい。あの同心は、
秘密を知ったために殺されたのか・・・。松平
健・三ツ木清隆・浅茅陽子 ほか

45

Ｃ－１

FC91-082

公儀の鉄砲数十丁を運ぶ一行が、伊賀者に
襲われ鉄砲を奪われた。吉宗は、事件の背後
に天下を狙う尾張の宗春がいるとの噂を耳に
暴れん坊将軍･娘十七はぐれ唄
した。それから５年、宗春は甲府勤番の無頼旗
本のもとに不満分子を集める松平健・中尾彬
ほか

45

Ｃ－１

FC91-083

暴れん坊将軍･お庭番を愛した
女

公儀の鉄砲数十丁を運ぶ一行が、伊賀者に
襲われ鉄砲を奪われた。吉宗は、事件の背後
に天下を狙う尾張の宗春がいるとの噂を耳に
した。それから５年、宗春は甲府勤番の無頼旗
本のもとに不満分子を集める松平健・中尾彬
ほか

45

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙもどり橋

“死人をよみがえらせる”という伝説をもつも
どり橋。その橋の上で、小学生の純は事故で
父を亡くす。母は家出していて、純は一人ぼっ
ちになった。優しく接してくれる先生に淡い恋心
を抱く純は、もどり橋でたくましい青年に変身し
幻想の世界で先生との逢瀬を楽しむ。樋口可
奈子・根津甚八・東てるみ ほか

90

Ｃ－１

分類番号

FC90-061

FC91-084

作品名

3/FC テレビドラマ
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ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ北の海峡

荒れ狂う厳冬の海から、操業を終えて帰港し
た北辰丸の船長・辰造を待っていたのは漁協
からの“減船”の打診だった。 さまざまな問題
を抱えた国境の港町で生活する漁師たちをリ
アルに描く。山崎努・三田和代・松村達雄・清
川虹子 ほか

90

Ｃ－１

FC91-086

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ虹のある部屋

レンズ研磨では名工といわれる榊信吉。彼
は、一見何の変哲もない人生を送っていた。と
ころが、妻の事故死をきっかけに、次々と意外
な事実が明らかになっていく。ただひたすらに
“正しく”生きてきた男の味わう人生の悲劇。緒
方拳・杉浦直樹 ほか

90

Ｃ－１

FC91-087

大手メーカーに勤める日高剛は、定年を目前
にしたある日、子会社への出向を言い渡され
る。気落ちしたその夜、知人に誘われて行った
ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ黄昏の赫いきらめき 居酒屋で“エキストラ”という仕事を知る。日高
は、今まで“会社一筋”だった自分に嫌気がさ
し退職、エキストラの世界に足を踏み入れる。
宇津井健・森光子・真野響子 ほか

90

Ｃ－１

FC91-088

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ ﾄﾞﾗﾏ失われし時を
求めて-ﾋﾛｼﾏの夢-

原爆被爆直後の広島で被災者の救助にあ
たった若い兵士が１２年後、原爆症の恐怖から
記憶を喪失、以後２４年間、河口克巳という名
前以外何もわからぬまま生きてきた。彼と知り
合い一緒に暮らすようになった女は、彼の記憶
を必死に呼び戻そうとして、戦争の残酷な傷跡
をみる。小林稔侍・小林桂樹・樫山文枝・五月
みどり ほか

90

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏ咲くや花嫁

農業を営む父親は５３歳。まだ老け込む年で
はないが５年前長男を事故で亡くして以来、農
業への情熱も失せている。友人の誘いもあり、
いっそ農地を処分して運送屋になろうかと考え
ている。そんな折、次女が兄の友人と結婚して
農業をやりたいと言いだす。田中邦衛・井川比
佐志・山口智子・伊原剛志 ほか

90

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏ島田太郎氏の災難

身の安全しか考えない銀行員が事件の渦中
に・・・。島田は銀行の副支店長。ある日、チン
ピラにからまれている若い女を助けて、マスコ
ミに“美談の主”として大きく報じられた。だが、
彼は自分の秘密を知られはしないかと話が広
がることをおそれて不安な毎日・・・。小林克
也・南果歩・鈴木保奈美 ほか

60

Ｃ－１

分類番号

FC91-085

FC91-089

FC91-090

作品名

4/FC テレビドラマ
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ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号
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VHS

VHS

VHS
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FC91-092

敗戦直後の沖縄では、古い因習として子ども
たちの年期奉公が後を絶たなかった。貧しい
農家の長男ナガーは、家計を助けるため、８年
ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 海の群星(むりぶし)
契約で小島屋に預けられた。沖縄の海を舞台
に、漁師の親方と少年たちの壮大な愛憎ロマ
ン。緒方拳 ほか

90

Ｃ－１

FC91-093

土曜ﾄﾞﾗﾏ恋愛模様 前編

大和田は高齢者を対象にした社会事業とし
て、男女の交際の場を設けている。ある日、清
子という清楚な婦人が事務所を訪れた。夫は
戦死し、息子と母親と３人で、４４年間暮らして
きたが“人生をこのまま終わらせたくない”と入
会を決意したという。初めての懇親会で清子
は、数人の男性に交際を求められた。事務所
へ相談に行き、ちょうど様子を見にきた武内に
誘われ、交際を始める。津島恵子・下条正己・
いかりや長介・長門勇 ほか

60

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ 恋愛模様 後編

清子は、がんで後３か月の命という武内との
結婚を決意。式を挙げたものの、武内の症状
は悪化、清子の献身的な看病も空しく亡くなっ
た。武内の息子たちは、清子を家族と認めず
通夜にも葬式にも出席を断る。大和田の一喝
でその場は収まったが、清子は深く傷ついてい
た。津島恵子・長門勇・佐々木すみ江 ほか

60

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ兄弟(あにおとうと) 前
編

銀行員の立夫は、父親の再婚で家を出され
３２年になる。家には義母と異母弟の健太郎が
いる。昔、立夫は２歳の弟をなぐり、そのため
弟の片耳は難聴になった。 父親の初七日
に、遺言状が開封されたが「土地家屋は義母
に、株券・貯金はすべて健太郎に」というもの
で、立夫には納得がいかない。そこへ陽子とい
う女が現れる。古谷一行・村上弘明・荻野目慶
子 ほか

60

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ兄弟(あにおとうと) 後
編

陽子の見せた千円札をみて、義母はなぜか
ショックを受けて入院する。立夫は陽子のア
パートを訪れ、彼女の母が、自分を初恋の人
だと言っていたと聞かされる。立夫に遠い記憶
がよみがえる。焼け跡時代、陽子の母と遊ん
だことがあった・・・と。 やがて退院した義母
は、陽子に「付き添い看護婦として家にきてほ
しい」と頼む。古谷一行・赤木春恵・荻野目慶
子 ほか

60

Ｃ－１

分類番号

FC91-094

FC91-095

FC91-096

作品名

内容

5/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
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ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号
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VHS

VHS

VHS

VHS
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時間
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FC91-097

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ三婆(さんばば)'91

一代で金融会社を築き上げた男が、愛人の
家で急死。２５年間、自宅を出て愛人と暮らし
ていた夫の遺体を、本妻が自宅へ運ばせる。
そこへ夫の妹がやってきて相続権を主張して
居座る。愛人も乗り込んで、残された豪邸に老
女３人が同居、３者入り交じってのかけひきを
展開。草笛光子・菅井きん・加賀まり子 ほか

145

Ｃ－１

FC91-098

夜の工事現場でフィリピンバーを経営する安
川が殺され、そこの作業員でフィリピン人のホ
セが容疑者として連行された。ホセには安川と
金銭上のトラブルがあったとわかる。ホセは殺
ﾄﾞﾗﾏ特別企画刑事弁護人･望郷 人を認め、ささやかな法律事務所を持つ弁護
士・北村がホセの国選弁護人となる。北村は
事件現場へ行き、そこで同じ作業員の谷から
「あれは事故だ」と聞かされる。若山富三郎・柄
沢次郎・藤岡啄也 ほか

90

Ｃ－１

FC91-100

水曜ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾛﾏﾝ 看護婦物語 ～
小児病棟25時～

由美子は小児病棟の主任看護婦。仕事と家
庭の両立は難しく、離婚して８歳の娘との２人
暮らし。ある日、先輩の一人息子でサッカー少
年の康平が、ひざの痛みを訴えて来院した。
彼は“骨肉しゅ”のため右足の切断が必要と診
断される。由美子は、本人に告知するかどうか
思い悩む。古手川祐子・石黒賢 ほか

92

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏ名古屋嫁入り物語

生粋の名古屋っ子の昭平は、娘・名津のむこ
も名古屋人をと決めていた。しかし、名津の恋
人・隆志は、東山動物園の獣医だが東京者な
ので気に入らない。妻の昌に説得され、しぶし
ぶ結婚を許したが、名古屋流儀で挙式するな
らとの条件をつける。隆志の母が、えらいこと
になると心配したとおり、大仰な名古屋流結納
に度肝をぬかれ花嫁道具の数々にまたびっく
り・・・。かとうかずこ・植木等・山田昌・小西博
之 ほか

95

Ｃ－１

鬼平犯科帳 雲竜剣

徳川幕府は、江戸市中取締りのため火付盗
賊改役という特別警察を設けていた。その長
官、長谷川平蔵、人呼んで“鬼の平蔵”。彼は
半年ほど前から、何度となく同じ夢にうなされ
てきた。大きなからすのような黒い剣客が出て
くる。そんなある日、平蔵配下の同心が続けて
２人殺された。その始末に追われているすきを
ついて、薬種問屋が襲われ、大金が盗まれた
上、一家皆殺しに・・・。中村吉右衛門・多岐川
裕美・露木茂 ほか

97

Ｃ－１

分類番号

FC91-101

FC91-102

作品名

6/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC91-103

江戸の初春。元旦早々“獅子舞切り”が続
発、ついに死者がでた。下手人は逃げたが、
現場に赤い守り袋が落ちていた。そこに、辻占
売りの女がやってきて何か探している様子。女
は青い守り袋を持っていた。赤と青２つ揃えて
時代劇ｽﾍﾟｼｬﾙ艶姿 初春照姫七
役にたつという。その夜、大御所に呼び戻され
変化
た照姫は、赤い守り袋を見せる。袋に入ってい
たのは武田神社の御礼と、あぶり出しの地図。
それは武田信玄の隠し金のありかを記す地図
だった。事件を追って甲府まで沢口靖子・橋爪
淳・原田大二郎・丹波哲郎 ほか

97

Ｃ－１

FC92-104

ﾄﾞﾗﾏ 名古屋嫁入り物語･

警察署長に昇進した桃太郎は、署長の肩書
きがあるうちに一人娘の名美に警察官の婿を
とろうと考えていた。ところが、名美は自分で選
んだ相手・健一を連れてきた。健一は新聞記
者で、しかも実家は東京、両親は江戸っ子気
質。両家の親同士が折り合わず、結婚は絶望
的に・・・。植木等・山田昌・かとうかずこ ほか

95

Ｃ－１

FC92-105

源太郎は、手打ちきしめんの店“名古屋亭”
の主人。娘の那古に婿養子をと焦っている。だ
が那古には、地元球団２軍選手の恋人・辰徳
ﾄﾞﾗﾏこれが最後の名古屋嫁入り がいる。しかも辰徳の父は、源太郎のライバル
物語
で機械打ちきしめんの店を営む“尾張屋”。辰
徳が球団をクビになった。那古は思い切って辰
徳と結婚させてと父に頼むが・・・。植木等・山
田昌・斎藤慶子 ほか

95

Ｃ－１

FC92-106

圭介は、経営する喫茶店に現れた未散という
女性にひかれていく。未散の兄から「未散は１
年前に事故で死んだ恋人が忘れられない」と
季節はずれの海岸物語 '91 冬想 聞かされた圭介は未散に「湘南の海に降る雪
い出は美しすぎて
を見ると辛い事も忘れられる」と言う。「もし週
末に雪が降ったら、圭介さんと朝まで一緒に見
る」と言った未散だったが、翌日から姿をくらま
す。

75

Ｃ－１

FC92-108

パート１、パート２に続く第３弾。 ８年前に、
ワンゲル愛好会の仲間だった６人も、今は仕
事や家庭に、それぞれ忙しい毎日を送ってい
ふぞろいの林檎たち･1.旧友と逢
た。そんなある日、良雄の元へ晴江の亭主か
いますか?
ら電話が入る。すぐ病院へ来いというのだ！？
中井貴一・石原真理子・時任三郎・手塚理美・
柳沢慎吾

45

Ｃ－１

FC92-109

成り金の亭主から逃げたい晴江は、良雄に
助けを求めたが亭主の探索は執勘で、結局連
ふぞろいの林檎たち･2.人は変わ
れ戻されてしまう。 妻とうまくいっていない健
ると思います?
一は、久しぶりに逢った昔の恋人。陽子に魅か
れていくが・・・。

45

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

7/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC92-110

晴江に「愛している」と言われて、すっかり動
揺してしまった良雄。そんな良雄を心配した実
は晴江を訪ね、良雄をそっとしておいて欲しい
ふぞろいの林檎たち･3.昔の方が
と頼むが・・・。 勤めている会社が、健一の会
いいですか?
社に吸収されることになってクサッている実。
そこへ佐竹から、実を部長に迎えたいという話
が持ち込まれる。

45

Ｃ－１

FC92-111

良雄を心配した陽子も晴江を訪ね、良雄を振
ふぞろいの林檎たち･4.大人の実 りまわさないよう忠告する。 部長への転職が
感ありますか?
決まった実は、同じ会社でずっと好意を寄せて
くれていた華江と浮気してしまう。

45

Ｃ－１

FC92-112

ふぞろいの林檎たち･5.ﾁｬﾝｽを
掴みましたか?

晴江への思いを忘れようとするかのように仕
事に打ちこむ良雄。そんな彼のもとに大きな仕
事が持ちこまれる。 部長になった実、そして
新設の病院から引き抜きの声のかかった陽
子。それぞれに人生のチャンスが訪れたかに
見えたが・・・。

45

Ｃ－１

FC92-113

晴江の亭主の防害工作によって、仕事で大
きな打撃を受けてしまう良雄。良雄が疲れ果て
ふぞろいの林檎たち･6.ｷﾂｲ体験
て帰ると、アパートの前に綾子が待っていた。
ありますか?
実に殴る蹴るの暴力を受け、飛び出してきたと
いう。その晩二人は・・・。

45

Ｃ－１

ドラマドラマ
海照らし

民俗学者の佐智彦は、ある日酒場で煮魚に
入っていた金の釣り針が縁で、店員の玖美子
と知り合う。佐智彦は、死んだはずの玖美子の
100
父とそっくりだった。
玖美子の出身地・対馬で起こる、ひと夏の不
思議なできごと・・・。

Ｃ－１

ドラマスペシャル
ラベンダーの風吹く丘

バーで働く涼子の子供で７歳になるケンが、
ある日突然いなくなった。行方不明の息子を捜
している涼子は、高所恐怖症のトビ職のオジさ
んと出会う。そしてケンの居所を知っていると
いうオジさんと涼子の奇妙な２人旅が始まる。
安田成美・イッセー尾形・すまけい ほか

90

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 振り向けば春

少女時代の夢は、父親の失踪と共にはかな
く崩れ、ようやく掴んだはずの幸せな結婚も
ひょんなことから離婚。そんな中で父の死によ
るショックからか、しっかり者の母親が急にボ
ケ始めるなどと、ご難続き。 ところが、帰るは
ずもない父が帰ってくると言い始めた母に付き
合っているうちに、別れた夫の優しさを見直す
機会に恵まれる。ふと振り向けばそこに春
が・・・。いしだあゆみ・加藤治子・小泉今日子
ほか

90

Ｃ－１

分類番号

FC92-131

FC92-133

FC92-134

作品名

内容

8/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC92-137

水曜ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾛﾏﾝ 追悼特別企画
手塚治虫物語

平成元年２月に亡くなった漫画界の巨匠・故
手塚治虫の半生をドラマ形式で描く。 終戦間
もない大阪で、医学生・手塚治虫の描く“新宝
島”が大ヒット。上京した治虫は“ジャングル大
帝”“リボンの騎士”など次々と発表、各誌の編
集者が奪い合う売れっ子になった。古谷一行・
竹下景子 ほか

92

Ｃ－１

FC92-138

ある日福岡から、刑事が冴子の病院を訪ね
てくる。冴子の患者・横田が、３６年前の殺人
事件の犯人なのだという。刑事から当時の状
外科医･有森冴子 ｽﾍﾟｼｬﾙ'91秋
況を聞くうちに、冴子は、死んだ父が真犯人
だったのではないかと思い詰める。三田佳子・
小林桂樹 ほか

95

Ｃ－１

FC92-139

原作者・古越富美恵さんの実話にもとづく『終
の夏かは』をドラマ化したもの。 １２歳の時に
骨腫瘍のために右足を切断。その後、医療
ソーシャルワーカーとして病院に勤務するが、
ｶﾈﾎﾞｳﾋｭｰﾏﾝｽﾍﾟｼｬﾙ終(つい)の
２６歳のある日、胸のしこりに気付き、かつて自
夏かは
分を担当してくれた医師を尋ねるが・・・。 が
んと闘いながら力一杯生きていこうとする作者
の姿を描き感動を呼んだ番組。斎藤由貴・渡
瀬恒彦・平田満 ほか

90

Ｃ－１

FC92-140

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 総合商社

商社マンの北野は、本社の意向を無視した
契約を結んだため閑職に追いやられる。周囲
は転職を勧めるが、彼は復活を目指して新プ
ランを練る。北野と同期の香取は、花形の開
発部部長になり大きなプロジェクトを進めてい
たが、横ヤリが入って窮地に立たされる。渡哲
也・加山雄三・高橋恵子 ほか

117

Ｃ－１

FC92-141

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 塀の中の懲りない
面々

直也は、塀の中で小説家を目指している。塀
の中には小説の題材になるユニークな人物が
たくさんいる。その中の一人“ドク”の様子が最
近どうもおかしい。ドクの母親が病気らしいの
だが、彼は、満期まであと２年。直也たちは、
何とかしてやりたいと考えるが・・・。渡瀬恒彦・
小林亜星・ガッツ石松 ほか

92

Ｃ－１

FC92-149

宮崎の元士族の息子・樋村雄吾と、義理の
妹・季乃は、互いにほのかな恋心を抱いてい
松本清張 作家生活40年記念西 た。しかし、雄吾は西南戦争に参加し、２人は
郷札(さつ)
別れ別れになってしまう。戦後２入が再会した
とき、季乃は高級官僚の妻となっていた・・・。
緒方直人・仙道敦子・風間杜夫 ほか

130

Ｃ－１

分類番号

作品名

9/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

FC92-150

FC92-151

FC92-152

FC92-153

FC92-154

FC92-155

FC92-156

FC92-157

時間
（分）

利用
区分

財政界に大きな影響力を持つ有富コンツェル
ン。有富家は女系で閨閥を築いてきた。その
中で、長男・要一の後妻・槙子は、元看護婦で
松本清張 作家生活40年記念閏
有富家では地味な存在だった。ところが、要一 140
閥
が事故で急死し、槙子は後継者争いに巻き込
まれる。大原麗子・若山富三郎・高峰三枝子
ほか

Ｃ－１

作品名

内容

とんぼ1 “ｱﾆｷが帰ってきた街"

２年ぶりに刑務所から出所してきた八田組の
若頭・英二。自分をだました組長への復しゅう
を誓う彼を迎えたのは、妹のあずさ、舎弟の常
吉、そして波子との出会いだった・・・。長渕剛・
秋吉久美子・仙道敦子 ほか

73

Ｃ－１

とんぼ2“いつかの少年"

英二は、常吉を使いに出して波子を食事に
誘う。ところが、返事は「男なら本人が来るもん
じゃないかしら」だった。そこで自ら波子の店に
足を運ぶ。

45

Ｃ－１

とんぼ3 “ふたりの始まり"

英二に秘密で付き合っていた、あずさと常吉
だったが、ついにそれが英二にバレてしまう。
一方、初めは英二に反感をもっていた波子だ
が、いつしか強く英二にひかれ始めている自
分に気付き、とまどうのだった。

45

Ｃ－１

とんぼ4 “東京のﾊﾞｶﾔﾛｰ!"

八田組長は、ことごとく自分に反発する英二
を始末しようと、組員を差し向ける。 あずさ
とのことがバレて、英二に縁を切られた常吉
は、指をつめて詫びようと思い詰めていた。

45

Ｃ－１

とんぼ5 “遠い記憶"

常吉の母親が病気治療のために田舎から上
京してきた。ところが「空いているベッドがない」
と入院を断られてしまう。それを聞いた英二
は、常吉を連れて病院へむかったが・・・。

45

Ｃ－１

とんぼ6 “闇の中の光"

組長との争いがエスカレートする中、英二の
身を気遣う波子。しかし英二は「お前には関係
ない」と波子を突き放す。すると波子は、自分
が英二の子を妊娠していることを告げる。

45

Ｃ－１

とんぼ7 “明日なき道へ"

常吉は、英二の命令で足を洗い堅気になる。
波子の経過も順調で、英二の周りは平穏に見
えた。だが、八田組長によって友達の鉄は殺さ
れ、常吉も半殺しの目に・・・。

45

Ｃ－１

10/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

とんぼ最終回 “海を見た日に"

常吉は、何とか命は取り止めたものの、右足
の不自由な体になってしまう。 組長と決着を
つけることにした英二は、あずさを連れて海を
見に行くのだった。

45

Ｃ－１

FC92-163

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 白旗の少女

太平洋戦争末期、日本最大の激戦地となっ
た沖縄本島の南部で、わずか７歳の少女・富
子が、たった１人で戦場をさまよい、偶然めぐり
120
会った老夫婦の献身で、白旗を持って１人でア
メリカ軍に投降するまでの感動のドラマ。若山
富三郎・中村嘉葎雄・工藤夕貴 ほか

Ｃ－１

FC92-164

詩人・中原中也と、新進作家の佐古瑛介。天
才と自称する中也の天衣無縫さに振り回され
ながらも、瑛介は中也にひかれ、２人は厚い友
ﾛﾏﾝの果て･汚れっちまった悲し 情で結ばれていた。 瑛介が中也の愛人・須
みに
奈子を奪っても、その友情は変わらなかった
が、瑛介が須奈子を捨てて他の女と結婚した
とき、２人の友情は決裂する。三上博・古尾谷
雅人・樋ロ可南子 ほか

120

Ｃ－１

FC93-114

陽子は、誘われていた弘前の病院への転職
を決めた。今までの生活を全部捨て、心機一
ふぞろいの林檎たち･第7回 遠く 転、頑張るつもりだ。 一方離婚を決めた健一
へいく人いませんか?
は、強がってはいるが動揺を隠せない。健一
が離婚を決めた翌日、陽子の送別会が開かれ
た。

47

Ｃ－１

FC93-115

佐竹に声をかけられて部長になった実だった
が、佐竹の社長解任で会社を辞めざるを得な
くなる。綾子には言い出せず、寂しさから華江
ふぞろいの林檎たち･第8回 この
の所に足を運んでしまう。 実の様子がおかし
頃泣くことありますか?
いことに気づいた綾子は、自分と良雄のことを
気づかれたのかと思い、実に打ち明けようとす
る。

47

Ｃ－１

FC93-116

良雄、実、健一の３人は、晴江を開放しようと
晴江の亭主に抗議をする。しかし、彼の卑劣な
手段に、一言も言えないまま舞い戻る。 健一
ふぞろいの林檎たち･第9回 いく
は、部長から「働くだけの人生なんてつまらん」
つの人生見ましたか?
と旅行を勧められ、思い立って陽子のいる弘
前の病院を訪れるが、そこには人の気配は全
くなかった。

47

Ｃ－１

分類番号

FC92-158

作品名

11/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC93-117

弘前の病院開業は、上層部の不正事件のあ
おりを食い、つまずいていた。強がっていても
ふぞろいの林檎たち･第10回 季 心細い陽子。東京に戻って来いと勧める健一。
節を忘れていませんか?
２人は北の町の酒場で静かに語り合う。 良雄
は晴江との今のような関係にピリオドを打とう
と、晴江に別れを告げる。

47

Ｃ－１

FC93-118

晴江は、今までの生活を全て捨てる決心をし
たという。「何年でも待つ」という良雄にも、行き
ふぞろいの林檎たち･最終回 出 先を告げないまま発った。 陽子が、東京の病
直す元気がありますか?
院で就職するために戻ってきた。行方不明だっ
た本田も妻のもとに帰ってきた。実の店で、久
しぶりに全員の顔がそろった。

47

Ｃ－１

FC93-175

世にも奇妙な物語 春の特別編

“偶然やろ” 明石屋さんま ほか サラリー
マンの満夫は、自分に念力があることに気づ
く。ささいな事から妻とケンカをし、「女房なん
か死んでしまえばいい」と思ったのがいけな
かった。二人は・・・。“朝まで生殺人”名取裕
子・渡辺えり子ほか 脚本家の朝子は、新しい
ドラマの殺しの場面が書けなくて悩んでいる。
そこへやってきたアシスタントの正子は、以前
朝子の脚本の明石家さんま ほか

96

Ｃ－１

FC93-176

世にも奇妙な物語 秋の特別編

“開かずの踏切” 石田純一 ほか 田舎の
道をバイクで走っていると踏切があった。だ
が、渡ったはずの踏切が何度も現れる。警報
機は鳴り続けているが、電車は来ない。そこへ
現れた人々が「渡れるものなら渡って」と言う
のだが。 “ニュースおじさん” 大竹しのぶ ほ
か 主婦のむつみは、テレビの事件中継現場
の画面にいつも映っている中年男に気づい
た。ニュース石田純一 ほか

96

Ｃ－１

FC93-177

昭和の大泥棒と呼ばれた妻木松吉は、昭和
４年に逮捕されるまでに５８件の強盗を成功さ
せたが、被害者に対して長々と説教するという
奇妙な癖を持っていた。捕まってからは刑務所
実録犯罪史ｼﾘｰｽﾞ昭和の説教強
内で収容者の“代表さん”をつとめる人気が
盗
あった。 松吉が押し入ったため尼になった男
爵家の令嬢との文通は続き、出所後おわびに
行ったという。片岡鶴太郎・かとうかずこ・つみ
きみほ ほか

95

Ｃ－１

FC93-178

ちかく検事になる修習生・小野木が、劇場で
偶然知り合った美しい女性・頼子。２人の間は
急速に進むが、連絡はいつも頼子からだった。
身の上も住所も明かさない頼子に引かれなが
松本清張 作家活動40年記念波
らも、小野木は暗い予感をぬぐい切れない。
の塔
２人の仲は、やがて頼子の夫の知るところとな
る。そして小野木が検事として担当した汚職事
件の被告の妻が頼子だった。池上季実子・神
田正輝 ほか

105

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

12/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

北の国から'95巣立ち 前編

五郎は、旭川の看護学校を卒業して看護婦
になった蛍が富良野に戻って来る日を心待ち
にしていた。しかし、蛍は恋人の勇次から札幌
の伯父の病院で働くことを勧められ、五郎の気
持ちを知りながらも札幌へ行くことを決心す
る。 純の東京での生活も２年がたち、タマコと
いう女友達もできた。同じ地方出身ということ
から何となく気の合う２人。 ところがある日、
純はタマコから重大な告白を受ける。田中邦
衛・吉岡秀隆・中嶋朋子・竹下景子 ほか

119

Ｃ－１

FC93-180

北の国から'95巣立ち 後編

妊娠という思わぬ事態になすすべもない純
は、タマコを預かっている伯父から「どう責任を
とるか」とつめ寄られた。事情を知らされた五
郎は上京し、純と共に謝った。そして家を建て
るために３年もかけて製材した丸太を売り慰謝
料に当てた。 丸太のかわりに石で家をつくり
始めた五郎は、正月に帰る純と蛍を石ぶろて
迎えようと張り切る。しかし、思わぬ事故が五
郎を襲った。

149

Ｃ－１

FC93-181

熱気球を趣味とする青年・利夫と仲間たち
は、聴覚に障害をもつ綾子と知り合った。 あ
る日、ちょっとしたミスで綾子１人を乗せたま
第2回NTT薫風ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ風の
ま、熱気球が大空を上昇してしまった。 利夫
仲間たち
たちは、何とか無事に着陸させようと必死にが
んばった。加勢大周・財前直美・橋爪功・小西
博之 ほか

91

Ｃ－１

FC93-182

“ちゃんめろ”とは“ふきのとう”のこと。東京
からちゃんめろの咲く山里に移り住み、初めは
ｶﾈﾎﾞｳﾋｭｰﾏﾝｽﾍﾟｼｬﾙちゃんめろ とまどっていた主婦が、自然や地元の人々や
の山里で
動物とのふれあいの中で、しだいに人間らしい
生き方とは何かを見い出して行く姿を描く。市
原悦子・菅原文太・柳生博・風間トオル ほか

93

Ｃ－１

FC93-183

はぐれ刑事純情派ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾜｲ
女3人卒業旅行

新宿で、建設会社に勤める西川という男が殺
された。西川には社長令嬢・千里との結婚話
があったが、千里には、西川の部下で、ハワイ
支社のスティーブという恋人がいる。 ハワイ
のリゾート開発をめぐり、争っていたライバル
会社の村尾が西川殺しの容疑者として浮かぶ
が、殺害現場にいた千里のおば・洋子が目撃
される。ハワイに帰った洋子を追って安浦たち
もハワイへ飛ぶ。ところが、ハワイでは容疑者
の村尾が他殺体で発見藤田まこと・真野あず
さ・渡辺美佐子 ほか

93

Ｃ－１

FC93-185

冴子は、高校時代のあこがれの先輩・佐久
男に出会う。ある日、佐久男の婚約者・里子が
外科医･有森冴子･ｽﾍﾟｼｬﾙ '92い 冴子の病院へ検査に来た。結果は進行した肺
のちの時間
ガン。手術で助かるごくわずかな可能性にかけ
るか、延命治療を行うか、佐久男は悩む。三田
佳子・高嶋政宏・岩城滉一 ほか

93

Ｃ－１

分類番号

FC93-179

作品名

13/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC93-186

気楽な一人暮らしをしている霞のもとに、ホ
ステス仲間だった瑞江が娘の真琴を連れて現
れ「真琴は霞の子よ」と言い出した。言い争い
ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ天国に一番近いﾏﾏ の最中、２人は事故に巻き込まれ死んでしまっ
た。霞は真琴の面倒をみることを条件に死後
の世界から生き返った。浅野ゆう子・鹿賀丈
史・風間トオル ほか

97

Ｃ－１

FC93-187

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ ｴｯｾｲﾄﾞﾗﾏ家族

精神科医・大原の妻が、小腸の悪性腫瘍の
手術後再発し、全身転移で亡くなった。全くの
手遅れだった。 告知についても同じ医師であ
る息子と意見が分かれた。あと半年の命と宣
告された妻、医師である夫と息子。お互いの気
持を思いやり、不治の病と闘う家族の姿を描
く。児玉清・長山藍子・米山望文 ほか

100

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ父の椅子

菊子は看護婦をしながら女手ひとつで２人の
子供を育てている。ある日突然、２５年前に行
方不明になった父が現れた。いつしか家族の
一員となった父が、「自分の座る場所は自分で
作らないと」と言っていすを作り始める。菊子の
父に対する気持も和らいだ。檀ふみ・小林桂
樹・磯部勉 ほか

90

Ｃ－１

ﾄﾞﾗﾏ乳の虎･良寛ひとり遊び

“たとえ乳虎の群れに入るとも名利の道を踏
むことなかれ”出雲崎の大名主の長男として生
まれた良寛が、家を捨て、出家し、長岡藩主の
誘いも断り、なぜ乞食僧としての生き方を選ん
だのか描く。桂枝雀・樋口可南子・高橋長英
ほか

120

Ｃ－１

FC93-190

派閥人事

大手、中央銀行で、異例の人事が行われ、
杉原が頭取となった。銀行が抱える難問を押し
つけ、用が済んだら切り捨てるという根本会長
派の陰謀だったが、杉原はそれに気づく。逆に
徹底的に会長派をたたくため、渋谷支店長の
中島をいきなり人事部長に抜てきし、反対派を
一掃していく。渡瀬恒彦・小林桂樹・麻生祐未・
加藤治子 ほか

96

Ｃ－１

FC93-191

ファッションモデルの洋子は、母親のしず子と
二人暮らし。洋子に一目ぼれしたバツイチの小
沢が誘っても素っ気ない。 そんな洋子に、し
ず子は「一生一人では寂しいよ」と見合い話を
東芝日曜劇場一人ぽっちは怖い
持ち出す。 ある日、風邪をひいた洋子のとこ
ろへ見舞いに来た小沢の息子を、一目で気に
入ったしず子は・・・。賀来千香子・山岡久乃・
内藤剛志 ほか

47

Ｃ－１

分類番号

FC93-188

FC93-189

作品名

内容

14/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC93-192

ﾄﾞﾗﾏ特別企画説得

交通事故で重傷を負った少年が病院に運ば
れてくる。かなりの出血があり、輸血をしてから
手術を始めることになったが、知らせを受けて
到着した両親は、宗教上の理由で輸血を拒否
する。 実際に起きた出来事をもとに制作され
たドラマで、原作は大泉実成「説得・エホバの
証人と輸血拒否事件」（現代書館）。ビートたけ
し・大谷直子・森本レオ ほか

93

Ｃ－１

FC93-193

火事で切り放しになった囚人の中に、金貸し
の源兵衛殺しの汚名を晴らそうとする島田順
之助がいた。 島田のために働く茶屋女のお
名奉行遠山の金さん無実の罪に
雪。そのお雪に目をつけた旗本の次男坊・水
泣く女
野こそ、殺しの真犯人なのだ。切り放しの刻限
は三日。暮れ六つの刻限がせまる。松方弘
樹・杉田かおる・池上季実子 ほか

46

Ｃ－１

FC93-198

小石川養生所がつけ火された。犯人を見た
伝兵衛だが、そこひを患っていて人相まではわ
からなかった。伝兵衛の娘・おみよは、そこひ
暴れん坊将軍･狙われた氷の美
の手術の人体実験を申し出て、氷で仮死状態
女
になった。町医者の長庵は、手術の成功を妨
害しようとする。松平健・市川翔子・鷲生功 ほ
か

45

Ｃ－１

FC93-199

暴れん坊将軍･尼さんやくざが
突っ走る!

我が子に会いたい一心で、ろうを脱出したや
くざのおまさとお力が盗んだ財布には、勘定奉
行直筆の念書が入っていた。そうとは知らず、
尼僧に化けた二人は、人助けをしたことから美
談の主にされてしまう。やがて二人の前に追っ
手が現れる。松平健・横内正・浅茅陽子 ほか

45

Ｃ－１

FC93-200

辰五郎の家で吉宗が紹介された小間物屋の
清吉は、左腕にけがをしていた。１か月前の品
川の火事で大やけどをしたというが、本島は島
暴れん坊将軍･盗賊は炎の中に
帰りなのだ。生まれ変わろうとする清吉。だ
消えた
が、公金横領の一味が恋人のおまきを人質に
し、清吉を悪の道に引き戻す。松平健・南条弘
二・弥生みつき ほか

45

Ｃ－１

FC93-201

吉宗は、め組の者と一緒に浮舟太夫一座の
芝居を見物する。出し物は、“御用金横領のぬ
れぎぬを着せられ切腹した与力の遺児が、白
暴れん坊将軍･助っと新さんお役
頭巾で敵討ちをする”というものだった。数日
者仁義!
後、改役の南条が白頭巾に殺された。１８年前
の御用金隠匿事件とかかわりがあるらしい。
松平健・蜷川有紀・中村靖之助 ほか

45

Ｃ－１

分類番号

作品名

15/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC93-202

暴れん坊将軍･哀れ女の船唄!

堀丹後守は、家中の者が、アヘンを用いての
刃傷ざたを起こした責務により、閉門を言い渡
された。南と北の町奉行がアヘン探索に乗り
出した。丹後守の屋敷を、毎日おしのという女
がうろついているという。その頃吉宗は、伝馬
町役人・浅井に目星をつけ接触する。松平健・
日下由美・北島三郎 ほか

45

Ｃ－１

FC94-207

小倉に住む耕造は、母と２人暮らし。読書家
で勉強家だが、足が不自由で、なかなか仕事
が続かない。 そんなある日、友人の江南が、
白川病院長の蔵書の整理という仕事を紹介し
松本清張一周忌特別企画或る｢
てくれた。 本を整理していくうちに、耕造は、
小倉日記｣伝
森鴎外の小倉在住当時の日記が欠けているこ
とに気づく。耕造は、鴎外の３年間の空白を調
べようと決意する。松坂慶子・筒井道隆・蟹江
敬三 ほか

94

Ｃ－１

FC94-208

月曜ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ定年､ 長い 余
白

妻を亡くした良介は気ままな一人暮らしをし
ている。 父親の法事の帰りに家出娘の真弓
と出会った良介は、行き場のない真弓を家に
置くことになった。 久し振りに家族ができたよ
うでウキウキしている良介に、今度は、かつて
の同僚が見合い話を持ってきた。小林桂樹・小
川範子 ほか

93

Ｃ－１

誰にも言えない 総集編 ･

デパートに勤める加奈子は、若手弁護士・麻
利夫と出会う。急速にひかれ合う２人。しかし、
ある日、加奈子は、麻利夫から一方的に別れ
を告げられる。麻利夫の子を中絶した加奈子
は、数年後、伸吾と結婚。 新婚生活を楽しむ
加奈子の隣家に、出版社社長の娘・美雪と結
婚した麻利夫が越してくる。賀来千香子・佐野
史郎・野際陽子 ほか

97

Ｃ－１

FC94-210

誰にも言えない 総集編 ･

加奈子に、しつこく復縁を迫る麻利夫。森の
中で、２人が抱きあっているのを目撃した美雪
は、麻利夫が今でも加奈子を愛しているのを
知る。 加奈子への思いを抑えられない麻利
夫は、異常な行動が目立つようになり、ついに
は、加奈子を自宅に監禁してしまう。

97

Ｃ－１

FC94-211

関東電鉄技術部長の立石は、会社が資本参
加した、北海道納布加野敷市の遊園地、チロ
リアン・ワールドの責任者に任命された。 妻・
志津江は、昔、立石が飛び込み自殺から救っ
土曜ﾄﾞﾗﾏﾁﾛﾙの挽歌 前編 再会
た菊川と駆け落ちし、消息不明。立石は、娘・
亜紀を志津江の父親に頼み、一人北海道へ。
しかし、そこで立石は、偶然にも志津江たちと
再会する。高倉健・大原麗子・杉浦直樹 ほか

90

Ｃ－１

分類番号

FC94-209

作品名

16/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC94-212

立石と人妻のうわさを聞いた志津江の父親
は、北海道へ飛んでくるが、人妻の正体が志
津江だと知り、志津江にメモを残し東京へ帰
土曜ﾄﾞﾗﾏﾁﾛﾙの挽歌 後編 旅立 る。 メモを見た志津江は、立石が父親を利用
ち
し連れ戻そうとしたと誤解し怒る。また、菊川も
立石の部屋に訪れ、東京に帰るように言う。
立石は、志津江の意志を尊重すると言い、とう
とう３人で決着をつけることとなる。

90

Ｃ－１

FC94-217

古ぼけた安アパートに中年男が越してきた。
名前は中井治郎。 隣室には登校拒否の高校
土曜ﾄﾞﾗﾏ 春の一族 第一回五人
生、二階には女子大生二人と総菜屋で働く泰
の夜まで
代がいるが、治郎があいさつに行っても皆そっ
けない。緒形拳・十朱幸代・国生さゆり ほか

90

Ｃ－１

FC94-218

泰代は、政治家の夫との離婚を望んでいる。
土曜ﾄﾞﾗﾏ 春の一族 第二回声を 選挙の応援を秘書が頼みに来ても泰代は帰ろ
かける日
うとしない。そんな泰代の気持を治郎が勝手に
電話で伝えたためにひともめ起こる。

90

Ｃ－１

FC94-219

治郎は、かつての部下の仲介で二年ぶりに
土曜ﾄﾞﾗﾏ 春の一族 第三回窓を 家に帰るが、自立した妻や息子と心が通じず
あければ
アパートへ戻る。そこへ登校拒否の智樹を痴
漢ではないかと疑い警官が来た。

90

Ｃ－１

99

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

FC94-220

土曜ﾄﾞﾗﾏ 大草原に蘇る日第一
話 戦火の少女

高娃は日本名・繁子。終戦の年、旧満州でソ
連軍の侵攻を受け家族を失い、８歳で孤児と
なったが、崔家の長男・二宝に救われる。
チャオチャオと名付けられた繁子は、崔家で大
切に育てられた。林寧林・河原崎長一郎 ほか

FC94-221

土曜ﾄﾞﾗﾏ 大草原に蘇る日第二
話 大草原の教師

内モンゴルの師範学校を卒業した高娃は、
大草原のへき地に小学校を開校し、同じ志の
大風と結婚した。 それを知った二宝は絶望
し、酔って殺人を犯し、収監される。

99

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ 大草原に蘇る日第三
話 人の愛･地の愛

繁子の兄・秀男は、訪中し家族の消息を知る
男に会った。繁子だけは生きていたのだ。 文
化革命の荒波が去り、教師として働く繁子の元
に兄からの手紙が届いた。兄の待つ広島へ息
子と向かった繁子。でも、広島の生活は・・・。

99

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ がんばらんば平成の
島原大変

平成２年秋．雲仙普賢岳が噴火した。この噴
火で避難勧告を受けた老夫婦を主人公に、今
は独立した子供たちとの関わり合いを通して、
家族のきずなを描く。多々良純・山田昌・イッ
セー尾形 ほか

100

Ｃ－１

FC94-222

FC94-223

17/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC94-224

開局40周年記念西 遊 記

中国の長編怪奇小説で四大奇書の一つとい
われる『西遊記』を特殊メイクやＣＧ・ＳＦＸを用
い現代的な映像で描く。宮沢りえ・本木雅弘
ほか

147

Ｃ－１

FC94-225

北山杉の枝じめ作業中の竜介が墜落死し
た。竜介は大川商店の次男で、大川家は野村
火曜ｻｽﾍﾟﾝｽ京都氷室殺人街道 家と北山杉の生産をめぐり対立していた。 京
都支局の新聞記者・旦子は、事件の背景につ
いて取材を始める。坂口良子・若林豪 ほか

94

Ｃ－１

FC94-226

直子は平成４年、同僚の藤田（フヒタ）と結婚
した。新婚旅行中も幸せをかみしめる２人。 と
ｶﾈﾎﾞｳﾋｭｰﾏﾝｽﾍﾟｼｬﾙばいばいﾌ
ころが旅行中、フヒタは体の不調をおぼえる。
ﾋﾀ
帰国後彼は、自律神経失調症と診断される
が・・・。富田靖子・布施博 ほか

95

Ｃ－１

FC94-227

第二次大戦下のヨーロッパ、リトアニアにある
日本領事館に日本国の通過ビザの発行を求
め、ユダヤ人が押し寄せた。ナチスドイツの迫
害を逃れアメリカなどに亡命するためには何と
金曜ﾄﾞﾗﾏｼｱﾀｰ特別企画命 のﾋﾟ
してもビザが必要なのだ。 しかし、当時の日
117
ｻﾞ
本はドイツと三国同盟を結んでいたのでビザ
の発行は許可されない。そんな中、領事代理
の杉原はビザの発行に踏み切る。加藤剛・秋
吉久美子・紺野美沙子 ほか

Ｃ－１

分類番号

作品名

FC94-228

金曜ﾄﾞﾗﾏｼｱﾀｰ秋 の 駅

駅のキヨスクで働いている美代子は、バツイ
チで子連れ。彼女に思いを寄せる三人の男
性・駅員の宗形、農家の良雄、警官の砂子田
から求婚され、心は揺れるが素直になれない。
田中好子・布施博 ほか

94

Ｃ－１

FC94-229

看護婦の妙子は、わがままな義母・綾に手を
焼きながらも主任看護婦として精一杯働いて
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ腕まくり看護婦物
いる。 ある日、女医・あゆみの患者が急死し、
語･
逆恨みした患者の息子があゆみをナイフで
襲った。泉ピン子・中村あずさ ほか

94

Ｃ－１

FC94-230

５年生担任の圭子は教育熱心で、毎日生徒
の日記に目を通していた。 ある日、机の上に
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ女教師 沢 木 圭 置いた生徒の日記がなくなり、その夜、生徒が
子
自殺してしまった。圭子は日記に自殺の原因
が記されているのではと気づく。沢口靖子・別
所哲也 ほか

95

Ｃ－１

FC94-231

ハバロフスク郊外の収容所では、元兵士たち
が寒さと飢えと重労働で、次々と死亡していっ
た。 そんな状況の中、ひそかに句会を始め仲
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ終戦48年特別企
間を励ましていた山本も死亡してしまう。山本
画 収容所から来た遺書
が、家族に残していた遺書は友人に託された
のだが・・・。寺尾聰・いしだあゆみ・石橋蓮司
ほか

118

Ｃ－１

18/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

分類番号

作品名

内容

時間
（分）

利用
区分

94

Ｃ－１

FC94-232

・ろくろ首 旅の僧・回竜は、山中で山賊に襲わ
れた月乃を救い、連れが待つという木こり小屋
へ送っていった。深夜、ふと目を覚ました回竜
が、月乃の部屋をのぞくと、布団の中の月乃
の体には、首がついていなかった。 柳葉敏
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ怪談KWAIDAN ･
郎・夏川結衣 ・長良屋お園の怪 呉服問屋、
長良屋の主人・宇平は、使用人・おもよに妻・
お園を毒殺させる。 お園は、わが子の太平が
心残りで、毎夜、太平のもと柳葉敏郎・夏川結
衣 ほか

FC94-233

金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ美 味 し ん ぼ

東西新聞社社員の山岡とゆう子は、社の創
立百周年記念事業「究極のメニュー」の担当に
任命された。 一度は断った山岡だったが、味
覚の確かさと食材選別の目は、究極のメ
ニューづくりに大きく役立つ。唐沢寿明・石田ゆ
り子・原田芳雄 ほか

95

Ｃ－１

FC94-234

淡路島にやってきた新任教師・駒子は、生徒
たちと野球チームを作った。 一方、隣町との
日産60周年記念ｽﾍﾟｼｬﾙ瀬戸内 子供同士のケンカがエスカレート、漁港で働く
少年野球団
正夫は、昔ピッチャーだったこともあり、子供た
ちに野球で勝負させようとする。鈴木保奈美・
吉田栄作・鹿賀丈史 ほか

105

Ｃ－１

FC94-239

裸 の 大 将ｲﾙｶに乗った清･高
野山編

お墓でお供え物を食べようとしていた清は、
墓石研究家と知り合いになり、その縁で、ある
寺に住み込みで働くようになる。 その寺で
は、住職が１人娘に婿養子を迎え、寺を継が
せようと考えていた。だが、娘には好きな人が
いた。芦屋雁之助・杉本彩 ほか

47

Ｃ－１

FC94-240

本州最北端の町・大間に着いた清は、突然
『生き神様』と呼ばれ丁重なもてなしを受け、お
裸 の 大 将生き神様になった清･ まけに美人のお世話係まで付けられる。 しか
青森編
し、世話係になった奈津子には何か悩みがあ
るらしい。心優しい清は、何とか力になろうとす
る。芦屋雁之助・吉川十和子 ほか

47

Ｃ－１

FC94-241

清は、鹿児島県の出水市を訪れた。出水市
は、鶴の飛来地として有名なところ。そこで清
は、千鶴子と知り合い、彼女の家に世話にな
裸の大将 清のお化け大作戦鹿 る。 そこへ突然、千鶴子の兄・信一が、１０年
児島･出水編
ぶりに東京から帰って来た。信一の会社の社
長・田所が、鶴の保護施設を造り、町の活性化
を図るというのだ。芦屋雁之助・中村あずさ・阿
部寛 ほか

72

Ｃ－１

子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS
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さすらい刑事旅情編ｽﾍﾟｼｬﾙｽｲ
ｽ･ｱﾙﾌﾟｽ愛と殺意の旅

香取刑事は、スリの盗品の中に友人の妻・麻
子の免許証を見つける。 その友人は３年前、
３億円強奪事件で取調べを受け容疑は晴れた
が、その後、行方か分からなくなっていた。宇
津井健・三浦洋一 ほか

92

Ｃ－１

日本名作ﾄﾞﾗﾏに ご り え

新開地の「菊の井」一番の売れっ子・お力。
お力に入れあげて財産を失い、女房の内職で
暮らしていた源七は、女房に家出され、お力を
訪ねるが相手にもされない。お力は金持ちで
紳士の結城にひかれていた。 お力の行く末
は・・・。田中裕子・柄本明・細川俊之 ほか

95

Ｃ－１

日本名作ﾄﾞﾗﾏ智 恵 子 抄

高村光太郎は、画家を志す智恵子と出会
い、両親の反対を押し切り同せいするが生活
は苦しい。 夫・創作・実家の倒産に悩む智恵
子は、体だけでなく、精神もむしばまれ始め
る。看病しながら智恵子を題材に詩をつづる光
太郎。南果歩・滝田栄・渡辺美佐子・すまけい
ほか

96

Ｃ－１

銭形平次ひょうたん供養

向島で楽隠居していた佐兵衛が自分の屋敷
内で何者かに殺された。屋敷には、かつて金
物問屋をしていたころの使用人・駒三郎・元
吉、それに俳句仲間の正庵がいた。 平次は、
この４人が数年前の御用金強奪一味だったこ
とを突き止める。北大路欣也・真野あずさ ほ
か

46

Ｃ－１

銭形平次四人の容疑者

引退した目明かしの小市が２度も命を狙われ
る。 平次は、小市が現役時代に扱った御用
金強奪事件の一味がかかわっていることを知
るが、犯人は意外な人物だった。北大路欣也・
高津住男 ほか

46

Ｃ－１

FC94-248

銭形平次赤い櫛

見返り太夫と名乗るお高祖頭巾の女に目明
かしが次々と襲われた。軽業師のように身の
軽い女は、目明かしをほんろうし、十手を奪う
と姿を消した。 平次は、万七が女の正体を
知っていることに気づくが・・・。北大路欣也・伊
東四朗 ほか

46

Ｃ－１

FC94-249

主水之介は、見合いを勧められ料亭に向い、
そこで琉球の舞姫・麗花と顔を合わせた。どこ
となく様子のおかしい麗花は、老中・大久保か
らの迎えで急に出ていってしまった。気になっ
時代激ｽﾍﾟｼｬﾙご存知! 旗本退屈
た主水は、見合いをすっぽかし後をつけ、大久
男
保家に潜入。土蔵に閉じ込められた琉球の
人々を見つける。 主水は、麗花を救出し、かく
まうが・・・。北大路欣也・堺正章・古村比呂 ほ
か

95

Ｃ－１

分類番号

FC94-243

FC94-244

FC94-245

FC94-246

FC94-247

作品名

20/FC テレビドラマ
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FC94-250

江戸にニセ小判が出回る。奉行・大岡が下手
人として目をつけていた小暮藩の医者が何者
かに殺された。新之助（吉宗）は、め組を使い
探索し、小暮藩・軍太夫がニセ金の大元締だと
暴れん坊将軍ｽﾍﾟｼｬﾙ大雪原の
突き止めた。 新之助は、軍太夫をつけるが、
血煙り･吉宗を愛した復讐鬼
途中お高祖頭巾の女が現れ、軍太夫を殺害。
女は、ニセ小判とは別問題で殺人を繰り返して
いた。松平健・北島三郎・浅茅陽子・横内正
ほか

95

Ｃ－１

FC94-254

土曜ﾄﾞﾗﾏ否 認 前編

環境整備開発工事をめぐり贈収賄事件が発
覚し、贈賄側の首謀者・高野営業部長が逮捕
される。 検察は社長が主犯とみて追及するが
高野は否認。弁護士の曽根は、執行猶予にす
るには社長関与を認めるしかないと主張する。
中井貴一・別所哲也・近藤正臣 ほか

74

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ否 認 後編

検察の必死の再調査で、会社の経理に疑惑
が生じる。一方、弁護人を解任された曽根も、
信念で調査を続け決定的な証拠をつかんだ。
真実を求め必死になっている曽根に心を動か
された高野はついに真実を語り始める。

74

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ幸福の条件 前編

康彦は、健康雑誌の編集をしている。瀬戸内
海の小島にある断食道場に取材に行く朝、妻
の不倫が書かれた手紙が届く。道場には、さま
ざまな人が来ていた。一緒に断食する康彦に
妻の自殺未遂の電話が入る。杉浦直樹・桃井
かおり ほか

74

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ幸福の条件 後編

妻の自殺未遂の電話で、断食道場から帰宅
した康彦は、娘に夫婦不仲を指摘される。その
上親友の三田村からは、４年前の妻との過ち
を聞かされる。疲れきった康彦は、道場に戻り
自分自身を見つめ直すのだった。杉浦直樹・
中村嘉津雄・星由里子 ほか

74

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ和菓子の味 第1回

京都の和菓子屋の三女・早苗は、１３年前に
画家の大村と駆け落ちした。今は東京で美容
師の夫と息子の３人暮らし。だが、夫の店が不
景気で閉店。そんな折、父ががんと知らされ、
親子で京都に帰り、偶然大村と再会する。浅
野ゆう子・羽場裕一・丹羽哲郎 ほか

75

Ｃ－１

分類番号

FC94-255

FC95-256

FC95-257

FC95-258

作品名

内容
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父が夫の借金を返済してくれ、早苗一家は京
都で再出発する。かつての恋人・大村は、早苗
につきまとう。次女の恵子に見合い話が持ち
込まれた。養女で独身の長女・京子の心中
は、平穏でないのたが・・・。浅野ゆう子・酒井
和歌子・東ちづる ほか

75

Ｃ－１

119

Ｃ－１

莫大な遺産を残して死んだ犬神佐兵衛に
は、３人の愛人とその愛人との間に４人の子供
がいた。佐兵衛の遺産をめぐり、子供たちが
116
次々に惨殺されていった。 探偵の金田一耕
助が、事件の謎に迫る。片岡鶴太郎・牧瀬里
穂 ほか

Ｃ－１

作品名

FC95-259

土曜ﾄﾞﾗﾏ和菓子の味 第2回

FC95-265

太平洋戦争の最中、高知で理髪店を営む清
水豊松に赤紙が届いた。豊松は妻子を残して
入隊する。 士気高揚のための突撃訓練は、
ﾄﾞﾗﾏ特別企画 私は貝になりたい 米兵を銃剣で刺すという耐え難いものだった。
終戦、高知に戻った豊松は、突然米兵殺害の
戦犯容疑で逮捕される。所ジョージ・田中美佐
子 ほか

FC95-268

金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ横溝正史ｼﾘｰｽﾞ
犬神家の一族

FC95-269

石こう像の中から、顔をめちゃくちゃに潰され
た女性の死体が発見された。さらに第２・第３
の女性の死体が見つかるが、いずれの女性に
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ名探偵 明智小五
も奇妙な道化師の人形が送りつけられてい
郎 地獄の道化師
た。 冷酷な殺人を繰り返す地獄の道化師に、
名探偵明智小五郎が挑む。陣内孝則・森口瑶
子・黒田勇樹 ほか

94

Ｃ－１

FC95-272

お正月ｽﾍﾟｼｬﾙｻｻﾞｴさん

新年早々大騒動を起こしてしまい、家族全員
からあきれられてしまったサザエは、これから
はおしとやかになると宣言する。しかし、無理
におしとやかにしようとするため、ストレスがた
まり倒れてしまった。浅野温子・宅麻伸・いかり
や長介・吉行和子 ほか

95

Ｃ－１

FC95-273

数学者の二本松と野田は表向きはよきパー
トナーだったが、野田の妻と二本松は不倫の
古畑任三郎 ｽﾍﾟｼｬﾙ笑うｶﾝｶﾞﾙｰ 関係にあった。ある日、野田と野田の妻は言い
争いになり彼女は野田を殺害してしまった。田
村正和・陣内孝則・水野真紀 ほか

97

Ｃ－１

FC95-276

山形県新庄市に来た清は空腹のため、お地
蔵さんのお供物を食べ、おなかをこわして倒れ
てしまった。そこに通りかかった東山焼の窯元
に助けられた清は、そのお礼に焼き物の手伝
いをすることになった。芦屋雁之助・森川由加
里・井川比佐志 ほか

47

Ｃ－１

裸の大将清のﾌｧｲﾝﾌﾟﾚｰ

22/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC95-280

哲学を学ぶ大学生の私は、鎌倉の海で先生
と出会い親しくなる。ある日父の病気で帰郷し
た私あてに先生から手紙（遺書）が届いた。そ
日本名作ﾄﾞﾗﾏ 夏目漱石原作ここ
こには学生時代に下宿先の娘を巡って、友人
ろ
の小宮を自殺に追いやったつらい過去が書か
れていた。加藤剛・高橋恵子・鶴見辰吾・香川
照之 ほか

96

Ｃ－１

FC95-282

後家人の斬九郎は、公にはできない罪人の
介錯をかたてわざ（副業）にしている。ある日、
後家人斬九郎 ｽﾍﾟｼｬﾙかたてわ 斬九郎は履物屋の若主人に芸者・蔦吉への仕
ざ
返しを頼まれた。そんな折、同心が殺され、与
力の伝三郎も浪人に襲われる。渡辺謙・若村
麻由美・岸田今日子 ほか

71

Ｃ－１

FC95-283

街道一の親分・清水次郎長は、無実の罪で
お尋ね者になるが、危ういところを深見の長兵
衛夫婦に助けられた。だが、次郎長を助けたこ
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ清水次郎長物語 とで長兵衛は殺される。その敵討ちに向かう次
郎長に、森の石松が子分になりたいと言ってき
た。松平健・若村麻由美・西岡徳馬・諸星和己
ほか

94

Ｃ－１

FC95-284

岡山藩の若侍・又五郎は、小姓・源太夫と口
論し、源太夫を殺して江戸へ逃げる。源太夫の
兄・数馬は敵討ちのため脱藩し、義兄の荒木
時代劇ｽﾍﾟｼｬﾙ 荒木又右衛門男
又右衛門に助太刀を頼み又五郎を追う。だが 139
たちの修羅
１４年前の因縁が絡み、藩や旗本を巻き込ん
での修羅になる。加藤剛・平淑恵・奥田瑛二・
岡野進一郎 ほか

Ｃ－１

分類番号

FC95-285

FC95-260

作品名

内容

喧嘩屋右近ｽﾍﾟｼｬﾙ女房の取り
戻し方教えます

右近は八王子の千人同心の娘から、大奥女
中の姉を助けてほしいと頼まれる。将軍の目
にとまった姉が夫ある身と拒んだため、座敷ろ
うに入れられたというのだ。右近は知り合いの
大奥御客会釈の藤島に手助けを頼み、女中救
出に大奮闘する。杉良太郎・坂口良子・赤塚真
人・寺田千穂 ほか

89

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ和菓子の味 最終回

早苗は、大村からモデルを依頼された。駆け
落ちしてすぐ捨てられた早苗の心は、冷めてい
た。京子は父の友人から、父ががんと聞かさ
れる。父は新しい和菓子の創作に力を入れて
いた。ある晩大村が早苗を訪ね、愛を告白す
る。浅野ゆう子・丹羽哲郎・マイケル富岡 ほ
か

75

Ｃ－１

23/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

土曜ﾄﾞﾗﾏ ｾﾞﾛの焦点第一部 遠
い葬列

結婚して１０日後、禎子は夫の憲一の行方不
明の知らせを受け、金沢に向かった。転勤の
引き継ぎをすませた直後の失そうで、得意先
の室田夫妻も心配してくれるが手がかりがな
い。調べるうちに禎子は、夫に女がいたと直感
する。斉藤由貴・三浦賢二・小西博之 ほか

75

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ ｾﾞﾛの焦点第二部 時
の断層

禎子は夫・憲一の死のなぞを調べ始める。憲
一と内縁関係の久子と室田社長夫人・佐知子
は、昔同じ工場で働いていた。だが、あること
で検挙された佐知子は、憲一の父親に助けら
れた。過去を隠したい佐知子には、憲一の存
在が疎ましい。斉藤由貴・永島暎子・萩尾みど
り ほか

74

Ｃ－１

FC95-266

月曜ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ父系の指

作家・松本清張の少年時代を、その父の姿と
ともに描く。 清張の父・峯太郎は裕福な地主
の長男に生まれたが、赤ん坊の時に里子に出
されていた。実家からの援助も受けられず貧
乏暮らしが続く峯太郎は、米相場に手を出すよ
うになってしまう。橋爪功・泉ピン子・長塚京
三・段田安則 ほか

93

Ｃ－１

FC95-267

婦人警官歴２８年の乙女は、刑事に昇格し捜
査課に配属された。着任早々事件が起き、乙
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄおばさんﾃﾞｶ 桜乙 女は張り切って捜査するが、仲間の刑事の捜
女の事件帖
査の邪魔ばかりして、怒られてばかりいた。し
かし、乙女の推理が事件解決につながってい
く。市原悦子・左右田一平・布川敏和 ほか

94

Ｃ－１

FC95-270

ぐうたらだけど、素晴らしい味覚の持ち主・山
岡士郎。そして士郎の父であり、美食の道を究
めた男・海原雄山。血の絆を越えていがみあう
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ新春特別企画 美 二人の対決。今回は、「究極のメニュー」対「至
味しんぼ 2
高のメニュー」という場を借りて、卵の前菜・蒸
し焼き料理・カキ料理と品を変え、両者が激突
する。唐沢寿明・石田ゆり子・江守徹・伊東四
郎 ほか

94

Ｃ－１

FC95-274

丹波篠山へやって来た清は、泥棒に間違え
られたところを駒子に助けられた。 駒子は命
花王ﾌｧﾐﾘｰｽﾍﾟｼｬﾙ裸の大将 清 の恩人の孝吉を捜しに丹波篠山へやって来て
のﾃﾞｶﾝｼｮ節
いたが、丹波篠山で土地を買い、何やら建て
始めた。芦屋雁之助・坂口良子・津川雅彦 ほ
か

72

Ｃ－１

分類番号

FC95-261

FC95-262

作品名

24/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号
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VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
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FC95-275

奄美大島にやって来た清は、紬の織り子・加
那子と仲良くなった。 加那子は恋人の敏彦が
花王ﾌｧﾐﾘｰｽﾍﾟｼｬﾙ裸の大将 清
本土から帰ってくるのを首を長くして待ってい
の大島紬
たが、敏彦は親の決めた相手と結婚していた。
芦屋雁之助・早見優・亀山忍 ほか

47

Ｃ－１

FC95-277

突然の人事で花巻の太陽小学校校長に招
へいされたユリ子は、中２の息子の世話を娘
に頼み単身赴任する。下宿先は恩師の家。第
花王ﾌｧﾐﾘｰｽﾍﾟｼｬﾙ 第一話鬼ﾕﾘ
一日目の朝礼で翔がナイフを持って暴れ出し
校長､走る! ﾎﾞｸ転校いやだ
た。ユリ子はその理由を知ろうとするのだ
が・・・。樹木希林・渡辺満里奈・長岡輝子 ほ
か

47

Ｃ－１

FC95-278

水泳の授業中に６年担任の英子先生が倒
れ、流産しかけて入院した。ユリ子は慌てて代
花王ﾌｧﾐﾘｰｽﾍﾟｼｬﾙ 第二話鬼ﾕﾘ わりの教師を探すが、急なことで見つからず、
校長､走る! 先生やめちゃうの
父兄からは責められる。突然、体育教師の元
気がユリ子の娘・蘭子を口説きたいと言い出し
た。樹木希林・渡辺満里奈・中川安奈 ほか

47

Ｃ－１

FC95-279

代理先生になった蘭子は、学校を休んだ登
が英子先生のお見舞いに行っていたことを知
花王ﾌｧﾐﾘｰｽﾍﾟｼｬﾙ 第三話鬼ﾕﾘ る。 教材用に購入した３台のパソコンの１台
校長､走る! 盗んだのはﾎﾞｸだ
がなくなった。登が家に持ち帰っていたのだ。
登を傷つけずに返させようとユリ子たちは考え
る。樹木希林・渡辺満里奈・中川安奈 ほか

47

Ｃ－１

FC95-281

清左衛門に旧友の源太夫から果たし状が届
く。訳が分からぬまま出向くと、いきなり切りつ
けられたが類の機転で助かる。だが“わなには
正月時代劇 清左衛門残日誌仇
められた”という源太夫の叫びに、清左衛門は
討ち! 播磨屋の決闘
昔、名家・安富家の入り婿の話を源太夫に
譲ったことを思い出す。仲代達矢・南果歩・浅
丘ルリ子 ほか

122

Ｃ－１

FC95-286

島津藩の若殿・誠之助が将軍家の姫と祝言
を挙げることになった。世間知らずの若殿を心
配した御側役がおえんに内密で頼み込み、花
魁の花里と１０日間の町屋暮らしをさせる。い
つしか愛し合うようになった二人の行く末
は・・・。山本陽子・山城新伍・長門裕之 ほか

137

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

付き馬屋おえん事件帳ｽﾍﾟｼｬﾙ
たった十日の花嫁

25/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
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VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS
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土曜ﾄﾞﾗﾏ 放送記者物語第1回
より人間的に

終戦を機に自主取材の道を開こうと、日本放
送協会は放送記者一期生を公募する。研修
後、それぞれの部署に配属されたが現実は厳
しい。 “人間的な記者になれ”を目標に占領
下ラジオニュースを取材する新米記者たち。高
嶋政伸・財前直見・萩原健一 ほか

74

Ｃ－１

FC96-288

土曜ﾄﾞﾗﾏ 放送記者物語第2回
歴史家たれ

昭和２２年、ようやく記者らしくなった一期生
の杉浦は命がけで台風を取材し、災害のすさ
まじさを伝える。 戦犯の家族を取材した悦子
は放送後、かえって家族を傷つけたことを知り
ジレンマに苦しむ。

74

Ｃ－１

FC96-289

昭和２５年、朝鮮戦争が勃発し米軍が事前検
閲を復活させる。 レッドパージ、講和条約、安
土曜ﾄﾞﾗﾏ 放送記者物語最終回
保条約の締結、日航の「もく星号」墜落など事
はるかなる真実
件・事故にぶつかる度に報道の限界に悩みな
がらも放送記者として大きく成長する一期生。

74

Ｃ－１

FC96-290

昭和３年、財閥の跡取り・龍は、武道専門学
校に入学し剣道科の内藤先生のもとで修行す
ﾄﾞﾗﾏ 龍(RON) 第1部 道の為､来 る。 実の母を知らずに育った龍は、芸子・小
たれ
鈴に思いを寄せていた。その小鈴を龍の叔父
が身受けしようとする。市川染五郎・藤竜也・
黒木瞳・千堂あきほ ほか

86

Ｃ－１

FC96-291

龍は、母が日本人でなく清朝の護衛を務める
武闘家だったと聞かされショックを受ける。 時
ﾄﾞﾗﾏ 龍(RON) 第2部 父の国､母 代の流れを受け、武専でも軍事教練が始まっ
の国
た。忙しい日々の中でいつしか龍は、ひたむき
に生きる下働きの少女・ていに心を寄せてい
く。

86

Ｃ－１

FC96-292

土曜ﾄﾞﾗﾏ 官僚たちの夏 第1回
人事ｶ-ﾄﾞ

昭和３１年、秘書課長になった風越信吾は理
想の通産省実現のため、人事改革を提案しノ
ンキャリアの登用試験をする。 また国内産業
の保護法も研究するが、風当たりも強い。中村
敦夫・神田正輝・矢崎滋・風間杜夫 ほか

74

Ｃ－１

土曜ﾄﾞﾗﾏ 官僚たちの夏 第2回
孤立無援

昭和３６年、念願の企業局長となった風越信
吾はパリ大使館にいた牧を呼び戻し、戦後最
大の経済立法のためのポストに起用する。庭
野、鮎川たちの協力を得て「指定産業振興法
案」を国会に提出すべく活動を開始したが、結
局は廃案となる。

74

Ｃ－１

分類番号

FC96-287

FC96-293

作品名

26/FC テレビドラマ
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FC96-294

古畑通産大臣の「次期次官は玉木に」という
発言は信吾の周囲に波紋を広げ、鮎川や庭野
土曜ﾄﾞﾗﾏ 官僚たちの夏 最終回 たちは「政治の人事介入だ」と抵抗する。だが
天下りせず
信吾は、特許庁長官になる道を選び仕事に打
ち込む。 昭和３９年、玉木に代わって信吾が
次官になる。

74

Ｃ－１

FC96-295

土曜ﾄﾞﾗﾏ ﾗﾝﾀﾅの花の咲く頃に

足が不自由で知的障害もあるが植物には詳
しい春夫に、ある日見合い話が持ち込まれた。
相手はコザ吉原のおでん屋で働くトヨ子。条件
は、５００万の借金を肩代わりしてくれる人とい
う。だが、トヨ子には米兵相手の売春婦という
過去があった。若松武・山本陽子・橋爪功 ほ
か

74

Ｃ－１

FC96-296

ﾄﾞﾗﾏ ｲﾅｺﾞ課長のご栄転日記

商事会社に勤める幹雄は、大豆の取り引き
を担当しているが、相場を読み違えて２億円の
損を出した。首寸前の幹雄の新任上司は、何
と虫かごに入ったイナゴ。リストラされまいと世
話をするうちにイナゴ課長の言葉が分かるよう
になる。内藤剛志・石橋蓮司・藤村俊二 ほか

44

Ｃ－１

FC96-297

木曽・福島藩の吟味役・伊織は、不正を働い
た御用人を切ってしまい今は浪人の身。貧しい
生活でぜんそくを患う娘の薬代のために妻は
正月時代劇 命捧げ侯-夢追い坂
身を売る。 その客の一人・浅次郎は、身を売
の決闘ることを辞めさせたいと考え、伊織に金もうけ
の話をもちかけた。緒形拳・南野陽子・平田
満・高松英郎 ほか

89

Ｃ－１

FC96-298

日本一短い｢母｣への手紙

福井県丸岡町主催の「一筆啓上賞」には、全
国から３万２千通を超える手紙が寄せられた。
３５文字に思いを込めた「母」への手紙。その
手紙をもとに四話の短編ドラマが綴られた。
第一話「嫁ぐ日」 瀬戸朝香・森脇健児 ほか
第二話「親孝行」 所ジョージ・菅井きん ほか
第三話「帰郷」 萩原聖人・渡辺満里奈 ほか
第四話「再婚」 里見浩太朗・戸田奈穂 ほか
瀬戸朝香・森脇健児 ほか

93

Ｃ－１

日本一短い｢母｣への手紙2

全国から寄せられた母への手紙をもとに四
話の短編ドラマが綴られる。第一話「新しい母
へ」 美和は父の後妻が気に入らない。何とか
後妻を追い出そうと作戦を練るが・・・。 ともさ
かりえ・段田安則・風吹ジュン ほか第二話「大
嫌いな母へ」 袴田吉彦・吉行和子 ほか 第
三話「母心・娘心」 泉ピン子・奥山佳恵 ほか
第四話「めぐり逢い」 有森成美・椎名桔平 ほ
かともさかりえ・段田安則・風吹ジュン ほか

94

Ｃ－１

分類番号

FC96-299

作品名

内容

27/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC96-300

旧満州で終戦を迎えた悦子。 悦子は、家族
とともに日本への脱出をはかるが、途中、八路
ｶﾈﾎﾞｳﾋｭ-ﾏﾝｽﾍﾟｼｬﾙ生きのびて
軍に見つかり、ただ一人捕まってしまう。 その
終戦｡中国大陸にとり残された少
後、悦子は生きるために八路軍に従軍してい
女は
た年正と結婚するが・・・。高橋由美子・杉本哲
太・矢崎滋 ほか

99

Ｃ－１

FC96-301

恋愛前夜 いちどだけ

恋愛の中で起きるさまざまな“いちどだけ”の
出来事を３つの物語でつづる。『ファーストキ
ス』 裕一は高校時代の苦い思い出が邪魔し
て、なかなか彼女とうまくいかない。ある日裕
一は、夢の中で美しい女性とキスするが・・・。
稲垣吾郎・鈴木杏樹 ほか『初夜の朝』 工藤
静香・大沢たかお ほか『素顔』 黒木瞳・寺脇
康文 ほか稲垣吾郎・鈴木杏樹 ほか

72

Ｃ－１

家裁の人

春河家庭裁判所に新任の出水調査官が赴
任。初仕事は１７歳の少女の傷害事件だった。
少女は体を売った収入で、養護施設を飛び出
した７歳の少年と暮らしていた。同僚の桑田判
事は事件前日、偶然２人を見かけていた。片
岡鶴太郎・清水美砂・粟田麗 ほか

96

Ｃ－１

北の国から"95 秘密

純は東京から北海道の富良野に戻り、ゴミ収
集の仕事をしながら友人と暮らしていた。ある
日純は、以前東京で働いていたという女性・
シュウと知り合い付き合い始める。 一方、純
の妹・螢は、不倫中の相手と札幌から姿を消し
た。田中邦衛・吉岡秀隆・中嶋朋子・宮沢りえ
ほか

183

Ｃ－１

FC96-304

金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ鍵師3

浩二は、どんな金庫のカギでも簡単に開けて
しまう鍵師だ。 母親が抱え込んだ借金のため
に、仕方なく金融業を営む女・サキの仕事を受
けた。今後２年間、サキから連絡があれば駆
けつけて金庫を開ける約束だが気が重い。渡
辺謙・岸田今日子・菅井きん ほか

94

Ｃ－１

FC96-305

昭和２０年８月末、良家の子女を米兵の陵辱
から守る目的で進駐軍（ＧＨＱ）に対する売春
行為をするための「国家親善慰安協会」が作ら
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ 女たちの戦争 戦 れた。 この協会は約半年後に米国の婦人団
後50年特別企画 忘れられた戦 体の批判により閉鎖されたが、実際にあったこ
後史
の話を知る人は少ない。 この協会で慰安婦と
して働いた女性たちの姿を描いたドキュメンタ
リードラマ。かたせ梨乃・南野陽子・藤田朋子
ほか

118

Ｃ－１

分類番号

FC96-302

FC96-303

作品名

内容

28/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC96-306

幸子は、息子の裕太を連れて１２歳年下の忠
紘と再婚して１年。間近に迫ったハワイ旅行を
前に上機嫌だ。 ところが、忠紘の祖母が倒
96新春ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ素晴らしき家
れ、そのお世話役が幸子に回ってくることに
125
族旅行
なった。 ハワイ旅行は中止になり３人は住み
込みで看病をすることになったのだが・・・。田
中美佐子・稲垣吾郎・松下由樹 ほか

Ｃ－１

FC96-307

『追っかけ』 平凡な男が、突然“追っかけ”の
女子高生たちに追い回されるようになる。最初
は有頂天になった男だが次第に“追っかけ”の
人数は増えていく。 保阪尚輝・芳本美代子
世にも奇妙な物語 (H8.1.4.放送)
ほか『赤ちゃん養育ソフト』 野村宏伸 ほか
冬の特別編
『ザ・ニュースキャスター』 飯島直子 ほか『先
生のあんなこと』 西村雅彦 ほか『熊の木本
線』 石田純一 ほか保阪尚輝・芳本美代子
ほか

118

Ｃ－１

FC96-308

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 古畑任三郎

生け花の流派のひとつ二葉流の家元が毒殺
された。対立関係にあった二葉流の元弟子・二
葉鳳水が作ったフラワーアレンジメントスクー
ルの発表会会場での出来事だった。そのス
クールに通う部下の今泉の発表を見に来てい
た古畑は、家元がなぜ鳳水の発表会を見に来
たのか疑問を感じる。田村正和・山口智子・西
村雅彦 ほか

71

Ｃ－１

FC96-309

結婚式場の介添人・珠子は、介添人を天職と
思い、常に花嫁様のことを一番に考えて仕事
をしている。 その日、珠子が介添をした新婦・
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ(H6.9.11放送 順子は、娘・友香を連れての再婚の花嫁さん。
ﾄﾞﾗﾏ結婚式場 花嫁介添人がいく 順子を気に入った珠子は機嫌がいい。 ところ
が、式を前に友香が姿を消した。動揺した順子
は結婚をやめると言い出す。市原悦子・宮沢り
え・萩尾みどり ほか

47

Ｃ－１

FC96-310

珠子は、休みの日に急に代役を頼まれ出勤
した。そこでけんかをしている紳士２人に遭
遇、片方は外国人だ。けんかに割って入った
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ(H6.11.13送ﾄﾞ 珠子だが、何とそれは担当の新郎新婦の父親
ﾗﾏ結婚式場 花嫁介添人がいく どうしだった。 しかも、新婦の方がアメリカ人
と知った珠子は、介添を断ろうと支配人に掛け
合うが・・・。市原悦子・宮沢りえ・ヒロコグレー
ス ほか

47

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

29/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC96-311

その日、珠子の受け持った新婦・弥生は、な
ぜか式の前なのに暗い顔をしている。その理
由を聞いた珠子は「このまま式を挙げるのはよ
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ(H7.3.19放送
くない」と助言。結局、式は取りやめになってし
ﾄﾞﾗﾏ結婚式場 花嫁介添人がいく
まった。 花嫁様を不幸にしてしまったかもしれ
ないと珠子は責任を感じ、仕事を辞めるのだ
が・・・。市原悦子・宮沢りえ・高島礼子 ほか

47

Ｃ－１

FC96-312

山形の東根へやってきた清は、双子の姉妹・
桃子、桜子と知り合う。両親は離婚し、桃子は
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 裸の大将 清 ゆべしやを営む母親と、桜子はサクランボ園を
とｻｸﾗﾝﾎﾞ娘
経営する父と暮らしている。両親を復縁させた
いと考えた姉妹は、清の力を借りて・・・。芦屋
雁之助・沖本美智代・沖本富美代 ほか

46

Ｃ－１

FC96-313

清は津和野で、女性ジョッキーを目指す唱子
と知り合う。唱子は、かつて名ジョッキーだった
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 裸の大将 ｵﾛ 父に指導を受け練習に励むが、唱子の兄・行
ﾁに巻かれてｻｱ大変
雄は父を嫌い口をきこうともしない。清は、そん
な行雄たちを仲直りさせるために唱子に協力
する。芦屋雁之助・中江有理・秋野大作 ほか

46

Ｃ－１

FC96-314

宮島の港に着いた清は、厳島神社を見て竜
宮城だと喜ぶが、空腹のため貧血をおこし倒
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 裸の大将 清 れてしまう。助けてくれたのがみことして働くも
が行った龍宮城
みじだった。泊まる所がないという清をもみじ
は、自宅へ連れて行く。芦屋雁之助・大塚
寧々・小坂一也 ほか

46

Ｃ－１

花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 春さん 夢配
達人 元気家族の大誤算

タクシー会社をリストラされた春子は、両親の
猛反対を押し切って、個人で宅配便を始める。
富山の特産物を積み東京へ着いたが、頼りに
していた中学の先輩・温子はそっけない。仕方
なく引き返す春子の車に温子の息子が・・・。田
中裕子・岸部一徳・梅津栄・山田昌 ほか

47

Ｃ－１

花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 春さん 夢配
達人 ﾛｯｸ歌手の秘密

夢を運びたいと宅配便を始めて１か月。ロッ
ク歌手・東大路悟のサインを頼まれた春子は
東京のスタジオを訪ね、スタッフをどなりつける
悟の姿に幻滅。だが悟のマネジャーから意外
なことを聞かされる。それは・・・。

47

Ｃ－１

分類番号

FC96-315

FC96-316

作品名

内容

30/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC96-317

サラリーマンの修造は転職を決意し、すし屋
で修業を始める。実家がすし屋の妻・さよりは
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 寿司､食いね 仕事の厳しさを知っているので不満だが、スー
ｴ!
パーのパートをして家計を支える。５年で一人
前になると約束した修造だが・・・。渡辺謙・室
井滋・すまけい・吉行和子 ほか

47

Ｃ－１

FC96-318

修造は、妻のさよりの両親の店“すし華”で修
業することになり、アパートの契約更新を機に
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 寿司､食いね
すし華に同居する。さよりが吐き気をもよおし
ｴ!
皆は、待望の子供ができたと大喜びする
が・・・。

47

Ｃ－１

FC96-319

ミッションスクールの教師・間崎は、クラスの
恵子が「私は男を知りたい。その男を通して父
月曜特集 特別企画 日本名作ﾄﾞ を感じたい」と書いた作文を読んで対応に困
ﾗﾏ 若い人
る。 同僚のスミ子は、恵子の間崎への恋心に
気づくが、自分もいつしか間崎に心を寄せてい
た。高嶋政宏・鈴木京香・朝比奈彩乃 ほか

96

Ｃ－１

FC96-320

大正５年、母も亡くなり、１３才の伊之吉は砂
利掘りの仕事をして妹のもんを育てた。 年ご
ろになったもんは、兄に好きな女ができたこと
火曜ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾜｲﾄﾞ 特別企画日本
を知り、寺へ奉公に出る。 １年後、帰って来た
名作ﾄﾞﾗﾏ あにいもうと
もんが、身ごもっていることを知った伊之吉
は・・・。杉本哲太・寺島しのぶ・樹木希林 ほ
か

96

Ｃ－１

FC97-321

産休の先生に代わって赴任してきた恵先生
は、明るく気取らない性格ですぐにみんなにと
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ鬼ﾕﾘ校長､走
け込んだ。その恵先生の組の美知子が、「老
る!がんばれじ ちゃん
人か河原に倒れている」と駆け込んできた。樹
木希林・洞口依子・三木のり平 ほか

47

Ｃ－１

FC97-322

６年生の洋平が学校を休むようになった。母
親や担任の蘭子先生にも話さずに、どこかへ
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 鬼ﾕﾘ校長､走 行っている。ユリ子が洋平の行き先を調べたと
る!ﾎﾞｸには秘密がある
ころ、陶芸家の窯場と分かった。洋平から「学
校が面白くない」と言われたユリ子は・・・。樹
木希林・渡辺満里奈・長岡輝子 ほか

47

Ｃ－１

FC97-323

清の仲良くなった少年竜也は、母親と２人暮
らし。父親は死んだと聞かされているが、信じ
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 裸の大将 清 ていない。そこへ手品師の一団が巡業してき
の手品はめぐりあい
た。竜也は手品で父親を出したいと考え、弟子
入りを頼むのだが・・・。芦屋雁之助・島田陽
子・ミスターマリック ほか

47

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

31/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC97-324

石川県の輪島にやって来た清は、漁師の俊
平に地元の美術館に描かれる壁画の原画を
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 裸の大将 清 依頼された。 ところが、壁画は美術館の学芸
が見た画家の秘密
員・祐子が連れてきた日系アメリカ人の売れっ
子画家が描くことになった。芦屋雁之助・かとう
れいこ・デーブスベクター ほか

47

Ｃ－１

FC97-325

三姉妹の父親の遺産が、どこを探しても出て
こない。それがきっかけで三姉妹は仲たがいし
てしまった。 そんなある日、末娘・雅子の家に
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙ 裸の大将 清
泥棒が入った。「遺産が盗まれたので
と三姉妹の宝探し
は・・・！？」三姉妹力を合わせての泥棒退治
が始まった。芦屋雁之助・とよた真帆・阿知波
悟実 ほか

47

Ｃ－１

FC97-326

初春ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 小石川の家

昭和１５年、離婚した文子は、娘の玉子を連
れて父・幸田露伴の小石川の家に帰る。この
家では露伴がすべての中心で、家事はもとよ
り玉子の行儀作法にも厳しい。別居中の義母
にお手伝いを連れていかれ文子と玉子は大忙
しの毎日だ。田中裕子・田畑智子・森繁久彌・
横山通代 ほか

121

Ｃ－１

FC97-327

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ 大合併

日本経済新聞の新米記者・ありさは、かつて
銀行合併をスクープした先輩の吉村から当時
の話を聞く。昭和４４年、第一銀行を取材中の
吉村は井上頭取の様子から日本勧銀との合
併を予想した。そして結んだ紳士協定と
は・・・。神山繁・柳生博・西田ひかる・別所哲
也 ほか

73

Ｃ－１

FC97-328

雑貨店主の庄造は、猫のリリーが何よりも大
切で店のことは妻の品子任せ。庄造から猫以
日本名作ﾄﾞﾗﾏ 猫と庄造と二人の 下の扱いを受ける品子は、ついに家を出るが
おんな
庄造が後妻を迎えたと聞き心穏やかでない。
そこで庄造に会いたい一念でリリーを引き取
る。藤田まこと・いしだあゆみ・麻生祐末 ほか

90

Ｃ－１

FC97-329

土曜ﾄﾞﾗﾏ 新宿鮫 屍蘭 第一部
危険な毒薬

鮫島刑事は単独捜査中、通りかかった車に
助けられる。乗っていたのはエステサロンを経
営する綾香だった。 ある日、コールガールの
元締めが特殊な劇薬を打たれて殺された。舘
ひろし・黒木瞳・原田芳雄・吉行和子 ほか

74

Ｃ－１

FC97-330

収賄と殺人の容疑で鮫島は、警察官としての
職務権限を停止された。課長は綾香と看護婦
土曜ﾄﾞﾗﾏ 新宿鮫 屍蘭第二部 絶
のふみ枝の関係を洗う。そんな折、釜石クリ
望の構図
ニックを調査中の友人、国税庁の滝沢が殺さ
れた。

74

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

32/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

新春大型時代劇 3時間ｽﾍﾟｼｬﾙ
家光謀殺

三代将軍家光の暗殺を阻止するよう命を受
けた芥川七郎兵衛と大久保彦左衛門は、秘密
組織を結成する。選ばれたのは宮本武蔵、由
比正雪、丸橋忠弥、吉原の元締め甚右衛門、
未来を予言する巫女（みこ）の綾糸だ。北大路
欣也・村上弘明・南野陽子 ほか

148

Ｃ－１

FC97-332

痛快･三匹が斬る!ｽﾍﾟｼｬﾙ

江戸へたどりついた慎之介は、米屋打ち壊し
一味と間違えられ役人に追われる右近と古道
具のたたき売りをしていた陣内とも再会する。
江戸の米不足が本庄藩の陰謀と知った三人
はその陰謀を暴こうとする。役所広司・近藤真
彦・春風亭小朝 ほか

93

Ｃ－１

FC97-333

刀鍛冶鬼麿の師・清麿は、かつて伊賀同心
からの逃亡中に金に困りいいかげんな刀を
作ってしまった。「刀剣師の恥となるそれらの
鬼麿斬人剣 天下無双の刀鍛冶
刀を探し出し始末してほしい」と清麿は鬼麿に
愛と青春の七番勝負!
頼み自害する。刀を探して放浪する鬼麿に
次々と伊賀同心の手が襲いかかる。赤井英
和・萬屋錦之介・田村英里子 ほか

97

Ｃ－１

FC97-334

大垣藩の大目付まで務めた陣十郎は、訳
あって浪人となり亡き長男の嫁と孫を抱え生活
北大路欣也四十周年記念 京の
していた。だが嫁が病に倒れたため、陣十郎
刺客 西陣を狙う大名の陰謀
は金のために刺客として雇われる。北大路欣
也・池上季実子・近藤正臣 ほか

96

Ｃ－１

FC97-335

三女・あづみの結婚を目前に母が倒れた。母
を気づかって予定通り式は挙げられ、母も順
調に回復。そして二女の婚約。ところが、まも
第11回読売ﾋｭ-ﾏﾝﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘ大賞 なく、長女・あんぬが子宮ガンであることがわ
ｶﾈﾎﾞｳSP入選作品三姉妹
かる。あんぬは闘病の末、３３歳で他界してし
まう。その翌年、今度は三女・あづみが、姉と
同じ子宮ガンを告知される。桜井幸子・古手川
祐子・中江有里 ほか

95

Ｃ－１

FC97-336

浩史と伸子夫婦の長女・千春が骨髄性の白
血病にかかった。まだ小学２年生の娘の発病
に母・伸子は動揺する。千春を治すには骨髄
平成8年度文化庁芸術祭参加作 移植しか方法はないが、血縁者の中に骨髄を
品生きること
提供できるものはいなかった。 娘の闘病を
きっかけに、バラバラだった家族が再生してい
く姿を描く。田中美佐子・片岡鶴太郎・蟹江敬
三 ほか

96

Ｃ－１

FC97-337

清は、昔世話になったちとせに会うため島原
へ向かった。ところがちとせはガンで、もう長く
ない状態だった。清は５年前に家をとび出した
迎春ﾄﾞﾗﾏ 裸の大将 清ｵ-ﾚ!最後
ちとせの娘・たみ子を連れ戻そうと思いつく。た
の放浪
み子は画家になると言って、５年前にスペイン
へ渡り、それきり音信不通だったのだ。芦屋雁
之助・牧瀬里穂・阿藤海・森繁久彌 ほか

77

Ｃ－１

分類番号

FC97-331

作品名

33/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC97-338

珠子は、オーストラリアでの結婚式に派遣さ
れた。しかし新婦は浮かない表情で、突然に
「文金高島田で式を挙げる」と言い出す。一
花王ﾌｧﾐﾘ-ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾗﾏ結婚式場
方、街でニューヨークにいるはずの正美にバッ
花嫁介添人がゆく
タリ会った珠子は、正美のいい加減さに腹を立
て、大ゲンカに。市原悦子・宮沢りえ・千堂あき
ほ ほか

72

Ｃ－１

FC97-339

元禄太平記 忠臣蔵討入りの
助っ人たち東映太泰映画村 開
村二十周年記念

元禄１３年、江戸城内で浅野内匠頭が吉良
上野介に刃傷（にんじょう）に及んだ。内匠頭
は切腹、吉良はお構いなしの裁定が下され
た。側用人柳沢吉保は、おいの信花兵庫に浅
野側の動きを探れと命じるが兵庫は断る。そし
て兵庫は・・・。松平健・里見浩太郎・津川雅
彦・麻生祐美 ほか

97

Ｃ－１

FC97-340

天正９年、天下を手中に収めつつある信長
の身辺を案じる秀吉は、信長の影武者をと考
えた。そして信長とうり二つの行商人・佐平を
新春大型時代劇3時間ｽﾍﾟｼｬﾙ影
見つけ、佐平の母と娘を人質にとり強引に説
武者 織田信長
得、佐平を影武者に仕立て上げるのだが・・・。
藤田まこと（二役）・名取裕子・片岡鶴太郎 ほ
か

143

Ｃ－１

FC98-341

はぐれ刑事純情派
安浦刑事手話を習う！
母の復讐

いじめグループの女子高生が何者かに襲わ
れ、いじめられていた少女の、耳の不自由な
姉・美奈子に容疑がかかる。 真相を知るため
安浦刑事は手話の猛特訓を。藤田まこと・梅宮
辰夫・岡本麗 ほか

46

Ｃ－１

FC98-342

蛍の宿

太平洋戦争中、航空基地のある町で遊廓を
営むすず子は自由奔放な女性。そんなすず子
に反発し、堅実な生活を望む娘の冬子。対立
する母娘と戦火の下、死を覚悟した男たちと遊
廓に生きる女たちの悲しい恋を描く。岸恵子・
清水美沙・戸田菜穂・荻野目慶子 ほか

96

Ｃ－１

FC98-343

一人暮らしの宮本が、遠縁で１１才の浩司を
預かることに。だがイジメを受けた浩司は不登
平成九年度 文化庁芸術祭参加 校になり、仲間と昼間の時間をつぶしていた。
戦友
宮本は、浩司等を救おうと、かつての戦友と奮
起するが・・・。小林桂樹・田村高廣・由里徹
ほか

96

Ｃ－１

FC98-344

迎春ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ
お礼は見てのお帰り
ﾅﾆﾜのべっぴん刑事初春に舞
う！

大阪のとんぼり署捜査員・一本木礼子は強
盗追跡中、悪徳金融業者・佐久間と出会い、そ
のふてぶてしさに怒る。同僚に、かかわらぬよ
うクギをさされるが、佐久間の悪どい取立てを
目撃し、礼子は黙っていられない。鈴木京香・
間寛平・根津甚八 ほか

77

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

34/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

大型時代劇ｽﾍﾟｼｬﾙ
忍者がえし水の城
宇都宮釣り天井の謎

信濃に追放された福島正則は息子を忍者に
殺された忍者の襲撃に備え家来の彦四郎は
陣屋を水のとりでに改築する計画を練る。忍者
を操るのは宇都宮の本多らしい。戦の直前、
正則は彦四郎が秀吉の子であると告げる。市
川染五郎・南野陽子・田村英里子 ほか

94

Ｃ－１

FC98-346

カネボウヒューマンスペシャル
「付添人のうた」

函館に住む主婦・ミチ子は借金返済のため
東京で付き添い婦の仕事を始める。初仕事
は、アルツハイマーの老人の世話だった。慣れ
ない仕事に戸惑うミチ子だが、やがてミチ子は
介護福祉士の資格を取ろうと思い始める。竹
下景子・松本祐希・酒井美紀 ほか

96

Ｃ－１

FC98-347

同じ会社に勤務する太郎と香は結婚すること
をそれぞれの家に報告するが、両家は大反
日本テレビ開局45周年記念ﾄﾞﾗﾏ 対。それぞれの家の跡取り問題が原因だ。し
「嫁とり婿とり大騒動」
かも、太郎も香も家を継ぐ気は全くないため話
がこじれ大騒動が起こる。萩原聖人・岩崎ひろ
み・いしだあゆみ ほか

108

Ｃ－１

FC98-348

星に願いを

龍太郎は得意のウソで仕事先から情報を引
き出すため、連日接待を続けていた。そのた
め、一人息子のたつをは隣家に任せきりだっ
た。その龍太郎が突然ウソのつけない体に
なってしまう。接待は台無し、息子も家出してし
まう。明石家さんま・坂井真紀 ほか

94

Ｃ－１

３年Ｂ組金八先生スペシャル

金八の長女・乙女は中学３年生、長男の幸
作は中学１年生。親子全員で桜中学に通って
いる。 ある日、幸作の行動が問題になった。
無断で早退していたのだ。そんな時、金八がオ
ヤジ狩りに遭い大怪我をしてしまう。武田鉄
矢・萩原流行・近藤真彦 ほか

97

Ｃ－１

ドラマスペシャル
「白線流し」19の春

高校を卒業してから１年。園子は、高校時代
の仲間７人と久しぶりに会う。だが共通の話題
もなく気まずいムードで別れてしまう。数日後、
同窓会に来なかった渉が傷害事件を起こした
と連絡が入る。長瀬智也・酒井美紀・京野こと
み ほか

121

Ｃ－１

分類番号

FC98-345

FC98-349

FC98-350

作品名

35/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC98-351

かつての売れっ子脚本家・石上は時代の変
化と共に忘れられようとしていた。ある日一念
平成９年文化庁芸術祭参加作品
発起した石上は、住み慣れた町の友人達をモ
ドラマスペシャル「町」
デルに脚本を書き始める。杉浦直樹・倍賞千
恵子・大原麗子 ほか

113

Ｃ－１

FC98-352

新春時代劇スペシャル
次郎長三国志
「勢揃い二十八人衆喧嘩旅！」

清水で売り出し中の侠客・次郎長は、嘉永６
年甲州高尾神社の祭礼の日、賭場で生涯の
宿敵となる勝蔵や子分になる石松に出会う。
翌年、相撲興行と花会が大盛況、大親分の英
五郎も駆けつけたが勝蔵も現れ難題をもちか
ける。北大路欣也・池上季実子 ほか

147

Ｃ－１

FC98-353

フジテレビ開局40周年記念
北の国から'98
時代 ～前編～

純はゴミ収集の仕事を続け、五郎は有機農
業の手伝いと炭焼きをしている。ある日、純は
恋人のシュウの実家にあいさつに行くが将来
に不安を抱いて帰る。一方、螢は落石（おちい
し）で幸せに暮らしているはずだったが・・・。田
中邦衛・吉岡秀隆・宮沢りえ ほか

149

Ｃ－１

FC98-354

フジテレビ開局40周年記念
北の国から'98
時代 ～後編～

螢と正吉の結婚が決まった。螢は富良野に
戻り嫁ぐ日まで五郎と暮らすことになった。純
もひんぱんに五郎の家を訪れるようになり幸
せをかみしめる五郎だったが・・・。

173

Ｃ－１

終戦特別企画
二十六夜参り

みずきの祖母が亡くなった。生前大事にして
いたオルゴールの中に「今年も月夜参りを執り
行います。開聞にてお待ちしています。千鶴
子」と書かれた葉書が何十枚も入っていた。み
ずきは千鶴子という人に遺品を届けに行き祖
母の秘密を知る。和久井映見・武田鉄矢・浅丘
ルリ子 ほか

96

Ｃ－１

金曜エンタテイメント
平成10年度芸術祭参加作品
大丈夫です、友よ

福岡県の港町に住む良子は夫と義父の三人
暮らし。一人娘の洋子は東京で働いており、夫
はリストラで会社を辞めた。 ある日、良子は
少女時代にあこがれていた浩司と３０年ぶりに
再会する。そして一緒に長崎へ一泊旅行に出
かけるが・・・。市原悦子・井川比佐志・藤竜也
ほか

105

Ｃ－１

カネボウヒューマンｽﾍﾟｼｬﾙ
小さなあなたを産んで

平成８年１０月１５日、予定日より２か月半も
早く唐木幸子さん（４１歳）は、６７８グラムの超
未熟児の幸音ちゃんを出産。それからは母乳
を搾り病院へ届ける毎日が続く。３月２日、幸
音ちゃん退院。その間の夫婦愛と周りの人々
の温情がつづられる。大竹しのぶ・水谷豊・高
橋由美子 ほか

97

Ｃ－１

分類番号

FC99-361

FC99-362

FC99-363

作品名

内容

36/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

STV創立40周年記念番組
倉本總ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ
もう呼ぶな、海!

余暇に描いた孝次の絵「迎え火」が、道展で
入賞した。だがその絵の下には孝次の親友・
善人を描いた絵が眠っていた。北海道天塩の
海でケンカに明け暮れた男たちの変わらぬ友
情と、孝次の妹に思いを寄せた純情な男の生
きざまを描く。大沢たかお・西田ひかる・岸谷五
朗 ほか

96

Ｃ－１

愛と感動の特別ドラマ
麻意ちゃん、
やさしさをありがとう

麻意は心やさしい小学生の女の子。兄と両
親に囲まれ幸せに暮らしていたが、最近体調
を崩すことが多くなっていた。精密検査の結
果、診断は急性リンパ性白血病。子供に多い
難治性の病気だ。闘病のため入院した麻意は
持ち前のやさしさと明るさで同病の子供ともす
ぐ友達に。やがて病気は寛解するが・・・。浅野
ゆう子・布施博・野村祐香 ほか

96

Ｃ－１

七人の刑事
最後の捜査線

元刑事の沢田は、在職中に連続殺人罪で逮
捕しながらも裁判で無罪になった男・月岡のこ
とを忘れられない。そんな時、月岡の周辺でま
た事件が起こった。沢田は、刑事時代の同僚
とともに月岡の周辺を探る。芦田伸介・風間杜
夫・岸本加世子 ほか

96

Ｃ－１

踊る大捜査線
秋の犯罪撲滅スペシャル

テレビドラマ、映画で大ヒットした人気作のテ
レビスペシャルバージョン。 湾岸署管内で放
火事件が発生した。犯人は、すぐに逮捕された
が護送の途中で逃走してしまう。護送の任に
112
あたっていた青島とすみれは、犯人逃走の手
助けをしたのではと疑われる。織田裕二・深津
絵里・柳葉敏郎 ほか

Ｃ－１

FC99-368

田村正和時代劇スペシャル
眠狂四郎
雪の夜に私を殺して!
狂四郎を愛し続けた女

狂四郎は浮世絵師・玄斎に招かれ、生と死
のはざまにある人間の表情を描くために円月
殺法を見せて欲しいと頼まれる。目の前に据
えられた女は、その昔狂四郎が助けた女だっ
た。 一方、久留米藩では剣術指南役に狂四
郎登用の動きが出ていた。田村正和・黒木瞳・
阿部寛 ほか

98

Ｃ－１

FC99-369

ドラマスペシャル
学校の挑戦
やり直さないか、
君らしさのままで。

生徒不足による廃校を免れるため全国から
中退者や不登校などさまざまな事情を抱えた
生徒を受け入れている北海道の北新高校に、
埼玉から尚基が転校してきた。事あるごとに同
級生と衝突する尚基に担任の沢は心を砕く。
桜井幸子・蟹江敬三・小橋賢児 ほか

97

Ｃ－１

金曜エンタテイメント
さよなら大放送
名古屋嫁入り物語 10

名古屋で老舗のきしめん屋を営む源太郎。源
太郎には３人の娘がいるが，長女と次女は嫁
に行ってしまった。源太郎は，残った３女の那
古に婿を取らせ店を継がせようと考える。しか
し，那古にはアメリカ人の恋人がいたのだ。
植木 等・水野 真紀・ロバート ホフマン ほか

95

Ｃ－１

分類番号

FC99-364

FC99-365

FC99-366

FC99-367

FC99-370

作品名

37/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

月曜ドラマスペシャル
10周年記念特別企画
同窓会へようこそ遅すぎた夏の
帰郷

旬一のもとへふるさとの倉敷から高校時代の
同窓会名簿が届いた。上京して20年間，一度
も帰郷しなかつた旬一は，名簿の中にかつて
の恋人・祥子の名前を見つけ,電話で同窓会の
前日,会う約束をした。だが祥子の娘と名乗る
夏生が姿を現す。
豊川 悦司・加藤 あい・金子 賢ほか

96

Ｃ－１

平成11年度文化庁芸術祭参加
作品
ディアフレンド

保護司とともに老人ホームにボランティア活動
に行った山室雄治は，一人の老人とトラブルを
起こしてしまう。後日，保護司に説得されて，謝
りに行った雄治は，その老人と一緒に旅をする
はめになる。10年以上会っていない孫娘を訪
ねる旅だった。反目しあいながら旅を続ける2
人。そして，孫娘と会えた老人は…。
緒形 拳・岡田 准一・永作 博美ほか

96

Ｃ－１

FC2000-373

金曜エンタテイメント
平成10年度文化庁芸術祭参加
作品
うらぼんえ

ちえ子は,夫・邦男の祖父の新盆に出るため,邦
男の実家にやって来た。が,実は邦男には愛人
がいて妊娠までさせており,２人の仲は冷えきっ
ていた。身よりのないちえ子に邦男の親族は
離婚を迫る。その時…。「死者が帰ってくる」と
いわれるお盆にちなんだ幻想的なストーリー。
清水 美砂・伊原 剛志・河原崎 建三ほか

95

Ｃ－１

FC2000-374

関西テレビ放送開局40周年記念
ドラマ
けろりの道頓秀吉と女を争った
男

天正17年,河内の庄屋・道頓は,秀吉から愛妾
のお藻を召し出すように命じられる。道頓は,お
藻への思いを断ち切れず右兵衛にある計画を
打ち明ける。それは想像もつかない程の大事
業計画だった。
西田 敏行・財前 直美・木村 佳乃ほか

10

Ｃ－１

青年は荒野をめざす‘99

新米カメラマンの淳一郎は,何にも束縛されな
い場所で,渾身の一枚を撮るためシベリア鉄道
の旅に出る。彼は,その車内で流ちょうなロシア
語を話す日本人女性・麻紀と出会う。
安藤 政信・葉月 里緒菜ほか

94

Ｃ－１

サラリーマン金太郎
超ド迫力！
秋の２時間スペシャル

「サラリーマンをなめんじゃねえ！」の叫びとと
もに金太郎が帰ってきた！1年半ぶりにナビリ
アから帰ってきた金太郎は，57億円の損失の
責任をとって子会社へ出向となる。そこはダメ
社員の吹きだまりのような，倒産寸前の会社
だった。ダメ社員の立ち直りと，起死回生の一
発をねらい，金太郎が立ち上がる。
高橋 克典・羽田 美智子・保坂 尚輝 ほか

96

Ｃ－１

分類番号

FC2000-371

FC2000-372

FC2000-375

FC2000-376

作品名

38/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

遠藤周作没後３年特別番組
スペシャルドラマ
夫の宿題

故遠藤周作さんの妻・順子さんが，夫との思い
出をつづった同名作品をドラマ化したもの。
順子さんの目に映った作家・父・夫としての周
作氏のありのままの姿や信仰のこと，長い闘
病生活の中で痛切に感じた日本の医療問題に
も触れる。
竹中 直人・竹下 景子・余貴 美子 ほか

96

Ｃ－１

FC2000-378

踊る大捜査線
歳末特別警戒スペシャル

1997年。暮れも押し迫った湾岸署は，てんや
わんやの忙しさ。そこに青島刑事が復帰してき
て，さらに大事件が発生してしまう。湾岸署は
無事に年を越せるのか!? 管理職３人組も，ま
すます元気に一味違った刑事ドラマを展開。
織田 裕二・柳葉 敏郎・稲垣 吾郎 ほか

117

Ｃ－１

FC2000-379

律子が院長を勤める少女院に，野崎教官が赴
任してきた。反抗的な態度から独房に入れら
金曜エンタテイメント
れたヒナコを担当した野崎は，律子の指導法
単独房の少女たち
が甘すぎると反発し，少女院の教官を辞めると
おばちゃん院長律子の人生なげ
言い出す。だが律子は，野崎を苦しめている過
たらアカン!!
去を知った。
中村 玉緒・赤井 英和・川俣 しのぶ ほか

95

Ｃ－１

FC2000-380

金曜エンタテイメント
女医レイカ

首を絞め,遺体を刃物で切り刻む残忍な手口で
女性が殺害された。その殺害方法は,３年前,精
神科医レイカがプロファイリングで解決した連
続幼女殺人事件の犯人の手口と似ていた。だ
が,その犯人は心神喪失の診断により精神病
院に送られたはずだった。しかし…。
名取 裕子・鶴見 振吾・石橋 蓮司 ほか

95

Ｃ－１

金曜エンタテイメント
ほんとにあった怖い話

視聴者から寄せられた実際に起こった怖い
話を再現ドラマ化したもの。 夜道で何かに遭
遇してしまった少女の話をオープニングに，
「深夜病棟」,「社内怪報」,「白昼のベル」,「夏の
訪問」の４編が紹介される。
黒木 瞳・稲垣 吾郎・中山 美穂 ほか

95

Ｃ－１

第一回草枕文学賞受賞作品
神様に一番近い場所

モラトリアム人間の若い女性主人公が，林業
に従事する祖父と従弟の姿に触れ，仕事とは
何か，人生とは何かを考え始める。 明治の文
豪，夏目漱石の熊本着任100年を記念して創
設された第一回「草枕文学賞」の最優秀作品
をドラマ化したもの。原作 吉井恵璃子
【字幕制作・熊本県聴覚障害者情報提供ｾﾝ
ﾀｰ】

49

Ｃ－１

分類番号

FC2000-377

FC2000-381

FC2000-382

作品名

39/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

向田邦子新春シリーズ
小鳥の来る日

昭和15年，東京池上の神林家は母親の里子と
娘3人の女所帯。父親の順造は17年前に家を
出たきり，行方がわからない。そんなある日，
順造がひょっこり現れる。次女の初子は，家族
を捨てた父親をどうしても許せず…。
【字幕制作・寄贈 京都市聴覚言語障害セン
ター】

96

Ｃ－１

FC2000-384

新春ドラマスペシャル
古畑任三郎 ＶＳ ＳＭＡＰ

ＳＭＡＰの5人がメンバーの一人を救うため，古
畑任三郎相手に完全犯罪に挑む。古畑はその
トリックを暴けるのか？両者の頭脳バトルが展
138
開される。
【字幕制作・寄贈京都市聴覚言語障害セン
ター】

Ｃ－１

FC2000-385

日本のアニメーション製作の第一人者である
手塚治虫の波瀾に満ちた生涯をドラマ化した
もの。昭和25年。医学生と漫画家を兼業してい
テレビ東京開局35周年記念番組 た治虫は，母・文子の励ましで漫画家の道を
永遠のアトム
歩む決意をする。昭和35年には，「鉄腕アトム」 141
手塚治虫物語
や「ジャングル大帝」が大ヒット。長者番付の
トップとなった治虫は，プロダクションを設立す
るが…。
奥田 瑛二・黒木 瞳・草笛 光子 ほか

Ｃ－１

FC2000-386

日本の夜明けを夢見，理想に燃え，多くの志
士を育てた男・吉田松陰。そして，その志を受
ドラマ 蒼天の夢
け継いだのは，型破りな行動力を持った男・高
～松陰と晋作・新世紀への挑戦
杉晋作。幕末という激動の時代を駆け抜けた
～
対照的な２人の英雄のその短い生涯を描く。
中村 橋之助・野村 萬斎・天海 祐希 ほか

119

Ｃ－１

FC2001-387

カネボウヒューマンスペシャル
第20弾
大地の産声が聞こえる
－15歳いちご薄書－

中学３年のいちごは，両親と妹２人の５人家
族。自然派の母の希望で郊外の農家に引っ越
すが，不便な生活にいちごは不満だ。その上，
母の妊娠で，家事や妹の世話などがいちごの
肩にかかってきた。受験勉強も満足にできず，
いらだついちご。いちごは，「こんな家嫌い！家
を出る」と言い出した。
浅野 ゆう子 赤井 英和 池脇 千鶴 ほか

97

Ｃ－１

2000年ドラマスペシャル
百年の物語 第一夜
愛と憎しみの嵐

地主の一人娘・戸倉彩は，借金を抱えた戸倉
の家を救うために，実業家・横山平吉に嫁ぐ。
しかし，平吉との結婚生活には夢も希望もな
かった。小作の公太は，そんな彩を温かく見守
る。激しい運命にほんろうされながらも，懸命
に生きた女の物語である。
松嶋 奈々子 原田 龍二 黒木 瞳 ほか

122

Ｃ－１

分類番号

FC2000-383

FC2001-388

作品名

40/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

2000年ドラマスペシャル
百年の物語 第二夜
愛は哀しみをこえて

戦争で亡くなった横山平吉と彩の娘・純子は，
小学校の教師となり，戦後の混乱期を弟と無
我夢中で生きていた。そんな時，純子は日系
米軍士官のヒロセ・カズオと出会う。互いにひ
かれ合う２人だったが，やがてヒロセは朝鮮戦
争で出兵することになった。
松嶋 奈々子 大沢 たかお ほか

117

Ｃ－１

FC2001-390

2000年ドラマスペシャル
百年の物語 第三夜
オンリー・ラブ

キャリアウーマンの千代は，４歳の時に母に捨
てられて以来，人を愛することを忘れた。ある
日，千代にそっくりな女性の絵を持って，元ボ
クサーの進次が現れる。百年前，彩と公太が
愛し合った運命的な事実を知る由もない２人
は，千代の母に会うためにアメリカへ向かう。
松嶋 奈々子 渡部 篤郎 橋爪 功 ほか

117

Ｃ－１

FC2001-391

金曜エンタテイメント
ヒューマンドラマスペシャル
最後のストライク
炎のストッパー津田恒美・愛と死
を見つめた直球人生

津田はプロ野球・広島カープのエースストッ
パー。あるパーティーに出席した折に，コンパ
ニオンの晃代に一目ぼれし結婚する。平成元
年，ファイアマン賞を受賞し，最優秀救援投手
に輝いたが，翌２年，頭痛に悩まされ成績はガ
タ落ち。病院で悪性脳腫瘍と診断される。
岸谷 五朗 石田 ひかり 石黒 賢 ほか

96

Ｃ－１

FC2001-392

料亭の主人悠太は、新しい店を出すための資
金提供をしてくれる社長の娘サキと遅い結婚
をすることになった。ところが婚約祝いの晩、
橋田壽賀子
2000年
長い時間店先にたたずんでいた女性が、高熱
ドラマスペシャル 想いでかくれん
の子供を抱えて飛び込んでくる。【字幕製作・
ぼ
寄贈 福岡県聴覚障害者センター】
渡哲也／江角マキコ／神田正輝／中田喜子
ほか

94

Ｃ－１

FC2001-393

ＧＴＯ
DRAMA SPECIAL

代理教員として張り切って女子高に赴任した
鬼塚英吉。しかし生徒たちのワナにはまり、奴
隷「ランプの精」に。そんな時、冬月あずさの父
親が北海道から上京してきて鬼塚は大ピンチ
に。反町隆史／松嶋奈々子／藤木直人／窪
塚洋介 ほか

94

Ｃ－１

FC2001-394

西村京太郎トラベルミステリー
津軽・陸中殺人ルート妻を誘拐さ
れた亀井刑事が連続殺人犯
に！
？東北新幹線～成
田空港十津川警部必死の大捜
査網

亀井刑事は妻を誘拐され、ある男の言うまま
に旅行をさせられる。しかし亀井刑事の行く
先々で殺人事件が発生し、亀井刑事は連続殺
人犯として逮捕されてしまう。亀井刑事の無実
を証明するため、十津川警部が必死の捜査を
する。
高橋英樹／愛川欽也／根津甚八／黒沢あす
か／浅野ゆう子

119

Ｃ－１

分類番号

FC2001-389

作品名

41/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC2001-395

世にも奇妙な物語 ＳＭＡＰの特
別編

何年かぶりに我が家に帰ってみると、様子が
一変していたということはないだろうか？もし、
決められたセリフ以外しゃべることを許されな
いとしたらどうする？そして大人になるにも試
験が必要だったら？スマップがそんな奇妙な
世界にあなたをいざなう、五つのオムニバス。
ＳＭＡＰ／タモリ／広末涼子／桜井幸子／樹
木希林

127

Ｃ－１

FC2001-396

警視庁に届いた“地獄の傀儡子（くぐつし）”と
名乗る人物からの脅迫状。一（はじめ）たちは
死骨ヶ原に向かう列車の中で最初の殺人事件
金田一少年の事件簿 魔術列車
に遭遇する。幻想魔術団のメンバーが次々と
殺人事件
殺害される｢死のマジック」。一にも魔の手が忍
び寄り・・・。
松本潤／鈴木杏／内藤剛志ほか

94

Ｃ－１

FC2002-397

広川一は家庭裁判所の調査官だ。新しい赴任
先に到着した日、彼は耳の不自由な女性と出
会った。隣の家の女の子が、親から虐待を受
ドラマスペシャル 少年たち2 第
けているというのだ。離婚調停の夫婦、窃盗で
一回 離婚調停（全三回）
捕まった暴走族の少女。親子の愛に悩むさま
ざまな事件に熱血漢・広川が挑む。 上川隆也
/山崎努/浜畑賢吉/谷啓/有森也実 ほか

74

Ｃ－１

FC2002-398

広川のもとに｢助けて」とメールが入った。児童
虐待の疑いがある森家の隣家の女性からだ。
森の娘には背中にたばこでつけられたやけど
ドラマスペシャル 少年たち2 第 のあとがあった。父親に甘えることをしない娘。
二回 児童虐待（全三回）
だが広川らの働きかけで、父親の豊は少しず
つ娘に歩み寄ろうとする。ようやく心が通じ合
えたかに見えたとき、親子の前に児童相談所
の職員と警察が現われた。

74

Ｃ－１

FC2002-399

広川調査官は、娘を虐待した疑いがある森の
生い立ちを聞き、心を動かされ、彼が娘と一緒
に暮らせるように尽力する。一方、鑑別所の響
ドラマスペシャル 少年たち2 最
子がおなかの子を産みたくないと言い出すが、
終回 少年審判（全三回）
響子の本心を見抜いた広川は、安心して出産
できるように奔走。池田支部長も、独自の方法
で広川の仕事を援護する。

74

Ｃ－１

FC2002-400

長引く不況で売上が落ちているトアール・チャ
イナ。その再建案を浜田課長ひきいる13課が
出すことになった。いくら考えても、なかなかい
い案は浮かばない。そんな折、浜田は同窓会
で昔の友人中島に出会う。聞けば中島は、回
転寿司業界再大手の「満腹寿司」にいるとい
う。浜田は、満腹寿司と提携してトアール・チャ
イナを再建しようと考えるが・・・。 浜田雅功/
松本人志/藤井隆/稲森いずみ ほか

88

Ｃ－１

分類番号

作品名

「明日があるさ」スペシャル

42/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

太陽にほえろ！2001

七曲署管内の消費者金融で強盗事件が起き
た。ボスこと山岡の指揮の下、捜査が始まる。
新人刑事の淳は同僚の真美と犯人を追う。そ
んな時、淳に「お前のせいで女性が死んだ。」
という手紙が届いた。心当たりのない淳は戸惑
う。 館ひろし/金子賢/大路恵美/高橋恵子
ほか

92

Ｃ－１

FC2002-402

３年Ｂ組金八先生 スペシャル

金八と元３Ｂの生徒が大西さんの一周忌を久
しぶりに再会した。しかし力也は法要に欠席し
た数名のことが許せず、欠席者の家を訪ね
る。しかしこの行動が警察を巻き込む大騒動に
発展してしまう。 武田鉄也／小西美帆／星野
真里／吉行和子 ほか

96

Ｃ－１

FC2002-403

２６歳の若さで亡くなった金子みすヾ。山口県
の仙崎で生まれ育った彼女は、大正９年春、
大津高等女学校を卒業。家業の書店を手伝い
ＴＢＳ創立五十周年記念番組
ながら初めて投稿した詩が、四つの雑誌で入
明るいほうへ明るいほうへ －童
選。だが実弟とのかなわぬ恋、親友の死、夫
謡詩人 金子みすヾ－
の裏切り・・・と過酷な運命が待ちかまえてい
た。 松たか子／三宅健／渡哲也／野村宏伸
／管野美穂

123

Ｃ－１

FC2002-404

水戸黄門 陰謀と裏切りの果て
に（江戸・水戸）

江戸で刀の目利きは、ある刀の鑑定を依頼さ
れ驚く。それは光圀から高松藩主の松平に贈
られ、家宝となっていた刀だったのだ。一方、
光圀が旅先で乱心したといううわさが広まる。
光圀は陥れようとする陰謀と裏切り。その黒幕
とは・・・。 石坂浩二／岸本祐二／山田純大
／西郷輝彦 ほか

92

Ｃ－１

FC2002-405

八ヶ岳の中央病院の医師・太田章は、重症患
者や末期の患者の心に寄り添った医療を目指
している。苦しい治療で疲れ果てた患者たちに
「もうがんばらなくてもいいよ」と語りかける。末
平成１３年度文化庁芸術祭参加
期がん患者・里中葉子は、家族に迷惑をかけ
がんばらない
ないよう、家から遠い地にあるこの病院に転院
してきた。かたくなな彼女の心は、家族の見舞
いも拒むが・・・。 西田敏行／倍賞美津子／
大滝秀治／市毛良枝 ほか

96

Ｃ－１

FC2002-406

初の日韓合作ドラマ。香港の街でふとしたきっ
かけで出会ったジフンと智子。映画監督になる
夢を持つ大学生のジフンと、東京のデパートに
勤める智子。言葉の壁を越えて交際が始ま
る。ある日、ジフンは智子に会いにやって来る
のだが・・・。 ウォンビン／深田恭子／矢田亜
希子／小澤征悦 ほか

110

Ｃ－１

分類番号

FC2002-401

作品名

日韓共同制作ドラマ ｆｒｉｅｎｄｓ
第一夜

43/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

時間
（分）

利用
区分

ジフンは韓国国民の義務である軍隊へ。入隊
を知った智子は、ジフンの元に駆けつけるが、
別れを告げられる。二年後、ソウルの街で二人 110
は偶然再会し、愛を確認する。しかし、文化の
違いが二人の間に大きな溝をつくってしまう。

Ｃ－１

作品名

内容

FC2002-407

日韓共同制作ドラマ ｆｒｉｅｎｄｓ
第二夜

FC2002-408

幸せ商店街の『幸せラーメン』の小池さん宅に
降り立った慎吾ママ。商店街の機器を救い、波
慎吾ママ夏休みドラマＳＰ ミッ
男の恋を後押しし、小池家に幸せを運びます。
キーも一緒“おっは～”は世界を
パワフルな慎吾ママとミッキーや豪華なゲスト
救う！②
陣が見もの。 香取慎吾/永作博美/三宅裕司
ほか

96

Ｃ－１

FC2002-409

原作は、タレント飯島愛の「プラトニック・セック
ス」父親から素行の悪さを責められ16歳の誕
ＰＬＡＴＯＮＩＣ ＳＥＸ 娘の叫
生日に家を飛び出してしまう主人公の加奈。正
び・・・親の涙・・・そして親子の闘 体不明な男石川に拾われ、愛と名乗ってキャ
いが始まる １７歳の青春
バクラで働き始める。愛を純粋に信じる加奈の
行く先には何が待っているのか？ 星野真里/
佐野史郎/田中好子/長島敏行 ほか

97

Ｃ－１

FC2002-410

ＰＬＡＴＯＮＩＣ ＳＥＸ ２０歳の純
愛

加奈はアダルトビデオの女優としてデビュー。
人気が出て芸能界にも活躍の場を広げる。私
生活では路上ミュージシャンの克巳と愛をはぐ
くんでいく。果たして加奈は本当の愛を見つけ
ることができるのだろうか。

95

Ｃ－１

FC2002-411

クリスマスクルーズの客船にライフル銃を持っ
た若者が乗船し、船の機関士を撃つという事
件が起きた。機関士は港北医大の救急救命セ
ンターに運ばれ、進藤先生が執刀するが、危
険な状態だ。その客船には、シカゴから帰国し
救命病棟２４時 新春スペシャル
たばかりの香坂先生も乗っており、人質になっ
ていた。犯人から、「けが人の治療に医師を乗
船させろ」という電話が入り、進藤先生が船に
向かう。 江口洋介/松雪泰子/伊藤英明/須
藤理彩 ほか

117

Ｃ－１

FC2002-412

手塚治虫の短編3本をドラマ化。生意気盛りの
女の子が、不思議なキャンディーの力を借りて
大人の女性に変身し、恋をのぞき見る「ふしぎ
なメルモ」 内向的な高校生がインターネットで
見た写真の少女との交流をとおして、独り立ち
ドラマスペシャル 手塚治虫劇場
するまでを描いた「るんは風の中」。 事業に失
敗した初老の男が、同窓会のため訪れた母校
で不思議な体験をし、再び生きる力を取り戻す
「カノン」を収録。 今井翼/池脇千鶴/木村佳
乃/寺脇康文/緒方兼

92

Ｃ－１

44/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC2002-413

江戸時代に活躍した俳人・小林一茶。一茶の
生涯を描いた田辺聖子の『ひねくれ一茶』が原
作。３歳で実母と死に別れ１５歳で江戸に出た
正月時代劇 おらが春～小林一
一茶。５０を過ぎてふるさと信濃に戻り結婚す
茶～
る。そして子どもをもうけるのだが・・・。西田敏
行／石田ゆり子／かたせ梨乃／田辺誠一／
財津一郎／杉浦直樹

119

Ｃ－１

FC2002-414

アキラは十七歳。勉強することの意味を見いだ
せず進学校を中退。同い年の幹は未婚の母と
なり、恥だと言われ家から出してもらえない。そ
平成十三年度文化庁芸術祭大
んな二人が赤ん坊を連れ、生まれ故郷の仙台
賞受賞作品 ドラマ 僕はあした
から上京、アパート暮らしを始める。生活する
十八になる
ためにアキラは電気工事店に就職し懸命に働
くのだが・・・。伊藤淳史／前田亜季／佐野史
郎／中村久美／岸辺一徳／丹波哲郎

69

Ｃ－１

FC2003-415

イラストレーターの梨江は夫の仕事の都合で
子どもたちと共にソウルに住むことになった。
言葉も文化も家族に対する考え方も違う韓国
ドラマ 韓国のおばちゃんはえら
の下町で、母親業と仕事を両立させようと奮闘
い
する梨江。しかしなかなか思うようにいかず、
梨江は韓国が嫌になってしまう。 西田ひかる
/カンブジャ/勝村政信/池内淳子

89

Ｃ－１

FC2003-416

１９７０年３月３１日、羽田を離陸した日航機よ
ど号が、赤軍派の学生たちにハイジャックされ
た。当時この事件は、日本初のハイジャック事
件として注目されたが、ソウルのキンポ空港を
スーパーテレビ情報最前線 特 舞台に繰り広げられた犯人との交渉の裏に
別版 よど号事件 史上最悪の１ は、日本人には理解されにくい当時の国際情
２２時間
勢があった。この番組は、事件の全ぼうを取材
を基にまとめた久能靖著「よど号事件１２２時
間の真実」をドラマ化した実録ドラマだ。 根津
甚八／別所哲也／釈由美子／鶴見辰吾／仲
村トオル

94

Ｃ－１

FC2003-417

ブラック・ジャックⅢ

なぞの奇病で苦しみ、死を目前にした患者を、
奇跡の手術で救ったブラック・ジャック。そのお
礼に高級レストラン“マ・フィーユ”に招待された
が、天才シェフといわれる赤石の味が落ちてい
ることから、ブラック・ジャックは脳腫瘍ではな
いかと疑う。手術をすれば味覚は戻るはずだっ
たのだが…。本木雅弘／須藤理彩／森本レオ
／蟹江敬三／池内博之／大林丈史

97

Ｃ－１

FC2003-418

弁護士の響子は街で男に襲われていた女性を
助ける。しかし女性は響子の前から逃げるよう
月曜ミステリー劇場 弁護士 高 に去った。数日後、その女性が殺人容疑で逮
見沢響子５
捕された。響子は弁護を引き受けるが女性は
名前を言おうとはしなかった。 市原悦子/安
達祐美/萩尾みどり/あめくみちこ/室田日出男

96

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

45/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC2003-419

明智小五郎対怪人二十面相

二十の顔を持つといわれる変装の名人・怪人
二十面相から、国立博物館の国宝をすべて盗
み出すという予告状が届いた。対するは、世紀
の名探偵・明智小五郎。二十面相は深く明智
を恨み明智をまっ殺しようとする。それは明智
も知らない。ある秘密の因縁があったのだ。
江戸川乱歩の描いた世界が、田村正和、ビー
トたけしらの豪華キャストでよみがえる。 田村
正和/ビートたけし/伊東四郎/宮沢りえ/黒木
瞳/久本雅美

116

Ｃ－１

FC2003-420

作家の河野俊輔の長男で広告プランナーの夏
久は父親に反目。次男の春次はボランティア
活動に熱心で、弁護士を目指すまじめな大学
生。ある日、海岸に出かけた春次は、ワンピー
石原慎太郎原作ドラマ特別企画 スのまま泳ぐ恵梨の姿に目を奪われる。次は
狂った果実２００２
図書館で再会。次第に自由奔放な恵梨に引か
れていく春次を心配した夏久は、恵梨のことを
調べ始めるのだが…。 小泉孝太郎／北村一
輝／津川雅彦／松原智恵子／奥菜恵／加藤
茶／橘美里

96

Ｃ－１

FC2003-421

木曜ファミリーワイド 北の国か
ら'８３冬

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

93

Ｃ－１

FC2003-422

３８歳で独身の圭子は高校の先輩の江崎とハ
ウスクリーニングの会社を共同経営している。
江崎は離婚して娘と母親の三人暮らし。圭子
金曜エンタテイメント 山田太一 はホストクラブに通ううち、彫金で身を立てたい
ドラマスペシャル この冬の恋
という克が気に入り、お金で愛人関係を契約。
だが克が結婚するため別れることになったが
…。田中美佐子／渡辺えり子／要潤／大隈い
ちろう／小林稔侍／平岩紙

96

Ｃ－１

草太の突然の死から四年。純と正吉が草太か
ら引き継いだ牧場は倒産し、莫大な借金を抱
えた二人は働き口を求め富良野を離れた。螢
は看護婦をして三歳になった息子の快と暮らし
ている。結婚の報告にシュウが五郎を訪れ、純 132
への手紙を託す。その後五郎の腹部に激痛が
走る。６７という年齢を考え病院で検査を受け
た五郎だが…。 田中邦衛／吉岡秀隆／中嶋
朋子／宮沢りえ／内田有紀／竹下景子

Ｃ－１

分類番号

FC2003-424

作品名

北の国から ２００２遺言 前編

46/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

時間
（分）

利用
区分

２１年間愛されてきたこのドラマも、今回で最終
回を迎える。 草太から引き継いだ牧場が倒産
し多額の借金を抱え、富良野を出た純は、羅
臼で結と知り合う。しかし彼女は複雑な事情を
抱えていた。一方、五郎の生きがいは、孫の快 158
だったが、最近、自分の健康に不安を感じ始
め、新吉の勧めで、遺言を書いてみることにし
た。田中邦衛／吉岡秀隆／中嶋朋子／宮沢り
え／内田有紀／竹下景子

Ｃ－１

作品名

内容

FC2003-425

北の国から ２００２遺言 後編

FC2003-427

一平の推薦で東京ドームプラトンに派遣された
明は、ある客から野球のチケットが入手できな
ホテルスペシャル 2000秋 姉さ いかと相談される。心臓手術を控えた息子に
ん！ビックリ大事件です？！
見せてやりたいのだと言うのだ。明はチケット
を求め、奔走するが・・・。 丹波哲郎/小林稔
大侍/高嶋政伸

97

Ｃ－１

FC2003-423

パリコレ有名デザイナー明智小夜子が「株式
会社ランポ」へのデザイナー就任のため日本
に帰国し、１７歳の息子、小林真一に１２年ぶり
金曜エンタテイメント えなりかず に再会する。ところが、小夜子の就任記者発
きの少年探偵・事件でござる！ 表のリハーサルで、殺人事件が起きる。そして
ランポには不正経理のうわさが。高校生の真
一少年が、謎に挑む。 えなりかずき/村上里
佳子/佐々木蔵之助/初音映莉子

96

Ｃ－１

FC2003-426

山田太一ドラマスペシャル
香港明星迷

香港のスター、イーキン・チェンの追っかけを
自認する里美。彼女は靴のブランド、サンマロ
のアジア地区の営業部長である。イーキン・
チェンのパーティーのチケットを手に香港に飛
んだ里美は、そこで圭子、茜と知り合い、意気
投合する。しかし、実は３人にはそれぞれ思惑
があったのだ。 薬師丸ひろ子/山本未來/室
井滋/岡田眞澄/境雅人/山崎努

121

Ｃ－１

FC2004-428

仕事のミスで政治部からスポーツ部に転属に
なった新聞記者の飯田洋平。彼は拓殖大学の
佐藤大輔を取材する。駅伝を軽視する洋平
は、大輔から聞いたたすきの重みも理解でき
日本テレビ開局５０年記念ドラマ ない。なぜ選手たちはあれほど必死に走るの
スペシャル天国のダイスケへ箱 か…。その答えを求めるため取材を続けるう
126
根駅伝が結んだ絆
ち、大輔と洋平は深い絆で結ばれていく。しか
し大輔を待っていたのはあまりにも過酷な運命
だった。実話を元に作られた感動のドラマ。小
栗旬／福山雅治／瀬戸朝香／松本莉緒／森
本レオ／大谷直子

Ｃ－１

FC2004-429

庶務二の６人は、それぞれ超ラッキーな初夢を
見る。その初夢がかなうよう初詣に出かける６
人。そして６人全員が大吉を引き当てる。さら
に、６人の当たりくじの番号が、初夢に出てき
127
た数字と一致したことから、６人はその番号で
宝くじを買うことに。 宝くじは当たるのか？そ
れとも…。江角マキコ／京野ことみ／石黒賢／
戸田恵子／高橋由美子

Ｃ－１

ショムニ ＦＯＲＥＶＥＲ

47/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

２７時間テレビスペシャルドラマ
海のオルゴール

国際児童図書評議会の記念大会で美智子皇
后が紹介された一編の詩「頬」は、詩人竹内て
るよの作品だ。波乱に満ちた生涯を送りながら
も、常に明るく希望を忘れず生きた竹内てるよ
の半生を描いたドラマ。てるよは幼い時に両親
と離れ祖父母に育てられた。長じて東京の出
版社に勤めるが、祖父の勧めで結婚をするこ
とに。男の子を授かるが、生まれつき体の弱い
てるよは、出産を機に寝たきりになってしまう。
松雪泰子／池内博之／石坂浩二／仲村トオ
ル／八千草薫／新山千春

100

Ｃ－１

FC2004-431

ゴールデンシアター特別企画
白線流し 二十五歳

松本北高校を卒業して７年。七倉園子は東京
での出版社勤めを辞め、松本で念願の教師を
始めた。園子は、スリランカに渡っていた渉が
東京に戻っていると聞いても、連絡はしていな
い。一方、結婚した慎司とまどかは、もうすぐ親 108
になる。 ７人それぞれが、仕事や家庭で、大
人としての自覚を求められ、悩みながら成長し
ていく。長瀬智也／酒井美紀／京野ことみ／
柏原崇／馬渕英里何／中村竜

Ｃ－１

FC2004-432

「魂のピアニスト」と呼ばれるフジ子・ヘミング。
彼女が世に認められるまでには、想像を絶す
る苦難の日々が待ち受けていた。若くして中耳
炎により右耳の聴力を失ったフジ子。それはピ
愛と感動の特別企画ドラマ フジ アニストを目指す者にとって、死の宣告にも等
106
子・へミングの軌跡
しいものだった。しかし母・投網子は「まだ左耳
がある、目がある」とフジ子を励ます。やがてフ
ジ子は一流のピアニストになるため、ドイツ留
学を目指す。菅野美穂／十朱幸代／野際陽子
／宇津井健／谷原章介／陣内孝則

Ｃ－１

FC2004-433

昭和３９年、初老の作家・藤沢省二郎は娘・み
こと鎌倉に引っ越した。みこは、戦争中の無理
がたたって体を壊し、嫁ぐことも働くこともでき
ず家にいるのだった。しかし、つらい姿は人に
愛と絆の人間ドラマ特別企画「娘
は見せず、みこは省二郎に毒舌を吐き、威勢
よ」
のよい娘を演じていた。そんな暮らしの中、省
二郎が再婚したいと言い出す。何と相手はみ
こと同い年の人妻だという。一路真輝／杉浦
直樹／竹下景子／えなりかずき遠藤久美子

109

Ｃ－１

FC2004-434

沖縄で写真館を営む平山幸一は、５人の子宝
に恵まれ、家族で平和な日々を送っていた。あ
る日、ラジオから日本が真珠湾を攻撃したとい
テレビ50周年ドラマ特別企画 さ うニュースが入った。その後、戦況は悪化し、
とうきび畑の唄
ついに幸一にも召集礼状が届く。離れ離れに
なった家族に待ち受けていたものは…。明家さ
んま／黒木瞳／仲間由紀恵／上戸彩坂口憲
二

136

Ｃ－１

分類番号

FC2004-430

作品名

48/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

作品名

内容

時間
（分）

利用
区分

FC2004-435

斎藤英二郎の研修先は第四外科、通称がん
病棟だ。今までの研修先で常に問題を起こし
てきた英二郎は、初日から川渕教授に「君が
永大のがん細胞か」と目をつけられる。英二郎
ブラックジャックによろしく ～涙 が出会った膵臓がんの患者・良江は完治でき
のがん病棟編～
ると言われ手術に踏み切るが、その後肝臓へ
転移が見つかる。「もうできることはない」と言
う指導医・庄司の言葉に食ってかかる英二郎
は…。妻夫木聡／鈴木京香／阿部寛／石橋
貴明薬師丸ひろ子

124

Ｃ－１

FC2005-436

海外旅行を楽しんでいた古畑だったが、パス
ポートを紛失してしまい再発行のため大使館
に出向く。大使館内は外務大臣来訪のための
新春ドラマスペシャル 古畑任三
準備で大忙しだった。そんな中、大使は参事官 123
郎
と言い争いになり、弾みで殺害してしまう。大
使と古畑の駆け引きが始まる。 田村正和／
松本幸四郎／及川光博／八嶋智人

Ｃ－１

FC2005-437

南海に浮かぶ志木那島。本土から船で6時間
もかかるこの島に、医師の五島健助が赴任し
金曜エンタテイメント・新春ドラマ てきた。不十分な医療設備と不信感をあらわ
スペシャル Ｄｒ．コトー診療所
にする島民。それでも健助はあきらめずに努
～特別編・第１夜
力を続け、いつしか「コトー先生」と親しみをこ
めて呼ばれるようになった。 吉岡秀隆／柴
崎コウ／時任三郎／大塚寧々／小林薫

97

Ｃ－１

FC2005-438

志木那島へ来て半年が過ぎ、島民の信頼を得
た健助の前に、週刊誌の記者・巽が現れる。
実は健助には星野課長しか知らない過去が
プレミアムステージ・新春ドラマス
あった。その過去を巽に暴かれ島民の信頼を
ペシャル Ｄｒ．コトー診療所 ～
失った健助は島を去る。星野は心労から吐血
特別編・第２夜
した。医師不在の離島での診療は難しく…。
吉岡秀隆／柴崎コウ／時任三郎／大塚寧々
／小林薫

98

Ｃ－１

FC2005-439

白い巨塔 特別版

連続ドラマの総集編に、新たに収録された物
語を加えた特別版。 佐々木庸平の裁判の後
も、柳原は第一外科に残り医師として働いてい
た。ある日柳原は末期がんの患者に告知をす
ることになる。その患者はかつて財前が手術し
た患者だった。財前の姿に思いをはせながら、
告知に悩む柳原は里見の元を訪ねる。 唐沢
寿明／江口洋介／石坂浩二／伊武雅刀／黒
木瞳／西田敏行

121

Ｃ－１

FC2005-440

いわくありそうな乗客たちを乗せたバスが、故
障車をよけ切れず谷底へ…。のはずが、何と
ストップモーションのように空中で止まってしま
世にも奇妙な物語 春の特別編 う。死を目前にした乗客が繰り広げる人間模
様。その意外な結末は。 他にも『殺し屋です
のよ』『自分カウンセラー』など。 観月ありさ／
渡部篤郎／永作博美

94

Ｃ－１

49/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
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-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容
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利用
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FC2005-441

プレミアムステージ
特別企画 ９．１１

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

98

C-1

FC2005-442

筑豊の炭鉱を舞台に、１人の少年の成長を
描く、五木寛之原作の青春ドラマ。五峯炭坑の
頭領・伊吹重蔵はカフェで働くタエにひとめぼ
れし、恋敵のヤクザ・塙竜五郎との決闘の末タ
エを妻にする。重蔵の一人息子・信介は新しい
青春の門 ―筑豊篇― 第一夜
母を迎え、３人の暮らしが始まった。ある日、炭
坑で落盤事故が起こり、重蔵は１人ダイナマイ
トを抱えて、閉じ込められた坑夫たちの救出に
向かう。豊川悦司／鈴木京香／岸谷五郎／石
田卓也／緒形拳／杉本哲太

93

Ｃ－１

FC2005-443

戦争が終わり、中学生になった信介はたくま
しい少年に成長していた。女手一つで信介を
育てていたタエが病に倒れ、信介たちは塙竜
五郎の世話になることになる。幼なじみ・織江
青春の門 ―筑豊篇― 第二夜 との関係、年上の音楽教師へのあこがれ…。
性の目覚めとともに、「父を越える男になりた
い」と願う信介の旅立ちの時が迫る。豊川悦司
／鈴木京香／岸谷五郎／石田卓也／緒形拳
／杉本哲太

93

Ｃ－１

FC2005-444

１９４３年、１４歳で教師を目指し、朝鮮から単
身 日本に渡った昌鉉少年。しかし、大学在学
中に、国籍の違いから教師になれないことを知
平成十六年度文化庁芸術祭参 る。失意の中で聞いたストラディバリウスにま
147
加作品 海峡を渡るバイオリン つわる話に心を動かされ、独学でバイオリンを
作ろうと決心する。やがて、南伊子という伴りょ
を得て、２人のバイオリン作りの苦難の日々が
始まる。草彅剛／菅野美穂／田中邦衛

Ｃ－１

FC2005-445

灰原達之は帝国金融に勤める金融屋。帝国
金融は街金（まちきん）と呼ばれる、高利貸し
だ。ある日灰原は街で市村朱美という女性に
ストーカーに間違われ、警察に連行される。そ
こで知り合いになった刑事から、海外製の超高
新春ドラマスペシャル ナニワ金
性能洗濯機が安く手に入ると言われ説明会に 123
融道➅
参加する。しかしその商法はどうやらマルチ商
法のようで、案の定灰原は、マウスと呼ばれる
会員にならないかと誘われて…。中居正広／
池脇千鶴／小林薫／緒形拳／段田安則／室
井滋

Ｃ－１

分類番号

FC2005-446

作品名

ホテルスペシャル ２００１秋
姉さん！恐怖です？！

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

50/FC テレビドラマ

94

C-1

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

FC2005-447

時間
（分）

利用
区分

98

Ｃ－１

昭和３年。瀬戸内海に浮かぶ小豆島の岬の分
教場に、新卒の女教師・大石久子が赴任して
きた。洋服を着て自転車で通う久子は、岬の村
の人々にあれこれ言われるが、受け持った１
年生１２人とは、すぐに仲良しになれた。それ
から月日は流れ、昭和１７年。戦争は激しくな
121
り、昭和３年に分教場で１年生だった男子５人
が出征する。久子は、１年生の時にみんなで
写した写真を手渡し、「生きて帰って」と声をか
ける。：出演：黒木瞳／渡部篤郎／小林稔侍／
八千草薫／小栗旬／星野真里

Ｃ－１

作品名

内容

ある町を訪れたレオと虎之助。２人は大人た
ち相手に悪さを繰り返していた。２人は大人が
プレミアムステージ特別企画Ｘ’ｓ 大嫌いだった。やがて２人は２人組の泥棒や、
ｍａｐ 虎とライオンと五人の男 まずいカレー屋のマスターと知り合い、閉ざし
ていた心を少しずつ開いていく。ＳＭＡＰ／寺尾
聰／阿部寛／優香

FC2006-001

終戦六十年特別ドラマ 二十四
の瞳

FC2006-002

拡張型心筋症という心臓の病気を抱えた朋久
は、９歳の時同じ病気で母を亡くした。時折、
心不全の発作に襲われながらも、ベッドの上で
２４ＨＯＵＲ ＴＥＬＥＶＩＳＩＯＮ小さ 勉強を続け、朋久は高校にも合格する。朋久
な運転士 最後の夢
の夢は江ノ電の運転士になることだった。実話
に基づいた感動のドラマ。：出演：阿部寛／和
久井映見／竜雷太／草彅剛／中島裕翔／余
貴美子

102

Ｃ－１

FC2006-003

終戦の日スペシャルドラマ覚悟
～戦場ジャーナリスト橋田信介
物語～

２００４年５月２７日、イラクの首都バグダッドの
南方に位置するマフムディアで、日本人ジャー
ナリスト２人が殺される事件が起こった。このド
ラマは、その時殺害された橋田信介氏の妻・
幸子さんが執筆した「覚悟」を元に作られたも
ので、事件の真相と橋田信介というジャーナリ
ストの生きざま、橋田氏の遺志を受け継いで行
われているモハマド君の目の治療等について
描いている。：出演：財前直見／柳葉敏郎／小
栗旬／吉行和子／高橋英樹／袴田吉彦

96

Ｃ－１

FC2006-004

広島の産業奨励館（現在の原爆ドーム）の近く
に住む三姉妹と弟を中心に、原爆が投下され
るまでの３週間を描く。長女は家業の旅館で、
次女は代用教員、三女は学徒動員と、それぞ
「涙そうそう」プロジェクトドラマ特 れ懸命に働いていた。１５歳の弟は姉たちに希
137
別企画広島 昭和２０年８月６日 望という花言葉を残して出征する。苦しい戦時
下であっても、恋に友情に精一杯の暮らしを
送っていた三姉妹。そしてついに運命の日が
やってくる。：出演：松たか子／加藤あい／長
澤まさみ／富浦智嗣／西田敏行／国分太一

Ｃ－１

51/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
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VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS
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FC2006-005

昭和４９年３月、小野田少尉はルバング島から
生還した。終戦から３０年。仲間を失い独りに
なっても、上官の命令どおり遊撃戦士として任
プレミアムステージ特別企画 終 務を遂行していた小野田。日本の敗戦が信じ
戦六十年スペシャルドラマ実録・ られず、帰国を勧める捜索隊や肉親の呼びか
小野田少尉 遅すぎた帰還
けにも応じなかった。だが１人で捜索に来た日
本人青年・鈴木紀夫が生還のきっかけをつく
る。：出演：中村獅童／柳葉敏郎／西島秀俊
／片岡鶴太郎／堺雅人／小林稔侍

107

Ｃ－１

FC2006-006

金曜エンタテイメント ＷＡＴＥＲ
ＢＯＹＳ ２００５夏 １

第一志望の東大医学部受験を失敗し、東大農
学部に入学した田中は、ガールフレンドの響子
には医学部に入学したとうそをついている。田
中は高校時代に行った男子シンクロのせいで
医学部に落ちたと思い、シンクロをやったこと
を後悔していた。そんな田中は、養豚場の実
習のため南の島に行くことになる。：出演：瑛太
／小出恵介／平岡祐太／柄本佑／小西真奈
美／酒井彩名

96

Ｃ－１

FC2006-007

南の島の高校生にシンクロを教えることになっ
た田中。発表の舞台は１０年ぶりの村祭り。し
かし、島の開発事業計画が進み、村祭りは中
プレミアムステージＷＡＴＥＲ Ｂ
止になりそうになる。男子シンクロを成功させ
ＯＹＳ ２００５夏 ２
るために、田中やシンクロメンバーたちは頑張
る。：出演：瑛太／小出恵介／平岡祐太／柄
本佑／小西真奈美／酒井彩名

97

Ｃ－１

FC2006-008

「積木くずし」は、２０年以上前に出版され、ベ
ストセラーとなり社会現象にまでなった。その
金曜エンタテイメント ２夜連続
「積木くずし」には書かれていなかった、親と子
秋のヒューマンスペシャルドラマ
の真実を前編 後編に分けてドラマ化。前編
積木くずし真相 あの家族、その
は、崩壊しかけた家族が再生するまでの２００
後の悲劇
日に及ぶ格闘の日々を描く。：出演：舘ひろし
／杉田かおる／安達祐実

96

Ｃ－１

FC2006-009

余命あと１年と宣告された朋美は、母の死を乗
り越え、働きながら介護士の資格取得を目指
プレミアムステージ ２夜連続秋
して頑張っていた。朋美の亡くなった後、杉原
のヒューマンスペシャルドラマ積
が朋美の手記を持って、信悟の前に現れる。
木くずし真相 あの家族、その後
はたして、その手記に書かれていたのは、一
の悲劇
体何だったのか。朋美の真実の姿とは？：出
演：舘ひろし／杉田かおる／安達祐実

108

Ｃ－１

FC2006-010

２００５年春・沖縄。沢村清治の次女・清子の結
婚式が行われていた。見守る姉・飛鳥、母・美
和、祖父、祖母。皆、心の中で、今は亡き清治
平成１７年度（第６０回記念）文化
のことを思い出していた。昭和５４年１月に、ガ
庁芸術祭参加作品飛鳥へ、そし
115
ンのため３１歳の若さでこの世を去った医師・
てまだ見ぬ子へ
井村和清氏の同名手記（祥伝社刊）をもとにド
ラマ化された作品。：出演：稲垣吾郎／紺野ま
ひる／原田美枝子／風吹ジュン／夏八木勲

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

52/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC2006-011

政府の発表によると、今後３０年の間に東京を
大地震が襲う確率は７０％といわれている。震
生と死を分けた理由… アース・
度７の地震が起きた場合、一般的なビルなど
クエイク平成１８年春・東京大震
で起こりうる被害を想定して作られたこのドラ
災
マは、日ごろの備えや非常時の連絡方法な
ど、今しておくべきことを教えてくれる。

106

Ｃ－１

FC2006-012

漫才師の田代誠と袋金太は、トラック事故に巻
き込まれる。２人が意識を取り戻したのは、な
終戦６０年ドラマスペシャル零の
ぜか昭和２０年８月の特攻隊最前基地だった。
かなたへ～ＴＨＥ ＷＩＮＤＳ ＯＦ
しかも、彼らは「岸田、福元」と、全く違う名前で
ＧＯＤ～
呼ばれるのだ。隊の若者が次々と出撃していく
中、金太は、１枚の写真を見て、がく然とする。

95

Ｃ－１

FC2006-013

ドラマコンプレックス 戦国自衛
隊 関ケ原の戦い 第１部「さら
ば、友よ」

伊庭明義と嶋村卓也が率いる陸上自衛隊の２
６名が演習中に突然消えた。彼らは４００年前
の関ヶ原の合戦の直前にタイムスリップしてし
まったのだ。やがて家康の戦術に翻弄された
伊庭たちは、自分たちの意思とは反対に戦い
に巻き込まれていくことに…。出演者：反町隆
史／渡部篤郎／藤原竜也

107

Ｃ－１

FC2006-014

戦国の戦いに巻き込まれながらも人の命を守
り貫こうとする伊庭。戦国の世を生き抜こうと、
ドラマコンプレックス 戦国自衛 自らを戦乱に投じる嶋村。隊員たちは「人は何
隊 関ケ原の戦い 第二部 愛す のために生き、死ぬのか？」「そして守るべきも 120
る者のために
のは何なのか？」という普遍的なテーマを問い
かけながら生きる。出演者：反町隆史／渡部
篤郎／藤原竜也

Ｃ－１

FC2006-015

盗賊改めの御頭 長谷川平蔵のところへ、いと
この仙右衛門が訪ねてきた。茶屋「山吹屋」の
女中・お勝を嫁に迎えたいという。年が二十歳
も離れたお勝との縁談に、息子たちは難色を
時代劇特別企画 鬼平犯科帳ス
示す。お勝の人柄を見定めようと平蔵は山吹
ペシャル 山吹屋お勝
屋へ行ったが、お勝の態度に疑問を持つ。密
偵の利八に素性を探るように命じた。出演者：
中村吉右衛門／多岐川裕美／尾美としのり／
床嶋佳子／吉田栄作

97

Ｃ－１

FC2007-001

渋谷駅前に秋田犬・ハチの銅像がある。ハチ
はなぜここにいるのだろうか。大正１２年、東京
帝大の上野教授宅に、秋田から子犬のハチが
送られてきた。教授にすっかりなついたハチ
は、毎朝毎晩渋谷駅まで送り迎えをするように
なる。だが大学内で教授が急死し、ハチに大き
な転機が訪れる。 出演：泉ピン子／松方弘樹
／乙葉／西川忠志／徳井優／山本圭壱／中
島ひろ子

95

B-3

分類番号

作品名

内容

ドラマコンプレックス ハチ 伝
説の秋田犬

53/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

FC2007-002

太平洋戦争末期の昭和２０年４月、アメリカ軍
は沖縄本島に上陸、日本軍との地上戦を繰り
広げた。沖縄の人々はこの戦いに巻き込ま
れ、多くの民間人が、爆撃や機銃掃射、自決
ドラマコンプレックス終戦記念特
の強要などで命を落とした。また、中学校や高
別ドラマ ひめゆり隊と同じ戦火
等女学校の多くの生徒たちが、学徒動員で戦
を生きた少女の記録 最後のナ
地に駆り出された。
イチンゲール
このドラマは、学徒動員で看護隊として働いた
女学生と、彼女たちを守り、励ました看護婦長
の姿を軸に、命の尊さを訴える。 出演：長谷川
京子／八千草薫／植木等／椎名桔平

119

B-3

FC2007-003

涙そうそう
この愛に生きて

美容サロンの社長・志津は、現在６５歳。２０歳
の時に、ある事情から、結婚するはずだった男
性の子を１人で出産し、１人で育て上げた。あ
る日、その１人娘貴子の娘・未来が、志津を
頼って訪ねてくる。交通事故で死亡した恋人の
子を、１人で産んで育てたいと言うのだ。志津
は、４５年前の出来事を未来に話し始める。
出演：黒木瞳／上戸彩／賀来千賀子／三浦
友和／泉ピン子

123

C-1

少しは、恩返しが
できたかな

北原和憲くんは、駒場東邦高校２年生の時、
ユーイング肉腫という病気を発症する。それは
１０歳以下の子どもや１０代の若者に多い、悪
性腫瘍の一種だった。卓球部のエースとして
活躍していた和憲くんは、つらい抗ガン剤治療
に耐えながら、難関・東京大学の受験を目指
す。どんなにつらいときにも弱音を吐かず、目
標に向けて頑張り続ける彼を支えたのは、学
校の仲間たちと家族の深い愛情だった。実話
をもとにした感動のヒューマンドラマ。 出演：
二宮和也／大竹しのぶ／池脇千鶴／勝地涼
／谷啓

96

C-1

里見八犬伝 前編

室町時代の中ごろ、世は戦国の時代。房総
（千葉県）の安房国では、悪行を重ねる山下定
包が妻・玉梓とともに里見義実に討たれた。玉
梓は死の間際、「末代までたたってやる」と言
い残し、玉梓の怨念で里見義実の娘・伏姫は
自害に追い込まれる。しかし姫の死に際、八つ
の珠が天に散り、正しい心を持つ者たちの元
へと飛び去った。集え、八犬士よ、玉梓の怨念
を払うために！ 出演：滝沢秀明／佐藤隆太／
小澤征悦／押尾学／照英／山田優／勝地涼
／山下翔央／仲間由紀恵／渡部篤郎／綾瀬
はるか／長塚京三／菅野美穂

123

C-1

分類番号

FC2007-004

FC2007-006

作品名

内容

54/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

FC2007-007

里見八犬伝 後編

玉梓の怨念で、安房の国は天に黒雲がかかり
飢饉が続き、諸国の兵に攻められ、滅亡の危
機を迎えていた。呪いを解くには、伏姫ゆかり
の八犬士が集い、玉梓に立ち向かうしかない。
不思議な縁で結ばれた八犬士を捜すゝ大法師
（ちゅだいほうし）だが、果たして里見家を救う
ことはできるのか！？ 出演：滝沢秀明／佐藤
隆太／小澤征悦／押尾学／照英／山田優／
勝地涼／山下翔央／仲間由紀恵／渡部篤郎
／綾瀬はるか／長塚京三／菅野美穂

123

C-1

FC2007-012

実際にあった悲劇を基にドラマ化された作品。
第一夜は２部構成の前半。
１９６０年、長野県伊那で浪人生活を送ってい
た実は、耳の手術のため阪大病院に入院し１
週間の入院生活を送った。そして、入院中の
患者・みち子と仲良くなり、文通の約束をして
ドラマスペシャル 愛と死をみつ 退院、２人の文通が始まる。文通は実の大学
めて 第一夜
合格後も続き、その翌年にはみち子も京都の
大学に合格する。
ところが、突然、みち子からの返事が途絶えて
しまう。訳がわからず悩んだ末、実は、みち子
が再入院しているのではないかと思いつく。阪
大病院に電話をし、予感が当たっていたことが
わかり、

119

C-1

FC2007-013

実際にあった悲劇を基にドラマ化された作品。
第二夜は２部構成の後半。
みち子の父から、無事手術が終わったと手紙
をもらい安堵する実。実の励ましに応えようと
するみち子は懸命に治療に耐え、回復を遂げ
ていく。しかし、実際に顔の半分を失ってしまっ
ドラマスペシャル 愛と死をみつ
たみち子は、今度は、生きていくことに強い不
めて 第二夜
安を覚え苦悩する。そして実もまた、そんなみ
ち子を支えきれない自分を責め、苦悩する。泥
酔した実は、発作的に睡眠薬を飲んでしま
い・・・。 出演：草なぎ剛／広末涼子／大杉蓮
／伊藤蘭／室井滋／高橋克実／ユースケ・サ
ンタマリア／東幹久／小雪

123

C-1

FC2007-014

勝手気ままにふるまう新太郎に、会津から上
京してきた祖母の怒りが爆発。新太郎は友達
の雄介とともに会津へと逃げ出す。白虎隊の
血をひく２人は、白虎隊記念館で自分たちによ
く似た隊士の肖像画を見て、幕末の世界へと
引き込まれる。
１８６２年、会津藩主松平容保が徳川幕府から
京都守護職に任命されたことから、京の動乱
が会津へも飛び火し、藩校・日新館で学ぶ少
年たちも時代の荒波に巻き込まれていく。 出
演：山下智久／田中聖／薬師丸ひろ子／高嶋
政伸／野際陽子／東山紀之／小林稔侍／浅
野ゆう子

123

B-1

分類番号

作品名

新春ドラマスペシャル 白虎隊
第一夜

55/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

新春ドラマスペシャル 白虎隊
第二夜

最新軍備を持つ新政府軍との戦いで、奥羽越
後の同盟軍は苦戦と敗退を重ねていた。藩
校・日新館で教育を受けた少年たちは、会津を
守るため家族に別れを告げ、死を覚悟で白虎
122
隊として出陣する。そんな少年たちを待ち受け
るのは、悲劇的な結末だった。 出演：山下智
久／田中聖／薬師丸ひろ子／野際陽子／東
山紀之／浅野ゆう子／小林稔侍

B-1

僕たちの戦争

平成１７年の９月にサーフィンをしていた尾島
健太と、昭和１９年の９月に同じ海の上で飛行
訓練生として操縦かんを握っていた石庭吾
一。２人の若者に何らかの力が働いて、２人は
107
時間を飛び越え、生きる時代を入れ替わってし
まう。それぞれの体験を通して見えたものと
は・・・。 出演：森山未来／上野樹里／内山理
名／玉山鉄二／古田新太／麻生祐未

B-3

FC2007-008

金曜エンタテイメント
指先でつむぐ愛

現在、東京大学で准教授をしている福島智さ
んは９歳のとき病気で失明し、１８歳のとき聴
力を失って盲ろう者となった。福島さんを指点
字という独特の通訳法で公私ともに支え続け
ているのが、妻の沢美さんだ。結婚当初は沢
美さんは頑張りすぎて、精神的に追い詰めら
れることもあった。このドラマでは沢美さんの著
書をもとに、盲ろうの夫と通訳者の妻が互いに
理解を深め、固い絆で結ばれていく様子を描
く。 出演：田中美佐子／中村梅雀／野際陽子
／佐野史郎

96

B-3

FC2007-009

カスペ！
テレビアニメ放送開始
１５周年記念ドラマ
ちびまる子ちゃん
「まるちゃんの
ゆかいな生活」の巻
「仲良しの集い」の巻
「たまちゃん、
大好き」の巻

まる子の学校で授業参観会が行われることに
なった。授業が苦手な算数ということで、まる
子は憂うつでしかたない。お母さんの前で何と
か手柄をたてようと頑張るまる子だが・・・。「ま
るちゃんのゆかいな生活」の巻、ほか２話。
出演：森迫永依／高橋克実／清水ミチコ／モト
冬樹

97

B-3

土曜プレミアム特別企画
奇跡の動物園
旭山動物園物語

旭山動物園は北海道旭川市にある日本最北
の動物園。一時廃園の危機に追い込まれなが
ら飼育係たちのアイデアと情熱で、動物園の
新しいスタイルを作り出し、やがて入園者数日
本一を記録するまでになる。実話に基づいたド
ラマ。 出演：山口智充／津川雅彦／戸田恵
梨香／小出恵介／伊東四朗

98

B-3

ＨＥＲＯ

山口県虹ケ浦で殺人事件が発生。被疑者とし
て逮捕されたのは、虹ケ浦を支える大企業鴨
居産業の専務、滝田だった。滝田は潔く罪を認
めるのだが、久利生は滝田の供述に不可解な 116
点を感じ、鴨居産業や滝田の自宅の家宅捜索
に踏み切る。 出演：木村拓哉／堤真一／綾
瀬はるか／中井貴一

B-3

分類番号

FC2007-015

FC2007-005

FC2007-010

FC2007-011

作品名

内容

56/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

２０００年
正月スペシャル
向田邦子新春ドラマ
あ・うん

１９８１年、不慮の事故で他界した向田邦子の
原作・原案をすべて久世光彦が演出し、放送し
てきた“向田邦子新春スペシャル”の特別編。
水田仙吉と門倉修造は徴兵時に知り合い、２
０年来親友として「あ・うん」の形相で神社にた
たずむ一対の狛犬（こまいぬ）のように堅い友
情で結ばれた。
夜学しか出ていないことにコンプレックスを抱
きながらも叩き上げで出世し、家族には壮大な
態度の水田仙吉。自分の感情を押し殺しなが
らそんなわがままな夫に献身的に尽くす妻の
たみ。心密（ひそ）かにたみを想う門倉。そし
て、そんな門倉の気持ち

96

B-3

FC2007-017

さらば向田邦子
風立ちぬ

１９８１年、不慮の事故で他界した向田邦子の
原作・原案をすべて久世光彦が演出した正月
恒例の“向田邦子新春スペシャル”シリーズ最
終作。
昭和１４年。東京の池上に暮らす川西家は、８
年前に夫を病で失った母親・里子、４年前に実
家に戻ってきた長女・たき乃、出版社に勤める
次女・はつ江、女学生の末娘・のぶ代の女ば
かりの４人家族で細々と生計を立てていた。
ある日、はつ江に縁談が持ち上がる。相手は
海軍中尉の立花。一度しか会っていない立花
から突然求婚されたはつ江はとまどい、返事を
先送りにする。一方、長女・たき乃は、５年前に
突然姿を消した夫の俊吉が警察に捕まったと
いう知らせを受け、消息がわかったことに目を
輝かせる。俊吉は友人三治の尽力で警察から
釈放され、５年ぶりにたき乃の前に姿を現した
…。
常に明日を夢見て、静かに熱い想いを抱いて
いた昭和初期の女性たちを描く、見ごたえある
秀逸な長編ドラマ。

96

B-3

ＦＣ2008-008

戦後初めてタイから来日したゾウのはな子は
６０歳になった今も元気で，井の頭自然文化園
で飼われている。一方で戦時中上野動物園の
人気者だったゾウの花子は，「空襲で壊れたオ
リから街へ逃げ出したら危険」という理由で処
千の風になってドラマスペシャル 分された。
ゾウのはな子
精いっぱいの愛情を持ってゾウに接した飼育
係の苦悩や喜びが描かれ，命の大切さを伝え
てくれる。
出演者 反町隆史／北村一輝／甲本雅裕／純
名りさ／堺正章／田宮五郎／六平直政／窪
塚俊介

108

Ｂ-3

分類番号

FC2007-016

作品名

57/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

DVD

分類番号

作品名

内容

時間
（分）

利用
区分

ＦＣ2008-009

いつも元気に，はだしで走り回っているゲン
は小学２年生。両親と兄姉弟の６人家族で，も
うすぐ弟か妹が生まれる予定だ。アメリカとの
戦争のため，いつも空腹だが，それでもみんな
千の風になってドラマスペシャル で助け合い必死に生きていた。
第3弾 はだしのゲン 前編
昭和２０年８月６日，広島に原子爆弾が投下
され１０数万人が死亡。ゲンの父と姉，弟も亡く
なった。 原爆に対する怒りと悲しみの中でゲ
ンは…。 出演者 中井貴一／石田ゆり子／小
林康／今井悠貴／山本学／勝村政信

96

Ｂ-3

ＦＣ2008-010

奇跡的に助かったゲンに妹が生まれた。亡く
なった弟にそっくりの戦争孤児・隆太も家族に
加わる。被爆後の惨状の中，ゲンは母を助け，
食べるため生きるために夢中で働く。地方への
千の風になってドラマスペシャル
疎開，そして終戦。ゲンは父のことばに従い，
108
第3弾 はだしのゲン 後編
家族と力を合わせ，麦のように強く立ち上がる
のだった。 出演者 石田ゆり子／りょう／小林
康／今井悠貴／村田雄吉／佐藤Ｂ作／成宮
寛貴／平田満

Ｂ-3

ＦＣ2008-012

市民課長の渡辺幹治は，30年間無欠勤のま
じめな男。市役所で何をするでもなくただ無為
に日々を暮らしていた。そんな幹治がガンで余
命幾ばくもないことがわかる。「今まで自分は
何をしてきたのか」と自問する幹治。役所を無
断欠勤し，夜の街に繰り出し，若い娘と過ご
黒澤明ドラマスペシャル 第二夜
す。しかしどんな放蕩も幹治の心を満たすこと
生きる
はない。死を目前にした幹治がたどりついた
「生きる」こととは，どんなあり方だったのか。
巨匠・黒澤明監督の名作を完全リメイク。
出演者 松本幸四郎／深田恭子／北村一輝／
ユースケ・サンタマリア／西村雅彦／渡辺いっ
けい／小野

108

Ｂ-3

FC2009-001

久しぶりにチンパンジーのパンくんと再会した
志村園長。園長は６歳になったパンくんにラン
ドセルをプレゼントして、パンくんのために作っ
天才！志村どうぶつ園 志村園 た教室で小学校の勉強を始める。
長とパンくんも小学校に入学する 「飼ってみよう！」のコーナーは。ギャル曽根が
ヨ
オランウータンの赤ちゃんを飼ってみる。
実はこの赤ちゃんは母親に甘えた経験がない
ため甘え方を知らなかった。
ほか、相葉が中国のパンダハウスを訪れる

94

B-3

太平洋戦争末期の日本。清太と節子の母・京
子と，久子はいとこどうしで，夫の出征中は互
いに助け合おうと約束した仲だ。昭和20年の
神戸の空襲で京子は死亡し，久子は清太と節
子を引き取る。配給も途切れがちの食糧難の
148
中，久子はしだいに２人につらく当たるようにな
る。清太と節子は久子の家を出て，２人だけで
生きていこうとするが…。
野坂昭如原作の実写ドラマ化作品。

B-3

FC2009-001

第60回文化庁芸術祭参加作
終戦60周年スペシャルドラマ
火垂るの墓

58/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

FC2009-002

FC2009-007

FC2009-008

FC2009-009

FC2009-013

内容

時間
（分）

利用
区分

「うつ」への復讐

俳優・高島忠夫(68歳)を突然襲ったうつ病。
妻・花代は忠夫を救おうと心に誓う。だが突
然、忠夫が
「多額の借金がある」と言いだし、それがきっか
けで家族崩壊の危機に。ついに花代も体を壊
してしまう。
俳優の高島忠夫と妻と２人の息子の６年に及
ぶ闘病の過程を描いたドキュメンタリードラマ。
松方弘樹／高橋恵子／別所哲也／袴田吉彦
／高島忠夫／寿美花代／高嶋政宏／高嶋政
伸

93

B-3

金曜プレステージ
眉山

入院中の母の龍子が錯乱したという知らせに
徳島に帰った咲子は，医師から母が末期がん
と告げられる。その上母は，咲子には内証で
献体の申し込みをしていたのだ。
咲子は母の部屋で若き日の母と青年の写真
と藤崎孝次郎と書かれた数通の手紙を見つけ
る。父親の名前も，東京から徳島に転居した理
由も聞かされていない咲子だが，やがて母の
切なく苦しい愛を知るのだった。

95

B-3

ドラマスペシャル
古畑中学生

１５歳の古畑少年は、家庭の事情で田舎の中
学校に転校した。都会から転校してきた彼はク
ラスメイトに好奇の目で見られたが、隣の席の
音吉とはすぐに仲良くなった。そして、音吉が
教頭先生に疑われた事件で音吉の無実を証
明したことから、探偵事務所を開くことになる。
彼のもとには、次々と相談が持ち込まれ始め
…。

96

B-3

カスペ！ほんとにあった怖い話
夏の特別編2008

５編の再現ドラマに加え、スザンヌと木下優樹
菜が浄霊を受ける。２人にとりついた霊は素直
に出て行ってくれるのだろうか？
再現ドラマは、高田翔主演「廃屋の螺旋」、加
藤ローサ主演「病室の住人」、ベッキー主演
「路上の思い」、野久保直樹主演「Ｋ町のマン
ション」、木下優樹菜主演「着信履歴」。

97

B-3

篤姫総集編 第一回
御台所への決心

天保6年（1835）12月。篤姫は島津家の分家で
ある今泉島津家の当主・島津忠剛の娘として
生まれた。桜島に見守られながら育った篤姫
は、藩主・斉彬に望まれ養女となる。そして薩
摩から日本を変えたいという斉彬の気持に動
かされ、十三代将軍・徳川家定の御台所となる
べく嘉永6年（1853）年8月江戸へと旅立つ。

73

B-3

作品名

59/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

篤姫総集編 第二回
大奥入城

篤姫は2か月もの長旅の末江戸藩邸に着いた
が、養父・斉彬の正室・英姫から「将軍家へ嫁
ぐなど誰も認めていない」と言われる。実父・忠
剛の病死や慣れぬ江戸での暮らしにも耐え、
安政３年（1856）12月18日家定と篤姫との婚礼
が行われた。婚礼の前に斉彬から「将軍家お
世継ぎは徳川慶喜に」との密命を受けていた
篤姫は、家定の言動に尋常でないものを感じ
る。

73

B-3

篤姫総集編 第三回
天璋院篤姫

家定がうつけのふりをしていることを知った篤
姫は、しだいに夫婦の絆を強めていく。だが次
期将軍をめぐり一橋派と紀州派が対立。養父・
斉彬の密命が篤姫の胸に重くのしかかってい
た。家定は世継ぎを幼い慶福とし、篤姫をその
後見人に決める。
安政５年７月、薩摩で斉彬が亡くなり、その知
らせと時を同じくして、篤姫は家定の死も知ら
される。

58

B-3

篤姫総集編 第四回
徳川の母

井伊大老による粛正は公家の近衛家にまで及
び、家定との婚儀の際篤姫の母代わりを務め
た老女・村岡もせん議にかけられた。薩摩では
斉興が亡くなり、久光が実権を握る。天璋院は
茶を通じて井伊の立場を理解するが、その井
伊も桜田門外の変で暗殺される。公武合体を
理由に帝の妹君・和宮が家茂と結婚。都風の
暮らしを堅持する和宮たちと天璋院ら江戸方
は、大奥で対立することに…。

73

B-3

FC2009-017

篤姫総集編 最終回
無血開城

全国に倒幕の機運が高まり、とうとう徳川慶喜
は大政奉還を行う。しかし薩摩・長州の動きは
止まることなく、ついには薩摩が江戸を攻める
やも…との事態になる。小松帯刀は何とか天
璋院の命を救おうと薩摩に帰るよう働きかける
が、天璋院は幕府と大奥を守り抜くことを決
意。薩摩に戻らず江戸城にとどまり、徳川存続
のため奔走する。しかし江戸攻めを望む西郷
隆盛の意志は固く、天璋院の手紙もその心を
動かせない。思案した天璋院は亡き島津斉彬
の手紙を西郷に託すが…。

55

B-3

FC2009-019

江戸城の石垣の改修工事が行われることにな
り、播州小野奥平家にその命が下った。奥平
家では資金の調達を今津屋に依頼。今津屋の
正月時代劇 陽炎の辻
居眠 あるじ吉衛右門は、磐音らを連れ伊豆熱海の
り磐音江戸双紙
スペシャル 石切り場に視察に赴くことになった。ひょんなこ
夢の通い路
とから旅をともにすることになったお絹は、吉
右衛門の亡くなった妻・お艶にうり二つ。道中
を心配した今津屋の元締め由蔵は、おこんに
も旅について行くように頼む。

87

B-3

分類番号

FC2009-014

FC2009-015

FC2009-016

作品名

60/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

DVD

VHS

分類番号

FC2009-022

時間
（分）

利用
区分

気の向くままに、全国を放浪する天才画家の
山下清。今回向かった宮崎県では、清は矢部
土曜プレミアム 裸の大将 宮崎 健一という少年と出会う。健一は話そうとしても
108
の鬼が笑うので
声が出ない状態で、家に帰ろうともしない。事
情を知った清は、健一の力になろうと油津まで
行くことにするのだが。

B-3

作品名

内容

FC2009-023

土曜プレミアム 「千の風になっ
て」ドラマスペシャル

知覧高等女学校３年の笙子たちは、太平洋戦
争末期の昭和２０年３月２７日から４月１８日ま
での２３日間、鹿児島県知覧基地で特攻隊員
への奉仕を命じられた。 「なでしこ隊」と呼ば
れた少女たちは、２３日間で１０９名の特攻隊
員の出撃を、涙をこらえて見送った。笙子の日
記と証言を元に、彼女たちだけが見た特攻隊
の真実の姿が描かれる。

108

B-3

FC2009-027

人気ロングセラーコミック「クッキングパパ」を
山口智充主演で初のドラマ化。
荒岩一味（あらいわかずみ）は食の街・博多で
バリバリ働くサラリーマン。料理が好き、そして
金曜プレステージ テレビ西日
食べてくれる家族の笑顔が大好きな一味は、
本開局５０周年特別記念番組
妻・虹子や母・カツ代、子どもたちのために今
「クッキングパパ」
日も腕を振るう。
博多祇園山笠も近いある晩、荒岩家へ桜井と
いう男が訪ねてくる。息子・まことの友達の父
親と思い、料理を振舞う荒岩家の人々だ
が・・・。

96

B-3

FC2009-021

ホームレス中学生

中学２年生の裕が学校から帰宅すると、家の
前に家財道具一式が運び出されていた。訳が
わからず帰宅した兄・姉とともに父の帰りを待
つが、帰宅した父に「解散宣言」を突きつけら
れた。お笑いコンビ・麒麟の田村裕の自叙伝。

121

B-3

土曜プレミアム 裸の大将
宮崎の鬼が笑うので

気の向くままに、全国を放浪する天才画家の
山下清。今回向かった宮崎県では、清は矢部
健一という少年と出会う。健一は話そうとしても
声が出ない状態で、家に帰ろうともしない。事
108
情を知った清は、健一の力になろうと油津まで
行くことにするのだが。
塚地武雄／大塚寧々／水川あさみ／梅宮辰
夫

B-3

土曜プレミアム 「千の風になっ
て」ドラマスペシャル
なでしこ隊 少女達だけが見た
“特攻隊” 封印された２３日間

知覧高等女学校３年の笙子たちは、太平洋戦
争末期の昭和２０年３月２７日から４月１８日ま
での２３日間、鹿児島県知覧基地で特攻隊員
への奉仕を命じられた。
108
「なでしこ隊」と呼ばれた少女たちは、２３日
間で１０９名の特攻隊員の出撃を、涙をこらえ
て見送った。笙子の日記と証言を元に、彼女た
ちだけが見た特攻隊の真実の姿が描かれる。

B-3

FC2009-022

FC2009-023

61/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

DVD

DVD

DVD

DVD

分類番号

FC2009-027

FC2010
-002

FC2010-003

FC2010-006

FC2011-003

内容

時間
（分）

利用
区分

金曜プレステージ
テレビ西日本開局５０周年特別
記念番組
クッキングパパ

人気ロングセラーコミック「クッキングパパ」を
山口智充主演で初のドラマ化。
荒岩一味（あらいわかずみ）は食の街・博多で
バリバリ働くサラリーマン。料理が好き、そして
食べてくれる家族の笑顔が大好きな一味は、
妻・虹子や母・カツ代、子どもたちのために今
日も腕を振るう。
博多祇園山笠も近いある晩、荒岩家へ桜井
という男が訪ねてくる。息子まことの友達の父
親と思い、料理を振舞う荒岩家の人々だ
が・・・。

96

B-3

土曜プレミアム
裁判員制度スペシャルドラマ
サマヨイザクラ

相羽圭一は食品会社に勤めていたが、会社の
不正を告発しようとしていじめに遭い退職。今
はフリーターでネットカフェに寝泊まりしてい
た。そんな圭一が殺人事件の裁判員に選任さ
れた。同い年の被告人は１０年前に幼女に暴
行し、今度は３人の主婦を刺殺したという。弁
護人は被告人が近隣住民から長年いじめを受
けていたことを訴え、死刑回避をはかる。圭一
は、人を裁くことに悩むが…。

109

B-3

テレビ東京開局４５周年記念
ドラマスペシャル
白旗の少女

昭和52年、沖縄に住む比嘉富子は偶然手に
した写真集の中に、白旗を掲げて投降する少
女の写真を見つける。それは太平洋戦争中に
沖縄で、米軍カメラマンが撮影した６歳の自分
だった。
昭和20年４月１日、米軍が沖縄に上陸し日本
112
軍との激しい地上戦が始まった。家族と逃げ
惑ううち、富子は１人はぐれてしまう。生きるた
めに食料を探すのだが、それは想像を絶する
困難だった。地獄のような日々の中、富子はガ
マで暮らす老夫婦と出会い…。６歳の富子が
体験した真実の物語。

B-3

阪神・淡路大震災
15周年特集ドラマ
その街のこども

２０１０年１月１６日の午後、その２人は同じ新
幹線から新神戸の駅に降り立った。１人は、広
島へ出張の途中、思わず下車してしまった中
田勇治。もう１人は、１７日の朝行われる「追悼
のつどい」に出ようとやってきた大村美夏。
偶然知り合った２人は、１５年前この地で震
災に遭い、今はどちらも東京で暮らしていた。
そして２人には、１５年間胸に秘めてきた震災
の記憶があった。

73

B-3

ＮＨＫスペシャル １５歳の志願
兵

昭和１８年、海軍は全国の中学校に甲飛予科
練習生の志願者数を割り当てた。しかし名門
校の愛知一中から志願する者は少なかった。
焦った学校側は時局講演会を開き、生徒へ志
願するように迫った。お国のために役立ちたい
という使命感に目ざめた一部の生徒は次々に
志願し、冷静に聞いていた生徒までもが、その
場の空気に飲み込まれ志願した。

73

B-3

作品名

62/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

分類番号

FC2011-004

FC2011-005

FC2012-001

FC2012-002

FC2012-003

内容

時間
（分）

利用
区分

作品名
ドラマスペシャル 心の糸

明人の母は耳が聞こえない。そのため明人は
小さいころから、母の手話を読み取り、通訳を
してきた。母の夢は、明人をピアニストにするこ
と。そのために女手１つで、きつい仕事に耐え
ながら明人を育ててきた。しかし母の大きな期
待に、明人は複雑な気持ちを抱えていた。そん
な時、明人はいずみと出会う。いずみも母と同
じろう者だった。心の底からバンド活動を楽し
むいずみと会うことで、明人の心に変化が訪れ
る。

73
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金曜プレステージ
ドラマスペシャル
奇跡の動物園2010
旭山動物園物語

北海道旭川市にある旭山動物園の飼育係た
ちが知恵を出し合い、理想の動物園を実現さ
せる姿を描く。
新しい行動展示を模索した坂内らは野生動
物の宝庫と言われるボルネオに行き、本物の
野生とは何かを学んで帰国。知床の原風景を
再現しようと「あざらしプール凍らせ作戦」を開
始する。山口智充／戸田恵梨香／小出恵介
／利重剛／水沢エレナ／吉田栄作／伊東四
朗／津川雅彦

96

B-3

連続テレビ小説
ゲゲゲの女房 総集編
第１回「旅立ちの風」
（連続３回）

島根県安来市の飯田家の三女の布美枝に東
京都調布市に住む貸本漫画家・村井茂との縁
談が持ち上がった。１９６１年、見合いから５日
後に結婚式を挙げて新婚生活がはじまった。
期待を胸に上京する布美枝だったが、東京の
暮らしはとても貧しく先の見えない苦しいもの
であった。松下奈緒／向井理／大杉漣／古手
川祐子／風間杜夫／竹下景子／松坂慶子／
杉浦太陽
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連続テレビ小説
ゲゲゲの女房 総集編
第２回「来るべき時が来た」
（連続３回）

東京での暮らしは相変わらず貧しく、先の見え
ない日々が続いていた。それでも茂は漫画を
必死に描き続け、その姿に布美枝は圧倒され
る。そんな時、布美枝が妊娠した。喜ぶ布美枝
だが、茂は困った表情を浮かべる。ショックを
受けた布美枝は家を出てしまう。松下奈緒／
向井理／大杉漣／古手川祐子／風間杜夫／
竹下景子／松坂慶子／杉浦太陽

68

B-3

連続テレビ小説
ゲゲゲの女房 総集編
第３回「ありがとう」
（連続３回）

「テレビくん」で賞を受賞し売れ出した茂。１人
では手が足りずアシスタントを雇い「、水木プロ
ダクション」を設立した。そこへ待望の知らせが
届いた。「悪魔くん」のテレビ放送が決まったの
だ。ますます忙しくなる茂だが、布美枝は茂の
体を心配する。そしてとうとう茂が過労で倒れ
てしまった。松下奈緒／向井理／大杉漣／古
手川祐子／風間杜夫／竹下景子／松坂慶子
／杉浦太陽
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作品名

63/FC テレビドラマ

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

DVD

分類番号

FC2012-004

内容

時間
（分）

利用
区分

聴覚に障害のある美音は、新潟の山古志に
父・里志と祖父の３人で暮らしている。母は美
音が４歳の時に亡くなった。職場の同僚との結
婚が破談になり、美音は傷ついた心を癒やす
ため上京。浅草で運命の人・丸と出会う。美音
のため手話を覚える丸。２人はいつしか心を通
わせるようになる。それまで手話を覚えようとし
なかった里志は…。柳葉敏郎／貫地谷しほり
／向井理／ベンガル／余貴美子／松金よね
子／橋爪功
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作品名

MBS開局六○周年記念
新春ドラマ特別企画
花嫁の父

64/FC テレビドラマ

