№

題名
手話かみしばい くもの糸 (字幕入り）

1783

TIME

26

手話紙しばい 注文の多い料理店 （字幕入り）
1874

36
手話かみしばい かぐや姫・ももたろう（字幕入り）

2029

33

手話かみしばい かぐや姫・ももたろう
2037

33

名探偵コナン クイズ婆さん失跡事件
2361

25
名探偵コナン 尾形船釣りショック

2362

25

名探偵コナン 戻ってきた被害者
2363

25
手話かみしばい ツルのおんがえし 〈手話ビデ
オ・字幕入り〉

2466

25
とっとこハム太郎 とっとこハロウィン！大へんし
ん

2610

2810

2951

23
手話かみしばい一寸法師・わらしべ長者＜手話
ビデオ・字幕入り＞
それいけ！アンパンマンばいきんまんとバイキン
城アンパンマンとパン工場

25

25

それいけ！アンパンマンしょくぱんまんとカレーパ
ンマンクリームパンダとねむねむおじさん
2952

25

それいけ！アンパンマン アンパンマンのジンジ
ンジングルベル
2953

50
ちびまる子ちゃん 「まる子、お姉ちゃん風を吹か
す」の巻「ヒデキの誕生日」の巻

2954

25

方法

内容
芥川龍之介原作の「くもの糸」．日本文学史上、とても有名な
この作品を、ろう者演劇の第一人者・井崎哲也氏が手話で語りま
す。作品中の難しいことばは、テレビでおなじみの是枝行子さん
字幕
がやさしく解説。また、プロの画家の手による絵の数々が、井崎
氏の手話を彩ります（平成１１年度制作手話ビデオに字幕を挿入
しました。）
二人の紳士が森の中を歩いていると、立派な西洋料理店があっ
た。腹ぺこの二人は喜んで中に入るが、そこはとんでもない料理
字幕 店だったのだ・・・ 宮澤賢治原作の童話『注文の多い料理店』
をテレビでおなじみの那須英彰さんが演じる。一人四役の熱演に
ご注目！
日本で一番古い物語といわれる「竹取物語（たけとりものがた
り）」を元にした「かぐや姫（ひめ）」。ある日おじいさんが竹
林の中で不思議（ふしぎ）な竹を見つけると中にはかわいい女の
字幕 子が…。「ももたろう」はだれもが知っている日本昔話（にほん
むかしばなし）の１つ。ももから生まれたももたろうが、犬・サ
ル・キジを従（したが）えて悪い鬼（おに）どもを退治（たい
じ）に行く。（小学校教育漢字使用・全ルビ）
日本で一番古い物語といわれる「竹取物語（たけとりものがた
り）」を元にした「かぐや姫（ひめ）」。ある日おじいさんが竹
林の中で不思議（ふしぎ）な竹を見つけると中にはかわいい女の
字幕 子が…。「ももたろう」はだれもが知っている日本昔話（にほん
むかしばなし）の１つ。ももから生まれたももたろうが、犬・サ
ル・キジを従（したが）えて悪い鬼（おに）どもを退治（たい
じ）に行く。
コナンたちはクイズを出すおばあさんと仲良がよくなった。お
ばあさんは公園で捨てネコの世話をしていた。次の日、おばあさ
字幕
んはいつもの時間になっても公園に来なかった。心配になったコ
ナンたちはあばあさんの行方を捜す。
コナンは、小五郎、蘭とともに、工務店社長・河井に招待され
て屋形船に乗り込んだ。河井の知り合いの金融業者・山崎を乗
せ、船は出港した。対岸の夜景と花火を楽しみながら、料理をご
字幕
ちそうになるコナンたち。釣り好きの河井と山崎は釣りを始め
る。夜空いっぱいに花火が咲き乱れたその時、船内の電灯が消え
た。そでぃて、船長の娘。サオリの悲鳴が聞こえる。
コナン・歩美、元太・光彦の４人は、連続空き巣事件の犯人を
捕まえるため曙町に向かう。人通りのない住宅街を歩いている
字幕 と、近くのマンションからの女性の悲鳴が聞こえてきた。コナン
たちがその部屋にかけつけ、部屋の主・紺野が指差すソファを見
ると…。シートの外れたソファの中に、老女の死体があった。
心優しいおじいさんに助けられ、九死に一生を得た一羽のツ
ル。ツルは娘に姿を変え、おじいさんとおばあさんに一生懸命恩
手話・字
返しをしますが・・・。心温まる日本昔話を佐沢静枝さんの美し
幕
い手話語りでお楽しみください。紙芝居絵はおなじみの峰村勝子
さんです。（小学校３年生までの教育漢字使用全ルビ）
ロコちゃんとカナちゃんがハロウィンパーティーに行くらし
い。ハロウィンパーティーとは「へんそうしてあそぶ、楽しい
字幕 パーティー」らしい。ハムちゃんずはさっそく、じぶんたちもハ
ロウィンパーティーを開くことにした。 テレビ東京 平成１５
年１０月３１日
昔話を手話で語る「手話かみしばい」。「一寸法師」は針を刀
手話・字 におわんの舟で都へ向かい、小さな体でオニと戦います。「わら
幕
しべ長者」は１本のわらがミカンに変わってミカンがたんもの変
わって、最後は…。〈小学校３年生までの教育漢字を使用〉
ドキンちゃんとばいきんまんのすむバイキン城はゴミだらけ。
ドキンちゃんにおこられたばいきんまんは、おそうじロボットを
字幕
つくる。さいしょはじょうずにおそうじしていたロボットが、ド
キンちゃんをすいこんでしまって・・・。
おじさんたちとピクニックにきたしょくぱんまんとカレーパン
マン。でもふたりはケンカばかり。おべんとうをぬすんだばいき
んまんをおいかけた２人ですが・・・。ねむれないこどもを、た
字幕 のしいゆめのくににつれていってくれる、ねむねむおじさん。ど
うしてもねむれないクリームパンダは、おじさんのいえにいきま
す。そこにばいきんまんとドキンちゃんがあらわれて、さあたい
へん。
１ねんにいちど、クリスマスイブに、クリスマスのたににあら
われる「クリスマスのほのお」。キャンドルちゃんがうけとっ
字幕 て、みんなにくばります。そのほのおをけして、くらやみのイブ
にしようとかんがえたばいきんまん。なだれおにをなかまにし
て、アンパンマンにたたかいをいどみますが・・・。
「まるこ、おねえちゃん風をふかす」４月。新一年生が入って
きた。仲良くなったまさみちゃんに、先輩として、いろいろなこ
とを教えるまる子だったのだが…。「ヒデキの誕生日」まる子の
字幕
姉のさきこは、西城ヒデキの大ファン。ヒデキの誕生日にお祝い
の手紙を出し、返事を待つ姿を見て、まる子はあることを思いつ
く。小学校教育漢字使用４年生以上の漢字にルビ

№

題名
ちびまる子ちゃん 「真夏の枕」の巻 「備えあれ
ば憂いなし」の巻

2955

TIME

方法

25

字幕

25

字幕

25

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

28

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

ちびまる子ちゃん「まる子、カッパに想いを寄せ
る」の巻「虹をみよう」の巻
2956

ちびまる子ちゃん 「まる子、大根に学ぶ」の巻
「幸福行きのキップ」の巻
2957

世界名作劇場 家なき子レミ １
『悲しい誕生日』

2974

世界名作劇場 家なき子レミ ２
『さよならお母さん』

世界名作劇場 家なき子レミ ３
『ヴィタリス一座』

世界名作劇場 名犬ラッシ－ １
『ひとりじゃない』

世界名作劇場 名犬ラッシ－ ２
『大騒ぎの留守番』
2975
世界名作劇場 名犬ラッシ－ ３
『さよならラッシー』

手話かみしばい「ジャックと豆の木・裸の王様」
2991

世界名作劇場 家なき子レミ ４
『素敵な贈り物』

世界名作劇場 家なき子レミ ５
『奇跡のマリア像』
3003
世界名作劇場 家なき子レミ ６
『幻のおかあさん』

内容
「真夏の枕」暑い夜が続き、まる子は寝不足気味。枕だけでも
すずしい物にしようと、調査を開始。そしてまる子はある物を枕
に入れたら、一石二鳥だとひらめく。「備えあれば憂いなし」防
災訓練に参加した友蔵とまる子。家では非常時に備えて、それぞ
れが荷物をまとめるということになったのだが。小学校教育漢字
使用４年生以上の漢字にルビ
「カッパに想いを寄せる」川のほとりで見かけた看板のモデル
はカッパ。『本当にカッパはいるのか？まる子たちは探しに出か
ける。「虹をみよう」花輪君が虹を見る道具・プリズムを貸して
くれることになった。みんなでジャンケンで順番を決めて、１日
交代で借りることになったのだが…。小学校教育漢字使用４年生
以上の漢字にルビ
「まる子、大根に学ぶ」ヘタな役者を大根役者というのは、な
ぜかお父さんから、自分で考えるように言われたのだが、まる子
はさっぱり分からない。「幸福行きのキップ」北海道の愛国駅か
ら幸福駅行きのキップが大ブーム。そのキップが手に入らないま
る子たちは、自分たちのキップを作ることに。小学校教育漢字使
用４年生以上の漢字にルビ
のレミは、貧しいけれど、お母さんと妹と３人で仲良く暮らし
ていました。お父さんはずっと前からパリに出稼ぎに行っていま
す。お父さんさえ帰ってくれば、家族はとても幸せなはずでし
た。
ところがお父さんがパリで大けがをし、働けなくなって村に
帰ってきました。そして信じられないことを言ったのです。
すべてを知ったレミは、少しでも家の助けになればと働きに出
ようと決心します。それを知った父親のジェロームは、レミを売
り飛ばそうと村に来ていたポリネールに相談を持ちかけました。
ポリネールは、人買いの仕事をする男で、ジェロームに金をわ
たし、レミを納屋に閉じ込めてしまいました。
レミとヴィタリス一座との旅が始まります。一緒に旅をするの
ですから、何もしないわけにはいきません。「働かない者にはパ
ンは与えない」、それがヴィタリスさんのやり方でした。
レミは、一座の役者として、セリフを一生懸命練習します。そ
して一座は、ユセルの町に到着しました。
主人公のジョンは、１人っ子でちょっぴりあまえんぼうの男の
子です。お母さんが看護婦をしているので、１人で過ごすことの
多い子どもです。
ある日、ジョンは友達のコリンを手つだって村はずれに届け物
をした際、子犬を拾います。その犬はまだ赤ちゃんで元気がな
く、ジョンは大あわてで世話をします。
次の日、ジョンは拾ってきた子犬を家に置いて学校に出かけま
した。ジョンが出かけてしばらくすると、子犬は入れられた箱か
ら出て家の中を歩き回り、家の中はめちゃくちゃにされてしまい
ます。そこへ、てつ夜明けのお母さんが帰宅し、子犬は見つかっ
てしまいます。
子犬のことがかわいくてしかたのないジョンは、子犬をお母さ
んに会わせるため、もとの飼い主にを探し始めます。そして、子
犬を拾った場所近くの川で、子犬の首輪の落ちているボートを発
見します。首輪にはラッシーと書かれていました。ジョンは
「ラッシー」と呼ぶと子犬は返事をします。ジョンは、ラッシー
が川の上流からボートに乗って流れ着いたと考え、川をさかのぼ
ることにしました。
だれもが知っているイギリス民話「ジャックと豆の木」とアン
デルセンが書いた「はだかの王様」。「ジャックと豆の木」は、
ジャックが大切な牛と取りかえた魔法の豆が、ぐんぐん伸びて雲
の上の大男の城へ。「はだかの王様」はバカな人には見えない洋
服を着て王様が町を歩く。その様子を野崎誠さんと内田園子さん
が表現豊かに手話で語る。
町の本屋で有名な作家に出会ったレミ。作家の作品を読みたい
と思いましたが、その本は高価でとても買うことはできませんで
した。ところが翌日からレミの元に、本の物語が手紙として届け
られるようになり、大喜びするレミでしたが…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
レミは孤児院の子どもたちと知り合いになります。いたずらぼ
うずのピエールは、妹のために、毎晩他人の家に忍び込みマリア
像にお祈りをしていました。ピエールの妹は、お母さんのの死を
きっかけに声が出なくなってしまっていたのです。そのためピ
エールは、妹の声が出るようにお祈りしていたのでした。
小学校教育漢字使用 全ルビ
雨の中、ぬかるみにはまってしまったヴィタリス一座の馬車。
それを助けてくれたのは、イボンヌ夫人の一行でした。次の町で
レミは、目の不自由なサラという少女と知り合いになります。サ
ラもレミと同じように、小さいころに両親と別れ、職人の親方に
育てられていました。
小学校教育漢字使用 全ルビ

№

3004

題名
世界名作劇場 家なき子レミ ７
『もうひとつの家族』

TIME

方法

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

世界名作劇場 家なき子レミ ８
『さよなら私たちの家』

世界名作劇場 家なき子レミ ９
『運命の出会い』

世界名作劇場 家なき子レミ １０
『ひとりぼっちのアーサー』

世界名作劇場 家なき子レミ １１
『ペンダントの秘密』
3005

世界名作劇場 家なき子レミ １２
『悲しみの雪山』

世界名作劇場 家なき子レミ １３
『雪の日の別れ』

3006

世界名作劇場 家なき子レミ １４
『新しい旅の始まり』

世界名作劇場 家なき子レミ １５
『新しい仲間』

世界名作劇場 家なき子レミ １６
『雨の日の子猫』

世界名作劇場 家なき子レミ １７
『地下迷路での誓い』
3007

内容
港町ボルドーでレミはエミールという船乗りの少年と知り合い
になります。故郷を離れ船旅を続けるエミールに、レミはナナや
お母さんのいる村の話をします。そんな中、カピがいなくなって
しまいます。レミとエミールは、犬をぬすんでサーカスに売りつ
ける悪人の話を聞いて…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
トゥールーズの町で興業を続けるヴィタリス一座。そのころ町
では、家に火をつけて、火事騒ぎのすきに盗みをするどろぼうが
続いていました。夜の町であやしい男にぶつかったレミは仲良く
なったミミと、犯人を捜そうとするのですが…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ヴィタリスさんと離れて、旅を続けることにしたレミたち。し
かしもう一度警察を説得しようと訪れたトゥールーズで、レミは
ケガをしてしまいます。気を失ったレミを助けてくれたのは、ミ
リガン夫人という美しい女の人でした。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ミリガン家でヴィタリスさんを待つことになったレミは、この
家の息子のアーサーが、気難しく、人と接しようとしないのが気
になります。優しいミリガン夫人に対してさえ反抗的なので、つ
い強く注意してしまいます。
ところが、そんなアーサーが誰にも言わずに川に出かけてしまい
ました。レミもアーサーを捜しに行きます。そして、アーサーが
川に落ちそうになっているのを見つけ、助けようとしますが…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
レミと出会い、明るくなっていくアーサー。ミリガン夫人も
アーサーも、レミにずっと居てほしいと思うようになります。け
れども真犯人が捕まり、ヴィタリスさんがレミを迎えに来てくれ
ます。アーサーは、「宝物をあげるから、ここに居て」とレミに
頼み、そんなアーサーにレミも、自分の宝物を見せてあげます。
少し疲れたのか、体調の悪そうなヴィタリスさんに、ミリガン夫
人は滞在を勧めますが、ヴィタリスさんは旅立ちます。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ミリガン家に残らず、ヴィタリスさんの後を追ったレミ。しか
し、ヴィタリスさんの体調はあまりよくありません。さらに興行
中に、なんとジョリクールが大ケガをしてしまいます。獣医に診
てもらわないと助かりそうにありませんが、その村には獣医はお
らず、次の町に行くには、雪山を越えなければなりません。しか
も、雪が降り出しています。
レミは、迷うヴィタリスさんを説得して雪山に向かいます。
小学校教育漢字使用 全ルビ
大けがをしたジョリクールをレミは病院に連れて行きました。
ジョリクールはしばらく入院することになりました。ヴィタリス
さんは、ジョリクールが入院している間、パリへ行くことにしま
した。パリなら冬の間も興行ができるしヴィタリスさんの知り合
いもいるからです。レミとヴィタリスさんはパリに向けて出発し
ました。しかしその途中、ヴィタリスさんは、胸をおさえて苦し
み出して、倒れてしまいました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
父さんが仕事の帰り道、知らない大男をつれて帰ってきまし
た。大男はとても無口で多くを語ろうとはしませんが、父さんの
お陰で、炭鉱で働き始めます。そんな時、刑事が村にやってき
て、大男のことを調べ始めました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
森の中で小鳥や動物たちがアイアンの周りに集まる様子を目に
したジョン。その姿にアイアンが金かい強盗のはずはないと信じ
ます。でも、ドーハン所長がなくした金時計が、アイアンの小屋
で発見されてしまいました。
警察署に連れて行かれそうになったアイアンでしたが、ラッシー
がアイアンが乗せられた車に飛びついて…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ホッパー先生の診りょう所を手伝うことになったラッシー。
ラッシーがそばにいると、子どもたちが泣かないのです。
午前中の診りょうを終えたホッパー先生は、午後の診りょうが始
まる前につりに行くことにしました。ラッシーもホッパー先生に
ついていきました。
楽しいつりになるはずでしたが、ホッパー先生が丸木橋をわたっ
ている最中に、橋が突然こわれて、ホッパー先生が落ちてしまい
ました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
あしたはカリー先生とメアリーの結こん式。でもメアリーはう
れしそうではありませんでした。メアリーはカリー先生が結こん
の前に大切なことを忘れていると言うのです。カリー先生は何の
ことか全然わかりませんでした。
ジョンたちはメアリーに協力し、カリー先生にその大切なことを
思い出させようとしますが…。
小学校教育漢字使用 全ルビ

3007
№

題名
世界名作劇場 家なき子レミ １８
『すれちがう母と子』

TIME

方法

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

世界名作劇場 名犬ラッシー ４
『父さんの給料日』

世界名作劇場 名犬ラッシー ５
『ごちそう求めて６マイル』
3008

世界名作劇場 名犬ラッシー ６
『嵐の中をかけぬけろ』

世界名作劇場 名犬ラッシー ７
『マフラー泥棒を捕まえろ』

世界名作劇場 名犬ラッシー ８
『ラッシーなんか大嫌い』
3009
世界名作劇場 名犬ラッシー ９
『空から来たおてんばお嬢様』

世界名作劇場 名犬ラッシー １０
『はじめてのケーキ作り』

世界名作劇場 名犬ラッシー １１
『プリシラ・最後のわがまま』

3010

世界名作劇場 名犬ラッシー １２
『火事をおこしたのは誰だ』

世界名作劇場 名犬ラッシー １３
『サンディは牛どろぼう？』

3011

内容
ある日、レミはマリアとリーズといっしょに、家に帰ろうとし
ていました。ところが、そんなレミたちの前に、ほかの町の男の
子たちが現れ、かせいだお金を取り上げようとしました。でもカ
ピやジョリクールのおかげでお金は取られずに済みましたが、レ
ミが大切にしていたカメオが取り上げられてしまいました。レミ
は必死にカメオを取りもどそうとしますが、男の子たちは返して
くれません。そこにマチアが現れて、男の子たちとケンカを始め
てしまいました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
きょうは父さんの給料日。そしてあすはお母さんの誕生日。
ジョンはお母さんの誕生日プレゼントにブローチがいいと思い、
父さんと一緒にプレゼントしようと考えたのですが、父さんがお
金を落としてしまったと言うのです。怒ったジョンはラッシーと
父さんのお金を探しにいきました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
きょうはお母さんの誕生日。ジョンとラッシーは誕生日のごち
そうを取りに、沼まで出かけることにしました。沼までは遠い道
のりですが、途中でバーンセンじいさんの汽車に乗せてもらうつ
もりだったジョン。でも汽車を運転していたのはバーンセンじい
さんではありませんでした。ジョンは沼まで歩いていくことに
…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ジョンの住む村に大あらしがやってきました。ホッパー先生と
お母さんはモートンさんの治療に出かけたのですが、注射器を忘
れていってしまいました。ジョンはあらしの中、ラッシーととも
に注射器を届けに行くことに…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ジョンたちの町に初雪が降りました。かぜで学校を休んだコリ
ンの家に遊びに行ったラッシーは、帰りにコリンからマフラーを
してもらいます。ところが、その後ジョンの学校で、マフラーど
ろぼうが出て、ラッシーは犯人に間違えられてしまったのです。
小学校教育漢字使用 全ルビ
心ないひと言で、シンディを怒らせてしまったジョン。気まず
くなったジョンは、ついラッシーに八つ当たりしてしまいます。
人けのない廃坑で、ラッシーをまこうとしたジョンでしたが…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ジョンの父さんのサムが働く鉱山に、鉱山主が視察にやってく
ることになりました。鉱山の事務所はその準備におおいそがしで
した。
鉱山主が飛行機で来ると聞いたジョンは、ラッシーと初めて会っ
た日のことを思い出しました。そして当日、ジョンは牧場で空を
見上げて、飛行機の到着をワクワクしながら待っていました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
もう一度ジョンに会いたいと思ったプリシラがコック長の車に
忍び込んで、村にやってきました。村でコリンと出会ったプリシ
ラは、コリンの案内でジョンの家にたどりつきました。いきなり
家にやってきたプリシラに驚くジョンでしたが、ジョンとサン
ディとプリシラの３人で、ケーキを作ることになりました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
プリシラはもう一度ジョンたちに会いたいと思い、お屋敷を抜
け出しました。そしてプリシラにケーキ届けようとやってきた
ジョンたちと出会い、プリシラはムーアの岩の城に冒けんに行き
たいと言いました。
これからムーアまで行くと帰りは日が暮れてしまうためジョンた
ちはあした行こうと言いました。でもプリシラはどうしても行き
たいと言います。
実はプリシラは、今夜スコットランドに帰らなければならなかっ
たのです。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ジョンたちの村にローリーという男が犬のトゥーツとともに
やってきました。ローリーはなべを売りながらお客さんに芸を見
せていました。ローリーは人が喜ぶ顔を見るのが大好きだったの
です。
村の広場で野宿したローリーは、明け方、火事に気づき、消し止
めました。しかし、パン屋のライスが火事をおこしたのはロー
リーだと決めつけローリーを村から追い出してしまいました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
サンディのかわいがっている牛のムーが、お乳を出さなくなり
ました。サンディのお父さんは、お乳を出さなくなった牛は売る
ほかないと言います。ところが、お父さんが売りに行く日の朝、
ムーは姿を消していました。一体誰が、ムーを盗んだのでしょう
か？
小学校教育漢字使用 全ルビ

№

題名
世界名作劇場 名犬ラッシー １４
『怪しい大男を追跡しろ！』

3011

TIME

方法

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

92

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

世界名作劇場 名犬ラッシー １５
『アイアンの無実をはらせ！』

世界名作劇場 名犬ラッシー １６
『急げ！ホッパー先生を助けろ』

世界名作劇場 名犬ラッシー １７
『カリー先生の結婚』
3012

世界名作劇場 名犬ラッシー １８
『大騒動！サーカスの象が逃げた』

ルパン三世 セブンデイズラプソディ
3054
世界名作劇場 赤毛のアン
『マシュウ・カスバート驚く』

第１章

世界名作劇場 赤毛のアン
『マリラ・カスバート驚く』

第２章

世界名作劇場 赤毛のアン
『グリーン・ゲイブルズの朝』

第３章

3079

世界名作劇場 赤毛のアン
『アン・生立ちを語る』

第４章

世界名作劇場 赤毛のアン
『マリラ決心する』

第５章

3080

3081

世界名作劇場 赤毛のアン
『グリーン・ゲイブルズのアン』

第６章

世界名作劇場 赤毛のアン
『レイチェル夫人恐れをなす』

第７章

内容
父さんが仕事の帰り道、知らない大男をつれて帰ってきまし
た。大男はとても無口で多くを語ろうとはしませんが、父さんの
お陰で、炭鉱で働き始めます。そんな時、刑事が村にやってき
て、大男のことを調べ始めました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
森の中で小鳥や動物たちがアイアンの周りに集まる様子を目に
したジョン。その姿にアイアンが金かい強盗のはずはないと信じ
ます。でも、ドーハン所長がなくした金時計が、アイアンの小屋
で発見されてしまいました。
警察署に連れて行かれそうになったアイアンでしたが、ラッシー
がアイアンが乗せられた車に飛びついて…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ホッパー先生の診りょう所を手伝うことになったラッシー。
ラッシーがそばにいると、子どもたちが泣かないのです。
午前中の診りょうを終えたホッパー先生は、午後の診りょうが始
まる前につりに行くことにしました。ラッシーもホッパー先生に
ついていきました。
楽しいつりになるはずでしたが、ホッパー先生が丸木橋をわたっ
ている最中に、橋が突然こわれて、ホッパー先生が落ちてしまい
ました。
小学校教育漢字使用 全ルビ
あしたはカリー先生とメアリーの結こん式。でもメアリーはう
れしそうではありませんでした。メアリーはカリー先生が結こん
の前に大切なことを忘れていると言うのです。カリー先生は何の
ことか全然わかりませんでした。
ジョンたちはメアリーに協力し、カリー先生にその大切なことを
思い出させようとしますが…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
ジョンたちの村にサーカス団がやってきました。サーカス団に
は象のロザリンドがいましたが、芸を上手にできなかったため、
食べ物をもらえませんでした。おなかの減ったロザリンドはサー
カス団のおりから、にげ出してしまいました。
森の中でロザリンドに出会ったジョンとラッシーは、ロザリンド
のためにリンゴを取りに家に帰りました。でもジョンたちを追っ
てロザリンドも村に向かい…。
小学校教育漢字使用 全ルビ
怪しい男たちに追われていた少女・ミシェルを救ったルパン
は、彼女から「父親からダイヤを奪い、父親の悪事を阻止してほ
しい」と依頼される。ルパンは依頼を受けることにしたが、ルパ
ンの仲間の次元は、彼女の父親のボディーガードの依頼を受けて
いた。そしてルパンと次元が戦うことに…。
マシュウとマリラという年を取った兄妹が、グリーン・ゲイブ
ルズという所に住んでいた。彼らは、農作業の手伝いができる男
の子を、孤児院からもらい受けることにした。だが、駅に迎えに
行くと、そこで待っていたのは、赤毛の女の子・アンだった。
孤児院から引き取られ、新しい生活を夢見ていたアンは、マリ
ラに「男の子じゃないから、要らない」と言われ、落ち込んでし
まう。マリラは、アンを孤児院に送り返すと言う。はたして、ア
ンはマシュウ兄妹のもとで暮らすことができるのだろうか。
グリーン・ゲイブルズに着いた翌朝、目覚めたアンは、窓から
見えるすばらしい自然に感激する。しかし、ここで暮らすことは
ないと思い、外に出るのをためらうのだった。やがてマリラは、
アンを孤児院へ送り返す相談のため、スペンサー夫人のもとへと
向かった。
スペンサー夫人のもとへ向かう途中、マリラに促され、アンは
自分のつらかった身の上を話し始めた。父や母のこと、生まれた
家のこと、そして、なぜアンが孤児院へ行くことになったのか。
やがて、２人の前にホワイト・サンドの町が近づいてきた。
スペンサー夫人のもとに到着したマリラとアン。マリラはスペ
ンサー夫人に、自分たちの欲しかったのは男の子で、アンを施設
に返したいと告げる。ところがスペンサー夫人は、ブルエットの
奥さんが女の子を欲しがっているから、アンを施設に返す必要は
ないと言う。そこにブルエットの奥さんが通りかかり、アンをも
らってもいいと言う。ところが…。
マリラの決心によってグリーン・ゲイブルズで暮らすことに
なったアン。そのことをマリラから告げられたアンは、大喜びで
庭に飛び出していく。マシュウもマリラも、アンの大変な喜びよ
うにアンへの好意を深めていく。
レイチェル夫人に「やせっぽちで器量が悪く、そばかすだらけ
で、にんじんのような赤い髪」と言われたアンは、かんしゃくを
起こし、レイチェル夫人に、ひどいことをまくし立ててしまう。
そんなアンにマリラは「レイチェル夫人に謝らないなら、部屋か
ら出てはいけない」と言う。アンは部屋で一生を過ごす決意をす
るのだが…。

№

題名
世界名作劇場 赤毛のアン
3081
『アン日曜学校へ行く』

TIME
第８章
26

世界名作劇場 赤毛のアン
『おごそかな誓い』

第９章

世界名作劇場 赤毛のアン
『アン・心の友と遊ぶ』

第１０章

世界名作劇場 赤毛のアン
『マリラ・ブローチをなくす』

第１１章

世界名作劇場 赤毛のアン
『アン・告白する』

第１２章

26

26

26

3082

26
世界名作劇場 赤毛のアン
『アン・学校へ行く』

第１３章

世界名作劇場 赤毛のアン
『教室騒動』

第１４章

26

26

3083
世界名作劇場 赤毛のアン
『秋の訪れ』

第１５章
26

手話かみしばい かさじぞう・おむすびころりん
〈手話ビデオ 字幕つき〉

3148

世界名作劇場 家なき子レミ １９
『旅の一家』
24

3172

世界名作劇場 家なき子レミ ２０
『心の友達』
24
世界名作劇場 家なき子レミ ２１
『想い出のバイオリン』
24

世界名作劇場 家なき子レミ ２２
『地下からの生還』
24

3173

世界名作劇場 家なき子レミ ２３
『ふたりの願い』
24

方法

内容
初めての日曜学校の日、マリラが持病の頭痛を起こし、教会に
行けなくなってしまう。１人で教会に行くことになったアン。途
字幕
中ですてきなアイデアを思いつくのだが、それがまたとんでもな
いことにつながってしまう。
隣の家のダイアナは、アンの心の友になってくれるだろうか。
アンは緊張してマリラとダイアナの家を訪れた。やがて、ダイア
字幕
ナに庭を案内してもらい永遠に変わらぬ友情の誓いを立てた２人
は、すっかり仲良しになるのだった。
ダイアナと午後から森で遊ぶ約束をしたアンは、朝からわくわ
くして仕事も手につかない。ところが約束の時間になっても、な
字幕
かなかダイアナが来ないため、アンは心配になって、ダイアナの
家まで様子を見に行く。すると…。
マリラが大切にしている紫水晶のブローチが見当たらない。い
くら探しても見つからず、マリラはアンが取って失くしたと思い
字幕
込む。そしてアンに、「本当のことを言うまでピクニックには行
かせない」と言い、部屋に閉じ込めてしまう。
アンが心待ちにしていたピクニックの朝、アンはマリラに「ブ
ローチを取って失くした」と打ち明ける。しかしマリラは、「罰
字幕 としてピクニックに行かせない」と言う。初めてのピクニックを
楽しみにしていたアンは、果たしてピクニックに行けるのだろう
か。
いよいよ新学期が始まり、初めて学校に登校したアン。先生に
意地悪をされるものの、ダイアナの助けもあってみんなと友達に
字幕
なれる。そして、みんなによくしてもらったお礼に、詩の朗読を
披露し、みんなの人気者になる。
アンが学校に通い出してから数週間がすぎた。アンは友だちも
たくさんでき、一生懸命に勉強していた。そんなある日、親せき
字幕 の牧場を手伝っていたギルバートという少年が学校に戻ってき
た。女の子たちをからかうのが好きなギルバートは、アンの髪を
「ニンジン」とからかった。
ギルバートとケンカをしてから、学校へ行かなくなってしまっ
たアンは、家でマリラの手伝いをしながら過ごすことに。やがて
字幕 季節は秋になり、ある日グリーン・ゲイブルズをお客さんが訪ね
てくる。マリラのいいつけを守らなかったアンのせいで、せっか
くの食事が大変なことになってしまう。
『かさじぞう』あるところにたいそう貧乏なおじいさんとおば
あさんがいました。もうすぐお正月、「おばあさんに腹いっぱい
おもちを食べさせたい」おじいさんと、「おじいさんに少しでも
お酒を飲ませてあげたい」おばあさんは、夜なべしてすげでかさ
手話・字 を編みました。おじいさんは出来上がったすげがさを町に売りに
幕
行きますが…。
『おむすびころりん』お弁当のおむすびをうっかり落としてし
まったおじいさん。おむすびはコロコロ転がって穴の中に落ちて
しまいます。残念に思っていると、穴の中からは可愛らしい歌声
が聞こえてきました。もっと聞きた
パリに特別な市がたつ１週間がやって来ました。街は買い物を
するお客さんで大にぎわい。大勢のお客さんを目当てに，旅芸人
も集まってきました。レミはミシェル一座の一人娘・コゼットと
字幕 知り合いになりますが，コゼットはなぜかレミのことを嫌ってい
るようです。
そのころレミのことを捜して，ネリーと弁護士のブレルもパリ
の街にやって来ました。
レミがコゼットと仲よくなったのを見て，リーズたちは不安に
なります。１週間の市が終わったら，レミがコゼットたちと一緒
字幕 に，パリからいなくなるのではと心配しているのです。
そしてコゼットのお母さんの誕生祝いをした日，コゼットはレ
ミに言います。「あたしたちといっしょに行こう」と…。
マルセルが高い熱を出してしまいました。しかしガスパール
は，お金がかかるからと医者を呼んでくれません。困ったレミた
ちは自分たちで医者をさがして，やっとのことでマルセルをみて
字幕
もらいますが，今度は医者に払うお金をかせがなくてはならなく
なりました。がんばって働くレミとマチアですが，どうしてもお
金が足りなくて…。
レミたちは田舎の村に，ブドウつみの手伝いに行くことになり
ました。途中の村で迷子の女の子を見つけたレミは，その子を
追って廃坑に入っていきます。ところが突然廃坑が崩れてしま
字幕
い，レミと女の子は，暗い穴の中に閉じこめられてしまいまし
た。マチアたちが助けにかけつけますが，坑道は岩で埋まり，中
に入ることができません。
レミにバイオリンをもらってからマチアの様子が少し変です。
リーズたちはいつもと違うマチアの心配します。そんなときマチ
字幕 アの前に，パリの音楽学院でバイオリンを教えているという男の
人が現れました。マチアに音楽の才能があると見抜いた男の人
は，本格的にバイオリンの勉強をしないかとマチアを誘います。

3173
№

題名
世界名作劇場 家なき子レミ ２４
『引き裂かれた愛』

世界名作劇場 家なき子レミ ２５
『脱出！』

TIME

方法

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

3174 世界名作劇場 家なき子レミ ２６
『私のお母さん』

世界名作劇場 名犬ラッシー １９
『コリンの初恋とたからもの』

世界名作劇場 名犬ラッシー ２０
『大変だ！母さんが倒れた』
3175
世界名作劇場 名犬ラッシー ２１
『おばあちゃんに会いたい』

世界名作劇場 名犬ラッシー ２２
『ジョンの決意・鉱山を救え』

世界名作劇場 名犬ラッシー ２３
『頑張れジョン・ラッシーを守れ！』
3176
世界名作劇場 名犬ラッシー ２４
『消息不明・ラッシーを捜せ！』

世界名作劇場 名犬ラッシー ２５
『お帰りラッシー』

3177 世界名作劇場 名犬ラッシー ２６
『夢に向って走れ！』

世界名作劇場 赤毛のアン
『ダイアナをお茶に招く』

世界名作劇場 赤毛のアン
『アン、学校にもどる』

第１６章

第１７章

3178
世界名作劇場 赤毛のアン
『アン、ミニー・メイを救う』

第１８章

内容
レミを捜すネリーはとうとうガスパールの元にたどり着きまし
た。しかしネリーからレミが名門のお嬢様だと聞いたガスパール
は、ミリガン夫人から金を取ることを思いつき、レミを閉じ込め
てしまいます。一方、レミに会うためにミリガン夫人とアーサー
はパリへと向かいました。
やっとレミの居場所をつきとめたマチア。しかしレミはカギの
かかった部屋に閉じこめられていました。マチアは何とかしてレ
ミを救い出そうとします。そしてリーズやリカルドたちも，もう
一度レミに会うためにパリへと向かうのでした。
やっとのことでガスパールの元を逃げ出したレミたちですが、
パリの街で再び捕まってしまいました。レミとマチアの居場所を
つきとめたリカルドたちは、レミを助けるために助けを呼びに走
ります。果たして助けは間に合うのでしょうか？そしてレミは本
当のお母さんに会えるのでしょうか。
遠足に行くことになったジョン。カリー先生にないしょでラッ
シーも連れて行くことにしました。船の上でラッシーが先生に見
つかりそうになり、ジョンはコリンにラッシーをかくしてくれる
ように頼みます。コリンはラッシーのかくし場所を探しはじめ、
少女・クリスと出会います。
村ではかぜが大流行。ホッパー先生とジョンのお母さんは連日
連夜、休むまもなく治療にあたります。熱を下げるための薬もあ
と１本になってしまいました。そして心配するジョンの目の前で
お母さんは倒れてしまいます。
フォレストばあさんの家に男が訪ねてきました。20年前に家を
出て行ったフォレストばあさんの息子です。でもフォイレストば
あさんは家を出て行った息子を許さず家に一歩も入れません。あ
る日、ジョンはロイという男の子と出会います。ロイはフォレス
トばあさんの孫でした。ロイはおばあさんに会いたくて１人で町
からやってきたのです。
鉱山から石炭が出なくなり、ラドリング公爵は専門家に鉱山の
調査を頼みました。その結果は、鉱山から石炭は出ないというも
のでした。納得できないジョンのお父さんは、ラドリング公爵に
もう一度調査するようにお願いしますが聞き入れられません。そ
んなお父さんを見てジョンはラドリング公爵に会いに行きます。
石炭が出るまでラッシーを公爵に預けることになったジョン
は、大人たちと一緒に鉱山で石炭の調査をしました。でもなかな
かいい結果が出ません。
そんな時、公爵はラッシーをつれてスコットランドに帰ること
になりました。
スコットランドに着いたラッシーを見てプリシラは「ジョンの
所へ行きなさい」とラッシーを放しました。
旅の途中で、ラッシーは羊を襲う野犬に間違われて鉄砲で撃た
れてしまいます。
倒れたラッシーを助けたのは、おじいさんのダンとおばあさん
のダリーでした。２人は自分たちの子どものようにラッシーの世
話をするのでした。
２人のおかげで元気になったラッシーは、また旅を続けようと
しますが…。
あと１週間で石炭が出なければ鉱山を閉山すると公爵から連絡
がありました。そんな時、サンディは鉱山の中からアンモナイト
の化石を見つけました。アンモナイトの化石が発見されたのだか
ら石炭はその近くにある。そう考えてジョンや大人たちは、一生
懸命石炭を探しました。
鉱山を救ったジョンとラッシーの話は新聞に載り、ジョンと
ラッシーは有名になりました。村にはたくさんの新聞記者が来て
ジョンやラッシーの取材をしています。そんな時、ラドリング公
爵はジョンとラッシーのためにパーティーを開くことにしまし
た。ラッシーとジョンを公爵の知人の偉い人に紹介するというの
です。
ダイアナをお茶に招くことになり、張り切るアン。しかし ダ
イアナは、出されたイチゴ水を何杯も飲み、気分が悪くなってし
まう。
ダイアナのお母さんは「アンがダイアナを酔わせた。もう二度
と遊ばせない」とカンカンに怒ってしまう。
いつまでたっても学校に戻るそぶりを見せなかったアンが、１
か月ぶりに「学校に戻る」と言い出した。
クラスのみんなは、前のように受け入れてくれるだろうか。は
たしてダイアナは？
授業中、突然ダイアナから手紙が回ってきたが、そこには…。
ある夜、ダイアナがアンの家に飛び込んできた。ミニー・メイ
がこう頭炎でひどく苦しんでいるというのだ。 その上、ダイア
ナの両親は町へ行っていて留守だという。
すぐにアンはダイアナと共に、深い雪の中を ミニー・メイの
もとへと向かった。

№

題名
世界名作劇場 赤毛のアン
『ダイアナの誕生日』

世界名作劇場 赤毛のアン
『再び春が来て』

方法

26

字幕

26

字幕

26

字幕

92

字幕

25

字幕

25

字幕

49

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

第２０章

3179

世界名作劇場 赤毛のアン
『新しい牧師夫妻』

TIME
第１９章

第２１章

ルパン三世 霧のエリューシヴ
3219
ちびまる子ちゃん 「夏の友情」の巻
3220

3221

ちびまる子ちゃん 「まる子のおつかい」の巻 「ま
る子，田植えをする」の巻
名探偵コナンスペシャル 鳥取クモ屋敷の怪

3222
世界名作劇場 赤毛のアン
『香料ちがい』

第２２章

世界名作劇場 赤毛のアン
3267 『アンお茶によばれる』

第２３章

世界名作劇場 赤毛のアン
『面目をかけた大事件』

第２４章

世界名作劇場 赤毛のアン
『ダイアナへの手紙』

第２５章

世界名作劇場 赤毛のアン
『コンサートの計画』

第２６章

3268
世界名作劇場 赤毛のアン
『マシュウとふくらんだ袖』

世界名作劇場 赤毛のアン
『クリスマスのコンサート』

3269

世界名作劇場 赤毛のアン
『アン、物語クラブを作る』

第２７章

第２８章

第２９章

内容
ダイアナの誕生日の晩、アンはコンサートに誘われ大いに楽し
んだ。その後、ダイアナの家に泊まることになった。
客間のベッドに、どちらが先に着くか競争することにした２
人。
ベッドに飛び乗った瞬間、だれもいないはずのベッドから女性
の声が。声の主は、いったいだれなのか？
雪が解け、グリーン・ゲイブルズに再び花が咲き乱れる春がめ
ぐってきた。
６月のある朝、アンはマシュウやマリラに「今日という日は、
わたしにとって特別な日。どんな日か覚えてる？」と聞くのだっ
た。
はたして、アンが言う特別な日とは？
フィリップ先生が学校を辞めることになった。先生とのお別れ
の日の帰り道、アンたちは、後任の新しいアラン牧師夫妻を乗せ
た馬車とすれ違った。
若いアラン夫人の笑顔にすっかり魅了されたアンは、日曜学校
を心待ちにするのだった。
北海道霧多布岬の海底に沈む女性像。伝説では、その時代に
『時を越える乗り物』が存在したという。ルパンたちが『時を越
える乗り物』を探し始めると、次々に不可解な現象が。それは未
来の科学者、魔毛狂介の仕業だった。魔毛によってルパンたちは
500年前の霧多布に飛ばされてしまう。
夏休みのある日、まる子たちが公園で遊んでいると知らない男
の子がやってきた。長野からおじいちゃんの家に来たシンゴ君
だ。シンゴ君と友だちになったまる子たちは、西遊記ごっこをし
て遊ぶが、妖怪役のシンゴ君の迫真の演技に驚くまる子たち。も
しかしたらシンゴ君は本当の妖怪かもしれないと思うまる子たち
だった。
まる子はお母さんのお手伝いをするためにおつかいに出かけ
た。無事におつかいを終えたまる子だが、おつりの100円をなく
してしまった。必死に探すが見つからず…。
ほかに「まる子、田植えをする」
毛利小五郎は事件の依頼を受け、コナン、蘭と共に鳥取県にあ
る絡繰峠のクモ屋敷と呼ばれる旧家、武田家に向かう。武田家で
は続けて人が亡くなったため、村の人々はクモ御前のたたりだと
恐れていた。そしてコナンたちが到着した夜、今度は武田家の当
主が殺された。
アラン牧師夫妻をお茶に招待することになったマリラとアン
は、準備に大忙し。
アンは、あこがれのアラン夫人に、手作りのレヤー・ケーキを
食べてほしいと心を込めて作った。いよいよアンのケーキが食卓
に出され、アラン夫人が一切れ口に運んだ、そのとき…。
８月のとある夕暮れ、郵便局に新聞を取りに行ったアンは、
「お茶に招待する」というミセス・アランの手紙を見て大喜び。
失礼がないかと礼儀作法を心配するアンに、マリラは「どうすれ
ば相手に喜んでもらえるかを考えなさい」と諭すのだった。
ある日、ダイアナの家でパーティが開かれた。お茶のあと、そ
のころ はやっていた「命令ごっこ」をして遊ぶことになり、ア
ンはジョーシーの命令で、屋根の棟木の上を歩くことになった。
アンが恐る恐る屋根に登り、足を一歩踏み出したそのとき…。
アンが足をけがしてから数週間がたった。毎日のようにアンの
もとに顔を見せてくれていたダイアナが、急に来なくなった。
いったい、ダイアナはどうしたというのだろう。アンは心配のあ
まり、食事ものどを通らなかった。
足のケガが治り、アンは再び学校に行き始めた。
そして１１月。ステイシー先生から、クリスマスのコンサート
を開くという計画を聞いた子どもたちは大喜び。 コンサートの
練習に熱中するアンに対して、マリラは、もっと冷静になるよう
に言うのだった。
ひょんなことから、アンやほかの女の子たちの姿を見ることに
なったマシュウ。彼は、アンがほかの少女たちと違う点があるこ
とに気づいた。
マシュウが考えに考えた末に導き出した答とは？そして、その
答を解決すべく、マシュウがとった行動とは？
いよいよ待ちに待ったクリスマスコンサートの当日。マシュウ
からすてきなクリスマスプレゼントをもらい、いそいそと出かけ
ていくアン。
そしてコンサート会場の舞台のそでから、客席にいるマシュウ
を見つけたアンは、マシュウのために一生懸命に詩を暗唱する。
クリスマスのコンサートが終わり、アンはすっかり気が抜け
て、もう楽しいことなど何もないような気になってしまう。
ところが、ステイシー先生から出された「物語を書く」という
宿題がきっかけで、アンはダイアナたちと物語クラブを結成、今
度はお話作りに夢中になる。

3269
№

題名
世界名作劇場 赤毛のアン
『虚栄と心痛』
世界名作劇場 赤毛のアン
『不運な白百合姫』

世界名作劇場 赤毛のアン
『生涯の一大事』

方法

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

25

字幕

25

字幕

24

字幕

第３１章

第３２章

3270
世界名作劇場 赤毛のアン
『クィーン組の呼びかけ』

TIME
第３０章

第３３章

名探偵コナン 工藤新一少年の冒険（前編）
3327
名探偵コナン 工藤新一少年の冒険（後編）
3328
手話かみしばい
みにくいアヒルの子・赤ずきんちゃん
〈手話ビデオ 字幕つき〉
3345
(DVD)
3334
(VHS)

世界名作劇場 フランダースの犬 １
『少年ネロ』

3403

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ２
『アロアと森へ』

世界名作劇場 フランダースの犬 ３
『アントワープの町で』

世界名作劇場 フランダースの犬 ４
『新しい友達』
世界名作劇場 フランダースの犬 ５
『パトラッシュ』
3404
世界名作劇場 フランダースの犬 ６
『がんばれパトラッシュ』
世界名作劇場 フランダースの犬 ７
『スープをおのみ』

3405

世界名作劇場 フランダースの犬 ８
『ほえたよおじいさん』

内容
４月のある日、マリラの留守に行商人がやってきた。マリラは
いつも、「行商人を家に入れてはいけない」と言っていたので、
アンは玄関先で品物を見せてもらう。ところが、荷物の中に毛染
めがあったことから、アンはまたしても騒動を起こしてしまう。
夏休みの８月。物語クラブの面々は、毎日のようにきらめきの
湖で遊んでいた。そんなある日、アンは、湖にある小舟を使って
白百合姫の物語を劇にすることを思いつく。アンが小舟に横たわ
り、岬へ流れ着くはずだったのだが、途中で舟が沈んでしまい
…。
ジョセフィン・バリーが、アンとダイアナを博覧会に招待して
くれた。そして、おばさんの家の客用寝室に泊めてもらう。初め
て大きな町で過ごし、博覧会や音楽会を体験、さらにすばらしい
寝室に泊まったアンだったが、アンにとって一番よかったこと
は、家に帰ることだった。
ある日、ダイアナとけんかしたアンは、カッとなって走って帰
るが、マリラもマシュウもいない。納屋にあったリンゴを食べな
がらマシュウを待っていると、ジェリーがやってきて、「そのリ
ンゴには１２人の女の子が死ぬくらいの量のネコいらずが入って
いる」と言う。アンは驚いて遺書を書き…。
コナンが図書室で読書をしていると、小林先生が本の裏に隠さ
れた古い皮の財布を発見する。
中には一枚の紙が入っていた。コナンは、紙に記されたメッセー
ジを言い当て皆に驚かれる。
そして、コナンはこの財布にまつわる10年前の話を話し始める。
10年前、謎の男の挑戦を受けた新一。阿笠博士に協力してもら
いながら暗号を次々解読し、最後の暗号も解くことができた。し
かし、昔を回想していたコナンは、暗号の真相は別にあると気づ
く。
「みにくいアヒルの子」
アヒルのお母さんが温めていた卵から生まれたのは、体が大き
く、色も汚いみにくいアヒルの子でした。アヒルの子は、みんな
からいじめられていました。
「赤ずきんちゃん」
赤いずきんが似合う女の子が、おばあさんのお見舞いに行くと、
ベッドに寝ていたのはおばあさんではなくオオカミでした。
有名な昔話を、野崎誠さんと佐沢静枝さんが手話で語ります。
（字幕つき）
ネロは絵をかくことが大好きな心優しい少年。牛乳運びの仕事
をするおじいさんと2人で暮らしていました。幼なじみの女の子
アロアと毎日遊び，貧しいながらも楽しい毎日でした。そんなあ
る日，ネロはアントワープの町で１頭の犬に出会います。パト
ラッシュという名のその犬は，金物屋の主人にこき使われていた
のです。
ネロはアロアといっしょに森へイチゴ摘みに出かけます。初め
て森へ行くアロアは大喜び。時間を忘れてイチゴを摘むうちに，
急に天気が崩れ雨が降りだしてしまいます。ネロは森の木こり・
ミッシェルおじさんの小屋で雨宿りすることに。でも帰りが遅く
なってしまいアロアのお父さんは不機嫌になってしまいます。
おじいさんといっしょにアントワープの町へ牛乳を届けに行っ
たネロ。途中で教会の絵をかいている絵かきに出会います。ネロ
は時がたつのも忘れて，絵かきの様子に見入ります。
そしてアントワープの町でネロは，とてもすばらしいものを見
ることになるのでした。
ネロが釣りをしていると，以前町で出会ったジョルジュとポー
ルの兄弟がやって来ます。そこにアロアとアンドレも加わって，
みんなでかくれんぼをすることになりました。小さいポールは橋
の下に隠れるのですが，そこから落ちてしまったからたいへん！
すっかり仲よしになったネロとジョルジュたち。３人で秘密の
場所に遊びに行ったネロは，そこで金物屋にむち打たれるあの労
働犬を見つけます。かわいそうな犬に水をやろうとするネロたち
でしたが，そこに金物屋が現れて３人は追い払われてしまいま
す。
アントワープの町で開かれる月に一度の朝市の日。ネロはパト
ラッシュに会えるかもしれないと，町を探し回ります。ところが
どこにもパトラッシュの姿はありません。やっとのことで見つけ
た金物屋は，「パトラッシュは捨てた」とネロに言うのです。
ネロは金物屋に捨てられたパトラッシュを連れ帰りました。一
生懸命看病をしますが，パトラッシュは元気になりません。おじ
いさんは庭で取れた薬草をパトラッシュに飲ませるように言って
出かけてしまいました。ネロは何とか薬を飲ませようとするので
すが…。
パトラッシュはネロの看病のおかげで元気を取り戻します。ア
ロアが持ってきた干し肉も食べられるようになります。ネロはア
ロアといっしょにパトラッシュのためのすてきなベッドを作るこ
とにしました。

3405
№

題名
世界名作劇場 フランダースの犬 ９
『おもいでの鈴』

世界名作劇場 フランダースの犬 １０
『アロアのブローチ』
世界名作劇場 フランダースの犬 １１
『エリーナの花畑』
3406
世界名作劇場 フランダースの犬 １２
『おじいさんの小さな壺』

TIME

方法

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 １３
『ナポレオン時代の風車』

世界名作劇場 フランダースの犬 １４
3407 『夜空に描いた絵』
世界名作劇場 フランダースの犬 １５
『古い帳簿』
世界名作劇場 赤毛のアン 第３４章
『ダイアナとクィーン組の仲間』

世界名作劇場 赤毛のアン
『夏休み前の思わく』

第３５章

3408
世界名作劇場 赤毛のアン
『物語クラブのゆくえ』

世界名作劇場 赤毛のアン
『十五歳の春』

3409

世界名作劇場 赤毛のアン
『受験番号は１３番』

世界名作劇場 赤毛のアン
『合格発表』

世界名作劇場 赤毛のアン
『ホテルのコンサート』

3410

第３６章

第３７章

第３８章

第３９章

第４０章

世界名作劇場 赤毛のアン
『クィーン学院への旅立ち』

第４１章

世界名作劇場 赤毛のアン
『新しい学園生活』

第４２章

内容
ジョルジュとポールの兄弟とも友達になったパトラッシュ。ネ
ロはみんなといっしょにアントワープの町へ出かけます。ところ
がそこであの金物屋に会ってしまい，ネロたちは急いで逃げ出す
のでした。アロアはパトラッシュに首輪を付ければ，もうネロの
犬になると言うのですが…。
森にたきぎ拾いに出かけたネロとアロア。すっかり元気になっ
たパトラッシュもいっしょに楽しく森で遊んでいると，アロアが
お父さんにもらったブローチをなくしてしまいました。
アロアのお母さんのエリーナは，お花を育てるのが大好き。そ
のエリーナの美しい花畑をだれかが荒らしてしまいました。しか
もそこには犬の足跡が残っていたのです。それをおせっかいなハ
ンスが見つけて大変な騒ぎになってしまいます。
アントワープの町に行ったネロとパトラッシュ。そこであの金
物屋に見つかってしまいます。パトラッシュを返せという金物屋
に，おじいさんはパトラッシュをネロに譲って欲しいと頼みま
す。すると金物屋はお金をよこせと言い出しました。
村にあらしが来た次の日。アロアの家の風車が止まってしまい
ました。修理のために呼ばれたノエルじいさんはとても風変わり
なおじいさん。ネロはノエルじいさんの仕事ぶりにひかれます。
風車が直って回り始めたとき，アンドレが羽根につり上げられて
しまい…。
アントワープの町へ向かいながらネロとおじいさんは，ネロの
将来について話します。おじいさんはネロに一人前の農夫か木こ
りになって欲しいと願うのですが，ネロの心の中には，それとは
別の願いが芽生えていました。
ネロは家が貧しいため，いつも板きれに絵をかいていました。
それを見たアロアはネロのために，家から古い帳簿を持ってきま
す。帳簿の紙の裏に絵をかけばいいと考えたのです。
ところがそれはコゼツだんなの大事な帳簿だったのです。
クィーン学院を受験できることなったアンは、大喜びでそのこ
とをダイアナに報告する。だが、ダイアナは喜んでくれたもの
の、自分は受験はしないと言う。ダイアナも一緒に受験するのだ
と思い込んでいたアンは、ダイアナに、しつこく受験するよう言
うのだが…。
待ちに待った夏休み。アンは、この長い休みをいかに楽しく過
ごすか、ダイアナと計画を練っていた。
そんなとき、マシュウが持病の心臓発作を起こして倒れた。
診察を終えた医者は意外にも、アンの様子について驚くべきこと
をマリラに伝えた。
アンとダイアナは、思う存分夏休みを楽しんだあと、新学期が
スタートした。クィーン組は全員、受験を控えて気を引き締めて
いた。
そんなとき、物語クラブが持ち回りでアンのうちで開かれた
が、ダイアナがなかなか現れなかった。
アンがグリーン・ゲイブルズに来て４年がたち、アンは15歳に
なった。 ある日マリラは、少女に成長したアンを見て、奇妙な
寂しさを感じるのだった。
鉄道の支線がカーモディまで開通し、ミス バリーが一番列車
でやってきた。しばらくダイアナの家に滞在するミス バリー
を、マリラはお茶に招待しようと言い出す。
クィーン学院から受験票が届いた。アンの受験番号は何と１３
番。不吉な受験番号に、アンはたちまち自信を失うのだった。
そんなアンを、マシュウは「アンは、きっと１番で合格する。
そう信じているよ」と励ますのだった。
そして緊張の中、いよいよ試験が始まった。
クィーン学院の入学試験が終わった。受験生たちは毎日郵便局
へ出かけ、合格発表が載っている新聞が届くのを待っていた。
しかし２週間すぎ、３週間すぎても合格発表は届かない。そん
なとき、ダイアナが新聞を手に、アンの家に駆け込んできた。果
たして、その結果は？
シャーロットタウンにある大きな病院を援助するために、ホワ
イト・サンドのホテルでコンサートが開かれることになった。出
し物が少ないため、近在の村からも出演者を出すことになり、ア
ボンリーからはアンの朗読が選ばれてしまう。ところが運の悪い
ことに、コンサートには朗読の専門家も出演することになり…。
アンのクィーン学院への入学を控え忙しい毎日をすごしている
グリーン・ゲイブルズに、スペンサー夫人がやってきた。何の用
件でやってきたのか不審に思うマリラとマシュウに、夫人は思い
もよらない話を切り出し、２人を仰天させる。
いよいよ下宿生活を始めることになったアン。マリラとマシュ
ウは寂しくてしかたがない。
一方、上級クラスに入ったアンは、ルビーやジェーンと違うク
ラスになったことが寂しいが、金メダルとエイブリー奨学金の獲
得を目指し、新たな大望に心躍らすのだった。

№

題名
TIME
ルパン三世 sweet lost night ～魔法のランプ
は悪夢の予感～

3387

世界名作劇場 赤毛のアン
『週末の休暇』

第４３章

世界名作劇場 赤毛のアン
『クィーン学院の冬』

第４４章

3468
世界名作劇場 赤毛のアン
『栄光と夢』

第４５章

世界名作劇場 赤毛のアン
『マシュウの夢』

第４６章

世界名作劇場 赤毛のアン
『死と呼ばれる刈入れ人』

第４７章

3469

3470

世界名作劇場 赤毛のアン
『マシュウ我が家を去る』

第４８章

世界名作劇場 赤毛のアン
『曲り角』

第４９章

方法

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

23

字幕

23

字幕

23

字幕

24

字幕

25

字幕

25

字幕

世界名作劇場 赤毛のアン 第５０章
『神は天にいまし すべて世は事もなし』

3471
ゲゲゲの鬼太郎 地獄超決戦！西洋妖怪総登
(ＤＶ
場！
Ｄ)
3472 ゲゲゲの鬼太郎 見上げ入道の妖怪学校
(ＤＶ
Ｄ)
3473
ゲゲゲの鬼太郎 命カラカラ！赤舌温泉
(ＤＶ
Ｄ)
手話かみしばい
はなさかじいさん・さるかにがっせん（手話・字幕）
3479
(ＤＶ
Ｄ)
3455
(ＶＨ
Ｓ)

それいけ！アンパンマン
ぼく、アンパンマンです！
3526
(DVD)
それいけ！アンパンマン
ばいきんまんとマシュマロさん
3527 ちびぞうくんとシチューおばさん
(DVD)

内容
何でも願いがかなうという魔法のランプを盗み出すことに成功
したルパン。早速ランプをこすってみると中から現れたのは美し
い妖精だった。妖精はルパンに「願い事をかなえてあげる。その
かわりにあなたの残りの人生半分をいただくわ」と言う。そして
ランプから放たれた小さな光がルパンの頭をチクリと刺し、ルパ
ンは気を失う。時刻は夜の7時だった。
目を覚ましたルパンが時計を見ると朝の７時だった。
クィーン学院での生活が始まり、冬までの気候のいい間、アン
は週末になるとグリーン・ゲイブルズに帰ってきた。マリラ、マ
シュウ、ダイアナの３人にとって、アンの帰省は何よりの楽しみ
だった。
アンの帰省を楽しみに暮らすマリラとマシュウだったが、アン
から、「卒業試験に向けて、春まで帰らず勉強に打ちこみたい」
と手紙が来た。 そんなときアンはミス バリーから、マシュウ
が心臓発作を起こして倒れたと聞き、初めてマシュウの病状を知
るのだった。
マリラとマシュウは、朝から落ち着かなかった。なぜなら今日
は、卒業試験の合格者名と、金メダルの受賞者と、エイブリー奨
学金の獲得者名が発表される日だったからだ。 心配する２人
のもとに、アンから知らせが届いた。はたして、その結果は？
久々のわが家で、のんびり過ごすアン。しかし、マリラとマ
シュウの老け込んだ様子を目の当たりにし、アンは２人を置いて
進学してもよいのかと思い始める。 そんなとき、レイチェル
が持ち込んできた話が、マリラとマシュウを悩ませる。
クィーン学院を卒業したアンは、大学が始まるまでの間、グ
リーン・ゲイブルズで過ごす予定だ。アンが戻ったことでマリラ
とマシュウは元気を取り戻し、家に活気が戻る。 ある朝、
マーチンが取ってきてくれた新聞を見たマシュウは、心臓の発作
を起こし倒れる。
亡くなって２日後、マシュウはグリーン・ゲイブルズを離れ、
教会の墓地に埋葬された。 それから数日が過ぎ、少しずつ日
常生活に戻って悲しみが薄れ始めると、アンは、そんな自分の心
の変化に、恥ずかしさと後悔の気持ちを抱くのだった。
本土からきた眼科の名医に診察してもらったマリラは、失明す
るかもしれないと言われショックを受ける。更に、預金を無くし
マシュウも亡くなってしまったために、家を売る決心をする。
そんなマリラに、アンは「大学へは行かない」と宣言する。
アンが大学進学をあきらめたことは、すぐにアボンリーの人々
に知れ渡った。多くの人が残念がったが、レイチェルとミセス
アランは、アンの選択を褒めてくれる。 また、アボンリーの
学校で教える予定だったギルバートが、アンにその職を譲ってく
れる。ギルバートにお礼を言ったアンは、ようやくギルバートと
の仲直りを果たす。
日本じゅうで、死者の魂がよみがえるという怪現象が多発し始
めた。原因を調べるために地獄の入り口に向かった鬼太郎。
そこには、大勢の西洋妖怪が待ち受けていた。
小学生の小林は、いつも悪さばかりして先生や周りの生徒を困
らせてばかりいた。そんな小林の元に、いくつか質問の書かれた
ダイレクトメールが届く。それに解答を記入した小林。数日後、
小林の前に見上げ入道が現れて…。
青森県で温泉の開発が行われていた。ところが突然、青森中の
水が枯れてしまう。青森に温泉旅行に行く予定だった鬼太郎たち
は、原因を探るべく青森に向かった。
「はなさかじいさん」 昔々、ある所に子どものいないおじいさ
んとおばあさんがいました。二人は白い小さな犬を“ポチ”と名
付けて本当の子どものようにかわいがっていました。ある日、お
じいさんが畑を耕しているとポチが「ここ掘れ、ワンワン」と鳴
きます。おじいさんがポチがほえる場所を掘ってみると…。
「さるかにがっせん」 大きなおにぎりを持っていたカニと、道
で拾った柿の種を持っていたサルは、おにぎりと柿の種を取り換
えっこします。カニは柿の種に毎日水をあげ、一生懸命育てまし
た。柿の木はぐんぐん大きくなり、秋には大きな甘い実をたくさ
んつけました。ところが、木に登れないカニは甘い実を取ること
ができません。そこへサルがやってきて…。（字幕つき）
クリームパンダとメロンパンナの２人が、パン工場で見つけた
ベビーベッドやおしゃぶり。ジャムおじさんやバタコさんに聞く
と、それらはアンパンマンが赤ちゃんのとき使っていた物だとい
う。
アンパンマンが赤ちゃんだった！？どんな赤ちゃんだったか
は、お話を見てのお楽しみ。
子どもたちがサッカーをしている所に、マシュマロさんが通り
かかった。サッカーボールと間違えられたマシュマロさんは、み
んなと友達になる。そこへアンパンマンがクッキーを届けてくれ
るのだが、マシュマロさんが１人で食べてしまい、みんながっか
り。でも、代わりにマシュマロさんが、レインボーマシュマロを
ごちそうしてくれる。ほかに１話。

№

題名
それいけ！アンパンマン
がんばれクリームパンダ！クリスマスの冒険

3528
(DVD)

TIME

方法

51

字幕

26

字幕

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 １６
１０サンチームの写生帳

世界名作劇場 フランダースの犬 １７
丘の上の木の下で
3529
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 １８
いたずらっ子のクロ
26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 １９
金物屋が村に

世界名作劇場 フランダースの犬 ２０
3530 どこまでも
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 ２１
船で来たお客さま

世界名作劇場 フランダースの犬 ２２
イギリスからの贈物

3531
(DVD)

世界名作劇場 フランダースの犬 ２３
アロアの誕生日

世界名作劇場 フランダースの犬 ２４
アロアの絵

世界名作劇場 フランダースの犬 ２５
アロアがいない
世界名作劇場 フランダースの犬 ２６
3571 さようならアロア
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 ２７
アロアのいないクリスマス
世界名作劇場 フランダースの犬 ２８
親切な貴婦人
世界名作劇場 フランダースの犬 ２９
3572 ルーベンスの２枚の絵
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 ３０
雪の中の約束

内容
こどもたちは、クリスマスのプレゼントを入れてもらう靴下を
編むために、みんなで編み物の国へでかける。ばいきんまんとド
キンちゃんも、変装して参加している。ところが、ばいきんまん
は、またまた悪いことを思いついてしまう。
みんなは、無事に靴下を編み上げて、サンタさんにプレゼント
をもらえるのかな？
アロアからもらった帳簿を使い終えてしまったネロは、町で画
用紙と鉛筆が売られているのを見て欲しくてたまらなくなりま
す。そんな時、たまたま町で出会ったミッシェルさんの仕事が忙
しいことを知ったネロは、ミッシェルさんの仕事を手伝うことを
思いつきます。
画用紙を手に入れたネロは、うまくかこうと緊張してしまい、
なかなか絵をかくことができません。
そんなネロに、アロアは「絵をかきたくなるまで待てばいい」と
アドバイスします。ネロが画用紙に最初にかいたのは、パトラッ
シュでした。
ヌレットおばさんの所に、一人娘のミレーヌが里帰りしてきま
す。おばさんと大事な話があるというのです。けれど、クロが話
の邪魔ばかりするので、おばさんがきつくしかってしまいます。
つまらなくなったクロは、ネロたちについて森に入り込み、夜に
なっても帰らず…。
おじいさんはパトラッシュを譲ってもらう代わりに、金物屋に
お金を払う約束をしていました。ところが約束の日に、おじいさ
んと金物屋がうまく会えなかったことから、金物屋がネロの家に
押しかけてきます。そこには、パトラッシュだけが留守番をして
いて…。
金物屋に連れ去られたパトラッシュを捜すネロ。でも、アント
ワープの町では見つけられません。その上、おじいさんは疲れか
ら体調を崩してしまいます。それでもパトラッシュを捜さずにい
られないネロは、とうとう夕方から、1人で出発します。
イギリスに住んでいるアロアの叔母さんのソフィアと、いとこ
のアニーが遊びにやってきます。しつけの行き届いているアニー
の様子を見て、コゼツさんは、アロアをイギリスのソフィアの家
に預け、イギリスの学校に通わせようと考えます。
アロアは、イギリスに行ってしまうのでしょうか？
アロアがイギリスに行くのは勉強のためだと聞いたネロは、寂
しくても我慢しようと思い、イギリス行きを望んでいないアロア
を怒らせてしまいます。アロアは、家族もネロも、みんなが自分
をじゃまにしていると思ってしまったのです。
アロアとネロは、仲直りできるでしょうか？
コゼツ家では村の子どもたちを招待してアロアの誕生日パー
ティーを開いていました。ネロもプレゼントの花を持ってやって
きました。おいしい料理を食べて大満足のこどもたち。みんなで
かくれんぼをすることになりました。でもその時、大変なことが
起きてしまったのです。
村じゅうの人が参加して牧草刈りをすることになりました。そ
の日、ネロはアロアの絵を描く約束をしていましたが、おじいさ
んの代わりに牧草刈りをすることにしました。
アロアはネロの仕事が早く終わるようにネロの手伝いをします
が…。
ネロと会うことを禁止されたアロアは、寂しい日々を送ってい
ました。そんなある日、コゼツからイギリスの叔母さんの所に行
くように言われたアロアは、黙って家を飛び出してしまいまし
た。
アロアがイギリスに旅立つ日が近づきました。その日、ネロは
アロアを見送るため港に向かいますが、途中でハンスに呼び止め
られアロアの忘れ物を取りに村へ行くように頼まれました。船の
出航の時間は、もう迫っています。
アロアがイギリスに旅立ってから１ヶ月。もうすぐクリスマス
だというのに、アロアから手紙がないのでネロは元気がありませ
ん。そんなネロの様子を見て心配したヌレットおばさんは、ネロ
のためにクリスマスパーティーを開くことにしました。
牛乳を運んでいた荷車が壊れてしまいました。道の真ん中で立
往生していると、親切な貴婦人が、馬車で牛乳を運んでくれたの
です。牛乳を運び終わった後、ネロは教会で貴婦人と再会しまし
た。
貴婦人から教えてもらったルーベンスの絵を見に教会に向かっ
たネロ。でも、絵には厚い幕がかけられていました。しかも絵を
見るには銀貨が必要だったのです。お金がないネロには絵を見る
ことができませんでした。
貴婦人と再会したネロは、いっしょにルーベンスの絵を見る約
束をしました。ところが約束の日の朝、おじいさんが胸を押さえ
て倒れてしまったのです。ネロは貴婦人と会えるのでしょうか。
そして絵を見ることができるのでしょうか。

№

題名
世界名作劇場 フランダースの犬 ３１
ネロの決意

世界名作劇場 フランダースの犬 ３２
3573
大きなカシの木
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 ３３
こころの手紙
世界名作劇場 フランダースの犬 ３４
ヌレットおばさん
世界名作劇場 フランダースの犬 ３５
3574 お帰りアロア
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 ３６
アロアのくすり
世界名作劇場 フランダースの犬 ３７
うれしい知らせ

3575
(DVD)

TIME

方法

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ３８
ネロの大きな夢

世界名作劇場 フランダースの犬 ３９
心をつなぐ二つの旗
世界名作劇場 フランダースの犬 ４０
おじいさんの口笛
世界名作劇場
フランダースの犬 ４１
なつかしい長い道
3576
(DVD)
世界名作劇場 フランダースの犬 ４２
となりに来た人

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ４３
アロアのおてつだい
26

世界名作劇場 フランダースの犬 ４４
3577 おじいさんへのおみやげ
(DVD)

26

字幕

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ４５
ひとりぼっちのネロ
26

字幕

内容
森の中でケガをしたミッシェルおじさんを見つけたネロ。ミッ
シェルおじさんは、ノエルじいさんから風車の修理に使うカシの
木を切ることを頼まれていました。ミッシェルおじさんのお見舞
いに訪れたノエルじいさんからネロは将来どんな仕事に就きたい
のか聞かれました。
自分1人の力でカシの木を切り倒そうと決心したネロ。ミッ
シェルおじさんを看病しながら、ないしょで木を切り始めまし
た。小さなネロにとって大きな木を切り倒すことは大変なことで
す。でもネロは必死に木を切り続けました。
ヌレットおばさんの元へ娘のミレーヌから手紙が届きました。
手紙には「村を出て、いっしょに暮らしてほしい」と書かれてい
ました。ネロが心配なヌレットおばさんは、ミレーヌに断りの手
紙を送ろうとしましたが…。
ヌレットおばさんの引っ越しの日がやってきました。引っ越し
を手伝うため、おじいさんは家に残り、ネロは1人で牛乳運びの
仕事に向かいます。仕事を終えたネロが帰り道を急いでいると、
クロがネロとパトラッシュを待っていました。
アンドレからアロアが帰ってくることを知らされたネロは、急
いで港へ向かいました。しかし、船から降りる乗客の中にアロア
の姿はありませんでした。アロアはいったいどうしたのでしょ
う。
病気のためイギリスから帰ってきたアロア。アロアはアント
ワープの病院で、高熱にうなされ、村の風車やネロと遊ぶ夢を見
ました。その様子を見た医者のバートランド先生は、アロアを村
に帰したほうがいいとコゼツに言いました。
部屋の窓から外を見ていたアロアは、ネロの姿を見つけると思
わず外に飛び出しました。アロアがネロと会っているところを見
たコゼツは、ネロがアロアを呼び出したのだと思いネロをしかっ
たのです。
アントワープで開かれる絵のコンクールに出品することを決意
したネロ。ネロは夜遅くまで絵をかき続けたせいで寝坊してしま
いました。おじいさんを追って町へと走るネロ。そんなネロを見
つけたアロアは、馬車でネロを送るようにハンスに頼みました。
でも、そのせいでアロアは学校に遅れてしまったのです。
馬車が壊れてしまい、ネロと登校することになったアロア。で
も張り切りすぎて途中で歩けなくなってしまいました。おじいさ
んにおぶわれて何とか町に着いたアロアでしたが、毎日町まで歩
いているネロの大変さがわかったのです。
コゼツのだんなから、おじいさんが町で働いていることを知ら
されたネロは町に向かいます。町の市場につくと、小さな八百屋
を手伝うおじいさんの姿がありました。おじいさんが、自分にな
いしょで働いていたことにショックを受けるネロでしたが…。
ジェハンおじいさんが病気で寝込んでしまいました。ネロは教
会で「おじいさんが早く元気になりますように」と祈るのでし
た。
そして、おじいさんにゆっくり休んでもらおうと、牛乳運びも
パトラッシュとともに一生懸命に頑張るのでした。
ヌレットおばさんが以前住んでいた隣の空き家に、男の人が
引っ越してきました。
ネロは「どんな人だろう。ヌレットおばさんのように優しい人
かな」とわくわくしながらあいさつに行きました。
でも、お隣さんに会って、ネロはがっかりしたのでした。
牛乳運びの仕事が減ったために、ネロは波止場で荷物運びをする
ことになりました。
しかし、ネロはおじいさんに心配をかけまいと、おじいさんに
ないしょで働きます。
そのことを知ったアロアは、ネロとおじいさんのために何かお
手伝いをしようと思うのでした。
つらかった波止場の仕事も、ジョルジュとポールに手伝っても
らい、ようやく終わりました。
ネロは１週間分の手間賃をもらいました。おじいさんのために
特別においしいスープを作ろうと、そのお金で、いちばん上等の
お肉を買って帰るのでした。
優しかったおじいさんは、もう二度と帰ってこないのだと、お
じいさんを思い出しては、悲しむネロでした。
そんなとき、ジョルジュも遠くの町に働きに行くことになり、
ネロの家で、ジョルジュの送別会を開くことになりました。

№

題名
世界名作劇場 フランダースの犬 ４６
おじいさんの顔

TIME

方法

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ４７
風車小屋の火事
3578
(DVD)

26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ４８
なくなった仕事
26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ４９
描けたよおじいさん
26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ５０
発表の日
26

字幕

3579 世界名作劇場 フランダースの犬 ５１
(DVD) 二千フランの金貨
26

字幕

世界名作劇場 フランダースの犬 ５２
天使たちの絵
26

字幕

ちびまる子ちゃん
春だ桜だお花見だ！！ ２０周年前祝スペシャル
「みんなのお花見」の巻
3580 「お姉ちゃんの誕生日」の巻
(DVD)

ちびまる子ちゃん
3581 「まる子とハチ」の巻
(DVD)
名探偵コナン
怪盗キッドＶＳ最強金庫 前編
3582
(DVD) 名探偵コナン
怪盗キッドＶＳ最強金庫 後編
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
「一通の手紙」

世界名作劇場
3628
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ２
(DVD)
「旅立ち」

49

字幕

25

字幕

25

字幕

25

字幕

26

字幕

26

字幕

内容
コンクールに風車の絵を出すと決めていたネロでしたが、なか
なかうまくかけません。
そんなとき、アロアがかいた おじいさんの絵を見て、ネロは
はっと気づくのでした。「今、おじいさんの絵ならきっとかけ
る」と。
そして、夜の更けるのも忘れて、かき続けるのでした。
ある日、ネロは沼の中から びしょぬれになったお人形を見つけ
ました。
これはアロアのお人形に違いないと思ったネロは、その夜、乾
かしたお人形を持って、アロアに届けに行くのでした。
ところが その晩、風車小屋が火事になったのです。
アロアにお人形を届けに行っただけなのに、風車小屋に火をつ
けたと疑われたネロ。
とうとうジェスタスさんからも、牛乳運びの仕事を断られてし
まいました。
薬草を売りに行っても、思ったほどお金にならず、パン１個を
買うのがやっとだったのです。
コンクールに出すネロの絵がとうとう完成しました。絵の中の
おじいさんもパトラッシュも、まるで生きているようでした。
ポールとアロアの応援を受けて、ネロが公会堂に絵を出しに行
くと、受け付けの前には たくさんの人が並んでいました。
ミッシェルおじさんが森の家にいっしょに行こうと、ネロを迎
えに来ました。
しかし、ネロはクリスマスまで待ってほしいと言うのです。そ
の日、絵のコンクールの発表があるのです。
そして、いよいよ発表です。ネロは１等をとれるでしょうか。
コンクールの結果を目にし、会場を後にしたネロとパトラッ
シュは、もはや食べる物を買うお金もなく、疲れきっていまし
た。
大雪の中、パトラッシュが何かを見つけました。それは、金貨
が入った袋でした。その袋には「コゼツ」の文字が入っていたの
です。
パトラッシュのそばから姿を消したネロ。パトラッシュはネロを
捜すために、アロアの家を飛び出しました。
ネロの足はいつしかアントワープの教会に向かっていました。
そこには、ネロが夢にまで見たルーベンスの絵が飾られているの
です。
「みんなのお花見」
まる子のクラスでお花見が行われた。まる子はおばあちゃんか
ら、桜の木には神様が宿ると聞いていたが、お花見の最中に次々
と不思議なことが起こる。
「お姉ちゃんの誕生日」
お姉ちゃんの誕生日の前の日に、お姉ちゃんとお母さんがケン
カをしてしまう。まる子やおじいちゃんは心配するが、お姉ちゃ
んもお母さんも仲直りしない。そんな２人を見てまる子は悲しく
なってしまった。
夏のある日、まる子はナナという犬を連れたおばあちゃんと出
会う。ナナはもうすぐ赤ちゃんを産むと聞いたまる子は、毎日の
ようにナナとおばあちゃんに会いに行く。赤ちゃんは無事に生ま
れたが、ナナは病気になってしまった。
怪盗キッドから鈴木次郎吉に鈴木邸にある最強金庫を開けると
予告状が届いた。しかしいつもの横書きの予告状ではなく縦書
き、しかも文章も古めかしい。次郎吉は偽物と思い、警察に捜査
協力はしなかった。
最強金庫にはタバコ１本の重さにも反応するセンサーがついて
いる。しかも金庫の開け方を知るのは次郎吉ただ１人のため、
キッドに開けることは不可能だと次郎吉は言う。しかしコナン
は、いつもとは違う次郎吉の態度に違和感を持つ。
フローネ・ロビンソンはおてんばで元気な女の子。お医者さん
のお父さん、看護婦のお母さん、やさしいお兄ちゃんのフランツ
と小さな弟ジャックの5人家族で、スイスのベルンに住んでい
る。ある日、お父さんにオーストラリアからの手紙が来た。それ
がやんちゃなフローネとその家族が巻き込まれる一大冒険の始ま
りだった。
お父さんへの手紙は、オーストラリアで医者をしないかという
ものだった。おてんばのフローネは大賛成ですぐにもオーストラ
リアへ行きたがるが、兄のフランツは浮かない顔だ。音楽家にな
りたいフランツは、未開の地オーストラリアでは音楽の勉強がで
きないと渋っていた。

3628
(DVD)
№

題名
TIME
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ３
26
「フローネの心変り」
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ４
「オーストラリアをめざして」

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ５
3629
「フローネ船長」
(DVD)
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ６
「こわい嵐」
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ７
「なんでもできるおとうさん」
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ８
3630 「島をめざして」
(DVD)
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ９
「あたらしい家族」
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
０
「かなしみの再会」
3631 世界名作劇場
(DVD) 家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
１
「おばけの木」
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
２
おじゃる丸
おあずけプリン
おじゃる丸
ジーパン
おじゃる丸
3677 石を気にする
(DVD)
おじゃる丸
茶とおじゃるの雨傘
おじゃる丸
月光町 虫そうどう
忍たま乱太郎
見破られた変装の段
忍たま乱太郎
自然から学べの段
忍たま乱太郎
3678 気持ちよく泣かせての段
(DVD)
忍たま乱太郎
青春の思い出の段

方法
字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

10

字幕

内容
ロンドンに向かう船で出会った指揮者のゲハルトは、フローネ
の歌を聞いて音楽の才能があると褒める。得意になったフローネ
は、船を降りてオペラ歌手になると言いだすが、実はゲハルト
は・・・。
オーストラリア行きの蒸気船に乗り込んだフローネ一家。船に
は大勢の乗客と動物たちが乗っていた。乗客のキャサリンの帽子
をフローネの弟ハックが誤って海に落としてしまう。キャサリン
はオーストラリア総督の秘書・エドワードの妻だった。
フランツの友達エミリーの両親がけんかをして、お母さんは離
婚して船を降りると言いだす。エミリーをかわいそうに思ったフ
ランツは一計を案じる。長い航海で退屈してきた乗客のために、
フローネを「一日船長」にすることを提案。それはエミリーの両
親を仲直りさせる作戦だった。
クリスマスがやって来た。南半球では季節が逆なので真夏のク
リスマスだ。船ではキリストの生誕のお芝居をしたり、讃美歌を
歌ってお祝いをして楽しく過ごすが、その後とんでもない嵐が船
を襲う。
大嵐のせいで、フローネたちの船は座礁してしまった。早く船
から脱出しないと、いつ沈むかわからない。お父さんは船にある
材料でいかだを作ることにするが・・・。
お父さんはいかだ作りに再挑戦。ところがフローネは材料を取
りに行った船倉で、ぶどう酒を見つけて飲んでしまう。酔っぱ
らったフローネを見てお母さんはかんかんに怒る。でもお父さん
はそんなフローネを見て大笑い。そしてやっとのことでいかだが
完成し、家族は島を目指すことに。
さんご礁に囲まれた小さな島に上陸したフローネたち。久しぶ
りの陸地にフローネは大はしゃぎ。だが島には何が潜んでいるの
かわからない。フランツが夜、見張りをしているとなぞの動物が
現れて・・・。
島で最初の夜が明けると、船から連れてきた犬のジョンが鳴い
ていた。ジョンが案内した先には、悲しい再会が待っていた。
お父さんとフランツは島の探検に行くことにした。残されたフ
ローネたちは、ブチクスクスのメルクルのためにエサを探しに出
かけるが・・・。
フローネとお母さんたちは食べ物を探しに森へ探検に出かけ
る。森の中は珍しいものでいっぱい。おばけのような木を見つけ
たフローネは大喜びで登り始めるが、誤って木のうろに落ちてし
まう。
約束の日が来てもお父さんたちは探検から帰らない。心配する
お母さん。しかもその夜、フローネたちの寝床を、凶暴な野獣が
襲う。お母さんは、フローネたちを守れるのか。
おやつにプリンを食べようとしたおじゃる丸は、スプーンを忘
れたことに気づく。おじゃる丸は、シャクにスプーンを持ってき
てくれるように頼む。だが、おじゃる丸は大好物のプリンを目の
前にして待ちきれなくなり・・・。
何年かぶりにジーパンをはいたトミーおじいちゃん。おじい
ちゃんのジーパン姿を見たカズマや月光町のお年よりたちもマネ
をしてジーパンをはき始める。そして気がつくと、町中がジーパ
ン姿に。
月夜ヶ池に小石拾いに出かけたおじゃる丸とカズマ。その夜、
おじゃる丸は河原にあった、ある小石のことが忘れられずに、な
かなか寝付くことができなかった。翌日、もう一度その石を捜し
に、おじゃる丸は河原へと向かう。
愛ちゃんにかわいい雨傘を買ってもらったおじゃ丸は、傘を見
せびらかそうと町に出るが雨に降られてしまう。雨宿りに喫茶店
に入ったおじゃる丸は、茶が持つボロボロの雨傘を見つける。茶
は、雨傘との不思議な出会いを語り出す。
トミーの家で子鬼たちは、「幸せのきいろい虫」という本を見
つける。「幸せの黄色い虫を捕まえると幸せになれる」と勘違い
した子鬼たちは、必死に虫を探す。そのうわさは町中に広がり、
大そうどうとなった。
五年生の変装の名人・はちや三郎は、いつも友人の不破雷蔵に
変装している。あまりにそっくりで区別がつかず困り果てた乱太
郎たち。しかし、木下先生だけは２人を区別することができた。
２人を区別する方法とは…。
いつもテストの成績の悪い一年は組。それとは対照に成績優秀
な、い組の教師・安藤は、は組の教師・土井をバカにする。そん
なある日、裏庭の小屋が火事になる。
きり丸は、子守のアルバイトをしていたが、約束の時間になっ
ても赤ちゃんの両親が現れない。次のアルバイトがあるきり丸
は、偶然通りかかった斜堂先生に子守をまかせるが…。
ある日、忍術学園に学園長の旧友・竜王丸が訪ねてくる。乱太
郎は、学園長の命令で竜王丸を部屋に案内する。立ち去ろうとす
る乱太郎だったが、学園長に呼び止められ若い日の自慢話に付き
合わされる。

3678
(DVD)

№

題名
忍たま乱太郎
大間賀時曲時の悩みの段
名探偵コナン
黒きドレスのアリバイ（前編）

3679
(DVD) 名探偵コナン
黒きドレスのアリバイ（後編）
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
３
フランツの目
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
3680
４
(DVD)
貝殻の歌がきこえる
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ １
５
木の上の家

3681
(DVD)

3682
(DVD)

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
６
我家の日課
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
７
お母さんの畑
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
８ メルクルを助けて！
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
９
フローネ、狩りに行く
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
０ 船が見える

ふしぎな島のフローネ １

ふしぎな島のフローネ １

ふしぎな島のフローネ １
ふしぎな島のフローネ １

ふしぎな島のフローネ ２

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ２
１ 亀の赤ちゃん

TIME

方法

10

字幕

25

字幕

25

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

25

字幕

25

字幕

18

字幕

ちびまる子ちゃん
「藤木、いい人を目指す」の巻
「ヒロシ、期待される」の巻

3644 ちびまる子ちゃん
(DVD)
「まる子は大女優？」の巻
「まる子、お金を拾う」の巻

手話かみしばい
「あかんぼうになったおばあさん」
「ねずみのよめいり」
3639
〈手話ビデオ 字幕つき〉
(VHS)

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ２
２
ジャックはコレクター
3720
(ＤＶ
Ｄ)

26

字幕

内容
オーマガトキ城の城主・大間賀時曲時は、いつも戦に負けてば
かりいた。落ち込む曲時は、偶然通りかかった兵士たちの会話を
耳にする。「情報を制する者が勝つ」。そのことばを聞いた曲時
は、情報収集のため堺の港へ向かう。
蘭と園子の買い物につき合うことになったコナンと小五郎。新
宿の喫茶店でひと休みしていると、ゴスロリ姿の女性が現れた。
女性は席につくなり店外のトイレに行き、その１０分後にゴスロ
リ姿の女性と待ち合わせをしているという庄堂唯佳が来店する。
原宿の公園のトイレでゴスロリ姿の女性の絞殺遺体を発見した
コナンたち。コナンは、庄堂唯佳が犯人だと確信するが、死亡推
定時刻には唯佳は喫茶店にいたという完ぺきなアリバイがある。
唯佳の仕組んだトリックとは？
島が無人島だと知ってフローネは大喜び。自分たちの好きなよ
うに生活できると言うのだ。だがフランツはがっかりして元気が
なくなってしまう。そんな時、フランツは毒虫にやられて目が見
えなくなってしまう。
お父さんやお母さんは、家作りで毎日忙しい。いつも疲れて
いて家族の会話も減ってしまい、フローネは寂しくなってしま
う。ある日、お父さんたちの仕事場にお弁当を届けたフローネ
は、不思議な木を見つける。海に浮かんだ木に乗り込むと…。
新しい家の完成が近づいてきた。しかもお母さんの誕生日もも
うすぐだ。フローネとジャックはお母さんのためにプレゼントを
用意する。フランツとお父さんも、何か準備をしているらしい。
みんなはお母さんにないしょで引っ越しの日に誕生日を祝うこと
にする。
新しい家に引っ越して、やっと落ち着いて生活できるように
なった。お父さんは、家族ひとりひとりに日課を決める。水く
み、狩り、カレンダーを取り替えること…。お母さんは畑を作る
ことを提案する。
せっかく作ったお母さんの畑が、動物に荒らされてしまった。
がっかりして寝込んでしまうお母さん。でも毎日、船を探して見
張りに立つフローネとジャックを見て、もう一度がんばることに
した。動物を避けるために、工夫をして…。
お父さんとフランツが舟を作った。魚をとるための小さな舟
だ。フランツとジャックが初めての漁に出た。ところが、ジャッ
クが目を離したすきに、メルクルが波に流されてしまう。
島で出る食事は毎日毎日、果物や貝ばかり。フローネたちはお
肉が食べたいと大騒ぎ。そこでお父さんはフランツとフローネを
連れて、狩りに出ることにした。フローネはいっぱい動物を狩る
と言って大はりきりだ。
毎日の水くみがたいへんなので、お父さんは井戸を掘ることに
した。フローネとジャックは、毎日、島の近くを船が通らないか
見張っている。ある日、双眼鏡で海を見ていたフローネが、島の
近くを通る船を見つけた。
とても蒸し暑い夜のこと。フローネたちは海辺に涼みにいっ
た。そこでカメが卵を産むのを見つける。次の日から、お父さん
たちは塩をつくり始める。無人島では、何でも自分たちでつくら
なければならないのだ。
『藤木、いい人を目指す』 定期券を拾って落とし主に手渡し
てあげた藤木君。人のために役に立つのはいいものだとあらため
ていい人になろうと決意するが…。
『ヒロシ、期待される』 まる子の父、ヒロシが町内の野球試
合で４番打者をまかされたという。みなの期待にヒロシはこたえ
られるのか。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】
『まる子は大女優？』 まる子のクラスは学芸会で「うらしま
太郎」をすることに決まった。まる子とたまちゃんは、海中で揺
れるワカメの役になった。練習するまる子を見て祖父友蔵は「将
来は天才女優だ」と期待するが…。
『まる子、お金を拾う』 道端で１０円拾ったまる子。見たい
テレビがあったので、交番に届けそびれてしまった。翌日交番へ
行く途中、欲しかったチョコレートの匂いの消しゴムが１０円で
特売になっていた…。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】
「あかんぼうになったおばあさん」
岩の間から流れる きれいな水を飲んだ おじいさんは、とても元
気になりました。その話を聞いた おばあさんも、その水を飲み
に行きました。すると…。
「ねずみのよめいり」
ねずみのお父さんとお母さんは、世界一強いものと娘を結婚させ
ることにしました。ねずみのお父さんとお母さんは世界一強いお
日様に会いに行きますが…。
最近ジャックの様子がおかしい。みんなに隠れて何かしている
様子だ。怪しむフローネだが、お父さんは「何かに夢中になれる
のはよいこと」と言う。そんな中、甘いものが食べたいフローネ
のために、家族みんなで砂糖づくりをすることになる。

№

題名
TIME
世界名作劇場
3720
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ２
(ＤＶ
26
３
Ｄ)
無人島の休日
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ２
26
４ フローネの家出
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
５
無人島の夜はまっくらやみ
世界名作劇場
3721
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
(ＤＶ
６
Ｄ)
お兄ちゃんは弓の名手？
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
７
無人島の音楽会
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
８ ジャックの病気

２

２

２

２

世界名作劇場
3722
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ２
(ＤＶ
９
Ｄ)
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ３
０ きついお仕置き
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ３
１
わたしはのけもの？
世界名作劇場
3723
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ ３
(ＤＶ
２ 船ができた！
Ｄ)
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
３
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
４
洞くつをさがせ！
3724 世界名作劇場
(ＤＶ 家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
Ｄ) ５
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ
６
幽霊が出る！
ちびまる子ちゃん
「まる子の新しいワンピース」の巻
「生け花をしよう！」の巻
3725
(ＤＶ
Ｄ)

３
３

３
３

方法
字幕

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

25

字幕

25

字幕

ちびまる子ちゃん
「まる子、スケッチに行く」の巻
「まる子、１０円玉に悩む」の巻
3726
(ＤＶ
Ｄ)

内容
島での暮らしは毎日毎日働いてばかり。フローネの提案で、一
家はお休みの日をつくることにした。久しぶりの休日にみんな
は、自分のしたいことをして過ごすことにする。ところがフロー
ネは…。
ある日、フランツの言った何気ないひと言に傷ついて、フロー
ネは家出をしてしまう。もう絶対家に帰らないと宣言して、森の
中へ。お父さんやフランツがフローネを説得するが、帰ろうとし
ない。そんな中、お母さんだけは落ち着いていた。
船から持ってきたマッチが、とうとうなくなってしまう。ラン
プの油も終わり、フローネたちは明かりのないまま、夜を過ご
す。何もない無人島でどのように明かりをつくるのか。お父さん
は、森の中で見つけた木の実を使うことを思いつく。
銃の弾が残り少なくなったため、お父さんは弓をつくることに
する。船から持ってきた靴も、もうボロボロだ。フローネたちは
森でネバネバした液を出す不思議な木を見つける。それを知った
お父さんは…。
お父さんとお母さんが結婚２０周年を迎えると知ったフローネ
たちは、お父さんたちに秘密でお祝いのしたくを始める。特別な
日を２人きりで過ごせるように、木の上に小さな家を用意する。
そしてお祝いの音楽会を開くのだった。
ジャックが熱を出して寝込んでしまった。どうやらマラリアと
いう病気らしい。薬がないため、ジャックの具合はどんどん悪く
なってしまう。お父さんとフランツは、マラリアに効く薬を探し
に森に入るが…。
ある日フローネは勉強をさぼって、森の中に遊びに行ってしま
う。最初は楽しく遊んでいたフローネだが、ふと気づくと森の中
で迷子になってしまった。しかも大雨まで降り出してしまう。
勉強をさぼったフローネをきついお仕置きが待っていた。フラ
ンツからも宿題をたくさん出されて、フローネはうんざりだ。お
父さんたちが仕事に出た後、ヤギが逃げてしまう。捜しに行くか
迷うフローネ。勉強をほうりだしたら、またしかられてしまうが
…。
お母さんたちの様子がおかしい。どうやらフローネに隠し事を
しているようだ。自分だけ仲間はずれにされたと感じるフローネ
だが、実はみんなはフローネのためにあることを進めていた。そ
れは…。
ジャックの病気があってから、やはり島を脱出する気持ちに
なったロビンソン一家。そのためには、丈夫で大きい船が必要
だ。お父さんとフランツは船造りを、お母さんやフローネは長期
の船旅のための保存食づくりを始める。そしてやっと船が完成す
るが…。
島に雨期がやって来た。毎日続く大雨のため、外に出られない
フローネは不満でいっぱい。雨のため、お母さんの畑の作物も育
ちがよくない。でも雨は悪いことばかりではなかった。
長く続く大雨のせいで、木の上の家が傷んできた。雨もりのた
め、夜寝ることもできない。お父さんたちは雨に強い洞くつに
引っ越すことにするが、島にはちょうどよい洞くつは見あたらな
い。そんなとき、フローネが…。
やっと見つけた洞くつは、意外に住み心地がよくフローネは
すっかり気に入ってしまう。しかし、洞くつには、フローネたち
を驚かせる秘密があった。
洞くつの暮らしにも少しずつ慣れてきたフローネたち。ただ井
戸がないのが不便だった。洞くつの探検に出たフローネは、井戸
の代わりになるものを見つける。しかしその時、不思議な人影が
現れて…。
「まる子の新しいワンピース」の巻
まる子はたまちゃんのお母さんにワンピースを作ってもらっ
た。たまちゃんもおそろいのワンピースを作ってもらい、次の日
曜に２人で遊園地に行くことになった。だがまる子はワンピース
を誤って破ってしまう。
「生け花をしよう！」の巻
まる子が教室に行くと教室に生け花が飾られていた。花輪君が
生けた花だという。生け花に見とれるまる子たちに、花輪くんが
放課後、自宅で生け花を教えてくれることになった。
「まる子、スケッチに行く」
まる子たちのクラスは紅葉のスケッチに行くことになった。絵
をかくのが大好きなまる子にお母さんは新しい絵の具を買ってく
れた。大喜びのまる子だが、絵の具がもとでクラスの男子とケン
カになる。
「まるこ、１０円玉に悩む」
家の中で１０円玉を見つけたまる子。１０円玉を使ってしまう
か落とした人を捜すかで悩んで、結局は使ってしまおうと決意す
るが・・・。

№

題名

TIME

方法

手話かみしばい
「くつやとこびと」
「シンデレラ」
3735
(VHS)

3766
(ＤＶ
Ｄ)

3767
(ＤＶ
Ｄ)

3768
(ＤＶ
Ｄ)

3769
(ＤＶ
Ｄ)

3770
(ＤＶ
Ｄ)

21 手話・字幕

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
７
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
８
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
９
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
０
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
１
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
２
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
３
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
４
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
５
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
６
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
７
新たな漂流者
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
８
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
９
世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記
０
名探偵コナン
時の番人の刃（前編）

ふしぎな島のフローネ ３

26

字幕

26

字幕

ふしぎな島のフローネ ３

26

字幕

ふしぎな島のフローネ ４

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

26

字幕

ふしぎな島のフローネ ４

26

字幕

ふしぎな島のフローネ ４

25

字幕

ふしぎな島のフローネ ５

25

字幕

25

字幕

25

字幕

ふしぎな島のフローネ ３

ふしぎな島のフローネ ４

ふしぎな島のフローネ ４

ふしぎな島のフローネ ４

ふしぎな島のフローネ ４

ふしぎな島のフローネ ４

ふしぎな島のフローネ ４

ふしぎな島のフローネ ４

3771
(ＤＶ
Ｄ) 名探偵コナン
時の番人の刃（後編）

内容
「くつやとこびと」
くつやの主人が朝起きてみると、いつの間にかくつができてい
ます。そんなことが毎日毎日続きました。不思議に思ったくつや
の主人は、こっそり夜中に見張っていました。すると、こびとが
現れ・・・。
「シンデレラ」
シンデレラの前に現れた、ようせいのおばあさん。おばあさん
は魔法を使ってシンデレラをお城の舞踏会に行かせてくれまし
た。でも魔法は夜の12時で切れてしまいます。
ジャックとフローネが久しぶりに木の上の家に行くと、なぜか
家の中が荒らされていた。おまけにお母さんの畑のウリも誰かが
持ち去っていた。やはり島にはフローネたち以外だれがいるの
だ。
新たに漂流してきたモートンさんとタムタムと暮らすことに
なったフローネたち。でもなぜかタムタムは、フローネたちを避
けているようだ。実はタムタムは、オーストラリアでとてもつら
い目に合っていたのだ。
モートンさんはひねくれ者。お母さんの料理には文句を言う
し、お酒やたばこに手を出す始末。とうとうお母さんは「モート
ンさんとは暮らせない」と怒ってしまう。
今日はフランツの誕生日。遊びに出かけたフランツたちは、ダ
チョウを捕まえようとするが失敗続き。そこに現れたタムタム
は、「ダチョウを捕まえるなんて簡単だ」と言うが・・・。
フローネたちは木の上の家に戻ったが、モートンさんたちは洞
窟に残る。そんな中、水がお湯のように温かくなり異変が続い
た。ある日モートンさんは銃や食料を持ち出し、１人で島を抜け
出てしまう。
タムタムはフローネたちと暮らすことにするが、モートンさん
が心配でたまらない。ある日、島を今までにない大きな地震が
襲った。わき水や地震のことから、お父さんは「この島は火山島
ではないか」と言う。
大きな地震が起きてから、井戸の水はかれ雨も降らない日々が
続く。お父さんはもう一度島を脱出することを考える。タムタム
は相変わらず、海に出て行ったモートンサンを待っていた
が・・・。
モートンサンとお父さんの話では。島がいつ爆発するかわから
ない。今度こそ島から脱出するために、モートンさんの指示のも
と、もう一度船をつくることになる。使える道具や材料はもう少
ない。これが最後のチャンスなのだ。
船づくりや保存食料づくりで、みんな毎日大忙し。７人全員が
乗っても沈まない船をつくるのは大変だ。でも、船の専門家の
モートンサンのアドバイスで、とうとう船が完成。進水式のため
に、船を海に運ぼうとするが・・・。
とうとう船が完成した。しかし長い航海を考えて、モートンさ
んは動物たちを置いていくように言う。今まで家族同然で暮らし
てきた動物たちを置いていくなんて、フローネにはできない。し
かしお父さんはヤギを連れ出して山に戻してしまう。
山に戻したヤギたちだったが、いつの間にか家まで戻ってきて
しまった。喜ぶフローネだったが、お父さんたちはやっぱり船に
は乗せられないという。何とかして動物たちも連れていきたいフ
ローネだったが・・・。
ついに島を脱出する日がやって来た。フローネたちは、２年間
を過ごした木の上の家い別れを告げるのだった。
やっと島を出て海に乗り出した７人。初めは順調な航海だった
が、予定の日数を過ぎても陸地に到着しない。やがて、食べ物も
水もなくなってしまう。
久しぶりに見る町は驚きでいっぱいだった。フローネ一家は、
町の病院で思いがけない人と再会する。そしてそれぞれが新しい
生活に踏み出していく。
時計の館の女あるじ・保科の元に２年前から送られてきている
差出人不明の脅迫状。そこには、保科の誕生会で彼女を殺害する
と書かれていた。毛利は、保科の執事からボディーガードの依頼
を受け、コナンや蘭と保科の誕生会に出席する。
だが保科は、暗闇で誕生ケーキのローソクを吹き消した瞬間、
何者かに殺されてしまう。
保科を殺した犯人は、パーティーの招待客の中にいると考えた
コナン。目黒警部がパーティーの出席者一人一人に事情聴取を行
うが、犯人も凶器も見つからなかった。だが、パーティー会場の
バルコニーに出たコナンは、部屋の真上にある大時計を見た瞬
間、何かを思いついた。

№

題名
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １
早く来て！みんなの憧れピーターパン

3786
(ＤＶ 世界名作劇場
Ｄ) ピーターパンの冒険 ２
ネーバーランドへＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ３
海賊が出た！夢と冒険の国ネバーランド
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ４
登場！時計ワニはフック船長の友だち？
3787 世界名作劇場
(ＤＶ ピーターパンの冒険 ５
Ｄ) フック船長はミシンの音が大嫌い！
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ６
ジョンの初恋？おてんば娘現れる！
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ７
ウェンディ頑張る！卵は誰にも渡さない
世界名作劇場
3788 ピーターパンの冒険 ８
(ＤＶ 作戦開始！時計ワニを笑わせろ！
Ｄ)
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ９
ネバーランドの法律？毎日が誕生日だ！

TIME

方法

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

25

字幕

25

字幕

それいけ！アンパンマン
「カツドンマンとにんにくこぞう」
「メロンパンナとクリスタル姫」+R[-7]C
3789
(ＤＶ
Ｄ)

それいけ！アンパンマン
「クリームパンダとちゅらおばあ」
「おむすびまんとおしんこちゃん」
3790
(ＤＶ
Ｄ)

名探偵コナン
くらやみ塔の秘宝（前編）

25

字幕

25

字幕

25

字幕

25

字幕

3791
(ＤＶ 名探偵コナン
Ｄ) くらやみ塔の秘宝（後編）

名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く（前編）
3801
(ＤＶ
Ｄ) 名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く（後編）

内容
ウェンディの夢に出てくる不思議な少年ピーターパン。大人は
誰も信じないが、ウェンディ、ジョン、マイケルの３人兄弟は、
きっとピーターパンはいると信じていた。そんなある夜、彼が
やって来た！だが犬に驚いたピーターパンは影を落として逃げて
しまう。
夢の国ネバーランドを舞台に、永遠に大人にならない不思議な
少年とウェンディたちの大冒険が始まる！
ピーターパンは、ウェンディたち兄弟をネバーランドに招待す
る。そこは楽しいことがいっぱいの夢の国だという。早速出発し
ようとするが、ネバーランドに行くには空を飛んでいくしかな
い。さあどうするか？
ネバーランドに着くなり、海賊たちの大砲が襲ってきた。ウェ
ンディたちはピーターパンとはぐれてしまう。１人空を飛んでい
たウェンディは、ピーターパンの仲間トートルズの矢に当たって
しまい・・・。
海賊を見にいったジョンたちが帰ってこない。フック船長に捕
まってしまったのだ。助けに向かうピーターパンだったが、ジョ
ンたちを人質に取られて危機一髪。そこへ時計ワニが現れた。
ピーターパンは仲間のカーリーとスライトリーが海賊の元へ。
実はウェンディを喜ばせようと、あることを計画していたのだ。
だが２人は海賊に見つかってしまい・・・。
「海賊になる！」と言ってジョンが家を飛び出した。フックの
もとへ向かう森の中、怪しい影がジョンをつけてきた。影は一体
何者？
ピーターパンがウェンディにプレゼントしたのは、３年に一度
だけ産まれるネバーバードの卵。でもウェンディに、かわいそう
だから親鳥に返してあげてと言われて、ピーターパンは怒ってし
まう。ところがフック船長もその卵を狙っていて・・・。
時計のないネバーランド。寝坊や遅刻ばかりの子どもたちを見
て、ウェンディは時計があれば、みんなも規則正しく生活できる
と考える。でもネバーランドで時計を持っているのはフック船長
だけだった。
楽しいことは毎日あった方がいいと考えたピーターパン。勝手
にみんなの誕生日を今日にしてしまう。誕生パーティーのために
全員分のケーキを作って待っていたウェンディだが、ピーターパ
ンが約束を忘れてしまう。怒ったウェンディは家を出てしま
い・・・。
「カツドンマンとにんにくこぞう」
ジャムおじさんのにんにくスープを飲んだドンブリマントリオ
はその味に大感激。もっとスープを作ってもらうために、にんに
く寺に向かう。
「メロンパンナとクリスタル姫」
ガラスの国にやってきたメロンパンナたち。クリスタル姫と
ハープの不思議な力で、自分たちの望む物を出してもらう。メロ
ンパンナとクリームパンダはガラスのロールパンナを作ってもら
うが、ばいきんまんが現れて・・・。
「クリームパンダとちゅらおばあ」
ちゅらおばあのお手伝いのため、さとうきびじまにやってきた
クリームパンダたち。そこへ変な２人組が現れて手伝うという
が・・・。
「おむすびまんとおしんこちゃん」
おむすびまんは、うめぼしばあやのうめぼしを届けるためパン
工場に向かう。途中でばいきんまんが現れてうめぼしを奪おう
と・・・。
蘭の柔道部の先輩・鏡堂ナナミの屋敷に建つ「くらやみの
塔」。塔には宝が隠されているという町のうわさがあった。ナナ
ミは、コナンたち少年探偵団に宝探しを依頼する。ナナミがコナ
ンたちに屋敷を案内していると突然、女性の悲鳴が・・・。
灰原たちを救出するために、塔の入り口に入ったコナンと歩
美。しかし、通路には鏡などによる仕掛けが施されなかなか進め
ない。何とか元太や光彦と合流できたコナンだったが、不思議な
子供部屋の仕掛けにほんろうされ、気がつくと１人きりになって
しまった。
コナン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人が暴走車にひか
れそうな場園に遭遇。ひかれそうになったのは、須坂衛子という
紅葉御殿と呼ばれる屋敷の運転手と、両親を事故で亡くし、御殿
に引き取られた中北楓（なかきたかえで）だった。衛子はコナン
たちを紅葉御殿の主、片寄王三郎に紹介する。車椅子の王三郎
は、ミステリーファンで３人を歓迎する。
庭でコナンと楓が遊んでいるところ、紅葉御殿で密室殺人が起
きた。そこには不可解な暗号文「さあ かさをすぼめよう 東に
沈む夕日をながめよう・・・」が残されていた。王三郎の子ども
である荻人と野笛は、暗号文は隠し財産のありかを示しているの
ではと考え、行方をくらます。

№

題名
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １０
怪しげな行動！ジョンを尾行しろ

TIME

方法

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １５
フックを裏切れ！海賊をやめたチェッコ

24

字幕

世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １６
ウェンディ怒る！ピーターパンて大嫌い

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

25

字幕

世界名作劇場
3819
ピーターパンの冒険 １１
(DVD)
新兵器！水陸両用シンデレラの馬車？
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １２
海賊も逃げる？マイケルの怖い話！
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １３
救出作戦開始！ピーターパンを助けろ
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １４
3820 スノルム山の悪魔とマイケルの勇気
(DVD)

世界名作劇場
3821
ピーターパンの冒険 １７
(DVD)
ジョンが眠れない！眠りの精を捕まえろ
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １８
勇気を示せドートルズ！海賊の旗を奪え
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 １９
フックの決意！消えた海賊船の謎？
世界名作劇場
3822 ピーターパンの冒険 ２０
(DVD) 全体絶命！ウェンディが霧の谷に消えた
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ２１
ウェンディを救え！命をかけたティンク

3859
(DVD)

3846
(DVD)

それいけ！アンパンマン
『こむすびまんとかぜこぞう』
『あかちゃんまんとアルミはくしゃく』

『あかちゃんまんとアルミはくしゃく』
アルミはくしゃくの城に招待されたあかちゃんまん。しかし、
アルミのお城は強風にあおられ飛ばされてしまう。
『しょくぱんまんとシチューおばさん』
学校で子どもたちにシチューづくりを教えることになったシ
チューおばさん。そこに変装したばいきんまんが現れて・・・。

それいけ！アンパンマン
『しょくぱんまんとシチューおばさん』
『ポッポちゃんとでんでん一座』
25

字幕

名探偵コナン
みんなが見ていた（前編）

3847
(DVD）

内容
ジョンの様子が最近おかしい。やけにそわそわして１人で朝か
ら出かけている。実はタイガー・リリーに会いに行っていたの
だ。リリーから家に来るように誘われて大喜びするジョンだが、
カーリーたっは行くのを止める。リリーのお父さんは悪魔で、リ
リーの家に行って帰ったものはいないというのだ。
ネバーランドの子どもたちは、おばあさんの顔を見たことがな
い。そこでピーターパンは、フック船長の大事にしているお母さ
んの絵を盗んで持ってきた。大事な絵を盗まれたフック船長は、
手下に絵を捜すように命令する。
ある雨の日。遊びに行けないピーターパンたちは、怖い話をし
て悲鳴をあげたら負け、という遊びをすることに。壱番目にお
ピーターパンのこわ～い冒険話に悲鳴をあげそうになる子どもた
ち。そこへ海賊の手下がやって来て・・。
フック船長のワナにかかってピーターパンが捕まってしまっ
た。何とか助けようとするウェンディたちは、フック船長の苦手
な時計ワニに目を付ける。ところがせっかくの作戦も失敗。早く
助けないと。ピーターパンが処刑されてしまう。
ウェンディがかぜを引いた。熱が高くて苦しそうだ。でも病気
になったことのないネバーランドの子どもたちは、かぜも薬も知
らない。氷で熱を冷まそうと考えたマイケルは、雪のあるスノル
ム山に行くことにする。だが、スノルム山には恐ろしい悪魔がい
るのだった。
フック船長に日ごろの失敗を怒られて、処刑されそうになった
チェッコ。危ないところをピーターパンに助けられて、「もう海
賊は辞めピーターパンの仲間になる」と言いだす。カーリーたち
はチェッコと仲よくなるが、ジョンだけはチェッコの様子を怪し
いとにらんでいた。
白雪姫のようなドレスを着たいと言うウェンディのために、み
んなでドレスを飾る花を摘みに行くことにした。ところが次の
日、ピーターパンは約束を忘れて大トカゲを捕まえに行ってし
まった。カンカンに起こったウェンディは家を飛び出してしま
う。
ジョンが眠れなくなってしまった。ヒツジを何匹数えても効果
がない。するとピーターパンが、眠りの精の歌声を聞けばすぐに
眠れると言い出す。だが、眠りの精はフック船長が捕まえている
のだという。
みんなから、何をやっても失敗ばかりとばかにされているトー
トルズ。とうとう遊びにも一緒に連れて行ってもらえなくなって
しまった。みんなを見返してやろうと、ウェンディと一緒に海賊
の旗を奪おうとするが・・・。
いつもピーターパンにやられてばかりのフック船長がとうとう
本気になった。手下たちにピーターパンの隠れをが襲うように命
令する。ピーターパンの留守に襲われた子どもたち。さあ、どう
なる！？
みんなに大事にされるウェンディに焼きもちを焼いているティ
ンク。そこへフック船長が「少しだけウェンディを懲らしめよ
う」と言ってくる。ちょっぴりだけという言葉に釣られて、ティ
ンクはウェンディをおびき出す手伝いをしてしまう。
フック船長のワナにはまってしまったピーターパン。ウェン
ディも船長に捕まってしまった。全体絶命のピーターパンを救う
ために、ティンクが命をかける。そして子どもたちも反撃に立ち
会った！
『こむすびまんとかぜこぞう』
パン工場へ向かうこむすびまん。ばいきんまんにお昼ごはんの
おむすびを取られてしまうが、突然、強風が吹いて・・・。

25

字幕

25

字幕

名探偵コナン
みんなが見ていた（後編）

『ポッポちゃんとでんでん一座』
ポッポちゃんは、しろかぶくんに助けられた御礼に、でんでん
一座を手伝うことになるが・・・。
コナンたちがマンションの３階で下りのエレベーターを待って
いると窓付きのエレベーターが昇ってきた。コナンたちがいる３
階を通過する瞬間、中に乗っていた男が拳銃で自らのこめかみを
打ち抜いた。
駆けつけた警察は自殺と判断するが、コナンは他殺だと考え
た。
コナンと平次は、動いているエレベーター内で男が自らのこめ
かみを打ち抜く現場をエレベーターの窓越しに目撃する。
警察は自殺と判断するがコナンと平次は他殺と断定する。調査
の結果、３人の容疑者が浮かび、コナンと平次が真犯人のトリッ
クを解明していく。

№

題名
名探偵コナン
能面屋敷に鬼が躍る（前編）

TIME

方法

25

字幕

25

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

24

字幕

10

字幕

3848
(DVD) 名探偵コナン
能面屋敷に鬼が躍る（後編）

世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ２２
秘密兵器始動！フック船長最後の切札
世界名作劇場
3849 ピーターパンの冒険 ２３
(DVD) 謎が深まる！ティンクの故郷を探せ
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ２４
恐ろしい黒マントの集団と謎の美少女！
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ２５
おかえりティンク！妖精の国はふしぎな国
世界名作劇場
3850 ピーターパンの冒険 ２６
(DVD) 復活フック船長！空飛ぶ海賊船建造計画
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ２７
ジョンの憧れ！木馬に乗った騎士
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ２８
悪魔になったウェンデイ
世界名作劇場
3851 ピーターパンの冒険 ２９
(DVD) 妖精ケプシ！勇気をだして飛びたて
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ３０
浮上開始！フックの空飛ぶ海賊船
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ３１
夢がない！飛べなくなったピーターパン
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ３２
3852
海賊と一緒に探せ、白い鏡の謎
(DVD）
世界名作劇場
ピーターパンの冒険 ３３
ルナの涙！私はダークネスの魔女？
はなかっぱ
「僕、はなかっぱ」
「おじいちゃんはすごい！！」
3854
(ＤＶ
Ｄ)

内容
能面美術館のスタッフ３人が館長を殺すことを計画し、実行し
ようとした当日、小五郎がコナンと蘭とともに美術館を訪れた。
小五郎のもとに館長の命が狙われているという匿名の手紙が届い
たからだ。
秘密がもれたのかと困惑する３人だが、計画どおり館長を殺す
ための行動に出た。
能面美術館が火災を起こし、美術館の別館の部屋に閉じ込めら
れたコナンたち。火はどんどん迫ってくる。
コナンたちは屋根の所にある高窓から脱出し本館へ移動した。
そしてコナンたちは美術館の中庭で絶命している館長を発見す
る。
誰がどうやって館長を殺したのかコナンの推理が始まる。
ウェンディを助けるためにフック船長たちの所に乗り込んだ
ピーターパン。ところがフック船長が秘密兵器を持ち出した。同
じころ、スライトリーやジョンたちもウェンディを助けるために
フックの元に乗り込んでいた。ウェンディは助けられるのか？
やっとのことでフック船長をやっつけたピーターパンたち。と
ころが、今度はティンクがいなくなってしまった。そしてネバー
ランドでは、少しずつ異変が起き始めていた。ピーターパンたち
の新たな冒険が始まる。
ティンクのふるさと・妖精の谷を目指すピーターパンたちの前
に、なぞの黒マントに追いかけられる少女が現れた。少女の名前
はルナ。ネバーランドに災いをもたらす黒い魔術師ダークネスの
孫だという。
シンデレラ二世号を空飛ぶ船に改造するために、浮き石を探す
スライトリーとカーリー。不思議な洞窟の中で迷った２人を助け
てくれたのは、行方不明になっていたティンクだった。
カーリーたちはダークネスの孫であるルナは信用できないと責
めるが、ウェンディはルナをかばっていた。そんとき、フックの
手下がルナの持つ黒い鍵を狙って襲ってきた。
「フック船長を倒した」という騎士トン・チホーテが現れた。
感激したジョンは弟子入りして剣術を習い始める。でもチホーテ
はおじさんで、とても強そうには見えない。そこへフックの手下
たちが襲ってくる。反撃に出るジョンとチホーテだが・・・。
いつもやさしいウェンディが突然悪魔に変わってしまった！
ダークネスの悪魔のブレスレットの呪いにかかってしまったよう
だ。乱暴な言葉づかいで悪魔の女王のように振る舞うウェン
ディ。どうしたら元のウェンディに戻れるのか？
ピーターパンを「ママ」と呼んで慕う妖精ケプシ。羽があるの
に飛べないケプシは、妖精のふるさとに帰ることができず、この
ままでは死んでしまう。何とかしてケプシを飛べるようにしよう
とピーターパンたちは工夫するが・・・。
不思議な島に流れ着いたシンデレラ二世号。そこは火を吐く怖
い魚の住む湖に囲まれていた。魚の攻撃で島から逃げられない
ピーターパンたち。絶対絶命のピンチにフック船長の海賊船が現
れた。しかも今度の海賊船は空飛ぶ海賊船だ。
ダークネスの仕業で荒れ果ててしまった森で木の実を食べた
ジョンは、急に態度が悪くなり別人になってしまう。同じ木の実
を食べたピーターパンも急に弱気になり、空も飛べなくなる。本
当は気持ちを落ち着ける作用のある森のルビーという木の実が、
ダークネスの力によって、その働きが変えられてしまったのだ。
白い鏡を使えば、美しいネバーランドを取り戻すことができる
とルナに聞いたピーターパンだが、白い鏡のありかがわからな
い。そこでピーターパンは、フック船長に白い鏡を探させよう
と、白い鏡は迷宮殿にあるという情報を流し、こっそり後をつけ
て、迷宮殿まで案内させようと考えるが・・・。
黒マントの人質になったウェンディを助けるために、ルナが
ダークネスの城に戻ることになる。城でルナはダークネスから、
ルナはダークネス家の跡継ぎで、運命は変えることができないと
言われてしまう。もうルナはピータ―パンたちの所に帰ってこら
れないのか？
「僕、はなかっぱ」
やまびこ村に住むはなかっぱは、おさらのかわりに頭に花が咲
いている。大人になったら、花が決まるらしいけれど、まだ子供
のはなかっぱは『とりあえずの花』が咲いている。今日も学校に
遅れそうで走っている花かっぱ。そこに、何かたくらんでいるが
りぞーが現れて・・・。
「おじいちゃんはすごい！！」
おじいちゃんのむかｈし話を聞いている花かっぱ。
やまびこ村のてんぐ池に謎の「ヌシ」がいるときいて、はな
かっぱはおじいちゃんや友達と一緒にやってきた。
そこに若がえりの花『わか蘭』をはなかっぱから奪おうとがり
ぞーもやってきて・・・。

