
放送ライブラリー新規公開番組＜2013.5＞
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205274 木曜劇場　親戚たち〔１〕
フジテレビジョン
47分
1985/7/4

ドラマ

長崎・諫早の名家、楠木一族が幕末に干拓した十万坪の新開地。一族に分け与えられたその土地
をめぐる謀略、巻き込まれていく“フーケモン”の楠木雲太郎、そして親戚たちの大騒ぎのひと夏を
描く。脚本：市川森一。◆諫早に点々と散らばる楠木一族が、結婚式で雲仙の教会に集まってい
た。予定の時刻を過ぎても花婿とその一族が現れず、花嫁・伸子（手塚理美）の親族側は不安と苛
立ちを募らせる。一方、東京では雲太郎（役所広司）が寸借サギに失敗し、借金取りに怯えていた。
そこへやって来た男が、雲太郎の故郷・諫早で年商３０億のホームセンターを経営する社長が雲太
郎に会いたがっていると伝える。

205275 木曜劇場　親戚たち〔２〕
フジテレビジョン
47分
1985/7/11

ドラマ

雲太郎（役所広司）をトラックに乗せた矢上（根津甚八）は、楠木新開地十万坪のうち、雲太郎の持
ち分５千坪を８２５万で買い取るという。調整区域に指定された土地を買うという申し出に飛びつく
雲太郎だが、矢上はそれに加えて親族一同の土地をまとめて売り渡してくれと頼む。買値は一坪１
６５０円、しかし雲太郎が値切れば雲太郎の取り分にしていいという。うまい話と食いついた雲太郎
は、まず５万坪を持つ叔父・竜造（下元勉）のもとへ向かう。

205276 木曜劇場　親戚たち〔３〕
フジテレビジョン
47分
1985/7/18

ドラマ

竜造（下元勉）の死で５万坪の口約束は消え、後妻の富子（馬渕晴子）に２万５千坪、息子の浩市
（佐藤Ｂ作）・娘の伸子（手塚理美）に１万２千５百坪ずつが分配相続された。雲太郎（役所広司）の
景気のいい話を怪しむ浩市は、彼の背後に何があるのか調べ始める。一方雲太郎はカラオケス
ナック「蛍」の順子（田中好子）といい仲になっていた。

205277 木曜劇場　親戚たち〔４〕
フジテレビジョン
47分
1985/7/25

ドラマ

富川の「お代人さん」に頼んで霊を降ろすことになった。降りた霊は竜造で、浩市（佐藤Ｂ作）の妻・
百合子（中田喜子）には“お由良さま”が取りついているから目を離すなと言う。そして今度は“お由
良さま”が降りてきて、雲太郎（役所広司）を指し、「その男は楠木一族の厄病神」「楠木新開地は誰
の手にも渡してはならない」と告げる。八方塞がりとなった雲太郎は順子（田中好子）にすがろうと
するが、順子はすげなく振り払う。

205278 木曜劇場　親戚たち〔５〕
フジテレビジョン
47分
1985/8/1

ドラマ

落胆した雲太郎（役所広司）は儲け話を諦めて東京へ帰ろうとする。しかし、このまま親族から見下
げられて終わっていいのか、雲太郎だからこそ使える秘策があると矢上（根津甚八）に引き止めら
れ、半信半疑で思いとどまる。そして、浩市（佐藤Ｂ作）と百合子（中田喜子）の夫婦間に不和があ
るという噂をまきはじめた。

205279 木曜劇場　親戚たち〔６〕
フジテレビジョン
47分
1985/8/8

ドラマ
浩市の妻・百合子（中田喜子）が矢上の運転手・源太（桜金造）と姿を消し、楠木家一族は大騒ぎに
なる。そこへ現れた雲太郎（役所広司）は、二人の行き先を知っている、望むなら百合子を連れ戻し
に行くと言う。それはすべて矢上（根津甚八）の書いた台本どおりであった。

205280 木曜劇場　親戚たち〔７〕
フジテレビジョン
47分
1985/8/15

ドラマ

親族の期待を背負って東京へ降り立った雲太郎（役所広司）。だが、肝心の百合子（中田喜子）は
東京に残るといい、諫早へ帰りたがっているのは源太（桜金造）の方だった。一方、別の商談で上
京した矢上（根津甚八）は、その商談相手が伸子を騙した結婚詐欺師・三田村ではないかと言う。
雲太郎は伸子（手塚理美）を東京へ呼び、首実検を試みる。

205281 木曜劇場　親戚たち〔８〕
フジテレビジョン
47分
1985/8/22

ドラマ

伸子（手塚理美）と疑惑の男が対面した。その男・三田村こと永井（石丸謙二郎）は手をついて謝る
が、伸子に借りた金の話になると完全に開き直った。東京の夜、百合子（中田喜子）と伸子は東京
を満喫しようと出かけ、矢上（根津甚八）と雲太郎（役所広司）は諫早の地酒を酌み交わす。翌日、
百合子が住み込みで働いていた会社に警察が踏み込んだ。
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205282 木曜劇場　親戚たち〔９〕
フジテレビジョン
47分
1985/8/29

ドラマ

川祭りの夜、百合子（中田喜子）を連れ諫早に帰った雲太郎（役所広司）。百合子の気持ちは離婚
で固まっていたが、夫の浩市（佐藤Ｂ作）は未練がましい。慰謝料に新開地をもらわせ、それを買い
取ろうとする矢上（根津甚八）と雲太郎。ようやく１万２千５百坪が手に入った。一方、楠木本家は商
売に行き詰まって各所から金を借り尽くし、現金がのどから手が出るほど欲しい状況だった。百合
子が土地を売ったと聞き、本家の長男・正男（田辺靖雄）は雲太郎に話を持ちかける。

205283 木曜劇場　親戚たち〔１０〕
フジテレビジョン
47分
1985/9/5

ドラマ

楠木本家は多額の借金で大変な状況に陥った。諫早を離れたくないと、本家の娘・短大生の美佐
（高部知子）は思い悩む。先代当主の妻・光代（日高澄子）や長男・正男（田辺靖雄）は親戚たちを
頼って金策に走るが、家と土地を売り渡すしか方法はなくなった。そして光代はあることを託すため
に雲太郎（役所広司）を楠木家のお墓へ呼び出す。

205284 木曜劇場　親戚たち〔１１〕
フジテレビジョン
47分
1985/9/12

ドラマ

新開地は楠木の者が守らなければならないと、本家の３万５千坪を託された雲太郎（役所広司）。
残るは、行方不明になっている京子の夫・学（篠田三郎）の１万坪と、伸子（手塚理美）の１万２千５
百坪となった。しかし学と伸子は諫早に渡ってくる鳥たちのためにこの土地は売らないという。そん
なある日、新開地で白骨死体が発見された。

205285 木曜劇場　親戚たち〔１２〕
フジテレビジョン
47分
1985/9/19

ドラマ

お盆の最後の夜、楠木家の新仏たちは精霊船に乗ってあの世へ帰っていった。矢上（根津甚八）は
伸子（手塚理美）にプロポーズし新開地を手に入れようとするが、伸子は自分か土地のどちらかを
選べと迫る。矢上に惚れていた順子（田中好子）はそれを盗み聞きして気落ちし、矢上の言うままに
雲太郎（役所広司）を操ることもやめてしまう。計画はすっかり頓挫したかに見えた。

205286 木曜劇場　親戚たち〔１３・終〕
フジテレビジョン
46分
1985/9/26

ドラマ
矢上（根津甚八）と伸子（手塚理美）の関係を聞いた雲太郎（役所広司）は、矢上に殴りかかるがか
わされる。矢上の昔話と本当の思いを聞いた雲太郎は最後に賭けに出た。晩夏、盆踊りの櫓の上
で「月の本明」を歌う雲太郎と順子（田中好子）。そして諫早に秋が訪れる。

011102
ＥＴＶ特集　シリーズ私の太宰治
　「斜陽の子」を越えて　～作家・太田治子～

ＮＨＫ
44分
1998/6/15

教育・教養

太宰治が世を去って１９９８年で５０年。太宰作品の魅力について、３人の作家が語るシリーズ。◆
太宰治と太田静子との間に生まれた作家・太田治子は、太宰と関わって不幸な結末を辿った女性
たちへの同情や謝罪の念で一杯だった。だが、かつては許せなかった父の女性関係も、結婚して
子をもうけ、父の没年齢を越えた今、男としての心苦しさ、寂しさが分かるようになってきたという。
そんな太田が太宰ゆかりの場所を訪ね、父と関わった女性たちや太宰を見つめ直す。

014470
生きる×２　ジャーナリストむのたけじ
　８９歳からのメッセージ

秋田放送
25分
2004/6/9

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

秋田県横手市でジャーナリスト活動を続けている、むのたけじさん８９歳のメッセージを紹介し、平
和について考える。◆むのさんは大本営発表の戦争報道を流し続けたことに責任を感じ、朝日新
聞を退職した。その後横手市に戻り、タブロイド版の週刊新聞「たいまつ」を発行し、若者や農民に
影響を与えてきた。◆２００３年、むのさんは米国のイラク攻撃に反対する集会で反戦を訴えた。ま
た湯沢市の市民団体と「平和塾」を開講し、政府の自衛隊派兵を批判、２人の外交官の死を悼ん
だ。２００４年には沖縄を訪れて若い記者たちと話し合い、普天間基地の移転先とされる辺野古で
反対運動の中心となっている金城祐治さんと出会った。

015434
ＮＮＮドキュメント’０６
　変わらなきゃ！赤字の県立病院

四国放送
25分
2006/3/27

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

深刻な赤字を抱えた県立病院を立て直すために招かれた、経営責任者の塩谷泰一さん。「変わら
なきゃ」を合言葉に、利用者の目線で大胆な改革を推し進める姿を描く。◆塩谷さんはかつて１３年
連続赤字だった病院をわずか２年で黒字に変えた実績を持つ。しかし総額９９億円の累積赤字を
抱えた徳島県立病院の問題点は赤字だけではない。受付から支払いまで平均２時間４０分、患者
へのサービスも問題山積。待ち時間の短縮や病院食の改善、コンピュータシステムの不具合や設
備の老朽化への対応など、医師・職員が一体となって「変わらなきゃ」の意識を打ち出す。
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016313
人間国宝　伊勢﨑淳　黒にこだわる
　備前への想いは国境を越えて

岡山放送
47分
2006/5/20

教育・教養

一千年の伝統を持つ備前焼は、釉薬を使わない焼き締めの陶器として人気だ。その素朴な美しさ
は海外の人々をも魅了している。陶芸家・伊勢﨑淳氏はこの備前焼本来の伝統技術を踏まえ、現
代的な造形感覚で独自性のある作品づくりを続けている。古来の穴窯を復活させ、斬新的な黒備
前を生み出し、黒にこだわって革新性を追求してきた伊勢﨑氏。番組では人間国宝・伊勢﨑淳の穴
窯による作陶活動や、アメリカでの交流などを描く。

016528
テレメンタリー２００６
　アイヌとして　～萱野茂が遺したもの～

北海道テレビ
25分
2006/7/17

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

アイヌ民族初の国会議員・萱野茂氏が２００６年５月６日に７９歳で死去した。アイヌ文化を保護、育
成する「アイヌ新法」を成立に導くなど、先住民族としての権利や誇りを訴え続けた人生だった。２１
歳になるアイヌ民族の双子姉妹も、萱野の影響を受けて成長したという。萱野茂氏が遺したものと
は何だったのかを、次世代アイヌを通して伝える。

016429
森の声を聞け
　～ヤンバルクイナからのメッセージ～
　おきでん夏休みスペシャル

沖縄テレビ
48分
2006/8/26

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

沖縄本島北部の自然豊かな森・やんばる（山原）。ヤンバルクイナはこの森で１９８１年に新種の鳥
として発見された。◆しかし今、森に異変が起きている。ハブ駆除のためにつれて来られたマン
グースによってヤンバルクイナの生息環境は脅かされ、人間がつくった林道でヤンバルクイナが交
通事故にあっている。◆この事態に獣医師の長嶺隆さんはＮＰＯ法人どうぶつたちの病院を立ち上
げ、傷を負ったヤンバルクイナを森に帰す取り組みを続けている。

016448
いきいき！夢キラリ　南極料理人が行く！
　～海の上の教室

北海道放送
27分
2006/10/23

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ
海上保安官の西村淳さんは元・南極越冬隊の料理人。その経験から各メディアでアイデアレシピを
披露し、「南極料理人」と呼ばれている。２００６年春、西村さんは海上保安学校の練習船「みうら」
の教官となった。異色の教官は、未来の“海猿”となる若者たちをどのように導いていくのか。

016326
生きる×２　土佐黒潮牧場日記
　～人と馬の第２章～

高知放送
25分
2006/12/31

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

高知県須崎市浦の内に、競走馬を引退した馬のための牧場がある。濱脇敬弘さんが運営する土
佐黒潮牧場だ。元々馬が大好きだった濱脇さんは、強いものだけが生き残り、弱いものは淘汰され
る競馬の社会に疑問を感じ、６０歳の時に牧場を始めた。濱脇さんと妻と娘の３人で、現在１１頭い
る馬を世話している。牧場は、全国に約９０人いる会員の会費で成り立っている。「全部の馬が天寿
を全うするまで世話したい」と語る濱脇さん。馬とともに毎日を生きる彼の姿を通して、命の大切さ、
生きることの大変さを伝える。

016451 たった一度の雪　ＳＡＰＰＯＲＯ・１９７２年
北海道放送
90分
2007/2/25

ドラマ

冬の北海道を舞台に、時代と国境を越えて描かれるラブストーリー。◆１９７２年の札幌オリンピック
に、雪の降らない台湾から選手が参加した。政治的対立で国連からの脱退を余儀なくされた台湾
は、世界にその存在をアピールするために選手団を派遣したのだ。運動能力だけで選抜された選
手たちは、付け焼刃のスキー特訓で急斜面に挑む。一方、札幌出身の下村千穂（神田沙也加）は、
回転競技の日本代表として厳しい練習を重ねていた。ある日、練習中のゲレンデに一人の若者が
滑り降りてくる。台湾代表の孫台生（チェン・ボーリン）だった。その日以来、千穂と台生はゲレンデ
で顔を合わせるたびに衝突する。しかし国や地域の代表というプレッシャーを抱え葛藤する二人の
間に、次第にほのかな恋心が芽生える…。

201496
ＦＮＳドキュメンタリー大賞　眠る魚の大革命
　～夢追い人と仲間たち～

テレビ大分
48分
2007/5/27

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

ト部俊郎さんは中国の鍼麻酔からヒントを得て、魚の運動機能だけを麻痺させ、少ない水の中で生
き続ける「快眠活魚」の技術を開発した。日米の特許を取った技術の開発から１０年、生魚を手提
げ容器で航空機に持込みできるまでになったが、ト部さんはその特許を大手会社などに売り渡すこ
となく、漁業者と消費者を直接つなごうと頑張っている。様々な分野に流通のための技術開発を進
め、今度はマグロの快眠に挑戦するト部さんの姿を追う。
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201371 生きる×２　奥様は能楽プロデューサー
中国放送
25分
2007/12/16

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

能楽喜多流・大島家の４代目政允さんの元に嫁いだ大島泰子さん。能楽理解のために活躍する泰
子さんの姿を描く。◆喜多流は江戸時代初期に成立した能楽の流派の一つで、大島家は地方の能
楽師としては珍しく戦前から福山市内に自前の能舞台を持っている。結婚前の泰子さんはお稽古
などで能に触れた事はあったが、実際の能楽の世界は戸惑う事ばかりであった。しかし現在は定
期能の運営から小中学校の能楽教室の企画、新作能の公演など、プロデューサーとしての仕事に
情熱を注いでいる。

200894
ザ・ノンフィクション　花嫁のれん物語
　地震に負けるな能登半島
　ニューヨークフェスティバル銅賞受賞記念

フジテレビジョン
50分
2008/2/10

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

石川県七尾市の和倉温泉は、開湯１２００年を越える古い温泉街。この地方には古くからの風習
「花嫁のれん」ある。花嫁が持参した「花嫁のれん」を嫁ぎ先の仏間の入口に掛け、そののれんをく
ぐって初めてその家の人間となるというものだ。◆２００７年３月、大地震に見舞われた和倉温泉の
老舗旅館「多田屋」に嫁入りした弥生さんが花嫁のれんをくぐって嫁いだ日から１年間を密着取材、
新しい家族の姿と現実の厳しさにぶつかりながらも、女将として人間として成長していく姿を追う。

201067
甦れ、地球！　～ＫＡＮＡＧＡＷＡからの提言～
　大自然の悲鳴
　～丹沢＆ヒマラヤからの警告～

テレビ神奈川
47分
2008/3/21

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

“世界の尾根”ヒマラヤでは、温暖化の影響で氷河が溶け出し始めた。一方“神奈川の尾根”丹沢
では、ブナの立ち枯れや土砂の流出、保水力の低下など、荒廃が急速に進んでいる。人間の活動
によってもたらされた環境変化に、自然が悲鳴を上げているのだ。アルピニスト・野口健がヒマラヤ
と丹沢の現状を報告し、長年に渡って丹沢の山を見続けてきた山小屋の主人による証言を交え
て、地球規模で進行する環境破壊に警鐘を鳴らす。ｔｖｋ開局３５周年特別番組。

201955
ＪＮＮルポルタージュ
　３・１１大震災　記者たちの眼差し

ＴＢＳ
78分
2011/11/27

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ

ＪＮＮの記者たちが東日本大震災の被災地で何を思い、どんな心境で取材を続けたのか、自問自
答する心の軌跡が綴られたドキュメンタリー。津波に遭遇した記者は、逃げねばという思いと必死
に闘いながら手持ちのカメラを回し続けた。少女の遺体を発見した記者は、遺体と対面する両親に
対して頭の中を真っ白にしてマイクを向けた。生まれ育った町が津波に襲われる瞬間を撮影した記
者、生と死が背中合わせの現場で報道に徹するべきか救助すべきか葛藤する記者もいた。記者た
ちの個人的な心情も含めた報告を連ね、９つのエピソードのオムニバス形式で描く。
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