アニメ
番組名
手話かみしばい

内容

はなさかじいさん・ 「はなさかじいさん」

さるかにがっせん〈手話ビデオ

時間(分)

昔々、ある所に子ども

字幕 のいないおじいさんとおばあさんがいました。

つき〉

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

24

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）
世界名作劇場
しい誕生日

家なき子レミ

１

悲 主人公のレミは、貧しいけれど、お母さんと妹
と３人で仲よく暮らしていました。お父さんは
ずっと前からパリに出かせぎに行っています。
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ケガをし、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。
小学校教育漢字使用
利用区分

Ｂ－３

全ルビ

（ＤＶＤ版のみです）

25

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
２

よならお母さん

時間(分)

さ 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、

24

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。
小学校教育漢字使用
利用区分

全ルビ

Ｂ－３

（ＤＶＤ版のみです）
世界名作劇場

家なき子レミ

３

ヴィタリス一座

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、セリフをいっ
しょうけんめい練習します。そして一座は、ユ

24

セルの町に到着しました。
小学校教育漢字使用
利用区分

全ルビ

Ｂ－３

（ＤＶＤ版のみです）
世界名作劇場

家なき子レミ

４

敵な贈り物

素 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

24

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
世界名作劇場
跡のマリア像

家なき子レミ

５

全ルビ

奇 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

24

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
６

のおかあさん

時間(分)

幻 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

24

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
世界名作劇場

家なき子レミ

７

うひとつの家族

全ルビ

も 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

24

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
世界名作劇場

家なき子レミ

８

よなら私たちの家

全ルビ

さ 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

24

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
世界名作劇場
命の出会い

家なき子レミ

９

全ルビ

運 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

24

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
１０

ひとりぼっちのアーサー

時間(分)

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

24

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
世界名作劇場

家なき子レミ

１１

ペンダントの秘密

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

24

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
世界名作劇場
悲しみの雪山

家なき子レミ

１２

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

24

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
１３

雪の日の別れ

時間(分)

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

24

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
世界名作劇場

家なき子レミ

１４

新しい旅の始まり

全ルビ

レミはパリのルールシーヌ通りに住むというガ
スパールさんをさがすことにしました。ガス
パールさんはヴィタリスさんの知り合いなので
す。でもパリは、ほんとうに大きな街で、レミ
はなかなか見つけることができませんでした。
やっとルールシーヌ通りを見つけたレミでした

24

が、そこは何だか、とてもこわい感じのする所
でした。そしてガスパールさんの住む家に行っ
たレミでしたが、そこには大勢の子どもたちが
住んでいました。
小学校教育漢字使用
世界名作劇場
新しい仲間

家なき子レミ

１５

全ルビ

ガスパールのもとで仕事をすることになったレ
ミでしたが、ついヴィタリスさんのことが思い
出されて悲しくなってしまいます。それでもレ
ミはがんばりました。町では、リーズたちも、
それぞれ同じようにがんばって働いています。
リーズたち女の子は花売り、小さな男の子たち
クツみがきや新聞売りが仕事です。レミはカピ
とジョリクールと芸を見せてお金をかせぎまし
た。でも、せっかくかせいだお金をほかの子た
ちに取られてしまいました。
小学校教育漢字使用

全ルビ

24

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
１６

雨の日の子猫

時間(分)

ある日、マルセルが、子ネコと出会いました。
マルセルは子ネコと友だちになりたいと思い、
子ネコを家に連れて帰りました。みんなネコを
飼うことを賛成してくれましたが、マチアは反
対しました。ガスパールが許すはずがないから
です。マルセルはとても悲しくなりました。そ
んなマルセルを見て、レミは、みんなでネコを

24

飼える場所を見つけました。公園の中にある木
の穴です。マルセルは大喜びしました。でも次
の日の朝、公園に行ってみると、木の穴の中に
ネコはいなくなっていました。
小学校教育漢字使用
世界名作劇場

家なき子レミ

１７

地下迷路での誓い

全ルビ

ある日、リーズがお店から人形をぬすんでしま
いました。それを知ったレミは、お店に人形を
返し、リーズの代わりに一生けん命謝りまし
た。でもお店の人はレミをたたいて怒りまし
た。リーズは、自分のせいでレミがたたかれる
のを見て、思わずその場からにげ出してしまい

24

ました。そして古い建物の中に入ったリーズで
したが、建物の床が壊れて、地下に落ちてしま
いました。
小学校教育漢字使用
世界名作劇場

家なき子レミ

すれちがう母と子

１８

全ルビ

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

24

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第１章

マシュウ・カスバート驚く

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第２章

マリラ・カスバート驚く

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第３章

グリーン・ゲイブルズの朝

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第４章

アン・生立ちを語る

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第５章

マリラ決心する

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

26

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…。
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

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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第７章

レイチェル夫人恐れをなす

時間(分)

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

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第８章

アン日曜学校へ行く

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。途中ですてきな

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

おごそかな誓い

第９章

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、ダイアナに庭を案内

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

アン・心の友と遊ぶ

第１０章 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、なかなかダイ

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第１１章 マリラが大切にしている紫水晶のブローチが見

マリラ・ブローチをなくす

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込む。そして
アンに、「本当のことを言うまでピクニックに

26

は行かせない」と言い、部屋に閉じ込めてしま
う。
世界名作劇場
アン・告白する

赤毛のアン

第１２章 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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容

時間(分)

第１３章 いよいよ新学期が始まり、初めて学校に登校し

アン・学校へ行く

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なれる。そし

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第１４章 アンが学校に通い出してから数週間がすぎた。

教室騒動

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第１５章 ギルバートとケンカをしてから、学校へ行かな

秋の訪れ

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

26

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。
世界名作劇場

家なき子レミ

１９

旅の一家

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
ゼットと知り合いになりますが，コゼットはな

24

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。
世界名作劇場
心の友達

家なき子レミ

２０

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…。

24

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
２１

想い出のバイオリン

時間(分)

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
みてもらいますが，今度は医者に払うお金をか

24

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…。
世界名作劇場

家なき子レミ

２２

地下からの生還

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
まい，レミと女の子は，暗い穴の中に閉じこめ

25

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。
世界名作劇場

家なき子レミ

２３

ふたりの願い

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

25

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。
世界名作劇場

家なき子レミ

２４

引き裂かれた愛

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

25

じこめてしまいます。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。
世界名作劇場
脱出！

家なき子レミ

２５

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。

24

番組名
世界名作劇場

家なき子レミ

内容
２６

私のお母さん

時間(分)

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

24

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？
世界名作劇場

赤毛のアン

第１６章

ダイアナをお茶に招く

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第１７章

アン，学校にもどる

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

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第１８章

アン，ミニー・メイを救う

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

ダイアナの誕生日

第１９章

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？

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第２０章

再び春が来て

時間(分)

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。

26

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？
世界名作劇場

赤毛のアン

第２１章

新しい牧師夫妻

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第２２章

香料ちがい

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

26

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
…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第２３章

アンお茶によばれる

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第２４章

面目をかけた大事件

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

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

ダイアナへの手紙

第２５章

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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第２６章

コンサートの計画

時間(分)

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第２７章

マシュウとふくらんだ袖

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。

26

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？
世界名作劇場

赤毛のアン

第２８章

クリスマスのコンサート

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第２９章

アン，物語クラブを作る

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

26

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。
世界名作劇場
虚栄と心痛

赤毛のアン

第３０章

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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第３１章

不運な白百合姫

時間(分)

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

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第３２章

生涯の一大事

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第３３章

クィーン組の呼びかけ

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、

26

「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…。
名探偵コナンスペシャル

鳥取クモ屋

敷の怪

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

49

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。
世界名作劇場
少年ネロ

フランダースの犬

１

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。

26

番組名
世界名作劇場

フランダースの犬

内容
２

アロアと森へ

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場

フランダースの犬

３

アントワープの町で

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。

26

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。
世界名作劇場

フランダースの犬

４

新しい友達

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

26

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！
世界名作劇場

フランダースの犬

５

パトラッシュ

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

26

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。
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

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

26

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。
世界名作劇場
スープをおのみ

フランダースの犬

７

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…。

26

番組名
世界名作劇場

フランダースの犬

内容
８

ほえたよおじいさん

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場

フランダースの犬

９

おもいでの鈴

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

26

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…。
世界名作劇場
０

フランダースの犬

１

アロアのブローチ

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

26

にもらったブローチをなくしてしまいました。
世界名作劇場
１

フランダースの犬

１

エリーナの花畑

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

26

いなハンスが見つけて大変な騒ぎになってしま
います。
世界名作劇場
２

フランダースの犬

１

おじいさんの小さな壺

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

26

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。
世界名作劇場
３

フランダースの犬

ナポレオン時代の風車

１

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…。

26

番組名
世界名作劇場
４

内容

フランダースの犬

１

夜空に描いた絵

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場
５

フランダースの犬

１

古い帳簿

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。

26

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。
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

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

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第３５章

夏休み前の思わく

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第３６章

物語クラブのゆくえ

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

26

うちで開かれたが、ダイアナがなかなか現れな
かった。
世界名作劇場
十五歳の春

赤毛のアン

第３７章

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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第３８章

受験番号は１３番

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第３９章

合格発表

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

26

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？
世界名作劇場

赤毛のアン

第４０章

ホテルのコンサート

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

26

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…。
世界名作劇場

赤毛のアン

第４１章

クィーン学院への旅立ち

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

26

は思いもよらない話を切り出し、２人を仰天さ
せる。
世界名作劇場
新しい学園生活

赤毛のアン

第４２章

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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第４３章

週末の休暇

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第４４章

クィーン学院の冬

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第４５章

栄光と夢

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。

26

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？
世界名作劇場

赤毛のアン

第４６章

マシュウの夢

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

第４７章

死と呼ばれる刈入れ人

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。

26

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。
世界名作劇場

赤毛のアン

マシュウ我が家を去る

第４８章

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。

26

番組名
世界名作劇場

赤毛のアン

内容
第４９章

曲り角

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場
神は天にいまし

赤毛のアン

第５０章

アンが大学進学をあきらめたことは、すぐに

すべて世は事もなし 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

26

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。
ゲゲゲの鬼太郎

地獄超決戦！西洋妖

怪総登場！

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。

23

そこには、大勢の西洋妖怪が待ち受けてい
た。
ゲゲゲの鬼太郎

見上げ入道の妖怪学

校

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

23

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…。
ゲゲゲの鬼太郎

命カラカラ！赤舌温

泉

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

23

探るべく青森に向かった。
それいけ！アンパンマン
パンマンです！

ぼく、アン

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。
（字幕ひらがな・カタカナ、一部漢字にルビ）

25

番組名
それいけ！アンパンマン
んとマシュマロさん

内容
ばいきんま

時間(分)

子どもたちがサッカーをしている所に、マ

ちびぞうくんと シュマロさんが通りかかった。サッカーボール

シチューおばさん

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

25

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。（字幕ひらが
な・カタカナ、一部漢字にルビ）
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

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

51

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？（字幕ひ
らがな・カタカナ、一部漢字にルビ）
世界名作劇場
６

フランダースの犬

１

１０サンチームの写生帳

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

26

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。
世界名作劇場
７

フランダースの犬

１

丘の上の木の下で

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

26

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。
世界名作劇場
８

フランダースの犬

いたずらっ子のクロ

１

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…。

26

番組名
世界名作劇場
９

フランダースの犬

内容
１

金物屋が村に

時間(分)

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

26

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…。
世界名作劇場
０

フランダースの犬

２

どこまでも

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

26

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。
世界名作劇場
１

フランダースの犬

２

船で来たお客さま

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

26

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？
世界名作劇場
２

フランダースの犬

イギリスからの贈物

２

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

26

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？
世界名作劇場
３

フランダースの犬

アロアの誕生日

２ 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。

26

番組名
世界名作劇場
４

フランダースの犬

内容

時間(分)

２ 村じゅうの人が参加して牧草刈りをすることに

アロアの絵

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。

26

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…。
世界名作劇場
５

フランダースの犬

２

アロアがいない

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

26

われたアロアは、黙って家を飛び出してしまい
ました。
世界名作劇場
６

フランダースの犬

２

さようならアロア

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

26

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。
世界名作劇場
７

フランダースの犬

２

アロアのいないクリスマス

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

26

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。
世界名作劇場
８

フランダースの犬

２

親切な貴婦人

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

26

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。
世界名作劇場
９

フランダースの犬

２

ルーベンスの２枚の絵

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

26

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。
世界名作劇場
０

フランダースの犬

雪の中の約束

３

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。

26

番組名
世界名作劇場
１

フランダースの犬

内容
３

ネロの決意

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場
２

フランダースの犬

３

大きなカシの木

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

26

とです。でもネロは必死に木を切り続けまし
た。
世界名作劇場
３

フランダースの犬

３

こころの手紙

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。

26

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…。
世界名作劇場
４

フランダースの犬

３

ヌレットおばさん

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

26

ると、クロがネロとパトラッシュを待っていま
した。
世界名作劇場
５

フランダースの犬

３

お帰りアロア

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

26

ませんでした。アロアはいったいどうしたので
しょう。
世界名作劇場
６

フランダースの犬

アロアのくすり

３

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。

26

番組名
世界名作劇場
７

フランダースの犬

内容
３

うれしい知らせ

時間(分)

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

26

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。
世界名作劇場
８

フランダースの犬

３

ネロの大きな夢

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

26

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。
世界名作劇場
９

フランダースの犬

心をつなぐ二つの旗

３

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

26

まで歩いているネロの大変さがわかったので
す。
世界名作劇場
０

フランダースの犬

おじいさんの口笛

４ 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

26

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…。
世界名作劇場
１

フランダースの犬

なつかしい長い道

４ 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

26

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。
世界名作劇場
２

フランダースの犬

となりに来た人

４ 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。

26

番組名
世界名作劇場
３

フランダースの犬

アロアのおてつだい

内容

時間(分)

４ 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。

26

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。
世界名作劇場
４

フランダースの犬

おじいさんへのおみやげ

４ 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

26

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。
世界名作劇場
５

フランダースの犬

ひとりぼっちのネロ

４ 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

26

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。
世界名作劇場
６

フランダースの犬

おじいさんの顔

４ 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、

26

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。
世界名作劇場
７

フランダースの犬

風車小屋の火事

４ 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。

26

番組名
世界名作劇場
８

フランダースの犬

なくなった仕事

内容

時間(分)

４ 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。

26

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。
世界名作劇場
９

フランダースの犬

描けたよおじいさん

４ 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

26

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。
世界名作劇場
０

フランダースの犬

発表の日

５ 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

26

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。
世界名作劇場
１

フランダースの犬

二千フランの金貨

５ 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

26

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。
世界名作劇場
２

フランダースの犬

天使たちの絵

５ 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。

26

番組名
ちびまる子ちゃん
だ！！

内容

春だ桜だお花見

２０周年前祝スペシャル

「みんなのお花見」の巻

時間(分)

「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

「お姉ちゃ おばあちゃんから、桜の木には神様が宿ると聞

んの誕生日」の巻

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」

49

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。
ちびまる子ちゃん「まる子とハチ」の 夏のある日、まる子はナナという犬を連れたお
巻

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

25

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。
名探偵コナン
庫

怪盗キッドＶＳ最強金 怪盗キッドから鈴木次郎吉に鈴木邸にある最強

前編

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

25

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。
名探偵コナン
庫

怪盗キッドＶＳ最強金 最強金庫にはタバコ１本の重さにも反応するセ

後編

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

25

は、いつもとは違う次郎吉の態度に違和感を持
つ。
おじゃる丸

おあずけプリン

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

10

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…。
おじゃる丸

ジーパン

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、町中の人
がジーパン姿に。

10

番組名
おじゃる丸

おじゃる石を気にする

内容

時間(分)

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、なかなか寝つく

10

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。
おじゃる丸

茶とおじゃるの雨傘

愛ちゃんにかわいい雨傘を買ってもらったお
じゃる丸は、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

10

ける。茶は、雨傘との不思議な出会いを語り出
す。
おじゃる丸

月光町

虫そうどう

トミーの家で子鬼たちは、「しあわせのきい
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

10

鬼たちは、必死に虫を探す。そのうわさは町
じゅうに広がり、大そうどうとなった。
忍たま乱太郎

見破られた変装の段

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

10

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…。
忍たま乱太郎

自然から学べの段

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、い
組の教師・土井をバカにする。そんなある日、

10

裏庭の小屋が火事になる。
忍たま乱太郎

気持ちよく泣かせての

段

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

10

かかった斜堂先生に子守をまかせるが…。
忍たま乱太郎

青春の思い出の段

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。

10

番組名
忍たま乱太郎

内容

大間賀時曲時の悩みの

段

時間(分)

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。

10

「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。
名探偵コナン

黒きドレスのアリバイ

（前編）

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

25

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。
名探偵コナン

黒きドレスのアリバイ

（後編）

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

25

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？
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

フローネ・ロビンソンはおてんばで元気な女

一通の手 の子。お医者さんのお父さん、看護婦のお母さ

紙

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

26

ら手紙が来た。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。
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

旅立ち

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

26

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。
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
の心変り

３

ロンドンに向かう船で出会った指揮者のゲル

フローネ 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
ルハルトは…。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

４

時間(分)

オーストラリア行きの蒸気船に乗り込んだフ

オースト ローネ一家。船には大勢の乗客と動物たちが

ラリアめざして

乗っていた。乗客のキャサリンの帽子をフロー
ネの弟ジャックが誤って海に落としてしまう。

26

キャサリンはオーストラリア総督の秘書官・エ
ドワードの妻だった。
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

フランツの友だちエミリーの両親がけんかを

フローネ して、お母さんは離婚して船を降りると言いだ

船長

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

26

ために、フローネを「１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。
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

クリスマスがやって来た。南半球では季節が

こわい嵐 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、賛美歌を歌ってお祝

26

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。
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

大嵐のせいでフローネたちの船は座礁してし

なんでも まった。早く船から脱出しないと、いつ沈むか

できるおとうさん

わからない。お父さんは船にある材料でいかだ

26

を作ることにするが…。
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

お父さんはいかだ作りに再挑戦。ところがフ

島をめざ ローネは材料を取りに行った船倉で、ぶどう酒

して

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

26

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。
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
い家族

９

さんご礁に囲まれた小さな島に上陸したフ

あたらし 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…。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

１０

時間(分)

島での最初の夜が明けると、船から連れてき

かなし た犬のジョンが鳴いていた。ジョンが案内した

みの再会

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

26

に。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…。
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

１１

フローネとお母さんたちは食べ物を探しに森

おばけ へ探検に出かける。森の中は珍しいものでいっ

の木

ぱい。おばけのような木を見つけたフローネは

26

大喜びで登り始めるが、誤って木のうろの中に
落ちてしまう。
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

１２

約束の日が来てもお父さんたちは探検から帰

おかあ らない。心配するお母さん。しかもその夜、フ

さんの活躍

ローネたちの寝床を、凶暴な野獣が襲う。お母

26

さんはフローネたちを守れるのか。
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

１３

島が無人島だと知ってフローネは大喜び。自

フラン 分たちの好きなように生活できると言うのだ。

ツの目

だがフランツはがっかりして元気がなくなって

26

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。
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

１４

お父さんやお母さんは、家作りで毎日忙し

貝殻の い。いつも疲れていて家族の会話も減ってしま

歌がきこえる

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

26

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…。
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

１５

新しい家の完成が近づいてきた。しかもお母

木の上 さんの誕生日ももうすぐだ。フローネとジャッ

の家

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

26

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。
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
日課

１６

新しい家に引っ越して、やっと落ち着いて生

我家の 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。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

１７

時間(分)

せっかく作ったお母さんの畑が、動物に荒ら

おかあ されてしまった。がっかりして寝込んでしまう

さんの畑

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

26

ことにする。動物を避けるために、工夫をして
…。
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

１８

お父さんとフランツが舟を作った。魚をとる

メルク ための小さな舟だ。フランツとジャックが初め

ルを助けて！

ての漁に出た。ところが、ジャックが目を離し

26

たすきに、メルクルが波に流されてしまう。
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

１９

島で出る食事は毎日毎日、果物や貝ばかり。

フロー フローネたちはお肉が食べたいと大騒ぎ。そこ

ネ，狩に行く

でお父さんはフランツとフローネを連れて、狩

26

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。
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

２０

毎日の水くみがたいへんなので、お父さんは

船が見 井戸を掘ることにした。フローネとジャック

える

は、毎日、島の近くを船が通らないか見張って

26

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。
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

２１

とても蒸し暑い夜のこと。フローネたちは海

亀の赤 辺に涼みにいった。そこでカメが卵を産むのを

ちゃん

見つける。次の日から、お父さんたちは塩を造

26

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。
ちびまる子ちゃん
目指す」の巻
る」の巻

「藤木、いい人を 「藤木、いい人を目指す」

「ヒロシ、期待され

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。
【とちぎ視聴覚障害者情報センター】

25

番組名
ちびまる子ちゃん
優？」の巻

内容

「まる子は大女

「まる子は大女優？」

時間(分)

まる子のクラスは学芸

「まる子、お金を拾う」 会で「うらしま太郎」をすることに決まった。

の巻

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

25

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…。【とちぎ視聴覚障害
者情報センター】
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

２２

最近ジャックの様子がおかしい。みんなに隠

ジャッ れて何かしている様子だ。怪しむフローネだ

クはコレクター

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

26

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。
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

２３

島での暮らしは毎日毎日働いてばかり。フ

無人島 ローネの提案で、一家はお休みの日をつくるこ

の休日

とにした。久しぶりの休日にみんなは、自分の

26

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…。
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

２４

ある日、フランツの言った何気ないひと言に

フロー 傷ついて、フローネは家出をしてしまう。もう

ネの家出

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

26

うとしない。そんな中、お母さんだけは落ち着
いていた。
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
の夜はまっくらやみ

２５

船から持ってきたマッチが、とうとうなく

無人島 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。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

２６

時間(分)

銃の弾が残り少なくなったため、お父さんは

おにい 弓をつくることにする。船から持ってきた靴

ちゃんは弓の名手？

も、もうボロボロだ。フローネたちは森でネバ

26

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…。
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

２７

お父さんとお母さんが結婚２０周年を迎える

無人島 と知ったフローネたちは、お父さんたちに秘密

の音楽会

でお祝いのしたくを始める。特別な日を２人き

26

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。
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

２８

ジャックが熱を出して寝込んでしまった。ど

ジャッ うやらマラリアという病気らしい。薬がないた

クの病気

め、どんどんジャックの具合は悪くなってしま

26

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…。
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

２９

ある日フローネは勉強をさぼって、森の中に

フロー 遊びに行ってしまう。最初は楽しく遊んでいた

ネ行方不明となる

フローネだが、ふと気づくと森の中で迷子に

26

なってしまった。しかも大雨まで降り出してし
まう。
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

３０

勉強をさぼったフローネをきついお仕置きが

きつい 待っていた。フランツからも宿題をたくさん出

お仕置き

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

26

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…。
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

３１

お母さんたちの様子がおかしい。どうやらフ

わたし ローネに隠し事をしているようだ。自分だけ仲

はのけもの？

間はずれにされたと感じるフローネだが、実は

26

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…。
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
きた！

３２

ジャックの病気があってから、やはり島を脱

船がで 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…。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

３３

雨、

雨、ふれふれ

時間(分)

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

26

くない。でも雨は悪いことばかりではなかっ
た。
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

３４

長く続く大雨のせいで、木の上の家が傷んで

洞窟を きた。雨もりのため、夜寝ることもできない。

さがせ！

お父さんたちは雨に強い洞くつに引っ越すこと

26

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…。
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

３５

やっと見つけた洞くつは、意外に住み心地が

洞窟の よくフローネはすっかり気に入ってしまう。し

秘密

かし、洞くつには、フローネたちを驚かせる秘

26

密があった。
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

３６

洞くつの暮らしにも少しずつ慣れてきたフ

幽霊が ローネたち。ただ井戸がないのが不便だった。

出る！

洞くつの探検に出たフローネは、井戸の代わり

26

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…。
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

３７

ジャックとフローネが久しぶりに木の上の家

あらた に行くと、なぜか家の中が荒らされていた。お

な漂流者

まけにお母さんの畑のウリもだれかが持ち去っ

26

ていた。やはり島にはフローネたち以外のだれ
かがいるのだ。
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

３８

新たに漂流してきたモートンさんとタムタム

男の子 と暮らすことになったフローネたち。でもなぜ

と女の子

かタムタムはフローネたちを避けているよう

26

だ。実はタムタムは、オーストラリアでとても
つらい目にあっていたのだ。
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

３９

モートンさんはひねくれ者。お母さんの料理

ひねく に文句は言うし、お酒やたばこに手を出す始

れ者モートン

末。とうとうお母さんは「モートンさんとは暮

26

らせない」と怒ってしまう。
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
ムタム

４０

今日はフランツの誕生日。遊びに出かけたフ

少年タ 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…。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

４１

時間(分)

フローネたちは木の上の家に戻ったが、モー

行って トンさんたちは洞窟に残る。そんな中、水がお

しまったモートンさん

湯のように温かくなり異変が続いた。ある日

26

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。
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

４２

タムタムはフローネたちと暮らすことにする

恐ろし が、モートンさんが心配でたまらない。ある

い地震

日、島を今までにない大きな地震が襲った。わ

26

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。
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

４３

大きな地震が起きてから、井戸の水はかれ雨

戻って も降らない日々が続く。お父さんはもう一度島

きたモートンさん

を脱出することを考える。タムタムは相変わら

26

ず、海に出て行ったモートンさんを待っていた
が…。
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

４４

モートンさんとお父さんの話では、島がいつ

もう一 爆発するかわからない。今度こそ島から脱出す

度船を！

るために、モートンさんの指示のもと、もう一

26

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。
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

４５

船づくりや保存食料づくりで、みんな毎日大

死なな 忙し。７人全員が乗っても沈まない船をつくる

いでロバさん

のは大変だ。でも、船の専門家のモートンさん

26

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…。
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

４６

とうとう船が完成した。しかし長い航海を考

ヤギを えて、モートンさんは動物たちを置いていくよ

すてないで

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

26

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。
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
をすてないで

４７

山に戻したヤギたちだったが、いつの間にか

続ヤギ 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…。

26

番組名
世界名作劇場

内容

家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

４８

世界名作劇場

ついに島を脱出する日がやって来た。フロー

さよう ネたちは、２年間を過ごした木の上の家に別れ

なら無人島

時間(分)
26

を告げるのだった。
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ

４９

やっと島を出て海に乗り出した７人。初めは

陸が見 順調な航海だったが、予定の日数を過ぎても陸

える！

地に到着しない。やがて、食べ物も水もなく

26

なってしまう。
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

５０

久しぶりに見る町は驚きでいっぱいだった。

また会 フローネ一家は、町の病院で思いがけない人と

う日まで

再会する。そしてそれぞれが新しい生活に踏み

26

出していく。
ちびまる子ちゃん

「まる子の新しい 「まる子の新しいワンピース」の巻

ワンピース」の巻

「生け花をしよ

う！」の巻

まる子は、たまちゃんのお母さんに百恵ちゃ
んとそっくりな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、ワンピースを気に入ったまる子
は、お母さんに止められたにもかかわらず学校
に着ていき、誤って破ってしまう。
25
「生け花をしよう！」の巻
家族そろってテレビを見ていたまる子は、番
組に登場した生け花の飾られた豪華な家にあこ
がれる。翌朝、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。

番組名
ちびまる子ちゃん
チに行く」の巻

内容

時間(分)

「まる子、スケッ 「まる子、スケッチに行く」
「まる子、１０円玉 まる子たちのクラスは紅葉のスケッチに行くこ

に悩む」の巻

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。

25

「まる子、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悩むまる
子。結局使ってしまおうと決意するまる子だ
が・・・。
名探偵コナン

時の番人の刃（前編）

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

25

席する。
だが保科は、暗闇で誕生日ケーキのローソク
を吹き消した瞬間、何者かに殺害されてしま
う。
名探偵コナン

時の番人の刃（後編）

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。目暮警部がパー
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

25

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。
世界名作劇場
１

ピーターパンの冒険

ウェンディの夢に出てくる不思議な少年ピー

パン

早く来て！みんなの憧れピーター 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！

24

番組名
世界名作劇場

内容
ピーターパンは、ウェンディたち兄弟をネ

ネバーランドへＧＯ！ＧＯ！Ｇ

バーランドに招待する。そこは楽しいことが

２

ピーターパンの冒険

Ｏ！

いっぱいの夢の国だという。早速出発しようと

時間(分)

24

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。さあどうするのか？
世界名作劇場
３

ピーターパンの冒険

ネバーランドに着くなり、海賊たちの大砲が

海賊が出た！夢と冒険の国ネバー 襲ってきた。ウェンディたちはピーターパンと

ランド

はぐれてしまう。１人空を飛んでいたウェン

24

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…。
世界名作劇場
４

ピーターパンの冒険

海賊を見にいったジョンたちが帰ってこな

登場！時計ワニはフック船長の友 い。フック船長に捕まってしまったのだ。助け

だち？

に向かうピーターパンだったが、ジョンたちを

24

人質に取られて危機一髪。そこへ時計ワニが現
れた。
世界名作劇場
５

ピーターパンの冒険

フック船長はミシンの音が大嫌

い！

ピーターパンの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

24

は海賊に見つかってしまい…。
世界名作劇場

「海賊になる！」と言ってジョンが家を飛び

ジョンの初恋？おてんば娘現れ

出した。フックのもとへ向かう森の中、怪しい

６

ピーターパンの冒険

る！

影がジョンをつけてきた。影は一体何者？

世界名作劇場
７

24

ピーターパンの冒険

ピーターパンがウェンディにプレゼントした

ウェンディ頑張る！卵は誰にも渡 のは、３年に一度だけ産まれるネバーバードの

さない

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

24

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…。
世界名作劇場
８

ピーターパンの冒険

時計のないネバーランド。寝坊や遅刻ばかり

作戦開始！時計ワニを笑わせろ！ 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。

24

番組名
世界名作劇場
９

ピーターパンの冒険

内容

時間(分)

楽しいことは毎日あった方がいいと考えた

ネバーランドの法律？毎日が誕生 ピーターパン。勝手にみんなの誕生日を今日に

日だ！

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、

24

ピーターパンは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…。
世界名作劇場
１０

ピーターパンの冒険

ジョンの様子が最近おかしい。やけにそわそ

怪しげな行動！ジョンを尾行し わして１人で朝から出かけている。実はタイ

ろ

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

24

だが、カーリーたちは行くのを止める。リリー
のお父さんは悪魔で、リリーの家に行って帰っ
た者はいないと言うのだ。
世界名作劇場
１１

ピーターパンの冒険

ネバーランドの子どもたちは、おばあさんの

新兵器！水陸両用シンデレラの 顔を見たことがない。そこでピーターパンは、

馬車？

フック船長の大事にしているお母さんの絵を盗

24

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。
世界名作劇場

ピーターパンの冒険

ある雨の日。遊びに行けないピーターパンた

１２

海賊も逃げる？マイケルの怖い ちは、怖い話をして悲鳴をあげたら負け、とい

話！

う遊びをすることに。一番目のピーターパンの

24

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…。
世界名作劇場
１３

ピーターパンの冒険

フック船長のワナにかかってピーターパンが

救出作戦開始！ピーターパンを 捕まってしまった。何とか助けようとするウェ

助けろ

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。

24

早く助けないと、ピーターパンが処刑されてし
まう。
世界名作劇場

ピーターパンの冒険

ウェンディがかぜを引いた。熱が高くて苦し

１４

スノルム山の悪魔とマイケルの そうだ。でも病気になったことのないネバーラ

勇気

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。

24

番組名
世界名作劇場
１５

ピーターパンの冒険

内容

時間(分)

フック船長に日ごろの失敗を怒られて、処刑

フックを裏切れ！海賊をやめた されそうになったチェッコ。危ないところを

チェッコ

ピーターパンに助けられて、「もう海賊は辞め
てピーターパンの仲間になる」と言いだす。

24

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。
世界名作劇場
１６

ピーターパンの冒険

白雪姫のようなドレスを着たいと言うウェン

ウェンディ怒る！ピーターパン ディのために、みんなでドレスを飾る花を摘み

て大嫌い

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

24

しまった。カンカンに怒ったウェンディは家を
飛び出してしまう。
世界名作劇場
１７

ピーターパンの冒険

ジョンが眠れなくなってしまった。ヒツジを

ジョンが眠れない！眠りの精を 何匹数えても効果がない。するとピーターパン

捕まえろ

が、眠りの精の歌声を聞けばすぐに眠れると言

24

いだす。だが、眠りの精はフック船長が捕まえ
ているのだという。
世界名作劇場
１８

ピーターパンの冒険

みんなから、何をやっても失敗ばかりとばか

勇気を示せトートルズ！海賊の にされているトートルズ。とうとう遊びにも一

旗を奪え

緒に連れて行ってもらえなくなってしまった。

24

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…。
世界名作劇場
１９

ピーターパンの冒険

いつもピーターパンにやられてばかりのフッ

フックの決意！消えた海賊船の ク船長がとうとう本気になった。手下たちに

謎？

ピーターパンの隠れ家を襲うように命令する。

24

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！？
世界名作劇場
２０

ピーターパンの冒険

みんなに大事にされるウェンディに焼きもち

絶体絶命！ウェンディが霧の谷 をやいているティンク。そこへフック船長が

に消えた

「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。

24

番組名
世界名作劇場
２１

内容

ピーターパンの冒険

時間(分)

フック船長のワナにはまってしまったピー

ウェンディを救え！命をかけた ターパン。ウェンディも船長に捕まってしまっ

ティンク

た。絶体絶命のピーターパンを救うために、

24

ティンクが命をかける。そして子どもたちも反
撃に立ち上がった！
それいけ！アンパンマン
ンとにんにくこぞう

カツドンマ

「カツドンマンとにんにくこぞう」ジャムお

メロンパンナと じさんのにんにくスープを飲んだドンブリマン

クリスタル姫

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、にんにく寺へ向かう。
「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

25

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…。（字幕ひらがな・カタ
カナ、一部漢字にルビ）
それいけ！アンパンマン
ンダとちゅらおばあ

クリームパ

「クリームパンダとちゅらおばあ」ちゅらお

おむすびまんと ばあのお手伝いをするため、さとうきびじまに

おしんこちゃん

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

25

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。その途中ばいきんまんが
現れてうめぼしを奪おうとする。（字幕ひらが
な・カタカナ、一部漢字にルビ）
名探偵コナン

くらやみ塔の秘宝（前

編）

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

25

ナンたちに屋敷を案内していると突然、女性の
悲鳴が…。
名探偵コナン
編）

くらやみ塔の秘宝（後

灰原たちを救出するため、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。

25

番組名
名探偵コナン

紅葉御殿で謎を解く

（前編）

内容

時間(分)

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面に遭遇。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）

25

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。【字幕制作：
とちぎ視聴覚障害者情報センター】
名探偵コナン

紅葉御殿で謎を解く

（後編）

庭でコナンと楓が遊んでいるころ、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

25

かを示しているのではと考え、行方をくらま
す。【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報セン
ター】
忍たま乱太郎

気にする次屋三之助の

段

無自覚な方向音痴・次屋三之助は、裏山で迷
子になりケガをする。忍術学園に戻った三之助
は、保健委員の三反田数馬に手当てをしてもら
うが、治療中、数馬に「影がうすい」と言って

10

しまう。悪いことを言ったと気にする三之助
だったが…。
忍たま乱太郎

北石照代は人気者の段

忍者のパートをクビになってしまった北石照
代。落ち込んでいるところに現れた、乱太郎、
きり丸、しんべヱに就職できないことをからか

10

われ、つい見えをはってしまうが…。
忍たま乱太郎

風魔の恥の段

風魔流忍術学校の卒業生で暗殺などを請け負
う評判の悪い２人組、安中茂作（あんちゅうも
さく）と安野壌（あんのじょう）。２人は、忍

10

術学園学園長を暗殺しようと学園長のいおりに
忍び込む。そこに喜三太がやってきて…。
忍たま乱太郎

しんべヱを帰せの段

最近、しんべヱが実家に帰りたがらない。そ
の理由は、「高級料理を食べあきた」からだと
いう。しんべヱの妹・カメ子から手紙をもらっ
たシゲは、しんべヱを実家に帰そうとするが
…。

10

番組名
忍たま乱太郎

内容

六年生のキノコとりの

段

時間(分)

きり丸のアルバイトの手伝いで、キノコとり
に行くことになった六年生の潮江文次郎、中在
家長次、七松小平太。４人でキノコが生えてい

10

る山へと向かうが、そこには山賊を始めたばか
りの３人組がいて…。
それいけ！アンパンマン
んとかぜこぞう

こむすびま 『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

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…。
『あかちゃんまんとアルミはくしゃく』

25

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。（字幕ひらがな・カタカ
ナ、一部漢字にルビ）
それいけ！アンパンマン

しょくぱん 『しょくぱんまんとシチューおばさん』

まんとシチューおばさん

ポッポちゃ

んとでんでん一座

学校で子どもたちにシチュー作りを教えるこ
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…。
『ポッポちゃんとでんでん一座』

25

ポッポちゃんは、しろかぶくんに助けられた
お礼に、でんでん一座を手伝うことになるが
…。（字幕ひらがな・カタカナ、一部漢字にル
ビ）
名探偵コナン

みんなが見ていた（前

編）

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

25

かみを撃ち抜いた。
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。
名探偵コナン
編）

みんなが見ていた（後

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撃ち抜く現場をエレ
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。

25

番組名
名探偵コナン

能面屋敷に鬼が踊る

（前編）

内容

時間(分)

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

25

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。
名探偵コナン

能面屋敷に鬼が踊る

（後編）

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

25

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。
世界名作劇場
２２

ピーターパンの冒険

ウェンディを助けるためにフックたちの所に

秘密兵器始動！フック船長最後 乗り込んだピーターパン。ところがフック船長

の切札

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

24

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？
世界名作劇場
２３

ピーターパンの冒険

やっとのことでフック船長をやっつけたピー

謎が深まる！ティンクの故郷を ターパンたち。ところが、今度はティンクがい

探せ

なくなってしまった。そしてネバーランドで

24

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。
世界名作劇場
２４

ピーターパンの冒険

ティンクのふるさと・妖精の谷を目指すピー

恐ろしい黒マントの集団と謎の ターパンたちの前に、なぞの黒マントに追いか

美少女！

けられる少女が現れた。少女の名前はルナ。ネ

24

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。
世界名作劇場
２５

ピーターパンの冒険

シンデレラ二世号を空飛ぶ船に改造するため

お帰りティンク！妖精の国はふ に、浮き石を探すスライトリーとカーリー。不

しぎな国

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。

24

番組名
世界名作劇場
２６

ピーターパンの冒険

内容
カーリーたちはダークネスの孫であるルナは

復活フック船長！空飛ぶ海賊船 信用できないと責めるが、ウェンディはルナを

建造計画

時間(分)

かばっていた。そんなとき、フックの手下がル

24

ナの持つ黒い鍵を狙って襲ってきた。
世界名作劇場
２７

ピーターパンの冒険

「フック船長を倒した」という騎士トン・チ

ジョンの憧れ！木馬に乗った騎 ホーテが現れた。感激したジョンは弟子入りし

士

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

24

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…。
世界名作劇場
２８

ピーターパンの冒険

悪魔になったウェンディ

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のだ。乱暴な
言葉づかいで悪魔の女王のように振る舞うウェ

24

ンディ。どうしたら元のウェンディに戻れるの
か？
世界名作劇場

ピーターパンの冒険

ピーターパンを「ママ」と呼んで慕う妖精プ

２９

妖精プシケ！勇気を出して飛び シケ。羽があるのに飛べないプシケは、妖精の

たて

ふるさとに帰ることができず、このままでは死

24

んでしまう。何とかしてプシケを飛べるように
しようとピーターパンたちは工夫するが…。
世界名作劇場
３０

ピーターパンの冒険

不思議な島に流れ着いたシンデレラ二世号。

浮上開始！フックの空飛ぶ海賊 そこは火を吐く怖い魚の住む湖に囲まれてい

船

た。魚の攻撃で島から逃げられないピーターパ
ンたち。絶体絶命のピンチにフック船長の海賊

24

船が現れた。しかも今度の海賊船は空飛ぶ海賊
船だ。
世界名作劇場
３１

ピーターパンの冒険

ダークネスの仕業で荒れ果ててしまった森で

夢がない！飛べなくなったピー 木の実を食べたジョンは、急に態度が悪くなり

ターパン

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。

24

番組名
世界名作劇場
３２

ピーターパンの冒険

内容

時間(分)

白い鏡を使えば、美しいネバーランドを取り

海賊と一緒に探せ、白い鏡の謎 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

24

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…。
世界名作劇場

ピーターパンの冒険

黒マントの人質になったウェンディを助ける

３３

ルナの涙！私はダークネスの魔 ために、ルナがダークネスの城に戻ることにな

女？

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

24

いと言われてしまう。もうルナはピーターパン
たちの所に帰ってこられないのか？
世界名作劇場
３４

ピーターパンの冒険

ある夜、ネバーランドに響きわたる汽車の

汽笛が聞こえる？幽霊機関車を 音。ネバーランドになぜ汽車が走っているのか

探せ！

疑問に思うジョンだったが、ルナに汽車を見せ
てあげようと必死に汽車を探す。だが、なかな

24

か汽車は見つからない。もしかしたら汽車の幽
霊？海賊たちも汽車を捕まえようと動きだす。
やっと見つけたその音の正体とは…？
世界名作劇場
３５

ピーターパンの冒険

ピーターパンたちは、フック船長に連れ去ら

強敵！手を組んだフックとダー れたルナを助け出すために海賊船の後を追いか

クネス

けた。一方フック船長は、ラスカルを奪ってき
てやるという条件でダークネスと手を組んだ。

24

ラスカルを捕まえたフック船長の本当のたくら
みとは…？
世界名作劇場
３６

ピーターパンの冒険

黒い鏡の鍵がシンデレラ２世号にあることを

冒険中止？みんなの胸がドキド 知ったダークネス。それを知ったフックの手下

キ痛い！

はシンデレラ２世号へ向かった。ピーターパン
とウェンディがいない中、残された子どもたち
は海賊に黒い鏡の鍵を奪われて、ティンクも海
賊に連れていかれてしまう。これで冒険は終
わってしまうのか。

24

番組名
世界名作劇場
３７

ピーターパンの冒険

内容

時間(分)

黒雲谷を進んだシンデレラ２世号は巨大な建

史上最大の迷路！ダークネス城 造物にたどり着いた。がらんどうの内部で道を

への道

探るうち、ウェンディの頭にひらめいたのが、
あの謎の言葉「光さす時、迷宮への道」。翌
朝、石像の顔に朝日が当たると、あたりがせん

24

光に包まれ、ついに迷宮が姿を現した。果たし
て一行は、ダークネス城への道を見つけられる
のか。
世界名作劇場
３８

ピーターパンの冒険

鍵を取り返そうと、ダークネスは魔術を使っ

黒い鏡始動！ネバーランドが大 て海賊たちを鳥やネズミに変えてしまう。そこ

ピンチ

へピーターパンが現れて鍵を取り戻した。その
あとダークネス城に捕らえられているルナを助

24

けるために城にやってきたピ－ターパンは、
ダークネスの口車に乗って鍵を渡してしまう。
世界名作劇場
３９

ピーターパンの冒険

自分の寿命がいよいよ果てるとわかったダー

フックの野望！ダークネス城を クネスは、ルナを２代目ダークネスとしてすべ

乗っ取れ

ての悪の力を継承させるために魔法をかけ、黒
い鏡の中へ連れて行く。ルナを助けに城に入っ
たピーターパンだが、鏡の中から出てきたルナ

24

は悪魔に支配された２代目ダークネスになって
いた。ピーターパンのことを覚えてないばかり
か、本気で襲いかかってきたのだ。
世界名作劇場
４０

ピーターパンの冒険

最後の決戦！ピーターパン対

フック船長

ウェンディは何とかルナを説得しようと、
ピーターパンとティンクとともにダークネス城
へ乗り込む。しかし、ルナはウェンディたちの
ことをすっかり忘れてしまっており、魔法で攻
撃してくる。ルナは、本当にみんなのことを忘
れてしまったのか。黒い鏡の力で暗黒の世界に
なったネバーランドは、どうなってしまうの
か。

24

番組名
世界名作劇場
４１

ピーターパンの冒険

内容

時間(分)

フック船長が放った大砲のせいで、ルナと

さよならピーターパン！夢と冒 ウェンディは黒い鏡の中に吸い込まれていっ

険の国

た。ピーターパンも鏡の中に飛び込もうとする
が、できない。逆に、魔法のつえを手に入れた
フックが立ちはだかり２人の戦いが始まった。
一方、黒い鏡の中では、清い心を持った少女の

24

ルナと悪魔のルナが戦っていた。悪魔のルナは
ウェンディに、その少女を殺さないと元の世界
に戻れないと脅すのだが…。
ピーターパンと子どもたちの大冒険の物語、
いよいよ最終回！
はなかっぱ

「僕、はなかっぱ」「お 「僕、はなかっぱ」

じいちゃんはすごい ！」

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、まだ子どものはなかっ
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はなかっぱ。そこ
に、何かたくらんでいるがくぞーが現れ
て・・・。
「おじいちゃんはすごい！」

10

おじいちゃんの昔ばなしを聞いているはなかっ
ぱ。
やまびこ村のてんぐ池に謎の「ヌシ」がいると
聞いて、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・・・。
名探偵コナン
（前編）

小五郎、怒りの大追跡

小五郎がアイドル歌手・リサのボディーガー
ドをすることになった。だがリサのライブ会場
に怪しい男が現れて、リサを連れ去ってしま
う。しかし連れ去られたのは、リサと間違われ
た蘭だった。【字幕制作：北九州市立聴覚障害
者情報センター】

25

番組名
名探偵コナン

小五郎、怒りの大追跡

（後編）

内容

時間(分)

蘭に顔を見られた犯人たちは、冷蔵庫に蘭を
閉じ込め、粗大ゴミを不法投棄する穴に埋めて
しまう。早く助けないと、空気がなくなって蘭
の命が危ない。蘭を助けるために、小五郎は犯

25

人たちにワナをしかける。【字幕制作：北九州
市立聴覚障害者情報センター】
ちびまる子ちゃん
大騒動」の巻

「さくら家の洗濯 「さくら家の洗濯大騒動」の巻

雨が続いて洗

「まる子、パーッとし 濯ができないさくら家。やっと晴れの日が来

たい」の巻

て、まる子とお父さんたちで洗濯をすることに
なるが、途中で雨が降りだして…。
「まる子、パーッとしたい」の巻

大人には老

人会や飲み会など「パーッとする会がある」と

25

聞いてうらやましがるまる子。子どももパーッ
としたいと考えるが、「パーッとする」とは何
なのか分からず調べ始める。【字幕制作：北九
州市立聴覚障害者情報センター】
ちびまる子ちゃん

「まる子、後ろ姿 「まる子、後ろ姿を磨きたい」の巻

を磨きたい」の巻

「成績が上がる魔 人になれるというサラランシャンプーのコマー

法の机」の巻

後ろ姿美

シャルにあこがれるまる子。どうすれば後ろ姿
美人になれるのか。
「成績が上がる魔法の机」の巻

まる子はテス

トで３０点をとってしまう。杉浦君は同じテス

25

トで９０点。いい点の秘密はかっこいい学習机
だという。なんとその机には、自動鉛筆削り機
に温度計、万年カレンダーまで付いていた。
【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報セン
ター】
ポコニャン！
ニャン

シッポがあるおとうと

パパとママと一緒に山に遊びに来たミキ。
「ポコニャーン」という鳴き声に誘われて林の
中を進むと、ネコのようなタヌキのような不思
議な生き物が現れた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】

10

番組名
ポコニャン！

内容

ようちえんに行くニャ

ン

時間(分)

幼稚園に行くユウたちを見て、自分も行きた
くなったポコニャン。ミキに「人間じゃないと
行けない」と言われたポコニャンは、人間の男
の子に化けて幼稚園に体験入園することにな

10

る。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
ちびまる子ちゃん

「まる子、東海道

「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻

線駅弁の旅」の巻

「３年４組に宇宙

たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見て、自

人が？」の巻

分もほしくなったまる子。おじいちゃんと一緒
に駅弁を買いに行き、止まっていた電車で駅弁
ごっこをしていた。その時、電車が発車して
…。
「３年４組に宇宙人が？」の巻

25

クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は地球
人に変装しているかも…と知ったまる子。お姉
ちゃんと全然似ていない自分は、もしかしたら
宇宙人かもと考える。【字幕制作：北九州市立
聴覚障害者情報センター】
ちびまる子ちゃん
聞紙」の巻

「何度も楽しい新 「何度も楽しい新聞紙」の巻

「まる子、ブルマのゴム

に振りまわされる」の巻

お父さんから新聞紙で作るおもちゃを教えて
もらったまる子は、作ることが楽しくてその日
の新聞紙を全部使っていまい、家族に怒られ
る。次の日、寒かったまる子は温まるために新
聞紙を体に巻くが…。
「まる子、ブルマのゴムに振りまわされる」の
巻

25
まる子はブルマのゴムがゆるくなってしま

い、お母さんに新しいブルマを買ってもらう。
次の日、まる子は体操服を洗濯するのを忘れ、
予備のブルマをはいて登校した。しかし、それ
はお姉ちゃんのブルマで、ゴムもゆるゆるだっ
た。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報セ
ンター】

番組名
名探偵コナン

待合室の７人

内容

時間(分)

突然降りだした雨を避けるため、コナンたち
は駅舎に駆け込んだ。そこには５人の先客と駅
長と駅員のあわせて７人がいた。台風の影響で
電話も通じず、駅で一晩過ごすことになるコナ
ンたち。客たちは駅にある温泉に入ることにす

25

る。小五郎が温泉から出てくると、上着のポ
ケットから「今夜ここで人が殺されます」と書
かれた紙切れが出てくる。【字幕制作：北九州
市立聴覚障害者情報センター】
名探偵コナン

曇柄寺が隠す秘密

米花金融から現金を奪った犯人が交通事故で
死亡する。しかし奪われた現金は見つからな
かった。そのころ小五郎は曇柄寺（どんがら
じ）の住職・足立了全から、「寺の建て替え工
事を中止しろ」と脅迫電話があったと相談を受

25

ける。調べを進める中で、小五郎は犯人は曇柄
寺に現金を隠したのではないかと推理するが
…。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報セ
ンター】
ポコニャン！

さよならミキちゃん

ニャン

ミキちゃんの家に赤いスポーツカーに乗った
男がやってきた。男は術をかけてポコニャンを
ねむらせ、自分が元の飼い主だと言って連れて
行ってしまう。しかし実はこの男、飼い主では
なく、動物を売り買いする商人だった。ポコ

10

ニャンはどうなるのか？
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
ポコニャン！

お化けやしきだニャン

ゆうれい屋しきと言われている家に、ミキや
ポコニャン、秀作たちは探検しにきた。うす暗
い屋しきに入り、おそるおそる階段を上る。時
計が１２時の時報を打つと、とつ然何かがおそ
いかかってきた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】

10

番組名
ポコニャン！

おそうじぴっかぴか

ニャン

内容

時間(分)

放課後のそうじ当番になったミキたち。早く
終わらせて遊びに行きたい。秀作はラジコン
カーを利用した自作の「自動そうじ機」を取り
出した。ほうきを取り付けてみたが、重くて動

10

かない。そうじは無事に終わるのか。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
ポコニャン！

いい夢を見るニャン

将来どんな人になりたいか、「ぼくの夢」
「わたしの夢」という作文の宿題が出た。何を
書こうかなやむミキに、ポコニャンはま法を
使って、夢の世界にさそいこむ。夢の中では、
アイドルとして活やくしステージに立つミキが

10

いた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
ポコニャン！

さよならはスタート

ニャン

パパの仕事でアメリカに引っこすことになっ
たミキ。しかし、何にでも反対するおじいちゃ
んがいっしょに行ってくれるか、心配してい
た。ママが話すと意外にもすんなり賛成してく
れたおじいちゃん。ところが、本心はちがった

10

ようで…。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
名探偵コナン

セレブ夫婦の秘密

小五郎とコナンが迷子のネコを依頼人に届け
に行くと、警察を呼ぶ声が聞こえた。コナンた
ちが駆けつけると、そこではデイトレーダーの
前原と妻の早紀が死んでいた。マンションの防
犯カメラには犯人と思われる人物の姿が映って
いた。さまざまな証拠から、目暮警部はある人
物を犯人だと確信するが…。【字幕制作：北九
州市立聴覚障害者情報センター】

25

番組名
名探偵コナン

口の悪い九官鳥

内容

時間(分)

コナンたちが公園でサッカーをしていると、
近くの小久保家から小久保衛が悲鳴を上げて飛
び出してきた。家の中では、衛の伯母・直子が
亡くなっていた。そのころ、小五郎と蘭は九官
鳥を捕まえて交番へ届けていた。それは直子が

25

飼っていた九官鳥のナインだった。警察の調べ
で、直子の関係者にはアリバイがあることが分
かる。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報
センター】
ちびまる子ちゃん
探せ！」の巻

「さくら家の車を 「さくら家の車を探せ！」お父さん、おじい

「むかしむかーしの怖 ちゃん、お姉ちゃんと海水浴に出かけたまる

い話」の巻

子。泳いだり、アイスを食べたり楽しく過ごし
たのはよかったけれど、広い駐車場のどこに車
をとめたのか、わからなくなってしまった。
「むかしむかーしの怖い話」夏の暑い日、少し

25

でも涼しくなれればと、まる子たちは集まって
怖い話をすることになった。お寺の庭の木陰に
円になって座り、むかしから伝わる怖い話を話
しはじめた。【字幕制作：北九州市立聴覚障害
者情報センター】
ちびまる子ちゃん
達人を目指す」の巻

「まる子、漢字の 「まる子、漢字の達人を目指す」漢字テストで
「まる子、ファ いい点がとれないまる子。満点だった丸尾が、

ンレターをもらう」の巻

漢字をすぐに覚えられる技を教えてくれるとい
う。漢字の達人になるために、丸尾とまる子の
特訓がはじまる。
「まる子、ファンレターをもらう」お母さんが

25

バザーに出品するコースターの袋入れを手伝っ
たまる子。自分も小鳥の絵を描いたしおりを作
り、出品することにした。次の日、しおりを
買ってくれたおばあさんが手紙をくれた。【字
幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
ポコニャン！
ニャン

やってきた魔女っ子

魔女っ子が乗ったＵＦＯがやってきた。ポコ
ニャンと一緒にミキたちも魔女っ子のＵＦＯで
連れ去られる。魔女っ子とおばあちゃんはポコ
ニャンのパワーが欲しいのだ。そこへ魔人があ
らわれてみんなのオモチャや宝物などを持って
いってしまう。ミキたちは魔人をやっつけるた
めに山へ向かう。

10

番組名
ポコニャン！

魔人はオモチャどろぼ

うニャン

内容

時間(分)

オモチャ泥棒の魔人をやっつけるために魔人
ランドへやってきたミキたち。魔人のしわざで
迷路に追い込まれてしまう。やっと出口を見つ

10

けたが、そこは大きなピンボールの中だった。
ミキたちはここから抜け出せるのか！？
ポコニャン！

魔人の国の対決ニャン

魔人に追い込まれてやってきた先には砂糖の
砂漠やジュースの池、お菓子の山。逃げるミキ
たちはポコニャンの魔法で助かったが、ユウが

10

人質に取られてしまう。ポコニャンはユウを助
けだせるのか！？
ポコニャン！

原始時代はコリゴリ

ニャン

ママに叱られることにうんざりしたミキは、
宿題もなく毎日遊んでいられる原始時代にあこ
がれる。ポコニャンの魔法で原始時代にやって
きた二人はワナにかかったマンモスを助ける。

10

原始人に捕まり、マンモス泥棒だと疑われるミ
キとポコニャンの運命は…。
ポコニャン！

おじいちゃんの交通安

全だニャン

ミキのおじいちゃんが、交通安全運動をする
ことになった。大きな声を出すおじいちゃんを
恥ずかしがるミキだが、ポコニャンまでおじい
ちゃんと一緒になって笛を吹いて喜ぶ。二人が

10

立つ横断歩道を渡りたくないミキたちは遠回り
をしようとするが…。
ちびまる子ちゃん
スに期待する」の巻

「まる子、ジンク

箱騒動」の巻

「まる子、ジンクスに期待する」

いいこと

「まる子の玉手 や悪いことが起きる前触れといわれるジンク
ス。広くいわれているジンクスもあるが、自分
だけの習慣からジンクスを決めている人も多
い。まる子は、自分にはジンクスが何もないこ
とから、何かジンクスを見つけ出そうと考え
る。
「まる子の玉手箱騒動」

算数のテストでひ

どい点を取ったまる子。お母さんに見つからな
いよう隠し場所を探す。そして、おばあちゃん
の使っている箱に隠すことにしたのだが…。

25

番組名
ちびまる子ちゃん
力を試す」の巻

「まる子、言葉の
「まる子のかぐや

姫」の巻

内容

時間(分)

「まる子、言葉の力を試す」

ある日、朝か

ら１日中ついていなかったまる子は、その晩家
族に「ついていなかった」とぐちってしまう。
するとおばあちゃんから、「繰り返し口にする
と言葉に力が宿り、悪いことがまた起きてしま
う」と注意される。そこでまる子は、言葉の力
を使おうと、夢を繰り返し言ってみることにす
る。
「まる子のかぐや姫」

25

昔、友蔵というおじ

いさんが、竹の中からかわいい女の赤ちゃんを
見つけた。その時、大判小判も見つけたため、
友蔵は、この赤ちゃんをかぐや姫と名付け、何
不自由なく甘やかして育てた。月日は流れ、姫
は、怠け者で何もできない娘に育ってしまう。
名探偵コナン

北九州ミステリーツ

アー（小倉編）

小五郎が日本探偵連盟の「ベスト探偵アワー
ド」に選ばれた。その授賞式が開かれる福岡県
の小倉にやってきた小五郎・蘭・コナン。観光
する蘭と別れ、小五郎とコナンは小五郎の警視

25

庁時代の先輩「桜田門の虎」こと「深町虎三」
に会いに行く。ところが、深町虎三は転倒して
頭を打ち、意識不明で入院していた。
名探偵コナン

北九州ミステリーツ

アー（門司編）

意識不明の深町虎三が社長を務める会社の後
継者に桐山専務が就任するという。しかし、そ
の桐山を脅迫する落書きが見つかり、調査に乗
り出した小五郎。犯人に浮上したのは深町の息

25

子の虎彦だった。そして、驚くことに、蘭が警
察に追われている虎彦と一緒にいたのだ。
名探偵コナン

消えた少年探偵団

仮面ヤイバーの撮影を見学しようと、探偵団
のメンバーは埠頭にやってきた。みんながアク
ションに夢中になる中、コナンは不審な動きを
する男に目をとめる。その後、埠頭を離れたメ
ンバーは、近くの公園でニセ１万円札を発見す
る。犯人がジュースを買い、自販機の下にニセ
札とスマホを落としたことを突き止める。みん
なで犯人が戻るかもしれないと自販機を見張っ
ていると…。

25

番組名
名探偵コナン
リー）と探偵団

未亡人（ミズロン

内容

時間(分)

探偵団のメンバーが公園でサッカーをしてい
ると、一人でワインを飲んでいる小森朋子と知
り合う。朋子は涙を流しながら最愛の夫が亡く
なったと話す。朋子と仲よくなったコナンたち
は、植物園に連れていってもらう。そこで歩美
が迷子になり、今度は梶木浩平と知り合う。歩
美を見つけてもらったお礼にと、朋子が浩平を
食事に誘い、二人は急接近していく。

25

