
「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-15802 ラジオ あ～あ極楽鳥 決定稿 1969/3/15 NHK 佐藤竜太

N01-21537 テレビ ああ　懐しのヒット・娯楽版 準備稿 (?)/9/8 フジテレビ 保富康午

N01-13013 テレビ ああ！夫婦 にっぽん式離婚法 スタッフ決定稿 (?) TBS 小松君郎

N01-16566 テレビ ああ！夫婦 乞う御期待！ 1967/1/4 TBS 岡田光治

N01-24569 テレビ ああ！夫婦 産めよふやせよ (?) 浅間虹児

M008 N01-40218 ラジオ ああ郷愁の時 1958/3/17 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40219 ラジオ ああ郷愁の時 1958/3/17 NHK 内村直也

N01-13031 テレビ ああ青春　らくがき高校生（仮題） 1965/2/15 日本テレビ 椎名利夫

N01-13032 テレビ ああ青春　らくがき高校生（仮題） 準備稿 2 (?) 日本テレビ 宮内典子

N01-13033 テレビ ああ青春　らくがき高校生（仮題） 準備稿 (?) 日本テレビ 杉本彰

N01-13034 テレビ ああ青春　らくがき高校生（仮題） 1 (?)/2/15 日本テレビ 椎名利夫

N01-12801 テレビ ああ定年　三月十日、本日をもって… 1979/3/10 フジテレビ 布勢博一

N01-10793 ラジオ ああ転向優良児 1974/11/9
NHK第一放

送
能勢紘也

N01-10127 テレビ あゝ野麦峠 (?) TBS 佐々木守

N01-10126 テレビ あゝ野麦峠 決定稿 5 (?)/4/29 TBS 佐々木守

N01-10125 テレビ あゝ野麦峠 姉と妹の細い糸 決定稿 8 (?)/5/20 TBS 佐々木守

N01-10124 テレビ あゝ野麦峠 野産み峠に光る雪 最終回 (?)/5/27 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-11435 テレビ ああ人の世は美しく 宗吾吹雪 決定稿 1・2 1965/6/19、26 日本テレビ 江戸澄人

N01-16544 テレビ ああ夫婦　情ないやらくやしいやら 決定稿 (?)/11/10 TBS 矢代静一

N01-16545 テレビ ああ夫婦　情ないやらくやしいやら 決定稿 (?)/11/10 TBS 矢代静一

N01-11234 テレビ アーラわが君 1 [1969]/4/2 フジテレビ 松木ひろし

N01-12142 テレビ アーラわが君 1 1969/4/2 フジテレビ 松木ひろし

N01-11898 テレビ アーラわが君 おいで遊ばせ 決定稿 2 [1969]/4/9 フジテレビ 松木ひろし

N01-11233 テレビ アーラわが君 お上り遊ばせ 4 [1969]/4/23 フジテレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-12143 テレビ アーラわが君 お料理遊ばせ 決定稿 5 1969/4/30 フジテレビ 松木ひろし

N01-12144 テレビ アーラわが君 お稼ぎ遊ばせ 8 1969/5/21 フジテレビ 松木ひろし

N01-12145 テレビ アーラわが君 ゲバルト遊ばせ 11 1969/6/11 フジテレビ 馬場当

N01-12146 テレビ アーラわが君 13 (?) フジテレビ

N01-12147 テレビ アーラわが君 おまかせ遊ばせ 14 1969/7/2 フジテレビ 松木ひろし

N01-11899 テレビ アーラわが君 月にお着き遊ばせ 16 [1969]/7/16 フジテレビ 松木ひろし

N01-12148 テレビ アーラわが君 おメン遊ばせ 18 [1969]/7/30 フジテレビ 土橋成男

N01-12149 テレビ アーラわが君 お仲人遊ばせ 19 [1969]/8/6 フジテレビ 土橋成男

N01-11322 テレビ アーラわが君 22 [1969]/8/27 フジテレビ 松木ひろし

N01-12150 テレビ アーラわが君 スタミナお付け遊ばせ 30 [1969]/10/22 フジテレビ 松木ひろし

・閲覧を希望する資料を検索し、紙の資料請求票に箱番号（資料一覧で箱番号の記載がある脚本のみ）、管理番号、タイトルを記入してカウンターまで
お持ちください。
・資料の利用には閲覧許可申請が必要です。調査・研究テーマを閲覧許可申請書に記入し、カウンターにお持ちください。
・リストの「複写」欄が「デジタル化（一般公開）」の資料はデジタルコレクションでご覧いただけます。（「デジタル化（館内）」は当館館内限定または図書
館送信参加館限定公開です）。
・デジタル化された脚本の原本は利用できません。
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N01-12151 テレビ アーラわが君
アーラわがチビ　お祝い遊ば

せ
40 [1970]/1/7 フジテレビ 寺島アキ子

N01-12152 テレビ アーラわが君 お誘い遊ばせ 42 [1970]/1/21 フジテレビ

N01-13724 テレビ 愛 改訂稿 653 [1966]/6/15 TBS 橋田寿賀子
デジタル
化（館
内）

N01-13808 テレビ 愛 改訂稿 653 [1969]/6/15 TBS 橋田寿賀子

N01-13872 テレビ 愛 653 1969/6/15 TBS 橋田寿賀子

N01-13839 テレビ 愛 653 1969/6/15 TBS 橋田寿賀子

N01-09652 テレビ アイアンキング 朝風の密使 1 (?) TBS 佐々木守

N01-09653 テレビ アイアンキング 廃墟の白鳥 2 (?) TBS 佐々木守

N01-09651 テレビ アイアンキング 落日の微笑 3 (?) TBS 佐々木守

N01-09654 テレビ アイアンキング 弦太郎孤独旅 4 (?) TBS 佐々木守

N01-09655 テレビ アイアンキング 秋風の中の決闘 5 (?) TBS 佐々木守

N01-09656 テレビ アイアンキング 戦士の子守唄 6 (?) TBS 佐々木守

N01-51049 テレビ アイアンキング 大空を征く者 7 [1972/11/19] TBS 佐々木守

N01-51050 テレビ アイアンキング 影の地帯 8 [1972/11/26] TBS 佐々木守

N01-51051 テレビ アイアンキング 弦太郎・危機一髪！ 9 [1972/12/3] TBS 佐々木守

N01-51052 テレビ アイアンキング 死者へのくちづけ 10 [1972/12/10] TBS 佐々木守

N01-51053 テレビ アイアンキング 東京は燃えている 11 [1972/12/17] TBS 佐々木守

N01-51054 テレビ アイアンキング 東京非常事態宣言 12 [1972/12/24] TBS 佐々木守

N01-51055 テレビ アイアンキング 地下要塞攻撃命令 13 [1972/12/31] TBS 佐々木守

N01-51056 テレビ アイアンキング 脳波ロボットの秘密 14 [1973/1/14] TBS 佐々木守

N01-51057 テレビ アイアンキング マラソン怪獣カプリゴン 15 [1973/1/21] TBS 佐々木守

N01-51058 テレビ アイアンキング トラギラスを倒せ！ 16 [1973/1/28] TBS 佐々木守

N01-51059 テレビ アイアンキング アイアンキング殺害命令 17 [1973/2/4] TBS 佐々木守

N01-51060 テレビ アイアンキング 怪星人タイタニアン襲来！ 18 [1973/2/11] TBS 佐々木守

N01-51061 テレビ アイアンキング 大虫人カブトロン出現 19 [1973/2/18] TBS 佐々木守

N01-51062 テレビ アイアンキング 宇虫人タイタニアンの逆襲 20 [1973/2/25] TBS 佐々木守

N01-51063 テレビ アイアンキング 金を盗むカマギュラス 21 [1973/3/4] TBS 佐々木守

N01-51064 テレビ アイアンキング 恐怖のタイタニアン地獄 22 [1973/3/11] TBS 佐々木守

N01-51065 テレビ アイアンキング 女に化けた虫人 23 [1973/3/18] TBS 佐々木守

N01-51066 テレビ アイアンキング 東京攻撃前線基地 24 [1973/3/25] TBS 佐々木守

N01-51067 テレビ アイアンキング 裏切ったアイアンキング 25 [1973/4/1] TBS 佐々木守

N01-51068 テレビ アイアンキング 東京大戦争 26(終) [1973/4/8] TBS 佐々木守

N01-51077 資料 アイアンキング (?) TBS

N01-51078 資料 アイアンキング (?) TBS

N01-00564 ラジオ 愛怨二つ星(仮題) (?) 井手俊郎

N01-11239 テレビ 愛が裁かれるとき 4(終) 1980/11/9 NHK 水木洋子
デジタル
化（館
内）

N01-19739 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 荒木又右衛門 2週 (?)/10/15～19
ニッポン放

送
奥山侊伸、川崎真、沢口義明、つか

さけんじ

デジタル
化（館
内）
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N01-19740 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 一心太助と彦左衛門 7週 (?)/11/19～23
ニッポン放

送
奥山侊伸、川崎真、沢口義明、つか

さけんじ

N01-19742 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 山中鹿之介 9週 (?)/12/1～7
ニッポン放

送
つかさけんじ

N01-19744 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 左甚五郎 12週 (?)/12/24～28
ニッポン放

送
奥山侊伸、川崎真、沢口義明、つか

さけんじ

N01-19745 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 平手造酒 19週 (?)/2/11～15
ニッポン放

送
奥山侊伸、沢口義明、つかさけんじ

N01-19741 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 一心太助と彦左衛門 (?)/11/22、23
ニッポン放

送
奥山侊伸、川崎真、沢口義明、つか

さけんじ

N01-19743 ラジオ 愛川欽也のラジオ劇画 一心太助と彦左衛門 (?)
ニッポン放

送
奥山侊伸、川崎真、沢口義明、つか

さけんじ

N01-19799 ラジオ
愛川欽也のラジオ劇画　ロビンソン・クルー

ソー漂流記
16週 (?)/1/21～25

ニッポン放
送

奥山侊伸、沢口義明、つかさけんじ

N01-24965 テレビ 愛がわたしを 1～5 (?)

N01-24966 テレビ 愛がわたしを 6～10 (?)

N01-24967 テレビ 愛がわたしを 11～15 (?)

N01-06911 テレビ アイコのすてきなリサイタル　全3部 1963/10/30 日本テレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05567 テレビ 愛妻くん 男らしさ [1966]/(?)/(?) TBS 窪田篤人

N01-05568 テレビ 愛妻くん 勝つと思うな [1966]/(?)/(?) TBS 小松君郎

N01-08394 テレビ 愛妻くん 妻とは女なり (?) TBS 津田幸夫

N01-15002 テレビ 愛妻くん 結婚は恋愛なり [1966]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15357 テレビ 愛妻くん 妻とは女なり
[1966～

1967]/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-15622 テレビ 愛妻くん 妻よ、太陽の如く 準備稿 [1966/8/14] TBS 津田幸夫

N01-15349 テレビ 愛妻くん、こんばんは！ ジンクスが破れる時 3 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15006 テレビ 愛妻くん、こんばんは 夫婦とは他人なり 19 [1971/9/20] TBS 津田幸夫

N01-15623 テレビ 愛妻くん、こんばんは 夫婦とは他人なり 19 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15007 テレビ 愛妻くん、こんばんは お夏はなぜ狂ったか 21 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15268 テレビ 愛妻くん、こんばんは お夏はなぜ狂ったか 決定稿 21 (?) TBS 津田幸夫

N01-15621 テレビ 愛妻くん、こんばんは お夏はなぜ狂ったか 準備稿 21 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15624 テレビ 愛妻くん、こんばんは お夏はなぜ狂ったか 準備稿 21 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-09784 テレビ 愛妻くんこんばんは 北国のふたり (?) TBS 佐々木守

N01-09785 資料 愛妻くんこんばんは 北国のふたり (?) TBS 佐々木守

N01-08527 ラジオ 哀愁日記 花の色 27 1954/7/7 ラジオ東京 北條誠
デジタル
化（館
内）

N01-07563 テレビ アイジョージ ショー 36 1962/3/12 フジテレビ
水原明人、ターゲットプロ、ビデオプ

ロ

デジタル
化（館
内）

N01-06668 テレビ アイ・ジョージ・ショー 93 1963/4/14 フジテレビ 保富康午

N01-06667 テレビ アイ・ジョージ・ショー 94 1963/4/21 フジテレビ 松本重美

N01-06666 テレビ アイ・ジョージ・ショー 95 1963/4/28 フジテレビ 保富康午

N01-06665 テレビ アイ・ジョージ・ショー 98 1963/5/19 フジテレビ 保富康午

N01-06664 テレビ アイ・ジョージ・ショー 99 1963/5/26 フジテレビ 松本重美

N01-06663 テレビ アイ・ジョージ・ショー 105 1963/7/7 フジテレビ 松本重美

N01-06662 テレビ アイ・ジョージ・ショー 106 1963/7/14 フジテレビ 保富康午

N01-06661 テレビ アイ・ジョージ・ショー 107 1963/7/21 フジテレビ 松本重美

N01-06671 テレビ アイ・ジョージ・ショー 108 1963/7/28 フジテレビ 保富康午
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N01-06670 テレビ アイ・ジョージ・ショー 109 1963/8/4 フジテレビ 松本重美

N01-06669 テレビ アイ・ジョージ・ショー 110 1963/8/11 フジテレビ 保富康午

平018 N01-45146 ラジオ 愛情の危機 征服まで　第一講話 1 1952/3/31 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45114 ラジオ 愛情の危機
夫婦の幸福について　新婚旅

行
2 [1952]/4/30 NCB 内村直也

デジタル
化（館
内）

平015 N01-45113 ラジオ 愛情の危機 蜜月 3 [1952]/5/7 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45112 ラジオ 愛情の危機 結婚と友情 4 [1952]/5/14 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45111 ラジオ 愛情の危機 小さないさかい 5 [1952]/5/21 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45110 ラジオ 愛情の危機 趣味と気質 6 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45109 ラジオ 愛情の危機 よい作法 7 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45108 ラジオ 愛情の危機 十年後 8 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45107 ラジオ 愛情の危機 あらし 9 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45106 ラジオ 愛情の危機 誘惑 10 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45105 ラジオ 愛情の危機 カタストロフ 11 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45104 ラジオ 愛情の危機 12 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40189 ラジオ 愛情のはて 1 1957/(?)/(?) 朝日放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M017 N01-40406 ラジオ 愛情のはて 2 1957/(?)/(?) 朝日放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40279 ラジオ 愛情の負担 1958/1/3 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40280 ラジオ 愛情の負担 1958/1/3 文化放送 内村直也

平029 N01-45213 ラジオ アイスクリーム 1 1951/8/15 NHK 水沢草田夫
デジタル
化（一般
公開）

N01-15162 テレビ 愛染かつら 1～5 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15163 テレビ 愛染かつら 1～5 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15164 テレビ 愛染かつら 1～5 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15165 テレビ 愛染かつら 準備稿 1～5 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15166 テレビ 愛染かつら 6～10 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15167 テレビ 愛染かつら 6～10 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15168 テレビ 愛染かつら 6～10 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15169 テレビ 愛染かつら 11～15 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15170 テレビ 愛染かつら 11～15 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15171 テレビ 愛染かつら 11～15 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15172 テレビ 愛染かつら 改訂稿 13～15 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15173 テレビ 愛染かつら 改訂稿 13～15 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15178 テレビ 愛染かつら 改訂稿 13～15 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15174 テレビ 愛染かつら 16～20 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15175 テレビ 愛染かつら 16～20 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15176 テレビ 愛染かつら 16～20 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15177 テレビ 愛染かつら 改訂稿 18～20 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15179 テレビ 愛染かつら 21～25 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104221
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104221
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-15180 テレビ 愛染かつら 21～25 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15181 テレビ 愛染かつら 21～25 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15182 テレビ 愛染かつら 26～30 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15183 テレビ 愛染かつら 26～30 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15184 テレビ 愛染かつら 26～30 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15185 テレビ 愛染かつら 31～33 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15186 テレビ 愛染かつら 31～33 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15187 テレビ 愛染かつら 31～33 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-14998 テレビ 愛染かつら 34～40(終) (?) フジテレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15188 テレビ 愛染かつら 34～40(終) [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15189 テレビ 愛染かつら 34～40(終) [1974]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-24666 テレビ 愛染椿 41～45 [1972]/7/3～7 TBS 富田義朗

N01-10014 テレビ アイちゃんが行く！ 1 1972/9/1 フジテレビ 佐々木守

N01-10013 テレビ アイちゃんが行く！ 2 1972/9/8 フジテレビ 佐々木守

N01-10012 テレビ アイちゃんが行く！ 3 1972/9/15 フジテレビ 佐々木守

N01-09772 テレビ アイちゃんが行く！ 恋人ゴッコなのでーす 4 1972/9/22 フジテレビ 佐々木守

N01-09773 テレビ アイちゃんが行く！ 始まりの国・別れの時 5 1972/9/29 フジテレビ 佐々木守

N01-09843 テレビ アイちゃんが行く！ 初恋！越前竹人形 6 1972/10/6 フジテレビ 佐々木守

N01-09842 テレビ アイちゃんが行く！ 飛騨で拾ったヘンなヤツ 7 1972/10/13 フジテレビ 佐々木守

N01-09841 テレビ アイちゃんが行く！ 東京のお父さん 8 1972/10/20 フジテレビ 佐々木守

N01-09840 テレビ アイちゃんが行く！ 北の港はお祭り騒ぎ 11 1972/11/10 フジテレビ 佐々木守

N01-09839 テレビ アイちゃんが行く！ 会津磐梯山は情の山よ 13 1972/11/24 フジテレビ 佐々木守

N01-09838 テレビ アイちゃんが行く！ 信州信濃のウソツキ男 15 1972/12/8 フジテレビ 佐々木守

N01-09837 テレビ アイちゃんが行く！ 木曽路のダメおやじ 16 1972/12/15 フジテレビ 佐々木守

N01-09835 テレビ アイちゃんが行く！ やっとお父さんに…… 19 1973/1/5 フジテレビ 佐々木守

N01-09834 テレビ アイちゃんが行く！ アイちゃんを追い出せ！ 20 1973/1/12 フジテレビ 佐々木守

N01-09833 テレビ アイちゃんが行く！ 21 1973/1/19 フジテレビ 佐々木守

N01-09832 テレビ アイちゃんが行く！ この家はだれのもの？ 24 1973/2/9 フジテレビ 佐々木守

N01-09831 テレビ アイちゃんが行く！ 社交界へデビュー 26 1973/2/23 フジテレビ 佐々木守

N01-09830 テレビ アイちゃんが行く！ 雨、のち晴れ 28 1973/3/9 フジテレビ 佐々木守

N01-09829 テレビ アイちゃんが行く！ また一人、味方に 29 1973/3/16 フジテレビ 佐々木守

N01-09828 テレビ アイちゃんが行く！ 男の戦い・女の戦い 30 1973/3/23 フジテレビ 佐々木守

N01-09827 テレビ アイちゃんが行く！ 長い旅の終り 31(終) 1973/3/30 フジテレビ 佐々木守

N01-09836 資料 アイちゃんが行く！ (?) フジテレビ

N01-13833 テレビ 愛ってなあーに スタッフ稿 970 1975/7/13 TBS 橋田寿賀子

N01-11164 テレビ 愛ってなんですか アキラとサチコの新婚記(仮題) 決定稿 (?)/7/7 フジテレビ 岡部俊夫

N01-11583 テレビ 愛ってなんですか サチコとアキラの出産記(仮題) 決定稿 (?)/7/14 フジテレビ 岡部俊夫



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11787 テレビ あいつと私 ぶっ飛ばす　あいつ 3 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-11788 テレビ あいつと私 あいつの中のあいつ 改訂稿 4 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし

N01-11789 テレビ あいつと私 幸せを祈る私 10 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし

N01-11790 テレビ あいつと私 嵐の中の私 11 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-11791 テレビ あいつと私 噂の私 12 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-11792 テレビ あいつと私 アイ・ラブ・アイツ 18(終) [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-05142 テレビ 藍壷のともしび 1959/11/28
九州朝日放

送
真船豊

N01-12318 テレビ 愛と愛 1972/6/25 TBS 橋田寿賀子

N01-12327 テレビ 愛といのち スタッフ決定稿 1973/9/30 TBS 橋田寿賀子

N01-12328 資料 愛といのち 1973/9/30 TBS 橋田寿賀子

N01-24930 テレビ 愛と喝采と 1～5 (?)

N01-24931 テレビ 愛と喝采と 6～9 (?)

N01-24932 テレビ 愛と喝采と 10～13 (?)

N01-12817 テレビ 愛と哀しみの時 第四章　惑い (?) 日本テレビ 寺島アキ子

N01-12818 テレビ 愛と哀しみの時 第六章 決定稿 (?) 日本テレビ 寺島アキ子

N01-13806 テレビ 愛と死のかたみ6 26～30 [1977/5/9～7/8] 東京放送 梅林貴久生

N01-13807 テレビ 愛と死のかたみ7 31～35 [1977/5/9～7/8] 東京放送 梅林貴久生

N01-08964 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 31・32 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08965 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 33 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08966 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 34・35 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08967 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 36・37 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08968 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 36～38 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08969 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 38 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08970 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 42・43 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08971 テレビ 愛と死のかたみ 準備稿 44・45 [1977]/(?)/(?) TBS

N01-08502 ラジオ 愛と死の谷間 1963/1/18 ABC 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-50167 資料 愛と憎しみの部屋(仮題) (?) 毎日放送 大野靖子

N01-13837 テレビ 愛と人間 第一章　母 1100 1978/1/8 TBS 松山善三

N01-13838 テレビ 愛と人間 第一章　母 1100 1978/1/8 TBS 松山善三

N01-16030 テレビ 愛と人間 第一章 母 スタッフ稿 1100 1978/1/8 TBS 松山善三

N01-16050 テレビ 愛と人間 第一章 母 決定稿 1100 1978/1/8 TBS 松山善三

N01-16051 テレビ 愛と人間 第一章 母 決定稿 1100 1978/1/8 TBS 松山善三

N01-16053 テレビ 愛と人間 第一章 母 改訂稿 1100 1978/1/8 TBS 松山善三

N01-17622 テレビ 愛と人間 第二章 父 1101 1978/1/15 TBS 松山善三

N01-13713 テレビ 愛と人間 第三章　涙 改訂稿 1102 1978/1/22 TBS 松山善三

N01-17625 テレビ 愛と人間 第四章 憎 改訂稿 1103 1978/1/29 TBS 松山善三

N01-16033 テレビ 愛と人間 第五章 悲 改訂稿 1104 1978/2/5 TBS 松山善三



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13836 テレビ 愛と人間 第六章　希 1100 1978/2/12 TBS 松山善三

N01-13721 テレビ 愛と人間 第六章　希 スタッフ稿 1105 1978/2/12 TBS 松山善三

N01-13870 テレビ 愛と人間 第六章　希 1105 1978/2/12 TBS 松山善三
デジタル
化（館
内）

N01-16031 テレビ 愛と人間 第六章 希 決定稿 1105 1978/2/12 TBS 松山善三

N01-16032 テレビ 愛と人間 第六章 希 決定稿 1105 1978/2/12 TBS 松山善三

N01-16040 テレビ 愛と人間 第六章 希 決定稿 1105 1978/2/12 TBS 松山善三
デジタル
化（館
内）

N01-51386 資料 愛と人間 決定稿 1～6 1978/1/8～2/12 TBS 松山善三

N01-17623 資料 愛と人間 第一章～第六章
1978/1/8、15、

22、29、2/5
松山善三

N01-17624 資料 愛と人間 第一章～第六章
1978/1/8、15、

22、29、2/5
松山善三

N01-08863 テレビ 愛ぬすびと 1～5 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08864 テレビ 愛ぬすびと 第二章 1～5 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08862 テレビ 愛ぬすびと 6・7 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-16486 テレビ 愛の一家 帰り道 決定稿 4 1966/4/30 NHK 横田弘行

N01-16744 テレビ 愛の一家 帰り道 4 1966/4/30 NHK 横田弘行

N01-16754 テレビ 愛の一家 鯉のぼり 5 1966/5/7 NHK 横田弘行

N01-16069 テレビ 愛の一家 贈り物 6 1966/5/14 NHK 横田弘行

N01-16260 テレビ 愛の一家 贈り物 6 1966/5/14 NHK 横田弘行

N01-16081 テレビ 愛の一家
打合せ用ロケ

台本
7・8 1966/4/27 NHK 横田弘行

N01-16071 テレビ 愛の一家 花いっぱい 7 1966/5/21 NHK 横田弘行

N01-16072 テレビ 愛の一家 花いっぱい 打合せ用 7 1966/5/21 NHK 横田弘行

N01-16074 テレビ 愛の一家 落日 8 1966/5/28 NHK 横田弘行

N01-16079 テレビ 愛の一家 落日 8 1966/5/28 NHK 横田弘行

N01-16082 テレビ 愛の一家 若い芽 9 1966/6/4 NHK 横田弘行

N01-16370 テレビ 愛の一家 仲裁 決定稿 10 1966/6/11 NHK 横田弘行

N01-16488 テレビ 愛の一家 仲裁 10 1966/6/11 NHK 横田弘行

N01-16167 テレビ 愛の一家 山びこ 決定稿 11 1966/6/18 NHK 横田弘行

N01-16371 テレビ 愛の一家 山びこ 決定稿 11 1966/6/18 NHK 横田弘行

N01-16466 テレビ 愛の一家 晴れ間 12 1966/6/25 NHK 横田弘行

N01-16467 テレビ 愛の一家 ロケ用 12・13 1966/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-16502 テレビ 愛の一家 晴れ間 12 1966/6/25 NHK 横田弘行

N01-16470 テレビ 愛の一家 峠 13 1966/7/2 NHK 横田弘行

N01-16501 テレビ 愛の一家 峠 13 1966/7/2 NHK 横田弘行

N01-16476 テレビ 愛の一家 星月夜 14 1966/7/9 NHK 横田弘行

N01-16478 テレビ 愛の一家 星月夜 14 1966/7/9 NHK 横田弘行

N01-16479 テレビ 愛の一家 木枯らし 15 1966/7/16 NHK 横田弘行

N01-16503 テレビ 愛の一家 木枯らし スタッフ稿 15 1966/7/16 NHK 横田弘行

N01-16406 テレビ 愛の一家 絵はがき 打合稿 16 1966/7/23 NHK 横田弘行



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-16468 テレビ 愛の一家 絵はがき 決定稿 16 1966/7/23 NHK 横田弘行

N01-16469 テレビ 愛の一家 北風 17 1966/7/30 NHK 横田弘行

N01-16376 テレビ 愛の一家 薄氷 18 1966/8/6 NHK 横田弘行

N01-16747 テレビ 愛の一家 薄氷 18 1966/8/6 NHK 横田弘行

N01-16343 テレビ 愛の一家 早春 決定稿 19 1966/8/13 NHK 横田弘行

N01-16375 テレビ 愛の一家 早春 決定稿 19 1966/8/13 NHK 横田弘行

N01-16746 テレビ 愛の一家 教え子 決定稿 20 1966/8/20 NHK 横田弘行

N01-16404 テレビ 愛の一家 町はずれ 打合稿 21 1966/8/27 NHK 横田弘行

N01-16741 テレビ 愛の一家 町はずれ 打合稿 21 1966/8/27 NHK 横田弘行

N01-16742 テレビ 愛の一家 希望 決定稿 21 1966/8/27 NHK 横田弘行

N01-16465 テレビ 愛の一家 虫の音 22 1966/9/10 NHK 横田弘行

N01-16743 テレビ 愛の一家 虫の音 22 1966/9/10 NHK 横田弘行

N01-16349 テレビ 愛の一家 遠い道 23 1966/9/17 NHK 横田弘行

N01-16451 テレビ 愛の一家 遠い道 23 1966/9/17 NHK 横田弘行

N01-16346 テレビ 愛の一家 山なみ 24 1966/9/24 NHK 横田弘行

N01-16362 テレビ 愛の一家 山なみ 24 1966/9/24 NHK 横田弘行

N01-16347 テレビ 愛の一家 野菊 改訂稿 25 1966/10/1 NHK 横田弘行

N01-16350 テレビ 愛の一家 野菊 25 1966/10/1 NHK 横田弘行

N01-08634 テレビ 愛の一家 月あかり 決定稿 26 1966/10/8 NHK 横田弘行

N01-16056 テレビ 愛の一家 月あかり 決定稿 26 1966/10/8 NHK 横田弘行

N01-16058 テレビ 愛の一家 夕暮れ 27 1966/10/15 NHK 横田弘行

N01-08636 テレビ 愛の一家 田舎道 VTR稿 28 1966/10/22 NHK 横田弘行

N01-16060 テレビ 愛の一家 試練 28 1966/10/22 NHK 横田弘行

N01-16062 テレビ 愛の一家
打合稿　ロケ台

本
28～30

1966/10/22、
29、11/5

NHK 横田弘行

N01-14610 テレビ 愛の一家 晩秋 29 1966/10/29 NHK 横田弘行

N01-17188 テレビ 愛の一家 晩秋 VTR稿 29 1966/10/29 NHK 横田弘行

N01-16736 テレビ 愛の一家 もらい湯 30・31(一部) 1966/11/5 NHK 横田弘行

N01-17228 テレビ 愛の一家 もらい湯 VTR稿 30・31(一部) 1966/11/5 NHK 横田弘行

N01-16340 テレビ 愛の一家 初冬 31 1966/11/12 NHK 横田弘行

N01-14602 テレビ 愛の一家 影ぼうし 32 1966/11/19 NHK 横田弘行

N01-17230 テレビ 愛の一家 影ぼうし 32 1966/11/19 NHK 横田弘行

N01-16750 テレビ 愛の一家 雪の夜 決定稿 33 1966/11/26 NHK 横田弘行

N01-16767 テレビ 愛の一家 夜道 決定稿 34 1966/12/4 NHK 横田弘行

N01-16729 テレビ 愛の一家 大地 35 1966/12/10 NHK 横田弘行

N01-16733 テレビ 愛の一家 星座 36 1966/12/17 NHK 横田弘行

N01-16738 テレビ 愛の一家 星座 打合稿 36 1966/12/17 NHK 横田弘行

N01-14605 テレビ 愛の一家 ともしび 37 1966/12/24 NHK 横田弘行



「あ」
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N01-16077 テレビ 愛の一家 ともしび 37 1966/12/24 NHK 横田弘行

N01-14591 テレビ 愛の一家 出発 38 1967/1/7 NHK 横田弘行

N01-16739 テレビ 愛の一家 出発 38 1967/1/7 NHK 横田弘行

N01-16075 テレビ 愛の一家 春雷 39 1967/1/14 NHK 横田弘行

N01-16397 テレビ 愛の一家 春雷 第一稿 39 1967/1/14 NHK 横田弘行

N01-14592 テレビ 愛の一家 石けり 40 1967/1/21 NHK 横田弘行

N01-16382 テレビ 愛の一家 肩たたき 41 1967/1/28 NHK 横田弘行

N01-16063 テレビ 愛の一家 水汲み 42 1967/2/4 NHK 横田弘行

N01-16728 テレビ 愛の一家 水くみ 42 1967/2/4 NHK 横田弘行

N01-15880 テレビ 愛の一家 足音 43 1967/2/11 NHK 横田弘行

N01-16459 テレビ 愛の一家 足音 43 1967/2/11 NHK 横田弘行

N01-16399 テレビ 愛の一家 約束 44 1967/2/18 NHK 横田弘行

N01-16770 テレビ 愛の一家 約束 44 1967/2/18 NHK 横田弘行

N01-16356 テレビ 愛の一家 45 1967/2/25 NHK 横田弘行

N01-16730 テレビ 愛の一家 いなか道 45 1967/2/25 NHK 横田弘行

N01-14593 テレビ 愛の一家 向かい風 46 1967/3/4 NHK 横田弘行

N01-16772 テレビ 愛の一家 向かい風 46 1967/3/4 NHK 横田弘行

N01-16449 テレビ 愛の一家 るす番 47 1967/3/11 NHK 横田弘行

N01-16475 テレビ 愛の一家 るす番 47 1967/3/11 NHK 横田弘行

N01-14595 テレビ 愛の一家 春雪 48 1967/3/18 NHK 横田弘行

N01-16400 テレビ 愛の一家 春雪 48 1967/3/18 NHK 横田弘行

N01-16361 テレビ 愛の一家 夜明け 49 1967/3/25 NHK 横田弘行

N01-16485 テレビ 愛の一家 夜明け 49 1967/3/25 NHK 横田弘行

N01-16064 テレビ 愛の一家 50 1967/4/1 NHK 横田弘行

N01-16401 テレビ 愛の一家 誓い 50 1967/4/1 NHK 横田弘行

N01-16482 テレビ 愛の一家 青空 51 1967/4/8 NHK 横田弘行

N01-16483 テレビ 愛の一家 青空 51 1967/4/8 NHK 横田弘行

N01-15877 テレビ 愛の一家 真夜中 52 1967/4/15 NHK 横田弘行

N01-15878 テレビ 愛の一家 真夜中 52 1967/4/15 NHK 横田弘行

N01-15879 テレビ 愛の一家 試合 53 1967/4/22 NHK 横田弘行

N01-16751 テレビ 愛の一家 試合 53 1967/4/22 NHK 横田弘行

N01-16379 テレビ 愛の一家 54 1967/4/29 NHK 横田弘行

N01-16378 テレビ 愛の一家 放課後 55 1967/5/6 NHK 横田弘行

N01-16773 テレビ 愛の一家 放課後 55 1967/5/6 NHK 横田弘行

N01-16726 テレビ 愛の一家 友だち 56 1967/5/13 NHK 横田弘行

N01-16774 テレビ 愛の一家 友だち 56 1967/5/13 NHK 横田弘行

N01-16083 テレビ 愛の一家 坂道 57 1967/5/20 NHK 横田弘行
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N01-16775 テレビ 愛の一家 坂道 57 1967/5/20 NHK 横田弘行

N01-16776 テレビ 愛の一家 坂道 57 1967/5/20 NHK 横田弘行

N01-16169 テレビ 愛の一家 仲間 58 1967/5/27 NHK 横田弘行

N01-16263 テレビ 愛の一家 若い仲間 58 1967/5/27 NHK 横田弘行

N01-16066 テレビ 愛の一家 作文 59 1967/6/3 NHK 横田弘行

N01-16173 テレビ 愛の一家 作文 59 1967/6/3 NHK 横田弘行

N01-14597 テレビ 愛の一家 60 1967/6/10 NHK 横田弘行

N01-16381 テレビ 愛の一家 60 1967/6/10 NHK 横田弘行

N01-16174 テレビ 愛の一家 進路 61 1967/6/17 NHK 横田弘行

N01-16392 テレビ 愛の一家 進路 61 1967/6/17 NHK 横田弘行

N01-16153 テレビ 愛の一家 電報 62 1967/6/24 NHK 横田弘行

N01-16394 テレビ 愛の一家 電報 62 1967/6/24 NHK 横田弘行

N01-09932 テレビ 愛の一家 詩集 63 1967/7/1 NHK 横田弘行

N01-16214 テレビ 愛の一家 詩集 63 1967/7/1 NHK 横田弘行

N01-16172 テレビ 愛の一家 夕涼み 64 1967/7/8 NHK 横田弘行

N01-09934 テレビ 愛の一家 とうもろこし 65 1967/7/15 NHK 横田弘行

N01-16257 テレビ 愛の一家 とうもろこし 65 1967/7/15 NHK 横田弘行

N01-16337 テレビ 愛の一家 66 1967/7/22 NHK 横田弘行

N01-16336 テレビ 愛の一家 ふるさと 67 1967/8/12 NHK 横田弘行

N01-16338 テレビ 愛の一家 ふるさと 67 1967/8/12 NHK 横田弘行

N01-16211 テレビ 愛の一家 台風 68 1967/8/19 NHK 横田弘行

N01-16471 テレビ 愛の一家 台風 68 1967/8/19 NHK 横田弘行

N01-16213 テレビ 愛の一家 あすなろ 69 1967/8/26 NHK 横田弘行

N01-16472 テレビ 愛の一家 あすなろ 69 1967/8/26 NHK 横田弘行

N01-15884 テレビ 愛の一家 音楽家 70 1967/9/2 NHK 横田弘行

N01-16334 テレビ 愛の一家 音楽家 70 1967/9/2 NHK 横田弘行

N01-09939 テレビ 愛の一家 努力 71 1967/9/16 NHK 横田弘行

N01-15885 テレビ 愛の一家 努力 71 1967/9/9 NHK 横田弘行

N01-15888 テレビ 愛の一家 小さな町 72 1967/9/30 NHK 横田弘行

N01-16777 テレビ 愛の一家 小さな町 72 1967/9/30 NHK 横田弘行

N01-15883 テレビ 愛の一家 しあわせ 73 1967/10/7 NHK 横田弘行

N01-15874 テレビ 愛の一家 未来 74 1967/10/14 NHK 横田弘行

N01-15882 テレビ 愛の一家 未来 最終回 1967/10/14 NHK 横田弘行

N01-15890 テレビ 愛の一家 未来 最終回 1967/10/14 NHK 横田弘行

N01-16242 テレビ 愛の一家 試作用台本 1966/3/5 NHK 横田弘行

N01-16345 テレビ 愛の一家 試作用決定稿 1966/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-16395 テレビ 愛の一家 1966/4/27 NHK 横田弘行
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N01-16753 テレビ 愛の一家 初稿 (?) NHK 横田弘行

N01-15704 テレビ 愛のうず潮 準備稿 1～3 [1968]/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15075 テレビ 愛のうず潮 改訂稿 4～6 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
元持栄美、津田幸夫

N01-15108 テレビ 愛のうず潮 改訂稿 4～6 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫、元持栄美

N01-15205 テレビ 愛のうず潮 準備稿 4～6 [1968]/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15107 テレビ 愛のうず潮 コンテ 4・5 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫、元持栄美

N01-15076 テレビ 愛のうず潮 コンテ 6～8 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
元持栄美、津田幸夫

N01-15206 テレビ 愛のうず潮 第七話挿入稿 7 [1968]/(?)/(?) NET

N01-15207 テレビ 愛のうず潮 第七話挿入稿 7 [1968]/(?)/(?) NET

N01-15077 テレビ 愛のうず潮 9～10 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
元持栄美、津田幸夫

N01-15109 テレビ 愛のうず潮 9・10 1968/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
元持栄美、津田幸夫

N01-15208 テレビ 愛のうず潮 準備稿 16～18 [1968]/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15699 テレビ 愛のうず潮 準備稿 16～18 [1968]/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15078 テレビ 愛のうず潮 準備稿 19・20 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
元持栄美、津田幸夫

N01-15280 テレビ 愛のうず潮 準備稿 19・20 1968/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15209 テレビ 愛のうず潮 コンテ 24～25 [1968]/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15281 テレビ 愛のうず潮 24・25 1968/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15340 テレビ 愛のうず潮 24・25・29・30 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)

N01-15348 テレビ 愛のうず潮 24・25・29・30 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)

N01-15210 テレビ 愛のうず潮 準備稿 26～27 [1968]/(?)/(?) NET 元持栄美、津田幸夫

N01-15079 テレビ 愛のうず潮 準備稿 26・27 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15080 テレビ 愛のうず潮 準備稿 28 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15282 テレビ 愛のうず潮 準備稿 28 1968/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15024 テレビ 愛のうず潮 準備稿 29・30 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15074 資料 愛のうず潮 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)

M006 N01-40118 ラジオ 愛の記憶　過去 過去 25 1954/3/29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40119 ラジオ 愛の記憶　過去 過去 25 1954/3/29 ラジオ東京 内村直也

N01-00536 ラジオ 愛の記録　初恋 1 1953/10/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-12483 テレビ 愛のすがた 1965/10/30 NHK 松山善三

N01-02111 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その二 2 1959/4/18 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02112 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その三 3 1959/4/25 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02113 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その四 4 1959/5/2 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02114 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その七 7 1959/5/23 NHK 椎名利夫、山内久
デジタル
化（館
内）

N01-02115 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その八 8 1959/5/30 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02116 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その九 9 1959/6/6 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02117 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その十 10 1959/6/13 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02118 ラジオ 愛の大河　第一章 ふるさとの春に　その十二 12 1959/6/27 NHK 椎名利夫、山内久
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N01-02119 ラジオ 愛の大河　第二章 狂える夏　その一 13 1959/7/4 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02120 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その二 14 1959/7/11 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02121 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その三 15 1959/7/18 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02122 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その四 16 1959/7/25 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02123 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その四 16 1959/7/25 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02124 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その五 17 1959/8/1 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02125 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その五 17 1959/8/1 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02126 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その六 18 1959/8/8 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02127 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その六 18 1959/8/8 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02128 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その七 19 1959/8/22 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02129 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その七 19 1959/8/22 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02130 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その八 20 1959/8/29 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02131 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その八 20 1959/8/29 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02132 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その九 21 1959/9/5 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02133 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その九 21 1959/9/5 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02134 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その十 22 1959/9/12 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02135 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その十 22 1959/9/12 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02136 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その十一 23 1959/9/19 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02137 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　その十一 23 1959/9/19 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02138 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　最終回 24 1959/9/26 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02139 ラジオ 愛の大河　第二章 怒涛の季節　最終回 24 1959/9/26 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02140 ラジオ 愛の大河　第三章 その一 25 1959/10/3 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02141 ラジオ 愛の大河　第三章 その一 25 1959/10/3 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02142 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その二 26 1959/10/10 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02143 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その二 26 1959/10/10 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02144 ラジオ 愛の大河　第三章 その二 26 1959/10/10 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02145 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その三 27 1959/10/17 NHK 椎名利夫、山内久
デジタル
化（館
内）

N01-02146 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その三 27 1959/10/17 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02147 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　第四回 28 1959/10/24 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02148 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　第四回 28 1959/10/24 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02149 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　第五回 29 1959/10/31 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02150 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　第五回 29 1959/10/31 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02151 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　第六回 30 1959/11/7 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02152 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　第六回 30 1959/11/7 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02153 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その七 31 1959/11/14 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02154 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その七 31 1959/11/14 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02155 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その八 32 1959/11/21 NHK 椎名利夫、山内久
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N01-02156 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その八 32 1959/11/21 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02157 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その九 33 1959/11/28 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02158 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その九 33 1959/11/28 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02159 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十 34 1959/12/5 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02160 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十 34 1959/12/5 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02161 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十一 35 1959/12/12 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02162 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十一 35 1959/12/12 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02163 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十二 36 1959/12/19 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02164 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十二 36 1959/12/19 NHK 椎名利夫、山内久

N01-02237 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十三 37 1959/12/26
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02238 ラジオ 愛の大河　第三章 こがらしの道　その十三 37 1959/12/26
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02239 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その一 38 1960/1/9
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02240 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その一 38 1960/1/9
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02241 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その二 39 1960/1/16
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02242 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その二 39 1960/1/16
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02243 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その三 40 1960/1/23
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02244 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その三 40 1960/1/23
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02245 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その四 41 1960/1/30
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-26625 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その四 41 1960/1/30
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02246 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その五 42 1960/2/6
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02247 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その五 42 1960/2/6
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02248 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その六 43 1960/2/13
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02249 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その六 43 1960/2/13
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02250 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その七 44 1960/2/20
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02251 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その七 44 1960/2/20
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02252 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その八 45 1960/2/27
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02253 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その八 45 1960/2/27
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02254 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その九 46 1960/3/5
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02255 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その九 46 1960/3/5
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02256 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十 47 1960/3/12
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02257 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十 47 1960/3/12
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02258 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十一 48 1960/3/19
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02259 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十一 48 1960/3/19
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02260 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十二 49 1960/3/26
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02261 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十二 49 1960/3/26
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02262 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十三 50 1960/(?)/(?)
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久

N01-02263 ラジオ 愛の大河　第四章 萌えいずるもの　その十三 50 1960/(?)/(?)
NHKラジオ

第一
椎名利夫、山内久
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N01-14163 テレビ 愛の断崖 決定稿 26～30 1975/(?)/(?) TBS 吉田剛
デジタル
化（館
内）

N01-08377 ラジオ 愛の断草 第三章　麻里の場合 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08379 ラジオ 愛の断草 第一章　理恵の場合 14 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08378 ラジオ 愛の断草 第二章　由紀の場合 15 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-50168 テレビ 愛のはじまるとき 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50169 テレビ 愛のはじまるとき 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50170 テレビ 愛のはじまるとき 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50171 テレビ 愛のはじまるとき 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50172 テレビ 愛のはじまるとき 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50173 テレビ 愛のはじまるとき 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50174 テレビ 愛のはじまるとき 4 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50175 テレビ 愛のはじまるとき 4 (?) フジテレビ 大野靖子

M035 N01-40797 ラジオ 愛の花束 1954/12/17 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-24340 テレビ 愛の実りのとき 準備稿 [1964]/(?)/(?) NHK 宮川一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08367 テレビ 愛の山なみ 9 1964/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15341 テレビ 愛の山なみ 9 [1965]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-08472 テレビ 愛の山なみ 10
1964～

1965/(?)/(?)
津田幸夫

N01-15129 テレビ 愛の山なみ 10 (?) TBS 津田幸夫

N01-15128 テレビ 愛の山なみ 11 (?) TBS 津田幸夫

N01-08425 テレビ 愛の山なみ 11
1964～

1965/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-15130 テレビ 愛の山なみ 13 (?) TBS 津田幸夫

N01-04989 ラジオ 愛のゆくえ (?)/7/14、15 毎日放送 石浜恒夫

N01-00284 テレビ 愛は永遠なるか 1961/1/3 東海テレビ 内村直也

N01-00285 テレビ 愛は永遠なるか 1961/1/3 東海テレビ 内村直也

N01-03302 テレビ 愛は地の果てに 5 1963/12/5 東海テレビ 茂木草介

N01-03303 テレビ 愛は地の果てに 13 1964/1/30 東海テレビ 茂木草介

N01-03304 テレビ 愛は地の果てに 13 1964/1/30 東海テレビ 茂木草介

平生原
稿002

N01-45258 テレビ 愛は地の果に 13 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-03028 テレビ 愛は地の果てに 17 1964/2/27
東海テレビ

放送
茂木草介

N01-03305 テレビ 愛は地の果てに 17 1964/2/27 東海テレビ 茂木草介

N01-03029 テレビ 愛は地の果てに 18 1964/3/5
東海テレビ

放送
茂木草介

N01-03306 テレビ 愛は地の果てに 18 1964/3/5 東海テレビ 茂木草介

N01-22519 資料 アイビーで行こう(仮題) (?)

N01-15101 テレビ 愛よふたたび(仮題) 6～9 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 富田義朗（6、7）、津田幸夫（8、9）

N01-15102 テレビ 愛よふたたび 10 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15103 テレビ 愛よふたたび 11・12 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15104 テレビ 愛よふたたび 18～20 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫
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N01-15243 テレビ 愛よふたたび 18～20 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

M034 N01-40787 テレビ 青い果実 1957/5/13 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-11407 テレビ 蒼い疑惑（仮題） 改訂稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50176 テレビ 蒼い疑惑(仮題) 第一稿 [1968/4/8] 大野靖子

N01-50177 テレビ 蒼い疑惑(仮題) 第一稿 [1968/4/8] 大野靖子

N01-09566 テレビ 蒼いけものたち 決定稿 2 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09567 テレビ 蒼いけものたち 決定稿 3 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09568 テレビ 蒼いけものたち 決定稿 4 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09569 テレビ 蒼いけものたち 決定稿 5 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09570 テレビ 蒼いけものたち 決定稿 6 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-15159 テレビ 青い太陽 改訂稿 5 1968/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15360 テレビ 青い太陽 5 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-11769 テレビ 青い山脈 6 1974/5/6 フジテレビ 井手俊郎
デジタル
化（館
内）

N01-02271 資料 青い花火(仮題) 1960/10/1 日本テレビ 椎名利夫、富田義朗

N01-02272 テレビ 青い花火 第一稿 [1960/10/19] 日本テレビ 椎名利夫、富田義朗

N01-02273 テレビ 青い花火 [1960]/10/19 日本テレビ 椎名利夫、富田義朗

N01-12468 テレビ 青い炎の女 16～20 (?) フジテレビ 藤川洋一、竹内進

N01-12467 テレビ 青い炎の女 26～30 (?) フジテレビ 永井基夫、藤川洋一

N01-05406 ラジオ 蒼い水 48 1960/3/2 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40111 ラジオ 青い夜会服 1954/7/11 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40113 ラジオ 青い夜会服 1954/7/11 ラジオ東京 内村直也

N01-50178 テレビ 蒼き狼 前編 準備稿 [1980/10/6] テレビ朝日 大野靖子

N01-50179 テレビ 蒼き狼 前編 準備稿 [1980/10/6] テレビ朝日 大野靖子

N01-50180 テレビ 蒼き狼 前編 決定稿 [1980/10/6] テレビ朝日 大野靖子

N01-50181 テレビ 蒼き狼 前編 決定稿 [1980/10/6] テレビ朝日 大野靖子

N01-50182 テレビ 蒼き狼 後編 準備稿 [1980/10/7] テレビ朝日 大野靖子

N01-50183 テレビ 蒼き狼 後編 準備稿 [1980/10/7] テレビ朝日 大野靖子

N01-50184 テレビ 蒼き狼 後編 決定稿 [1980/10/7] テレビ朝日 大野靖子

N01-50185 テレビ 蒼き狼 後編 決定稿 [1980/10/7] テレビ朝日 大野靖子

N01-50186 資料 蒼き狼 決定稿 1980/10/6、7 テレビ朝日 大野靖子

N01-13380 テレビ 蒼ざめた午後 51～55 1971/3/22～26 東海テレビ 下飯坂菊馬、柳下長太郎

N01-24028 テレビ 青島のワイドショー
特集・生存競争はゼロ才か

ら！
245 1969/9/5 日本テレビ 奥山侊伸、高山ゆう子

N01-08095 テレビ 青空街道 前・後編 [1960]/(?)/(?) 松原桂成

M006 N01-40107 ラジオ 青空のはてに　－KR放送劇団のためにー 1954/(?)/(?) ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-03416 ラジオ 青空はいつも 準備稿 [1960]/(?)/(?) TBS 窪田篤人

N01-04170 テレビ 青空ふうふ 1965/11/25 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

M035 N01-40796 ラジオ 青空娘 1～10
1957/2/21～

4/25
ラジオ東京 窪田篤人
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M035 N01-40800 ラジオ 青空娘 11～26(終) 1957/5/2～8/15 ラジオ東京 窪田篤人

N01-06216 テレビ 青空を抱きしめよう 森山加代子ショー 1962/10/18 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-04942 ラジオ 青電車 (?)/2/26 朝日放送 石浜恒夫

M031 N01-40751 ラジオ 青砥稿花紅彩畫 1 (?) KR 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40747 ラジオ 青砥稿花紅彩畫 2 (?) KR 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

N01-05214 テレビ 青べか物語 改訂稿 1961/5/13 フジテレビ 若尾徳平

N01-13411 テレビ 青やからわたったんや 1968/11/30 関西テレビ 寺田信義

N01-02630 テレビ 赤い雨傘 1962/5/26 日本テレビ 深沢一夫

N01-02631 テレビ 赤い雨傘 1962/5/26 日本テレビ 深沢一夫

N01-09911 テレビ 赤い運命 絆 3 1976/5/7 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09910 テレビ 赤い運命 初夏の香り（仮題） 5 1976/5/21 TBS 佐々木守

N01-09909 テレビ 赤い運命 母の粧ひ 7 1976/6/4 TBS 佐々木守

N01-09908 テレビ 赤い運命 父のいる風景 8 1976/6/11 TBS 佐々木守

N01-09907 テレビ 赤い運命 流れ藻 9 1976/6/18 TBS 佐々木守

N01-09906 テレビ 赤い運命 愛する時と信じる時 10 1976/6/25 TBS 佐々木守

N01-09905 テレビ 赤い運命 からす、なぜなくの 12 1976/7/9 TBS 佐々木守

N01-09904 テレビ 赤い運命 父と娘の血汐は熱く 16 1976/8/6 TBS 佐々木守

N01-09903 テレビ 赤い運命 夏の朝、娘は消えた 17 1976/8/13 TBS 佐々木守

N01-09902 テレビ 赤い運命 18 1976/8/20 TBS 佐々木守

N01-09901 テレビ 赤い運命 父よ娘よ、母よ子よ！ 21 1976/9/10 TBS 佐々木守

N01-09900 テレビ 赤い運命 秋風に白く光る殺意 22 1976/9/17 TBS 佐々木守

N01-09899 テレビ 赤い運命 父ふたり、母ふたり 23 1976/9/24 TBS 佐々木守

N01-09898 テレビ 赤い運命 父の願い、娘の願い 26 1976/10/15 TBS 佐々木守

N01-09897 テレビ 赤い運命 愛するがゆえの決別 27 1976/10/22 TBS 佐々木守

N01-09896 テレビ 赤い運命 運命の父と娘に幸せは？ 28(終) 1976/10/29 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-16801 テレビ 赤井川家の客間 [1967]/11/5
中部日本放

送
木下恵介

N01-09471 テレビ 赤い絆 重い夜明け 1 1977/12/2 東京放送 佐々木守

N01-09472 テレビ 赤い絆 撮影台本 2 1977/12/9 東京放送 佐々木守

N01-09473 テレビ 赤い絆 3 1977/12/16 東京放送 佐々木守

N01-09474 テレビ 赤い絆 6 1978/1/6 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09480 テレビ 赤い絆 雪の日の衝撃 7 1978/1/13 東京放送 佐々木守

N01-09481 テレビ 赤い絆 砂の上のガラスのしあわせ 8 1978/1/20 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09482 テレビ 赤い絆 11 1978/2/10 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09483 テレビ 赤い絆 ふたりだけの結婚 12 1978/2/17 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09484 テレビ 赤い絆 引き裂かれた二人の夜 13 1978/2/24 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09485 テレビ 赤い絆 16 1978/3/17 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09486 テレビ 赤い絆 もう一つの忌わしい過去 17 1978/3/24 東京放送 佐々木守
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N01-09475 テレビ 赤い絆 母よ!ただ一人の母よ 撮影台本 18 1978/3/31 東京放送 佐々木守

N01-09476 テレビ 赤い絆 憎むべき男、その人は父！ 19 1978/4/7 東京放送 佐々木守

N01-09477 テレビ 赤い絆 闇からの声が恵子を呼んだ 24 1978/5/12 東京放送 佐々木守

N01-09478 テレビ 赤い絆 25 1978/5/19 東京放送 佐々木守、今井詔二

N01-09460 テレビ 赤い絆 27 1978/6/2 東京放送 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09461 テレビ 赤い絆 若き絆の旅立ち 28(終) 1978/6/9 東京放送 佐々木守

M013 N01-40324 テレビ 赤い銀座 5 1957/1/4 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40325 テレビ 赤い銀座 6 1957/1/11 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40326 テレビ 赤い銀座 7 1957/1/18 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40327 テレビ 赤い銀座 8 1957/1/25 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

N01-03147 ラジオ 赤い靴 (?)/5/5 東京放送 堀江史朗

N01-04870-03 テレビ 赤い酋長の身代金 3 (?) 藤沢桓夫

M008 N01-40196 ラジオ 赤い信号 1956/8/10 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-05511 ラジオ 赤い太鼓 1962/11/26 NHK 沼田幸二
デジタル
化（館
内）

N01-09163 テレビ 赤い魂 5 1980/5/2 TBS 佐々木守

N01-09164 テレビ 赤い魂 過去が招く新たな涙 9 1980/5/30 TBS 佐々木守

N01-09165 テレビ 赤い魂 今日、激しい愛を知った 10 1980/6/6 TBS 佐々木守

N01-09166 テレビ 赤い魂 疑惑と殺意が炎になった 13 1980/6/27 TBS 佐々木守

N01-26418 テレビ 赤い魂 衝撃が激流になって奔った 14 1980/7/4 TBS 佐々木守

N01-26419 テレビ 赤い魂 今、別れのとき… 17 1980/7/25 TBS 佐々木守

N01-09180 テレビ 赤い魂 18 1980/8/1 TBS 佐々木守

N01-08344 テレビ 赤い椿の花 ジェット・コースター 13 1961/6/30 NHK 若杉光夫
デジタル
化（館
内）

N01-08345 テレビ 赤い椿の花 初恋 14 1961/7/7 NHK 若杉光夫
デジタル
化（館
内）

N01-50187 テレビ 赤い電話帳 第一章 演出用 (?) 毎日放送 大野靖子

N01-04378 ラジオ 赤いドレスの女 1964/7/24 朝日放送 茂木草介

N01-08955 テレビ 紅い花 1976/10/22 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-08958 テレビ 紅い花 (?) NHK 大野靖子

N01-24591 テレビ 紅い花 1976/3/(?) NHK 大野靖子

N01-50147 テレビ 紅い花 (?) NHK 大野靖子

N01-50148 テレビ 紅い花 (?) NHK 大野靖子

N01-10807 ラジオ 赤いパラソル 1976/6/19 NHK-FM 高谷信之

N01-26423 ラジオ 赤いパラソル 1976/6/19 NHK-FM 高谷信之

N01-05208 テレビ 赤い火を何時か 1963/[11/28]
テレビ西日
本(日本テレ

ビ)
国弘威雄、岡本愛彦

N01-08142 テレビ 赤い火を何時か 最終稿 1963/(?)/(?)
テレビ西日

本
国弘威雄

N01-12251 ラジオ 赤いペガサス 1～5 (?)/6/12～16
ニッポン放

送
水原明人

N01-12252 ラジオ 赤いペガサス 6～10 (?)/6/19～23
ニッポン放

送
水原明人

N01-12253 ラジオ 赤いペガサス 11～15 (?)/6/26～30
ニッポン放

送
水原明人



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18039 テレビ 赤い迷路 1 1974/10/4 TBS 池上金男、藤原弘
デジタル
化（館
内）

N01-51166 テレビ 赤い迷路 ある過去 6 1974/11/8 TBS 佐々木守

N01-51217 テレビ 赤い迷路 激情 9 1974/11/29 TBS 佐々木守

N01-51216 テレビ 赤い迷路 恋祭り 12 1974/12/20 TBS 佐々木守

N01-51215 テレビ 赤い迷路 冬の抱擁 15 1975/1/10 TBS 佐々木守

N01-51214 テレビ 赤い迷路 明子の海 18 1975/1/31 TBS 佐々木守

N01-51213 テレビ 赤い迷路 春の十字架 22 1975/2/28 TBS 佐々木守

N01-51212 テレビ 赤い迷路 呪い人形 24 1975/3/14 TBS 佐々木守

N01-51211 テレビ 赤い迷路 母の山脈 25 1975/3/21 TBS 佐々木守

N01-51210 テレビ 赤い迷路 父と娘 26(終) 1975/3/28 TBS 佐々木守

N01-05129 テレビ 赤ちゃん 1959/10/28 日本テレビ 井手雅人

N01-09328 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 1 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09329 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 2 (?) フジテレビ

N01-09330 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 3 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09331 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 4 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09332 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 5 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09327 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 6 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09324 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 準備稿 7 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09325 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 7 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09326 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 8 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09388 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 9 (?)/6/28 フジテレビ 佐々木守

N01-51182 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 10 [1975]/7/5 フジテレビ 佐々木守

N01-51209 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 11 [1975]/7/12 フジテレビ 佐々木守

N01-51183 テレビ 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 12(終) [1975]/7/19 フジテレビ 佐々木守

N01-18768 テレビ 赤ちゃんショー ママと赤ちゃん　春の装い 1 1969/4/5 TBS 遠藤淳

N01-18767 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの名は？ 2 1969/4/12 TBS 遠藤淳

N01-18764 テレビ 赤ちゃんショー 春の育児テスト 3 1969/4/19 TBS 遠藤淳

N01-18766 テレビ 赤ちゃんショー ママの生活の智恵 4 1969/4/26 TBS 遠藤淳

N01-18763 テレビ 赤ちゃんショー 写真教室 5 1969/5/3 TBS 遠藤淳

N01-19067 テレビ 赤ちゃんショー 働くお母さん [6] 1969/5/10 TBS 遠藤淳

N01-18762 テレビ 赤ちゃんショー 7 1969/5/17 TBS 遠藤淳

N01-18760 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんのしつけ 8 1969/5/24 TBS 遠藤淳

N01-18761 テレビ 赤ちゃんショー 世界の育児 9 1969/5/31 TBS 遠藤淳

N01-18754 テレビ 赤ちゃんショー 世界の育児 10 1969/6/7 TBS 遠藤淳

N01-18759 テレビ 赤ちゃんショー 離乳食の心得 11 1969/6/14 TBS 遠藤淳

N01-18758 テレビ 赤ちゃんショー 育児の不安 12 1969/6/21 TBS 遠藤淳

N01-18757 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの入浴 13 1969/6/28 TBS 遠藤淳



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18756 テレビ 赤ちゃんショー 2才児のしつけ 14 1969/7/5 TBS 遠藤淳

N01-18984 テレビ 赤ちゃんショー 夏の育児テスト 15 1969/7/12 TBS 遠藤淳

N01-19001 テレビ 赤ちゃんショー 子供の遊び着 16 1969/7/19 TBS 遠藤淳

N01-18985 テレビ 赤ちゃんショー 最近の育児 17 1969/7/26 TBS 遠藤淳

N01-18986 テレビ 赤ちゃんショー オモチャの世界 18 1969/8/2 TBS 遠藤淳

N01-18987 テレビ 赤ちゃんショー 19 1969/8/9 TBS 遠藤淳

N01-19046 テレビ 赤ちゃんショー 真夏の離乳食 20 1969/8/16 TBS 遠藤淳

N01-19052 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの食器 21 1969/8/23 TBS 遠藤淳

N01-19068 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの色と音 22 1969/8/30 TBS 遠藤淳

N01-19069 テレビ 赤ちゃんショー 育児書あれこれ 23 1969/9/6 TBS 遠藤淳

N01-19012 テレビ 赤ちゃんショー パパの育児テスト 24 1969/9/13 TBS 遠藤淳

N01-19013 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの言葉 25 1969/9/20 TBS 遠藤淳

N01-19070 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの才能発見と育成 26 1969/9/27 TBS 遠藤淳

N01-19071 テレビ 赤ちゃんショー 母性愛とは 27 1969/10/4 TBS 遠藤淳

N01-18982 テレビ 赤ちゃんショー 秋の健康診断 28 1969/10/11 TBS 遠藤淳

N01-18983 テレビ 赤ちゃんショー 指圧で育児を 29 1969/10/18 TBS 遠藤淳

N01-19089 テレビ 赤ちゃんショー 育児のうつりかわり 30 1969/10/25 TBS 遠藤淳

N01-19125 テレビ 赤ちゃんショー 妊産婦の母親教室 31 1969/11/1 TBS 遠藤淳

N01-18746 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんのオムツ 32 1969/11/8 TBS 遠藤淳

N01-19060 テレビ 赤ちゃんショー 指圧教室 33 1969/11/15 TBS 遠藤淳

N01-19005 テレビ 赤ちゃんショー 34 1969/11/22 TBS 遠藤淳

N01-19017 テレビ 赤ちゃんショー 風邪 35 1969/11/29 TBS 遠藤淳

N01-19018 テレビ 赤ちゃんショー ママの栄養診断 36 1969/12/6 TBS 遠藤淳

N01-18745 テレビ 赤ちゃんショー ミルクの与え方 37 1969/12/13 TBS 遠藤淳

N01-18988 テレビ 赤ちゃんショー
みんなで遊ぼう　ファミリー

ゲーム
38 1969/12/20 TBS 遠藤淳

N01-19008 テレビ 赤ちゃんショー お正月の育児 39 1969/12/27 TBS 遠藤淳

N01-19007 テレビ 赤ちゃんショー 世界の赤ちゃん 40 1970/1/3 TBS 遠藤淳

N01-19014 テレビ 赤ちゃんショー 育児の迷信 41 1970/1/10 TBS 遠藤淳

N01-18743 テレビ 赤ちゃんショー 冬の健康診断 42 1970/1/17 TBS 遠藤淳

N01-18770 テレビ 赤ちゃんショー 未開民族の母と子 42 1970/1/24 TBS 遠藤淳

N01-18771 テレビ 赤ちゃんショー 歯の健康と虫歯 44 1970/1/31 TBS 遠藤淳

N01-19010 テレビ 赤ちゃんショー 45 1970/2/7 TBS 遠藤淳

N01-19016 テレビ 赤ちゃんショー 国分式育児テスト 46 1970/2/14 TBS 遠藤淳

N01-19011 テレビ 赤ちゃんショー
私の体験的育児－健康優良

児と母－
47 1970/2/21 TBS 遠藤淳

N01-19009 テレビ 赤ちゃんショー 冬から春への育児（麻疹） 48 1970/2/28 TBS 遠藤淳

N01-19051 テレビ 赤ちゃんショー 育児用品あれこれ 49 1970/3/7 TBS 遠藤淳

N01-18775 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの耳鼻喉 50 1970/3/14 TBS 遠藤淳
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N01-19002 テレビ 赤ちゃんショー 東北、僻地の育児 51 1970/3/21 TBS 遠藤淳

N01-18747 テレビ 赤ちゃんショー 乳児院 52 1970/3/28 TBS 遠藤淳

N01-18744 テレビ 赤ちゃんショー 父親と育児 53 1970/4/4 TBS 遠藤淳

N01-19015 テレビ 赤ちゃんショー 春の育児 54 1970/4/11 TBS 遠藤淳

N01-18774 テレビ 赤ちゃんショー 57 1970/5/2 TBS 遠藤淳

N01-26447 テレビ 赤ちゃんショー 子供の玩具(2～3才児) 58 1970/5/9 TBS 遠藤淳

N01-18750 テレビ 赤ちゃんショー おしりのしつけ 59 1970/5/16 TBS 遠藤淳

N01-18749 テレビ 赤ちゃんショー ふとりすぎの赤ちゃん 60 1970/5/23 TBS 遠藤淳

N01-18748 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃん診察室 61 1970/5/30 TBS 遠藤淳

N01-19118 テレビ 赤ちゃんショー 団地の育児 62 1970/6/6 TBS 遠藤淳

N01-19020 テレビ 赤ちゃんショー 65 1970/6/27 TBS 遠藤淳

N01-19019 テレビ 赤ちゃんショー 夏の育児 66 1970/7/4 TBS 遠藤淳

N01-18772 テレビ 赤ちゃんショー 69 1970/7/25 TBS 遠藤淳

N01-19120 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの泣き声診断 70 1970/8/1 TBS 遠藤淳

N01-18755 テレビ 赤ちゃんショー 私は1才 73 1970/8/22 TBS 遠藤淳

N01-19119 テレビ 赤ちゃんショー 74 1970/8/29 TBS 遠藤淳

N01-19105 テレビ 赤ちゃんショー お誕生の贈り物 [76] 1970/9/19 TBS 遠藤淳

N01-19056 テレビ 赤ちゃんショー [77] 1970/9/26 TBS 遠藤淳

N01-19055 テレビ 赤ちゃんショー 幼児と絵本 [80] 1970/10/17 TBS 遠藤淳

N01-19121 テレビ 赤ちゃんショー 薬のおはなし [81] 1970/10/24 TBS 遠藤淳

N01-18751 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの乾布マッサージ [84] 1970/11/14 TBS 遠藤淳

N01-18769 テレビ 赤ちゃんショー 上の子・下の子 [85] 1970/11/21 TBS 遠藤淳

N01-19124 テレビ 赤ちゃんショー [86] 1970/11/28 TBS 遠藤淳

N01-19123 テレビ 赤ちゃんショー [87] 1970/12/5 TBS 遠藤淳

N01-19072 テレビ 赤ちゃんショー [90] 1970/12/26 TBS 遠藤淳

N01-19122 テレビ 赤ちゃんショー 冬の妊産婦 92 1971/1/9 TBS 遠藤淳

N01-18752 テレビ 赤ちゃんショー 幼児の才能教育 94 1971/1/23 TBS 遠藤淳

N01-18753 テレビ 赤ちゃんショー 95 1971/1/30 TBS 遠藤淳

N01-19003 テレビ 赤ちゃんショー 水ぼうそうの予防と処置 99 1971/2/20 TBS 遠藤淳

N01-19004 テレビ 赤ちゃんショー
たいへんです！！三つ子の育

児
100 1971/2/27 TBS 遠藤淳

N01-19053 テレビ 赤ちゃんショー
ところかわれば　世界のおん

ぶ
103 1971/3/20 TBS 遠藤淳

N01-19054 テレビ 赤ちゃんショー 104 1971/3/27 TBS 遠藤淳

N01-19115 テレビ 赤ちゃんショー 左ききのはなし 107 1971/4/17 TBS 遠藤淳

N01-19050 テレビ 赤ちゃんショー 新しい赤ちゃんの標準 108 1971/4/24 TBS 遠藤淳

N01-19049 テレビ 赤ちゃんショー 夏のマタニティーファッション 111 1971/5/15 TBS 遠藤淳

N01-19048 テレビ 赤ちゃんショー 耳ってなーに？ 112 1971/5/22 TBS 遠藤淳

N01-19078 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんスナック拝見 115 1971/6/12 TBS 遠藤淳
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N01-19047 テレビ 赤ちゃんショー 離乳食を食べやすく 116 1971/6/19 TBS 遠藤淳

N01-19096 テレビ 赤ちゃんショー おもちゃの役目 119 1971/7/10 TBS 遠藤淳

N01-19094 テレビ 赤ちゃんショー 夏の入浴 120 1971/7/17 TBS 遠藤淳

N01-19077 テレビ 赤ちゃんショー 八月と赤ちゃん 123 1971/8/7 TBS 遠藤淳

N01-19116 テレビ 赤ちゃんショー 湿疹のはなし 124 1971/8/14 TBS 遠藤淳

N01-19095 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんのオナラ 125 1971/8/21 TBS 遠藤淳

N01-19106 テレビ 赤ちゃんショー 育児のスキンシップ 128 1971/9/11 TBS 遠藤淳

N01-19107 テレビ 赤ちゃんショー 若いママへ…… 130 1971/10/2 TBS 遠藤淳

N01-19099 テレビ 赤ちゃんショー 予防接種相談特集 131 1971/10/9 TBS 遠藤淳

N01-19100 テレビ 赤ちゃんショー 職場の育児休暇 135 1971/10/30 TBS 遠藤淳

N01-19101 テレビ 赤ちゃんショー 先生きいて下さい！！ 136 1971/11/6 TBS 遠藤淳

N01-19102 テレビ 赤ちゃんショー 母子同室異室 139 1971/11/27 TBS 遠藤淳

N01-19097 テレビ 赤ちゃんショー 冬とおむつ 140 1971/12/4 TBS 遠藤淳

N01-19098 テレビ 赤ちゃんショー 年末年始育児べからず集 143 1971/12/25 TBS 遠藤淳

N01-19090 テレビ 赤ちゃんショー にっぽんの童謡 144 1972/1/18 TBS 遠藤淳

N01-19091 テレビ 赤ちゃんショー 防寒着その昔 148 1972/1/29 TBS 遠藤淳

N01-19092 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんのお肌 149 1972/2/5 TBS 遠藤淳

N01-19081 テレビ 赤ちゃんショー 天使のことば 152 1972/2/26 TBS 遠藤淳

N01-19082 テレビ 赤ちゃんショー 血液型不適合 153 1972/3/4 TBS 遠藤淳

N01-19042 テレビ 赤ちゃんショー おむつをはずすコツ 156 1972/3/25 TBS 遠藤淳

N01-19043 テレビ 赤ちゃんショー ウソかまことか育児の常識 157 1972/4/1 TBS 遠藤淳

N01-19044 テレビ 赤ちゃんショー こちら産前小児科 159 1972/4/15 TBS 遠藤淳

N01-19093 テレビ 赤ちゃんショー 母子手帳をみなおそう 160 1972/4/22 TBS 遠藤淳

N01-19076 テレビ 赤ちゃんショー けがと応急処置 161 1972/4/29 TBS 遠藤淳

N01-19117 テレビ 赤ちゃんショー 親と子の体質 164 1972/5/20 TBS 遠藤淳

N01-19045 テレビ 赤ちゃんショー 食欲と色 165 1972/5/27 TBS 遠藤淳

N01-19073 テレビ 赤ちゃんショー
おすわりするころのチェックポ

イント
168 1972/6/17 TBS 遠藤淳

N01-19074 テレビ 赤ちゃんショー 冷たい食べもの 169 1972/6/24 TBS 遠藤淳

N01-19021 テレビ 赤ちゃんショー いのち 172 1972/7/15 TBS 遠藤淳

N01-19022 テレビ 赤ちゃんショー ママの床屋さん 173 1972/7/22 TBS 遠藤淳

N01-18993 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんと殺虫剤 176 1972/8/12 TBS 遠藤淳

N01-19023 テレビ 赤ちゃんショー アザ・イボ・ホクロ 177 1972/8/19 TBS 遠藤淳

N01-18992 テレビ 赤ちゃんショー 夏の保育所 178 1972/8/26 TBS 遠藤淳

N01-18991 テレビ 赤ちゃんショー 汗だく育児をふりかえって… 179 1972/9/2 TBS 遠藤淳

N01-18990 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんの睡眠サイクル 182 1972/9/23 TBS 遠藤淳

N01-19028 テレビ 赤ちゃんショー 乳児死亡ゼロの村 183 1972/9/30 TBS 遠藤淳

N01-19027 テレビ 赤ちゃんショー お父さんの役わり 184 1972/10/7 TBS 森下研
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N01-19024 テレビ 赤ちゃんショー 下痢 [185] 1972/10/14 TBS 森下研

N01-19026 テレビ 赤ちゃんショー こどもの交通事故 186 1972/10/21 TBS 遠藤淳

N01-19025 テレビ 赤ちゃんショー 叱り方おしえます 188 1972/11/4 TBS 遠藤淳

N01-19075 テレビ 赤ちゃんショー 冬の育児作戦 192 1972/12/[2] TBS 遠藤淳

N01-19080 テレビ 赤ちゃんショー 寒さ知らず 193 1972/12/9 TBS 遠藤淳

N01-19079 テレビ 赤ちゃんショー ことしのかぜはこわい！？ 194 1972/12/16 TBS 遠藤淳

N01-19063 テレビ 赤ちゃんショー 夢のはなし 195 1972/12/23 TBS 遠藤淳

N01-19112 テレビ 赤ちゃんショー ヤケドだ大変！ 198 1973/1/13 TBS 遠藤淳

N01-18741 テレビ 赤ちゃんショー くる病～淡路島・洲本の場合 199 1973/1/20 TBS 遠藤淳

N01-19111 テレビ 赤ちゃんショー 母と子の母乳指導 202 1973/2/10 TBS 遠藤淳

N01-19037 テレビ 赤ちゃんショー 離乳 203 1973/2/17 TBS 遠藤淳

N01-18742 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんと動物 206 1973/3/10 TBS 遠藤淳

N01-18996 テレビ 赤ちゃんショー 姿勢を作るのはママ 207 1973/3/17 TBS 遠藤淳

N01-18995 テレビ 赤ちゃんショー 結核は伝染病です 210 1973/4/7 TBS 遠藤淳

N01-18994 テレビ 赤ちゃんショー じょうずな健康相談 211 1973/4/14 TBS 遠藤淳

N01-19110 テレビ 赤ちゃんショー 端午の節句を親として… 214 1973/5/5 TBS 遠藤淳

N01-19109 テレビ 赤ちゃんショー 歩行の発達 215 1973/5/12 TBS 遠藤淳

N01-19108 テレビ 赤ちゃんショー 歯が生えました！ 218 1973/6/2 TBS 遠藤淳

N01-19062 テレビ 赤ちゃんショー 皮膚と石けん 219 1973/6/9 TBS 遠藤淳

N01-18765 テレビ 赤ちゃんショー 心配ですか？夏の下痢 221 1973/6/23 TBS 遠藤淳

N01-19104 テレビ 赤ちゃんショー 保育所への期待 222 1973/6/30 TBS 遠藤淳

N01-19103 テレビ 赤ちゃんショー 夏休みを快適に！ 226 1973/7/28 TBS 遠藤淳

N01-18979 テレビ 赤ちゃんショー 毛の発育はモザイク状 227 1973/8/18 TBS 遠藤淳

N01-19065 テレビ 赤ちゃんショー こうすればヒフは清潔！ 227 1973/8/4 TBS 遠藤淳

N01-18978 テレビ 赤ちゃんショー 爪は健康のバロメーター？！ 228 1973/8/11 TBS 遠藤淳

N01-18977 テレビ 赤ちゃんショー
開拓村をたずねて―北海道中

標津町―
234 1973/9/22 TBS 遠藤淳

N01-19064 テレビ 赤ちゃんショー あそびの誕生 235 1973/9/29 TBS 遠藤淳

N01-19113 テレビ 赤ちゃんショー ほら、耳をすましてごらん 238 1973/10/20 TBS 遠藤淳

N01-19061 テレビ 赤ちゃんショー 大切です！！ひふ感覚 239 1973/10/27 TBS 遠藤淳

N01-19031 テレビ 赤ちゃんショー 食足りて母子健康！ 242 1973/11/17 TBS 遠藤淳

N01-19030 テレビ 赤ちゃんショー 上手に過そう初めての冬！ 243 1973/11/24 TBS 遠藤淳

N01-19029 テレビ 赤ちゃんショー 新しいマタニティ・ウェア 246 1973/12/15 TBS 遠藤淳

N01-19114 テレビ 赤ちゃんショー 太陽の島に育つ 247 1973/12/22 TBS 遠藤淳

N01-18989 テレビ 赤ちゃんショー
ペンとカメラの育児日記―愛

知県豊田市のお母さん―
250 1973/1/12 TBS 遠藤淳

N01-26448 テレビ 赤ちゃんショー
おばあちゃんなしでも大丈

夫？！
251 1974/1/19 TBS 遠藤淳

N01-18980 テレビ 赤ちゃんショー お乳ののませ方 254 1974/2/9 TBS 遠藤敦司

N01-19000 テレビ 赤ちゃんショー あそびを楽しく！ 255 1974/2/16 TBS 遠藤敦司
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N01-18981 テレビ 赤ちゃんショー あそび相手～赤ちゃんと友達 258 1974/3/9 TBS 遠藤敦司

N01-19058 テレビ 赤ちゃんショー
果汁を赤ちゃんに…―離乳準

備―
259 1974/3/16 TBS 遠藤敦司

N01-18976 テレビ 赤ちゃんショー 春です！おんもで健康を… 262 1974/4/6 TBS 遠藤敦司

N01-18999 テレビ 赤ちゃんショー 胎児の診断 263 1974/4/13 TBS 遠藤敦司

N01-18997 テレビ 赤ちゃんショー 元気はつらつな男の子に… 266 1974/5/4 TBS 遠藤敦司

N01-18998 テレビ 赤ちゃんショー 気管に異物が入ったら… 267 1974/5/11 TBS 遠藤敦司

N01-19059 テレビ 赤ちゃんショー 出産まであとわずか… 270 1974/6/1 TBS 遠藤敦司

N01-19038 テレビ 赤ちゃんショー
こわ～いムシ歯―ムシ歯の及

ぼす影響―
271 1974/6/8 TBS 遠藤敦司

N01-19039 テレビ 赤ちゃんショー ボクらみんな裸っ子 274 1974/6/29 TBS 遠藤敦司

N01-19040 テレビ 赤ちゃんショー 生命のリズム・呼吸 275 1974/7/6 TBS 遠藤敦司

N01-19034 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんにも夏休みを 278 1974/7/27 TBS 遠藤敦司

N01-19041 テレビ 赤ちゃんショー 虫さされとアレルギー 279 1974/8/3 TBS 遠藤敦司

N01-19035 テレビ 赤ちゃんショー ボクらの島　神島 282 1974/8/24 TBS 遠藤敦司

N01-19084 テレビ 赤ちゃんショー いざというとき… 283 1974/8/31 TBS 遠藤敦司

N01-19085 テレビ 赤ちゃんショー 赤ちゃんにクダモノを…！ 286 1974/9/21 TBS 遠藤敦司

N01-18773 テレビ 赤ちゃんショー 健康相談－ママの心がまえ－ 287 1974/9/28 TBS 遠藤敦司

N01-19086 テレビ 赤ちゃんショー 予防接種はあわてずに… 290 1974/10/19 TBS 遠藤敦司

N01-19088 テレビ 赤ちゃんショー 国分先生の育児相談承ります 291 1974/10/26 TBS 遠藤敦司

N01-19083 テレビ 赤ちゃんショー 高熱がでたときママは… 294 1974/11/16 TBS 遠藤敦司

N01-19057 テレビ 赤ちゃんショー 上手に使おう！防寒具 298 1974/12/14 TBS 遠藤敦司

N01-19036 テレビ 赤ちゃんショー 家族で楽しむクリスマス 299 1974/12/21 TBS 遠藤敦司

N01-19032 テレビ 赤ちゃんショー
ゼロゼロは病気？―喘鳴と年

齢
302 1975/1/11 TBS 遠藤淳

N01-19033 テレビ 赤ちゃんショー ことばは母子のふれあいから 303 1975/1/18 TBS

N01-19087 テレビ 赤ちゃんショー ふえている！食事アレルギー 306 1975/2/8 TBS 遠藤敦司

N01-19006 テレビ 赤ちゃんショー 知っていますか？心臓の病気 307 1975/2/15 TBS 遠藤敦司

N01-11571 テレビ 暁 第一稿 (?) 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-10805 ラジオ 暁の死線 1975/4/12
NHK第一放

送
稲葉明雄

N01-01799 テレビ 赤と黄と紫 決定稿 1959/12/7 ラジオ東京 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01169 ラジオ 赤西蛎太 (?)/1/20 TBS 円地文子

N01-04212 テレビ 赤西蛎太 (?) 毎日放送 茂木草介

N01-04213 テレビ 赤西蛎太 (?) 毎日放送 茂木草介

N01-11049 テレビ 茜の女 1978/5/2 フジテレビ 平岩弓枝

N01-05484 テレビ 赤鼻勘五郎　－ファルスー 1961/5/17 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-12326 テレビ 赤ひげ ひとり 19 1973/11/10 NHK 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-17012 テレビ 赤ひげ 駆込み訴え 46 1973/9/7 NHK 杉山義法
デジタル
化（館
内）

N01-11241 テレビ 赤福のれん 最終稿 1 [1975]/10/4 フジテレビ 大西信行

N01-11242 テレビ 赤福のれん 決定稿 2 [1975]/10/11 フジテレビ 大西信行
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N01-11243 テレビ 赤福のれん 決定稿 3 [1975]/10/18 フジテレビ 大西信行

N01-11244 テレビ 赤福のれん 決定稿 4 [1975]/10/25 フジテレビ 大西信行

N01-11245 テレビ 赤福のれん 決定稿 5 [1975]/11/1 フジテレビ 大西信行

N01-11246 テレビ 赤福のれん 決定稿 6 [1975]/11/8 フジテレビ 大西信行

N01-11247 テレビ 赤福のれん 決定稿 7 [1975]/11/15 フジテレビ 大西信行

N01-11248 テレビ 赤福のれん 決定稿 8 [1975]/11/22 フジテレビ 大西信行

N01-11249 テレビ 赤福のれん 決定稿 9 [1975]/11/29 フジテレビ 大西信行

N01-11250 テレビ 赤福のれん 決定稿 10 [1975]/12/6 フジテレビ 大西信行

N01-11251 テレビ 赤福のれん 決定稿 11 [1975]/12/13 フジテレビ 大西信行

N01-11252 テレビ 赤福のれん 決定稿 12 [1975]/12/20 フジテレビ 大西信行

N01-11253 テレビ 赤福のれん 決定稿 13(終) [1975]/12/27 フジテレビ 大西信行

N01-13595 テレビ 赤帽かあちゃん（仮題） 1～5 (?) 日本テレビ 竹内勇太郎

N01-13597 テレビ 赤帽かあちゃん 33～35 1977/10/12～14 日本テレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-13594 テレビ 赤帽かあちゃん 36～40 1977/10/17～21 日本テレビ 竹内勇太郎

N01-13596 テレビ 赤帽かあちゃん 41～最終回 1977/10/24～28 日本テレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-03134 テレビ 灯よこの海を照らせ
白州灯台のいしずえ　岩松助

左衛門
決定稿 1961/7/20 NHK 横田弘行

N01-04275 テレビ 灯よこの海を照らせ
白州灯台のいしずえ　岩松助

左ェ門
決定稿 1961/7/20 NHK 横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-51222 テレビ 「明るい」と合うことば 決定稿 (?) 佐々木守

N01-23617 テレビ 明るい昼休み 6 (?)/6/10 TBS 塚田茂

N01-20463 テレビ 合歓の詩　歌おう！！青春の一日 (?)/11/13 フジテレビ 河村シゲル

N01-04938 ラジオ 秋 (?)/9/25 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

ラジオ 昭夫の日記
私・僕・俺　理想をかかげて①

真実を求めて
1974/1/10 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記 ピクニック　豊かな心①人間愛 1974/1/31 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
永遠とは…　豊かな心②けい

けんな心
1974/2/7 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
群集心理　法と秩序①社会の

きまり
1974/2/14 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
真夜中の電話　法と秩序②権

利と義務
1974/2/21 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
万葉　日本人として①国民とし

て
1973/2/28、3/1 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
昭夫の夢　日本人として②国

際理解
1974/3/7・8 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
おたよりありがとう　感想文紹

介
1974/3/14・15 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
緊急動議　自主的な態度と責

任①自主自律
決定稿

1973/4/12・13・
19・20

NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
島田君と風　自主的な態度と

責任②誠実と責任
1973/4/26 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
ナンセンス・ボーイ　集団生活

のルール①集団の規則
1973/5/10・11 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
姉の辞表　集団生活のルール

②きまりをつくる
1973/5/17・18 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
犬嫌い　集団生活の充実①成

員としての義務
1973/5/24 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
にわとり公害　集団生活の充

実②連帯の自覚
1973/5/31 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
郵便局ニュース　家族の一員

として①家族愛
1973/6/7 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
家の顔　家族の一員として②

家族員としての自覚
1973/6/14 NHK 盛善吉

N01-17602

N01-17603
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ラジオ 昭夫の日記
オーマイママ　寛容と謙虚①

寛容な心
1973/6/21 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
のびない奴はかたい　寛容と

謙虚②謙虚な心
1973/6/28 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
坑天50年　生命の尊重①心身

の健康
1973/7/5 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記 感想文の紹介 1973/(?)/(?) NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
ある日突然　生命の尊重②節

度ある生活
1973/9/6 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
たけのこ　強い意志①積極的

な態度
1973/9/13 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
地蔵の首　強い意志②困難に

うちかつ
1973/9/20 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
小さな墓　真の友情①友情の

意味
1973/9/27 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
ひがみ　真の友情②きびしさ

のある友情
1973/10/4 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
母さん　男女のあり方①男女

の協力
1973/10/11 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
いい感じ　男女のあり方②男

女の交際
1973/10/18 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
ボールペンの旅　社会連帯の

自覚①公徳心
1973/10/25・26 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
暴力追放　社会連帯の自覚②

利己心の克服
1973/11/1 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
観音さんの走り使い　真の幸

福①人生の幸福
1973/11/8 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
花仙人　真の幸福②幸福の追

求
1973/11/15・16 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
たずねて・たずねて　勤労と生

きがい①勤労の喜び
1973/11/22 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
勧誘　勤労と生きがい②生き

がい
1973/11/29・30 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
冬の河原　試練に生きる①希

望に生きる
1973/12/6・7 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記
屯海兵夜話　試練に生きる②

試練に耐える
1973/12/13・14 NHK 盛善吉

ラジオ 昭夫の日記 感想文の紹介 1973/12/20・21 NHK 盛善吉

N01-12361 テレビ 秋篠高原人物記 準備稿 3 (?) 日本テレビ 光畑碩郎

平009 N01-45072 ラジオ 秋の記録 1947/10/20 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平010 N01-45085 ラジオ 秋の記録 1948/10/1 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平010 N01-45088 ラジオ 秋の記録 1948/10/1 NHK 内村直也

N01-13394 テレビ 秋の蝶 1966/11/20 TBS 八住利雄
デジタル
化（館
内）

N01-05132 テレビ あきのひとならば 1959/10/17 関西テレビ 依田義賢

N01-26576 資料 あきのひとならば (?) 関西テレビ

N01-51387 テレビ 秋のふたり 改訂稿 1973/10/7 TBS 橋田寿賀子

N01-10444 テレビ 秋は浪花のため息 933 1974/10/27 朝日放送 茂木草介

N01-12335 テレビ 秋は浪花のため息 933 1974/10/27 TBS 茂木草介

M061 N01-41320 テレビ あきれた六花撰 珍説河内山 6 [1958]/1/11 JOKR 佐々木憲

N01-11317 テレビ 悪女について 決定稿 1 1978/4/6 テレビ朝日 大藪郁子
デジタル
化（館
内）

N01-07573 ラジオ 芥川隆行の歌謡人物史 歌は世につれ世は人につれ (?)/3/10～15 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-07557 ラジオ 芥川隆行の歌謡百年史 (?)/5/13～18 文化放送 水原明人、松本醇
デジタル
化（館
内）

N01-07574 ラジオ 芥川隆行の歌謡百年史 (?)/4/29～5/4 文化放送 水原明人、松本醇

N01-21874 ラジオ 芥川隆行の歌謡百年史 (?)/12/16～21 文化放送 水原明人

N01-11076 テレビ 悪の紋章 3 1979/2/3 フジテレビ 国弘威雄

N01-17604
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M019 N01-40470 テレビ 悪魔と時計 1956/6/9 NHK 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-10794 ラジオ 悪魔の手毬唄 1 1976/8/9
NHK第一放

送
能勢紘也

N01-16815 テレビ 悪魔のようなすてきな奴 1964/5/(?) NET 大和久守正
デジタル
化（館
内）

N01-19827 テレビ 悪魔持って来い 決定稿 16 (?)/9/20
日本教育テ

レビ
冗談工房

デジタル
化（館
内）

N01-08420 テレビ 悪名高き女 2 1962/12/10 日本テレビ 松本昭典

N01-08421 テレビ 悪名高き女 4 1962/12/24 日本テレビ 松本昭典

N01-05625 ラジオ 明けましてお目出とう 1962/1/1 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05626 ラジオ 明けましてお目出とう 1962/1/1 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05627 ラジオ 明けましてお目出とう 1960/1/1 木多内淳

N01-05948 ラジオ 明けましてお目出とう 1960/1/1 木多内淳

N01-12998 テレビ アケミの門出 1 1976/2/16 NHK 岸宏子

N01-12999 テレビ アケミの門出 2 1976/2/17 NHK 岸宏子

N01-13000 テレビ アケミの門出 3 1976/2/18 NHK 岸宏子

N01-13001 テレビ アケミの門出 4 1976/2/23 NHK 岸宏子

N01-13002 テレビ アケミの門出 5 1976/2/24 NHK 岸宏子

N01-13003 テレビ アケミの門出 6(終) 1976/2/25 NHK 岸宏子

N01-24026 テレビ 明けゆく日本列島 1961/1/1 TBS

N01-13176 テレビ あこがれ共同隊 決定稿 10 [1975]/8/8 TBS 柴英三郎

N01-07769 ラジオ 朝丘雪路ショー 1960/2/8～14
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

デジタル
化（館
内）

N01-12543 ラジオ 朝丘雪路の日記帖
(?)/9/18、19、21

～26、28～30
文化放送 水原明人

N01-12548 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 7～18
(?)/1/23～28、

30～2/4
文化放送

水原明人（7、10、14）、神吉拓郎
（8、12、13、16）、岡本克己（9、11、

15）

N01-12546 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 127～138
(?)/6/12～17、

19～24
文化放送

岡本克己（127～129、136～138）、
水原明人（130～135）

N01-12547 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 284～295
(?)/12/11～16、

18～23
文化放送

水原明人（284～289）、岡本克己
（290～295）

N01-12550 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 473～478
(?)/7/19～21、

23～25
文化放送 水原明人、岡本克己

N01-12544 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 631～645
(?)/1/17～19、

21～26、28～2/2
文化放送

岡本克己（631～634、640～645）、
水原明人（635～639）

N01-12545 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 646～657
(?)/2/4～9、11

～16
文化放送

水原明人（646～651）、岡本克己
（652～657）

N01-12549 ラジオ 朝丘雪路の日記帖 903～914
(?)/12/9～14、

16～21
文化放送

水原明人（903～908）、岡本克己
（909～914）

N01-11892 ラジオ 朝丘雪路の夢のデイト 197～208 (?)/5/17～29 文化放送
岡本克己、大倉徹也、水原明人、藤

川桂介

N01-11891 ラジオ 朝丘雪路の夢のデイト 233～243 (?)/6/28～7/10 文化放送 岡本克己、大倉徹也、水原明人

N01-03476 テレビ 朝霧 (?)/5/10 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-00860 テレビ 浅草ろまねすく 前編 スタッフ決定稿 1962/6/1 TBS 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-04814 テレビ 朝子の子供たち 1961/(?)/(?) フジテレビ 山本雪夫、松田暢子、山中恒

平020 N01-45150 ラジオ 朝子の日記 1952/9/5 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-01122 テレビ あざのある女 1959/10/25
ラジオ東京

テレビ
矢代静一

デジタル
化（館
内）

N01-05130 テレビ あざのある女 1959/10/25 KRT 矢代静一

N01-12322 テレビ 朝のかなしみ 1972/11/12 NHK 清岡卓行
デジタル
化（館
内）

N01-24582 テレビ 朝のかなしみ (?) NHK 清岡卓行
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N01-03238 テレビ 朝の画廊 1 1963/10/13 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03239 テレビ 朝の画廊 2 1963/10/20 NHK大阪 茂木草介

N01-03240 テレビ 朝の画廊 3 1963/10/27 NHK大阪 茂木草介

N01-03474 テレビ 朝の画廊 3 1963/10/27 NHK大阪 茂木草介

N01-03241 テレビ 朝の画廊 4 1963/11/3 NHK大阪 茂木草介

N01-03242 テレビ 朝の画廊 5 1963/11/10 NHK大阪 茂木草介

N01-03243 テレビ 朝の画廊 6 1963/11/17 NHK大阪 茂木草介

N01-03244 テレビ 朝の画廊 7 1963/11/24 NHK大阪 茂木草介

N01-03245 テレビ 朝の画廊 8 1963/12/1 NHK大阪 茂木草介

N01-03265 テレビ 朝の画廊 8 1963/12/1 NHK大阪 茂木草介

N01-03246 テレビ 朝の画廊 11 1963/12/22 NHK大阪 茂木草介

N01-04373 テレビ 朝の画廊 12 1963/12/29 NHK大阪 茂木草介

N01-04374 テレビ 朝の画廊 13 1964/1/5 NHK大阪 茂木草介

N01-04375 テレビ 朝の画廊 14 1964/1/12 NHK大阪 茂木草介

N01-04376 テレビ 朝の画廊 16 1964/1/26 NHK大阪 茂木草介

N01-03264 テレビ 朝の画廊 17 1964/2/2 NHK大阪 茂木草介

N01-04377 テレビ 朝の画廊 17 1964/2/2 NHK大阪 茂木草介

N01-03247 テレビ 朝の画廊 19 1964/2/16 NHK大阪 茂木草介

N01-03266 テレビ 朝の画廊 19 1964/2/16 NHK大阪 茂木草介

N01-03248 テレビ 朝の画廊 21 1964/3/1 NHK大阪 茂木草介

N01-03249 テレビ 朝の画廊 22 1964/3/8 NHK大阪 茂木草介

N01-03480 テレビ 朝の画廊 22 1964/3/8 NHK大阪 茂木草介

N01-03470 テレビ 朝の画廊 25(終) 1964/4/5 NHK大阪 茂木草介

N01-03467 テレビ 朝の画廊
オーディション

用
(?) 茂木草介

M020 N01-40499 ラジオ 朝の口笛　青春家族 1956/11/16 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）

M020 N01-40501 ラジオ 朝の口笛　青春家族 12 1956/11/17 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）

N01-13192 テレビ 朝の波紋 決定稿 1 1967/1/5 NET 田村孝二

平生原
稿003

N01-45261 資料 朝の旅情(挿入タバコ随想) (?) TBS 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-17576 ラジオ 朝はだんだん見えて来る 新鋭作家シリーズ② 1978/4/14 NHK 片山明子

N01-20948 テレビ 朝日放送’80美の祭典 1980/9/15 テレビ朝日 保富康午

N01-00568 テレビ 浅間の殿様 (?) 北條秀司

M013 N01-40318 ラジオ あざみの抗議 1 1956/7/4 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40319 ラジオ あざみの抗議 2 1956/7/11 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40320 ラジオ あざみの抗議 3 1956/7/18 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-50188 テレビ あざやかな手 第二稿 (?)/2/15 フジテレビ 大野靖子

N01-50189 テレビ あざやかな手 第二稿 (?)/2/15 フジテレビ 大野靖子

N01-03418 テレビ 朝焼け富士 深夜の人々 決定稿 1 1959/9/5 KRT 窪田篤人
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N01-01166 ラジオ 脚・五十年 1958/12/8 NHK 八木沢武孝

N01-09688 テレビ アジアの曙 決定稿 1 (?)/12/9 TBS 佐々木守、田村孟

N01-09687 テレビ アジアの曙 決定稿 2 (?)/12/16 TBS 佐々木守、田村孟

N01-03442 資料 アジアの曙 大陸の憂愁(仮題) 3 [1964/12/23] TBS 佐々木守

N01-09686 テレビ アジアの曙 決定稿 3 (?)/12/23 TBS 佐々木守、田村孟

N01-03441 テレビ アジアの曙 大陸の憂愁(仮題) 4 [1964/12/30] TBS 佐々木守

N01-09685 テレビ アジアの曙 準備稿 4 (?) TBS 佐々木守、田村孟

N01-09684 テレビ アジアの曙 決定稿 5 (?)/1/6 TBS 佐々木守、田村孟

N01-09683 テレビ アジアの曙 決定稿 6 (?)/1/13 TBS 佐々木守、田村孟

N01-09682 テレビ アジアの曙 決定稿 7 (?)/1/20 TBS 佐々木守、石堂淑朗

N01-09681 テレビ アジアの曙 8 (?)/1/27 TBS 佐々木守、石堂淑朗

N01-09680 テレビ アジアの曙 決定稿 9 (?)/2/3 TBS 佐々木守、石堂淑朗

N01-09679 テレビ アジアの曙 決定稿 10 (?)/2/10 TBS 佐々木守、田村孟

N01-09678 テレビ アジアの曙 決定稿 11 (?)/2/17 TBS 佐々木守、田村孟

N01-09677 テレビ アジアの曙 決定稿 12 (?)/2/24 TBS 佐々木守、石堂淑朗

N01-09676 テレビ アジアの曙 決定稿 12後半～13 (?)/3/3 TBS 佐々木守、田村孟

平002 N01-45008 ラジオ 足音 [1948]/6/3 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02464 ラジオ 紫陽花 1957/6/26 NHK 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-03337 ラジオ 足摺岬 1962/2/13
大阪中央放

送局
茂木草介

N01-11038 テレビ あした天気に 25(終) (?)/3/25 フジテレビ 平岩弓枝
デジタル
化（館
内）

N01-11055 テレビ あした天気に 1 (?)/10/1 フジテレビ 平岩弓枝

N01-11254 テレビ 明日天気にしておくれ 決定稿 1 (?) フジテレビ 寺島アキ子

N01-11255 テレビ 明日天気にしておくれ 決定稿 5 (?) フジテレビ 寺島アキ子

N01-11256 テレビ 明日天気にしておくれ 6 (?) フジテレビ 寺島アキ子

N01-11257 テレビ 明日天気にしておくれ 7 (?) フジテレビ 寺島アキ子

N01-24444 テレビ あした泣く 決定稿 7 [1978]/11/16 [MBS] 宮川一郎

N01-24445 テレビ あした泣く 決定稿 12 [1978]/12/21 [MBS] 宮川一郎

N01-24446 テレビ あした泣く 決定稿 13(終) [1978]/12/28 [MBS] 宮川一郎

N01-13716 テレビ あしたの海 スタッフ稿 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子

N01-13874 テレビ あしたの海 決定稿 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子

N01-13875 テレビ あしたの海 準備稿 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子

N01-13876 テレビ あしたの海 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子

N01-16554 テレビ あしたの海 テキスト用 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子
デジタル
化（館
内）

N01-16555 テレビ あしたの海 テキスト用 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子

N01-16556 テレビ あしたの海 テキスト用 1083 1977/9/11 TBS 橋田寿賀子

N01-13393 テレビ あしたの家族 静かな夜 1966/11/20 NHK 須川栄三
デジタル
化（館
内）

N01-11766 テレビ 明日の刑事 52 (?) TBS 今井詔二
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N01-26575 資料 明日の幸福 (?) NETテレビ 井手俊郎

N01-11803 テレビ 明日のしあわせ 決定稿 2 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、若尾徳平

N01-11804 テレビ 明日のしあわせ 分冊(差込台本) 2 (?)

N01-11805 テレビ 明日のしあわせ 女がたてた波と風 決定稿 3 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、向田邦子

N01-11806 テレビ 明日のしあわせ 駈け落ちのすすめ 決定稿 4 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎

N01-11807 テレビ 明日のしあわせ 気になるあいつ 決定稿 6 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、鎌田敏夫

N01-11808 テレビ 明日のしあわせ 女難の秋 決定稿 7 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、吉田義昭

N01-11809 テレビ 明日のしあわせ ラブレターの季節 9 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、鎌田敏夫

N01-11810 テレビ 明日のしあわせ 女ふたり 決定稿 10 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、若尾徳平

N01-11811 テレビ 明日のしあわせ 嫁と妻の間で… 決定稿 11 [1970]/(?)/(?) NET 井手俊郎、吉田義昭

N01-26637 ラジオ 明日をうたおう (?)/5/2～7 保富康午

N01-01659 テレビ 芦の湖の水 初稿 1963/10/20 NHK 横田弘行

N01-01661 テレビ 芦の湖の水 第二稿 1963/10/20 NHK 横田弘行

N01-01662 テレビ 芦の湖の水 決定稿 1963/10/20 NHK 横田弘行

N01-03020 ラジオ 味の素ミュージックレストラン ラテン・アメリカ音楽特集 59 (?)/2/12

N01-02533 テレビ 足もとの小さなあかり 1960/9/23 東海テレビ 岸宏子

N01-04876 テレビ 芦屋川 [1964/5/5]
CX（関西テ

レビ）
石浜恒夫

N01-04877 テレビ 芦屋川 [1964/5/5]
CX（関西テ

レビ）
石浜恒夫

N01-04878 テレビ 芦屋川 美しい翳り 準備稿 1 1964/5/7 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04879 テレビ 芦屋川 美しい翳り 1 1964/5/7 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04880 テレビ 芦屋川 美しい翳り 1 [1964/5/5] 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04881 テレビ 芦屋川 美しい翳り 1 1964/5/5 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04882 テレビ 芦屋川 美しい翳り 決定稿 1 1964/5/5 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04883 テレビ 芦屋川 愛情のかたち 2 1964/5/12 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04884 テレビ 芦屋川 誘いのとき 準備稿 3 1964/5/19 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04885 テレビ 芦屋川 誘いのとき 3 1964/5/19 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04886 テレビ 芦屋川 誘いのとき 3 1964/5/19 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04887 テレビ 芦屋川 愛の狂咲き 4 1964/5/26 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04888 テレビ 芦屋川 愛の狂咲き 4 1964/5/26 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04889 テレビ 芦屋川 女の倫理 5 1964/6/2 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04890 テレビ 芦屋川 女の倫理 5 1964/6/2 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04891 テレビ 芦屋川 女の倫理 5 1964/6/2 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04892 テレビ 芦屋川 燦めきの夜 6 1964/6/9 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04893 テレビ 芦屋川 燦めきの夜 6 1964/6/9 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04894 テレビ 芦屋川 移り気な日々 7 1964/6/16 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04895 テレビ 芦屋川 わがままな季節 8 1964/6/23 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04896 テレビ 芦屋川 わがままな季節 8 1964/6/23 関西テレビ 石浜恒夫
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N01-04897 テレビ 芦屋川 わがままな季節 8 1964/6/23 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04898 テレビ 芦屋川 わがままな季節 8 1964/6/23 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04899 テレビ 芦屋川 惑いと怒り 9 1964/6/30 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04900 テレビ 芦屋川 惑いと怒り 9 1964/6/30 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04901 テレビ 芦屋川 秘密とこころ 10 1964/7/7 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04902 テレビ 芦屋川 宝石の感情 11 1964/7/14 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04903 テレビ 芦屋川 宝石の感情 11 1964/7/14 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04904 テレビ 芦屋川 傷だらけの宝石 12 1964/7/21 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04905 テレビ 芦屋川 傷だらけの宝石 12 1964/7/21 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04906 テレビ 芦屋川 掌上の宝石 13 1964/7/28 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04907 テレビ 芦屋川 掌上の宝石 13 1964/7/28 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04908 テレビ 芦屋川 硝子の指輪 14 1964/8/3 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04909 テレビ 芦屋川 硝子の指輪 14 1964/8/3 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04910 テレビ 芦屋川 はだしの美加 15 1964/8/11 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04911 テレビ 芦屋川 はだしの美加 15 1964/8/11 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04912 テレビ 芦屋川 花やかな屈折 16 1964/8/18 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04913 テレビ 芦屋川 よろこびの淀み 最終章(17) 1964/8/25 関西テレビ 石浜恒夫

N01-04944 資料 芦屋川 (?) 関西テレビ 石浜恒夫

N01-11840 テレビ 阿修羅のごとく 1979/1/13 NHK 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-24134 テレビ あすに生きる
あなたの定年後は…？！～
中高年齢者の職業訓練～

10 1976/12/4 フジテレビ 中西利一郎

N01-18095 テレビ あすの東京 第二プロジェクト (?) フジテレビ 野村六助

N01-18096 テレビ あすの東京 第一プロジェクト (?) フジテレビ 野村六助

N01-18109 テレビ あすの東京 第四プロジェクト (?) フジテレビ 野村六助

N01-18110 テレビ あすの東京 総合編 (?) フジテレビ 野村六助

N01-16713 テレビ アスファルト・ジャングル 9・10 [1965]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
今村文人

N01-16714 テレビ アスファルト・ジャングル 15・16 [1965]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
今村文人

N01-03111 テレビ あすをみつめて 俺たちはなぜ学ぶか 1 1964/11/23 NHK教育 横田弘行

N01-03698 テレビ あすをみつめて 俺たちはなぜ学ぶか 1 1964/11/22 NHK 横田弘行

N01-04247 テレビ あすをみつめて 俺たちは何故学ぶか ロケ用準備稿 1 (?) NHK 横田弘行

N01-24360 テレビ 仇討ち 返り討ち崇禅寺馬場 17 1969/1/22 TBS 宮川一郎
デジタル
化（館
内）

N01-03123 ラジオ 徒川浪北上夜話 1961/6/23 NHK 佐藤竜太

N01-15806 ラジオ アダコの唄 1967/11/19 NHK 鎌田忠良

N01-15858 ラジオ アダコの唄 決定稿 1967/11/19 NHK 鎌田忠良

N01-00458 ラジオ あたしの叔母さん 1960/(?)/(?) RKB毎日 内村直也

N01-13937 ラジオ 安達原 決定稿 1968/7/6 NHK 岸宏子

N01-13938 ラジオ 安達原 第一稿 [1968/7/6] NHK 岸宏子

N01-14085 ラジオ 安達原 二稿 [1968/7/6] NHK 岸宏子
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N01-14079 ラジオ 安達原（未完） 1968/(?)/(?) NHK 岸宏子

N01-02957 舞台 頭に穴があいている (?)

N01-00147 テレビ 新しいBF 第一稿 3 1960/7/15 日本テレビ 内村直也

N01-00455 テレビ 新しいBF 3 1960/7/15 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00456 テレビ 新しいBF コンテ 3 1960/7/15 日本テレビ 内村直也

N01-20689 テレビ 新しい歌が生まれる！ 決定稿 (?)/8/27、28 TBS 保富康午

M029 N01-40684 ラジオ 厚は愛した A RAPSODY DORAMATIC 1958/9/30 北海道放送 谷川俊太郎
デジタル
化（館
内）

M029 N01-40685 資料 厚は愛した A RAPSODY DORAMATIC 1958/9/30 北海道放送 谷川俊太郎

N01-01666 ラジオ アッシャー家の崩壊 1964/10/25 NHK 横田弘行

M010 N01-40260 ラジオ アッシャー家の崩壊 1956/6/15 内村直也
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40262 ラジオ アッシャー家の崩壊 1956/6/15 内村直也

N01-13952 ラジオ 熱田のきつね 改訂稿 1967/3/17 NHK名古屋 岸宏子

N01-13129 テレビ アッちゃん
庭のある家(1)/当って砕けろ

(2)
準備稿 1・2 (?) 日本テレビ 久板栄二郎

デジタル
化（館
内）

N01-13130 テレビ アッちゃん 子供は書いている 決定稿 1 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-13131 テレビ アッちゃん 庭のある家 2 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13132 テレビ アッちゃん 当ってくだけろ 3 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13133 テレビ アッちゃん パパごめんねママごめんね 4 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 棟明郎

N01-13134 テレビ アッちゃん 有償と無償 5 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎（田井洋子）

N01-13135 テレビ アッちゃん 大いなる夢 決定稿 6 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13136 テレビ アッちゃん ほんとうの勇気 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎、松田暢子

N01-13137 テレビ アッちゃん 決定稿 8 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 福田良二

N01-13138 テレビ アッちゃん 11 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 松田暢子

N01-13139 テレビ アッちゃん 子供は判ってくれない 12 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-13140 テレビ アッちゃん 一緒に山へ 13 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 福田良二

N01-13141 テレビ アッちゃん 俺について来い 14 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 蓮池義雄（柳沢類寿）

N01-13142 テレビ アッちゃん 15 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 柳沢類寿（蓮池義雄）

N01-13143 テレビ アッちゃん 16 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 蓮池義雄

N01-13144 テレビ アッちゃん 17 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13145 テレビ アッちゃん 我が家に来た軍曹さん 18 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13146 テレビ アッちゃん ただいま出張中 19 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13147 テレビ アッちゃん 子供は邪魔者ではない 20 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 菅野昭彦

N01-13148 テレビ アッちゃん 大人はフクザツである 21 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-13149 テレビ アッちゃん 大人なんかになりたくない 22 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 蓮池義雄

N01-13150 テレビ アッちゃん ボクの武勇伝 23 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13151 テレビ アッちゃん なぜ・なんで作戦 24 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-13152 テレビ アッちゃん ボクの顔　ひとの顔 25 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 蓮池義雄

N01-13153 テレビ アッちゃん 神様、お願いです！ 26 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 蓮池義雄
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N01-13154 テレビ アッちゃん 選挙はおもしろい！ 27 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 柳沢類寿
デジタル
化（館
内）

N01-13155 テレビ アッちゃん 幸せなら手をたたこう 28 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-13156 テレビ アッちゃん 遠いくにのお客さん 29 [1965]/(?)/(?) 日本テレビ 久板栄二郎

N01-06009 テレビ アットホームショー 18 1962/4/5 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-19926 テレビ あつまれ！ジャポップス 66 1969/1/6 テレビ東京 保富康午

N01-21047 テレビ あつまれ！ジャポップス 67 1969/1/13 テレビ東京 保富康午

N01-22133 テレビ あつまれ！ジャポップス 70 1969/2/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21051 テレビ あつまれ！ジャポップス 71 1969/2/10 テレビ東京 保富康午

N01-21050 テレビ あつまれ！ジャポップス 72 1969/2/17 テレビ東京 保富康午

N01-21049 テレビ あつまれ！ジャポップス 73 1969/2/24 テレビ東京 保富康午

N01-22713 テレビ あつまれ！ジャポップス 74 1969/3/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21048 テレビ あつまれ！ジャポップス 75 1969/3/10 テレビ東京 保富康午

N01-22712 テレビ あつまれ！ジャポップス 77 1969/3/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-19706 テレビ
渥美清の世界映画オールスター　爆笑！

追撃！大作戦！
1974/5/19 日本テレビ 遠藤淳

N01-19707 テレビ
渥美清の世界映画オールスター　爆笑！

追撃！大作戦！
1974/5/19 日本テレビ 遠藤淳

N01-19718 テレビ
渥美清の世界映画オールスター　爆笑！

追撃！大作戦！
1974/5/19 日本テレビ 遠藤淳

N01-08099 テレビ 穴 [1960]/10/23 KRT(TBS) 新藤兼人
デジタル
化（館
内）

N01-09693 ラジオ アナウンサーひろし (?)/2/2 TBSラジオ 佐々木守

N01-17594 テレビ あなただけ今晩は（仮題） 2 [1975]/8/2 フジテレビ 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-17595 テレビ あなただけ今晩は 3 [1975]/8/9 フジテレビ 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-17596 テレビ あなただけ今晩は 4 [1975]/8/16 フジテレビ 倉本聰

N01-17597 テレビ あなただけ今晩は 5 [1975]/8/23 フジテレビ 倉本聰

N01-17598 テレビ あなただけ今晩は 6 [1975]/8/30 フジテレビ 倉本聰

N01-17599 テレビ あなただけ今晩は 7 [1975]/9/6 フジテレビ 倉本聰

N01-17600 テレビ あなただけ今晩は 8 [1975]/9/13 フジテレビ 倉本聰

N01-17601 テレビ あなただけ今晩は 9 [1975]/9/20 フジテレビ 倉本聰

N01-19340 ラジオ あなたと五分
1969/5/5、12、

19、26
北海道放送 遠藤淳

N01-19337 ラジオ あなたと五分
1969/6/2、9、

16、23、30
遠藤淳

N01-19338 ラジオ あなたと五分 14～17
1969/7/7、14、

21、28
遠藤淳

N01-19339 ラジオ あなたと五分 18～21
1969/8/4、11、

18、25
遠藤淳

N01-19771 ラジオ あなたと五分 27～30
1969/10/6、13、

20、27
遠藤淳

N01-19772 ラジオ あなたと五分 31～34
1969/11/3、10、

17、24
遠藤淳

N01-19773 ラジオ あなたと五分 35～38
1970/1/5、12、

19、26
遠藤淳

N01-19336 ラジオ あなたと五分 35～39
1969/12/1、8、

15、22、29
遠藤淳

N01-19326 ラジオ あなたと五分 44～47
1970/2/2、9、

16、23
遠藤淳

N01-19327 ラジオ あなたと五分 48～52
1970/3/2、9、

16、23、30
遠藤淳

N01-19328 ラジオ あなたと五分 53～56
1970/4/6、13、

20、27
遠藤淳
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N01-19329 ラジオ あなたと五分 57～60
1970/5/4、11、

18、25
遠藤淳

N01-19334 ラジオ あなたと五分 70～74
1970/8/3、10、

17、24、31
遠藤淳

N01-19335 ラジオ あなたと五分 75～78
1970/9/7、14、

21、28
遠藤淳

N01-19332 ラジオ あなたと五分 92～95
1971/1/4、11、

18、25
遠藤淳

N01-19333 ラジオ あなたと五分 92～95
1971/1/4、11、

18、25
遠藤淳

N01-19330 ラジオ あなたと五分 96～99
1971/2/1、8、

15、22
遠藤淳

N01-19331 ラジオ あなたと五分 96～99
1971/2/1、8、

15、22
遠藤淳

N01-12123 テレビ あなたと会う場所 1966/11/1 NHK 田村孟
デジタル
化（館
内）

N01-22117 テレビ あなたと歌と15年 準備稿 (?)/4/2、9 TBS 保富康午

N01-22139 テレビ あなたと歌と15年 決定稿 (?)/4/2、9 TBS 保富康午

N01-22394 テレビ あなたと歌と15年 決定稿 (?)/4/2、9 TBS 保富康午

N01-02740 ラジオ あなたとお茶を 1965/10/21 NHK 阿部基治

N01-02741 ラジオ あなたとお茶を 1965/10/22 NHK 阿部基治

N01-02742 ラジオ あなたとお茶を 1965/10/23 NHK 阿部基治

N01-02743 ラジオ あなたとお茶を 1966/3/2 NHK 阿部基治

N01-02744 ラジオ あなたとお茶を 1966/3/3 NHK 阿部基治

N01-02745 ラジオ あなたとお茶を 1966/3/4 NHK 阿部基治

N01-02746 ラジオ あなたとお茶を 1966/3/5 NHK 阿部基治

N01-02757 ラジオ あなたとお茶を 1964/5/14 NHK 阿部基治
デジタル
化（館
内）

N01-02758 ラジオ あなたとお茶を 1964/5/15 NHK 阿部基治

N01-02759 ラジオ あなたとお茶を 1964/5/16 NHK 阿部基治

N01-02760 ラジオ あなたとお茶を 1964/6/18 NHK 阿部基治

N01-02761 ラジオ あなたとお茶を 1964/6/19 NHK 阿部基治

N01-02762 ラジオ あなたとお茶を 1964/6/20 NHK 阿部基治

N01-02763 ラジオ あなたとお茶を 1964/7/23 NHK 阿部基治

N01-02764 ラジオ あなたとお茶を 1964/7/24 NHK 阿部基治

N01-02765 ラジオ あなたとお茶を 1964/7/25 NHK 阿部基治

N01-02766 ラジオ あなたとお茶を 1964/9/28 NHK 阿部基治

N01-02767 ラジオ あなたとお茶を 1964/9/29 NHK 阿部基治

N01-02768 ラジオ あなたとお茶を 1964/9/30 NHK 阿部基治

N01-02769 ラジオ あなたとお茶を 1964/11/12 NHK 阿部基治

N01-02770 ラジオ あなたとお茶を 1964/11/13 NHK 阿部基治

N01-02771 ラジオ あなたとお茶を 1964/11/14 NHK 阿部基治

N01-02772 ラジオ あなたとお茶を 1964/12/17 NHK 阿部基治

N01-02773 ラジオ あなたとお茶を 1964/12/18 NHK 阿部基治

N01-02774 ラジオ あなたとお茶を 1964/12/19 NHK 阿部基治

N01-02775 ラジオ あなたとお茶を 1965/1/4 NHK 阿部基治
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N01-02776 ラジオ あなたとお茶を 1965/1/5 NHK 阿部基治

N01-02777 ラジオ あなたとお茶を 1965/1/6 NHK 阿部基治

N01-02778 ラジオ あなたとお茶を 1965/2/1 NHK 阿部基治

N01-02779 ラジオ あなたとお茶を 1965/2/2 NHK 阿部基治

N01-02780 ラジオ あなたとお茶を 1965/2/3 NHK 阿部基治

N01-02781 ラジオ あなたとお茶を 1965/5/24 NHK 阿部基治

N01-02782 ラジオ あなたとお茶を 1965/5/25 NHK 阿部基治

N01-02783 ラジオ あなたとお茶を 1965/5/26 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02784 ラジオ あなたとお茶を 1965/5/27 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02785 ラジオ あなたとお茶を 1965/5/28 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02786 ラジオ あなたとお茶を 1965/5/29 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02787 ラジオ あなたとお茶を 1965/7/12 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02788 ラジオ あなたとお茶を 1965/7/13 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02789 ラジオ あなたとお茶を 1965/7/14 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02790 ラジオ あなたとお茶を 1965/7/15 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02791 ラジオ あなたとお茶を 1965/7/16 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02792 ラジオ あなたとお茶を 1965/7/17 NHK 阿部基治、横光晃

N01-02793 ラジオ あなたとお茶を 1965/8/2 NHK 阿部基治

N01-02794 ラジオ あなたとお茶を 1965/8/3 NHK 阿部基治

N01-02795 ラジオ あなたとお茶を 1965/8/4 NHK 阿部基治

N01-02796 ラジオ あなたとお茶を 1965/8/5 NHK 阿部基治

N01-02797 ラジオ あなたとお茶を 1965/8/6 NHK 阿部基治

N01-02798 ラジオ あなたとお茶を 1965/8/7 NHK 阿部基治

N01-02799 ラジオ あなたとお茶を 1965/10/18 NHK 阿部基治、加藤文治

N01-02800 ラジオ あなたとお茶を 1965/10/19 NHK 阿部基治、加藤文治

N01-02801 ラジオ あなたとお茶を 1965/10/20 NHK 阿部基治、加藤文治

N01-07584 ラジオ あなたとメイコと音楽と (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07585 ラジオ あなたとメイコと音楽と 2・3 (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-00385 テレビ あなたとよしえ
第三稿（決定

稿）
25 1961/10/25 日本テレビ 内村直也

N01-23995 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/11/1 JORF 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-23996 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/11/8 JORF 向田邦子

N01-23997 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/11/15 JORF 向田邦子

N01-23998 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/11/22 JORF 向田邦子

N01-23999 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/11/29 JORF 向田邦子

N01-24000 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/12/6 JORF 向田邦子

N01-24001 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/12/13 JORF 向田邦子

N01-24002 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1970/12/20 JORF 向田邦子

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104241
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104241
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104241
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104241
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N01-24003 ラジオ アナタと夜のハーモニー
1970/12/27、

1971/1/3
JORF 向田邦子

N01-24004 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/1/10 JORF 向田邦子

N01-24005 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/1/17 JORF 向田邦子

N01-24006 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/1/24 JORF 向田邦子

N01-24007 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/1/31 JORF 向田邦子

N01-24008 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/2/7 JORF 向田邦子

N01-24009 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/2/14 JORF 向田邦子

N01-24010 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/2/21 JORF 向田邦子

N01-24011 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/2/28 JORF 向田邦子

N01-24012 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/3/7、14 JORF 向田邦子

N01-24013 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/3/21 JORF 向田邦子

N01-24014 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/3/28、4/4 JORF 向田邦子

N01-24015 ラジオ アナタと夜のハーモニー 1971/4/11 JORF 杉紀彦

N01-22569 ラジオ 貴方と私 2 (?)/4/12 保富康午

N01-22568 ラジオ 貴方と私 3 (?)/4/19 松本重美

N01-22567 ラジオ 貴方と私 5 (?)/5/3 松本重美

N01-22572 ラジオ 貴方と私 6 (?)/5/9 保富康午

N01-22571 ラジオ 貴方と私 9 (?)/6/3 保富康午

N01-22570 ラジオ 貴方と私 10 (?)/6/10 保富康午

N01-22566 ラジオ 貴方と私 11 (?)/6/17 保富康午

N01-22565 ラジオ 貴方と私 12 (?)/6/24 松本重美

N01-22575 ラジオ 貴方と私 13 (?)/7/1 松本重美

N01-22574 ラジオ 貴方と私 14 (?)/7/8 保富康午

N01-22573 ラジオ 貴方と私 15 (?)/7/15 保富康午

N01-20597 テレビ あなたとわたしの音楽会 1975/5/5 NHK 保富康午

N01-03131 ラジオ あなたならどうします 鉄を作る人々 1 1961/4/27

N01-03132 ラジオ あなたならどうします 波止場 2 1961/5/25 今井浩二

N01-03133 ラジオ あなたならどうします 真田増丸 3 1961/6/29 足立三郎

N01-23786 テレビ あなたならどうする 演出用 第2章 [1972]/(?)/(?) 毎日放送 大野靖子

N01-23787 テレビ あなたならどうする 演出用 第3章 [1972]/(?)/(?) 毎日放送 大野靖子、迫間健

N01-23788 テレビ あなたならどうする 演出用 第4章 [1972]/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-23789 テレビ あなたならどうする 演出用 第5章 [1972]/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-23790 テレビ あなたならどうする 演出用 第6章 [1972]/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-23791 テレビ あなたならどうする 演出用 第7章(終章) [1972]/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-50190 テレビ あなたならどうする 第二章 (?) 毎日放送 大野靖子

N01-50191 テレビ あなたならどうする 第三章 (?) 毎日放送 大野靖子

N01-13407 テレビ あなたの九・九平方メートル 1968/11/21 NHK 小幡欣治
デジタル
化（館
内）



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18831 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 監督の巻 5 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-26449 ラジオ あなたの歌集　わたしの歌集 流行作家の巻 6 (?)/5/12
ラジオ東京

ほか
遠藤啄郎

N01-18823 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 流行作家の巻 6 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18829 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 流行作家の巻 6 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18826 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 代議士の巻 7 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18837 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 代議士の巻 7 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18836 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 泥棒の巻 8 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18839 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 泥棒の巻 8 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18827 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 プロデューサーの巻 9 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18833 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 編集長の巻 10 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18834 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 編集長の巻 10 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18835 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 編集長の巻 10 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18828 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 医者の巻 11 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18832 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 医者の巻 11 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18830 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 探偵の巻 12 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18838 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 探偵の巻 12 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18824 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 警官の巻 13 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-18825 ラジオ あなたの歌集わたしの歌集 警官の巻 13 (?)
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-24024 ラジオ あなたの御主人を成功させる方法 155～166
(?)/4/30～5/5

5/7～5/12
ABC 神吉拓郎

デジタル
化（館
内）

N01-24025 ラジオ あなたの御主人を成功させる方法 362～371 (?)/12/27～1/7 ABC 神吉拓郎、キノトール、岡本克己

N01-19767 テレビ あなたの東京
ごみ容器をめぐって～収集す

る立場から～
47 1969/2/25 フジテレビ

N01-13774 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 1 1978/9/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13775 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 2 1978/10/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13776 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 3 1978/10/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13777 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 4 1978/10/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13778 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 5 1978/10/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13779 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 6 1978/10/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13780 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 7 1978/11/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-15534 テレビ あなたの光でいたい 決定稿 最終回 1978/11/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

M051 N01-41108 ラジオ あなたの胸に 1 1956/1/23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41159 ラジオ あなたの胸に 2 1956/1/24 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41167 ラジオ あなたの胸に 3～4 1956/1/25～26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41156 ラジオ あなたの胸に 5 1956/1/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41160 ラジオ あなたの胸に 6～7 1956/1/30 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41109 ラジオ あなたの胸に 8～10 1956/2/1～3 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41110 ラジオ あなたの胸に 11・12 1956/2/6～7 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41157 ラジオ あなたの胸に 13～15 1956/2/8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M052 N01-41164 ラジオ あなたの胸に 16・17 1956/2/13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41163 ラジオ あなたの胸に 18～20 1956/2/15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41162 ラジオ あなたの胸に 21・22 1956/2/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41161 ラジオ あなたの胸に 23～25 1956/2/22 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41165 ラジオ あなたの胸に 26～27 1956/3/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41158 ラジオ あなたの胸に 28～30 1956/2/29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41111 ラジオ あなたの胸に 31～32 1956/3/5～6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41112 ラジオ あなたの胸に 33～35 1956/3/7～9 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41113 ラジオ あなたの胸に 36～38 1956/3/26～28 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41114 ラジオ あなたの胸に 39～40 1956/3/29～30 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41115 ラジオ あなたの胸に 41～43 1956/4/2～4 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41116 ラジオ あなたの胸に 44～45 1956/4/5～6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41117 ラジオ あなたの胸に 46～48 1956/4/9～11 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41118 ラジオ あなたの胸に 49～50 1956/4/12～13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41119 ラジオ あなたの胸に 51～53 1956/4/16～18 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41120 ラジオ あなたの胸に 54～55 1956/4/19～20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41121 ラジオ あなたの胸に 56～58 1956/4/23～25 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41122 ラジオ あなたの胸に 59～60 1956/4/2～27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41168 ラジオ あなたの胸に 61～63
1956/4/30、5/1

～2
ラジオ東京 内村直也

デジタル
化（館
内）

M052 N01-41154 ラジオ あなたの胸に 64～65 1956/5/3 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41153 ラジオ あなたの胸に 66～68 1956/5/7 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41155 ラジオ あなたの胸に 69～70 1956/5/10 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41166 ラジオ あなたの胸に 71～72 1956/5/14～15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41123 ラジオ あなたの胸に 73～75 1956/5/16～18 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41124 ラジオ あなたの胸に 76～78 1956/5/21～23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M015 N01-40352 ラジオ あなたの胸に 79～80 1956/5/24～25 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41125 ラジオ あなたの胸に 81～82 1956/5/28～29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41126 ラジオ あなたの胸に 83～85 1956/5/30～6/1 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41127 ラジオ あなたの胸に 86・87 1956/6/4～5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41128 ラジオ あなたの胸に 88～90 1956/6/6～8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41129 ラジオ あなたの胸に 91～92 1956/6/11～12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41131 ラジオ あなたの胸に 93～95 1956/6/18 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41132 ラジオ あなたの胸に 96～97 1956/6/21 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41133 ラジオ あなたの胸に 98～100 1956/6/25 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41134 ラジオ あなたの胸に 101・102 1956/6/28 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41135 ラジオ あなたの胸に 103・104 1956/7/2 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41130 ラジオ あなたの胸に 105～107 1956/7/4～6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）
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M051 N01-41136 ラジオ あなたの胸に 108～110 1956/7/9 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41137 ラジオ あなたの胸に 111・112 1956/7/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41138 ラジオ あなたの胸に 113～115 1956/7/17 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41139 ラジオ あなたの胸に 116・117 1956/7/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41140 ラジオ あなたの胸に 118～120 1956/7/24 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41141 ラジオ あなたの胸に 121・122 1956/7/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41142 ラジオ あなたの胸に 123 1956/7/31 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41143 ラジオ あなたの胸に 124～126 1956/8/1 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41144 ラジオ あなたの胸に 127・128 1956/8/6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41145 ラジオ あなたの胸に 129・130 1956/8/8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M051 N01-41146 ラジオ あなたの胸に 131 1956/8/10 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41147 ラジオ あなたの胸に 132・133 1956/8/13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41148 ラジオ あなたの胸に 134 1956/8/15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41149 ラジオ あなたの胸に 135・136 1956/8/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41150 ラジオ あなたの胸に 137～139 1956/8/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41151 ラジオ あなたの胸に 140・141 1956/8/23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41152 ラジオ あなたの胸に 142・143 1956/8/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41176 ラジオ あなたの胸に 144 1956/8/29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41175 ラジオ あなたの胸に 145・146 1956/8/30～31 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41173 ラジオ あなたの胸に 147・148 1956/9/3～4 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41172 ラジオ あなたの胸に 149～151 1956/9/5～7 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41171 ラジオ あなたの胸に 152・153 1956/9/10～11 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41169 ラジオ あなたの胸に 154・155 1956/9/12～13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41170 ラジオ あなたの胸に 156 1956/9/14 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41180 ラジオ あなたの胸に 157～159 1956/9/17～19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41177 ラジオ あなたの胸に 160・161 1956/9/20～21 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41178 ラジオ あなたの胸に 162・163 1956/9/24～25 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41179 ラジオ あなたの胸に 164 1956/9/26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M052 N01-41174 ラジオ あなたの胸に 165・166(終) 1956/9/27～28 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-21785 テレビ あなたのメロディー 1975/10/19 NHK

N01-24215 テレビ あなたのワイドショー スターこの人を （?）/6/14 日本テレビ 上西研三郎、渋市幸雄

N01-15629 テレビ あなたは名探偵 ヒスイの唐獅子 スタッフ決定稿 14 (?) TBS 津田幸夫

N01-11320 テレビ 貴女もやせられます 準備稿その一 5 (?) フジテレビ 窪田篤人

N01-11362 テレビ 貴女もやせられます 5 (?) フジテレビ 窪田篤人

N01-11237 テレビ 貴女もやせられます 準備稿 6 (?) フジテレビ 窪田篤人

N01-11294 テレビ 貴女もやせられます 6 (?) フジテレビ 窪田篤人

N01-11293 テレビ 貴女もやせられます 7 (?) フジテレビ 窪田篤人
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N01-16008 テレビ あにいもうと 改訂稿 821 1972/9/3 TBS 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-16722 テレビ あにいもうと 決定稿 821 1972/9/3 TBS 山田洋次

N01-16723 テレビ あにいもうと スタッフ決定稿 821 1972/9/3 TBS 山田洋次

N01-17628 テレビ あにいもうと 決定稿 821 1972/9/3 TBS 山田洋次

N01-06636 ラジオ アニーよ銃をとれ 1963/5/3 NHK 風早美樹
デジタル
化（館
内）

M005 N01-40088 テレビ 姉の言葉 1952/11/(?) 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

N01-21880 ラジオ あの歌あの映画 1～6 (?)/2/6～11 文化放送 水原明人

N01-21878 ラジオ あの歌あの映画 11～17 (?)/2/13～22 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-21879 ラジオ あの歌あの映画 23～26 (?)/3/6～9 文化放送 水原明人

N01-20631 ラジオ あの歌この歌流行歌 1977/1/2 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-19868 テレビ あの歌この人半世紀 決定稿 1975/3/22 NHK

N01-20659 テレビ あの歌この人半世紀 準備稿 1975/3/22 NHK

N01-09548 テレビ あの子が死んだ朝 決定稿 1 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09549 テレビ あの子が死んだ朝 決定稿 2 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09550 テレビ あの子が死んだ朝 決定稿 3 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09551 テレビ あの子が死んだ朝 決定稿 4 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09552 テレビ あの子が死んだ朝 決定稿 5 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09553 テレビ あの子が死んだ朝 決定稿 最終回 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-07908 テレビ あの島はもうない 1962/10/30 フジテレビ 田中澄江
デジタル
化（館
内）

N01-05117 テレビ あの波の果てまで 9 1959/5/29
NET(テレビ

朝日)
大林清

デジタル
化（館
内）

N01-13795 テレビ あの橋の畔で 改訂稿 2 1972/2/7 日本テレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15073 テレビ あの橋の畔で 決定稿 2 1972/2/7 日本テレビ 津田幸夫

N01-13796 テレビ あの橋の畔で 決定稿 4 1972/2/21 日本テレビ 津田幸夫

N01-13797 テレビ あの橋の畔で 決定稿 6 1972/3/6 日本テレビ 津田幸夫

N01-15204 テレビ あの橋の畔で 準備稿 7 1972/3/13 日本テレビ 津田幸夫

N01-15458 テレビ あの橋の畔で 決定稿 7 1972/3/13 日本テレビ 津田幸夫

N01-15459 テレビ あの橋の畔で よみがえる日は 改訂稿 7 1972/3/13 日本テレビ 津田幸夫

N01-15460 テレビ あの橋の畔で 別れに愛を（仮題） 決定稿 8 1972/3/20 日本テレビ 津田幸夫

N01-15461 テレビ あの橋の畔で 離愁の影に（仮題） 決定稿 11 1972/4/10 日本テレビ 津田幸夫

N01-15462 テレビ あの橋の畔で 愛の孤独の中で（仮題） 決定稿 13 1972/4/24 日本テレビ 津田幸夫

N01-15463 テレビ あの橋の畔で 愛よりも深く（仮題） 決定稿 15 1972/5/8 日本テレビ 津田幸夫

N01-15464 テレビ あの橋の畔で 無情の淵に 決定稿 17 1972/5/22 日本テレビ 津田幸夫

N01-15465 テレビ あの橋の畔で 慟哭の彼方に 準備稿 19(終) 1972/6/5 日本テレビ 津田幸夫

N01-15466 テレビ あの橋の畔で 慟哭の彼方に 決定稿 19(終) 1972/6/5 日本テレビ 津田幸夫

N01-15081 テレビ あの橋の畔で 52～55 [1986]/(?)/(?)

N01-15082 テレビ あの橋の畔で 52～55 [1986]/(?)/(?)

N01-15083 テレビ あの橋の畔で 57 (?)



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20640 テレビ あの日あの時あの歌が！
キンキンの青春歌謡タイムマ

シン
改訂稿 (?)/5/3 TBS 保富康午、太田イサム

N01-20912 テレビ あのビッグヒット演歌大集合 スタッフ決定稿 (?)/[6/26] TBS 奥山侊伸

N01-13201 テレビ あばずれた女神たち 骨と肉 決定稿 (?) 風見信之介

N01-05094 ラジオ あばれ剣法 147～150 1960/6/21～24
ラジオ東京

(TBS)
上野一雄

デジタル
化（館
内）

N01-07706 テレビ あひる飛びなさい 第一稿 1963/11/3 NHK 羽柴秀彦
デジタル
化（館
内）

N01-24659 テレビ あひる飛びなさい 1 1964/3/16 TBS 猪俣勝人

N01-24660 テレビ あひる飛びなさい 改訂稿 2 [1964]/3/23 TBS 猪俣勝人、岡田豊

N01-24661 テレビ あひる飛びなさい 10 [1964]/5/18 TBS 猪俣勝人

N01-24662 テレビ あひる飛びなさい 改訂稿 10 [1964]/5/18 TBS 野口泰彦

N01-00640 テレビ あひるはうたう 1960/11/24 NHK 保富康午

N01-00641 テレビ あひるはうたう 1960/6/2 NHK 保富康午

N01-06255 テレビ あひるはうたう 1962/1/6 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06265 テレビ あひるはうたう 1962/1/27 NHK 保富康午

N01-06436 テレビ あひるはうたう 1961/1/5 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06437 テレビ あひるはうたう 1961/8/26 NHK 保富康午

N01-06438 テレビ あひるはうたう 1961/1/26 NHK 保富康午

N01-06439 テレビ あひるはうたう 1961/4/15 NHK 保富康午

N01-06440 テレビ あひるはうたう 1961/4/22 NHK 保富康午

N01-06441 テレビ あひるはうたう 1961/10/14 NHK 保富康午

N01-06442 テレビ あひるはうたう 1961/11/25 NHK 保富康午

N01-06443 テレビ あひるはうたう 1961/9/9 NHK 宮沢章一、保富康午

N01-06444 テレビ あひるはうたう 1961/5/20 NHK 保富康午

N01-06445 テレビ あひるはうたう 1961/2/2 NHK 保富康午

N01-06446 テレビ あひるはうたう 1961/3/2 NHK 保富康午

N01-06447 テレビ あひるはうたう 1961/11/11 NHK 保富康午

N01-06448 テレビ あひるはうたう 1961/5/13 NHK 保富康午

N01-06449 テレビ あひるはうたう 1960/12/29 NHK 保富康午

N01-06533 テレビ あひるはうたう 1962/1/20 NHK 保富康午

N01-06534 テレビ あひるはうたう 1962/1/13 NHK 保富康午

N01-06535 テレビ あひるはうたう 1962/12/30 NHK 保富康午

N01-06536 テレビ あひるはうたう 1961/12/23 NHK 保富康午

N01-06537 テレビ あひるはうたう 1961/12/2 NHK 保富康午

N01-06538 テレビ あひるはうたう 1961/10/28 NHK 保富康午

N01-06539 テレビ あひるはうたう 1961/10/21 NHK 保富康午

N01-06540 テレビ あひるはうたう 1961/3/9 NHK 保富康午

N01-06541 テレビ あひるはうたう 1961/5/6 NHK 保富康午

N01-06542 テレビ あひるはうたう 1961/4/29 NHK 保富康午



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-06601 テレビ あひるはうたう 1961/8/26 NHK 保富康午

N01-06602 テレビ あひるはうたう 1961/9/16 NHK 保富康午

N01-06603 テレビ あひるはうたう 1961/7/15 NHK 保富康午

N01-06641 テレビ あひるはうたう 1961/4/8 NHK 保富康午

N01-06642 テレビ あひるはうたう 1961/3/16 NHK 保富康午

N01-06691 テレビ あひるはうたう 1960/10/13 NHK 保富康午

N01-06692 テレビ あひるはうたう 1960/10/20 NHK 保富康午

N01-06693 テレビ あひるはうたう 1960/10/20 NHK 保富康午

N01-06694 テレビ あひるはうたう 1960/9/15 NHK 保富康午

N01-06695 テレビ あひるはうたう 1960/2/11 NHK 保富康午

N01-06696 テレビ あひるはうたう 1960/3/10 NHK 保富康午

N01-06697 テレビ あひるはうたう 1960/3/17 NHK 保富康午

N01-06698 テレビ あひるはうたう 1960/1/28 NHK 保富康午

N01-06699 テレビ あひるはうたう 1960/1/28 NHK 保富康午

N01-06700 テレビ あひるはうたう 1960/1/21 NHK 保富康午

N01-06701 テレビ あひるはうたう 1960/1/7 NHK 保富康午

N01-06702 テレビ あひるはうたう 1959/11/5 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06703 テレビ あひるはうたう 8 1959/11/19 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06704 テレビ あひるはうたう 1960/6/9 NHK 保富康午

N01-06705 テレビ あひるはうたう 準備稿 1960/6/16 NHK 保富康午

N01-06706 テレビ あひるはうたう 準備稿 1960/6/16 NHK 保富康午

N01-06707 テレビ あひるはうたう 準備稿 1960/7/7 NHK 保富康午

N01-06708 テレビ あひるはうたう 1960/7/14 NHK 保富康午

N01-06709 テレビ あひるはうたう 1960/8/4 NHK 保富康午

N01-06710 テレビ あひるはうたう 1960/8/11 NHK 保富康午

N01-06711 テレビ あひるはうたう 1960/9/1 NHK 保富康午

N01-06712 テレビ あひるはうたう 1960/3/31 NHK 保富康午

N01-06713 テレビ あひるはうたう 1960/4/7 NHK 保富康午

N01-06714 テレビ あひるはうたう 1960/4/14 NHK 保富康午

N01-06715 テレビ あひるはうたう 1959/10/15 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06716 テレビ あひるはうたう 1960/4/28 NHK 保富康午

N01-06717 テレビ あひるはうたう 1960/5/19 NHK 保富康午

N01-06718 テレビ あひるはうたう 1960/5/5 NHK 保富康午

N01-06719 テレビ あひるはうたう 1960/5/26 NHK 保富康午

N01-06720 テレビ あひるはうたう 1961/5/27 NHK 保富康午

N01-06721 テレビ あひるはうたう 1960/2/18 NHK 保富康午

N01-06722 テレビ あひるはうたう 1960/2/25 NHK 保富康午
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N01-06723 テレビ あひるはうたう 1959/12/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06724 テレビ あひるはうたう 1959/10/22 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06725 テレビ あひるはうたう 1959/12/17 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06726 テレビ あひるはうたう 1959/11/5 NHK 保富康午

N01-06727 テレビ あひるはうたう 1959/11/12 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06728 テレビ あひるはうたう 1959/11/19 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06729 テレビ あひるはうたう 1959/12/10 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06730 テレビ あひるはうたう 1962/2/24 NHK 保富康午

N01-06731 テレビ あひるはうたう 1962/2/3 NHK 保富康午

N01-06732 テレビ あひるはうたう 1962/2/10 NHK 保富康午

N01-06733 テレビ あひるはうたう 1959/10/29 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06734 テレビ あひるはうたう 1959/10/8 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06749 テレビ あひるはうたう 1960/2/4 NHK 保富康午

N01-06750 テレビ あひるはうたう 1960/2/11 NHK 保富康午

N01-06931 テレビ あひるはうたう 1961/6/17 NHK 保富康午

N01-07535 テレビ あひるはうたう 1961/11/18 NHK 保富康午

N01-07536 テレビ あひるはうたう 1961/9/2 NHK 保富康午

N01-23636 テレビ アフタヌーンショー 日本列島のさびしい老人たち 1974/11/6
NET(テレビ

朝日)
深沢一夫、井部康之

N01-23637 テレビ アフタヌーンショー 日本列島のさびしい老人たち 1974/11/6
NET(テレビ

朝日)
深沢一夫、井部康之

N01-08340 テレビ 阿部一族 第二稿 1961/(?)/(?) 日本テレビ 大和久守正

N01-08341 テレビ 阿部一族 第三稿 1961/(?)/(?) 日本テレビ 大和久守正

M023 N01-40551 ラジオ あぺたいこ 風そよぐ 1 1956/5/20 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40539 ラジオ あぺたいこ 5 1956/6/17 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40550 ラジオ あぺたいこ 8 1956/7/8 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40552 ラジオ あぺたいこ 9 1956/7/15 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40541 ラジオ あぺたいこ 13 1956/8/12 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40562 ラジオ あぺたいこ 14 1956/8/19 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40553 ラジオ あぺたいこ 16 1956/9/2 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40538 ラジオ あぺたいこ 17 1956/9/9 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40563 ラジオ あぺたいこ 18 1956/9/16 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40540 ラジオ あぺたいこ 19 1956/9/23 ラジオ東京 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-12482 テレビ アポイの休日 1965/(?)/(?) TBS 松山善三、林秀彦
デジタル
化（館
内）

平026B N01-45197 ラジオ アポロンの馬車 1950/5/6
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-24978 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 1～3 (?)

N01-24983 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 1～4 (?)

N01-24979 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 4～6 (?)

N01-24984 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 5～8 (?)
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N01-24980 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 7～9 (?)

N01-24985 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 9～12 (?)

N01-24981 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 10～12 (?)

N01-24982 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 13～15 (?)

N01-24986 テレビ 甘柿しぶ柿つるし柿 13～15 (?)

N01-51415 テレビ あまから夫人 淡谷のり子・人生の道しるべ 第一稿 [27] [1962]/10/17

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

古賀一郎

N01-03050 テレビ
あまから夫人　淡谷のり子・人生の道しる

べ
決定稿 [27] 1962/10/17

TBS(ABC,C
BC,RKB)

古賀一郎

N01-51416 テレビ あまから夫人 テレビに生きる・中村竹弥 [28] [1962]/10/24

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

古賀一郎

N01-03051 テレビ あまから夫人　テレビに生きる・中村竹弥 [28] 1962/10/24
TBS(ABC,C

BC,RKB)
古賀一郎

N01-51417 テレビ あまから夫人
ヨーロッパの芝居、日本の芝

居
[29] [1962]/10/31

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

佐々木守

N01-03052 テレビ
あまから夫人　ヨーロッパの芝居、日本の

芝居
[29] 1962/10/31

TBS(ABC,C
BC,RKB)

佐々木守

N01-51418 テレビ あまから夫人 母になる事 [30] [1962]/11/7

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

山口卓治

N01-03053 テレビ あまから夫人　母になる事 [30] 1962/11/7
TBS(ABC,C

BC,RKB)
山口卓治

N01-03054 テレビ あまから夫人　人形と共に四十年 [31] 1962/[11]/14
TBS(ABC,C

BC,RKB)
古賀一郎

N01-03055 テレビ あまから夫人　あしたの気持ち [32] 1962/11/21

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

佐々木守

N01-03056 テレビ あまから夫人　一家揃ってTVに出れば [33] 1962/11/28

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

のじましげこ

N01-03057 テレビ あまから夫人　亜細亜の曙を生きた人 [34] 1962/12/5

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

ふじたあさや

N01-03058 テレビ あまから夫人　コマーシャル万才！ [35] 1962/12/12

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

水町信彦

N01-03059 テレビ あまから夫人　師走のそば [36] 1962/12/19
TBS(ABC,C

BC,RKB)
古賀一郎

N01-51419 テレビ あまから夫人 あまから人生 [37] [1962]/12/26

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

ふじたあさや

N01-03060 テレビ あまから夫人　あまから人生 [37] 1962/12/26
TBS(ABC,C

BC,RKB)
ふじたあさや

N01-51420 テレビ あまから夫人
〈今年を占う〉-藤田小女姫さ

んに聞く-
[38] 1963/1/4

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

ふじたあさや

N01-51421 テレビ あまから夫人
〈今年を占う〉-藤田小女姫さ

んに聞く-
[38] 1963/1/4

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

ふじたあさや

N01-03061 テレビ あまから夫人　今年を占う 藤田小女姫さんに聞く [38] 1963/1/4

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

ふじたあさや

N01-51422 テレビ あまから夫人 ちゃんこ鍋を囲んで [39] [1963]/1/9 TBS 水町信彦

N01-51423 テレビ あまから夫人 ちゃんこ鍋を囲んで [39] [1963]/1/9 TBS 水町信彦

N01-03062 テレビ あまから夫人　ちゃんこ鍋を囲んで 両国出羽海部屋より中継 [39] [1963]/1/9 TBS 水町信彦

N01-51424 テレビ あまから夫人
糸あやつり五十年 -竹田三之

助さんに聞く-
[40] [1963]/1/16

TBS（中部日
本放送、朝
日放送、

RKB毎日）

ふじたあさや

N01-03063 テレビ あまから夫人　糸あやつり五十年 竹田三之助さんに聞く [40] 1963/1/16
TBS(CBC,A

BC,RKB)
ふじたあさや

N01-03064 テレビ あまから夫人　おもちゃの王様 守屋三郎さんに聞く [41] 1963/1/23
TBS(CBC,A

BC,RKB)
ふじたあさや

N01-03065 テレビ あまから夫人　ここまできた群響
丸山勝広さんをかこんで―東
京文化会館より中継録画―

[42] 1963/1/30

TBS(CBC：
名古

屋,ABC：大
阪 RKB：福

ふじたあさや

N01-03066 資料 あまから夫人全42回放送記録
1962～

1963/(?)/(?)

東京放送、
中部日本放
送、朝日放
送 RKB毎

N01-18082 テレビ あまから問答 かあさん勉強ぼくボーリング 11 1971/12/19 テレビ朝日 野村六助

N01-18105 テレビ あまから問答 かあさん勉強ぼくボーリング 11 1971/12/19 テレビ朝日 野村六助

N01-18104 テレビ あまから問答 百二十億通の拝啓 12 1971/12/26 テレビ朝日 野村六助

N01-18103 テレビ あまから問答 環境庁長官・都知事と語る 13 1972/1/9 テレビ朝日 野村六助

N01-18083 テレビ あまから問答 授業料はあがるけど 15 1972/1/23 テレビ朝日 野村六助



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18084 テレビ あまから問答 虹と雪の2000億円 15 1972/1/23 テレビ朝日 野村六助

N01-18081 テレビ あまから問答 景気回復はいつか 16 1972/1/30 テレビ朝日 野村六助

N01-18086 テレビ あまから問答 局面打開の通産行政 17 1972/2/6 テレビ朝日 野村六助

N01-18085 テレビ あまから問答 マイホームは海底団地 18 1972/2/13 テレビ朝日 野村六助

N01-18125 テレビ あまから問答 霞が関の大目付 19 1972/2/20 テレビ朝日 野村六助

N01-18124 テレビ あまから問答 任せてください週休二日 20 1972/2/27 テレビ朝日 野村六助

N01-18123 テレビ あまから問答 福田外交つぎの一手 21 1972/3/5 テレビ朝日 野村六助

N01-18127 テレビ あまから問答 春です税金です 22 1972/3/12 テレビ朝日 野村六助

N01-18108 テレビ あまから問答 米中会談後の通産戦略 23 1972/3/19 テレビ朝日 野村六助

N01-18107 テレビ あまから問答 本土復帰あと50日 24 1972/3/26 テレビ朝日 野村六助

N01-18106 テレビ あまから問答 奪われた自然 25 1972/4/9 テレビ朝日 野村六助

N01-18090 テレビ あまから問答 男ごころとお天気は 26 1972/4/16 テレビ朝日 野村六助

N01-18091 テレビ あまから問答 当世飛脚繁盛記 27 1972/4/23 テレビ朝日 野村六助

N01-18121 テレビ あまから問答 刺身が消える日 28 1972/4/30 テレビ朝日 野村六助

N01-18087 テレビ あまから問答 パパ、こっち向いて 29 1972/5/7 テレビ朝日 野村六助

N01-18088 テレビ あまから問答 45 1972/9/3 テレビ朝日 野村六助

N01-50149 テレビ 天城越え [1978/10]/(?) NHK 大野靖子

N01-50150 テレビ 天城越え 1978/10/(?) NHK 大野靖子

N01-05492 ラジオ 奄美の姉妹 1961/10/26 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-04320 テレビ 雨 1959/11/15 朝日放送 茂木草介

N01-04321 テレビ 雨 1959/11/15 朝日放送 茂木草介

N01-04322 テレビ 雨 1959/11/15 朝日放送 茂木草介

N01-04329 テレビ 雨 1959/11/15 朝日放送 茂木草介

N01-05136 テレビ 雨 1959/11/15 朝日放送 茂木草介

M012 N01-40299 ラジオ 雨 [1955]/(?)/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02457 ラジオ 雨の季節 1955/8/11 NHK 岸宏子

N01-08531 テレビ 雨のち雨 1960/8/15 NHK 松山善三
デジタル
化（館
内）

N01-15299 テレビ 雨の中に消えて
ヒヨコ集まれ！(1)/一と二とで

は(2)/表と裏と(3)
1～3 1966/8/15 日本テレビ 松木ひろし(1、2)、津田幸夫(3)

N01-14967 テレビ 雨の中に消えて 準備稿 3 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-14968 テレビ 雨の中に消えて 女の幸せ 4 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15203 テレビ 雨の中に消えて 結婚とは 準備稿 4 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15337 テレビ 雨の中に消えて 恋のオートバイ 5 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15709 テレビ 雨の中に消えて 心に夢を 5 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-14964 テレビ 雨の中に消えて 奇妙な夫婦 6 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15610 テレビ 雨の中に消えて 奇妙な夫婦 準備稿 6 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-11796 テレビ 雨の中に消えて 7 [1966]/(?)/(?)

N01-15334 テレビ 雨の中に消えて 恋のオートバイ 7 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-15353 テレビ 雨の中に消えて 女がそれを意識する時 8 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし

N01-14965 テレビ 雨の中に消えて ある嵐の日に 9 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-11793 テレビ 雨の中に消えて 11 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-14966 テレビ 雨の中に消えて 11 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-11794 テレビ 雨の中に消えて 美しきやどかり 12 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-15356 テレビ 雨の中に消えて 美しきやどかり 準備稿 12 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ

N01-15352 テレビ 雨の中に消えて 準備稿 13 [1966]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-11795 テレビ 雨の中に消えて 飛び立てヒヨッ子！ 13(終) [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15609 テレビ 雨の中に消えて 飛び立てヒヨッ子！ 13(終) [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-04526 テレビ 雨の陸橋 決定稿 1959/5/9 KRT(TBS) 山田豊

N01-13196 テレビ あめゆきさん 決定稿 1979/4/6 TBS 新藤兼人、今野勉
デジタル
化（館
内）

N01-24572 テレビ あめゆきさん 決定稿 (?)/4/6 TBS 新藤兼人、今野勉

N01-22812 テレビ アメリカ見たり聞いたり アロハ(二)　ハワイの島々 決定稿 3 1965/1/31 日本テレビ 上田哲也

N01-22782 テレビ アメリカ見たり聞いたり
ゴールデンゲイト サンフランシ

スコとその周辺
決定稿 4 1965/2/7 日本テレビ 上田哲也

N01-22813 テレビ アメリカ見たり聞いたり 天使の村　ロスアンゼルス 決定稿 5 1965/2/14 日本テレビ 上田哲也

N01-22781 テレビ アメリカ見たり聞いたり
世界のプレイランド ラスベガ

ス
決定稿 6 1965/2/21 日本テレビ 上田哲也

N01-22780 テレビ アメリカ見たり聞いたり
アメリカ・インディアンを訪ねて

ニューメキシコ
決定稿 7 1965/2/28 日本テレビ 上田哲也

N01-22778 テレビ アメリカ見たり聞いたり
南軍旗と公園―アトランタ

（ジョージア州）―
決定稿 11 1965/3/28 日本テレビ 上田哲也

N01-22777 テレビ アメリカ見たり聞いたり
歴史の生きる町―バージニア

州―
決定稿 12 1965/10/4/4 日本テレビ 上田哲也

N01-22800 テレビ アメリカ見たり聞いたり 栄光の都ワシントン 決定稿 13 1965/4/11 日本テレビ 上田哲也

N01-22779 テレビ アメリカ見たり聞いたり
合衆国誕生の町―フィラデル

フィア―
決定稿 14 1965/4/18 日本テレビ 上田哲也

N01-22784 テレビ アメリカ見たり聞いたり
アリゾナの不死鳥―アリゾナ

州―
最終稿 23 1965/6/20 日本テレビ 上田哲也

N01-22783 テレビ アメリカ見たり聞いたり
緑と水上の町 ポーランド・シア

トル
最終稿 24 1965/6/27 日本テレビ 上田哲也

N01-00955 テレビ あやふやを愛す 36才の純情 スタッフ決定稿 1964/10/2 TBS 矢代静一
デジタル
化（館
内）

N01-14090 ラジオ 荒木又右エ門 3 (?)/10/6～17
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14045 ラジオ 荒木又右エ門 4 (?)/10/20～31
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14046 ラジオ 荒木又右エ門 5 (?)/11/3～14
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14047 ラジオ 荒木又右エ門 6 (?)/11/17～28
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14048 ラジオ 荒木又右エ門 7 (?)/12/1～17
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14049 ラジオ 荒木又右エ門 8 (?)/12/18～1/2
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14036 ラジオ 荒木又右エ門 9 (?)/1/5～16
東海ラジオ

放送
岸宏子

デジタル
化（館
内）

N01-14037 ラジオ 荒木又右エ門 10 (?)/1/19～30
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14038 ラジオ 荒木又右エ門 11 (?)/2/2～13
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14039 ラジオ 荒木又右エ門 12 (?)/2/16～27
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-03319 テレビ あらくれ (?) 朝日放送 茂木草介

N01-08929 テレビ 嵐 20 1962/1/9 フジテレビ 桂一郎

N01-08930 テレビ 嵐 20 1962/1/9 フジテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）
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N01-15038 テレビ 嵐の中のあいつ 1 [1980]/1/12 フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15014 テレビ 嵐の中のあいつ 2 [1980]/1/19 フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15015 テレビ 嵐の中のあいつ 3 [1980]/1/26 フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-08505 ラジオ アラスカ物語 56～60 (?) 毎日放送 水原明人

N01-08506 ラジオ アラスカ物語 61～64 (?) 毎日放送 水原明人

N01-08507 ラジオ アラスカ物語 65～69 (?) 毎日放送 水原明人

N01-08508 ラジオ アラスカ物語 70～74 (?) 毎日放送 水原明人

N01-08509 ラジオ アラスカ物語 75～79 (?) 毎日放送 水原明人

N01-08510 ラジオ アラスカ物語 80～84 (?) 毎日放送 水原明人

N01-05147 資料 荒野 荒野に呼ばわる者の声す 1959/11/22 毎日放送

N01-05148 テレビ 荒野 1959/11/22 毎日放送 足立巻一

N01-20373 テレビ ありがとう！この人に 決定稿 8 1965/2/24 フジテレビ 若松静夫

N01-20363 テレビ ありがとう！この人に 11 1965/3/21 フジテレビ 保富康午

N01-20657 テレビ ありがとう！この人に 最終回 1965/3/28 フジテレビ 保富康午

N01-21359 テレビ
「ありがとう！この人に」ーテレビ感謝状ー

「テレビでありがとう」（仮題）
(?)

M056 N01-41240 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1956/1/8

M056 N01-41238 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/1/12

M056 N01-41239 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/1/15

M056 N01-41243 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/1/29

M056 N01-41242 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/2/12

M056 N01-41241 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/2/26

M056 N01-41246 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/3/5

M056 N01-41245 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/3/12

M056 N01-41244 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/3/18

M056 N01-41249 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/3/26

M056 N01-41248 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/4/30

M056 N01-41247 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/5/7

M056 N01-41252 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/5/14

M056 N01-41251 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/5/21

M056 N01-41250 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/5/28

M056 N01-41255 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/6/4

M056 N01-41254 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/6/11

M056 N01-41253 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/6/18

M056 N01-41258 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/6/25

M056 N01-41257 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/7/2

M056 N01-41256 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/7/9

M056 N01-41261 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/7/16
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M056 N01-41260 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/7/23

M056 N01-41259 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/7/30

M028 N01-40632 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/8/20
デジタル
化（館
内）

M045 N01-40988 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 懐かしき八百八町の巻 決定稿 30 1957/9/3 JOKR-TV 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M045 N01-40989 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 世は情け、駒のかけ橋の巻 再準備稿 31 1957/9/10 JOKR-TV 津瀬宏

M045 N01-40990 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 秋風よこころあらばの巻 32 1957/9/17 JOKR-TV 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M045 N01-40991 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 風だより恋の手毬唄の巻 準備稿 33 1957/9/24 JOKR-TV 津瀬宏

M028 N01-40639 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/10/1

M028 N01-40638 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/10/8

M028 N01-40637 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/10/15

M028 N01-40636 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/10/22

M045 N01-40992 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 舞姿千両織の巻 決定稿 38 1957/10/29 JOKR-TV 津瀬宏

M045 N01-40993 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 鶴は千年・亀は万年の巻 準備稿 39 1957/11/5 JOKR-TV 津瀬宏

M045 N01-40994 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 筆は刀より強しの巻 決定稿 40 1957/11/13 JOKR-TV 長谷川公之
デジタル
化（館
内）

M045 N01-40995 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 哀れ質種の巻 準備稿 42 1957/11/27 JOKR-TV 津瀬宏

M028 N01-40643 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/12/4

M028 N01-40642 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/12/11

M028 N01-40634 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/(?)/(?)
デジタル
化（館
内）

M028 N01-40635 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/(?)/(?)
デジタル
化（館
内）

M028 N01-40640 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/(?)/(?)

M028 N01-40641 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/(?)/(?)

M028 N01-40647 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/(?)/(?)

M028 N01-40633 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1957/(?)/(?)
デジタル
化（館
内）

M028 N01-40646 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/1/22

M028 N01-40645 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/1/29

M028 N01-40644 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/2/5

M028 N01-40648 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/2/12

M028 N01-40649 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/2/19

M028 N01-40650 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/2/26

M045 N01-40996 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 世は情めおとコケシの巻 準備稿 56 1958/3/5 JOKR-TV 長谷川公之
デジタル
化（館
内）

M045 N01-40997 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 春で朧で花見酒の巻 決定稿 57 1958/3/12 JOKR-TV 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M045 N01-40998 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 高飛び二挺拳銃の巻 決定稿 58 1958/3/19 JOKR-TV キノトール
デジタル
化（館
内）

M028 N01-40651 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/3/26

M028 N01-40652 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/4/2

M028 N01-40653 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/4/9

M028 N01-40654 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/4/16

M028 N01-40655 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/4/23
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M028 N01-40656 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/4/30

M057 N01-41263 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/5/7

M057 N01-41264 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/5/14

M057 N01-41265 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/5/21

M057 N01-41266 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/5/28

M057 N01-41267 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 1958/6/4

M057 N01-41268 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 御落胤混線道中の巻 72 1958/6/25
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41269 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 謎の娘の巻 決定稿 73 1958/6/29
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M057 N01-41270 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 娘一人に彼氏が四人の巻 74 1958/7/9
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41271 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 暑中水見舞の巻 75 1958/7/16
ラジオ東京

テレビ
キノトール

M057 N01-41272 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 恋と花火は夜空に消えるの巻 決定稿 76 1958/7/23
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41273 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 ヤクザ志願の巻 決定稿 77 1958/7/30
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M057 N01-41274 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 浴衣姿の爆弾むすめ 決定稿 78 1958/8/6
ラジオ東京

テレビ
キノトール

M057 N01-41275 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 人情灯篭流し 79 1958/8/13
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41276 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 若殿のお気に入り 80 1958/8/20
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M045 N01-40999 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 夜のゴールデンボーイ 81 1958/8/27 JOKR-TV 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M045 N01-41000 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 秋風に恋知りそめ申し候 決定稿 82 1958/9/3 JOKR-TV 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M045 N01-41001 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 夜の渡り鳥 決定稿 83 1958/9/10 JOKR-TV キノトール
デジタル
化（館
内）

M045 N01-41002 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 江戸のドラキュラ 決定稿 84 [1958/9/17] JOKR-TV 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M057 N01-41277 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 秋月妻恋人形 85 1958/9/24
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M057 N01-41278 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 ひとりぼっちの土俵入り 決定稿 86 1958/10/1
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41279 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 枯葉落ちるか落ちないか 決定稿 87 1958/10/8
ラジオ東京

テレビ
キノトール

M057 N01-41280 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 二人で恋を 決定稿 88 1958/10/15
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M057 N01-41281 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 旅は道づれ世は非情 決定稿 89 1958/10/22
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41282 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 伊那谷の女盗賊 決定稿 90 1958/10/29
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M057 N01-41283 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 岡っ引天下の町 決定稿 91 1958/11/5
ラジオ東京

テレビ
キノトール

M057 N01-41284 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 迷うときとさめるとき 決定稿 92 1958/11/12
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M057 N01-41285 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 にせおかっぱの巻 決定稿 94 1958/11/26
ラジオ東京

テレビ
加藤忠松

M057 N01-41286 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 せんちめんたる狂女 決定稿 95 1958/12/3
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M029 N01-40670 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 鐘を合図に 96 1958/12/10 キノトール

M029 N01-40671 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 南蛮かるた 97 1958/12/17 小野田勇

M029 N01-40672 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 売言葉ご用心 98 1958/12/24 長谷川公之

M029 N01-40657 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 百八ッまでの恋 決定稿 99 1958/12/31
ラジオ東京

テレビ
キノトール

M029 N01-40658 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 満願百夜の初夢 決定稿 100 1959/1/7
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

M029 N01-40659 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 薮入りの出来事 決定稿 101 1959/1/14
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M029 N01-40664 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 恋の化粧雪 決定稿 102 1959/1/21 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M029 N01-40665 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 日本一の優等生 決定稿 103 1959/1/28 KRT キノトール
デジタル
化（館
内）
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M029 N01-40666 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 初午らぶ・こーる 決定稿 104 1959/2/4 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M029 N01-40660 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 江戸のホームラン王 決定稿 105 1959/2/11
ラジオ東京

テレビ
キノトール

M029 N01-40661 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 二月生れ 決定稿 106 1959/2/18
ラジオ東京

テレビ
長谷川公之

M029 N01-40662 テレビ ありちゃんのおかっぱ侍 八百八町さようなら 決定稿 107(終) 1959/2/25
ラジオ東京

テレビ
小野田勇

N01-05887 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

平地に波瀾を起す/恋に師匠
なし/千紫万紅/別れも楽し/ノ
ウ・スモーキング/隣は何をす
る人ぞ/起きて半畳寝て一畳/
なくて七クセ/治に居て乱を忘
れず/服装は体をあらわす/憂
いも辛いも喰うての上/痛くな
い腹をさぐられる/江戸と背中

が見て死にたい

1960/11/8～12、
14～19、21、22

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、遠藤啄郎、羽柴秀彦、野坂
昭如、城悠輔、古城一兵

デジタル
化（館
内）

N01-05888 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

秋茄子は嫁に食わすなと姑言
い/斧をといで針にする/百の
鍵より心の鍵/あつささむさも
彼岸まで/隣りの花は赤く見え
る/他人の飯には骨がある/日
進月歩/歴史はくりかえす/ベ

ター・ハーフ

1960/9/20～24、
26～29

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、城悠輔、野坂昭如、羽柴
秀彦、遠藤淳

N01-05889 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

覚えたら忘れろ/明るい家には
金がたまらぬ/カッとなる馬鹿
ならぬ馬鹿/我が好物人に踏
まれな/新しい草鞋を鍋取りに
使う/星まもる犬/貯えなけれ

ば憂いなし/有終の美

1961/3/23～25、
27～31

TBS
遠藤淳、城悠輔、野坂昭如、古城一

兵、吉岡治

N01-05890 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

微に入り細に入り/火のない所
に煙はたたぬ/三年経てば三
つになる/近火で手を焙る/男
やもめに蛆がわき/社会の木
鐸/秋来ぬと目にはさやかに

みえねども/夜目遠目傘のうち
/叩けよさらば開かれん/人生

は斗いの連続

1960/8/18～20、
24～27、29～31

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、羽柴秀彦、城悠輔、野坂昭
如

N01-05891 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

微に入り細に入り/火のない所
に煙はたたぬ/三年経てば三
つになる/近火で手を焙る/男
やもめに蛆がわき/社会の木
鐸/秋来ぬと目にはさやかに

みえねども/夜目遠目傘のうち
/叩けよさらば開かれん/人生

は斗いの連続

1960/8/18～20、
24～27、29～31

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、羽柴秀彦、城悠輔、野坂昭
如

N01-05892 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

開けて悔しき玉手箱/柔よく剛
を制す/死んで花見が咲くもの
か/泣くがいやさに笑って候/
魚の目に水見えず人の目に
空見えず/負う子に浅瀬を教

わる/鬼に金棒

1960/4/30、5/2
～4、6、7、9

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、城悠輔、津瀬宏、前田武彦

N01-05893 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

みのるほど頭のさがる稲穂か
な/運・鈍・根/飛ぶ鳥あとをに
ごさず/棺をおおうて値いさだ
まる/根を捨てて枝に注ぐ/メク
ソ、ハナクソを笑う/読書百遍

意自通

1960/10/8、10～
15

ラジオ東京
(TBS)

城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05894 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

えせ者の空笑い/馬鹿の一つ
覚え/月夜に提灯も見栄外聞/
恋は美しいゴカイ/惚れて通え
ば千里も一里/高い木は風に
ねたまれる/寝る子は育つ/相
手の身になって考えよう/どう

は馬

1960/8/5、6、
12、13、15～19

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、遠藤啄郎、野坂昭如、羽柴
秀彦、城悠輔

N01-05895 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

えせ者の空笑い/馬鹿の一つ
覚え/月夜に提灯も見栄外聞/
恋は美しいゴカイ/惚れて通え
ば千里も一里/高い木は風に
ねたまれる/寝る子は育つ/相
手の身になって考えよう/どう

は馬

1960/8/5、6、
12、13、15～19

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、遠藤啄郎、野坂昭如、羽柴
秀彦、城悠輔

N01-05896 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

人を見て法を説け/勘定合っ
て銭足らず/乱は天より降るに
あらず婦人より生ず/愛は死よ
りも強し/要領も使いよう/甘い
ものには蟻がつく/美人は云
わねど隠れなし/待つ身に辛
き置炬燵/ロバの耳をちょん

切っても馬にはならない

1960/5/20、21、
23～28、30

ラジオ東京
(TBS)

城悠輔、羽柴秀彦、遠藤淳、野坂昭
如、遠藤啄郎

N01-05897 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

大山鳴動鼡一匹/キリンも老
いてはドバに劣る/仏の顔も三
度/焼栗に芽が出た/結構は

阿呆のうち/女は良き夫を作る
天才でなければならない/空
きっ腹に茶漬/鬼の居ぬ間に
洗濯ジャブジャブ/雑魚の魚ま

じり

1960/6/8、9、
11、13～18

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、野坂昭如、堀俊彦、城悠
輔、羽柴秀彦
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N01-05898 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

大山鳴動鼡一匹/キリンも老
いてはドバに劣る/仏の顔も三
度/焼栗に芽が出た/結構は

阿呆のうち/女は良き夫を作る
天才でなければならない/空
きっ腹に茶漬/鬼の居ぬ間に
洗濯ジャブジャブ/雑魚の魚ま

じり

1960/6/8、9、
11、13～18

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、野坂昭如、堀俊彦、城悠
輔、羽柴秀彦

N01-05899 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

はじめチョロチョロ中パッパ/こ
んがらがっちゃいやよ/ゆずり
合うことは大切だ/猫も杓子も
/用ある時の地蔵顔用なき時
の閻魔面/割った茶碗をつい
でみる/夜爪を切るな/子供を

見て母親を知る

1961/3/6～11、
13、14

TBS
羽柴秀彦、遠藤淳、吉岡治、古城一

兵、城悠輔、野坂昭如

N01-05900 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

たとえ火の中　水の底/女なら
では、夜の明けぬ国/勝つこと
が目的じゃない/おだては皮ご
と食う/鳴かぬカラスの声聞け
ば拾わぬ先の金ぞ恋しき/昨
日の渕は今日の瀬/長崎ばっ
てん江戸べらぼう神戸兵庫の
なんぞいやついでに丹波のい
も訛り/親の恩は海より深し/

選んで粕を掴む

1960/7/29、30、
8/1～6、9

ラジオ東京
(TBS)

羽柴秀彦、野坂昭如、遠藤淳、遠藤
啄郎、城悠輔

N01-05901 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

微に入り細に入り/火のない所
に煙はたたぬ/三年経てば三
つになる/近火で手を焙る/男
やもめに蛆がわき/社会の木
鐸/秋来ぬと目にはさやかに

みえねども/夜目遠目傘のうち
/叩けよさらば開かれん/人生

は斗いの連続

1960/8/18～20、
24～27、29～31

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、羽柴秀彦、城悠輔、野坂昭
如

N01-05902 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

腹の皮が張れば目の皮がた
るむ/ならぶや秋の唐錦/知ら
ざるを知らずとせよ是知れる
なり/尺取りのかがむは伸び
んがため/万物流転/朝謡は
貧乏の相/前置きはみじかく/

夢を持とう

1960/9/10、12～
17、19

ラジオ東京
(TBS)

城悠輔、野坂昭如、遠藤啄郎、羽柴
秀彦

N01-05903 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

男は度胸女は愛嬌/一寸先は
闇/幽霊だけが化物じゃない/
銭なしの市立ち/ああ言やこう
言う/千金を譲らんより一芸を
教えよ/しゃあしゃあまじまじ/
心頭滅却すれば火も亦涼し

1960/7/22、23、
25～30

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、羽柴秀彦、野坂昭如、城悠
輔、遠藤啄郎

N01-05904 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

敗軍の将兵を語らず/論語よ
みの論語知らず/仕返しは三

層倍/三日に一度はヒッパタケ
/沈香も焚かず屁もひらず/金
と力は無かりけり/運命よ、お
前はなんと風に似ていること
か/だんだんよくなるほっけの

たいこ

1960/7/11、14～
16、18～21

ラジオ東京
(TBS)

野坂昭如、遠藤啄郎、羽柴秀彦、遠
藤淳

N01-05905 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

希望はデッカク持て/吾が世の
春/おひげの塵を払う/鬚は伸
びるが世帯は伸びぬ/冬の客

は火でもてなせ

1960/1/9～13 TBS
遠藤淳、羽柴秀彦、城悠輔、吉岡

治、古城一兵

N01-05906 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

ありがたやありがたや/両方立
てれば身が立たぬ/提灯で餅
をつく/言葉を大事にする国は
栄える/籤もひかずば当るまい
/頭は使いよう/世の中は下を

向いて通れ

1961/3/15～18、
20～22

TBS
遠藤淳、城悠輔、羽柴秀彦、野坂昭

如、吉岡治、古城一兵

N01-05907 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

口は災いの根/引かれ者の小
唄/よく笑うのも馬鹿のひとつ/
人には添うてみよ馬には乗っ
てみよ/理屈上手の行い下手/
鳥なき里のコウモリ/蛍の光・

窓の雪

1960/6/17、18、
20～24

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、城悠輔、野坂昭如、遠藤
淳、羽柴秀彦

N01-05908 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

畳の上の水練/一日あわねば
千秋の――/この世はすべて
舞台であり男も女もすべて役
者にすぎない/志は木の葉に
包め/蛇足/一を聞いて十を知
る/沈香も焚かず屁もひらず

1960/7/6～9、11
～13

ラジオ東京
(TBS)

城悠輔、野坂昭如、遠藤淳、羽柴秀
彦

N01-05909 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

口は災いの根/引かれ者の小
唄/よく笑うのも馬鹿のひとつ/
人には添うてみよ馬には乗っ
てみよ/理屈上手の行い下手/
鳥なき里のコウモリ/蛍の光・

窓の雪

1960/6/17、18、
20～24

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、城悠輔、野坂昭如、遠藤
淳、羽柴秀彦
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N01-05910 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

天に向かって唾を吐く/論より
証拠/雑魚の魚まじり/なす様
にならないでなる様になる/お
そかりし由良之助/汽車は出
て行く煙は残る残る煙が癪の
種/はじめて牡蠣をたべた人
間は大胆な人間である/他人

の褌で相撲をとる

1960/6/25、27～
7/2、4、5

ラジオ東京
(TBS)

野坂昭如、遠藤啄郎、城悠輔、遠藤
淳

N01-05911 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

畳の上の水練/一日あわねば
千秋の――/この世はすべて
舞台であり男も女もすべて役
者にすぎない/志は木の葉に
包め/蛇足/一を聞いて十を知
る/沈香も焚かず屁もひらず

1960/7/6～9、11
～13

ラジオ東京
(TBS)

城悠輔、野坂昭如、遠藤淳、羽柴秀
彦

N01-05912 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

天に向かって唾を吐く/論より
証拠/雑魚の魚まじり/なす様
にならないでなる様になる/お
そかりし由良之助/汽車は出
て行く煙は残る残る煙が癪の
種/はじめて牡蠣をたべた人
間は大胆な人間である/他人

の褌で相撲をとる

1960/6/25、27～
7/2、4、5

ラジオ東京
(TBS)

野坂昭如、遠藤啄郎、城悠輔、遠藤
淳

N01-05913 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学
石の上にも三年/サンタクロー

スで散々苦労する
1960/12/22、24 TBS 野坂昭如

N01-05914 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

麻の中のよもぎは自ら直す/
暮れぬ先の提灯/琴瑟相和す
/ケチンボ・万才/愛多ければ
憎しみ多く/仮病脈をつくらず/
頭剃るより心を剃れ/伴食大
臣/越すに越されず越されず
に越す/女房もらって身固る

1960/12/1～3、5
～10、12

TBS
城悠輔、羽柴秀彦、古城一兵、野坂

昭如、吉岡治

N01-05915 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

土台より二代/言葉は選んで
使え/蓼食う虫もすきずき/文
は書きたし書く手は持たず/さ
むがる奴が風邪をひく/徳利に
味噌をつめる/マッチ一本火事

の元

1960/11/23～
26、28～30

ラジオ東京
(TBS)

羽柴秀彦、遠藤淳、古城一兵、野坂
昭如

N01-05916 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

借り貸しは人の常/アテごとと
何とかは向うからはずれる/ア
クビも休養のうち/パンドラの
匣/妻の言うに向山も動く/湯

の辞儀は水になる/取らんとす
るものはまず与う/やせ馬鞭を
恐れず/あわてる乞食はもら

いが少ない

1960/10/28、
29、31～11/5、7

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、野坂昭如、羽柴秀彦、古城
一兵、城悠輔

N01-05917 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

平地に波瀾を起す/恋に師匠
なし/千紫万紅/別れも楽し/ノ
ウ・スモーキング/隣は何をす
る人ぞ/起きて半畳寝て一畳/
なくて七クセ/治に居て乱を忘
れず/服装は体をあらわす/憂
いも辛いも喰うての上/痛くな
い腹をさぐられる/江戸と背中

が見て死にたい

1960/11/8～12、
14～19、21、22

ラジオ東京
(TBS)

遠藤淳、遠藤啄郎、羽柴秀彦、野坂
昭如、城悠輔、古城一兵

N01-05918 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

下手な鉄砲数うちゃァ当る/夫
婦喧嘩は犬も食わない/巧言
令色鮮し仁/逆もまた真なり/
沈黙は金/知らん顔の半兵ヱ

1960/4/23、25～
29

ラジオ東京
(TBS)

津瀬宏、前田武彦、加藤文治

N01-05919 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

たとえ火の中　水の底/女なら
では、夜の明けぬ国/勝つこと
が目的じゃない/おだては皮ご
と食う/鳴かぬカラスの声聞け
ば拾わぬ先の金ぞ恋しき/昨
日の渕は今日の瀬/長崎ばっ
てん江戸べらぼう神戸兵庫の
なんぞいやついでに丹波のい
も訛り/親の恩は海より深し/

選んで粕を掴む

1960/7/29、30、
8/1～6、9

ラジオ東京
(TBS)

羽柴秀彦、野坂昭如、遠藤淳、遠藤
啄郎、城悠輔

N01-05920 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

すまじきものは宮仕え/花も実
もある/とかくメダカは群れた
がる/嘘も方便/親バカ/稼ぐ

に追いつく貧乏なし/坊主憎け
りゃ袈裟まで憎い/過ぎたるは

およばざるが如し

1960/5/10～14、
17～19

ラジオ東京
(TBS)

野坂昭如、遠藤淳、城悠輔、羽柴秀
彦

N01-05921 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

希望はデッカク持て/吾が世の
春/おひげの塵を払う/鬚は伸
びるが世帯は伸びぬ/冬の客

は火でもてなせ

1960/1/9～13 TBS
遠藤淳、羽柴秀彦、城悠輔、吉岡

治、古城一兵
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N01-05922 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学
気違いに刃物/竿竹で星を打
つ/ひなまつり/訂正もほどほ

どに

1961/2/23、3/2
～4

TBS
吉岡治、羽柴秀彦、野坂昭如、遠藤

淳

N01-05923 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

名刺出すバカもらうバカ/下手
の道具だて/やってるやつが
やってる/海賊が山賊の罪を

あばく/変化を求めるものは変
化におぼれやすし/愛は屋上
のカラスに及ぶ/あとの祭り/
牛の角を蜂が刺す/遅牛も

淀、早牛も淀/ドロナワ

1961/1/14、16～
21、23～25

TBS
野坂昭如、古城一兵、遠藤淳、吉岡

治、城悠輔、羽柴秀彦

N01-05924 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学
女房/名士/警視総監/発明家

/女給/ハイティーン
1960/1/2～7 TBS 野坂昭如

デジタル
化（館
内）

N01-05925 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

山高ければ谷深し/目は口ほ
どに物を云い/室に入って才を
とる/浅瀬に仇波/貧すりゃ鈍
する/さんべんまわって煙草に
しよ/細工貧乏/おどる阿呆に
おどらぬ阿呆/朝雨は女の腕

まくり

1960/10/17～
22、24～26

ラジオ東京
(TBS)

羽柴秀彦、野坂昭如、古城一兵、城
悠輔

N01-05926 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

磨く地蔵の鼻を折る/牛に対し
て琴を弾ず/金は天下の廻り
もの/いやな事は良く噛みしめ
ろ/来年のことを云うと鬼が笑

う

1960/12/27～31 TBS
古城一兵、城悠輔、遠藤淳、羽柴秀

彦

N01-05927 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

月に叢雲花に風/浮気と乞食
はやめられない/きれいなバラ
にはトゲがある/朝跳の夕跛/
人のフリ見て我がフリ直せ/こ
ろばぬさきの杖/鉄は赤いうち
にうて/四ヶ月の交際が、はた
して、一生を保障するだろうか

1960/5/30～
6/4、6、7

ラジオ東京
(TBS)

城悠輔、遠藤淳、羽柴秀彦、堀俊
彦、野坂昭如、遠藤啄郎

N01-05928 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

名刺出すバカもらうバカ/下手
の道具だて/やってるやつが
やってる/海賊が山賊の罪を

あばく/変化を求めるものは変
化におぼれやすし/愛は屋上
のカラスに及ぶ/あとの祭り/
牛の角を蜂が刺す/遅牛も

淀、早牛も淀/ドロナワ

1961/1/14、16～
21、23～25

TBS
野坂昭如、古城一兵、遠藤淳、吉岡

治、城悠輔、羽柴秀彦

N01-05929 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

空き樽は音が高い/老いては
子に殺され/運用の妙は一心
に存す/習い性となる/ムード
に誤間化されるな/鯛も一人
はうまからず/九層の台は累

土に起こる/鰯のあたまも信心
から

1961/1/26～28、
30～2/3

TBS
羽柴秀彦、吉岡治、城悠輔、古城一

兵、遠藤淳

N01-05930 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

バカもやすみやすみ云え/急
がば歩け/泣いたって駄目さ/
どうして九両三分二朱/三人

寄れば文殊の智恵/人の一寸
我が一尺/臭いものにはフタ/
ツーって云えばカー/足もとを
見る/茶碗を投げれば綿にて

受けよ/相談は受けたり受けら
れたり/取るよりかばえ

1961/1/31、2/6
～11、13～17

TBS
野坂昭如、吉岡治、遠藤淳、羽柴秀

彦、古城一兵、城悠輔

N01-05931 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

覚えたら忘れろ/明るい家には
金がたまらぬ/カッとなる馬鹿
ならぬ馬鹿/我が好物人に踏
まれな/新しい草鞋を鍋取りに
使う/星まもる犬/貯えなけれ

ば憂いなし/有終の美

1961/3/23～25、
27～31

TBS
遠藤淳、城悠輔、野坂昭如、古城一

兵、吉岡治

N01-05932 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

魚は殿様に焼かせろ餅は乞
食に焼かせろ/裏を大事にしろ
/災いは口より生ず/よく学び
よく遊びよく眠れ/横槌で庭を

掃く/愛してその醜を忘れる/ソ
ロモンの栄華も一輪の野の花
に及ばず/正宗で大根を切る/

一円に笑う者は一円に泣く

1961/2/16～18、
22～25、27、28

TBS
羽柴秀彦、遠藤淳、城悠輔、吉岡

治、古城一兵、野坂昭如

N01-05933 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

取越苦労はほどほどに/人生
は孤独なり/三人虎を成す/笑
う者は測るべからず/入るを量
りて出ずるを制す/骨折り損の
くたびれもうけ/白があるから
赤がある/忘れ物に御注意/

質屋さんも使いよう/万事休す

1960/12/13～
17、19～23、25

TBS
遠藤淳、吉岡治、城悠輔、古城一

兵、野坂昭如、羽柴秀彦
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N01-26403 ラジオ アリちゃんのおとぼけ哲学

取越苦労はほどほどに/人生
は孤独なり/三人虎を成す/笑
う者は測るべからず/入るを量
りて出ずるを制す/骨折り損の
くたびれもうけ/白があるから
赤がある/忘れ物に御注意/

質屋さんも使いよう/万事休す

1960/12/13～
17、19～23、25

TBS
遠藤淳、吉岡治、城悠輔、古城一

兵、野坂昭如、羽柴秀彦

N01-03045 テレビ ありちゃんのパパ先生 おふくろ台風 演出用コンテ 26 (?)/8/25

フジテレビ
(JOCX-

TV)KTV、
KBC

小野田勇

N01-19692 テレビ ある愛の歴史 多良寛則・尚子夫妻 1975/10/4 TBS 遠藤敦司

N01-19693 テレビ ある愛の歴史 多良寛則・尚子夫妻 1975/10/4 TBS 遠藤敦司

M005 N01-40100 ラジオ ある雨の夜 1949/3/25 NHK 森永(?)

N01-01033 ラジオ 或る馬の死 1959/1/19 ラジオ中国 大牟田稔

N01-03298 ラジオ ある男の証言 (?)
ニッポン放

送
茂木草介

N01-03299 ラジオ ある男の証言 (?)
ニッポン放

送
茂木草介

N01-01012 ラジオ ある女の心象風景　どこへ行こうか (?)/2/1 RKB毎日 矢代静一

N01-04815 テレビ ある休暇 1961/10/29 RKB毎日 坂上弘
デジタル
化（館
内）

平028 N01-45208 ラジオ ある偶然 1951/3/17 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-11417 テレビ ある刑事（仮題） (?) フジテレビ 清水邦夫

N01-11296 テレビ 或る殺人 後編 (?)/6/15 フジテレビ 北村篤子

N01-05096 テレビ
ある札束の物語－シャンソンミュージカル

－
決定稿 1960/6/9

NET(テレビ
朝日)

血脇啓寿

M061 N01-41337 ラジオ 或る思春期 1953/10/27 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-10356 テレビ ある主従 1971/2/12 大西信行

N01-13353 テレビ ある少年の場合 1967/11/23 NHK 羽仁進
デジタル
化（館
内）

N01-07919 テレビ ある青春 1962/11/18
中部日本放

送
松山善三

デジタル
化（館
内）

N01-02994 ラジオ ある青年の死 1960/8/8
中部日本放

送
堀江史朗

N01-18061 テレビ ある闘いの記録飛べよピッカロ 手製オートジャイロYS―6M 1973/8/25 テレビ朝日 野村六助

N01-01650 テレビ アルタミーラの洞穴 検討稿 1963/6/9 NHK 横田弘行

N01-01652 テレビ アルタミーラの洞穴 決定稿 1963/6/9 NHK 横田弘行

N01-02471 ラジオ 或る駐在日記 1958/4/9 NHK 岸宏子

N01-02472 ラジオ 或る駐在日記 [1958/4/9] NHK 岸宏子

N01-03068 テレビ ある通信教育生の記録 1965/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-09601 テレビ ある女人像 7～12 (?)/3/28～4/2 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-15791 ラジオ アルバートの橋 1969/2/1 NHK 中井多津夫
デジタル
化（館
内）

N01-15992 ラジオ アルバートの橋 [1969/2/1] NHK トム・ストッパード

N01-03256 テレビ 或る晴れた日に 1961/(?)/(?) 関西テレビ 茂木草介

M020 N01-40490 ラジオ
ある日ある時　　私は麦畑に立っている

その三
1956/5/23 NHK 筒井敬介

デジタル
化（館
内）

N01-00462 ラジオ [ある日の妻] (?) 平松テイ子
デジタル
化（館
内）

N01-01669 テレビ アルファ氏の探険 海底の巻
第二稿、オー

ディション
(?) NHK 横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-01671 テレビ アルファ氏の探険 海底の巻
第三稿、オー

ディション
(?) NHK 横田弘行

N01-03096 テレビ アルファ氏の探険 海底の巻
打合せ稿3、

オーディション
(?) NHK 横田弘行

N01-03300 ラジオ 或る弁護士の記録 示談屋(民事の部) (?) ABCラジオ 茂木草介
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N01-03301 ラジオ 或る弁護士の記録 示談屋(刑事) (?) ABCラジオ 茂木草介

N01-05131 テレビ ある町のある出来事 1959/10/18 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-15790 ラジオ あるマラソン走者の最期 1970/3/7 NHK 佐藤竜太

N01-12350 テレビ ある勇気の記録 1 (?)
NET(テレビ

朝日)
佐治乾、鈴樹三千夫

N01-24642 テレビ ある勇気の記録
大いなる抵抗(35)/夜が憎い

(36)
35・36 1966/(?)/(?) NET 押川國秋(35)、深沢一夫(36)

N01-24643 テレビ ある勇気の記録
大いなる抵抗(35)/夜が憎い

(36)
35・36 1966/(?)/(?) NET 押川國秋(35)、深沢一夫(36)

N01-18070 テレビ あれこれサロン 4 1972/10/23 テレビ朝日 野村六助

N01-03479 テレビ 荒れた日の海に 1962/12/9 JOFK 茂木草介

N01-04608 ラジオ 淡島千景と共に お芽出たい人々 (?)
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫

N01-04609 ラジオ 淡島千景と共に 嫉妬(ジェラシー) 11 (?)/8/30
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-04610 ラジオ 淡島千景と共に 退屈な女 17 (?)/10/11
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫

N01-04611 ラジオ 淡島千景と共に 器用な女 19 (?)/10/25
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫

N01-04612 ラジオ 淡島千景と共に 拾った手紙 20 (?)/11/4
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫

N01-04613 ラジオ 淡島千景と共に 器用な女 23 (?)/11/25
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫

N01-04614 ラジオ 淡島千景と共に 双児の姉妹 25 (?)/12/9
電通ラジオ
テレビ局

木村重夫

N01-12714 テレビ 暗黒流砂 決定稿 1 1977/11/26 毎日放送 小川英

N01-12715 テレビ 暗黒流砂 決定稿 2 1977/12/3 毎日放送 小川英

N01-12716 テレビ 暗黒流砂 決定稿 3 1977/12/10 毎日放送 小川英

N01-12717 テレビ 暗黒流砂 決定稿 4 1977/12/17 毎日放送 小川英

N01-12718 テレビ 暗黒流砂 決定稿 5 1977/12/24 毎日放送 小川英

N01-08951 ラジオ 暗殺のソロ 1～5 1989/10/2～6 NHK-FM たなべまもる

N01-00034 ラジオ 暗礁 1960/7/25 NHK 八木隆一郎

N01-04598 テレビ 安全マッチ 改訂稿 1961/3/28 TBS 泉久次

N01-04599 テレビ 安全マッチ スタッフ決定稿 1961/3/28 TBS 泉久次

N01-04600 テレビ 安全マッチ スタッフ決定稿 1961/3/28 TBS 泉久次

N01-09991 テレビ あんまつ子物語 (?)/11/(?) 朝日放送 茂木草介

N01-04385 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と落葉の唄 50 (?)/11/9 KRT 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-04386 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と愛の大売出し 53 (?)/11/30 KRT 木村重夫

N01-04387 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と三太九郎助 56 (?)/12/21 KRT 木村重夫

N01-04388 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と花嫁人形 59 (?)/1/11 KRT 木村重夫

N01-04389 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とお脈拝見 60 (?)/1/18 KRT 木村重夫

N01-04390 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と針供養 63 (?)/2/8 KRT 木村重夫

N01-04391 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と女の一大事 66 (?)/2/29 KRT 木村重夫

N01-04392 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と就職の春 69 (?)/3/21 KRT 木村重夫

N01-04393 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と愛のお作法 71 (?)/4/4 KRT 木村重夫

N01-04394 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とのんきな殿様 74 (?)/4/25 KRT 木村重夫

N01-04395 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とのんきな殿様 74 (?)/4/25 KRT 木村重夫



「あ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04396 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と家宝の土瓶 77 (?)/5/20 KRT 木村重夫

N01-04397 テレビ あんみつ姫 あんみつと御意見無用 81 (?)/6/17 KRT 木村重夫

N01-04398 テレビ あんみつ姫 あんみつと太陽がいっぱい 82 (?)/6/24 KRT 木村重夫

N01-04399 テレビ あんみつ姫 あんみつと太陽がいっぱい 82 (?)/6/24 KRT 木村重夫

N01-04400 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とゆかたの季節 86 (?)/7/22 KRT 木村重夫

N01-04401 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とゆかたの季節 86 (?)/7/22 KRT 木村重夫

N01-04402 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と殺し屋の巻 87 (?)/7/29 KRT 木村重夫

N01-04403 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とやりくり大名 94 (?)/9/16 KRT 木村重夫

N01-04404 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫とやりくり大名 94 (?)/9/16 KRT 木村重夫

N01-04405 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と江戸の隠密 95 (?)/9/23 KRT 木村重夫

N01-04406 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と江戸の隠密 95 (?)/9/23 KRT 木村重夫

N01-04407 テレビ あんみつ姫 あんみつ姫と江戸の隠密 95 (?)/9/23 KRT 木村重夫

N01-08536 ラジオ あんめんだある教渡来記 1962/8/23 RKB毎日 渡瀬一男

N01-16890 テレビ アンラコロの歌 スタッフ決定稿 4週 1972/4/17～23 TBS 小山内美江子
デジタル
化（館
内）

N01-16891 テレビ アンラコロの歌 決定稿 8週(43～48) 1972/5/15～20 TBS 小山内美江子

N01-16892 テレビ アンラコロの歌 スタッフ稿 11週(61～66) 1972/6/5～6/10 TBS 小山内美江子

N01-16893 テレビ アンラコロの歌 15週(85～90) 1972/7/3～8 TBS 小山内美江子

N01-16894 テレビ アンラコロの歌 スタッフ稿 18週(103～108) 1972/7/24～29 TBS 小山内美江子

N01-16895 テレビ アンラコロの歌 スタッフ稿 21週(121～126) 1972/8/15～19 TBS 小山内美江子

N01-16896 テレビ アンラコロの歌 スタッフ稿 24週(139～144) 1972/9/4～9 TBS 小山内美江子

N01-16897 テレビ アンラコロの歌 スタッフ決定稿 27週(157～162) 1972/9/25～30 TBS 小山内美江子
デジタル
化（館
内）



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50192 資料 いえの芸 (?)

N01-15270 テレビ 家光が行く 飛び出した若君 決定稿 1 1972/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15271 テレビ 家光が行く 鈴をつけた女 決定稿 4 1972/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-08125 テレビ 鋳型 1963/10/27 NHK 須川榮三
デジタル
化（館
内）

N01-12166 ラジオ いかづち 1968/12/7 NHK 和田勝一

N01-12567 ラジオ 生きている音 第一稿 [1965/11/17]
中部日本放

送
内村直也

M026 N01-40614 テレビ 粋な閻魔様 1953/11/16 日本テレビ 滝沢てるを
デジタル
化（館
内）

N01-19899 テレビ
生きる　ダークダックスの25時間テレソンー

花子の車イス募金ー
1976/6/4～5 TVK 保富康午

N01-18269 テレビ ゛生きる゛スーザンの生命ある限り 1973/11/(?) フジテレビ 野村六助

N01-08135 テレビ 幾山河 決定稿 1963/11/17 朝日放送 猪俣勝人

N01-07951 テレビ 幾星霜 決定稿 1964/11/26
NET(テレビ

朝日)
毛利恒之

デジタル
化（館
内）

N01-51124 ラジオ 行こうみんなで 泣き出した事件記者 1971/6/4 NHK

N01-51125 ラジオ 行こうみんなで 夏を忘れるな！ 1971/9/3 NHK

N01-08562 ラジオ 行こうみんなで よーいドン! 1971/10/1 NHK 横田弘行

N01-23801 ラジオ 行こうみんなで よーいドン! 1971/10/1 NHK 横田弘行

N01-07725 ラジオ 行こうみんなで おじさんの少年時代 1971/10/8 NHK 横田弘行

N01-08561 ラジオ 行こうみんなで おじさんの少年時代 1971/10/8 NHK 横田弘行

N01-08566 ラジオ 行こうみんなで ふしぎな少女 1971/5/28 NHK 横田弘行

N01-08565 ラジオ 行こうみんなで おじさんがんばれ!! 1971/6/11 NHK 横田弘行

N01-08796 ラジオ 行こうみんなで おじさんがんばれ!! 1971/6/11 NHK 横田弘行

N01-08559 ラジオ 行こうみんなで 泣き出した事件記者 1971/6/4 NHK 横田弘行

N01-08563 ラジオ 行こうみんなで ご意見をどうぞ 1971/9/17 NHK 横田弘行

N01-08802 ラジオ 行こうみんなで ご意見をどうぞ 1971/9/17 NHK 横田弘行

N01-08564 ラジオ 行こうみんなで 夏を忘れるな! 1971/9/3 NHK 横田弘行

N01-07726 ラジオ 行こうみんなで こわいあいつ 1972/1/14 NHK 小川乃倫子

N01-07727 ラジオ 行こうみんなで 機械ずきの少年 1972/1/21 NHK 小川乃倫子

N01-07728 ラジオ 行こうみんなで 切手のない手紙 1972/1/28 NHK 小川乃倫子

N01-23835 ラジオ 行こうみんなで ゲラゲラ笑うな! 1972/10/13 NHK 横田弘行

N01-08804 ラジオ 行こうみんなで ブランコとおじいさん 1972/10/20 NHK 横田弘行

N01-23826 ラジオ 行こうみんなで ひみつをもらすな! 1972/10/27 NHK 横田弘行

N01-23834 ラジオ 行こうみんなで はなをつまんで 1972/10/6 NHK 横田弘行

N01-23829 ラジオ 行こうみんなで なんにも仙人 1972/11/10 NHK 横田弘行

N01-07736 ラジオ 行こうみんなで 世界のこどもの母 1972/11/17 NHK 小川乃倫子

N01-08798 ラジオ 行こうみんなで 吹雪とたたかう人々 1972/3/10 NHK 横田弘行

N01-23803 ラジオ 行こうみんなで 吹雪とたたかう人びと 1972/3/10 NHK 横田弘行

N01-08799 ラジオ 行こうみんなで あしたが待ってる!! 1972/3/17 NHK 横田弘行

N01-23805 ラジオ 行こうみんなで あしたが待ってる!! 1972/3/17 NHK 横田弘行



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23802 ラジオ 行こうみんなで やることがいっぱいだ!! 1972/3/3 NHK 横田弘行

N01-07729 ラジオ 行こうみんなで
壁新聞はいつできる　自由と

責任
1972/4/21 NHK 小川乃倫子

N01-23804 ラジオ 行こうみんなで 一歩前進!! 1972/4/28 NHK 横田弘行

N01-07730 ラジオ 行こうみんなで あーしたてんきになーれ 1972/6/16 NHK 小川乃倫子

N01-07731 ラジオ 行こうみんなで あーしたてんきになーれ 1972/6/16 NHK 小川乃倫子

N01-08768 ラジオ 行こうみんなで さがせさがせ 1972/6/2 NHK 横田弘行

N01-23806 ラジオ 行こうみんなで さがせさがせ　親切 1972/6/2 NHK 横田弘行

N01-07732 ラジオ 行こうみんなで アルバムはどこに 1972/6/23 NHK 小川乃倫子

N01-07733 ラジオ 行こうみんなで アルバムはどこに 1972/6/23 NHK 小川乃倫子

N01-07734 ラジオ 行こうみんなで 六月のクリスマス 1972/6/30 NHK 小川乃倫子

N01-08781 ラジオ 行こうみんなで 名医の誓い 1972/6/9 NHK 横田弘行

N01-23830 ラジオ 行こうみんなで 名医の誓い 1972/6/9 NHK 横田弘行

N01-23831 ラジオ 行こうみんなで くしゃみといねむり 1972/7/14 NHK 横田弘行

N01-23832 ラジオ 行こうみんなで どんどん登れ!! 1972/7/7 NHK 横田弘行

N01-07735 ラジオ 行こうみんなで 過ぎた夏休み 1972/9/1 NHK 小川乃倫子

N01-07737 ラジオ 行こうみんなで 消えたセキセイインコ 1973/1/12 NHK 小川乃倫子

N01-23827 ラジオ 行こうみんなで ほら、富士山が笑ってる 1973/1/26 NHK 横田弘行

N01-07740 ラジオ 行こうみんなで だれもこない 1973/10/18 NHK 小川乃倫子

N01-07741 ラジオ 行こうみんなで こわれた水車 1973/10/25 NHK 小川乃倫子

N01-07739 ラジオ 行こうみんなで 動物村の音楽祭 1973/10/4 NHK 小川乃倫子

N01-07743 ラジオ 行こうみんなで けち兵ヱの涙 1973/12/20 NHK 松岡励子

N01-08732 ラジオ 行こうみんなで 遠いインドへの道 1973/2/16 NHK 横田弘行

N01-07738 ラジオ 行こうみんなで 花は海を越えて 1973/3/2 NHK 小川乃倫子

N01-22767 ラジオ 行こうみんなで 花は海を越えて 1973/3/2 NHK 小川乃倫子

N01-23828 ラジオ 行こうみんなで あしたが待ってる! 1973/3/9 NHK 横田弘行

N01-23807 ラジオ 行こうみんなで 化かされるな小坊主! 1973/4/12 NHK 横田弘行

N01-51123 ラジオ 行こうみんなで 小鹿のピン 1973/4/26 NHK 横田弘行

N01-23833 ラジオ 行こうみんなで 消えた少女 1973/5/10 NHK 横田弘行

N01-23808 ラジオ 行こうみんなで 放送局がやってきた! 1973/7/5 NHK 横田弘行

N01-08733 ラジオ 行こうみんなで からくり儀右衛門 1973/9/20 NHK 横田弘行

N01-08731 ラジオ 行こうみんなで 笛吹き長者 1973/9/27 NHK 横田弘行

N01-08560 ラジオ 行こうみんなで 最後の日が昇る… 1973/9/6 NHK 横田弘行

N01-07744 ラジオ 行こうみんなで はんぱの八兵衛 1974/2/28 NHK 小川乃倫子

N01-07745 ラジオ 行こうみんなで チビッコパラダイス 1974/3/7 NHK 小川乃倫子

N01-22769 ラジオ 行こうみんなで チビッコパラダイス 1974/3/7 NHK-R2 小川乃倫子

N01-08734 ラジオ 行こうみんなで 世界の子供が待っている 1 1974/2/14 NHK 横田弘行

N01-08735 ラジオ 行こうみんなで 世界の子供が待っている 2 1974/2/21 NHK 横田弘行



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07746 ラジオ 行こうみんなで とんから姫 3 1974/5/2 NHK 横田弘行

N01-08803 ラジオ 行こうみんなで とんから姫 3 1974/5/2 NHK 横田弘行

N01-16149 ラジオ 行こうみんなで とんから姫 3 1974/5/2 NHK 横田弘行

N01-08736 ラジオ 行こうみんなで ふしぎな口笛 4 1974/5/16 NHK 横田弘行

N01-08801 ラジオ 行こうみんなで ふしぎな口笛 4 1974/5/16 NHK 横田弘行

N01-07747 ラジオ 行こうみんなで 親切あずけます 6 1974/5/30 NHK 小川乃倫子

N01-08603 ラジオ 行こうみんなで グウグウ・パクパク・バリバリ 10 1974/6/27 NHK 横田弘行

N01-08737 ラジオ 行こうみんなで グウグウ・パクパク・バリバリ 10 1974/6/27 NHK 横田弘行

N01-07748 ラジオ 行こうみんなで 動物村の引っこし 11 1974/7/4 NHK 小川乃倫子

N01-07749 ラジオ 行こうみんなで 霧の音 14 1974/9/19 NHK 小川乃倫子

N01-07750 ラジオ 行こうみんなで みょうがのごちそう 15 1974/9/26 NHK 小川乃倫子

N01-08598 ラジオ 行こうみんなで こわれたトランペット 17 1974/10/17 NHK 横田弘行

N01-08738 ラジオ 行こうみんなで こわれたトランペット 17 1974/10/17 NHK 横田弘行

N01-08599 ラジオ 行こうみんなで うさぎのピョン 18 1974/10/24 NHK 横田弘行

N01-08739 ラジオ 行こうみんなで うさぎのピョン 18 1974/10/24 NHK 横田弘行

N01-08740 ラジオ 行こうみんなで 横笛と盗人 19 1974/10/31 NHK 横田弘行

N01-07751 ラジオ 行こうみんなで はかまとはんてん 27 1975/1/9 NHK 小川乃倫子

N01-07752 ラジオ 行こうみんなで はかまとはんてん 27 1975/1/9 NHK 小川乃倫子

N01-07753 ラジオ 行こうみんなで 二つの橋 28 1975/1/23 NHK 小川乃倫子

N01-07754 ラジオ 行こうみんなで 二つの橋 28 1975/1/23 NHK 小川乃倫子

N01-07755 ラジオ 行こうみんなで 峠で聞いた子守唄 29 1975/1/30 NHK 小川乃倫子

N01-22768 ラジオ 行こうみんなで 峠で聞いた子守唄 29 1975/1/30 NHK-R2 小川乃倫子

N01-08595 ラジオ 行こうみんなで 寄らずのほこら(1) 30 1975/2/6 NHK 横田弘行

N01-08741 ラジオ 行こうみんなで 寄らずのほこら(1) 30 1975/2/6 NHK 横田弘行

N01-08596 ラジオ 行こうみんなで 寄らずのほこら(2) 31 1975/2/13 NHK 横田弘行

N01-08742 ラジオ 行こうみんなで 寄らずのほこら(2) 31 1975/2/13 NHK 横田弘行

N01-10610 テレビ 居酒屋 1～5 1976/5/3～7 NHK 茂木草介

N01-10611 テレビ 居酒屋 6～10 1976/5/10～14 NHK 茂木草介

N01-10612 テレビ 居酒屋 11～15 1976/5/17～21 NHK 茂木草介

N01-10613 テレビ 居酒屋 16～20 1976/5/24～28 NHK 茂木草介

N01-24669 ラジオ 淨火 1947/6/7 NHK 御莊金吾

N01-00389 テレビ 石狩川　七景 放送用台本 [1964]/4/11 HBC 内村直也

N01-05160 テレビ 石狩の野に 1959/11/29
北海道放送

テレビ
岩間芳樹

デジタル
化（館
内）

N01-19769 ラジオ 石坂浩二と共に 1 [1968]/12/7 文化放送 喜多川良一

N01-19768 ラジオ 石坂浩二と共に 4 1968/12/28 文化放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-00119 ラジオ 石だたみ 1959/1/16 NHK 内村直也

N01-00120 ラジオ 石だたみ 1959/1/16 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13385 テレビ 石になるまで… 1966/11/3 NHK 羽仁進

N01-10010 テレビ 石の林 (?) 茂木草介

N01-02567 テレビ 石のまち 1961/12/27 NHK 岸宏子

N01-02578 テレビ 石のまちで 1963/3/26 岸宏子

N01-12633 テレビ 碑 1969/10/9
広島テレビ

放送
松山善三

デジタル
化（館
内）

N01-12634 資料 碑 1969/10/9
広島テレビ

放送

N01-12635 資料 碑 1969/10/9
広島テレビ

放送
松山善三

N01-13218 ラジオ 意地悪一九六九年 -今年も意地悪ろう- 1969/1/1 文化放送 意地悪グループ
デジタル
化（館
内）

N01-13242 ラジオ 意地悪一九七〇年 -今年も意地悪ろう- 1970/1/1 文化放送
伊藤ひろみつ、岡本一郎、蔭島より
ひこ、松本醇、水原明人(意地悪グ

ループ)

デジタル
化（館
内）

N01-21882 ラジオ 意地悪一九七一年 -今年も意地悪ろう- 1971/1/3 文化放送 水原明人、意地悪グループ
デジタル
化（館
内）

N01-21881 ラジオ 意地悪一九七二年 -今年も意地悪ろう- 1972/1/9 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-22901 テレビ いじわるクイズ時価1万円 1 (?)/5/19 フジテレビ 松本重美

N01-11705 ラジオ 意地悪ジョッキー (?) 文化放送 いとうひろみつ

N01-05472 ラジオ [意地悪ジョッキー] (?) 文化放送
水原明人、かげやまよりひこ、かげ

しまよりひこ

デジタル
化（館
内）

N01-11878 ラジオ 意地悪ジョッキー (?)/1/(?) 文化放送 かげしまよりひこ、岡本一郎

N01-11659 ラジオ 意地悪ジョッキー (?)/12/9～13 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、かげし

まよりひこ

N01-05466 ラジオ 意地悪ジョッキー 56～70 (?)/7/25～8/12 文化放送 相沢正夫、山口瞳、工藤昌男

N01-08198 ラジオ 意地悪ジョッキー 91～95 (?)/9/12～16 文化放送 相沢正夫

N01-08191 ラジオ 意地悪ジョッキー 96～107 (?)/9/19～30 文化放送 相沢正夫

N01-08202 ラジオ 意地悪ジョッキー 101～115 (?)/9/26～10/17 文化放送
水原明人、工藤昌男、相沢正夫、山

口瞳

N01-08201 ラジオ 意地悪ジョッキー 125～134 (?)/11/7～18 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-08197 ラジオ 意地悪ジョッキー 135～149 (?)/11/21～12/9 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-05421 ラジオ 意地悪ジョッキー 150～163 (?)/12/13～30 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-08194 ラジオ 意地悪ジョッキー 179～187 (?)/1/30～2/13 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-05439 ラジオ 意地悪ジョッキー 188～197 (?)/2/11～22 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-05438 ラジオ 意地悪ジョッキー 198～204 (?)/2/23～3/2 文化放送 水原明人

N01-05437 ラジオ 意地悪ジョッキー 203～210 (?)/3/3～11 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-08193 ラジオ 意地悪ジョッキー 211～216 (?)/3/13～18 文化放送 水原明人、工藤昌男、相沢正夫

N01-08199 ラジオ 意地悪ジョッキー 217～222 (?) 文化放送 水原明人

N01-08192 ラジオ 意地悪ジョッキー 223～234 (?)/3/27～4/8 文化放送 水原明人、工藤昌男、相沢正夫

N01-05461 ラジオ 意地悪ジョッキー 235～246 (?)/4/10～22 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05427 ラジオ 意地悪ジョッキー 247～252 (?)/4/24～29 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-08200 ラジオ 意地悪ジョッキー 253～258 (?)/5/1～6 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05452 ラジオ 意地悪ジョッキー 259～270 (?)/5/8～20 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05420 ラジオ 意地悪ジョッキー 271～282 (?)/5/22～6/3 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05422 ラジオ 意地悪ジョッキー 283～294 (?)/6/5～17 文化放送
水原明人、相沢正夫、山口瞳、工藤

昌男

N01-08190 ラジオ 意地悪ジョッキー 295～306 (?)/6/19～7/1 文化放送
水原明人、工藤昌男、相沢正夫、山

口瞳
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N01-08189 ラジオ 意地悪ジョッキー 307～318 (?)/7/3～15 文化放送
水原明人、相沢正夫、山口瞳、工藤

昌男

N01-05448 ラジオ 意地悪ジョッキー 319～324 (?)/7/17～22 文化放送 水原明人、山口瞳、工藤昌男

N01-05447 ラジオ 意地悪ジョッキー 325～332 (?)/7/24～8/1 文化放送 水原明人、山口瞳、工藤昌男

N01-05424 ラジオ 意地悪ジョッキー 333～337 (?)/8/2～7 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-05429 ラジオ 意地悪ジョッキー 349～362 (?)/8/21～9/2 文化放送 水原明人、山口瞳、工藤昌男

N01-05434 ラジオ 意地悪ジョッキー 385～395 (?)/10/5～17 文化放送 水原明人、松島ミエ子、工藤昌男

N01-05433 ラジオ 意地悪ジョッキー 396～406 (?)/10/19～31 文化放送
水原明人、相沢正夫、向田邦子、工

藤昌男

N01-05432 ラジオ 意地悪ジョッキー 404～414 (?)/10/28～11/8 文化放送 水原明人、相沢正夫、向田邦子

N01-05431 ラジオ 意地悪ジョッキー 415～422 (?)/11/10～18 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-08183 ラジオ 意地悪ジョッキー 419～432 (?)/11/15～30 文化放送
水原明人、工藤昌男、中江俊夫、相

沢正夫

N01-05462 ラジオ 意地悪ジョッキー 433～442 (?)/12/1～12 文化放送 水原明人、工藤昌男、向田邦子

N01-08187 ラジオ 意地悪ジョッキー 439～446 (?)/12/8～16 文化放送 水原明人、工藤昌男、向田邦子

N01-08188 ラジオ 意地悪ジョッキー 447～458 (?)/12/18～30 文化放送
水原明人、工藤昌男、向田邦子、相

沢正夫

N01-08158 ラジオ 意地悪ジョッキー 471～476 (?)/1/15～20 文化放送 水原明人

N01-08186 ラジオ 意地悪ジョッキー 471～481 (?)/1/15～27 文化放送 水原明人

N01-08185 ラジオ 意地悪ジョッキー 482～493 (?)/1/29～2/10 文化放送 水原明人

N01-08184 ラジオ 意地悪ジョッキー 494～502 (?)/2/12～21 文化放送
水原明人、工藤昌男、向田邦子、相

沢正夫

N01-05456 ラジオ 意地悪ジョッキー 503～510 (?)/2/22～3/2 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-05454 ラジオ 意地悪ジョッキー 511～517 (?)/3/3～10 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05455 ラジオ 意地悪ジョッキー 518～523 (?)/3/12～17 文化放送 水原明人、相沢正夫

N01-05426 ラジオ 意地悪ジョッキー 524～529 (?)/3/19～24 文化放送 相沢正夫、工藤昌男

N01-05425 ラジオ 意地悪ジョッキー 530～541 (?)/3/26～4/7 文化放送
水原明人、相沢正夫、芹沢京子、工

藤昌男

N01-05442 ラジオ 意地悪ジョッキー 548～559 (?)/4/16～28 文化放送
水原明人、工藤昌男、相沢正夫、か

げしまよりひこ

N01-05423 ラジオ 意地悪ジョッキー 560～566 (?)/4/30～5/7 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-05430 ラジオ 意地悪ジョッキー 563～575 (?)/5/3～17 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05428 ラジオ 意地悪ジョッキー 576～586 (?)/5/18～30 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-08159 ラジオ 意地悪ジョッキー 576～586 (?)/5/18～30 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05080 ラジオ 意地悪ジョッキー 587～592 (?)/5/31～6/6 文化放送 相沢正夫、水原明人、工藤昌男

N01-05218 ラジオ 意地悪ジョッキー 593～603 (?)/6/7～19 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05449 ラジオ 意地悪ジョッキー 598～610 (?)/6/13～27 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05457 ラジオ 意地悪ジョッキー 611～613 (?)/6/28～30 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-05219 ラジオ 意地悪ジョッキー 613～622 (?)/6/30～7/12 文化放送 水原明人、工藤昌男、相沢正夫

N01-05216 ラジオ 意地悪ジョッキー 625～630 (?)/7/16～21 文化放送 水原明人、工藤昌男、漆山展安

N01-05072 ラジオ 意地悪ジョッキー 631～636 (?)/7/23～28 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-05217 ラジオ 意地悪ジョッキー 637～642 (?)/7/30～8/4 文化放送 水原明人

N01-05075 ラジオ 意地悪ジョッキー 643～652 (?)/8/6～16 文化放送
水原明人、相沢正夫、工藤昌男、紅

井良男

N01-05073 ラジオ 意地悪ジョッキー 653～658 (?)/8/17～23 文化放送 水原明人、佐久間靖
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N01-05074 ラジオ 意地悪ジョッキー 661～669 (?)/8/27～9/5 文化放送 漆原展安、水原明人、工藤昌男

N01-05077 ラジオ 意地悪ジョッキー 670～682 (?)/9/6～20 文化放送 水原明人、佐久間靖、工藤昌男

N01-05436 ラジオ 意地悪ジョッキー 683～692 (?)/9/21～10/2 文化放送 水原明人、工藤昌男、漆山展安

N01-05079 ラジオ 意地悪ジョッキー 686～697 (?)/9/25～10/8 文化放送 漆山展安、水原明人、工藤昌男

N01-11697 ラジオ 意地悪ジョッキー 697～706 (?)/10/8～18 文化放送 水原明人、工藤昌男、青山北男

N01-05078 ラジオ 意地悪ジョッキー 707～714 (?)/10/19～27 文化放送 佐久間靖、水原明人、工藤昌男

N01-11696 ラジオ 意地悪ジョッキー 715～720 (?)/10/29～11/3 文化放送 漆山展安、水原明人、青山北男

N01-05076 ラジオ 意地悪ジョッキー 721～727 (?)/11/5～12 文化放送 青山北男、水原明人、工藤昌男

N01-05239 ラジオ 意地悪ジョッキー 728～737 (?)/11/13～23 文化放送
水原明人、青山北男、佐久間靖、工

藤昌男

N01-05238 ラジオ 意地悪ジョッキー 738～744 (?)/11/24～12/1 文化放送 水原明人、佐久間靖、青山北男

N01-05237 ラジオ 意地悪ジョッキー 745～750 (?)/12/3～8 文化放送 水原明人、青山北男

N01-05070 ラジオ 意地悪ジョッキー 751～759 (?)/12/10～19 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、工藤

昌男

N01-05236 ラジオ 意地悪ジョッキー 760～768 (?)/12/20～29 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、佐久

間靖

N01-05235 ラジオ 意地悪ジョッキー 769～780 (?)/12/31～1/12 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、工藤

昌男

N01-05234 ラジオ 意地悪ジョッキー 781～786 (?)/1/14～19 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05232 ラジオ 意地悪ジョッキー 787～796 (?)/1/21～31 文化放送
かげしまよりひこ、工藤昌男、水原

明人

N01-05233 ラジオ 意地悪ジョッキー 787～796 (?)/1/21～31 文化放送
かげしまよりひこ、工藤昌男、水原

明人

N01-05231 ラジオ 意地悪ジョッキー 797～809 (?)/2/1～15 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、工藤

昌男

N01-05471 ラジオ 意地悪ジョッキー 810～820 (?)/2/16～28 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-08155 ラジオ 意地悪ジョッキー 810～820 (?)/2/16～28 文化放送
水原明人、工藤昌男、かみじまより

ひこ、かげしまよりひこ

N01-05470 ラジオ 意地悪ジョッキー 821～828 (?)/3/1～9 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05469 ラジオ 意地悪ジョッキー 829～846 (?)/3/11～22 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05468 ラジオ 意地悪ジョッキー 847～858 (?)/3/25～4/6 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05467 ラジオ 意地悪ジョッキー 859～864 (?)/4/8～13 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08154 ラジオ 意地悪ジョッキー 859～864 (?)/4/8～13 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08156 ラジオ 意地悪ジョッキー 859～864 (?)/4/8～13 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08206 ラジオ 意地悪ジョッキー 865～878 (?)/4/15～30 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08205 ラジオ 意地悪ジョッキー 877～882 (?)/4/29～5/4 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08204 ラジオ 意地悪ジョッキー 883～892 (?)/5/6～15 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05465 ラジオ 意地悪ジョッキー 893～897 (?)/5/16～21 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05464 ラジオ 意地悪ジョッキー 897～902 (?)/5/21～27 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05463 ラジオ 意地悪ジョッキー 903～912 (?)/5/28～6/8 文化放送 水原明人、相沢正夫、工藤昌男

N01-05443 ラジオ 意地悪ジョッキー 913～922 (?)/6/10～20 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05441 ラジオ 意地悪ジョッキー 923～928 (?)/6/21～27 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05228 ラジオ 意地悪ジョッキー 923～933 (?)/6/21～7/3 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05229 ラジオ 意地悪ジョッキー 923～933 (?)/6/21～7/3 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05459 ラジオ 意地悪ジョッキー 934～941 (?)/7/4～12 文化放送
水原明人、工藤昌男、かみしまより

ひこ
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N01-05453 ラジオ 意地悪ジョッキー 942～947 (?)/7/13～20 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05460 ラジオ 意地悪ジョッキー 949～957 (?)/7/22～31 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05458 ラジオ 意地悪ジョッキー 958～963 (?)/8/1～7 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08157 ラジオ 意地悪ジョッキー 958～963 (?)/8/1～7 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05451 ラジオ 意地悪ジョッキー 964～972 (?)/8/8～17 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05450 ラジオ 意地悪ジョッキー 973～982 (?)/8/19～29 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-08195 ラジオ 意地悪ジョッキー 983～992 (?)/8/30～9/10 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-08196 ラジオ 意地悪ジョッキー 993～1003 (?)/9/11～23 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05413 ラジオ 意地悪ジョッキー 1004～1014 (?)/9/24～10/5 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05223 ラジオ 意地悪ジョッキー 1015～1020 (?)/10/7～12 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05222 ラジオ 意地悪ジョッキー 1021～1029 (?)/10/14～23 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05221 ラジオ 意地悪ジョッキー 1030～1037 (?)/10/24～11/1 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05440 ラジオ 意地悪ジョッキー 1038～1048 (?)/11/2～14 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05220 ラジオ 意地悪ジョッキー 1049～1056 (?)/11/15～23 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05418 ラジオ 意地悪ジョッキー 1062～1067 (?)/12/2～7 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05417 ラジオ 意地悪ジョッキー 1068～1076 (?)/12/9～18 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05416 ラジオ 意地悪ジョッキー 1077～1082 (?)/12/19～25 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05415 ラジオ 意地悪ジョッキー 1083～1095 (?)/12/26～1/9 文化放送

N01-05414 ラジオ 意地悪ジョッキー 1096～1102 (?)/1/10～17 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05225 ラジオ 意地悪ジョッキー 1103～1114 (?)/1/18～31 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ

N01-05241 ラジオ 意地悪ジョッキー 1115～1123 (?)/2/1～11 文化放送
工藤昌男、かげしまよりひこ、水原

明人

N01-05240 ラジオ 意地悪ジョッキー 1124～1129 (?)/2/12～18 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05242 ラジオ 意地悪ジョッキー 1130～1136 (?)/2/19～26 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、畑中

国明

N01-05224 ラジオ 意地悪ジョッキー 1137～1149 (?)/2/27～3/12 文化放送
水原明人、工藤昌男、畑中国明、か

げしまよりひこ

N01-08153 ラジオ 意地悪ジョッキー 1150～1153
(?)/3/13、14、

16、17
文化放送

かげしまよりひこ（1150、1152）、水
原明人（1151、1153）

N01-05226 ラジオ 意地悪ジョッキー 1154～1162 (?)/3/18～27 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-05227 ラジオ 意地悪ジョッキー 1163～1176 (?)/3/28～4/13 文化放送
水原明人、工藤昌男、畑中国明、か

げしまよりひこ

N01-08166 ラジオ 意地悪ジョッキー 1163～1182 (?)/3/28～4/20 文化放送
水原明人、工藤昌男、畑中国明、か

げしまよりひこ

N01-08167 ラジオ 意地悪ジョッキー 1183～1193 (?)/4/21～5/2 文化放送
水原明人、工藤昌男、畑中国明、か

げしまよりひこ

N01-05446 ラジオ 意地悪ジョッキー 1200～1213 (?)/5/11～26 文化放送
水原明人、畑中国明、石尾瑛子、工

藤昌男、かげしまよりひこ
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N01-05444 ラジオ 意地悪ジョッキー 1214～1218 (?)/5/27～6/1 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-08165 ラジオ 意地悪ジョッキー 1214～1218 (?)/5/27～6/1 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-05445 ラジオ 意地悪ジョッキー 1218～1235 (?)/6/1～20 文化放送
水原明人、青山北男、石尾瑛子、工

藤昌男、かげしまよりひこ

N01-08161 ラジオ 意地悪ジョッキー 1236～1243 (?)/6/22～30 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-05071 ラジオ 意地悪ジョッキー 1244～1247 (?)/7/1～4 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-05419 ラジオ 意地悪ジョッキー 1248～1259 (?)/7/6～18 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-05412 ラジオ 意地悪ジョッキー 1260～1271 (?)/7/20～8/1 文化放送
水原明人、工藤昌男、石尾瑛子、か

げしまよりひこ

N01-05230 ラジオ 意地悪ジョッキー 1272～1275 (?)/8/3～6 文化放送 水原明人、畑中国明、石尾瑛子

N01-08162 ラジオ 意地悪ジョッキー 1272～1275 (?)/8/3～6 文化放送
水原明人、畑中国明、石尾瑛子、か

げしまよりひこ

N01-08208 ラジオ 意地悪ジョッキー 1276～1287 (?)/8/7～20 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-08182 ラジオ 意地悪ジョッキー 1288～1301 (?)/8/21～9/5 文化放送
水原明人、はぎななこ、石尾瑛子、
いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-08207 ラジオ 意地悪ジョッキー 1288～1301 (?)/8/21～9/5 文化放送
水原明人、はぎななこ、石尾瑛子、
いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-13231 ラジオ 意地悪ジョッキー 1302～1310 (?)/9/7～16 文化放送
水原明人、はぎななこ、石尾瑛子、

かげしまよりひこ

N01-13232 ラジオ 意地悪ジョッキー 1302～1310 (?)/9/7～16 文化放送
水原明人、はぎななこ、石尾瑛子、

かげしまよりひこ

N01-13233 ラジオ 意地悪ジョッキー 1311～1318 (?)/9/17～25 文化放送
水原明人、石尾瑛子、はぎななこ、

かげしまよりひこ

N01-13240 ラジオ 意地悪ジョッキー 1319～1328 (?)/9/26～10/7 文化放送
水原明人、はぎななこ、かげしまより

ひこ

N01-08203 ラジオ 意地悪ジョッキー 1322～1333 (?)/9/30～10/13 文化放送

N01-13220 ラジオ 意地悪ジョッキー 1334～1338 (?)/10/14～19 文化放送

N01-13221 ラジオ 意地悪ジョッキー 1339～1345 (?)/10/20～27 文化放送

N01-11641 ラジオ 意地悪ジョッキー 1345～1352 (?)/10/27～11/4 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、石尾

瑛子

N01-11606 ラジオ 意地悪ジョッキー 1353～1364 (?)/11/5～(?) 文化放送
水原明人、石尾瑛子、工藤昌男、か

げしまよりひこ

N01-08163 ラジオ 意地悪ジョッキー 1365～1376 (?)/11/19～12/2 文化放送

水原明人(1368～1370、1373、
1374)、工藤昌男(1365、1366、

1376)、石尾瑛子(1372、1375)、かげ
しまよりひこ(1367、1371)

N01-11642 ラジオ 意地悪ジョッキー 1377～1382 (?)/12/3～9 文化放送
水原明人、工藤昌男、かげしまより

ひこ、石尾瑛子

N01-11872 ラジオ 意地悪ジョッキー 1383～1394 (?)/12/10～23 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、石尾

瑛子

N01-11866 ラジオ 意地悪ジョッキー 1395～1401 (?)/12/24～31 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、工藤

昌男、石尾瑛子

N01-11863 ラジオ 意地悪ジョッキー 1402～1414 (?)/1/1～15 文化放送
水原明人、石尾瑛子、工藤昌男、か

げしまよりひこ

N01-11864 ラジオ 意地悪ジョッキー 1415～1418 (?)/1/16～20 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-11865 ラジオ 意地悪ジョッキー 1415～1418 (?)/1/16～20 文化放送 水原明人、工藤昌男

N01-11623 ラジオ 意地悪ジョッキー 1419～1430 (?)/1/21～2/4 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ、相沢正夫

N01-11643 ラジオ 意地悪ジョッキー 1431～1433 (?)/2/5～13 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-13235 ラジオ 意地悪ジョッキー 1439～1455 (?)/2/13～3/3 文化放送
水原明人、相沢正夫、石尾瑛子、か

げしまよりひこ

N01-11637 ラジオ 意地悪ジョッキー 1453～1464 (?)/2/14～26 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、いとう

ひろみつ

N01-11651 ラジオ 意地悪ジョッキー 1455～1464 (?)/3/4～14 文化放送
相沢正夫、水原明人、かげしまより

ひこ、石尾瑛子

N01-11636 ラジオ 意地悪ジョッキー 1465～1471 (?)/2/28～3/7 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-11650 ラジオ 意地悪ジョッキー 1466～1473
(?)/3/9、16、18

～24
文化放送

かげやまよりひこ、相沢正夫、かげ
しまよりひこ、石尾瑛子、水原明人

N01-13237 ラジオ 意地悪ジョッキー 1474～1480 (?)/3/25～4/1 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ
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N01-13234 ラジオ 意地悪ジョッキー 1492～1502 (?)/4/15～27 文化放送
水原明人、相沢正夫、石尾瑛子、か

げしまよりひこ

N01-13238 ラジオ 意地悪ジョッキー 1492～1502 (?)/4/15～27 文化放送
水原明人、相沢正夫、石尾瑛子、か

げしまよりひこ

N01-11649 ラジオ 意地悪ジョッキー 1506～1510 (?)/5/1～6 文化放送
伊東弘充、かげしまよりひこ、水原

明人

N01-11638 ラジオ 意地悪ジョッキー 1511～1518 (?)/5/7～15 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、石尾

瑛子

N01-11614 ラジオ 意地悪ジョッキー 1518～1527 (?)/5/15～26 文化放送
水原明人、石尾瑛子、かげしまより

ひこ

N01-13239 ラジオ 意地悪ジョッキー 1528～1537 (?)/5/27～6/7 文化放送
水原明人、相沢正夫、かげしまより

ひこ

N01-08173 ラジオ 意地悪ジョッキー 1538～1547 (?)/6/8～18 文化放送

水原明人(1539、1541)、伊東弘充
(1538、1540、1544)、石尾瑛子
(1542、1545)、かげやまよりひこ
(1546) 相沢正夫(1543 1547)

N01-13236 ラジオ 意地悪ジョッキー 1547～1551 (?)/6/19～24 文化放送
水原明人、石尾瑛子、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-08168 ラジオ 意地悪ジョッキー 1552～1556 (?)/6/25～30 文化放送
水原明人(1552、1554、1556)、いとう
ひろみつ(1553、1555)、かげしまより

ひこ

N01-11615 ラジオ 意地悪ジョッキー 1558～1584 (?)/7/1～31 文化放送
水原明人、石尾瑛子、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-08171 ラジオ 意地悪ジョッキー 1585～1596 (?)/8/2～14 文化放送

水原明人(1587、1589、1591、
1593)、石尾瑛子(1586)、かげ島より

彦(1590)、いとうひろみつ(1588、
1592、1594、1596)、かげしまよりひ

こ(1585、1595)

N01-08170 ラジオ 意地悪ジョッキー 1598～1608 (?)/8/16～28 文化放送

水原明人(1597、1603、1605、
1608)、石尾瑛子(1599)、いとうひろ
みつ(1600、1601、1604、1607)、か

げしまよりひこ(1598、1602)、かげ島
より彦(1606)

N01-13216 ラジオ 意地悪ジョッキー 1598～1608 (?)/8/16～28 文化放送
水原明人、石尾瑛子、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-11639 ラジオ 意地悪ジョッキー 1609～1614 (?)/8/30～9/4 文化放送
水原明人、相沢正夫、いとうひろみ

つ

N01-11640 ラジオ 意地悪ジョッキー 1609～1623 (?)/8/30～9/15 文化放送
かげしまよりひこ、かげ島より彦、水
原明人、石尾瑛子、相沢正夫、いと

うひろみつ

N01-13223 ラジオ 意地悪ジョッキー 1630～1642 (?)/9/23～10/8 文化放送
水原明人、かげ島より彦、石尾瑛
子、数野利男、いとうひろみつ、か

げしまよりひこ

N01-11634 ラジオ 意地悪ジョッキー 1643～1653 (?)/10/9～21 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、いとう

ひろみつ、かげ島より彦

N01-11635 ラジオ 意地悪ジョッキー 1655～1660 (?)/10/22～28 文化放送
相沢正夫、水原明人、かげしまより

ひこ

N01-11853 ラジオ 意地悪ジョッキー 1661～1674
(?)/10/29～

11/13
文化放送

水原明人、かげしまよりひこ、かげ
島より彦、いとうひろみつ

N01-11629 ラジオ 意地悪ジョッキー 1675～1681 (?)/11/15～22 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、いとう

ひろみつ

N01-11630 ラジオ 意地悪ジョッキー 1682～1690 (?)/11/23～12/2 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、かげ

島より彦

N01-11631 ラジオ 意地悪ジョッキー 1692～1704
(?)/11/23、12/4

～18
文化放送

水原明人、かげしまよりひこ、かげ
島より彦、いとうひろみつ

N01-11603 ラジオ 意地悪ジョッキー 1693～1716 (?)/12/6～1/1 文化放送
水原明人、かげ島より彦、いとうひ

ろみつ、かげしまよりひこ

N01-11604 ラジオ 意地悪ジョッキー 1717～1722 (?)/1/3～8 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11633 ラジオ 意地悪ジョッキー 1717～1722 (?)/1/3～8 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11632 ラジオ 意地悪ジョッキー 1723～1728 (?)/1/10～15 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-13241 ラジオ 意地悪ジョッキー 1723～1728 (?)/1/10～15 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11602 ラジオ 意地悪ジョッキー 1729～1742 (?)/1/17～2/1 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11601 ラジオ 意地悪ジョッキー 1743～1452 (?)/2/2～12 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08172 ラジオ 意地悪ジョッキー 1782～1792 (?)/3/19～31 文化放送

水原明人(1784、1785、1787、
1788)、いとうひろみつ(1782、1786、

1789、1791)、かげしまよりひこ
(1783、1790、1792)

N01-08175 ラジオ 意地悪ジョッキー 1792～1802 (?)/3/31～4/12 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-08174 ラジオ 意地悪ジョッキー 1803～1806 (?)/4/13～16 文化放送
水原明人(1803、1805、1806)、かげ

しまよりひこ(1804)

N01-08160 ラジオ 意地悪ジョッキー 1807～1818
(?)/4/18～23、

25～30
文化放送

水原明人(1807、1809、1810、1812、
1817)、いとうひろみち(1808)、いとう
ひろみつ(1811、1815、1816)、かげ

しまよりひこ(1813、1814、1818)

N01-08176 ラジオ 意地悪ジョッキー 1819～1827 (?)/5/2～11 文化放送
水原明人、かげ島より彦、いとうひ

ろみつ、かげしまよりひこ

N01-08178 ラジオ 意地悪ジョッキー 1828～1832 (?)/5/12～17 文化放送
水原明人(1829～1832)、かげしまよ

りひこ(1828)
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N01-13217 ラジオ 意地悪ジョッキー 1832～1846 (?)/5/17～6/2 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-08177 ラジオ 意地悪ジョッキー 1847～1856 (?)/6/3～14 文化放送
水原明人、かげ島より彦、かげしま

よりひこ

N01-11868 ラジオ 意地悪ジョッキー 1857～1865 (?)/6/15～23 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11869 ラジオ 意地悪ジョッキー 1866～1873 (?)/6/25～7/4 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11870 ラジオ 意地悪ジョッキー 1874～1881 (?)/7/1、6～13 文化放送
かげしまよりひこ、いとうひろみつ、

水原明人

N01-11871 ラジオ 意地悪ジョッキー 1882～1888 (?)/7/14～21 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-13222 ラジオ 意地悪ジョッキー 1890～1904 (?)/7/23～8/9 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうみつ
ひろ、いとうひろみつ、かげしまより

ひこ

N01-11598 ラジオ 意地悪ジョッキー 1905～1919 (?)/8/10～26 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11599 ラジオ 意地悪ジョッキー 1920～1930 (?)/8/27～9/8 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11605 ラジオ 意地悪ジョッキー 1920～1930 (?)/8/27～9/8 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11600 ラジオ 意地悪ジョッキー 1931～1943 (?)/9/9～23 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-13219 ラジオ 意地悪ジョッキー 1944～1949 (?)/9/23～30 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11851 ラジオ 意地悪ジョッキー 1951～1963
(?)/9/28、29、

10/1、3、7、8、10
～15

文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、大西

ひろし

N01-11852 ラジオ 意地悪ジョッキー 1963～1975
(?)/10/17～22、

24～29、31
文化放送

いとうひろみつ、水原明人、かげし
まよりひこ、大西ひろし

N01-11858 ラジオ 意地悪ジョッキー 1963～1975 (?)/10/17～29 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、かげし

まよりひこ、大西ひろし

N01-11867 ラジオ 意地悪ジョッキー 1976～1989
(?)/10/28、

11/2、3、5～16
文化放送

大西ひろし、かげしまよりひこ、水原
明人、いとうひろみつ

N01-11645 ラジオ 意地悪ジョッキー 1990～2001 (?)/11/17～30 文化放送
かげしまよりひこ、大西ひろし、水原

明人、いとうひろみつ

N01-11671 ラジオ 意地悪ジョッキー 2002～2008 (?)/12/1～8 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11672 ラジオ 意地悪ジョッキー 2009～2025 (?)/12/9～28 文化放送
かげしまよりひこ、大西ひろし、水原

明人

N01-11847 ラジオ 意地悪ジョッキー 2026～2034
(?)/12/24、29～

31、1/2～7
文化放送

かげしまよりひこ、大西ひろし、水原
明人、いとうひろみつ

N01-11857 ラジオ 意地悪ジョッキー 2035～2040 (?)/1/7～14 文化放送
かげしまよりひこ、大西ひろし、水原

明人

N01-11855 ラジオ 意地悪ジョッキー 2041～2052 (?)/1/16～28 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、大西ひ

ろし、かげしまよりひこ

N01-11856 ラジオ 意地悪ジョッキー 2053～2067 (?)/1/30～2/15 文化放送
かげしまよりひこ、大西ひろし、水原

明人、いとうひろみつ

N01-11848 ラジオ 意地悪ジョッキー 2068～2075
(?)/2/16～18、

20～24
文化放送

大西ひろし、いとうひろみつ、かげし
まよりひこ

N01-11881 ラジオ 意地悪ジョッキー 2076～2088 (?)/2/25～3/11 文化放送
かげしまよりひこ、大西ひろし、水原

明人、いとうひろみつ

N01-11876 ラジオ 意地悪ジョッキー 2089～2090 (?)/3/13、14 文化放送 水原明人

N01-11675 ラジオ 意地悪ジョッキー 2091～2110 (?)/3/15～4/6 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、いとう

ひろみつ

N01-11702 ラジオ 意地悪ジョッキー 2111～2120 (?)/4/7～18 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11704 ラジオ 意地悪ジョッキー 2121～2126 (?)/4/15～25 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11703 ラジオ 意地悪ジョッキー 2127～2136 (?)/4/26～5/6 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11676 ラジオ 意地悪ジョッキー 2137～2140 (?)/5/3～11 文化放送 水原明人、いとうひろみつ

N01-11854 ラジオ 意地悪ジョッキー 2141～2154 (?)/5/12～27 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、大西ひ

ろし

N01-12907 ラジオ 意地悪ジョッキー 2155～2163 (?)/5/29～6/7 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12903 ラジオ 意地悪ジョッキー 2164～2169 (?)/6/8～14 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-12906 ラジオ 意地悪ジョッキー 2170～2177 (?)/6/15～23 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-12905 ラジオ 意地悪ジョッキー 2178～2191 (?)/6/24～7/10 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12904 ラジオ 意地悪ジョッキー 2192～2201 (?)/7/5、11～21 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ
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N01-11875 ラジオ 意地悪ジョッキー 2202～2208
(?)/7/19、22～

25、27～29
文化放送

水原明人、大西ひろし、かげしまよ
りひこ

N01-12911 ラジオ 意地悪ジョッキー 2209～2217 (?)/7/31～8/9 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-12909 ラジオ 意地悪ジョッキー 2228～2243 (?)/8/22～9/8 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11625 ラジオ 意地悪ジョッキー 2244～2247 (?) 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-12910 ラジオ 意地悪ジョッキー 2248～2261 (?)/9/14～29 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11624 ラジオ 意地悪ジョッキー 2262～2267 (?)/9/30～10/6 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、大西

ひろし

N01-11859 ラジオ 意地悪ジョッキー 2268～2272 (?)/10/3、7～11 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-12908 ラジオ 意地悪ジョッキー 2279～2291 (?)/10/19～11/2 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11626 ラジオ 意地悪ジョッキー 2308～2314 (?)/11/22～29 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、大西ひ

ろし、かげしまよりひこ

N01-11882 ラジオ 意地悪ジョッキー 2323～2331
(?)/11/29、12/9
～14、16～19

文化放送
大西ひろし、かげしまよりひこ、水原

明人、いとうひろみつ

N01-11883 ラジオ 意地悪ジョッキー 2331～2337
(?)/12/6、19～

26
文化放送

いとうひろみつ、かげしまよりひこ、
水原明人、大西ひろし

N01-11677 ラジオ 意地悪ジョッキー 2338～2344
(?)/12/15～23、

28～1/3
文化放送

水原明人、大西ひろし、いとうひろ
みつ、かげしまよりひこ

N01-11678 ラジオ 意地悪ジョッキー 2345～2350 (?)/1/4～10 文化放送 かげしまよりひこ、水原明人

N01-11679 ラジオ 意地悪ジョッキー 2351～2356 (?)/1/11～17 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、いとう

ひろみつ

N01-11657 ラジオ 意地悪ジョッキー 2357～2362 (?)/1/18～24 文化放送
大西ひろし、水原明人、かげしまよ

りひこ

N01-11658 ラジオ 意地悪ジョッキー 2363～2367 (?)/1/25～30 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、かげし

まよりひこ

N01-12841 ラジオ 意地悪ジョッキー 2368～2378 (?)/1/31～2/12 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11693 ラジオ 意地悪ジョッキー 2379～2386 (?)/2/13～21 文化放送
相沢正夫、大西ひろし、水原明人、
かげしまよりひこ、いとうひろみつ

N01-11694 ラジオ 意地悪ジョッキー 2387～2392
(?)/2/14、22～

28
文化放送

大西ひろし、水原明人、かげしまよ
りひこ、いとうひろみつ

N01-11684 ラジオ 意地悪ジョッキー 2393～2399 (?)/2/29～3/7 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、いとう

ひろみつ

N01-11685 ラジオ 意地悪ジョッキー 2400～2407 (?)/3/8～16 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、いとう

ひろみつ

N01-11686 ラジオ 意地悪ジョッキー 2408～2415 (?)/3/18～26 文化放送
大西ひろし、潮三吉、水原明人、い

とうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-11706 ラジオ 意地悪ジョッキー 2418～2419 (?)/3/29～30 文化放送 水原明人、大西ひろし

N01-11692 ラジオ 意地悪ジョッキー 2420～2427 (?)/4/1～9 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、大西ひ

ろし

N01-12861 ラジオ 意地悪ジョッキー 2428～2432 (?)/4/6、11～15 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12862 ラジオ 意地悪ジョッキー 2433～2437 (?)/4/16～20 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12819 ラジオ 意地悪ジョッキー 2438～2444 (?)/4/22～29 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-13230 ラジオ 意地悪ジョッキー 2445～2448 (?)/4/30～5/3 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-11621 ラジオ 意地悪ジョッキー 2458～2466 (?)/5/15～24 文化放送
大西ひろし、水原明人、かげしまよ

りひこ、いとうひろみつ

N01-11620 ラジオ 意地悪ジョッキー 2467～2471 (?)/5/25～30 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、大西

ひろし

N01-11701 ラジオ 意地悪ジョッキー 2471～2476 (?)/5/30～6/5 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11622 ラジオ 意地悪ジョッキー 2477～2482 (?)/6/6～12 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、大西

ひろし

N01-11662 ラジオ 意地悪ジョッキー 2491～2496 (?)/6/22～28 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ

N01-11874 ラジオ 意地悪ジョッキー 2497～2506 (?)/6/29～7/3 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11873 ラジオ 意地悪ジョッキー 2501～2505 (?)/7/4～9 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、大西

ひろし

N01-11656 ラジオ 意地悪ジョッキー 2522～2531 (?)/7/29～8/8 文化放送
大西ひろし、水原明人、かげしまよ

りひこ、いとうひろみつ

N01-11661 ラジオ 意地悪ジョッキー 2532～2542
(?)/7/30、8/10

～19
文化放送

大西ひろし、かげしまよりひこ、水原
明人、いとうひろみつ
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N01-11654 ラジオ 意地悪ジョッキー 2541～2548
(?)/8/15、21～

28
文化放送

大西ひろし、水原明人、かげしまよ
りひこ、いとうひろみつ

N01-11695 ラジオ 意地悪ジョッキー 2541～2548
(?)/8/15、21～

28
文化放送

大西ひろし、水原明人、かげしまよ
りひこ、いとうひろみつ

N01-11655 ラジオ 意地悪ジョッキー 2549～2554 (?)/8/29～9/4 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、いとう

ひろみつ

N01-11683 ラジオ 意地悪ジョッキー 2549～2554 (?)/8/29～9/4 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、いとう

ひろみつ

N01-11628 ラジオ 意地悪ジョッキー 2555～2558 (?)/9/5～9 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、いとう

ひろみつ

N01-11664 ラジオ 意地悪ジョッキー 2559～2563 (?)/9/3～14 文化放送 大西ひろし、水原明人

N01-12863 ラジオ 意地悪ジョッキー 2564～2567
(?)/9/10、17～

19
文化放送

水原明人、大西ひろし、かげしまよ
りひこ

N01-11674 ラジオ 意地悪ジョッキー 2577～2582 (?)/10/1～7 文化放送
かげしまよりひこ、大西ひろし、いと

うひろみつ

N01-12824 ラジオ 意地悪ジョッキー 2583～2585 (?)/10/8～10 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-12832 ラジオ 意地悪ジョッキー 2586～2591 (?)/10/11～17 文化放送
水原明人、いとうひろみち、いとうひ

ろみつ、かげしまよりひこ

N01-12864 ラジオ 意地悪ジョッキー 2595～2604 (?)/10/22～11/1 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-12825 ラジオ 意地悪ジョッキー 2605～2612 (?)/11/2～11 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-11653 ラジオ 意地悪ジョッキー 2621・22・26～2631
(?)/11/21、22、

27～12/3
文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11681 ラジオ 意地悪ジョッキー 2632～2640 (?)/12/4～13 文化放送
大西ひろし、水原明人、かげしまよ

りひこ、いとうひろみつ

N01-11627 ラジオ 意地悪ジョッキー 2641～2644 (?)/12/14～18 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-11680 ラジオ 意地悪ジョッキー 2645～2651 (?)/12/19～26 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11644 ラジオ 意地悪ジョッキー 2652～2662 (?)/12/27～1/7 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11700 ラジオ 意地悪ジョッキー 2663～2668 (?)/1/8～14 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11652 ラジオ 意地悪ジョッキー 2669～2678 (?)/1/15～25 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11849 ラジオ 意地悪ジョッキー 2679～2681 (?)/1/27～29 文化放送 水原明人

N01-11648 ラジオ 意地悪ジョッキー 2682～2688 (?)/1/30～2/6 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11850 ラジオ 意地悪ジョッキー 2689～2692
(?)/2/7、8、10、

11
文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11682 ラジオ 意地悪ジョッキー 2693～2701 (?)/2/12～21 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11673 ラジオ 意地悪ジョッキー 2702～2706 (?)/2/22～27 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、かげし

まよりひこ

N01-11646 ラジオ 意地悪ジョッキー 2707～2712 (?)/2/28～3/6 文化放送
かげしまよりひこ、水原明人、いとう

ひろみつ

N01-11647 ラジオ 意地悪ジョッキー 2707～2712 (?)/2/28～3/6 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、かげし

まよりひこ

N01-08180 ラジオ 意地悪ジョッキー 2713～2718 (?)/3/7～13 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-08179 ラジオ 意地悪ジョッキー 2719～2725 (?)/3/14～21 文化放送
水原明人、いとうひろみ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11611 ラジオ 意地悪ジョッキー 2726～2728 (?)/3/22～25 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-08169 ラジオ 意地悪ジョッキー 2729～2734 (?)/3/26～4/1 文化放送
水原明人(2729～2732、2734)、かげ

しまよりひこ(2733)

N01-11612 ラジオ 意地悪ジョッキー 2734～2735 (?)/4/2～4 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11607 ラジオ 意地悪ジョッキー 2737～2748 (?)/4/5～18 文化放送
水原明人、幡ひろし、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-11608 ラジオ 意地悪ジョッキー 2749～2750 (?)/4/19、21 文化放送 幡ひろし、かげしまよりひこ

N01-11610 ラジオ 意地悪ジョッキー 2759～2765 (?)/5/1～8 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11609 ラジオ 意地悪ジョッキー 2766～2770 (?)/5/9～14 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ
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N01-11613 ラジオ 意地悪ジョッキー 2771～2777 (?)/5/7、16～22 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11663 ラジオ 意地悪ジョッキー 2783～2490 (?)/6/13～21 文化放送
大西ひろし、水原明人、かげしまよ

りひこ

N01-13228 ラジオ 意地悪ジョッキー 2785～2789 (?)/5/31～6/5 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-13229 ラジオ 意地悪ジョッキー 2795～2800 (?)/6/12～18 文化放送
水原明人、大西ひろし、かげしまよ

りひこ

N01-08164 ラジオ 意地悪ジョッキー 2815～2822 (?)/7/5～14 文化放送
水原明人(2816、2818、2820～

2822)、大西ひろし(2815、2817)、か
げしまよりひこ(2819)

N01-13224 ラジオ 意地悪ジョッキー 2834～2837 (?)/7/28～31 文化放送 水原明人

N01-13227 ラジオ 意地悪ジョッキー 2854～2858 (?)/8/20～25 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-13225 ラジオ 意地悪ジョッキー 2859～2861 (?)/8/26～28 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-13226 ラジオ 意地悪ジョッキー 2864～2869 (?)/9/1～6 文化放送
岡本一郎、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12827 ラジオ 意地悪ジョッキー 2870～2879 (?)/9/8～18 文化放送
水原明人、大西ひろし、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12828 ラジオ 意地悪ジョッキー 2880～2884 (?)/9/19～24 文化放送
水原明人、岡本一郎、かげしまより

ひこ

N01-12833 ラジオ 意地悪ジョッキー 2905～2913 (?)/10/18～28 文化放送
水原明人、岡本一郎、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-11670 ラジオ 意地悪ジョッキー 2914～2920 (?)/10/29～11/5 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、いとう

ひろみつ、岡本一郎

N01-11669 ラジオ 意地悪ジョッキー 2920～2925 (?)/11/5～11 文化放送
いとうひろみつ、岡本一郎、かげし

まよりひこ

N01-11668 ラジオ 意地悪ジョッキー 2926～2935 (?)/11/12～22 文化放送
いとうひろみつ、岡本一郎、水原明

人

N01-12829 ラジオ 意地悪ジョッキー 2926～2935 (?)/11/12～22 文化放送
水原明人、岡本一郎、いとうひろみ

つ

N01-11660 ラジオ 意地悪ジョッキー 2935～2940
(?)/11/13、24～

28
文化放送

かげしまよりひこ、岡本一郎、水原
明人

N01-12831 ラジオ 意地悪ジョッキー 2935～2940
(?)/11/13、24～

28
文化放送

水原明人、岡本一郎、かげしまより
ひこ

N01-12830 ラジオ 意地悪ジョッキー 2941～2948 (?)/11/29～12/8 文化放送
水原明人、岡本一郎、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-08181 ラジオ 意地悪ジョッキー 2967～1972
1969/12/20、
25、27、31～

1970/1/5
文化放送

水原明人、いとうひろみつ、かげし
まよりひこ

N01-11877 ラジオ 意地悪ジョッキー 2967～2972
1969/12/20、
25、27、31～

1970/1/5
文化放送

水原明人、いとうひろみつ、かげし
まよりひこ

N01-11880 ラジオ 意地悪ジョッキー 2975～2980 (?)/1/8～14 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、岡本一

郎、かげしまよりひこ

N01-11861 ラジオ 意地悪ジョッキー 2981～2986 (?)/1/15～21 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、岡本

一郎

N01-11879 ラジオ 意地悪ジョッキー 2981～2986 (?)/1/15～21 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、岡本

一郎

N01-11860 ラジオ 意地悪ジョッキー 2987～2993 (?)/1/22～29 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11862 ラジオ 意地悪ジョッキー 2994～2999 (?)/1/30～2/5 文化放送
水原明人、かげしまよりひこ、岡本

一郎

N01-12901 ラジオ 意地悪ジョッキー 3000～3005 (?)/2/6～12 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12902 ラジオ 意地悪ジョッキー 3006～3012 (?)/2/13～20 文化放送
水原明人、岡本一郎、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-12866 ラジオ 意地悪ジョッキー 3013～3023 (?)/2/21～3/5 文化放送
水原明人、岡本一郎、いとうひろみ

つ、かげしまよりひこ

N01-12865 ラジオ 意地悪ジョッキー 3024～3028 (?)/3/6～11 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-12835 ラジオ 意地悪ジョッキー 3029～3036
(?)/3/6、7、14～

20
文化放送

水原明人、いとうひろみつ、かげし
まよりひこ

N01-12881 ラジオ 意地悪ジョッキー 3029～3036
(?)/3/6、7、14～

20
文化放送

水原明人、いとうひろみつ、かげし
まよりひこ

N01-12837 ラジオ 意地悪ジョッキー 3037～3038 (?)/3/21、23 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-11666 ラジオ 意地悪ジョッキー 3039～3045 (?)/3/24～31 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-11687 ラジオ 意地悪ジョッキー 3046～3053 (?)/4/1～9 文化放送
大西ひろし、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11665 ラジオ 意地悪ジョッキー 3054～3058 (?)/4/10～15 文化放送 かげしまよりひこ、いとうひろみつ
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N01-12848 ラジオ 意地悪ジョッキー 3059～3064 (?)/4/16～22 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-11691 ラジオ 意地悪ジョッキー 3085～3090 (?)/5/16～22 文化放送 かげしまよりひこ、いとうひろみつ

N01-12857 ラジオ 意地悪ジョッキー 3091～3095 (?)/5/23～28 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-12856 ラジオ 意地悪ジョッキー 3118～3122 (?)/6/24～29 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12853 ラジオ 意地悪ジョッキー 3123～3129 (?)/6/30～7/7 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11619 ラジオ 意地悪ジョッキー 3130～3134 (?)/7/8～13 文化放送 かげしまよりひこ、いとうひろみつ

N01-12859 ラジオ 意地悪ジョッキー 3130～3134 (?)/7/8～13 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-12855 ラジオ 意地悪ジョッキー 3150～3157 (?)/7/31～8/8 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ

N01-12882 ラジオ 意地悪ジョッキー 3155～3163 (?)/8/6～15 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12846 ラジオ 意地悪ジョッキー 3164～3167 (?)/8/17～20 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12899 ラジオ 意地悪ジョッキー 3168～3175 (?)/8/21～29 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12838 ラジオ 意地悪ジョッキー 3180～ (?)/9/4～(?) 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、かげしまよ

りひこ

N01-12880 ラジオ 意地悪ジョッキー 3192～3199 (?)/9/18～26 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12860 ラジオ 意地悪ジョッキー 3200～3205 (?)/9/28～10/3 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12836 ラジオ 意地悪ジョッキー 3213～3219 (?)/10/13～21 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12887 ラジオ 意地悪ジョッキー 3293～3297 (?)/1/14～19 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12888 ラジオ 意地悪ジョッキー 3298～3302 (?)/1/20～25 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12889 ラジオ 意地悪ジョッキー 3303～3308 (?)/1/26～2/1 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12840 ラジオ 意地悪ジョッキー 3309～3316 (?)/2/2～(?) 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12868 ラジオ 意地悪ジョッキー 3317～3323 (?)/2/11～18 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12847 ラジオ 意地悪ジョッキー 3329～3336 (?)/2/25～3/5 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11690 ラジオ 意地悪ジョッキー 3337～3343 (?)/3/6～13 文化放送
かげしまよりひこ、伊藤アキラ、いと

うひろみつ、水原明人

N01-12883 ラジオ 意地悪ジョッキー 3344～3349 (?)/3/15～20 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12884 ラジオ 意地悪ジョッキー 3350～3358 (?)/3/22～31 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12900 ラジオ 意地悪ジョッキー 3368～3374 (?)/4/12～19 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11618 ラジオ 意地悪ジョッキー 3375～3381 (?)/4/20～27 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ、水原明人

N01-12886 ラジオ 意地悪ジョッキー 3382～3385 (?)/4/28～5/(?) 文化放送 伊藤アキラ、いとうひろみつ

N01-12885 ラジオ 意地悪ジョッキー 3386～3391 (?)/5/3～8 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12843 ラジオ 意地悪ジョッキー 3386～3397 (?)/5/10～15 文化放送

N01-12844 ラジオ 意地悪ジョッキー 3398～3403 (?)/5/17～22 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

み、いとうひろみつ

N01-11698 ラジオ 意地悪ジョッキー 3405～3410 (?)/5/31～6/5 文化放送
かげしまよりひこ、伊藤アキラ、いと
うひろみつ、伊藤アキ子、水原明人

N01-12876 ラジオ 意地悪ジョッキー 3411～3416 (?)/6/7～12 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12874 ラジオ 意地悪ジョッキー 3427～3433 (?)/6/19～26 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-11616 ラジオ 意地悪ジョッキー 3434～3439 (?)/6/28～7/3 文化放送
かげしまよりひこ、いとうひろみつ、
水原明人、伊藤アキラ、文原明人

N01-11617 ラジオ 意地悪ジョッキー 3440～3445 (?)/7/5～10 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12826 ラジオ 意地悪ジョッキー 3440～3445 (?)/7/5～10 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12854 ラジオ 意地悪ジョッキー 3446～3451 (?)/7/12～17 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ
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N01-12869 ラジオ 意地悪ジョッキー 3450～3453 (?)/9/13～16 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12849 ラジオ 意地悪ジョッキー 3452～3459 (?)/7/19～27 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12858 ラジオ 意地悪ジョッキー 3454～3455 (?)/9/17～18 文化放送 伊藤アキラ、OYO

N01-12822 ラジオ 意地悪ジョッキー 3456～3459 (?)/9/20～23 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、かげしまよ

りひこ

N01-12845 ラジオ 意地悪ジョッキー 3460～3467 (?)/7/28～8/5 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、OYO、いと

うひろみつ、かげしまよりひこ

N01-11699 ラジオ 意地悪ジョッキー 3468～3475 (?)/8/6～14 文化放送
OYO、水原明人、かげしまよりひこ、

いとうひろみつ、伊藤アキラ

N01-12852 ラジオ 意地悪ジョッキー 3488～3493 (?)/8/30～9/4 文化放送
水原明人、OYO、伊藤アキラ、かげ

しまよりひこ

N01-12851 ラジオ 意地悪ジョッキー 3494～3499 (?)/9/6～11 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12821 ラジオ 意地悪ジョッキー 3510～3511 (?)/9/24～25 文化放送 OYO

N01-12823 ラジオ 意地悪ジョッキー 3512～3517 (?)/9/27～10/2 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12850 ラジオ 意地悪ジョッキー 3530～3535 (?)/10/18～23 文化放送
OYO、伊藤アキラ、いとうひろみつ、

かげしまよりひこ

N01-11667 ラジオ 意地悪ジョッキー 3542～3547 (?)/11/1～6 文化放送
いとうひろみつ、水原明人、かげし

まよりひこ、伊藤アキラ

N01-12834 ラジオ 意地悪ジョッキー 3559～3563 (?)/11/20～25 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-12839 ラジオ 意地悪ジョッキー 3563～3541 (?)/10/25～30 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12867 ラジオ 意地悪ジョッキー 3564～3571 (?)/11/26～12/4 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12892 ラジオ 意地悪ジョッキー 3572～3579 (?)/12/6～14 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12890 ラジオ 意地悪ジョッキー 3580～3588 (?)/12/15～24 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12842 ラジオ 意地悪ジョッキー 3589～3597 (?)/12/24～1/4 文化放送
水原明人、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12893 ラジオ 意地悪ジョッキー 3598～3606 (?)/1/5～14 文化放送
伊藤アキラ、いとうひろみつ、かげし

まよりひこ

N01-12556 ラジオ 意地悪ジョッキー

ノン・スットプ・ザ・サトウ
(3614)/オフィス･ガール落第生

(3615)/国立大学改革案
(3616)/和服ブーム(3617)/な

がら族再考(3618)

3614～3618 (?)/1/24～28 文化放送
いとうひろみつ（3614、3616、

3617）、かげしまよりひこ（3615）、Ｏ
ＹＯ（3618）

N01-12557 ラジオ 意地悪ジョッキー

宝くじ(3619)/アシタから葉書
は十円(3620)/大げさにするな
(3621)/･････の中には(3622)/

カッコよさにだまされるな
(3623)/強盗さんよご苦労さん

(3624)

3619～3624
(?)/1/29、31～

2/4
文化放送

伊藤アキラ（3619）、ＯＹＯ（3620、
3624）、水原明人（3621、3623）、か

げしまよりひこ（3622）

N01-12558 ラジオ 意地悪ジョッキー

帰ってきた人(3625)/日本に医
者はいるか(3626)/大人の幼
児化減少(3627)/金に恨みは
数々ござる(3628)/親の苦労

子知らず(3629)/ポルノ解禁せ
よ(3630)

3625～3630 (?)/2/5、7～11 文化放送
伊藤アキラ（3625）、かげしまよりひ
こ（3626）、いとうひろみつ（3627、
3629、3630）、水原明人（3628）

N01-12891 ラジオ 意地悪ジョッキー 3643～3649 (?)/2/26～3/4 文化放送
水原明人、OYO、いとうひろみつ、

かげしまよりひこ

N01-12875 ラジオ 意地悪ジョッキー 3650～3654 (?)/3/6～10 文化放送 いとうひろみつ、かげしまよりひこ

N01-11707 ラジオ 意地悪ジョッキー 3655～3660 (?)/3/11～17 文化放送
伊藤アキラ、水原清人、OYO、かげ

しまよりひこ

N01-11689 ラジオ 意地悪ジョッキー 3668～3673 (?)/3/27～4/1 文化放送
かげしまよりひこ、いとうひろみつ、

OYO、水原明人

N01-05435 ラジオ 意地悪ジョッキー 372～387 (?)/9/16～10/4 文化放送 水原明人、相沢正夫、向田邦子

N01-11688 ラジオ 意地悪ジョッキー 3721～3726 (?)/5/27～6/2 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12879 ラジオ 意地悪ジョッキー 3727～3729 (?)/6/3～6 文化放送
水原明人、OYO、いとうひろみつ、

かげしまよりひこ

N01-12878 ラジオ 意地悪ジョッキー 3744～3749 (?)/6/23～29 文化放送
水原明人、OYO、伊藤アキラ、いと

うひろみつ、かげしまよりひこ

N01-12877 ラジオ 意地悪ジョッキー 3750～3754 (?)/6/30～7/5 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-12820 ラジオ 意地悪ジョッキー 3755～3758 (?)/7/6～10 文化放送
伊藤アキラ、水原明人、かげしまよ

りひこ

N01-12898 ラジオ 意地悪ジョッキー 3759～3762 (?)/7/11～15 文化放送 OYO、いとうひろみつ

N01-12870 ラジオ 意地悪ジョッキー 3803～3808 (?)/9/1～7 文化放送
水原明人、OYIO、伊藤アキラ、いと

うひろみつ、かげしまよりひこ
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N01-12871 ラジオ 意地悪ジョッキー 3803～3808 (?)/9/1～7 文化放送
水原明人、OYIO、伊藤アキラ、いと

うひろみつ、かげしまよりひこ

N01-12872 ラジオ 意地悪ジョッキー 3809～3811 (?)/9/8～11 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-12873 ラジオ 意地悪ジョッキー 3812～3815 (?)/9/12～15 文化放送 いとうひろみつ

N01-12897 ラジオ 意地悪ジョッキー 3812～3815 (?)/9/12～16 文化放送 いとうひろみつ

N01-12896 ラジオ 意地悪ジョッキー 3816～3820 (?)/9/16～21 文化放送
水原明人、OYO、伊藤アキラ、かげ

しまよりひこ

N01-12895 ラジオ 意地悪ジョッキー 3821～3825 (?)/9/22～27 文化放送
水原明人、OYO、伊藤アキラ、かげ

しまよりひこ

N01-12894 ラジオ 意地悪ジョッキー 3826～3830 (?)/9/28～10/2 文化放送
水原明人、伊藤アキラ、いとうひろ

みつ、かげしまよりひこ

N01-11884 ラジオ いじわるジョッキー 5437～5442
1978/10/30～

11/6
ニッポン放

送
大泉壮介、末谷真澄、蔭島憑彦、あ

けど陽子(いじわるグループ)

デジタル
化（館
内）

N01-05384 ラジオ 異人館 1963/5/31 NHK 石山透
デジタル
化（館
内）

N01-05385 ラジオ 異人館 1963/5/31 NHK 石山透

N01-01887 テレビ 椅子 決定稿 62 1962/10/3 NET 津田幸夫

N01-01888 テレビ 椅子 62 1962/10/3 NET 津田幸夫

N01-05546 ラジオ 伊豆修善寺 1961/5/4 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-04939 ラジオ 伊豆の踊り子 1 (?)/4/1 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04940 ラジオ 伊豆の踊り子 2 (?)/4/8 朝日放送 石浜恒夫

N01-04941 ラジオ 伊豆の踊り子 最終回 (?)/4/15 朝日放送 石浜恒夫

N01-11216 テレビ 出雲の女 カット割り稿 1 1969/12/12 フジテレビ 小幡欣治

N01-11217 テレビ 出雲の女 決定稿 1 1969/12/12 フジテレビ 小幡欣治

N01-11215 テレビ 出雲の女 決定稿 2 1969/12/19 フジテレビ 小幡欣治

N01-11214 テレビ 出雲の女 準備稿 3 1969/12/26 フジテレビ 小幡欣治

N01-01141 ラジオ 伊勢音頭恋寝刃　古市油屋の場 1955/(?)/(?) NHK

N01-21883 ラジオ いそがしおじさん 1
[1975～

1976]/(?)/(?)
城悠輔

N01-21884 ラジオ いそがしおじさん 2
[1975～

1976]/(?)/(?)
城悠輔

N01-21885 ラジオ いそがしおじさん 3
[1975～

1976]/(?)/(?)
水原明人

N01-21886 ラジオ いそがしおじさん 4
[1975～

1976]/(?)/(?)
水原明人

N01-14972 テレビ 急がない人生 改訂稿 (?) NHK 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01695 テレビ イソップとお殿さま
西洋文学をはじめて日本語の

本にした人々
初稿 1961/9/21 NHK 横田弘行

N01-01697 テレビ イソップとお殿さま
西洋文学をはじめて日本語の

本にした人々
決定稿 1961/9/21 NHK 横田弘行

N01-51406 資料 いたずらざかり 1966/8/30 NTV 椎名利夫、富田義朗ほか。

N01-02993 ラジオ いたずら者のいたずら 1961/9/25
中部日本放

送
堀江史朗

デジタル
化（館
内）

N01-08963 ラジオ いたましき事件 1970/9/13 NHK 内村直也

N01-00453 ラジオ 異端者の渚 1960/6/6 NHK 内村直也

N01-05486 ラジオ 異端者の渚 1960/6/6 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-12571 ラジオ 異端者の渚 1965/6/6 NHK 内村直也

N01-19690 テレビ
一億ドル洋画大作戦“これがスペクタクル

だ”！
1973/1/30 日本テレビ 遠藤淳

N01-24039 テレビ 一億人の行進終末への序曲 (?) 須藤出穂

N01-24040 テレビ 一億人の行進終末への序曲 (?) 須藤出穂



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-19765 ラジオ
一九六八年の記録　ヘイワ、ハレンチ、ハ

プニング
1968/12/29 TBS

N01-02275 テレビ 一族再会 準備稿 1960/10/26 日本テレビ 椎名利夫

N01-02710 テレビ 一日だけの紳士たち 1957/4/19 NHK 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-50193 テレビ 一日未亡人 [1964/4/29] フジテレビ 大野靖子

N01-50194 テレビ 一日未亡人 [1964/4/29] フジテレビ 大野靖子

N01-13798 テレビ 一年半待て 11～15 [1976]/(?)/(?) 日本テレビ 中島丈博、国弘威雄

N01-13799 テレビ 一年半待て 16～20 [1976]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
中島丈博、国弘威雄

N01-08120 テレビ 一番から三番まで 1963/10/21 関西テレビ 田中澄江
デジタル
化（館
内）

N01-19825 ラジオ イチビキいろは事典 1～6 (?) 田村映美
デジタル
化（館
内）

N01-11425 テレビ 一姫二太郎 1 (?)/10/7 フジテレビ 松田暢子

N01-11087 テレビ 一姫二太郎 最終回 (?)/12/30 フジテレビ 松田暢子

N01-11236 テレビ 一姫二太郎 カット割り稿 最終回 (?)/12/30 フジテレビ 松田暢子

N01-00463 ラジオ 一枚の絵 (?) 文化放送 集団創作

N01-00555 ラジオ 一郎よ死ぬな 2 1959/4/13 NHK 八木隆一郎

N01-13391 テレビ いつか、ある日 1966/11/17 フジテレビ 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-07779 テレビ [いつか青空] 追加台本 (?)

N01-07777 テレビ いつか青空

長男誕生(1)/母乳不足(2)/無
欲と大欲(3)/父の憂うつ(4)/生
れた時は同じでも(5)/南平と
犬(6)/南平と与太郎(7)/南平

とお爺ちゃん(8)/南平と同級生
達(9)/南平と誕生日(10)

1～10 (?)/11/25～12/6 TBS
田井洋子（1～5）、津路嘉郎（6～

10）

N01-07778 テレビ いつか青空

長男誕生(1)/母乳不足(2)/無
欲と大欲(3)/父の憂うつ(4)/生
れた時は同じでも(5)/南平と
犬(6)/南平と与太郎(7)/南平

とお爺ちゃん(8)/南平と同級生
達(9)/南平と誕生日(10)

1～10 (?)/11/25～12/6 TBS
田井洋子（1～5）、津路嘉郎（6～

10）

N01-07780 テレビ いつか青空

飛べない飛行機(11)/子の心
親知らず(12)/あわない計算
(13)/鳩を買う少年(14)/別れ
のクリスマス(15)/忘れたジャ
ンパー(16)/醜い十姉妹(17)/
化けた参考書(18)/一寸の虫

(19)/流し雛(20)

11～20 (?)/12/9～20 TBS
津路嘉郎（11、14）、橋田寿賀子
（12、13）、福田良二（15～20）

N01-07781 テレビ いつか青空

おなじ空の下で(21)/南平の郵
便屋さん(22)/南平の決斗

(23)/ラムネでカンパイ(24)/こ
の子に幸を(25)/父と子(26)/
愚兄賢弟(27)/さわやかな風
(28)/蝶々と馬(29)/夏休みだ

けの先生(30)

21～30
1963/12/23～

27、1964/1/6～
10

TBS
鈴木政男（21～25）、高岡尚平（26
～28）、福田良二（29）、津路嘉郎

（30）

N01-07782 テレビ いつか青空

おなじ空の下で(21)/南平の郵
便屋さん(22)/南平の決斗

(23)/ラムネでカンパイ(24)/こ
の子に幸を(25)/父と子(26)/
愚兄賢弟(27)/さわやかな風
(28)/蝶々と馬(29)/夏休みだ

けの先生(30)

21～30
1963/12/23～

27、1964/1/6～
10

TBS
鈴木政男（21～25）、高岡尚平（26
～28）、福田良二（29）、津路嘉郎

（30）

N01-07783 テレビ いつか青空

おなじ空の下で(21)/南平の郵
便屋さん(22)/南平の決斗

(23)/ラムネでカンパイ(24)/こ
の子に幸を(25)/父と子(26)/
愚兄賢弟(27)/さわやかな風
(28)/蝶々と馬(29)/夏休みだ

けの先生(30)

21～30
1963/12/23～

27、1964/1/6～
10

TBS
鈴木政男（21～25）、高岡尚平（26
～28）、福田良二（29）、津路嘉郎

（30）

N01-08091 テレビ いつか青空 31～40
1964/1/13～17、

20～24
TBS 福田良二、津路嘉郎

N01-07806 テレビ [いつか青空]
黒い女の子(36)/春近し(37)/
自転車泥棒(38)/卒業式(39)/

早春の海(40)
36～40 1964/(?)/(?) 津路嘉郎

デジタル
化（館
内）



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07807 テレビ いつか青空

欠席入学式(41)/怪我の功名
(42)/ほめ係り開業(43)/欲ばり
ピクニック(44)/円の中(45)/南
平とコロッケ(46)/カンニング

(47)/満点をとった南平(48)/大
人にはわからない(49)/パチン

コ騒動記(50)

41～50
[1964]/3/2～6、

9～13
TBS

田井洋子（41～45）、津路嘉郎（46
～50）

デジタル
化（館
内）

N01-07784 テレビ いつか青空

欠席入学式(41)/怪我の功名
(42)/ほめ係り開業(43)/欲ばり
ピクニック(44)/円の中(45)/南
平とコロッケ(46)/カンニング

(47)/満点をとった南平(48)/大
人にはわからない(49)/パチン

コ騒動記(50)

41～50
[1964]/3/2～6、

9～13
TBS

田井洋子（41～45）、津路嘉郎（46
～50）

N01-07785 テレビ いつか青空

欠席入学式(41)/怪我の功名
(42)/ほめ係り開業(43)/欲ばり
ピクニック(44)/円の中(45)/南
平とコロッケ(46)/カンニング

(47)/満点をとった南平(48)/大
人にはわからない(49)/パチン

コ騒動記(50)

41～50
[1964]/3/2～6、

9～13
TBS

田井洋子（41～45）、津路嘉郎（46
～50）

N01-07808 テレビ いつか青空

南平の植木屋さん(51)/殴られ
た南平(52)/いなくなったタロー

(53)/追いかけられた南平
(54)/父のいる倖せ(55)/木彫
りの年賀状(56)/英才と鈍才
(57)/仲間たち(58)/寒鯉(59)/

スケート作戦(60)

51～60
[1964]/3/16～

20、23～27
TBS

福田良二（51～55）、鈴木政男（56
～60）

N01-07786 テレビ いつか青空

南平の植木屋さん(51)/殴られ
た南平(52)/いなくなったタロー

(53)/追いかけられた南平
(54)/父のいる倖せ(55)/木彫
りの年賀状(56)/英才と鈍才
(57)/仲間たち(58)/寒鯉(59)/

スケート作戦(60)

51～60
[1964]/3/16～

20、23～27
TBS

福田良二（51～55）、鈴木政男（56
～60）

N01-07787 テレビ いつか青空

戻って来た盆栽(61)/消えたモ
デル(62)/忙しい昼休み(63)/
豆植木屋と豆盆栽(64)/南平

のアルバイト(65)/サイクリング
(66)/三角形の底辺(67)/南平
の原子病(68)/工場の月(69)/

タンポポ(70)

61～70
[1964]/3/30～

4/3、6～10
TBS

福田良二（61～65）、津路嘉郎（66
～70）

N01-07788 テレビ いつか青空

戻って来た盆栽(61)/消えたモ
デル(62)/忙しい昼休み(63)/
豆植木屋と豆盆栽(64)/南平

のアルバイト(65)/サイクリング
(66)/三角形の底辺(67)/南平
の原子病(68)/工場の月(69)/

タンポポ(70)

61～70
[1964]/3/30～

4/3、6～10
TBS

福田良二（61～65）、津路嘉郎（66
～70）

N01-07789 テレビ いつか青空

戻って来た盆栽(61)/消えたモ
デル(62)/忙しい昼休み(63)/
豆植木屋と豆盆栽(64)/南平

のアルバイト(65)/サイクリング
(66)/三角形の底辺(67)/南平
の原子病(68)/工場の月(69)/

タンポポ(70)

61～70
[1964]/3/30～

4/3、6～10
TBS

福田良二（61～65）、津路嘉郎（66
～70）

N01-07790 テレビ いつか青空

戻って来た盆栽(61)/消えたモ
デル(62)/忙しい昼休み(63)/
豆植木屋と豆盆栽(64)/南平

のアルバイト(65)/サイクリング
(66)/三角形の底辺(67)/南平
の原子病(68)/工場の月(69)/

タンポポ(70)

61～70
[1964]/3/30～

4/3、6～10
TBS

福田良二（61～65）、津路嘉郎（66
～70）

N01-07791 テレビ いつか青空

風にそよぐ南平(71)/新しき住
居(72)/嵐近づく(73)/ある反抗
(74)/ある勇気(75)/山へ登ろう
(76)/おばあちゃんの誕生日
(77)/新しい友(78)/たえめし
(79)/南平の拳法騒動(80)

71～80
[1964]/4/13～

17、20～24
TBS

福田良二（71、72）、田井洋子（73～
77）、鈴木政男（78～80）

N01-07792 テレビ いつか青空

風にそよぐ南平(71)/新しき住
居(72)/嵐近づく(73)/ある反抗
(74)/ある勇気(75)/山へ登ろう
(76)/おばあちゃんの誕生日
(77)/新しい友(78)/たえめし
(79)/南平の拳法騒動(80)

71～80
[1964]/4/13～

17、20～24
TBS

福田良二（71、72）、田井洋子（73～
77）、鈴木政男（78～80）

N01-07793 テレビ いつか青空

風にそよぐ南平(71)/新しき住
居(72)/嵐近づく(73)/ある反抗
(74)/ある勇気(75)/山へ登ろう
(76)/おばあちゃんの誕生日
(77)/新しい友(78)/たえめし
(79)/南平の拳法騒動(80)

71～80
[1964]/4/13～

17、20～24
TBS

福田良二（71、72）、田井洋子（73～
77）、鈴木政男（78～80）



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07794 テレビ いつか青空

古い帽子と新しい服(81)/南平
とラブレター(82)/二度目の薬
草(83)/一本だけの煙草(84)/
奇妙な贈り物(85)/準備委員

任命(86)/木の芽田楽(87)/トレ
パンてん末記(88)/雨季(89)/

少年老い易く(90)

81～90
[1964]/4/27～

31、5/3～7
TBS

福田良二（81～85）、田井洋子（86
～90）

N01-07795 テレビ いつか青空

古い帽子と新しい服(81)/南平
とラブレター(82)/二度目の薬
草(83)/一本だけの煙草(84)/
奇妙な贈り物(85)/準備委員

任命(86)/木の芽田楽(87)/トレ
パンてん末記(88)/雨季(89)/

少年老い易く(90)

81～90
[1964]/4/27～

31、5/3～7
TBS

福田良二（81～85）、田井洋子（86
～90）

N01-07796 テレビ いつか青空

古い帽子と新しい服(81)/南平
とラブレター(82)/二度目の薬
草(83)/一本だけの煙草(84)/
奇妙な贈り物(85)/準備委員

任命(86)/木の芽田楽(87)/トレ
パンてん末記(88)/雨季(89)/

少年老い易く(90)

81～90
[1964]/4/27～

31、5/3～7
TBS

福田良二（81～85）、田井洋子（86
～90）

N01-07797 テレビ いつか青空

ある小さな名誉(91)/ハッパを
かけた南平(92)/父と子の乾
杯(93)/売れた盆栽(94)/男の

顔(95)

91～95 [1964]/5/11～15 TBS
福田良二（91～93）、津路嘉郎（94、

95）

N01-07798 テレビ いつか青空

南平の疑問(96)/南平とカミナ
リ族(97)/南平と花形選手(98)/
大学は狭き門(99)/誇り高き南

平(100)

96～100 [1964]/5/11～15 TBS 福田良二

N01-07799 テレビ いつか青空

南平の疑問(96)/南平とカミナ
リ族(97)/南平と花形選手(98)/
大学は狭き門(99)/誇り高き南

平(100)

96～100 [1964]/5/11～15 TBS 福田良二

N01-07800 テレビ いつか青空

胸に鳴る汽笛(101)/汐風と南
平(102)/南平のマドロス修業
(103)/南平の船出(104)/難破
した南平丸(105)/ガールフレン
ド(106)/南平のダフ屋(107)/鮒
釣り(108)/早春(109)/ピアノ狂

奏局(110)

101～110 [1964]/5/11～15 TBS
福田良二（101～105）、津路嘉郎

（106～110）

N01-07801 テレビ いつか青空

胸に鳴る汽笛(101)/汐風と南
平(102)/南平のマドロス修業
(103)/南平の船出(104)/難破
した南平丸(105)/ガールフレン
ド(106)/南平のダフ屋(107)/鮒
釣り(108)/早春(109)/ピアノ狂

奏局(110)

101～110 [1964]/5/11～15 TBS
福田良二（101～105）、津路嘉郎

（106～110）

N01-08093 テレビ いつか青空 101～110 [1964]/5/25～29 TBS 福田良二、津路嘉郎

N01-07802 テレビ いつか青空

新しい背広(111)/就職戦線異
常あり(112)/南平の青い鳥
(113)/南平売ります(114)/カ

レーライスの夢(115)/殺した味
(116)/南平のコック修業(117)/
運転免許(118)/本とオムレツ
(119)/悲しい花ムコ達(120)

111～120
[1964]/6/8～
12、15～19

TBS
福田良二（111～115）、津路嘉郎

（116～119）、山際永三（120）

N01-07803 テレビ いつか青空

新しい背広(111)/就職戦線異
常あり(112)/南平の青い鳥
(113)/南平売ります(114)/カ

レーライスの夢(115)/殺した味
(116)/南平のコック修業(117)/
運転免許(118)/本とオムレツ
(119)/悲しい花ムコ達(120)

111～120
[1964]/6/8～
12、15～19

TBS
福田良二（111～115）、津路嘉郎

（116～119）、山際永三（120）

N01-07804 テレビ いつか青空

男子友情(121)/みじん切り
(122)/空には今日もアドバ

ルーン(123)/高カロリーと低カ
ロリー(124)/横文字泥(125)/

南平の恋人(126)/最後の試練
(127)/南平の迷い(128)/南平
の感傷旅行(129)/悲しみよさ

ようなら(130)

121～130
[1964]/6/22～
26、29～7/3

TBS
小川清一（121）、田井洋子（122～

125）、津路嘉郎（126、127）、福田良
二（128～130）

N01-07805 テレビ いつか青空

男子友情(121)/みじん切り
(122)/空には今日もアドバ

ルーン(123)/高カロリーと低カ
ロリー(124)/横文字泥(125)/

南平の恋人(126)/最後の試練
(127)/南平の迷い(128)/南平
の感傷旅行(129)/悲しみよさ

ようなら(130)

121～130
[1964]/6/22～
26、29～7/3

TBS
小川清一（121）、田井洋子（122～

125）、津路嘉郎（126、127）、福田良
二（128～130）

N01-17076 テレビ いつかある時 轍 決定稿 3 1972/12/27 NET 深沢一夫

N01-17077 テレビ いつかある時 いち日 未定稿 7 1972/12/30 NET 深沢一夫

N01-17078 テレビ いつかある時 勇気 決定稿 7 1973/1/4 NET 深沢一夫



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17079 テレビ いつかある時 沈黙の代償 決定稿 8 1973/1/5 NET 深沢一夫

N01-17080 テレビ いつかある時 吾が子 決定稿 9 1973/1/6 NET 深沢一夫

N01-21800 テレビ
五木ひろし、グラシェラスサーナ　夜を歌う

（仮題）
決定稿 (?) TBS 松原史明

N01-10900 ラジオ 五木寛之の世界　戒厳令の夜 8週 (?)/11/21～ 文化放送 川崎洋
デジタル
化（館
内）

N01-01629 テレビ 一休さん 1960/11/10 NHK 恒松恭助

N01-00733 テレビ 一休さん ロケ用 1 1961/12/14 NHK 横田弘行

N01-03667 テレビ 一休さん 1 1961/12/14 NHK 横田弘行

N01-01586 テレビ 一休さん スタッフ稿 2 1961/12/[21] NHK 横田弘行

N01-03070 テレビ 一休さん スタッフ稿 2 22636 NHK 横田弘行

N01-03071 テレビ 一休さん スタッフ稿 3 1961/12/28 NHK 横田弘行

N01-03668 テレビ 一休さん 4 1962/1/4 NHK 横田弘行

N01-04225 テレビ 一休さん 4 1962/1/4 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04243 テレビ 一休さん 4 1962/1/4 NHK 横田弘行

N01-03072 テレビ 一休さん スタッフ稿 6 1962/1/18 NHK 横田弘行

N01-03669 テレビ 一休さん 6 1962/1/18 NHK 横田弘行

N01-03073 テレビ 一休さん 最終回 1962/1/25 NHK 横田弘行

N01-07857 ラジオ 五つのオムニバスによる「川」の物語 1962/7/19 文化放送
谷川俊太郎、小島烏水、水原明人、

堂本正樹、安部公房
複写不

可

N01-24036 テレビ いってみたいな ようふくのできるまで 1969/6/7 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-24037 テレビ いってみたいな さかなをとるふね 1969/7/12 NHK 須藤出穂

N01-24038 テレビ いってみたいな てつどうれんらくせん 1970/2/7 NHK 須藤出穂

N01-13714 テレビ 一筆啓上致します 改訂稿 735 1971/1/10 TBS 松山善三

N01-05161 テレビ いつも 1961/11/17 RKB毎日 水尾比呂志
デジタル
化（館
内）

N01-08342 テレビ いつもけものが通る道 1960/4/16 フジテレビ 小橋博

N01-08343 テレビ いつもけものが通る道 1960/4/16 フジテレビ 小橋博

N01-05611 テレビ 偽れる妻 第1～5章 1971/11/8～12 フジテレビ 吉原幸栄
デジタル
化（館
内）

N01-05612 テレビ 偽れる妻 第6～10章 1971/11/15～19 フジテレビ 吉原幸栄

N01-05613 テレビ 偽れる妻 第16～20章
1971/11/29～

12/3
フジテレビ 橋本圭介

N01-05614 テレビ 偽れる妻 第26～30章 1971/12/13～17 フジテレビ 小野勝也

N01-05615 テレビ 偽れる妻 第36～40章 1971/12/27～31 フジテレビ 橋本圭介

N01-08998 テレビ いとこ同志 決定稿 1 1972/8/22 日本テレビ 佐々木守

N01-08997 テレビ いとこ同志 決定稿 2 1972/8/29 日本テレビ 佐々木守

N01-08996 テレビ いとこ同志 決定稿 3 1972/9/5 日本テレビ 佐々木守

N01-08995 テレビ いとこ同志 決定稿 4 1972/9/12 日本テレビ 佐々木守

N01-08993 テレビ いとこ同志 決定稿 5 1972/9/19 日本テレビ 佐々木守

N01-08994 テレビ いとこ同志 決定稿 最終回 1972/9/26 日本テレビ 佐々木守

N01-11051 テレビ いとしのエルザ 5 1977/8/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
小松君郎

N01-15922 テレビ 田舎教師 1965/2/16、21 NHK 横田弘行



「い」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01170 ラジオ 犬 1957/2/24 TBS 小山内薫

N01-17095 テレビ 犬神家の一族 決定稿 5 [1977]/(?)/(?) 毎日放送 服部佳

N01-26454 テレビ 井上順リサイタル (?)/9/2 TBS 今村清

N01-04824 テレビ 命あるかぎり 決定稿 1961/11/12 NET 中江良夫、窪田篤人

平027 N01-45201 ラジオ 命美わし 1 1951/6/3 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

平027 N01-45202 ラジオ 命美わし 4 1951/6/24 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

N01-03322 テレビ いのち新平 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-02532 ラジオ 命づな 1960/8/20 NHK 岸宏子

N01-10760 テレビ 命なりけり 5～8 [1965/5/6] 日本テレビ 木村重夫

N01-10761 テレビ 命なりけり 9～12 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10762 テレビ 命なりけり 13～16 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10763 テレビ 命なりけり 17～20 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10764 テレビ 命なりけり 21～24 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10765 テレビ 命なりけり 25～28 (?) 日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-10766 テレビ 命なりけり 29～32 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10767 テレビ 命なりけり 33～36 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10768 テレビ 命なりけり 37～40 (?) 日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-10769 テレビ 命なりけり 41～44 (?) 日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-10770 テレビ 命なりけり 45～48 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10771 テレビ 命なりけり 49～52 (?) 日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-10772 テレビ 命なりけり 53～56 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10773 テレビ 命なりけり 57～60 (?) 日本テレビ 木村重夫

N01-10774 テレビ 命なりけり 61～64 (?) 日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-26519 テレビ 命なりけり 61～64 (?)/8/30～9/2 日本テレビ
木村重夫、吉田みき(62、63、64回

合作)

N01-10775 テレビ 命なりけり 65～68 (?) 日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-24656 テレビ 命なりけり 74～77 [1965]/9/14～17 日本テレビ 木村重夫

N01-24657 テレビ 命なりけり 78～81
[1965]/9/18、20

～22
日本テレビ 木村重夫、吉田みき

N01-24658 テレビ 命なりけり 82～85
[1965]/9/23～

25、27
日本テレビ 木村重夫、吉田みき(82のみ)

N01-03333 テレビ いのちの糸 (?) 朝日放送 茂木草介

M040 N01-40905 ラジオ いのちの半ばに 1958/3/10
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-24207 テレビ 命もいらず名もいらず-西郷隆盛伝-後篇 決定稿 1977/10/6 TBS 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-09278 テレビ 命を賭けます 恋ぐるま紅吹雪 決定稿 12 [1971/3/20]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09279 テレビ 命を賭けます 静、泣き虫花吹雪 決定稿 13(終) [1971/3/27]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-05554 テレビ イノック　アーデン 1959/3/26 NHK 保富康午

N01-03211 ラジオ 祈るひと 決定稿 1959/3/22 ラジオ東京 窪田篤人

N01-01123 テレビ いびき 1960/3/30
ラジオ東京

テレビ
新井豊

平020 N01-45154 ラジオ イプセン篇 幽霊 1952/11/18 NHK 田中千禾夫
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07953 テレビ 異聞はがくれ 1964/11/27 NHK 福田善之
デジタル
化（館
内）

N01-16001 ラジオ 異邦人 1970/9/6 NHK 山田隆之

N01-10359 テレビ いま頃 1973/1/6 大西信行

N01-23325 テレビ いまサエテマス！ 旅は旅でも 6 1965/12/12 フジテレビ 塚田茂

N01-13383 テレビ 妹はまだ……？ 1966/10/13 NHK 浦山桐郎
デジタル
化（館
内）

N01-01174 ラジオ 妹背山婦女庭訓 1956/3/20 NHK

N01-02525 ラジオ 伊良湖の歌人―糟谷磯丸― 最終回 1960/3/30 NHK 岸宏子

N01-03339 テレビ 遺留品 1 1959/3/6 大阪テレビ 茂木草介

N01-13205 テレビ 医療ミス！（仮題） 決定稿 (?) TBS 橋塚慎一、石原武龍

N01-02445 ラジオ 刺青 1 1954/9/5 NHK 岸宏子

N01-04930 ラジオ 入れ札 1959/6/26 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-51392 テレビ 11PM
恋の大作戦　巨泉と雪路の男

と女の……
(?) 日本テレビ

N01-20395 テレビ [11PM] [あの三人のこの初体験] (?) 日本テレビ

N01-23137 テレビ 11PM ド根性歳末作戦 116 (?)/12/15 読売テレビ 左幸子、石浜恒夫

N01-19949 テレビ 11PM ベートーベン 決定稿 1970/12/16 日本テレビ 保富康午

N01-20467 テレビ 11PM 決定稿 1971/1/29 日本テレビ 田村隆 BC複写

N01-21512 テレビ 11PM エルヴィス・オン・イレブン 決定稿 1971/6/2 日本テレビ 保富康午

N01-20999 テレビ 11PM なつかしのポピュラーソング 決定稿 1972/3/29 日本テレビ 保富康午 BC複写

N01-23242 テレビ 11PM オンナのナニの昼と夜!! 1974/10/21 日本テレビ 山崎あきら、柚口文秀

N01-23237 テレビ 11PM
めくってやぶってひとツキ!

ウッ!!
1974/11/25 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦、田村晋也

N01-23240 テレビ 11PM
今夜は何でそうなるの?ウッ

シッシ!
1974/9/2 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦、田村晋也 BC複写

N01-23241 テレビ 11PM どこまでビビる未公開フィルム! 1974/9/30 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23253 テレビ 11PM
女、ショー、フィルム、やはりオ

ンナ!
1975/1/27 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23573 テレビ 11PM マタもアラワに未公開フィルム! 1975/10/27 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦、小路丸哲也

N01-23574 テレビ 11PM 見せる!ヤル!本当のホント!! 1975/10/6 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23572 テレビ 11PM
ワインとえくぼと???と　オヒョ

イ、カナリア諸島を行く
1975/12/22 日本テレビ 山崎あきら

N01-23254 テレビ 11PM マタも見せる未公開フィルム 1975/2/24 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23255 テレビ 11PM 夕陽にしびれる国インド!その1 1975/4/21 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23238 テレビ 11PM 夕陽にしびれる国インド!その2 1975/5/5 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23239 テレビ 11PM 夕陽にしびれる国インド!その2 1975/5/5 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23244 テレビ 11PM
今夜もソノ気に…!ショー・フィ

ルム・オンナ!!
1976/10/4 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也、川名孝夫

N01-23245 テレビ 11PM
ナマリなでしこ?!ポーランドの
自然にはしゃぐ ヨーロッパフィ

ルムハント第六回
コンテ 1976/11/29 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-23246 テレビ 11PM
ナマリなでしこ?!ポーランドの
自然にはしゃぐ ヨーロッパフィ

ルムハント第六回
コンテ 1976/11/29 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-23247 テレビ 11PM
ナマリなでしこ?!ポーランドの
自然にはしゃぐ ヨーロッパフィ

ルムハント第六回
コンテ 1976/11/29 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-23571 テレビ 11PM 犯す特集!未公開フィルム 1976/2/2 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-23570 テレビ 11PM
アノ声!きくより見ようもだえよ

う!!
1976/3/15 日本テレビ 山崎あきら、柚口文秀

N01-23569 テレビ 11PM
ショー・フィルム・オンナ・わか

るカナ
1976/4/26 日本テレビ 山崎あきら BC複写
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N01-23243 テレビ 11PM
ナマリで貴族と…ベルギーの
夏　ヨーロッパフィルムハント

第一回
1976/9/27 日本テレビ 山崎あきら

N01-23251 テレビ 11PM 最新アメリカ未公開フィルム!! 1977/10/3 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也 BC複写

N01-23252 テレビ 11PM
今夜もウズク!!ショー・フィル

ム・オンナ!!
1977/11/14 日本テレビ 山崎あきら、石田悠、小路丸哲也

N01-23248 テレビ 11PM 大迫力!赤・黒・金髪250名!! 決定稿 1977/12/7 日本テレビ 山崎あきら、石田悠、小路丸哲也

N01-23250 テレビ 11PM ヤル!見る!のぞく!夏の話題!! 1977/8/17 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也 BC複写

N01-23249 テレビ 11PM 目を見張る!アメリカの大自然!! 1978/3/13 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-19657 テレビ 11PM 決定稿 1978/7/28 日本テレビ 沢口義明

N01-23221 テレビ 11PM
驚異の占い！！　算命学シ
リーズ第二弾　江川は天中

殺！！
1979/1/1 日本テレビ 南川泰三

N01-19656 テレビ 11PM　SAPPORO
ゆれる楽しさ！すばらしさ！洞

爺の夜の初体験
1978/5/25 STV 奥山侊伸

N01-12763 テレビ 11PM　プレイハウス5’ マネキン人形 (?) 日本テレビ 小川英
デジタル
化（館
内）

N01-12764 テレビ 11PM　プレイハウス5’ 顔 (?) 日本テレビ 小川英

N01-12765 テレビ 11PM　プレイハウス5’ 何も言わないで (?) 日本テレビ 小川英

N01-12766 テレビ 11PM　プレイハウス5’ 剣 (?) 日本テレビ 小川英

N01-12767 テレビ 11PM　プレイハウス5’ 死体 (?) 日本テレビ 小川英

N01-12768 テレビ 11PM　プレイハウス5’ 砂漠 (?) 日本テレビ 小川英

N01-12769 テレビ 11PM　プレイハウス5’ 夢 (?) 日本テレビ 小川英

N01-12770 テレビ 11PM　プレイハウス5’ ハンドバッグ (?) 日本テレビ 小川英

N01-01894 テレビ 色のある闇 9 1962/9/5 NET 津田幸夫

N01-01895 テレビ 色のある闇 9 1962/9/5 NET 津田幸夫

N01-00854 テレビ 色はにおえど 臍(ヘソ) 改訂稿 (?)/8/7 TBS 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-05150 テレビ いろはにほへと 1959/11/20
ラジオ東京

テレビ
橋本忍

デジタル
化（館
内）

N01-08517 テレビ いろはにほへと 1959/11/20 KRT 橋本忍

N01-26627 テレビ いろはにほへと 21874 KRT 橋本忍

N01-24872 テレビ いろはの“い”（1） 1～10 (?)

N01-24873 テレビ いろはの“い”（2） 11～21 (?) 日本テレビ 柏原寛司、斎藤憐、ほか

N01-24874 テレビ いろはの“い”（3） 22～最終回 (?) 日本テレビ 柏原寛司、播磨幸治、ほか

N01-01149 ラジオ 色彩間苅豆 1957/2/24 KRT

N01-24580 テレビ 祝い歌が流れる夜に (?) NHK 菊村到
デジタル
化（館
内）

N01-02449 ラジオ 鰯 1955/12/8 NHK 岸宏子

N01-24727 テレビ
インダストリー・チャレンジ　はばたけYX−

航空機産業−
1970/12/20

東京12チャ
ンネル

野村六助

N01-18069 テレビ インダストリーチャレンジ資源前線 1970/(?)/(?) テレビ東京 野村六助

N01-00412 テレビ インパールの瞳 (?) 朝日放送 内村直也

N01-00413 テレビ インパールの瞳 (?)/5/14 朝日放送 内村直也

N01-00432 テレビ インパールの瞳 (?) 朝日放送 内村直也
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N01-05389 ラジオ ヴァルザー氏のからすたち 1963/9/27 NHK 鶉野昭彦
デジタル
化（館
内）

N01-20022 テレビ ウィークエンド･スペシャル
恋心エリンコ･マシアス　熱唱
沢田研二～永遠の愛と恋を謳

う～
改訂稿 (?)/5/14 TBS 畑本健

N01-03116 ラジオ ウィクリージョッキー スキャンダルジョッキ 13～18 (?) 横田弘行

N01-03117 ラジオ ウィクリージョッキー スキャンダルジョッキ 25～28 (?)

ラジオ関東、
大阪放送、
北海道放

送、ラジオ福
島、ラジオ山
梨、琉球放

送、ラジオ熊
本、九州朝

日放送

松野日出夫

N01-15803 ラジオ ヴィヨンの妻 1969/3/16 NHK 山田隆之

N01-17008 ラジオ ヴィヨンの妻 1969/3/16 NHK 山田隆之

M013 N01-40312 ラジオ ウイリヤム・アイランドの告白 1956/12/14 NHK 松浦竹夫

N01-23682 テレビ 植木等ショー 決定稿 (?)/8/20 フジテレビ 塚田茂、宮川泰
デジタル
化（館
内）

N01-23683 テレビ 植木等ショー 決定稿 (?)/11/21 TBS 塚田茂

N01-23684 テレビ 植木等ショー 三人のヴェートーベンと (?) TBS 松原雅彦、藤田敏雄、塚田茂

N01-23700 テレビ 植木等ショー クレージーキャッツと共に 決定稿 10 (?)/9/12 TBS 塚田茂

N01-23701 テレビ 植木等ショー 打合台本
[1967～

1968]/(?)/(?)
TBS 塚田茂、松原雅彦、田村隆

N01-23702 テレビ 植木等ショー 改訂稿 (?)/8/29 TBS 塚田茂

N01-19701 ラジオ 植木等のしっかりやれよ！ 1～4 (?) TBS 有高扶桑

N01-10886 ラジオ 植木等のしっかりやれよ！ 5～9 (?) TBS 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-11820 テレビ 飢える魂 26～30 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 吉田義昭

N01-11819 テレビ 飢える魂 31～35 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 吉田義昭

N01-23691 テレビ ウォー！コント55号 神奈川は娘一杯の巻 1969/7/7 NET スタッフ東京

N01-23692 テレビ ウォー！コント55号 六郷の渡しの巻 1969/6/30 NET スタッフ東京

N01-03276 テレビ 浮雲 1 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03277 テレビ 浮雲 1 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03278 テレビ 浮雲 2 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03279 テレビ 浮雲 2 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03280 テレビ 浮雲 初稿 4 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03281 テレビ 浮雲 4 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03282 テレビ 浮雲 5 [1963]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-03283 テレビ 浮雲 6 23294 日本テレビ 茂木草介

N01-03284 テレビ 浮雲 初稿 7 23301 日本テレビ 茂木草介

N01-03285 テレビ 浮雲 8 23307 日本テレビ 茂木草介

N01-03286 テレビ 浮雲 初稿 9 23315 日本テレビ 茂木草介

N01-03287 テレビ 浮雲 初稿 10 23322 日本テレビ 茂木草介

N01-03288 テレビ 浮雲 11 23329 日本テレビ 茂木草介

N01-03289 テレビ 浮雲 12 23336 日本テレビ 茂木草介

N01-03290 テレビ 浮雲 13 23343 日本テレビ 茂木草介

N01-03291 テレビ 浮雲 14 23350 日本テレビ 茂木草介

N01-03292 テレビ 浮雲 15 23357 日本テレビ 茂木草介
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N01-03293 テレビ 浮雲 16 23364 日本テレビ 茂木草介

N01-03294 テレビ 浮雲 17 23371 日本テレビ 茂木草介

M020 N01-40483 ラジオ 浮雲 1954/6/10 NHK 知切光歳

N01-15095 テレビ 浮世絵 女ねずみ小僧 謎の仏像(仮題) (?) フジテレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15154 テレビ 浮世絵 女ねずみ小僧 謎の仏像（仮題） (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15155 テレビ 浮世絵 女ねずみ小僧 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15241 テレビ 浮世絵 女ねずみ小僧 (?) 津田幸夫

N01-15096 資料 浮世絵 女ねずみ小僧 1971/(?)/(?) フジテレビ

N01-15156 テレビ 浮世絵 女ねずみ小僧 大江戸のこうもり 9 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15153 テレビ 浮世絵 女ねずみ小僧 女ねずみ参上！ 13 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-17178 テレビ 浮世絵師 歌麿 1979/3/21 NHK 須藤出穂

N01-14004 ラジオ 浮世床 1 1972/5/7 NHK 岸宏子

N01-14005 ラジオ 浮世床 2 1972/5/14 NHK 岸宏子

N01-14006 ラジオ 浮世床 3 1972/5/21 NHK 岸宏子

N01-13050 ラジオ 浮世床 6 1970/12/12 NHK名古屋 岸宏子

N01-13051 ラジオ 浮世床 7 1970/12/19 NHK名古屋 岸宏子、石倉秀樹

N01-13052 ラジオ 浮世床 9 1971/1/30 NHK名古屋 岸宏子

N01-13053 ラジオ 浮世床 10 1971/2/6 NHK名古屋 岸宏子

N01-13054 ラジオ 浮世床 11 1971/2/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-13055 ラジオ 浮世床 13 1971/3/6 NHK名古屋 岸宏子

N01-13056 ラジオ 浮世床 最終回 1971/3/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-13057 ラジオ 浮世床 最終回 1972/5/28 NHK 岸宏子

N01-13973 ラジオ 浮世床物語 1 1970/10/17 NHK名古屋 岸宏子

N01-14073 ラジオ 浮世床物語 1 1970/10/17 NHK名古屋 岸宏子

N01-13974 ラジオ 浮世床物語 2 1970/10/24 NHK名古屋 岸宏子

N01-14017 ラジオ 浮世床物語 2 1970/10/24 NHK名古屋 岸宏子

N01-13975 ラジオ 浮世床物語 3 1970/10/31 NHK名古屋 岸宏子

N01-14018 ラジオ 浮世床物語 3 1970/10/31 NHK名古屋 岸宏子

N01-13976 ラジオ 浮世床物語 4 1970/11/14 NHK名古屋 岸宏子

N01-14019 ラジオ 浮世床物語 4 1970/11/14 NHK名古屋 岸宏子

N01-14003 ラジオ 浮世床物語 5 1970/12/5 NHK 岸宏子

N01-13939 ラジオ 浮世床物語 8 1971/1/23 NHK名古屋 岸宏子

N01-14074 ラジオ 浮世床物語 10 1971/2/6 NHK名古屋 岸宏子

N01-14075 ラジオ 浮世床物語 11 1971/2/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-13940 ラジオ 浮世床物語 12 1971/2/27 NHK名古屋 岸宏子

N01-14076 ラジオ 浮世床物語 最終回 1971/3/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-04870-05 テレビ 浮世のすべて 4 1958/9/19 YTV 藤沢桓夫

N01-13354 テレビ
ウクライナ・ホテル―モスクワ・一九六七年

秋―
決定稿 1967/11/25 TBS 毛利恒之

デジタル
化（館
内）



「う」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07945 テレビ 兎追ひし 1964/11/21 NHK 茂木草介

N01-03341 テレビ 兎追ひし… 1964/11/21 NHK 茂木草介

N01-04372 テレビ 兎追ひし…・（仮題） 1964/(?)/(?) 茂木草介

N01-12788 テレビ うさぎ飛ぶ海　第一部 北海道編 決定稿 1977/11/7 TBS 山元清多
デジタル
化（館
内）

N01-13088 テレビ うさぎ飛ぶ海　第一部 北海道編 決定稿 1977/11/7 TBS 山元清多

N01-12789 テレビ うさぎ飛ぶ海　第二部 アラスカ編 改訂稿 1977/11/7 TBS 山元清多

N01-13089 テレビ うさぎ飛ぶ海　第二部 アラスカ編 決定稿 1977/11/7 TBS 山元清多

N01-04547 テレビ うさぎのくれたお年玉 決定稿 1962/1/3 TBS ふじたあさや

N01-12623 ラジオ 失われたもの (?)
東海ラジオ

放送
鈴木新吾

N01-12624 資料 失われたもの (?)
東海ラジオ

放送
鈴木新吾

N01-17582 ラジオ うしろすがたのしぐれてゆくか 1979/10/27 NHK 宮本研
デジタル
化（館
内）

N01-09603 テレビ 牛若丸島めぐり (?)/12/5 TBS 佐々木守

N01-08138 テレビ 嘘と嘘 1963/11/23 関西テレビ 菊島隆三、田波靖男

N01-16814 テレビ うそ八万騎 [1970]/1/9 日本テレビ キノトール

N01-23662 テレビ 歌いぞめ三波春夫ショー 1962/1/2 NET 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-04150 テレビ 唄う仇討ち 1953/11/30 日本テレビ 滝沢てるを

N01-07495 テレビ 歌うおもちゃ箱 326 (?)/4/16 フジテレビ 野村六助

N01-07494 テレビ 歌うおもちゃ箱 328 (?)/4/18 フジテレビ 野村六助

N01-07496 テレビ 歌うおもちゃ箱 350 1962/5/14 フジテレビ 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-05632 テレビ 歌うおもちゃ箱 352 1962/5/16 フジテレビ 野村六助

N01-07491 テレビ 歌うおもちゃ箱 354 1962/5/18 フジテレビ 野村六助

N01-07493 テレビ 歌うおもちゃ箱 410 1962/7/23 フジテレビ 野村六助

N01-07492 テレビ 歌うおもちゃ箱 436 1962/8/22 フジテレビ 野村六助

N01-11414 テレビ 歌うおもちゃ箱 605 (?)/3/7 フジテレビ 瀬川拓男

N01-07580 ラジオ 歌うクラリネット (?)/4/9～14
ラジオ関東
(ラジオ日本)

N01-07581 ラジオ 歌うクラリネット (?)/3/26～4/7
ラジオ関東
(ラジオ日本)

N01-07582 ラジオ 歌うクラリネット (?)/6/11～16
ラジオ関東
(ラジオ日本)

N01-07583 ラジオ 歌うクラリネット (?)/5/28～6/2
ラジオ関東
(ラジオ日本)

N01-02736 テレビ 歌うシャンデリヤ 44 1962/1/2 TBS 塚田茂

N01-20975 テレビ 歌うトップスター 橋幸夫 1 1965/10/2 フジテレビ 保富康午

N01-21039 テレビ 歌うトップスター 2 1965/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-21036 テレビ 歌うトップスター 3 1965/10/16 フジテレビ 保富康午

N01-21034 テレビ 歌うトップスター 4 1965/10/23 フジテレビ 保富康午

N01-20952 テレビ 歌うトップスター 5 1965/10/30 フジテレビ 保富康午

N01-20998 テレビ 歌うトップスター 5 1965/10/30 フジテレビ 保富康午

N01-20953 テレビ 歌うトップスター 6 1965/11/6 フジテレビ 保富康午

N01-20951 テレビ 歌うトップスター 7 1965/11/13 フジテレビ 保富康午

N01-21038 テレビ 歌うトップスター 8 1965/11/20 フジテレビ 保富康午
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N01-21037 テレビ 歌うトップスター 10 1965/12/4 フジテレビ 保富康午

N01-20146 テレビ 歌うトップスター 11 1965/12/11 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-21035 テレビ 歌うトップスター 13 1965/12/25 フジテレビ 保富康午

N01-20156 テレビ 歌うトップスター 14 1966/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-21040 テレビ 歌うトップスター 14 1966/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-20149 テレビ 歌うトップスター 15 24115 フジテレビ 保富康午

N01-20157 テレビ 歌うトップスター 16 1966/1/15 フジテレビ 保富康午

N01-21041 テレビ 歌うトップスター 17 1966/1/22 フジテレビ 保富康午

N01-20150 テレビ 歌うトップスター 20 1966/2/12 フジテレビ 保富康午

N01-20158 テレビ 歌うトップスター 21 1966/2/19 フジテレビ 保富康午

N01-20386 テレビ 歌うトップスター 22 1966/2/26 フジテレビ 保富康午

N01-21033 テレビ 歌うトップスター 23 1966/3/12 フジテレビ 保富康午

N01-20945 テレビ 歌うトップスター 24 1966/3/5 フジテレビ 保富康午

N01-20144 テレビ 歌うトップスター 25 (?)/[3/26] フジテレビ 保富康午

N01-20145 テレビ 歌うトップスター 26 (?)/[4/2] フジテレビ 保富康午

N01-20147 テレビ 歌うトップスター 28 (?)/[4/16] フジテレビ 保富康午

N01-20152 テレビ 歌うトップスター 39 (?)/[7/2] フジテレビ 保富康午

N01-20155 テレビ 歌うトップスター 46 (?)/[8/20] フジテレビ 保富康午

N01-20151 テレビ 歌うトップスター 52 (?)/[10/1] フジテレビ 保富康午

N01-20153 テレビ 歌うトップスター 53 (?)/[10/8] フジテレビ 保富康午

N01-20154 テレビ 歌うトップスター 56 (?)/[10/29] フジテレビ 保富康午

N01-20159 テレビ 歌うトップスター 58 (?)/[11/12] フジテレビ 保富康午

N01-20148 テレビ 歌うトップスター 77 (?)/[4/1] フジテレビ 保富康午

N01-20469 テレビ 歌う百年－ぼん太みてあるきー 打合稿 1968/1/1 NHK

N01-19880 テレビ 歌う百年ーぼん太みてあるきー 打合稿 1968/1/1 NHK

N01-07776 テレビ 歌う風車 4 1964/4/16
NET(テレビ

朝日)
松本重美

N01-20475 テレビ 歌うプレイタウン 決定稿 50 1969/3/13 日本テレビ 保富康午

N01-05623 テレビ
歌うミス・ミスター日本コンクール　全国大

会

第一部　決戦大会/第二部
キング・ホープショー/第三部

キング・ヒットパレード
1964/6/20

デジタル
化（館
内）

N01-05624 テレビ
歌うミス・ミスター日本コンクール　全国大

会

第一部　決戦大会/第二部
キング・ホープショー/第三部

キング・ヒットパレード
1964/6/20 TBS 遠藤淳

N01-04678 資料 歌う弥次喜多 (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04679 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 1 (?)/9/9 ラジオ東京 木村重夫

N01-04680 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 2 (?)/9/16 ラジオ東京 木村重夫

N01-04681 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 3 (?)/9/23 ラジオ東京 木村重夫

N01-04682 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 4 (?)/9/30 ラジオ東京 木村重夫

N01-04683 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 5 (?)/10/7 ラジオ東京 木村重夫

N01-04684 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 5 (?)/10/7 ラジオ東京 木村重夫

N01-04685 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 6 (?)/10/14 ラジオ東京 木村重夫

N01-04686 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 7 (?)/10/21 ラジオ東京 木村重夫



「う」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04687 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 8 (?)/10/28 ラジオ東京 木村重夫

N01-04688 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 9 (?)/11/4 ラジオ東京 木村重夫

N01-04689 ラジオ 歌う弥次喜多　びっくり道中 10(終) (?)/11/18 ラジオ東京 木村重夫

N01-23663 テレビ 歌う夢のデイト 12 1972/12/24 フジテレビ 塚田茂

N01-20094 テレビ 歌うロマン・スタジオ 準備稿 1 1970/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-21014 テレビ 歌うロマン・スタジオ
勝新太郎・中村玉緒夫妻―”

あずま男と京おんな”
決定稿 2 1970/1/8 フジテレビ 保富康午

N01-21013 テレビ 歌うロマン・スタジオ
林家三平夫妻―”愛しちゃって

スイマセン”
決定稿 3 1970/1/15 フジテレビ 保富康午

N01-20088 テレビ 歌うロマン・スタジオ
仲代達矢・宮崎恭子夫妻―”

モヤとダック”
決定稿 4 1970/1/22 フジテレビ 保富康午

N01-20080 テレビ 歌うロマン・スタジオ
神津義行・中村メイコ夫妻―”
カンナ　ハヅキ　横をむいて

て”
決定稿 5 1970/1/29 フジテレビ 保富康午

N01-20081 テレビ 歌うロマン・スタジオ
根上淳・ペギー葉山夫妻―”

二人の心にうたえば”
準備稿 6 1970/2/5 フジテレビ 保富康午

N01-21016 テレビ 歌うロマン・スタジオ
根上淳・ペギー葉山夫妻―”

二人の心にうたえば”
決定稿 6 1970/2/5 フジテレビ 保富康午

N01-20082 テレビ 歌うロマン・スタジオ
有島一朗・まさ子夫妻―”34の

年輪”
準備稿 7 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20083 テレビ 歌うロマン・スタジオ
ジェリー藤尾・トモ子夫妻―”

若い愛の太陽”
決定稿 8 1970/2/19 フジテレビ 保富康午

N01-20101 テレビ 歌うロマン・スタジオ
山本丈晴・山本富士子夫妻

―”山美しく水清く”
決定稿 9 1970/2/26 フジテレビ 保富康午

N01-21015 テレビ 歌うロマン・スタジオ
山本丈晴・山本富士子夫妻

―”山美しく、水清く”
準備稿 9 1970/2/26 フジテレビ 保富康午

N01-21356 テレビ 歌うロマン・スタジオ
水原弘・名奈子夫妻―”歌と

愛に生きて”
カット割り稿 10 1970/3/5 フジテレビ 保富康午

N01-20100 テレビ 歌うロマン・スタジオ
長門裕之・南田洋子夫妻―”

二人の季節”
カット割り稿 11 1970/3/12 フジテレビ 保富康午

N01-20090 テレビ 歌うロマン・スタジオ
高島忠夫・寿美花夫妻―”幸
せの城を二人で（ボンとマッ

ちゃん）”
12 (?) フジテレビ

N01-20089 テレビ 歌うロマン・スタジオ
富永一朗・礼子夫妻―”幼なじ

みでキーポッポ”
決定稿 13(終) 1970/3/26 フジテレビ 保富康午

N01-20086 テレビ 歌うロマン・スタジオ 高峰三枝子 最終回 (?) フジテレビ 保富康午

N01-19876 テレビ 歌うロマン・スタジオ 渡哲也・俊子夫妻 (?) フジテレビ 保富康午

N01-19918 テレビ 歌うロマン・スタジオ
田中角栄自民党幹事長―夢

に生きる風雲児
準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20077 テレビ 歌うロマン・スタジオ
小川宏・富佐子夫妻―”歌に

結ばれて”
準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20078 テレビ 歌うロマン・スタジオ 加山雄三・松本めぐみ夫妻 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20079 テレビ 歌うロマン・スタジオ 森進一 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20084 テレビ 歌うロマン・スタジオ ディック・ミネ―”歌って愛して” 決定稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20085 テレビ 歌うロマン・スタジオ 長沢純・川口晶 決定稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20087 テレビ 歌うロマン・スタジオ 青江三奈 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20091 テレビ 歌うロマン・スタジオ 藤圭子 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20092 テレビ 歌うロマン・スタジオ 古賀政男 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20093 テレビ 歌うロマン・スタジオ 高橋圭三夫妻―”司会一代” 決定稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20095 テレビ 歌うロマン・スタジオ 和田浩治・梓みちよ 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20096 テレビ 歌うロマン・スタジオ 渡哲也・俊子夫妻 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20097 テレビ 歌うロマン・スタジオ 美空ひばり 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20098 テレビ 歌うロマン・スタジオ 浅丘ルリ子―”美と愛の伝説”
決定稿（カット割

り台本）
(?) フジテレビ 保富康午

N01-20099 テレビ 歌うロマン・スタジオ
市川染五郎・紀子夫妻―”花

咲く二人の径”
(?) フジテレビ 保富康午

N01-20102 テレビ 歌うロマン・スタジオ
田中角栄自民党幹事長―”夢

に生きる風雲児”
(?) フジテレビ 保富康午

N01-20103 テレビ 歌うロマン・スタジオ 井上順之・青木エミ夫妻 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午
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N01-20104 テレビ 歌うロマン・スタジオ マイク真木・前田美波里夫妻 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20105 テレビ 歌うロマン・スタジオ
宝田明・児島明子夫妻―”美

貌の二人”
準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20106 テレビ 歌うロマン・スタジオ 升田幸三・静尾夫妻 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20368 テレビ 歌うロマン・スタジオ 古賀政男 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20378 テレビ 歌うロマン・スタジオ 柴田勲選手・広川恵美子 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20379 テレビ 歌うロマン・スタジオ 高橋圭三夫婦―”司会一代” 準備稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20380 テレビ 歌うロマン・スタジオ イブ・シアンピ・岸恵子夫妻 1971/3/18 フジテレビ 保富康午

N01-21020 テレビ 歌うロマン・スタジオ カット割り稿 1970/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-21135 テレビ 歌うロマン･スタジオ
宝田明・児島明子夫妻―”美

貌の二人”
(?) フジテレビ 保富康午

N01-07125 テレビ 歌え！ヨーロッパ 第二稿 (?) フジテレビ 松本重美

N01-51250 資料 歌えば楽し (?)

N01-07091 テレビ 歌えば楽し 1 1961/3/4 フジテレビ 保富康午

N01-07090 テレビ 歌えば楽し 2 (?)/3/11 フジテレビ 松本重美

N01-07089 テレビ 歌えば楽し 3 (?)/3/18 フジテレビ 保富康午

N01-07088 テレビ 歌えば楽し 5 1961/3/30 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07087 テレビ 歌えば楽し 6 (?)/4/6 フジテレビ 松本重美

N01-07124 テレビ 歌えば楽し 7 (?)/4/13 フジテレビ 保富康午

N01-07112 テレビ 歌えば楽し 11 (?)/5/11 フジテレビ 保富康午

N01-07111 テレビ 歌えば楽し 12 (?)/5/18 フジテレビ 保富康午

N01-07110 テレビ 歌えば楽し 13 (?)/5/25 フジテレビ 保富康午

N01-07109 テレビ 歌えば楽し 15 (?)/6/8 フジテレビ 松本重美

N01-07108 テレビ 歌えば楽し 16 (?)/6/15 フジテレビ 保富康午

N01-07107 テレビ 歌えば楽し 19 (?)/7/6 フジテレビ 保富康午

N01-07116 テレビ 歌えば楽し 21 (?)/7/20 フジテレビ 伊藤裕弘

N01-07086 テレビ 歌えば楽し 26 (?)/8/24 フジテレビ 松本重美

N01-07085 テレビ 歌えば楽し 27 (?)/8/31 フジテレビ 保富康午

N01-07098 テレビ 歌えば楽し 29 (?)/9/14 フジテレビ 松本重美

N01-07097 テレビ 歌えば楽し 30 (?)/9/21 フジテレビ 保富康午

N01-07096 テレビ 歌えば楽し 32 (?)/10/5 フジテレビ 松本重美

N01-07092 テレビ 歌えば楽し 33 (?)/10/12 フジテレビ 保富康午

N01-07105 テレビ 歌えば楽し 35 (?)/10/26 フジテレビ 松本重美

N01-07104 テレビ 歌えば楽し 36 (?)/11/2 フジテレビ 保富康午

N01-07093 テレビ 歌えば楽し 1961/11/16 フジテレビ 松本重美

N01-07106 テレビ 歌えば楽し 39 (?)/11/23 フジテレビ 保富康午

N01-07123 テレビ 歌えば楽し 40 (?)/11/30 フジテレビ 保富康午

N01-07122 テレビ 歌えば楽し 42 (?)/12/14 フジテレビ 保富康午

N01-07121 テレビ 歌えば楽し 43 (?)/12/21 フジテレビ 保富康午

N01-07120 テレビ 歌えば楽し 44 1961/12/28 フジテレビ 松本重美
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N01-07119 テレビ 歌えば楽し 46 1962/1/11 フジテレビ 保富康午

N01-07118 テレビ 歌えば楽し 47 1962/1/18 フジテレビ 松本重美

N01-07117 テレビ 歌えば楽し 48 1962/1/25 フジテレビ 保富康午

N01-07099 テレビ 歌えば楽し 49 1962/2/1 フジテレビ 保富康午

N01-07115 テレビ 歌えば楽し 51 1962/2/15 フジテレビ 保富康午

N01-07114 テレビ 歌えば楽し 52 1962/2/22 フジテレビ 保富康午

N01-07113 テレビ 歌えば楽し 53 1962/3/1 フジテレビ 松本重美

N01-07103 テレビ 歌えば楽し 54 1962/3/8 フジテレビ 保富康午

N01-07102 テレビ 歌えば楽し 55 1962/3/15 フジテレビ 保富康午

N01-07101 テレビ 歌えば楽し 56 1962/3/22 フジテレビ 松本重美

N01-07100 テレビ 歌えば楽し 57 1962/3/29 フジテレビ 保富康午

N01-07095 テレビ 歌えば楽し 58 1962/4/5 フジテレビ 保富康午

N01-07094 テレビ 歌えば楽し 59 1962/4/12 フジテレビ 松本重美

N01-06321 テレビ 歌えば楽し 60 1962/4/19 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06322 テレビ 歌えば楽し 60 1962/4/19 フジテレビ 保富康午

N01-06327 テレビ 歌えば楽し 61 1962/4/26 フジテレビ 保富康午

N01-21980 テレビ 歌えファンファーレ スター誕生！ 決定稿 54 (?)/10/17 TBS 松原史明

N01-06319 テレビ 歌えファンファーレ マチャアキ・挑戦また挑戦!! 決定稿 56 (?)/10/31 TBS 奥山侊伸

N01-21979 テレビ 歌えファンファーレ
マチャアキ・挑戦また挑

戦！！
第二稿 56 (?)/10/31 TBS 奥山侊伸

N01-21978 テレビ 歌えファンファーレ 旅に出よう 第一稿 57 (?)/11/7 TBS 奥山侊伸、貴島研二

N01-21860 テレビ 歌えファンファーレ 第17回TBS新人王決定戦!! 第三稿 58 (?)/11/14 TBS 保富康午

N01-21861 テレビ 歌えファンファーレ 第一稿 58 (?)/11/14 TBS 保富康午

N01-21974 テレビ 歌えファンファーレ
第17回・TBS新人王決定

戦！！
決定稿 58 (?)/11/14 TBS 保富康午

N01-51251 テレビ 歌えファンファーレ 第一稿 58 (?)/11/14 TBS 保富康午

N01-21973 テレビ 歌えファンファーレ マチャアキのタイム・マシン スタッフ決定稿 60 (?)/11/28 TBS 保富康午

N01-21972 テレビ 歌えファンファーレ 第一稿 62 1972/12/12 TBS 松原史明

N01-20525 テレビ 歌えファンファーレ
タイトルマッチ！ちあき対アッ

コ
第二改訂稿 66 1973/1/9 TBS 松原史明

N01-20012 テレビ 歌えファンファーレ 第一稿 67 1973/1/16 TBS 保富康午

N01-20523 テレビ 歌えファンファーレ 準備稿 67 1973/1/16 TBS 保富康午

N01-20524 テレビ 歌えファンファーレ 準備稿 67 1973/1/16 TBS 保富康午

N01-20949 テレビ 歌えファンファーレ 花のライバル歌合戦！ スタッフ決定稿 67 1973/1/16 TBS 保富康午

N01-21983 テレビ 歌えファンファーレ 花のライバル歌合戦！ 第一稿 67 1973/1/16 TBS 保富康午

N01-20522 テレビ 歌えファンファーレ チータとジュリーのお国自慢！ 第一稿 69 1973/1/30 TBS 保富康午

N01-20976 テレビ 歌えファンファーレ チータとジュリーのお国自慢！ 改訂稿 69 1973/1/30 TBS 保富康午

N01-21976 テレビ 歌えファンファーレ チータとジュリーのお国自慢！ 第一稿 69 1973/1/30 TBS 保富康午

N01-20021 テレビ 歌えファンファーレ きわめつき大競演 改訂稿 70 1973/2/6 TBS 保富康午

N01-20367 テレビ 歌えファンファーレ きわめつき大ヒット全集 第一稿 70 1973/2/6 TBS 保富康午

N01-20526 テレビ 歌えファンファーレ きわめつき大競演！ 決定稿 70 1973/2/6 TBS 保富康午
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N01-21975 テレビ 歌えファンファーレ きわめつき大ヒット全集 第一稿 70 1973/2/6 TBS 保富康午

N01-20013 テレビ 歌えファンファーレ 準備稿 71 1973/2/13 TBS 保富康午

N01-21981 テレビ 歌えファンファーレ 歌と司会で大激突 決定稿 71 1973/2/13 TBS 保富康午

N01-21982 テレビ 歌えファンファーレ 激突！ライバル登場 第一稿 72 1973/2/20 TBS 松原史明

N01-21971 テレビ 歌えファンファーレ 初公開！お母さんと同級生 決定稿 73 1973/2/27 TBS 保富康午

N01-06910 テレビ 唄おう・みんなのうたを 1964/3/4 フジテレビ 井上一彦

N01-06450 テレビ 歌おう世界の友よ デンマーク 1964/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06451 テレビ 歌おう世界の友よ ベネズエラ 1964/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06452 テレビ 歌おう世界の友よ ポーランド 1964/5/24 NHK 保富康午

N01-06453 テレビ 歌おう世界の友よ イスラエル 1964/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06454 テレビ 歌おう世界の友よ キューバ 1964/5/31 NHK 保富康午

N01-06455 テレビ 歌おう世界の友よ ブラジル＆ベルギーの一部 1964/6/14 NHK 保富康午

N01-06456 テレビ 歌おう世界の友よ ノルウェー 1964/3/19 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06457 テレビ 歌おう世界の友よ ギリシャ 1964/5/17 NHK 保富康午

N01-06458 テレビ 歌おう世界の友よ スペイン 1964/6/28 NHK 保富康午

N01-06459 テレビ 歌おう世界の友よ パキスタン 1964/8/16 NHK 保富康午

N01-06460 テレビ 歌おう世界の友よ パキスタン 1964/8/16 NHK 保富康午

N01-06461 テレビ 歌おう世界の友よ デンマーク 1964/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06609 テレビ 歌おう世界の友よ ベルギー 1964/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06632 テレビ 歌おう世界の友よ ポーランド 1964/5/24 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06604 テレビ 歌がいっぱい！畠山みどりショー 1964/7/15～19 保富康午

N01-15010 テレビ 宴 5
[1966/11/4～
1967/1/27]

[NTV]

N01-26435 資料 宴 6
1966～

1967/(?)/(?)
久板栄二郎

N01-26571 テレビ 宴 6
1966～

1967/(?)/(?)
久板栄二郎

N01-14963 テレビ 宴 改訂稿 7 (?)

N01-15041 テレビ 宴 7
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 久板栄二郎

N01-14961 テレビ 宴 7後半 [1986/1/(?)] 日本テレビ 久板栄二郎

N01-15022 テレビ 宴 7～9
1966～

1967/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫

N01-14962 テレビ 宴 8 (?)

N01-15269 テレビ 宴 8 (?) NTV 久板栄二郎

N01-15486 資料 宴 8 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-15487 テレビ 宴 9 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-15488 テレビ 宴 10 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-15489 テレビ 宴 10 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-13768 テレビ 宴 10～13(終) (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15490 テレビ 宴 11 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-15491 テレビ 宴 12 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-15045 テレビ 宴 13
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ
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N01-15492 テレビ 宴 13 [1986]/(?)/(?) NTV 久板栄二郎

N01-20428 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
改訂稿 26964 TBS 保富康午

N01-20464 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
再改稿 26964 TBS 保富康午

N01-20591 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
改訂稿 1973/10/[27] TBS 保富康午

N01-20595 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
準備稿 1973/10/[27] TBS 保富康午

N01-20696 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
準備稿 26964 TBS 保富康午

N01-21555 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
決定稿 1973/10/[27] TBS 保富康午

N01-21773 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
第5部のみ分冊

改訂稿
26964 TBS 保富康午

N01-21802 テレビ 歌声は永遠に
君恋しからせんせいまで(仮

題)
準備稿 26964 TBS 保富康午

N01-22106 テレビ 歌声は永遠に 1973/10/10 TBS

N01-02738 ラジオ 歌ごよみ20年 準備稿 (?)
ニッポン放

送
塚田茂

デジタル
化（館
内）

N01-21303 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 夢二慕情・犬吠埼 最終決定稿 1 1975/4/4 フジテレビ 保富康午

N01-21302 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ ヨコハマ・鎌倉・春の詩 2 1975/4/11 フジテレビ 下山啓

N01-21301 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 演歌の流れ利根川 決定稿 3 1975/4/18 フジテレビ 保富康午

N01-21509 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 青春の光と影・伊豆 決定稿 4 1975/4/25 フジテレビ 保富康午、河村シゲル

N01-21300 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ さすらい人の赤城山 決定稿 5 1975/5/2 フジテレビ 保富康午

N01-21299 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 若さと旅情：軽井沢、千曲川 決定稿 6 1975/[5]/16 フジテレビ 保富康午

N01-20988 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 歌と祈りの港町・長崎 決定稿 7 1975/5/30 フジテレビ 保富康午

N01-21510 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 歌と祈りの港町・長崎 決定稿 7 1975/5/30 フジテレビ 保富康午

N01-20987 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 大自然の詩・上高地 決定稿 8 1975/6/6 フジテレビ 保富康午

N01-21304 テレビ 歌だ！飛び出せ2万キロ 京都旅情・いまむかし 決定稿 9 1975/6/13 フジテレビ 保富康午

N01-07858 ラジオ
歌って語って芝居して 津軽弁のシャンソ歌

手
1961/8/17 文化放送

デジタル
化（館
内）

N01-19858 テレビ 歌って笑って成人式 カット割り稿 1968/1/13 フジテレビ 保富康午、杉紀彦

N01-19859 テレビ 歌って笑って成人式 1968/1/13 フジテレビ 保富康午、杉紀彦

N01-20607 テレビ 歌って笑って成人式 準備稿 1968/1/13 フジテレビ 保富康午、杉紀彦

N01-18152 テレビ 歌と笑いのグランドショー 2 (?)/7/16 群馬テレビ 北村哲也、福本昌孝

N01-18147 テレビ 歌と笑いのグランドショー 1・3 (?) 群馬テレビ 北村哲也、福本昌孝

N01-22280 資料 歌のアルバム (?)

N01-23328 テレビ 歌のアルバム 決定稿 14 (?)/7/7 TBS
亀ヶ森茂、大谷哲郎、稲川和子、深

沢良美

N01-22254 テレビ 歌のアルバム
ジャンボなメリークリスマ

ス！！
決定稿 812 (?)/12/23 TBS 田村隆

N01-21017 テレビ 歌のアルバム 輝く16年の歩み　その1 準備稿 815 1974/1/13 TBS 保富康午

N01-22230 テレビ 歌のアルバム 輝く16年の歩み　その1・その2 決定稿 815・816 1974/1/13、20 TBS 保富康午

N01-21019 テレビ 歌のアルバム 輝く16年の歩み　その2 準備稿 816 1974/1/20 TBS 保富康午

N01-21018 テレビ 歌のアルバム
スター交換デビュー曲合

戦！！
決定稿 818 1974/2/3 TBS 松原史明

N01-22229 テレビ 歌のアルバム 心の演歌決定版！！ 決定稿 824 1974/3/17 TBS 保富康午

N01-22235 テレビ 歌のアルバム 心の演歌決定版！！ 準備稿 824 1974/3/17 TBS 保富康午

N01-20440 テレビ 歌のアルバム 準備稿 825 1974/3/17 TBS 保富康午

N01-22253 テレビ 歌のアルバム 花いっぱいの歌合戦！！ 決定稿 825 1974/3/24 TBS 保富康午
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N01-22272 テレビ 歌のアルバム サブちゃん股旅決定版！ 決定稿 833 1974/5/19 TBS 保富康午

N01-22256 テレビ 歌のアルバム トップスターと歌って踊ろう！ 決定稿 834 1974/5/26 TBS 保富康午

N01-22255 テレビ 歌のアルバム 決定稿 919 1976/1/11 TBS 保富康午

N01-23192 テレビ 歌のアルバム 938・939 1976/5/23、30 TBS 太田イサム(938)、松原史明(939)

N01-23193 テレビ 歌のアルバム 940・941 1976/6/6、13 TBS
太田イサム(940)、松原史明(941)、

鬼沢慶一(940、941)

N01-22239 テレビ 歌のアルバム 決定稿 958 1976/10/10 TBS 松原史明

N01-20620 テレビ 歌のアルバム 準備稿 959 (?) TBS 保富康午

N01-22276 テレビ 歌のアルバム 決定稿 959 (?)/10/17 TBS 保富康午

N01-22275 テレビ 歌のアルバム 鶴田浩二　沢田研二　男の詩 決定稿 965 1976/11/28 TBS 保富康午

N01-19399 テレビ 歌のアルバム 決定稿 967・968 (?) TBS 保富康午

N01-20619 テレビ 歌のアルバム 準備稿 969 (?)/12/26 TBS 保富康午

N01-22234 テレビ 歌のアルバム 決定稿 969 (?)/12/26 TBS 保富康午

N01-20641 テレビ 歌のアルバム 準備稿 970 (?)/12/16 TBS 保富康午

N01-22257 テレビ 歌のアルバム 決定稿 972 (?)/1/23 TBS 保富康午

N01-22259 テレビ 歌のアルバム 972 (?)/4/3 TBS 保富康午、田村隆

N01-22258 テレビ 歌のアルバム 973 (?)/4/10 TBS 保富康午、田村隆

N01-19398 テレビ 歌のアルバム 決定稿 976・977 (?) TBS 保富康午

N01-22238 テレビ 歌のアルバム78 森進一＆加藤登紀子 準備稿 1978/(?)/(?) TBS 保富康午

N01-22261 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1978/1/28 TBS 宮下康仁

N01-22247 テレビ 歌のアルバム78 決定稿 1039 1978/5/14 TBS 宮下康仁

N01-22246 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1041 1978/5/28 TBS 渡辺剣児

N01-22248 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1042 1978/6/4 TBS 宮下康仁

N01-22251 テレビ 歌のアルバム78 決定稿 1044 1978/6/18 TBS 宮下康仁

N01-22242 テレビ 歌のアルバム78 決定稿 1045 1978/6/25 TBS 渡辺剣児

N01-22232 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1046 1978/7/2 TBS 宮下康仁

N01-22233 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1047 1978/(?)/(?) TBS 宮下康仁

N01-22245 テレビ 歌のアルバム78 決定稿 1047 1978/7/9 TBS 宮下康仁

N01-22240 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1048 1978/7/16 TBS 宮下康仁

N01-22236 テレビ 歌のアルバム78 決定稿 1049 1978/7/23 TBS 宮下康仁

N01-22243 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1049 1978/7/23 TBS 宮下康仁

N01-22244 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1050 1978/7/30 TBS わたなべ研一

N01-22269 テレビ 歌のアルバム 決定稿 1051 1978/8/6 TBS わたなべ研一

N01-22237 テレビ 歌のアルバム78 決定稿 1053 1978/8/20 TBS 宮下康仁

N01-22241 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1053 1978/8/20 TBS 宮下康仁

N01-22270 テレビ 歌のアルバム 決定稿 1055 1978/9/3 TBS 宮下康仁

N01-22278 テレビ 歌のアルバム
スタッフ・スタン
バイ用改訂稿

1056 1978/9/10 TBS 宮下康仁

N01-22277 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1057 1978/9/17 TBS 宮下康仁

N01-22266 テレビ 歌のアルバム スタッフ決定稿 1061 1978/10/15 TBS 保富康午
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N01-22265 テレビ 歌のアルバム スタッフ決定稿 1062 1978/10/22 TBS つかさけんじ

N01-22267 テレビ 歌のアルバム 準備稿 [1065] 1978/11/12 TBS つかさけんじ

N01-22264 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1066 1978/11/19 TBS 宮下康仁

N01-22231 テレビ 歌のアルバム78 準備稿 1067 1978/11/26 TBS つかさけんじ

N01-22263 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1068 1978/12/3 TBS 宮下康仁

N01-22262 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1069 1978/12/10 TBS 保富康午

N01-22249 テレビ 歌のアルバム78 スタッフ決定稿 1069 1978/12/10 TBS 保富康午

N01-22279 テレビ 歌のアルバム 第2稿 1070 1978/12/17 TBS 保富康午、宮下康仁

N01-22252 テレビ 歌のアルバム78 長谷川法世＆小柳ルミ子 準備稿 1071 1978/12/24 TBS 保富康午

N01-22250 テレビ 歌のアルバム78 スタッフ決定稿 1072 1978/12/31 TBS 保富康午

N01-22260 テレビ 歌のアルバム スタッフ決定稿 1073 1979/1/7 TBS 保富康午

N01-22271 テレビ 歌のアルバム 改訂稿 1075 1979/1/14 TBS 奥山侊伸

N01-22274 テレビ 歌のアルバム スタッフ決定稿 1076 1979/1/28 TBS 保富康午

N01-22273 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1077 1979/2/11 TBS 奥山侊伸

N01-22268 テレビ 歌のアルバム 準備稿 1078 1979/2/18 TBS つかさけんじ

N01-21330 テレビ 歌のアルバム79 決定稿 1080・1082 1979/3/4、8 TBS 宮下康仁、保富康午

N01-06223 テレビ 歌の饗宴 西田佐知子ショー 188 1962/10/17 フジテレビ 中山淳太朗

N01-06330 テレビ 歌のグランドショー 1964/12/27 NHK 西野皓三

N01-22144 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 58 1965/6/6 NHK 西野皓三

N01-20130 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 59 1965/6/13 NHK 保富康午

N01-20133 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 59 1965/6/13 NHK 保富康午

N01-20127 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 63 1965/7/11 NHK 保富康午

N01-20129 テレビ 歌のグランドショー 打合稿 63 1965/7/11 NHK 保富康午

N01-20126 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 65 1965/7/25 NHK 保富康午

N01-20125 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 69 1965/8/22 NHK 保富康午

N01-21944 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 72 1965/9/12 NHK 保富康午

N01-21945 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 75 1965/10/3 NHK 保富康午

N01-20128 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 77 1965/10/17 NHK 保富康午

N01-22145 テレビ 歌のグランドショー 打合稿 77 1965/10/17 NHK 保富康午

N01-20134 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 84 1965/12/5 NHK 保富康午

N01-21943 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 87 1965/12/26 NHK 保富康午

N01-20653 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 90 1966/1/16 NHK

N01-20131 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 94 1966/2/6 NHK 保富康午

N01-20132 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 95 1966/2/13 NHK 保富康午

N01-20652 テレビ 歌のグランドショー 打合稿 96 1966/2/20 NHK

N01-22063 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 98 1966/3/6 NHK

N01-22064 テレビ 歌のグランドショー 打合稿 111 1966/6/12 NHK 保富康午

N01-26606 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 128 1966/10/9 NHK 松本重美
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N01-19977 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 134 1966/11/20 NHK 城悠輔

N01-20407 テレビ 歌のグランドショー 打合稿 138 1966/12/18 NHK 保富康午

N01-20674 テレビ 歌のグランドショー 決定稿 138 1966/12/18 NHK 保富康午

N01-19978 テレビ 歌のグランドショー 1976/5/11 NHK 矢島敦美

N01-23317 テレビ 歌のグランドショー 1977/10/5 NHK 奥山侊伸

N01-19979 テレビ 歌のグランドステージ 1971/3/21 NHK スタッフ東京

N01-20468 テレビ 歌のグランドステージ 1972/1/23 NHK

N01-22301 テレビ 歌のグランドステージ 1971/11/21 NHK

N01-22302 テレビ 歌のグランドステージ 1971/11/28 NHK

N01-22303 テレビ 歌のグランドステージ 1971/4/11 NHK

N01-22304 テレビ 歌のグランドステージ 1971/4/18 NHK 保富康午

N01-22305 テレビ 歌のグランドステージ 1971/9/26 NHK

N01-22306 テレビ 歌のグランドステージ 1971/10/31 NHK

N01-18328 テレビ 歌のグランプリ 120 1969/7/29 TBS 奥山侊伸

N01-18331 テレビ 歌のグランプリ 準備稿 149 (?)/2/17 TBS 奥山侊伸

N01-18332 テレビ 歌のグランプリ 決定稿 157 1970/4/14 TBS 奥山侊伸

N01-07533 テレビ 歌のグランプリ 決定稿 175 (?)/8/18 TBS 奥山侊伸

N01-21822 テレビ 歌のグランプリ
テレビ裁判　フォークは裁かれ

る
準備稿 221 1971/7/6 TBS 阿久悠

N01-20637 テレビ 歌のグランプリNo.1 (?)

N01-23198 テレビ 歌のゴールデンステージ 1974/2/5 NHK 下山啓

N01-23300 テレビ 歌のゴールデンステージ 1974/11/12 NHK 杉紀彦

N01-05621 テレビ 歌の五番街 春日八郎ショー (?) TBS 遠藤淳

N01-05702 テレビ 歌の五番街
島のアンコさん(小宮恵子

ショー)
(?)/10/9 TBS 遠藤淳

N01-05703 テレビ 歌の五番街 春日八郎ショー (?) TBS 遠藤淳

N01-05704 テレビ 歌の五番街
新宿トウキョウ・フェアレーンズ

より中継
(?)/8/29 TBS 遠藤淳

N01-05705 テレビ 歌の五番街 目黒公会堂より中継 (?)/9/12 TBS 遠藤淳

N01-05707 テレビ 歌の五番街 成人式おめでとう (?)/1/16 TBS 遠藤淳

N01-05713 テレビ 歌の五番街 世田谷区民会館より中継 (?)/7/11 TBS 遠藤淳

N01-05714 テレビ 歌の五番街 世田谷区民会館より中継 (?)/7/11 TBS 遠藤淳

N01-05715 テレビ 歌の五番街 (?)/7/25 TBS 遠藤淳

N01-05716 テレビ 歌の五番街
ペギー葉山特集(ゴールデン

赤坂より中継)
(?)/8/1 TBS 遠藤淳

N01-05717 テレビ 歌の五番街 ハワイ詩集 (?)/8/15 TBS 遠藤淳

N01-05720 テレビ 歌の五番街
江戸川公会堂より中継・その

一
(?) TBS 遠藤淳

N01-05721 テレビ 歌の五番街
江戸川公会堂より中継・その

一
(?) TBS 遠藤淳

N01-05722 テレビ 歌の五番街
江戸川公会堂より中継・その

二
(?) TBS 遠藤淳

N01-05726 テレビ 歌の五番街 東京プリンスホテルより中継 (?)/9/26 TBS 遠藤淳

N01-05727 テレビ 歌の五番街 天才秀才作曲家の巻 (?)/11/14 TBS 遠藤淳

N01-05730 テレビ 歌の五番街 目黒公会堂より中継 (?)/9/12 TBS 遠藤淳
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N01-05731 テレビ 歌の五番街 下町に春が… 1965/2/13 TBS 麻生純

N01-05732 テレビ 歌の五番街 岸洋子ショウ (?)/2/6 TBS 片岡直彦

N01-05733 テレビ 歌の五番街 KING　歌うミス・ミスター日本 (?)/3/6 TBS 遠藤淳

N01-05734 テレビ 歌の五番街 KING　歌うミス・ミスター日本 (?)/3/6 TBS 遠藤淳

N01-05737 テレビ 歌の五番街 民謡特集 1963/8/22 TBS 遠藤淳

N01-05718 テレビ 歌の五番街 民謡特集 1963/8/22 TBS 遠藤淳

N01-05708 テレビ 歌の五番街 1 1964/4/18 TBS 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05709 テレビ 歌の五番街 2 1964/4/25 TBS 遠藤淳

N01-05710 テレビ 歌の五番街 3 1964/5/2 TBS 遠藤淳

N01-05711 テレビ 歌の五番街 3 1964/5/2 TBS 遠藤淳

N01-05701 テレビ 歌の五番街 4 (?)/5/9 TBS 遠藤淳

N01-05700 テレビ 歌の五番街 5 (?)/5/30 TBS 遠藤淳

N01-05712 テレビ 歌の五番街 5 (?)/5/30 TBS 遠藤淳

N01-05723 テレビ 歌の五番街 6 (?)/6/6 TBS 遠藤淳

N01-05735 テレビ 歌の五番街 6 (?)/6/6 TBS 遠藤淳

N01-05736 テレビ 歌の五番街 6 (?)/6/6 TBS 遠藤淳

N01-05719 テレビ 歌の五番街 三橋美智也ヒット集 7 (?) TBS 遠藤淳

N01-05724 テレビ 歌の五番街 三橋美智也ヒット集 7 (?)/6/13 TBS 遠藤淳

N01-05738 テレビ 歌の五番街 三橋美智也ヒット集 7 (?) TBS 遠藤淳

N01-05729 テレビ 歌の五番街 三橋美智也民謡の旅 8 (?)/7/4 TBS 塚田茂

N01-05706 テレビ 歌の五番街
ペギー葉山・伊東ゆかり・岸洋

子・大月みやこ
1964/11/21 TBS 遠藤淳

N01-05728 テレビ 歌の五番街 WELL COME ダーク・ダックス 1964/12/12 TBS 片岡直彦

N01-05725 テレビ 歌の五番街 浅草新世界より中継 81 (?)/6/20 TBS 遠藤淳

N01-20917 テレビ 歌の祭典 59 1969/7/6 NHK

N01-20916 テレビ 歌の祭典 62 1969/7/27 NHK

N01-19945 テレビ 歌の祭典 65 1969/8/24 NHK

N01-20911 テレビ 歌の祭典 66 1969/9/7 NHK

テレビ 歌の祭典 1970/10/11 NHK 塚田茂

テレビ 歌の祭典 1970/10/4 NHK 塚田茂

テレビ 歌の祭典 1970/10/18 NHK 塚田茂

テレビ 歌の祭典 1970/9/27 NHK 塚田茂

N01-20010 テレビ 歌のスターパレード 1968/4/6 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21023 テレビ 歌のスターパレード 1 1968/4/6 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21423 テレビ 歌のスターパレード 1 1976/10/2 フジテレビ 保富康午

N01-21021 テレビ 歌のスターパレード 2 1968/4/13 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21422 テレビ 歌のスターパレード 2 1976/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-21409 テレビ 歌のスターパレード 3 (?)/4/20 フジテレビ

N01-21421 テレビ 歌のスターパレード 3 1976/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-23907
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N01-21424 テレビ 歌のスターパレード 4 1976/10/23 フジテレビ 保富康午

N01-21566 テレビ 歌のスターパレード 5 1976/10/30 フジテレビ 保富康午

N01-21024 テレビ 歌のスターパレード 6 1968/5/11 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21646 テレビ 歌のスターパレード 6 1976/11/6 フジテレビ 保富康午

N01-21324 テレビ 歌のスターパレード 7 1976/11/20 フジテレビ 保富康午

N01-21420 テレビ 歌のスターパレード 8 1976/12/4 フジテレビ 保富康午

N01-21026 テレビ 歌のスターパレード 9 1968/6/1 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21323 テレビ 歌のスターパレード 9 1976/12/11 フジテレビ 保富康午

N01-19856 テレビ 歌のスターパレード 10 1968/6/8 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21408 テレビ 歌のスターパレード 11 1968/6/15 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21647 テレビ 歌のスターパレード 12 1968/6/22 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21649 テレビ 歌のスターパレード 14 1968/7/6 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21648 テレビ 歌のスターパレード 16 1968/7/20 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21568 テレビ 歌のスターパレード 17 1968/7/27 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21567 テレビ 歌のスターパレード 18 1968/8/3 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21645 テレビ 歌のスターパレード 20 1968/8/17 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21644 テレビ 歌のスターパレード 21 1968/8/24 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21643 テレビ 歌のスターパレード 22 1968/8/31 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21411 テレビ 歌のスターパレード 23 1968/9/7 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21432 テレビ 歌のスターパレード 24 1968/9/14 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-20382 テレビ 歌のスターパレード 26 1968/9/28 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21410 テレビ 歌のスターパレード 28 1968/10/12 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21642 テレビ 歌のスターパレード 30 1968/10/26 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-19882 テレビ 歌のスターパレード 35 1968/11/30 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-20403 テレビ 歌のスターパレード 45 1969/2/8 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21407 テレビ 歌のスターパレード 46 1969/2/15 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗
デジタル
化（館
内）

N01-20402 テレビ 歌のスターパレード 54 1969/4/12 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21431 テレビ 歌のスターパレード 62 1969/6/7 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21406 テレビ 歌のスターパレード 63 1969/6/14 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21430 テレビ 歌のスターパレード 65 1969/6/28 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21405 テレビ 歌のスターパレード ＜民謡、南から北へ＞ 92 1970/1/3 フジテレビ 保富康午

N01-20504 テレビ 歌のスターパレード 236 1972/10/7 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-20576 テレビ 歌のスターパレード 264 1973/4/21 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21025 テレビ [歌のスターパレード] 274 (?) フジテレビ 保富康午

N01-21414 テレビ 歌のスターパレード 283 1973/9/1 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-20596 テレビ 歌のスターパレード 285 1973/9/15 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21413 テレビ 歌のスターパレード 286 1973/9/22 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21412 テレビ 歌のスターパレード 299 1973/12/22 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗
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N01-21416 テレビ 歌のスターパレード 302 1974/1/12 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21415 テレビ 歌のスターパレード 307 1974/2/16 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-20421 テレビ 歌のスターパレード 315 1974/4/13 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21417 テレビ 歌のスターパレード 317 1974/4/27 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21418 テレビ 歌のスターパレード 336 1974/9/7 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-21419 テレビ 歌のスターパレード 363 1975/3/15 フジテレビ 保富康午、中山淳太朗

N01-20009 テレビ 歌のスターパレード (?)

N01-21022 テレビ [歌のスターパレード] (?) フジテレビ

N01-21557 テレビ
歌のスターパレード　新人歌手オーディ

ション　NO.1
1971/4/24

N01-20409 テレビ 詩の灯 決定稿 1966/5/29 日本テレビ 保富康午

N01-20451 テレビ 詩の灯 3 1966/5/29 日本テレビ 保富康午

N01-21791 ラジオ 歌の花束特集　なつかしのSP時代 1976/3/23 NHK 保富康午

N01-00286 テレビ 歌の花びら　ワンカメラ・ショオ　傘 決定稿 1960/4/9 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-20621 テレビ 歌のビッグショー 水原弘　男の世界 決定稿 4 1973/10/30 TVK 奥山侊伸、沢口義明

N01-21095 テレビ 歌のビッグショー 菅原洋一　“人生”を歌う 決定稿 5 1973/10/13
TVK(テレビ

神奈川)
平井靖人、東海林修

N01-20622 テレビ 歌のビッグショー 雪村いづみの三つの顔 7 (?) TVK 今村芳木、緒方陽一

N01-21098 テレビ 歌のビッグショー アイジョージ歌を語る 決定稿 11 1973/12/4
TVK(テレビ

神奈川)
宮川邦弘、緒方陽一

N01-21099 テレビ 歌のビッグショー 岸洋子　光と影の世界 14 1973/12/8
TVK(テレビ

神奈川)
伊達邦男

N01-20623 テレビ 歌のビッグショー 春日八郎　演歌に生きる 決定稿 1974/11/26 TVK 松原史明

N01-21094 テレビ 歌のビッグショー
島倉千代子　激動の昭和を生

きたひとりの女
決定稿 (?)/1/14

TVK(テレビ
神奈川)

高田文夫

N01-21096 テレビ 歌のビッグショー
いしだあゆみ　あなた一人の

為に
決定稿 (?)/12/10

TVK(テレビ
神奈川)

松原史明

N01-21097 テレビ 歌のビッグショー 怨歌！藤圭子大会 決定稿 (?)/11/12
TVK(テレビ

神奈川)
下山啓

N01-21782 テレビ 歌のビッグショー 森進一　10年目の出発 決定稿 (?)/3/18 TVK 保富康午

N01-21385 テレビ 歌のベストショー ～都はるみと4人の男達～ 1 1977/1/8 フジテレビ 保富康午

N01-21382 テレビ 歌のベストショー
～五郎、亜紀、男と女の世界

～
1977/1/15 フジテレビ 保富康午

N01-21383 テレビ 歌のベストショー 森、前川・女心を歌う男心 1977/1/22 フジテレビ 保富康午

N01-21384 テレビ 歌のベストショー ～涙の笑顔の島倉千代子～ 4 1977/1/29 フジテレビ 保富康午

N01-22158 テレビ 歌のベストショー 心で歌う菅原、ナオコ 5 1977/2/5 フジテレビ 保富康午

N01-21381 テレビ 歌のベストショー ～大人同志・フランク、松尾～ 6 1977/2/12 フジテレビ 保富康午

N01-21380 テレビ 歌のベストショー ～永遠の旅人・五木ひろし～ 7 1977/2/19 フジテレビ 保富康午

N01-21379 テレビ 歌のベストショー ～堺、由紀・男と女の別離～ 8 1977/2/26 フジテレビ 保富康午

N01-22157 テレビ 歌のベストショー 布施、あおい 今元気です 9 1977/3/5 フジテレビ 保富康午

N01-21387 テレビ 歌のベストショー ～舟木・昌子の学園広場～ 10 1977/3/12 フジテレビ 保富康午

N01-21386 テレビ 歌のベストショー ～結婚間近　チェリッシュ～ 最終回 1977/3/26 フジテレビ 保富康午

N01-07225 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ [26] 1961/3/5 フジテレビ 保富康午

N01-07224 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 27 1961/3/12 フジテレビ 野坂昭如

N01-07223 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 28 1961/3/19 フジテレビ 松本重美

N01-07227 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 29 1961/4/2 フジテレビ 野坂昭如
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N01-07226 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 31 [1961]/4/8 フジテレビ 松本重美

N01-07221 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 32 [1961]/4/16 フジテレビ 保富康午

N01-07220 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 35 [1961]/5/7 フジテレビ 保富康午

N01-07218 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 37 [1961]/5/21 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07222 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 40 [1961]/6/11 フジテレビ 保富康午

N01-07217 テレビ 歌の宝石箱 守屋浩ショウ 41 [1961]/6/18 フジテレビ 松本重美

N01-22290 テレビ 歌のメリーゴーラウンド (?) NHK

N01-22281 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 決定稿 135 1967/1/27 NHK 阪田寛夫

N01-22282 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 打合稿 142 1967/3/17 NHK

N01-22291 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 決定稿 143 1967/3/24 NHK 保富康午

N01-22283 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 打合稿 145 1967/4/7 NHK 高垣葵

N01-20505 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 146
1967/3/26、

4/14、20
NHK 保富康午

N01-22284 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 打合稿 146 1967/4/14 NHK 保富康午

N01-21437 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 1967/4/21 NHK 高垣葵

N01-20414 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 決定稿 148 1967/4/28 NHK 保富康午

N01-22285 資料 歌のメリーゴーラウンド 149 1967/5/12 NHK

N01-22286 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 155 1967/6/23 NHK 千地浩

N01-22288 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 打合稿 162 1967/9/1 NHK 保富康午

N01-21007 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 165 1967/10/6 NHK 保富康午

N01-22289 テレビ 歌のメリーゴーラウンド うたの広場に集まれ！ 決定稿 187 1968/3/15 NHK 保富康午

N01-22287 テレビ 歌のメリーゴーラウンド 打合稿 1967/7/14 NHK 保富康午

N01-02083 テレビ 歌は生きている 第一夜 長崎の鐘
オーディション

用
(?) NHK 北村秀雄

N01-02084 テレビ 歌は生きている 第一夜 長崎の鐘 1960/4/5 NHK 北村秀雄

N01-02085 テレビ 歌は生きている 第二夜 洒落男 1960/4/12 NHK 北村秀雄

N01-02086 テレビ 歌は生きている 第二夜 洒落男 改訂稿 1960/4/12 NHK 北村秀雄

N01-02087 テレビ 歌は生きている 第三夜 ふるさと 1960/4/19 NHK 北村秀雄

N01-02089 テレビ 歌は生きている 第四夜 ボルガの舟歌 1960/4/26 NHK 北村秀雄

N01-02090 テレビ 歌は生きている 第五夜 東京のうた 1960/5/3 NHK 北村秀雄

N01-02091 テレビ 歌は生きている 第六夜 ダイナ 1960/5/10 NHK 北村秀雄

N01-02092 テレビ 歌は生きている 第七夜 みどりの森の朝風清く 1960/5/17 NHK 北村秀雄

N01-02093 テレビ 歌は生きている 第八夜 サーカスの唄 1960/5/24 NHK 北村秀雄

N01-02094 テレビ 歌は生きている 第九夜 都ぞ弥生（北大寮歌） 1960/5/31 NHK 北村秀雄

N01-02095 テレビ 歌は生きている 第十夜 青い山脈 1960/6/7 NHK 北村秀雄

N01-02096 テレビ 歌は生きている 第十一夜 城ヶ島の雨 1960/6/14 NHK 北村秀雄

N01-02097 テレビ 歌は生きている 第十二夜 テネシーワルツ 1960/6/21 NHK 北村秀雄

N01-02098 テレビ 歌は生きている 第十三夜 別れのブルース 1960/6/28 NHK 北村秀雄

N01-02099 テレビ 歌は生きている 第十四夜 思い出のパリ 1960/7/5 NHK 北村秀雄

N01-02100 テレビ 歌は生きている 第十五夜 ホーホー蛍来い 1960/7/12 NHK 北村秀雄
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N01-02101 テレビ 歌は生きている 第十六夜 大漁節の町 1960/7/19 NHK 北村秀雄

N01-02102 テレビ 歌は生きている 第十七夜 アロハオエ 1960/8/9 NHK 北村秀雄

N01-02103 テレビ 歌は生きている 第十八夜 佐渡おけさ 1960/8/16 NHK 北村秀雄

N01-02104 テレビ 歌は生きている
第十九夜 宵待草と花嫁人形

と月の砂漠
1960/8/23 NHK 北村秀雄

N01-02105 テレビ 歌は生きている 第二十夜 道頓堀行進曲 1960/8/30 NHK 北村秀雄

N01-02106 テレビ 歌は生きている 第二十一夜 赤とんぼ 1960/9/13 NHK 北村秀雄

N01-02107 テレビ 歌は生きている
第二十二夜 若き日をたたえて

（東京六大学応援歌集）
1960/9/20 NHK 北村秀雄

N01-02108 テレビ 歌は生きている 第二十三夜 みちのくのうた 1960/9/27 NHK 北村秀雄

N01-02109 テレビ 歌は生きている
第二十四夜 ラ・クンパルシー

タ
1960/10/4 NHK 北村秀雄

N01-02110 テレビ 歌は生きている 第二十五夜 汽笛一声 1960/10/11 NHK 北村秀雄

N01-06239 テレビ 歌は生きている
第三十夜 セント･ルイス･ブ

ルース
1960/11/15 NHK 北村秀雄

N01-06240 テレビ 歌は生きている 第二夜 洒落男 決定稿 1960/4/12 NHK 北村秀雄

N01-20018 テレビ 歌はともだち 二人のときはデュエットで…… 1969/4/18 NHK 保富康午

N01-20019 テレビ 歌はともだち 検討稿 1969/4/11 NHK 名村宏

N01-20369 テレビ 歌はともだち 声くらべ腕くらべのお友達と 打合稿 1969/4/4 NHK 保富康午

N01-20370 テレビ 歌はともだち 歌えば楽し 1969/4/11 NHK 名村宏

N01-20405 テレビ 歌はともだち 4 1969/5/16、23 NHK

N01-22401 テレビ 歌はともだち 1969/10/17 NHK 保富康午

N01-23302 テレビ 歌はともだち 1977/5/22 NHK

N01-21803 テレビ [歌はともだち] (?) NHK

N01-20415 テレビ うたはともだち　こども音楽会 1967/3/21 NHK

N01-20453 テレビ 歌はともだち　全米ハイスクールバンド 中継用台本 1969/8/29 NHK

N01-20474 テレビ 歌はともだち＜北海道、ホッカイドウ＞ 打合稿 1969/10/17 NHK 保富康午、林秀彦

N01-20452 テレビ 歌はともだちー名古屋名物なんでぁもー 打合稿 1969/7/4 NHK 保富康午

N01-19898 ラジオ
歌は世につれ30回！～NHK紅白歌合戦

のあゆみ～
1979/11/18 NHK 保富康午

N01-21806 ラジオ
歌は世につれ30回！～NHK紅白歌合戦

のあゆみ～
1979/11/18 NHK 保富康午

N01-03670 テレビ うたはわがいのち ―山田耕作― スタッフ稿 1961/7/13 NHK 横田弘行

N01-20635 テレビ 歌は我が命 決定稿 (?)/8/29 TBS 保富康午

N01-21835 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十年 準備稿 1 (?) フジテレビ 保富康午

N01-22150 テレビ 歌は我がいのち 決定稿 1 (?)/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-21426 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十周年 決定稿 1 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20602 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十年 決定稿 2 (?)/1/8 フジテレビ 保富康午

N01-21833 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十年 準備稿 2 (?) フジテレビ 保富康午

N01-21427 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十周年 決定稿 2 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20601 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十年 決定稿 3 (?)/1/15 フジテレビ 保富康午

N01-21834 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十年 準備稿 3 (?) フジテレビ 保富康午

N01-21428 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十周年 決定稿 3 (?) フジテレビ 保富康午

N01-21832 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十年 決定稿 4 (?)/1/22 フジテレビ 保富康午



「う」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-21429 テレビ 歌は我がいのち ひばり芸能生活二十周年 決定稿 4 (?) フジテレビ 保富康午

N01-23908 テレビ 歌まつり明治百年 決定稿 1968/10/23 NHK 塚田茂

N01-08872 テレビ 打ち込め!青春（仮題） 1 (?) NET 佐々木守

N01-08871 テレビ 打ち込め!青春（仮題） 2 (?) NET 佐々木守

N01-12759 テレビ 打ち込め！　青春 [1971]/(?)/(?) NET 小川英、鴨井達比古

N01-12760 テレビ 打ち込め！　青春 [1971]/(?)/(?) NET 小川英、鴨井達比古

N01-11567 テレビ 打ち込め！青春 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、長野洋

N01-16296 テレビ 打ち込め！青春 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、鴨井達比古

N01-11035 テレビ うちの大物 決定稿 5 [1967]/5/6 フジテレビ 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-13792 テレビ うちのおとうさん 11 [1970]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15085 テレビ うちのおとうさん 11 1970/12/16 日本テレビ 津田幸夫

N01-13793 テレビ うちのおとうさん 12 1970/12/23 日本テレビ 津田幸夫

N01-13794 テレビ うちのおとうさん 24 1971/3/17 日本テレビ 津田幸夫

N01-04639 ラジオ ウチのお父ちゃん 回せ！回せ！ (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04640 ラジオ ウチのお父ちゃん 鬼の居ぬ間の… (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04642 ラジオ ウチのお父ちゃん ボーナスとおばァちゃん (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04643 ラジオ ウチのお父ちゃん 我が家のプリンス (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04644 ラジオ ウチのお父ちゃん 楽しその夜 (?)/12/(?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04646 ラジオ ウチのお父ちゃん カミカゼ専務 (?)/1/20 ラジオ東京 木村重夫

N01-04652 ラジオ ウチのお父ちゃん さすが！おばあちゃん (?)/3/17 ラジオ東京 木村重夫

N01-04660 ラジオ ウチのお父ちゃん そよ風と銅像 (?)/5/13 ラジオ東京 木村重夫

N01-04661 ラジオ ウチのお父ちゃん 縁談あり！ (?)/5/15 ラジオ東京 木村重夫

N01-04662 ラジオ ウチのお父ちゃん ブランコ物語 (?)/5/21 ラジオ東京 木村重夫

N01-04663 ラジオ ウチのお父ちゃん 泡になった話 (?)/5/30 ラジオ東京 木村重夫

N01-04664 ラジオ ウチのお父ちゃん 私も踊りたい！ (?)/6/5 ラジオ東京 木村重夫

N01-04665 ラジオ ウチのお父ちゃん ネマキの季節 (?)/7/8 ラジオ東京 木村重夫

N01-04666 ラジオ ウチのお父ちゃん 時代は変りました！ (?)/7/16 ラジオ東京 木村重夫

N01-04667 ラジオ ウチのお父ちゃん 飛んだ仲人 (?)/6/8 ラジオ東京 木村重夫

N01-04668 ラジオ ウチのお父ちゃん もう夏休み (?)/7/21 ラジオ東京 木村重夫

N01-04669 ラジオ ウチのお父ちゃん 朝顔と歯医者さん (?)/7/25 ラジオ東京 木村重夫

N01-04670 ラジオ ウチのお父ちゃん クール・フレンド (?)/7/31 ラジオ東京 木村重夫

N01-26503 ラジオ ウチのお父ちゃん 訪問者 (?)/10/(?) ラジオ東京 吉田みき

N01-26504 ラジオ ウチのお父ちゃん 僻ンでは見たけれど (?)/12/(?) ラジオ東京 吉田みき

N01-04672 資料 ウチのお父ちゃん (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04615 ラジオ ウチのお父ちゃん 嬉しい言葉 2 (?)/8/5 ラジオ東京 木村重夫

N01-04616 ラジオ ウチのお父ちゃん 早起き物語 4 (?)/8/7 ラジオ東京 木村重夫

N01-04617 ラジオ ウチのお父ちゃん ゆかたと娘たち 6 (?)/8/9 ラジオ東京 木村重夫

N01-04618 ラジオ ウチのお父ちゃん 心配御無用 11 (?)/8/15 ラジオ東京 木村重夫
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N01-04619 ラジオ ウチのお父ちゃん 笛吹き騒ぎ 13 (?)/8/18 ラジオ東京 木村重夫

N01-04620 ラジオ ウチのお父ちゃん 飛び出した千円札 17 (?)/8/22 ラジオ東京 木村重夫

N01-04621 ラジオ ウチのお父ちゃん 今日の運勢 21 (?)/8/27 ラジオ東京 木村重夫

N01-04622 ラジオ ウチのお父ちゃん 飛んだロマンス 22 (?)/8/28 ラジオ東京 木村重夫

N01-04623 ラジオ ウチのお父ちゃん 虫のいどころ 24 (?)/8/30 ラジオ東京 木村重夫

N01-04624 ラジオ ウチのお父ちゃん デパートと動物園 27 (?)/9/3 ラジオ東京 木村重夫

N01-04625 ラジオ ウチのお父ちゃん ちょっと一言 31 (?)/9/8 ラジオ東京 木村重夫

N01-04626 ラジオ ウチのお父ちゃん 噂の女性 36 (?)/9/13 ラジオ東京 木村重夫

N01-04627 ラジオ ウチのお父ちゃん 消えた腕時計 40 (?)/9/18 ラジオ東京 木村重夫

N01-04628 ラジオ ウチのお父ちゃん おばァちゃんの休日 44 (?)/9/23 ラジオ東京 木村重夫

N01-04629 ラジオ ウチのお父ちゃん ススキとおばァちゃん 47 (?)/9/26 ラジオ東京 木村重夫

N01-04630 ラジオ ウチのお父ちゃん お客は狙っている 53 (?)/10/3 ラジオ東京 木村重夫

N01-04631 ラジオ ウチのお父ちゃん 障子貼り 59 (?)/10/10 ラジオ東京 木村重夫

N01-04671 ラジオ ウチのお父ちゃん お茶の間探偵 62 (?)/10/14 ラジオ東京 木村重夫

N01-04632 ラジオ ウチのお父ちゃん シュウマイ専務 63 (?)/10/15 ラジオ東京 木村重夫

N01-04633 ラジオ ウチのお父ちゃん たまりましたか？ 65 (?)/10/17 ラジオ東京 木村重夫

N01-04634 ラジオ ウチのお父ちゃん お茶の間探偵 69 (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04635 ラジオ ウチのお父ちゃん 笑わぬ娘 72 (?)/11/25 ラジオ東京 木村重夫

N01-04636 ラジオ ウチのお父ちゃん 昼下がりの専務 77 (?)/10/31 ラジオ東京 木村重夫

N01-04637 ラジオ ウチのお父ちゃん 逃げたい気持 83 (?)/11/7 ラジオ東京 木村重夫

N01-04638 ラジオ ウチのお父ちゃん 花の命は短くて 87 (?)/11/12 ラジオ東京 木村重夫

N01-04641 ラジオ ウチのお父ちゃん 銭湯よいとこ 107 (?)/12/5 ラジオ東京 木村重夫

N01-04645 ラジオ ウチのお父ちゃん 七草の歌 135 1959/1/7 ラジオ東京 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-04647 ラジオ ウチのお父ちゃん ほんに今夜は…… 158 (?)/2/3 ラジオ東京 木村重夫

N01-04648 ラジオ ウチのお父ちゃん 春はどこから？ 159 (?)/2/4 ラジオ東京 木村重夫

N01-04649 ラジオ ウチのお父ちゃん 梅一りん 176 (?)/2/24 ラジオ東京 木村重夫

N01-04650 ラジオ ウチのお父ちゃん 迷い子とお雛さま 180 (?)/2/28 ラジオ東京 木村重夫

N01-04651 ラジオ ウチのお父ちゃん 内緒だよ！ 187 (?)/3/9 ラジオ東京 木村重夫

N01-04653 ラジオ ウチのお父ちゃん お隣りは歯医者さん 195 (?)/3/18 ラジオ東京 木村重夫

N01-04654 ラジオ ウチのお父ちゃん 風流と云うものは 202 (?)/3/26 ラジオ東京 木村重夫

N01-04655 ラジオ ウチのお父ちゃん 甘茶でカッポレ 211 (?)/4/8 ラジオ東京 木村重夫

N01-04656 ラジオ ウチのお父ちゃん 佳き日よきプラン 213 (?)/4/10 ラジオ東京 木村重夫

N01-04657 ラジオ ウチのお父ちゃん マダムのお荷物 224 (?)/4/23 ラジオ東京 木村重夫

N01-04658 ラジオ ウチのお父ちゃん ご立派でした！ 230 (?)/4/28 ラジオ東京 木村重夫

N01-04659 ラジオ ウチのお父ちゃん 週刊おしゃべり 234 (?)/5/2 ラジオ東京 木村重夫

N01-26505 ラジオ うちのお父ちゃん第二部　駅まで十分
世にも親切な男の巻、絶対反
対の巻、男はみんな純情の巻

811～813 (?)/3/5～7 TBS 吉田みき

M006 N01-40123 ラジオ うちのおばあちゃん 朝の時間 1 1954/4/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40124 ラジオ うちのおばあちゃん 武器には武器を 2 1954/4/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）
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M006 N01-40125 ラジオ うちのおばあちゃん 招かれざる客 3 1954/4/19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40126 ラジオ うちのおばあちゃん 毒素のかたまり 4 1954/4/26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40127 ラジオ うちのおばあちゃん 夜の時間 5 1954/5/3 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40128 ラジオ うちのおばあちゃん 家庭会議 6 1954/5/10 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40129 ラジオ うちのおばあちゃん 見合のしかた 7 1954/5/17 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40130 ラジオ うちのおばあちゃん いざ鎌倉へ 8 1954/5/24 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40131 ラジオ うちのおばあちゃん おとなの種類と子供の種類 9 1954/6/7 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40701 ラジオ うちのおばぁちゃん あしたの話 10 1954/6/14 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40132 ラジオ うちのおばあちゃん あしたの話 10 1954/6/14 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40133 ラジオ うちのおばあちゃん 歌舞伎への招待 11 1954/6/21 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40134 ラジオ うちのおばあちゃん 親と子と 12 1954/6/28 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40135 ラジオ うちのおばあちゃん 豊年じゃ万作じゃ 13 1954/7/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40136 ラジオ うちのおばあちゃん ランデヴー 14 1954/7/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40137 ラジオ うちのおばあちゃん 日曜日の訪問 15 1954/7/19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40138 ラジオ うちのおばあちゃん 木工の便り 16 1954/7/26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40139 ラジオ うちのおばあちゃん 僅かばかりの勇気 17 1954/8/2 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40140 ラジオ うちのおばあちゃん 美しい夜 18 1954/8/9 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40141 ラジオ うちのおばあちゃん 鍋作困る 19 1954/8/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40142 ラジオ うちのおばあちゃん 鉄砲玉の使い 20 1954/8/23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40143 ラジオ うちのおばあちゃん 男性対女性 21 1954/8/30 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40144 ラジオ うちのおばあちゃん 無期延期 22 1954/9/6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40145 ラジオ うちのおばあちゃん 誰かが待っててくれる 23 1954/9/13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40146 ラジオ うちのおばあちゃん 黒い口紅 24 1954/9/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40147 ラジオ うちのおばあちゃん 明日も晴天 25 1954/9/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40151 ラジオ うちのおばあちゃん 姉と妹 4 1955/2/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40152 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 夜の暗さに守られて 5 1955/2/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40153 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 正子のために 6 1955/2/19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40154 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 箸をなめる 7 1955/2/26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40155 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 十二の春でした 8 1955/3/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40156 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 一生に一度の大役 9 1955/3/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40157 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 槙子ひきうける 10 1955/3/19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40158 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 新しい求婚 11 1955/3/26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40159 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 小細工をろうする 12 (?) ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40160 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 青い煙 13 1955/4/9 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40161 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 ファースト・インプレッション 14 1955/4/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40162 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 高級自動車 15 1955/4/23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40163 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 一種の見合い 16 1955/4/30 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40164 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 あと一週間 17 1955/5/7 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）
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M007 N01-40165 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 最後の晩餐 18 1955/5/14 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40166 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 神聖なるもの 19 1955/5/21 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40167 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 茶碗を割る 20 1955/5/28 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40168 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 大姑小姑 21 1955/6/4 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40169 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 鉛筆の芯 22 1955/6/11 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40170 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 コンパス 23 1955/6/18 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40171 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 とんでもない話 24 1955/6/25 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40172 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 自由研究 25 1955/7/2 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40173 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 家族会議 26 1955/7/9 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40174 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 留守番 27 1955/7/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40175 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 あなたは太陽 28 1955/7/23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40176 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 云えない言葉 29 1955/7/30 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40177 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 プールにて 30 1955/8/6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40178 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 再婚式 31 1955/8/13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40179 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 やわらかい御飯かたい御飯 32 1955/8/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40180 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 命令系統 33 1955/8/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40181 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 冷い麦湯 34 1955/9/3 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40182 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 パンツと靴下 35 1955/9/10 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40183 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 赤い電話 36 1955/9/17 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40184 ラジオ うちのおばあちゃん　第二部 新しい出発 37(終) 1955/9/24 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-51218
ビデオ・
DVD・
CD

うちの人のこと 前半 (?) 佐々木守

N01-51219
ビデオ・
DVD・
CD

うちの人のこと 後半 (?) 佐々木守

N01-00088 資料 内村直也演劇講座 (?) 北海道放送編成局
デジタル
化（館
内）

N01-05114 テレビ 宇宙家族 とんだお手柄 1963/7/6 NHK 荒木

N01-16706 テレビ 宇宙人ピピ
ロケ用アフレコ

稿
44 1966/2/10 NHK 小松左京、平井和正

デジタル
化（館
内）

N01-09860 ラジオ 宇宙戦艦ヤマト 1～3 1977/8/20～22 NHK 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09861 ラジオ 宇宙戦艦ヤマト 4～8 1977/8/23～27 NHK 佐々木守

N01-02422 テレビ 美しい灯に(仮題) 第一稿 1 (?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02423 テレビ 美しい灯に 2 1958/3/20 日本テレビ 椎名利夫

N01-02424 テレビ 美しい灯に 3 1958/3/27 日本テレビ 椎名利夫

N01-02425 テレビ 美しい灯に 4 1958/4/3 日本テレビ 椎名利夫

N01-02426 テレビ 美しい灯に 5 1958/4/10 日本テレビ 椎名利夫

N01-02427 テレビ 美しい灯に 6 1958/4/17 日本テレビ 椎名利夫

N01-02428 テレビ 美しい灯に 7 1958/4/24 日本テレビ 椎名利夫

N01-02429 テレビ 美しい灯に 8 1958/5/1 日本テレビ 椎名利夫

N01-02430 テレビ 美しい灯に 9 1958/5/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02431 テレビ 美しい灯に 9 1958/5/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02432 テレビ 美しい灯に 10 1958/5/15 日本テレビ 椎名利夫
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N01-02433 テレビ 美しい灯に 10 1958/5/15 日本テレビ 椎名利夫

N01-02434 テレビ 美しい灯に 11 1958/5/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-02435 テレビ 美しい灯に 12 1958/5/29 日本テレビ 椎名利夫

N01-02436 テレビ 美しい灯に 12 1958/5/29 日本テレビ 椎名利夫

N01-02437 テレビ 美しい灯に 13(終) 1958/6/5 日本テレビ 椎名利夫

N01-12614 テレビ 美しい明日 3 [1965]/10/13 フジテレビ 土井行夫

N01-50195 テレビ 美しい季節 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50196 テレビ 美しい季節 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50197 テレビ 美しい季節 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50198 テレビ 美しい季節 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50199 テレビ 美しい季節 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50200 テレビ 美しい季節 3 (?) フジテレビ 大野靖子

M030 N01-40691 ラジオ 美しい人 1953/3/22 NHK 三好十郎

M021 N01-40523 ラジオ 美しい人 10 1953/6/27 NHK 三好十郎

M054 N01-41197 ラジオ 美しい人 25 1953/10/17 NHK 三好十郎

N01-51404 資料 テレビ番組企画案(美しい灯に(仮題)) (?) NTV

N01-51405 資料 美くしい灯に(仮題)[美しい灯に] (?) NTV

M020 N01-40486 ラジオ 美しい村 1954/9/16 NHK 寺田太郎
デジタル
化（館
内）

N01-07425 テレビ 美しき四月 1959/4/10 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-16816 テレビ うなぎのぼり鯉のぼり 決定稿 5 [1972]/(?)/(?) NET 北村篤子

N01-16817 テレビ うなぎのぼり鯉のぼり 決定稿 10 [1972]/(?)/(?) NET 田波靖男

N01-16818 テレビ うなぎのぼり鯉のぼり 決定稿 11 [1972]/(?)/(?) NET 田波靖男

N01-08145 テレビ うぶ声 最終稿 1963/8/5
九州朝日放

送テレビ
富田浩太郎

平011 N01-45096 ラジオ 馬ぞり 1948/3/1 NHK 高橋昇之助

N01-03087 ラジオ 馬六先生人生日記
1956～

1957/(?)/(?)
NHKラジオ
第一放送

須藤出穂

N01-03086 テレビ 馬六先生人生日記 ロケ用 1964/(?)/(?) NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-02705 テレビ 馬六先生人生日記 眞田篤六の運命 1 1964/4/10 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-02706 テレビ 馬六先生人生日記 新しい先生 2 1964/4/17 NHK 須藤出穂

N01-02707 テレビ 馬六先生人生日記 注目の新人 打合稿 3 1964/4/24 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03088 テレビ 馬六先生人生日記
われらよそもの(4)、虫のいど

ころ(6)
4・6 1964/5/1、15 NHK 須藤出穂

N01-02708 テレビ 馬六先生人生日記 虫のいどころ 6 1964/5/15 NHK 須藤出穂

N01-02709 テレビ 馬六先生人生日記 珍客万来 8 1964/5/29 NHK 須藤出穂

N01-03089 テレビ 馬六先生人生日記
珍客万来(8)、はんぺん事件

(9)
8・9 1964/5/29、6/5 NHK 須藤出穂

N01-03075 テレビ 馬六先生人生日記 はんぺん事件 9 1964/6/5 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03090 テレビ 馬六先生人生日記 恋文の季節(10)、とらぬ狸(11) 10・11 1964/6/12、19 NHK 須藤出穂

N01-03076 テレビ 馬六先生人生日記 とらぬ狸 11 1964/6/19 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03077 テレビ 馬六先生人生日記 任侠の精神 12 1964/6/26 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03091 テレビ 馬六先生人生日記
任侠の精神(12)、度胸がある

か(13)
12・13 1964/6/26、7/3 NHK 須藤出穂
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N01-03078 テレビ 馬六先生人生日記 度胸があるか 13 1964/7/3 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03079 テレビ 馬六先生人生日記 やもめとまむし 14 1964/7/10 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03092 テレビ 馬六先生人生日記
やもめとまむし(14)、かえって

きた娘(15)
14・15 1964/7/10 NHK 須藤出穂

N01-03080 テレビ 馬六先生人生日記 かえってきた娘 15 1964/7/10 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03081 テレビ 馬六先生人生日記 海はどっちだ 16 1964/7/24 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03093 テレビ 馬六先生人生日記
海はどっちだ(16)、山のかなた

(17)
16・17 1964/7/24、8/7 NHK 須藤出穂

N01-03082 テレビ 馬六先生人生日記 星のふる夜 18 1964/8/14 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03094 テレビ 馬六先生人生日記
星のふる夜(18)、人の住む家

(19)
18・19 1964/8/14 NHK 須藤出穂

N01-03083 テレビ 馬六先生人生日記 人の住む家 19 1964/8/14 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03084 テレビ 馬六先生人生日記 いこじ同志 20 1964/8/28 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03095 テレビ 馬六先生人生日記
いこじ同志(20)、誇り高き医院

(22)
20・22

1964/8/28、
9/11

NHK 須藤出穂

N01-03085 テレビ 馬六先生人生日記 誇り高き医院 22 1964/9/11 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-13712 テレビ 馬を売る女 スタッフ稿 1113 1978/4/9 TBS 服部佳

N01-13892 テレビ 馬を売る女 決定稿 1113 1978/4/9 TBS 服部佳

N01-17612 テレビ 馬を売る女 スタッフ稿 1113 1978/4/9 TBS 服部佳

N01-17613 テレビ 馬を売る女 ロケ用 1113 1978/4/9 TBS 服部佳

N01-17614 テレビ 馬を売る女 決定稿 1113 1978/4/9 TBS 服部佳

N01-15772 ラジオ 海荒れのあと 決定稿 1966/1/23 NHK 須知徳平

N01-13942 ラジオ 海牛おたね 1971/7/4 NHK 岸宏子

N01-16200 資料 海から来た平太(仮題) [1968]/(?)/(?) 横田弘行

N01-16221 テレビ 海から来た平太（仮題） 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16418 テレビ 海からきた平太（仮題） 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16419 テレビ 海からきた平太（仮題） 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16329 テレビ 海からきた平太 収録用 1 [1968/4/2] NHK 横田弘行

N01-16330 テレビ 海からきた平太 収録用 1 [1968/4/2] NHK 横田弘行

N01-16417 テレビ 海からきた平太 収録用 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16420 テレビ 海からきた平太 収録用 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16133 テレビ 海からきた平太 改訂稿 1 [1968]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-16331 テレビ 海からきた平太 改訂稿 1 [1968/4/2] NHK 横田弘行

N01-16332 テレビ 海からきた平太 1 [1968/4/2] NHK 横田弘行

N01-16333 テレビ 海からきた平太 1 [1968/4/2] NHK 横田弘行

N01-16415 テレビ 海からきた平太 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16416 テレビ 海からきた平太 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16132 テレビ 海からきた平太 2 1968/4/9 NHK 横田弘行

N01-16413 テレビ 海からきた平太 2 1968/4/9 NHK 横田弘行

N01-16421 テレビ 海からきた平太 2 1968/4/9 NHK 横田弘行

N01-16130 テレビ 海からきた平太 3 1968/4/16 NHK 横田弘行

N01-16131 テレビ 海からきた平太 3 1968/4/16 NHK 横田弘行
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N01-16422 テレビ 海からきた平太 3 1968/4/16 NHK 横田弘行

N01-16128 テレビ 海からきた平太 4 1968/4/23 NHK 横田弘行

N01-16129 テレビ 海からきた平太 4 1968/4/23 NHK 横田弘行

N01-16206 テレビ 海からきた平太 4 1968/4/23 NHK 横田弘行

N01-16126 テレビ 海からきた平太 5 1968/4/30 NHK 横田弘行

N01-16127 テレビ 海からきた平太 5 1968/4/30 NHK 横田弘行

N01-16209 テレビ 海からきた平太 5 1968/4/30 NHK 横田弘行

N01-16125 テレビ 海からきた平太 6 1968/5/7 NHK 横田弘行

N01-16139 テレビ 海からきた平太 6 1968/5/7 NHK 横田弘行

N01-16191 テレビ 海からきた平太 6 1968/5/7 NHK 横田弘行

N01-16137 テレビ 海からきた平太 7 1968/5/14 NHK 横田弘行

N01-16138 テレビ 海からきた平太 7 1968/5/14 NHK 横田弘行

N01-16210 テレビ 海からきた平太 7 1968/5/14 NHK 横田弘行

N01-16135 テレビ 海からきた平太 8 1968/5/21 NHK 横田弘行

N01-16136 テレビ 海からきた平太 8 1968/5/21 NHK 横田弘行

N01-16224 テレビ 海からきた平太 8 1968/5/21 NHK 横田弘行

N01-16122 テレビ 海からきた平太 9 1968/5/28 NHK 横田弘行

N01-16123 テレビ 海からきた平太 9 1968/5/28 NHK 横田弘行

N01-16124 テレビ 海からきた平太 9 1968/5/28 NHK 横田弘行

N01-16223 テレビ 海からきた平太 9 1968/5/28 NHK 横田弘行

N01-16121 テレビ 海からきた平太 10 1968/6/4 NHK 横田弘行

N01-16227 テレビ 海からきた平太 10 1968/6/4 NHK 横田弘行

N01-16120 テレビ 海からきた平太 11 1968/6/11 NHK 横田弘行

N01-16226 テレビ 海からきた平太 11 1968/6/11 NHK 横田弘行

N01-16220 テレビ 海からきた平太 12 1968/6/18 NHK 蓬莱泰三

N01-16219 テレビ 海からきた平太 13 1968/6/25 NHK 蓬莱泰三

N01-16144 テレビ 海からきた平太 14 1968/7/5 NHK 蓬莱泰三

N01-16143 テレビ 海からきた平太 15 1968/7/15 NHK 蓬莱泰三

N01-16142 テレビ 海からきた平太 16 1968/7/16 NHK 蓬莱泰三

N01-16116 テレビ 海からきた平太 17 1968/8/27 NHK 横田弘行

N01-16117 テレビ 海からきた平太 17 1968/8/27 NHK 横田弘行

N01-16118 テレビ 海からきた平太 17 1968/8/27 NHK 横田弘行

N01-16119 テレビ 海からきた平太 17 1968/8/27 NHK 横田弘行

N01-16225 テレビ 海からきた平太 17 1968/8/27 NHK 横田弘行

N01-16086 テレビ 海からきた平太 18 1968/9/3 NHK 横田弘行

N01-16087 テレビ 海からきた平太 18 1968/9/3 NHK 横田弘行

N01-16115 テレビ 海からきた平太 18 1968/9/3 NHK 横田弘行

N01-16141 テレビ 海からきた平太 18 1968/9/3 NHK 横田弘行
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N01-16234 テレビ 海からきた平太 18 1968/9/3 NHK 横田弘行

N01-16085 テレビ 海からきた平太 19 1968/9/10 NHK 横田弘行

N01-16113 テレビ 海からきた平太 19 1968/9/10 NHK 横田弘行

N01-16233 テレビ 海からきた平太 19 1968/9/10 NHK 横田弘行

N01-16111 テレビ 海からきた平太 20 1968/9/17 NHK 横田弘行

N01-16112 テレビ 海からきた平太 20 1968/9/17 NHK 横田弘行

N01-16232 テレビ 海からきた平太 20 1968/9/17 NHK 横田弘行

N01-16108 テレビ 海からきた平太 21 1968/9/24 NHK 横田弘行

N01-16109 テレビ 海からきた平太 21 1968/9/24 NHK 横田弘行

N01-16110 テレビ 海からきた平太 21 1968/9/24 NHK 横田弘行

N01-16231 テレビ 海からきた平太 21 1968/9/24 NHK 横田弘行

N01-16103 テレビ 海からきた平太 22 1968/10/1 NHK 横田弘行

N01-16104 テレビ 海からきた平太 22 1968/10/1 NHK 横田弘行

N01-16107 テレビ 海からきた平太 22 1968/10/1 NHK 横田弘行

N01-16203 テレビ 海からきた平太 決定稿 22 1968/10/1 NHK 横田弘行

N01-16230 テレビ 海からきた平太 決定改訂稿 22 1968/10/1 NHK 横田弘行

N01-16102 テレビ 海からきた平太 23 1968/10/8 NHK 横田弘行

N01-16205 テレビ 海からきた平太 23 1968/10/8 NHK 横田弘行

N01-16229 テレビ 海からきた平太 23 1968/10/8 NHK 横田弘行

N01-16101 テレビ 海からきた平太 24 1968/10/15 NHK 横田弘行

N01-16193 テレビ 海からきた平太 24 1968/10/15 NHK 横田弘行

N01-16204 テレビ 海からきた平太 24 1968/10/15 NHK 横田弘行

N01-16197 テレビ 海からきた平太 25 1968/10/22 NHK 横田弘行

N01-16228 テレビ 海からきた平太 25 1968/10/22 NHK 横田弘行

N01-16186 テレビ 海からきた平太 26 1968/10/29 NHK 横田弘行

N01-16202 テレビ 海からきた平太 26 1968/10/29 NHK 横田弘行

N01-16134 テレビ 海からきた平太 27 1968/11/5 NHK 蓬莱泰三

N01-16088 テレビ 海からきた平太 28 1968/11/12 NHK 蓬莱泰三

N01-16414 テレビ 海からきた平太 29 1968/11/19 NHK 蓬莱泰三

N01-16152 テレビ 海からきた平太 30 1968/11/26 NHK 蓬莱泰三

N01-16215 テレビ 海からきた平太 31 1968/12/3 NHK 蓬莱泰三

N01-16216 テレビ 海からきた平太 32 1968/12/10 NHK 蓬莱泰三

N01-16217 テレビ 海からきた平太 33 1968/12/17 NHK 蓬莱泰三

N01-16218 テレビ 海からきた平太 34 1968/12/24 NHK 蓬莱泰三

N01-16516 テレビ 海からきた平太 35 1969/1/7 NHK 蓬莱泰三

N01-16516 テレビ 海からきた平太 35 1969/1/7 NHK 蓬莱泰三

N01-16517 テレビ 海からきた平太 36 1969/1/14 NHK 蓬莱泰三

N01-16517 テレビ 海からきた平太 36 1969/1/14 NHK 蓬莱泰三
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N01-16100 テレビ 海からきた平太 37 1969/1/21 NHK 横田弘行

N01-16185 テレビ 海からきた平太 37 1969/1/21 NHK 横田弘行

N01-16208 テレビ 海からきた平太 37 1969/1/21 NHK 横田弘行

N01-16184 テレビ 海からきた平太 改訂稿 38 1969/1/28 NHK 横田弘行

N01-16192 テレビ 海からきた平太 改訂稿 38 1969/1/28 NHK 横田弘行

N01-16099 テレビ 海からきた平太 39 1969/2/4 NHK 横田弘行

N01-16183 テレビ 海からきた平太 39 1969/2/4 NHK 横田弘行

N01-16207 テレビ 海からきた平太 39 1969/2/4 NHK 横田弘行

N01-16097 テレビ 海からきた平太 40 1969/2/11 NHK 横田弘行

N01-16098 テレビ 海からきた平太 40 1969/2/11 NHK 横田弘行

N01-16182 テレビ 海からきた平太 40 1969/2/11 NHK 横田弘行

N01-16196 テレビ 海からきた平太 40 1969/2/11 NHK 横田弘行

N01-16095 テレビ 海からきた平太 41 1969/2/18 NHK 横田弘行

N01-16096 テレビ 海からきた平太 41 1969/2/18 NHK 横田弘行

N01-16114 テレビ 海からきた平太 41 1969/2/18 NHK 横田弘行

N01-16181 テレビ 海からきた平太 41 1969/2/18 NHK 横田弘行

N01-16195 テレビ 海からきた平太 41 1969/2/18 NHK 横田弘行

N01-16105 テレビ 海からきた平太 42 1969/2/25 NHK 横田弘行

N01-16106 テレビ 海からきた平太 42 1969/2/25 NHK 横田弘行

N01-16140 テレビ 海からきた平太 42 1969/2/25 NHK 横田弘行

N01-16194 テレビ 海からきた平太 42 1969/2/25 NHK 横田弘行

N01-16236 テレビ 海からきた平太 42 1969/2/25 NHK 横田弘行

N01-16094 テレビ 海からきた平太 43 1969/3/4 NHK 横田弘行

N01-16235 テレビ 海からきた平太 43 1969/3/4 NHK 横田弘行

N01-16328 テレビ 海からきた平太 43 1969/3/4 NHK 横田弘行

N01-16093 テレビ 海からきた平太 44 1969/3/11 NHK 横田弘行

N01-16187 テレビ 海からきた平太 44 1969/3/11 NHK 横田弘行

N01-16199 テレビ 海からきた平太 44 1969/3/11 NHK 横田弘行

N01-16091 テレビ 海からきた平太 45 1969/3/18 NHK 横田弘行

N01-16092 テレビ 海からきた平太 45 1969/3/18 NHK 横田弘行

N01-16198 テレビ 海からきた平太 45 1969/3/18 NHK 横田弘行

N01-16089 テレビ 海からきた平太 46 1969/3/25 NHK 横田弘行

N01-16090 テレビ 海からきた平太 46 1969/3/25 NHK 横田弘行

N01-16188 テレビ 海からきた平太 46 1969/3/25 NHK 横田弘行

N01-16189 テレビ 海からきた平太 47(終) 1969/4/1 NHK 横田弘行

N01-01927 テレビ 海国日本 1964/5/28
東京12チャ

ンネル
津田幸夫

N01-13972 ラジオ 海鳴りの底から（下） 1973/12/1 NHK 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-11580 テレビ
海鳴りの果てに ―唐人お吉物語―（仮

題）
(?) 日本テレビ 服部佳
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N01-08144 テレビ 海に生きる 改訂稿 [1963/11/30] 毎日放送 島崎嘉樹、青木義久

N01-12613 テレビ 海のあく日 [1970/6/28]
中部日本放

送
山内久

デジタル
化（館
内）

N01-02465 ラジオ 海の御墓 1957/8/23 NHK 岸宏子

N01-07933 テレビ 海のおへそ 改訂稿 1964/10/25 TBS 土井行夫

N01-17206 ラジオ 海の涯に 餓えた人々 (1)～(5) 1～5 1957/4/1～5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17207 ラジオ 海の涯に 船は南へ (1)～(5) 151～155(終)
1957/10/28～

11/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-04359 ラジオ 海の汽笛 19 1959/6/26 毎日放送 茂木草介

M035 N01-40805 ラジオ 海の子風の子 友情物語 (?) 文化放送 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-15018 テレビ 海の次郎丸 [1968]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15327 テレビ 海の次郎丸
泣くな！次郎丸(1)/危うし！次

郎丸(2)
1・2 [1968]/1/7、14 朝日放送 津田幸夫

N01-15373 テレビ 海の次郎丸 3 1967/1/21 朝日放送 津田幸夫、岸生朗

N01-13738 テレビ 海の次郎丸 [なせばなる!] 4 [1968]/1/28 TBS 津田幸夫

N01-15325 テレビ [海の次郎丸] 改訂稿号外 4 (?)

N01-15374 テレビ 海の次郎丸 5・6 1967/2/4、11 朝日放送 津田幸夫、岸生朗

N01-15324 テレビ 海の次郎丸 7 [1968]/2/18 朝日放送 津田幸夫、岸生朗

N01-15375 テレビ 海の次郎丸 7 1967/2/18 朝日放送 津田幸夫、岸生朗

N01-13739 テレビ 海の次郎丸 8 [1968]/2/25 TBS 津田幸夫、岸生朗

N01-13740 テレビ 海の次郎丸 8 [1968]/2/25 TBS 津田幸夫、岸生朗

N01-15257 テレビ 海の次郎丸 流しびな 9 [1968]/3/3 朝日放送 津田幸夫

N01-15705 テレビ 海の次郎丸 10 [1968]/3/10 朝日放送 津田幸夫

N01-15707 テレビ 海の次郎丸 11 [1968]/3/17 朝日放送 津田幸夫

N01-15322 テレビ 海の次郎丸 広い風車 12 [1968]/3/24 朝日放送 津田幸夫

N01-13741 テレビ 海の次郎丸 13 [1968]/3/31 TBS 津田幸夫

N01-15323 テレビ 海の次郎丸 13 [1968]/3/31 朝日放送 津田幸夫

N01-13742 テレビ 海の次郎丸 14 [1968]/4/7 TBS 津田幸夫

N01-15706 テレビ 海の次郎丸 14 [1968]/4/7 朝日放送 津田幸夫

N01-15265 テレビ 海の次郎丸 18 [1968]/5/5 朝日放送 津田幸夫

N01-13743 テレビ 海の次郎丸 19 [1968]/5/12 TBS 津田幸夫

N01-13744 テレビ 海の次郎丸 20 [1968]/5/19 TBS 津田幸夫、岸生朗

N01-15264 テレビ 海の次郎丸 20 [1968]/5/19 朝日放送 津田幸夫

N01-15332 テレビ 海の次郎丸
泣くな！次郎丸(1)/危うし！次

郎丸(2)
改訂稿 20 [1968]/(?)/(?) ABC 津田幸夫、岸生朗

N01-15376 テレビ 海の次郎丸 改訂稿 20 1967/(?)/(?) 津田幸夫、岸生朗

N01-15326 テレビ 海の次郎丸 21 [1968]/5/26 朝日放送 津田幸夫

N01-15377 テレビ 海の次郎丸 21 1967/5/26 朝日放送 津田幸夫、岸生朗

N01-15378 テレビ 海の次郎丸 改訂稿 21 1967/(?)/(?) 津田幸夫、岸生朗

N01-15793 ラジオ 海の蝶 1970/4/11 NHK 安水稔和

M027 N01-40623 テレビ 海の笛 [1958]/11/29
中部日本放

送
中江良夫

N01-16222 資料 海の平太(仮題) (?) 横田弘行
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N01-05476 ラジオ 海の奔流 1961/2/27 NHK 石山透、田辺まもる

N01-00347 テレビ 海の見えるアパート 大阪の伯母さん 決定稿 1 1959/6/30 NET 内村直也

N01-00348 テレビ 海の見えるアパート 夫の帰りが遅い時 2 1959/7/7 NET 内村直也

N01-00349 テレビ 海の見えるアパート 押し売りがきた時 3 1959/7/14 NET 内村直也

N01-00350 テレビ 海の見えるアパート 子供の成績 4 1959/7/21 NET 内村直也

N01-00351 テレビ 海の見えるアパート 家計のやりくり 5 1959/7/28 NET 内村直也

N01-00352 テレビ 海の見えるアパート 夢を語る 改訂稿 6 1959/8/4 NET 内村直也

N01-00353 テレビ 海の見えるアパート 娘にきた手紙 7 1959/8/11 NET 内村直也

N01-00354 テレビ 海の見えるアパート 媒酌 8 1959/8/18 NET 内村直也

N01-00355 テレビ 海の見えるアパート 宿題 9 1959/8/25 NET 内村直也

N01-00356 テレビ 海の見えるアパート 夏の終り 10 1959/9/1 NET 内村直也

N01-00357 テレビ 海の見えるアパート おりいった相談 11 1959/9/8 NET 内村直也

N01-03118 テレビ 海の見えるアパート 寂しい子供 12 1959/9/15 NET、MBS 内村直也

N01-00358 テレビ 海の見えるアパート 彼岸 13 1959/9/22 NET 内村直也

N01-00359 テレビ 海の見えるアパート 田舎から来た少女 14 1959/9/29 NET 内村直也

N01-00360 テレビ 海の見えるアパート 常に新鮮な夫婦 15 1959/10/6 NET 内村直也

N01-00361 テレビ 海の見えるアパート 水害見舞 16 1959/10/13 NET 内村直也

N01-00362 テレビ 海の見えるアパート 女の買物 17 1959/10/20 NET 内村直也

N01-00363 テレビ 海の見えるアパート 秋の花花 18 1959/10/27 NET 内村直也

N01-00364 テレビ 海の見えるアパート 父親の再教育 19 1959/11/3 NET 内村直也

N01-00365 テレビ 海の見えるアパート 二人のブロンズ 20 1959/11/10 NET 内村直也

N01-00366 テレビ 海の見えるアパート はたせない夢 21 1959/11/17 NET 内村直也

N01-00367 テレビ 海の見えるアパート 港に鳴る気笛 22 1959/11/24 NET 内村直也

N01-00368 テレビ 海の見えるアパート 待っている人 改訂稿 23 1959/12/1 NET 内村直也

N01-00369 テレビ 海の見えるアパート 約束は約束 24 1959/12/8 NET 内村直也

N01-00370 テレビ 海の見えるアパート 訣別 25 1959/12/15 NET 内村直也

N01-00371 テレビ 海の見えるアパート もう一人の女 26 1959/12/22 NET 内村直也

N01-00372 テレビ 海の見えるアパート 消えていく女 27 1959/12/29 NET 内村直也

N01-00378 テレビ 海の見えるアパート 新らしい家族 28 1960/1/5 NET 内村直也

N01-00379 テレビ 海の見えるアパート ミラーボール 29 1960/1/12 NET 内村直也

N01-03120 テレビ 海の見えるアパート 夫のポケット 29 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-03119 テレビ 海の見えるアパート 夫のポケット (?)
デジタル
化（館
内）

N01-00380 テレビ 海の見えるアパート 春近し 30 1960/1/19 NET 内村直也

N01-00377 テレビ 海の見えるアパート あしたの幸福のために 31 1960/1/26 NET 内村直也

N01-15834 ラジオ 海の道 1 1979/8/5 NHK 竹内日出男

N01-15848 ラジオ 海の道 2 1979/8/12 NHK 竹内日出男

N01-15835 ラジオ 海の道 3 1979/8/19 NHK 竹内日出男

N01-15836 ラジオ 海の道 4 1979/8/26 NHK 竹内日出男
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N01-15785 ラジオ 海の道 5 1979/9/3 NHK 竹内日出男
デジタル
化（館
内）

N01-15786 ラジオ 海の道 6 1979/9/10 NHK 竹内日出男

N01-15787 ラジオ 海の道 7 1979/9/16 NHK 竹内日出男

N01-15788 ラジオ 海の道 最終回 1979/9/23 NHK 竹内日出男

N01-17763 テレビ 海の誘惑 31～35 (?)/11/19～23 TBS 佐々木守

N01-17773 ラジオ 海の誘惑 31～35 (?)/11/19～23 TBS 佐々木守

N01-17764 テレビ 海の誘惑 61～65 (?)/12/31～1/18 TBS 佐々木守

N01-09612 テレビ 海の誘惑 61～65・84・93・94
(?)/12/31、1/1

～4、2/1、14、15
TBS 佐々木守

N01-17774 ラジオ 海の誘惑 80～83 (?)/1/28～31 TBS 佐々木守

N01-17771 ラジオ 海の誘惑 90～92 (?)/2/11～13 TBS 佐々木守

N01-13873 テレビ 海はあおいか 688 1970/2/15 TBS 松山善三

N01-13882 テレビ 海はあおいか 準備稿 688 1970/2/1 TBS 松山善三

N01-16048 テレビ 海はあおいか スタッフ稿 688 1970/2/1 TBS 松山善三

N01-13386 テレビ 海はこたえず 1966/11/6 TBS 浦山桐郎、中島丈博

N01-07934 テレビ 海へ行きたい 1964/10/28 フジテレビ 寺山修司
デジタル
化（館
内）

N01-00071 テレビ 海へでる蝶 9・10週 [1963]/(?)/(?) TBS 高岡尚平、光畑碩郎

N01-00048 テレビ 海へでる蝶

朝もや(61)/夫婦(62)/妻のここ
ろ(63)/母の歴史(64)/孤独

(65)/幻想曲(66)/光と影(67)/
白夜(68)/年上の女(69)/夜の

触手(70)

13・14週(61～70) (?) TBS 光畑碩郎(61～65)、杉本彰(66～70)

N01-00049 テレビ 海へでる蝶
危機(101)/圧力(102)/凌辱
(103)/堕胎(104)/苛責(105)

21週(101～105) (?) TBS 高岡尚平

N01-00079 テレビ 海へでる蝶 22(106～110) [1963]/(?)/(?) TBS 光畑碩郎

N01-00047 テレビ 海へでる蝶
恩讐(121)/犢罪(122)/決断

(123)/召喚状(124)/裁き(125)
25週(121～125) (?)/[2/17] TBS 光畑碩郎

N01-12612 テレビ 海より深き　かさぶた式部考 [1965]/11/21 RKB毎日 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-16800 テレビ 海を見ていたジョニー 1967/11/4 東海テレビ 生田直親

N01-05204 テレビ 海を渡る祭礼 1960/6/5 NET 三村伸太郎

N01-13884 テレビ 梅一輪 決定稿 1970/3/15 TBS 松山善三

N01-13891 テレビ 梅一輪 第一稿 692 1970/3/15 TBS 松山善三

N01-16010 テレビ 梅一輪 スタッフ稿 692 1970/3/15 TBS 松山善三

N01-15279 テレビ 右門捕物帖 女の塩 準備稿 1969/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15355 テレビ 右門捕物帖 番手柄 ハンコタンナの女(仮題) 改訂準備稿 1969/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-24144 テレビ 右門捕物帳 2 (?)

N01-15625 テレビ 右門捕物帖 謀殺（仮題） 改訂稿 3
[1974～

1975]/(?)/(?)

N01-15315 テレビ 右門捕物帖 復讐(仮題) 11 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15317 テレビ 右門捕物帖 十六夜御用心(仮題) 15 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15278 テレビ 右門捕物帖 謎の琴爪 31 1974/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15316 テレビ 右門捕物帖 切腹(仮題) 改訂稿 31 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15354 テレビ 右門捕物帖 盗人宿の女(仮題) 決定稿 31 [1982]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15318 テレビ 右門捕物帖 目撃者(仮題) 34 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15314 テレビ 右門捕物帖 牡丹の刺青(仮題) 43 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫
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M054 N01-41211 テレビ 浦島太郎 1956/10/12 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07955 テレビ 占う女 1964/(?)/(?) 日本テレビ 北村篤子

N01-03296 ラジオ うらぶれ 1963/3/(?)
ニッポン放

送
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-03297 ラジオ うらぶれ 1963/3/(?)
ニッポン放

送
茂木草介

M040 N01-40907 ラジオ 裏町のともし火 1953/12/24
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-03726 テレビ うりこひめこ カメラ割り稿 1 1978/5/17 NHK 横田弘行

N01-03858 テレビ うりこひめこ カメラ割り稿 1 1978/5/17 NHK 横田弘行

N01-03860 テレビ うりこひめこ カメラ割り稿 1 1978/5/17 NHK 横田弘行

N01-03857 テレビ うりこひめこ 録音稿 1 1978/5/17 NHK 横田弘行

N01-04134 テレビ うりこひめこ 録音稿 1 1978/5/17 NHK 横田弘行

N01-03873 テレビ うりこひめこ カメラ割り稿 2 1978/5/24 NHK 横田弘行

N01-03859 テレビ うりこひめこ 録音稿 2 1978/5/24 NHK 横田弘行

N01-04133 テレビ うりこひめこ 録音稿 2 1978/5/24 NHK 横田弘行

N01-00460 テレビ 瓜子姫とアマンジャク 1962/4/29 NHK 木下順二
デジタル
化（館
内）

N01-10697 テレビ うりずんの詩 1～5 1972/9/25～29 NHK 茂木草介

N01-10698 テレビ うりずんの詩 6～10 1972/10/2～6 NHK 茂木草介

N01-10699 テレビ うりずんの詩 11～15 1972/10/9～13 NHK 茂木草介

N01-10700 テレビ うりずんの詩 11～15 1972/10/9～13 NHK 茂木草介

N01-10701 テレビ うりずんの詩 16～20 1972/10/16～20 NHK 茂木草介

N01-10702 テレビ うりずんの詩 16～20 1972/10/16～20 NHK 茂木草介

N01-05555 テレビ ウルティカ物語 第一稿 1964/8/29 NHK 保富康午

N01-06924 テレビ ウルティカリア物語 第一稿 1964/8/29 NHK 保富康午

N01-06688 テレビ ウルティカリア物語ーカユイカユイ物語ー 1964/8/29 NHK 保富康午

N01-51081 テレビ ウルトラセブン 勇気ある戦い 決定稿 40 (?) TBS 佐々木守

N01-51075 テレビ ウルトラマン
恐怖の宇宙線　二次元怪獣ガ

ヴァドン登場
決定稿 14 (?) TBS 佐々木守

N01-51080 テレビ ウルトラマン
真珠貝防衛指令―汐吹き怪

獣ガマクジラ登場―
決定稿 15 (?) TBS 佐々木守

N01-51079 テレビ ウルトラマン
故郷は地球―棲星怪獣ジャミ

ラ登場―
決定稿 22 (?) TBS 佐々木守

N01-51074 テレビ ウルトラマン
地上破壊工作　地底怪獣テレ

スドン登場
決定稿 23 (?) TBS 佐々木守

N01-51073 テレビ ウルトラマン
空の贈り物　メガトン怪獣スカ

イドン登場
決定稿 34 (?) TBS 佐々木守

N01-51072 テレビ ウルトラマン
怪獣墓場　亡霊怪獣シーボー

ズ登場
決定稿 35 (?) TBS 佐々木守

N01-51046 テレビ ウルトラマン80 永遠に輝け！宇宙Gメン85 21 [1980/8/20] TBS 山浦弘靖

N01-51048 テレビ ウルトラマンタロウ ウルトラの国大爆発5秒前！ 33 [1973]/11/16 TBS 佐々木守

N01-51047 テレビ ウルトラマンタロウ ウルトラ6兄弟最後の日！ 34 [1973]/11/23 TBS 佐々木守

N01-12348 テレビ うわさの委員会 1975/11/30 NHK 別役実
デジタル
化（館
内）

N01-24585 テレビ うわさの委員会 1975/[1/1] NHK

N01-19819 テレビ 噂の刑事　トミーとマツ 4 (?) TBS 今井詔二

N01-19820 テレビ 噂の刑事　トミーとマツ 8 (?) TBS 長野洋

N01-19821 テレビ 噂の刑事　トミーとマツ 9 (?) TBS 今井詔二



「う」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-19822 テレビ 噂の刑事　トミーとマツ 9 (?) TBS 今井詔二

N01-19823 テレビ 噂の刑事　トミーとマツ 11 (?) TBS 長野洋

N01-13805 テレビ 噂の刑事トミーとマツ 20 (?) 東京放送 長野洋
デジタル
化（館
内）

N01-23312 テレビ うわさの花篭 [1970]/12/2～7 TBS 奥山侊伸

N01-00563 ラジオ 運 1959/11/6 NHK 勝田峙

M030 N01-40689 ラジオ 膿んだ小指 1958/11/17
中部日本放

送
加納肇

N01-10114 テレビ 運命の死角 学童疎開殺人事件(仮題) 準備稿 (?) 朝日放送 佐々木守



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-19691 映画音楽　名場面集 決定稿 1973/(?)/(?) 日本テレビ 遠藤淳

N01-18392 映画サロン キャット・バルー (?)/[1/8] TBS 遠藤淳

N01-18405 映画サロン 革命の河 (?)/[10/19] TBS 遠藤淳

N01-18404 映画サロン 赤い砂漠 (?)/[10/5] TBS 遠藤淳

N01-18395 映画サロン 汚れなき悪戯 (?)/[5/17] TBS 遠藤淳

N01-18400 映画サロン コレクター　収集狂 (?)/[8/3] TBS 遠藤淳

N01-18403 映画サロン エルダン兄弟 (?)/[9/21] TBS 遠藤淳

N01-18022 映画サロン 華麗なるバレー (?)/11/16 TBS 遠藤淳

N01-18389 映画サロン 慕情 1965/10/15 TBS 遠藤淳

N01-18958 映画サロン グレートレース [1965]/11/30 TBS 遠藤淳

N01-18025 映画サロン いそしぎ [1965]/8/17 TBS 遠藤淳

N01-18960 映画サロン 偉大な生涯の物語 [1965]/8/31 TBS 遠藤淳

N01-18388 映画サロン 眠れる森の美女 1965/9/7 TBS 遠藤淳

N01-19774 映画サロン テレマークの要塞 1965/12/14 TBS 遠藤淳

N01-18390 映画サロン 王様と私 1966/1/11 TBS 遠藤淳

N01-18391 映画サロン 北北西に進路をとれ！ 1966/1/25 TBS 遠藤淳

N01-18350 映画サロン アルバレス・ケリー 1966/10/11 TBS 遠藤淳

N01-18406 映画サロン アルバレス・ケリー 1966/10/11 TBS 遠藤淳

N01-18407 映画サロン マドモアゼル 1966/10/25 TBS 遠藤淳

N01-18345 映画サロン アメリカ上陸作戦 1966/11/8 TBS 遠藤淳

N01-18021 映画サロン ハワイ 1966/11/22 TBS 遠藤淳

N01-18344 映画サロン ハワイ 1966/11/22 TBS 遠藤淳

N01-18349 映画サロン パリは燃えているか 1966/11/29 TBS 遠藤淳

N01-18351 映画サロン パリは燃えているか 1966/11/29 TBS 遠藤淳

N01-18340 映画サロン プロフェッショナル 1966/12/13 TBS 遠藤淳

N01-18342 映画サロン プロフェッショナル 1966/12/13 TBS 遠藤淳

N01-18336 映画サロン 夕陽のガンマン 1966/12/20 TBS 遠藤淳

N01-18338 映画サロン 夕陽のガンマン 1966/12/20 TBS 遠藤淳

N01-18339 映画サロン 夕陽のガンマン 1966/12/20 TBS 遠藤淳

N01-18031 映画サロン 大混戦 1966/12/27 TBS 遠藤淳

N01-18034 映画サロン 大混戦 1966/12/27 TBS 遠藤淳

N01-18343 映画サロン 続・黄金の七人 1966/12/6 TBS 遠藤淳

N01-18393 映画サロン 嵐が丘 1966/2/22 TBS 遠藤淳

N01-18024 映画サロン 黄金の七人 1966/3/8 TBS 遠藤淳

N01-18394 映画サロン 音楽映画の集い 1966/3/22 TBS 遠藤淳



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18027 映画サロン 逃亡地帯 1966/3/29 TBS 遠藤淳

N01-18028 映画サロン イスタンブール 1966/4/26 TBS 遠藤淳

N01-18396 映画サロン 寒い国から帰ったスパイ 1966/5/24 TBS 遠藤淳

N01-18397 映画サロン オセロ 1966/6/21 TBS 遠藤淳

N01-18398 映画サロン 戦争と平和 1966/6/28 TBS 遠藤淳

N01-18020 映画サロン ネバダ・スミス 1966/7/(?) TBS 遠藤淳

N01-18399 映画サロン スターを語る 1966/7/26 TBS 遠藤淳

N01-18401 映画サロン 愛の調べ 1966/8/2 TBS 遠藤淳

N01-18023 映画サロン 殺しの免許証 1966/8/9 TBS 遠藤淳

N01-18026 映画サロン クインメリー号襲撃 1966/8/16 TBS 遠藤淳

N01-18402 映画サロン 男と女 1966/9/(?) TBS 遠藤淳

N01-18337 映画サロン 男と女 1966/9/27 TBS 遠藤淳

N01-18032 映画サロン 真昼の用心棒 1967/1/3 TBS 遠藤淳

N01-18030 映画サロン ミネソタ無頼 1967/1/10 TBS 遠藤淳

N01-18029 映画サロン 名画はファンと共に 1967/1/17 TBS 遠藤淳

N01-18408 映画サロン 或るおとこと女の物語 1967/1/31 TBS 遠藤淳

N01-18354 映画サロン 真昼の衝動 338 1967/10/3 TBS 遠藤淳

N01-18420 映画サロン ペルソナ 1967/10/10 TBS 遠藤淳

N01-18355 映画サロン 拳銃のバラード 1967/10/29 TBS 遠藤淳

N01-18358 映画サロン 足ながおじさん 343 1967/11/14 TBS 遠藤淳

N01-18359 映画サロン 華氏四五一 1967/11/21 TBS 遠藤淳

N01-18357 映画サロン 大型喜劇　大進撃 355 1967/11/28 TBS 遠藤淳

N01-18346 映画サロン
華やかな魔女たち、ジブラルタ

ルの追想
1967/11/7 TBS 遠藤淳

N01-19715 映画サロン
華やかな魔女たち、ジブラルタ

ルの追想
1967/11/7 TBS 遠藤淳

N01-18409 映画サロン 獲物の分け前 1967/2/7 TBS 遠藤淳

N01-18033 映画サロン 帰って来たガンマン 1967/2/28 TBS 遠藤淳

N01-18410 映画サロン レベッカ 1967/3/28 TBS 遠藤淳

N01-18959 映画サロン 信じられぬ世界 1967/4/25 TBS 遠藤淳

N01-18411 映画サロン 夏の夜の10時30分 1967/5/2 TBS 遠藤淳

N01-18347 映画サロン 夏の夜の10時30分 1967/5/2 TBS 遠藤淳

N01-18412 映画サロン じゃじゃ馬ならし 1967/5/23 TBS 遠藤淳

N01-18413 映画サロン
太陽をつかもうジョージ・ガー

ル
1967/5/30 TBS 遠藤淳

N01-18360 映画サロン 今宵の映画メモ 1967/6/6 TBS 遠藤淳

N01-18416 映画サロン ロシュフォールの恋人たち 1967/7/18 TBS 遠藤淳

N01-18414 映画サロン 十戒 1967/6/27 TBS 遠藤淳



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18415 映画サロン 太陽のサレーヌ 1967/7/4 TBS 遠藤淳

N01-18417 映画サロン 二人だけの窓 1967/8/15 TBS 遠藤淳

N01-18418 映画サロン アラモ 1967/8/29 TBS 遠藤淳

N01-18341 映画サロン 努力しないで出世する方法 1967/9/5 TBS 遠藤淳

N01-18353 映画サロン 太陽のならず者 335 1967/9/12 TBS 遠藤淳

N01-18419 映画サロン 昼顔 1967/9/12 TBS 遠藤淳

N01-19766 映画サロン 昼顔 1967/9/12 TBS 遠藤淳

N01-18352 映画サロン 夕陽よ急げ 337 1967/9/26 TBS 遠藤淳

M005 N01-40102 映画のページ　平和の谷と子供たち 1958/8/28 TBS 双葉十三郎

N01-21539 栄光・歓喜・涙（仮） 準備稿 (?)/10/8 TBS 保富康午

N01-22395
栄光の放送四十年　高橋圭三涙と笑いの

人生
決定稿 (?)/5/30 TBS 保富康午、長束利博

デジタル
化（館
内）

N01-17160 曳航不能 佐々木倉吉の一番長い日 1969/6/21 NHK-FM 須藤出穂

N01-17161 曳航不能 佐々木倉吉の一番長い日 1969/6/21 NHK-FM 須藤出穂

N01-02196 英語屋さん 1963/6/14 NHK 椎名利夫

N01-02197 英語屋さん 1963/6/14 NHK 椎名利夫

N01-51249 エイトピーチェスショー (?)

M012 N01-40300 江川先生と五人の教え子 1955/2/2 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40301 江川先生と五人の教え子 1955/2/2 ラジオ東京 内村直也

N01-02579 駅鈴 1963/7/26 NHK 岸宏子

N01-21042 エクスラン スターヒットショー (?)/10/10 フジテレビ 保富康午

N01-21043 エクスラン スターヒットショー ―愛のクリスマス― (?)/12/19 フジテレビ 保富康午

N01-21044 エクスラン スターヒットショー ―舟木一夫とともに― (?)/12/12 フジテレビ 保富康午

N01-21045 エクスラン スターヒットショー 〝ひばりの歌絵巻〟 (?)/1/2 フジテレビ 保富康午

N01-21046 エクスラン スターヒットショー ―橋幸夫とともに― (?)/11/7 フジテレビ 保富康午

N01-22066 エクスラン スターヒットショー 石原裕次郎とともに (?)/10/17 フジテレビ 保富康午

N01-20008
エクスラン スターヒットショー ―三田明とと

もに―
(?)/10/10 フジテレビ 保富康午

N01-04149 絵姿女房 1953/11/23 日本テレビ 滝沢てるを

N01-14053 越前竹人形 1972/9/23 岸宏子

N01-22959
エッソ・ワールド・トピックス 8時です、いっ

てらっしゃい
(?)/3/3、4、6～

11
文化放送 水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-10790 江戸生艶気樺焼 1974/1/26
NHK第一放

送
須藤出穂

N01-08983 江戸川乱歩怪人二十面相 1～6 (?) NHK 佐々木守

N01-08984 江戸川乱歩怪人二十面相 7～12(終) (?) NHK 佐々木守

N01-13751 江戸の牙 悲哀・北から来た男（仮題） 決定稿 13 [1979/12/6] テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-24665 江戸の激斗 千羽鶴(仮題) 準備稿
[1979/5/31～

12/27]
フジテレビ 下飯坂菊馬

N01-50201 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 天を裂く 決定稿 2 (?) テレビ朝日 柴英三郎



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50202 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 天領に鷹が飛ぶ(仮題) 決定稿 3 (?) テレビ朝日 大工原正泰、胡桃哲

N01-50203 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 お鷹組誕生！ 決定稿 4 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-50204 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 鷹は飛ばなかった(仮題) 決定稿 5 (?) テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-50205 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 花嫁行列を追え(仮題) 決定稿 5 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-50206 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 鷹は飛ばなかった(仮題) 決定稿 5 (?) テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-15632 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 奥州路に鷹が舞う（仮題） 決定稿 7 [1980]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)
デジタル
化（館
内）

N01-50207 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 奥州路に鷹が舞う 決定稿 7 (?) テレビ朝日 津田幸於

N01-50208 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 危い、父さま！ 決定稿 8 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-50209 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 お鷹組を消せ!(仮題) 決定稿 9 (?) テレビ朝日 胡桃哲

N01-50210 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 大江戸の吸血鬼を斬れ!(仮題) 決定稿 10 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-50211 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 荒野の女豹(仮題) 決定稿 11 (?) テレビ朝日 胡桃哲

N01-50212 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 野良犬を斬れ(仮題) 決定稿 12 (?) テレビ朝日 猪又憲吾

N01-15633 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 傷だらけの男（仮題） 決定稿 13 [1980]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-50213 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 傷だらけの男 決定稿 13 (?) テレビ朝日 津田幸於

N01-50214 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 犬を抱いた娘 決定稿 14 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-15634 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 暗黒街の子連れ狼（仮題） 決定稿 20 [1980]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15635 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 地獄の関所破り（仮題） 決定稿 25 [1980]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-50215 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 秘境斑尾八人の尼僧 決定稿 29 (?) テレビ朝日 大野靖子

N01-50216 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 秘境斑尾八人の尼僧 決定稿 29 (?) テレビ朝日 大野靖子

N01-15636 江戸の鷹　御用部屋犯科帖 闇を裂く影（仮題） 決定稿 34 [1980]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-26459 江戸を斬る 2 (?) TBS 葉村彰子

N01-26460 江戸を斬る 3 (?) TBS 櫻井康裕

N01-26461 江戸を斬る 意外な目撃者 4 (?) TBS 葉村彰子

N01-15202 江戸を斬る　梓右近隠密帳 浪人非情 9 [1973]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15531 江戸を斬る　梓右近隠密帳 9 (?) TBS 津田幸夫

N01-26457 江戸を斬る 14 (?) TBS 葉村彰子

N01-15530 江戸を斬る　梓右近隠密帳 飛竜祈願 17 [1974/1/21] TBS 津田幸夫

N01-15532 江戸を斬る　梓右近隠密帳 飛竜祈願 17 (?) TBS 津田幸夫

N01-15533 江戸を斬る　梓右近隠密帳 飛竜祈願 改訂稿 17 (?) TBS 津田幸夫

N01-26456 江戸を斬る 18 (?) TBS 大西信行

N01-26458 江戸を斬る 23 (?) TBS 大西信行

N01-23893 江戸を斬る　第七部 3 (?) TBS 葉村彰子

N01-23901 江戸を斬る　第七部 4 (?) TBS 大西信行

N01-23900 江戸を斬る　第七部 11 (?) TBS 大西信行

N01-23897 江戸を斬る　第七部 16 (?) TBS 葉村彰子



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23902 江戸を斬る　第七部 連続殺人・藤の花の謎(仮題) 17 (?) TBS 石川孝人

N01-23894 江戸を斬る　第七部 19 (?) TBS 稲垣俊

N01-23904 江戸を斬る　第七部 20 (?) TBS 櫻井康裕

N01-23905 江戸を斬る　第七部 鬼が来る(仮題) 21 (?) TBS 葉村彰子

N01-23906 江戸を斬る　第七部 22 (?) TBS 葉村彰子

N01-23898 江戸を斬る　第七部 金四郎の母 24 (?) TBS 大西信行

N01-23899 江戸を斬る　第七部 長崎の仇は江戸で討つ(仮題) 25 (?) TBS 伊上勝

N01-23903 江戸を斬る　第七部 26 (?) TBS 稲垣俊

N01-23896 江戸を斬る　第七部 異聞・大当り千両籤！(仮題) 27 (?) TBS 葉村彰子

N01-23895 江戸を斬る　第七部 28 (?) TBS 葉村彰子

N01-05387 絵にもかけない美しさ 1963/7/30 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-00636 絵葉書は着きましたか？ VTR稿 1960/9/27 NHK 保富康午

N01-02555 絵筆のひと　上村松園 1961/5/18 NHK 岸宏子

N01-01019 選ばれた孤独 1959/7/8 北海道放送 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-01020 選ばれた孤独 1959/7/28 北海道放送 岩間芳樹

M058 N01-41292 エリ・チエミ・アワー ロマンス天使 4 20662
ニッポン放

送
高木史郎

平009 N01-45076 えり子とともに 1 1949/10/5 NHK 内村直也、森永(?)

平011 N01-45093 えり子とともに 2 1949/10/12 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平009 N01-45077 えり子とともに 3 (?)/10/19 NHK 内村直也、森永(?)

平009 N01-45078 えり子とともに 4 (?)/10/26 NHK 内村直也、森永(?)

平009 N01-45079 えり子とともに 4 (?)/10/26 NHK 内村直也、森永(?)

平010 N01-45080 えり子とともに 5 (?)/11/9 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平010 N01-45081 えり子とともに 5 (?)/11/9 NHK 内村直也

平010 N01-45082 えり子とともに 6 (?)/11/16 NHK 内村直也、森永(?)

平009 N01-45068 えり子とともに 7 1949/11/23 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平011 N01-45094 えり子とともに 8 (?)/11/30 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平011 N01-45095 えり子とともに 挿入台本 8 (?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45062 えり子とともに 9 [1949]/12/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平010 N01-45083 えり子とともに 9 [1949]/12/7 NHK 内村直也

平008 N01-45066 えり子とともに 10 (?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45064 えり子とともに 11 [1950]/12/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45065 えり子とともに 12 (?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45049 えり子とともに 1950/(?)/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平010 N01-45084 えり子とともに 13 (?)/1/4 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45043 えり子とともに 18 1950/2/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

平008 N01-45058 えり子とともに 19 1950/2/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45059 えり子とともに 23 1950/3/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45063 えり子とともに 24 1950/3/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45050 えり子とともに コロの死 25 1950/4/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平009 N01-45067 えり子とともに コロの死 25 1950/4/5 NHK 内村直也

平007 N01-45052 えり子とともに カスタード・プディング 26 1950/4/12 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45051 えり子とともに ある晴れた日に 27 1950/4/19 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45053 えり子とともに 親父銀行 28 1950/4/26 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45054 えり子とともに 親父銀行 28 1950/4/26 NHK 内村直也

平008 N01-45057 えり子とともに 劇場にて 29 1950/5/3 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45056 えり子とともに 母の日 30 1950/5/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45055 えり子とともに ある曇り日に 31 1950/5/17 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45027 えり子とともに 蓼科行 32 1950/5/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45022 えり子とともに グラジオラス 33 1950/5/31 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平010 N01-45089 えり子とともに 青年二人 34 1950/6/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平011 N01-45092 えり子とともに 青年二人 34 1950/6/7 NHK 内村直也

平005 N01-45023 えり子とともに 二人のために 36 1950/6/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45025 えり子とともに 二人のために 36 1950/6/21 NHK 内村直也

平005 N01-45024 えり子とともに えり子是非 37 1950/6/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45026 えり子とともに 三つの小夜曲 48 [1950]/(?)/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45031 えり子とともに 健児の病気 49 1950/6/20 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45030 えり子とともに 秋のこの美しい夜に 50 1950/9/27 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平009 N01-45074 えり子とともに 二人のピアノ 51 1950/10/4 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45032 えり子とともに 姉を待つ夜 52 1950/10/11 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平002 N01-45011 えり子とともに 星空のもと 53 1950/10/18 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45019 えり子とともに 青い薔薇 54 1950/10/25 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45021 えり子とともに ユーモレスク、メモアリ 56 1950/11/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45028 えり子とともに 口紅 57 1950/11/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45020 えり子とともに 郷愁のうた 59 [1950]/11/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平005 N01-45029 えり子とともに 間奏曲 1950/12/6 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45047 えり子とともに あたたかいマフラー 61 1950/12/13 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45048 えり子とともに 手紙 62 1950/12/20 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45046 えり子とともに 遅れたクリスマス 63 1950/12/27 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45041 えり子とともに 父と子と 64 1951/1/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平007 N01-45045 えり子とともに ウイスキー 65 1951/1/17 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）



「え」

箱番号 管理番号 タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

平007 N01-45044 えり子とともに 木枯の吹く道 66 [1951]/1/24 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45042 えり子とともに 結婚式 67 1951/1/31 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45040 えり子とともに 汽車で眠る 68 1951/2/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45039 えり子とともに 工場 69 1951/2/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45037 えり子とともに 三人の家 71 1951/2/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45038 えり子とともに 新しい友情 72 1951/3/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45035 えり子とともに 面影のひと 73 1951/3/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45033 えり子とともに 静かなる時に 74 1951/3/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45034 えり子とともに 結婚是非 74 1951/3/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平006 N01-45036 えり子とともに 結婚是非 74 1951/3/21 NHK 内村直也

平011 N01-45090 えり子とともに 1954/3/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平011 N01-45091 えり子とともに 1954/3/22 NHK 内村直也

N01-07770 絵をかく子供 1959/3/1 フジテレビ 狩野新

N01-05157 縁 1961/11/27 日本テレビ 松本昭典、井戸晶雄

N01-10143 怨歌・人生怨み節 スリラー・イン・Ｓ 1～5 (?) TBS 佐々木守

N01-22162 演歌一本勝負 男の涙 2 1968/11/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
竹本浩三、工藤忠義

N01-20425 演歌一本勝負 おんなの涙 3 1968/12/6 テレビ東京 工藤忠義

N01-21986 演歌一本勝負 ＜日本の涙＞ 7 1969/1/3 テレビ東京 保富康午

N01-21985 演歌一本勝負 ＜対決　涙の歌＞ 10 (?)/1/24 テレビ東京 保富康午

N01-21993 演歌一本勝負 ＜涙のクラブ＞ 12 (?)/2/7 テレビ東京 松原雅彦

N01-21992 演歌一本勝負 ＜女の泣く夜＞ 13 (?)/2/14 テレビ東京 加茂三七郎

N01-21991 演歌一本勝負 ＜男の歌＞ 14 (?)/2/21 テレビ東京 保富康午

N01-21990 演歌一本勝負 ＜夜のためいき＞ 15 (?)/2/28 テレビ東京 松原雅彦

N01-21989 演歌一本勝負 ＜夜の恋歌＞ 16 (?)/3/7 テレビ東京 松原雅彦

N01-21984 演歌一本勝負 ＜股旅仁義＞ 17 (?)/3/16 テレビ東京 保富康午

N01-21988 演歌一本勝負 ＜男の雪月花＞ (?)/6/8 テレビ東京 保富康午

N01-22132 炎歌の執念―八代亜紀― 1980/4/8 フジテレビ 保富康午

N01-01928 演芸アラカルト 決定稿 1964/3/29 NET 津田幸夫

N01-00556 厭世立志伝 5 1959/7/8 NHK 岡本功司

N01-12786 エンド・ゲーム 打合稿 (?) NHK-FM 津川泉

M030 N01-40702 煙突の見える場所 決定稿 3 (?)
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40198
鉛筆とザラ紙の記録①私はすまないことを

した
1958/9/1 NHK 内村直也

デジタル
化（館
内）

M008 N01-40199
鉛筆とザラ紙の記録　メエタア料金六七〇

円
1958/9/2 NHK 内村直也

デジタル
化（館
内）

M008 N01-40200 鉛筆とザラ紙の記録③蟻はやすまずに 1958/9/3 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40201 鉛筆とザラ紙の記録④甲府盆地 1958/9/4 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104219
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104219
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104219
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104219
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M008 N01-40202 鉛筆とザラ紙の記録⑤母の歴史 1958/9/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01163 ラジオ
織合〓錦（おあにしき）※（ころもへん＋留)

と(ころもへん＋娄(米の下に女))
1952/(?)/(?) NHK 折口信夫

デジタル
化（館
内）

N01-02521 ラジオ お伊勢参りむかしばなし 1960/2/3 NHK 岸宏子

平生原
稿002

N01-45256 テレビ 老いた馬 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-15794 ラジオ 老いたる素戔嗚尊 1969/1/5 NHK 中沢昭二

N01-11566 テレビ 追いつめる 巨大な獲物 決定稿 1 1968/2/15 フジテレビ 小川英

N01-12719 テレビ 追いつめる 罠対罠 決定稿 4 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 小川英、斯波一絵

N01-12720 テレビ 追いつめる 死者の証言 決定稿 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-12721 テレビ 追いつめる 終結のとき 決定稿 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-16290 テレビ 追いつめる 危険に賭けろ 決定稿 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-06256 ラジオ おいでやす 歌のお国めぐり・大阪編 1962/5/24 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-02495 ラジオ お犬さま 1959/5/6 NHK 岸宏子

N01-05153 テレビ 王国のブルース 1961/11/22 NHK 白坂依志夫
デジタル
化（館
内）

N01-02088 テレビ 黄金の椅子 西川鯉三郎 最終回 1960/3/29 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-26615 テレビ 黄金の日日 信長軍包囲 1 1978/1/8 NHK 市川森一

N01-51252 テレビ 黄金の日日 叡山焼打 12 1978/3/26 NHK 市川森一

N01-51253 テレビ 黄金の日日 安土城断面図 19 1978/5/14 NHK 市川森一

N01-51254 テレビ 黄金の日日 聖母昇天 20 1978/5/21 NHK 市川森一

N01-51255 テレビ 黄金の日日 摂津動乱 22 1978/6/4 NHK 市川森一

N01-51256 テレビ 黄金の日日 鳥取兵粮戦 24 1978/6/18 NHK 市川森一

N01-51257 テレビ 黄金の日日 本能寺の変 27 1978/7/9 NHK 市川森一

N01-51258 テレビ 黄金の日日 安土炎上 28 1978/7/16 NHK 市川森一

N01-11290 テレビ 黄金の日日 大洪水 34 1978/8/27 NHK 市川森一
デジタル
化（館
内）

N01-51259 テレビ 黄金の日日 切支丹禁令（仮） 36 1978/9/10 NHK 市川森一

N01-51260 テレビ 黄金の日日 呂宋壷(るそんつぼ) 38 1978/9/24 NHK 市川森一

N01-51261 テレビ 黄金の日日 偽国使 39 1978/10/1 NHK 市川森一

N01-51262 テレビ 黄金の日日 利休切腹 40 1978/10/8 NHK 市川森一

N01-51263 テレビ 黄金の日日 侵略者 41 1978/10/15 NHK 市川森一

N01-26611 テレビ 黄金の日日 堺炎上 51(終) 1978/12/24 NHK 市川森一

N01-04920 テレビ 王様と赤い風船 (?)/3/1 毎日放送 石浜恒夫

N01-04921 テレビ 王様と赤い風船 (?)/12/1 毎日放送 石浜恒夫

平011 N01-45097 ラジオ 王様と鸚鵡/おねむい王様
1946/12/22、

1954/3/6
NHK大阪中
央放送局

石浜恒夫

M019 N01-40469 テレビ 王様のピクニック 1955/5/8 NHK 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

平026B N01-45197 ラジオ 王様のピクニック 1952/5/5
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-16802 テレビ 王さん東遊記 5 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-16803 テレビ 王さん東遊記 5 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-16804 テレビ 王さん東遊記 5 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-12626 テレビ 王さん東遊記 15 1966/10/17 フジテレビ 花登筐
デジタル
化（館
内）
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N01-06396 ラジオ 王将 第一稿 1963/1/3 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-04354 ラジオ 往来人生 2 1959/10/31 朝日放送 茂木草介

N01-04350 ラジオ 往来人生 4 1959/11/14 朝日放送 茂木草介

N01-04351 ラジオ 往来人生 4 1959/11/14 朝日放送 茂木草介

N01-04349 ラジオ 往来人生 5 1959/11/21 朝日放送 茂木草介

N01-04353 ラジオ 往来人生 6 1959/11/28 朝日放送 茂木草介

N01-04316 ラジオ 往来人生 11 1960/1/2 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04315 ラジオ 往来人生 12 1960/1/9 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03334 ラジオ 往来人生 13 1960/1/16 朝日放送 茂木草介

N01-03335 ラジオ 往来人生 14 1960/1/23 朝日放送 茂木草介

N01-04348 ラジオ 往来人生 14 1960/1/23 朝日放送 茂木草介

N01-04327 ラジオ 往来人生 15 1960/1/30 朝日放送 茂木草介

N01-04328 ラジオ 往来人生 15 1960/1/30 朝日放送 茂木草介

N01-04326 ラジオ 往来人生 16 1960/2/6 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04325 ラジオ 往来人生 20 1960/3/5 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04355 ラジオ 往来人生 21 1960/3/12 朝日放送 茂木草介

N01-03336 ラジオ 往来人生 22 1960/3/19 朝日放送 茂木草介

N01-04317 ラジオ 往来人生 22 1960/3/19 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04347 ラジオ 往来人生 23 1960/3/26 朝日放送 茂木草介

N01-04352 ラジオ 往来人生 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-14031 ラジオ おえんさん 1965/3/29 NHK名古屋 岸宏子

N01-19777 テレビ おーい！太陽っ子 ひびけ！谷間の鼓笛 11 1973/8/6
福島テレビ

（制作）
遠藤淳

N01-19778 テレビ おーい！太陽っ子 ひびけ！谷間の鼓笛 11 1973/8/6
福島テレビ

（制作）
遠藤淳

N01-19779 テレビ おーい！太陽っ子 ひびけ！谷間の鼓笛 11 1973/8/6
福島テレビ

（制作）
遠藤淳

N01-13647 テレビ おーい幸福(仮題) 準備稿 1 [1969/7/28] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13648 テレビ おーい幸福 オーイ100万円! 決定稿 1 [1969/7/28] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13649 テレビ おーい幸福 オーイ感謝料! 2 [1969/8/4] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13650 テレビ おーい幸福 オーイ欠陥者! 3 [1969/8/11] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13651 テレビ おーい幸福 オーイどん感! 4 [1969/8/18] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13652 テレビ おーい幸福 5 [1969/8/25] 日本テレビ 杉本彰

N01-13653 テレビ おーい幸福 6 [1969/9/1] 日本テレビ 杉本彰

N01-26432 テレビ おーい幸福 6 1969/9/1 日本テレビ 杉本彰

N01-13654 テレビ おーい幸福 7 [1969/9/8] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13655 テレビ おーい幸福 準備稿 7 [1969/9/8] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13656 テレビ おーい幸福 オーイK.Oパンチ! 決定稿 7 [1969/9/8] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13657 テレビ おーい幸福 決定稿 8 [1969/9/15] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13658 テレビ おーい幸福 9 [1969/9/22] 日本テレビ 椎名利夫
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N01-13659 テレビ おーい幸福 決定稿 9 [1969/9/22] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13660 テレビ おーい幸福 決定稿 10 [1969/9/29] 日本テレビ 椎名利夫

N01-12465 テレビ 大いなる旅路 準備稿 17 (?)/7/23 日本テレビ 竹内進

N01-11543 テレビ 大江戸捜査網 消えた男を追え！！(仮題) 決定稿 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
服部一久

N01-16285 テレビ 大江戸捜査網 天狗を見た娘 57
[1972～

1973]/(?)/(?)

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
小川英、胡桃哲

N01-11395 テレビ 大江戸捜査網 峠に地獄の雨が降る 60 (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11396 テレビ 大江戸捜査網 小指を失った男 88
[1971～

1973]/(?)/(?)
テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11397 テレビ 大江戸捜査網 御神火太鼓に男が燃える 97
[1971～

1973]/(?)/(?)
テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11398 テレビ 大江戸捜査網 天狗の館が燃えた 107 (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11399 テレビ 大江戸捜査網 大江戸を火の海に 改訂稿 122 (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11400 テレビ 大江戸捜査網 大江戸を火の海に 決定稿 122 (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11401 テレビ 大江戸捜査網 鬼と仏とマリア様 126 (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-16286 テレビ 大江戸捜査網 真っ赤な猫が火を招く（仮題） 131
[1974～

1979]/(?)/(?)

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
池田一朗、小川英

N01-11402 テレビ 大江戸捜査網 夜の鳥は恋に鳴く（仮題） 132 (?) テレビ東京 長野洋、小川英

N01-11403 テレビ 大江戸捜査網 江戸城八孔 134 (?) テレビ東京 池田一朗、小川英

N01-11404 テレビ 大江戸捜査網 放蕩息子が生命を賭けた！ 決定稿 135 (?) テレビ東京 中野顕彰、小川英

N01-11405 テレビ 大江戸捜査網 松ぼっくり危機一髪 137 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-13434 テレビ 大江戸捜査網 侍無残 142 (?) テレビ東京 小川英、四十物光男

N01-13435 テレビ 大江戸捜査網 闇に咲いた真紅の花 148 (?) テレビ東京 小川英、茶木克彰

N01-13436 テレビ 大江戸捜査網 目撃者を追え！ 153 (?) テレビ東京 小川英、茶木克彰

N01-13437 テレビ 大江戸捜査網 さまよえる獅子たち 158 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-13438 テレビ 大江戸捜査網 闇の中のめぐり合い 決定稿 160 (?) テレビ東京 山本英明、小川英

N01-13439 テレビ 大江戸捜査網 瓦版武士道 決定稿 163 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-15229 テレビ 大江戸捜査網 女の肌に竜が泣く 決定稿 166 [1974/11/9]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13440 テレビ 大江戸捜査網 泥棒隠密 決定稿 167 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-13441 テレビ 大江戸捜査網 大盗賊を追いつめろ！ 決定稿 171 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-13442 テレビ 大江戸捜査網 大盗賊を追いつめろ！ 決定稿 171 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-15230 テレビ 大江戸捜査網 黒絵馬の女(仮題) 決定稿 173 [1974]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-15292 テレビ 大江戸捜査網 殺し屋がやってきた 179 1975/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫

N01-13443 テレビ 大江戸捜査網 謎の狙撃者 186 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-13444 テレビ 大江戸捜査網 邪悪の宴 194 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-13445 テレビ 大江戸捜査網 華麗なる復讐 決定稿 200 (?) テレビ東京 胡桃哲、小川英

N01-15231 テレビ 大江戸捜査網 傷だらけの挽歌 決定稿 206 [1975]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-15293 テレビ 大江戸捜査網 あやめ河岸の女 218 1975/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-24206 テレビ 大江戸捜査網 男が涙を流す時 297 (?) 胡桃哲、中野顕彰

N01-11765 テレビ 大江戸捜査網 若き狼たちの群れ 302 (?) テレビ東京 山浦弘靖

N01-10898 テレビ 大江戸捜査網 春風に夫婦節を聞いた（仮題） 決定稿 329 (?) テレビ東京 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）
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N01-10899 テレビ 大江戸捜査網 隠密同心・大逆転！！（仮題） 決定稿 331 (?) テレビ東京 山崎巌

N01-11392 テレビ 大江戸捜査網　アンタッチャブル 音無しの吉兵衛始末 (?) テレビ東京 小川英、中野顕彰

N01-11393 テレビ 大江戸捜査網　アンタッチャブル 侵されざる者（仮題） (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-11394 テレビ 大江戸捜査網　アンタッチャブル 裏切者は消せ！ (?) テレビ東京 小川英、胡桃哲

N01-03215 テレビ 大江戸の鷹 浜町の火薬(前編) 決定稿 1 1960/1/16 KRT 窪田篤人

N01-15133 テレビ 大岡越前 折鶴ちらし(仮題) 1970/(?)/(?) TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15471 テレビ 大岡越前 通りゃんせ [1978]/(?)/(?) TBS 津田幸夫(津田幸於)

N01-15472 テレビ 大岡越前 [1978]/(?)/(?) TBS 津田幸夫(津田幸於)、葉村彰子

N01-15473 テレビ 大岡越前 仇討幽霊 (?) TBS 津田幸夫

N01-15474 テレビ 大岡越前 大江戸五月晴れ (?) TBS 津田幸夫

N01-15475 テレビ 大岡越前 目撃者(仮題) (?) TBS 津田幸夫

N01-15476 テレビ 大岡越前 目撃者(仮題) (?) TBS 津田幸夫

N01-15477 テレビ 大岡越前 纏女房 (?) TBS 津田幸夫

N01-15480 テレビ 大岡越前 鬼面夜叉 [1970/5/11] TBS 津田幸夫

N01-15483 テレビ 大岡越前 折鶴変化(仮題) (?) TBS 津田幸夫

N01-15485 テレビ 大岡越前 目撃者(仮題) (?) TBS 津田幸夫

N01-24478 テレビ 大岡越前 地獄の使者（仮題） (?) TBS 宮川一郎

N01-24479 テレビ 大岡越前 (?) TBS 宮川一郎

N01-24480 テレビ 大岡越前 左門とおみの（仮題） (?) TBS 宮川一郎

N01-24481 テレビ 大岡越前 裁かれる越前 (?) TBS 宮川一郎

N01-15481 テレビ 大岡越前 謎の父子鶴 3 [1970/3/30] TBS 津田幸夫

N01-15484 テレビ 大岡越前 謎の父子鶴 3 [1970/3/30] TBS 津田幸夫

N01-24476 テレビ 大岡越前 忠相消失(仮題) 4 (?) TBS 宮川一郎

N01-26434 テレビ 大岡越前 吉宗暗殺！(仮題) 5 (?) TBS 津田幸夫

N01-24477 テレビ 大岡越前 6 (?) TBS 宮川一郎

N01-15479 テレビ 大岡越前 脅迫者(仮題) 10 (?) TBS 津田幸夫

N01-15482 テレビ 大岡越前 牢払い(仮題) 12 (?) TBS 津田幸夫

N01-15470 テレビ 大岡越前 謀殺(仮題) 14 (?) TBS 津田幸夫(津田幸於)

N01-15478 テレビ 大岡越前 人情の罠(仮題) 17 (?) TBS 津田幸夫

N01-15469 テレビ 大岡越前 父と子 19 (?) TBS 津田幸夫

N01-23853 テレビ 大岡越前 21 (?) TBS 稲垣俊

N01-23868 テレビ 大岡越前　第十部 1 (?) TBS 葉村彰子

N01-23866 テレビ 大岡越前　第十部 3 (?) TBS 大西信行

N01-23871 テレビ 大岡越前　第十部 4 (?) TBS 大西信行

N01-23861 テレビ 大岡越前　第十部 5 (?) TBS 大西信行

N01-23860 テレビ 大岡越前　第十部 6 (?) TBS 芦沢俊郎

N01-23874 テレビ 大岡越前　第十部 7 (?) TBS 大西信行
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N01-23856 テレビ 大岡越前　第十部 8 (?) TBS 大西信行

N01-23863 テレビ 大岡越前　第十部 8 (?) TBS 石川孝人

N01-23867 テレビ 大岡越前　第十部 9 (?) TBS 田上雄

N01-23857 テレビ 大岡越前　第十部 10 (?) TBS 芦沢俊郎

N01-23855 テレビ 大岡越前　第十部 11 (?) TBS 芦沢俊郎

N01-23872 テレビ 大岡越前　第十部 12 (?) TBS 田上雄

N01-23870 テレビ 大岡越前　第十部 13 (?) TBS 石川孝人

N01-23865 テレビ 大岡越前　第十部 14 (?) TBS 大西信行

N01-23859 テレビ 大岡越前　第十部 15 (?) TBS 芦沢俊郎

N01-23875 テレビ 大岡越前　第十部 16 (?) TBS 大西信行

N01-23869 テレビ 大岡越前　第十部 19 (?) TBS 葉村彰子

N01-23858 テレビ 大岡越前　第十部 20 (?) TBS 芦沢俊郎

N01-23873 テレビ 大岡越前　第十部 21 (?) TBS 大西信行

N01-23864 テレビ 大岡越前　第十部 23 (?) TBS 芦沢俊郎

N01-23862 テレビ 大岡越前　第十部 24 (?) TBS 大西信行

N01-23876 テレビ 大岡越前　第十部 26 (?) TBS 葉村彰子

N01-23877 テレビ 大岡越前　第十部 27(終) (?) TBS 葉村彰子

N01-23878 テレビ 大岡越前　第十一部 7 (?) TBS 櫻井康裕

N01-23879 テレビ 大岡越前　第十一部 10 (?) TBS 土橋成男

N01-23880 テレビ 大岡越前　第十四部 2 (?) TBS 山内鉄也、葉村彰子

N01-23881 テレビ 大岡越前　第十四部 3 (?) TBS 大西信行

N01-23882 テレビ 大岡越前　第十四部 4 (?) TBS 山内鉄也

N01-23883 テレビ 大岡越前　第十四部 5 (?) TBS 大西信行

N01-23884 テレビ 大岡越前　第十四部 6 (?) TBS 吉田剛

N01-23885 テレビ 大岡越前　第十四部 7 (?) TBS 吉田剛

N01-23886 テレビ 大岡越前　第十四部 11 (?) TBS 大西信行

N01-23887 テレビ 大岡越前　第十四部 12 (?) TBS 中村勝行

N01-23888 テレビ 大岡越前　第十四部 14 (?) TBS 田口耕三

N01-23889 テレビ 大岡越前　第十四部 18 (?) TBS 田口耕三

N01-23891 テレビ 大岡越前　第十五部 2 (?) TBS 大西信行

N01-23890 テレビ 大岡越前　第十五部 1 (?) TBS 井上泰治

N01-23892 テレビ 大岡越前　第十五部 5 (?) TBS 井上泰治

N01-16966 テレビ 大岡越前　第五部 7 1978/(?)/(?) TBS 加藤泰

N01-23854 テレビ 大岡越前　第六部 29 (?) TBS 櫻井康裕

N01-14157 テレビ 大岡政談 池田大助捕物帳 文殊の鏡 14 24296 NHK 川崎九越

N01-14158 テレビ 大岡政談 池田大助捕物帳 火中の娘 打合稿 (?) NHK 高岩肇

N01-12133 テレビ 大奥 第三の正室（仮題） 45 1969/2/8 関西テレビ 高岩肇、宮川一郎
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N01-12134 テレビ 大奥 疑惑の局（仮題） 46 1969/2/15 関西テレビ 高岩肇、宮川一郎

平生原
稿004

N01-45271 資料 狼/魔除けの指輪/題名未記入 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-04136 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ 1 1976/9/22 NHK 横田弘行

N01-03855 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ 打合稿 1 1976/9/22 NHK 横田弘行

N01-08571 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ 打合稿 1 1976/9/22 NHK 横田弘行

N01-03866 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ VTR稿 1 1976/9/22 NHK 横田弘行

N01-04132 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ VTR稿 1 1976/9/22 NHK 横田弘行

N01-03856 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ 打合稿 2 1976/9/29 NHK 横田弘行

N01-08570 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ 打合稿 2 1976/9/29 NHK 横田弘行

N01-03864 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ VTR稿 2 1976/9/29 NHK 横田弘行

N01-04137 テレビ おおかみと七ひきのこやぎ VTR稿 2 1976/9/29 NHK 横田弘行

N01-16708 テレビ 狼無頼控 鬼ヶ峠のつむじ風 [1973]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
浅井昭三郎、永原秀一

N01-20662 テレビ
大きな子供と小さな大人―戦争を知らない

子らの戦後史―
第一稿 1971/8/17 日本テレビ 多村映美

N01-03482 テレビ 大阪の鴎 1963/(?)/(?) 茂木草介

N01-04991 テレビ 大阪の鳩 (?)/4/1 毎日放送 石浜恒夫

N01-04330 資料 大阪フーテン物語 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-13946 ラジオ 仰せとあらばどこまでも (?) NHK名古屋 岸宏子

N01-12167 ラジオ 大つごもり 1968/12/29 NHK 久保田万太郎
デジタル
化（館
内）

N01-17065 テレビ 大津事件 未定稿 1972/2/21 NET 深沢一夫

N01-00957 テレビ 大戸保家 改訂稿 1961/4/22 TBS 永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-05382 ラジオ 大森彦七 1963/5/21 NHK 池波正太郎
デジタル
化（館
内）

N01-21540 テレビ オールスター　歌とゲームで大合戦 (?)/3/23 フジテレビ 保富康午

N01-21542 テレビ オールスター　夏の紅白歌合戦
決定稿　カット

割り台本
(?) フジテレビ 大倉徹也

N01-19886 テレビ オールスター！ものまね王座決定戦！ 1973/11/6 フジテレビ 保富康午

N01-20575 テレビ オールスター90分100曲勝負！！ 第一稿 (?)/3/26 フジテレビ 河村シゲル

N01-23009 テレビ オールスター歌うクラウン！！ 1970/1/1 日本テレビ 新倉イワオ

N01-19907 テレビ オールスター歌とドラマで大ハッスル (?)/2/3 フジテレビ

N01-19974 テレビ オールスター歌にドラマに大ハッスル 節分　なつメロ大特集 1972/2/3 フジテレビ 保富康午

N01-19887 テレビ オールスター歌にドラマに大ハッスル！ 1972/2/3 フジテレビ 保富康午

N01-20667 テレビ オールスター歌の饗宴！紅白新年会 1975/1/5 フジテレビ 塚田茂、玉井冽、宮田和美

N01-22055 テレビ オールスター歌の大祭典 第14回チャリティーショウ 1976/12/18 TBS 保富康午

N01-22152 テレビ オールスター歌の大祭典 1976/12/18 保富康午

N01-23041 テレビ オールスター家族対抗歌合戦 80 (?)/4/14 フジテレビ 塚田茂、柴田昭

N01-23042 テレビ オールスター家族対抗歌合戦 決定稿 377 1980/2/10 フジテレビ 塚田茂、柴田昭

N01-23043 テレビ オールスター家族対抗歌合戦 がんばれ！父さん大会 決定稿 394 29021 フジテレビ 塚田茂、柴田昭

N01-19925 テレビ オールスター紅白大運動会 決定稿 (?)/11/4、11 フジテレビ
河野洋、井上ひさし、田村隆、堀俊

彦

N01-20921 テレビ
オールスター古賀メロディーを歌う＜古賀

政男45周年を祝う会＞
スタッフ稿 1972/12/5 TBS 保富康午

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104237
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104237
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104237
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104237


「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-19737 テレビ オールスター新春大勝負 1973/1/3 フジテレビ 奥山侊伸、高山ゆう子

N01-19763 テレビ オールスター世紀の祭典 (?) フジテレビ

N01-19991 テレビ オールスター戦後歌謡ヒットメロディ 決定稿 (?)/3/25 TBS スタッフ東京、高田文夫、松岡孝

N01-20646 テレビ オールスター夏の紅白歌合戦
決定稿。カット

割台本
(?) フジテレビ 大倉徹也

N01-20669 テレビ オールスター夏の紅白歌合戦 1973/7/3 フジテレビ 塚田茂、玉井冽

N01-20675 テレビ オールスター夏の紅白歌合戦 (?)/7/6 フジテレビ 塚田茂、前川宏司

N01-20676 テレビ オールスター夏の紅白歌合戦 第一稿 5 (?)/8/13 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-23651 テレビ オールスター夏の紅白歌合戦 (?)/8/5 フジテレビ 塚田茂、下山啓

N01-06680 テレビ オールスター夏の女王コンテスト 第一稿 1963/8/12 TBS 前川宏司、今村清

N01-20643 テレビ オールスターなつメロ紅白歌合戦 決定稿 (?)/7/9 フジテレビ 保富康午

N01-21775 テレビ オールスターなつメロ紅白歌合戦 第一稿 (?)/7/10 フジテレビ 保富康午

N01-18134 テレビ
オールスター日本大ばく進―おめでとう昭

和51年―
1976/1/2 フジテレビ 野村六助、前川宏司

N01-18135 テレビ
オールスター日本大ばく進―おめでとう昭

和51年―
第一稿 1976/1/2 フジテレビ 野村六助、前川宏司

N01-21523 テレビ オールスター納涼バラエティ（仮題） (?)/[7/25] フジテレビ 前川宏司

N01-22115 テレビ オールスター初恋談義 2 (?)/5/1 フジテレビ 岩間芳樹

N01-20683 テレビ オールスター服部メロディに挑戦！ 第一稿 (?)/4/15 TBS
保富康午、大倉徹也、前川宏司、桃

川弘、今村清

N01-21932 テレビ オールスター服部メロディに挑戦！ 決定稿 [1973]/4/15 TBS 保富康午

N01-21933 テレビ オールスター服部メロディに挑戦！ 第一稿 [1973]/4/15 TBS
保富康午、大倉徹也、前川宏司、桃

川弘、今村清

N01-21847 テレビ オールスタービッグ歌謡フェスティバル 第2部 第2稿 (?)/4/14 TBS 保富康午

N01-22167 テレビ オールスタービッグ歌謡フェスティバル 第1部 準備稿 (?) TBS 保富康午

N01-22143 テレビ オールスター夜のグランプリ 発表！全国有線放送大賞 1971/11/25 フジテレビ 保富康午

N01-21521 テレビ オールスター夜の大行進 1971/6/8 フジテレビ 保富康午

N01-19879 テレビ
オールスター夜の大行進！＜有線放送大

賞第一次発表＞
(?)/[6/29] フジテレビ 保富康午

N01-20715 テレビ オールスターリサイタル合戦 小柳ルミ子の巻 第二稿 (?) TBS 高田文夫

N01-20686 テレビ
オールスターリサイタル合戦　あのねのね

リサイタル
第一稿 (?)/9/2 TBS 田村隆

N01-20684 テレビ
オールスターリサイタル合戦　堺正章リサ

イタル
準備稿 (?)/9/2 TBS 日名子政明

N01-20713 テレビ
オールスターリサイタル合戦　ちあきなお

みリサイタル
改訂稿 (?)/9/2 TBS 松原史明

N01-24729 ラジオ オールナイト・ニッポン カーフェリー・コンサート 1977/7/20
ニッポン放

送

デジタル
化（館
内）

N01-00153 テレビ おかあさん 美しい名前(仮題) 準備稿 1962/4/19 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-05945 テレビ おかあさん 不愉快な旅（仮題） (?) TBS 遠藤啄郎
デジタル
化（館
内）

N01-08395 テレビ おかあさん 女下駄 改訂稿 1964/4/9 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-24245 テレビ おかあさん 少年と大人の間 (?) TBS 佐々木年重
デジタル
化（館
内）

N01-24246 テレビ おかあさん 夕映え(仮題) 準備稿 (?) TBS 大藪郁子
デジタル
化（館
内）

N01-24564 テレビ おかあさん 朝子よりあなたへ (?) TBS 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-51138 テレビ おかあさん 母の知らない… スタッフ決定稿 1961/5/18 TBS ふじたあさや

N01-00306 テレビ おかあさん 17才の息子 25 1961/6/8 TBS 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00307 テレビ おかあさん 17才の息子 25 1961/6/8 TBS 内村直也
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N01-00154 テレビ おかあさん 春のクリスマス 62 1960/3/24 KRT 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00041 テレビ おかあさん 赤いサラファン 71 22062 KRT 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00040 テレビ おかあさん 日展不出品作 90 1960/10/6 KRT 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00302 テレビ おかあさん もう一人のひと 96 1960/11/17 KRT 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00303 テレビ おかあさん もう一人のひと 96 1960/11/17 KRT 内村直也

N01-00061 テレビ おかあさん 赤とんぼの歌 97 1960/11/24 KRT 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00042 テレビ おかあさん 110 1961/2/23 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00151 テレビ おかあさん 110 1961/2/23 TBS 光畑碩郎

N01-00304 テレビ おかあさん 女の研究 115 1961/3/30 TBS 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00305 テレビ おかあさん 女の研究 115 1961/3/30 TBS 内村直也

N01-04506 テレビ おかあさん 母の知らない… 改訂稿 122 1961/5/18 TBS ふじたあさや
デジタル
化（館
内）

N01-04507 テレビ おかあさん 母の知らない… 第一稿 122 1961/5/18 TBS ふじたあさや

N01-04508 テレビ おかあさん 母の知らない… スタッフ決定稿 122 1961/5/18 TBS ふじたあさや

N01-04509 テレビ おかあさん 母の知らない… スタッフ決定稿 122 1961/5/18 TBS ふじたあさや

N01-00039 テレビ おかあさん 銀座伝説 第一稿 136 1961/8/24 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00156 テレビ おかあさん 淡くかなしきもののふる 150 1961/(?)/(?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00152 テレビ おかあさん 女客 第一稿 190 1962/9/13 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00155 テレビ おかあさん 女客 第一稿 190 1962/9/13 TBS 光畑碩郎

N01-24247 テレビ おかあさん
世の中におふくろ程のふしあ

わせ
第一稿 214 (?)/2/28 TBS 岡田光治

デジタル
化（館
内）

N01-24248 テレビ おかあさん 浩子､帰って来ておくれ､母 決定稿 214 (?)/2/28 TBS 岡田光治
デジタル
化（館
内）

N01-08469 テレビ おかあさん 春雷 218 1963/3/28 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15310 テレビ おかあさん 春雷 218 (?)/3/28 TBS 津田幸夫

N01-17209 テレビ おかあさん 春雷 218 (?)/3/28 TBS 津田幸夫

N01-05029 テレビ おかあさん
眠れ眠れ幼き魂―終戦の日

に寄せて―
決定稿 237 1963/8/15 TBS 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06213 テレビ おかあさん 眠れ眠れ幼き魂 237 1963/8/15 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-24249 テレビ おかあさん 母になる日 262 (?)/2/6 TBS 中山隆三
デジタル
化（館
内）

N01-15339 テレビ おかあさん 千代の帰郷 第一稿 282 [1964]/6/25 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-03439 テレビ おかあさん 日本のマザア・グウス 299 [1964]/10/29 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24250 テレビ おかあさん 切れた糸 第一稿 313 (?)/2/11 TBS 高橋玄洋
デジタル
化（館
内）

N01-03440 テレビ おかあさん せんせい 改訂稿 320 [1965]/4/1 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-03438 テレビ おかあさん 母の伝説 決定稿 350 [1965]/10/28 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24555 テレビ おかあさん ロザリオの夢 387 [1966]/7/14 TBS 永来重明
デジタル
化（館
内）

N01-01129 テレビ おかあさん 母の夢うるわしく 388 1966/7/21 TBS 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-24556 テレビ おかあさん 母の夢うるわしく 388 1966/7/21 TBS 秋元松代

N01-24557 テレビ おかあさん ガラスのように 406 [1966]/11/24 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24558 テレビ おかあさん 雨は天から 414 [1967]/1/19 TBS 田村孟
デジタル
化（館
内）

N01-24559 テレビ おかあさん 雲のなかに… 415 [1967]/1/26 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）
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N01-24560 テレビ おかあさん クコ茶はいかが？ 416 [1967]/2/2 TBS 安倍徹郎
デジタル
化（館
内）

N01-24561 テレビ おかあさん 鶴 416 [1967]/2/2 TBS 宮本研
デジタル
化（館
内）

N01-24562 テレビ おかあさん 白い春 428 1967/4/27 TBS 山田正弘
デジタル
化（館
内）

N01-24563 テレビ おかあさん 北の河 434 1967/6/8 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-26623 テレビ お母さん 勲章(ろまん灯籠) 1960/(?)/(?) KRT 光畑碩郎

M036 N01-40813 テレビ お母さん ママの大旅行 7 1958/10/13 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-26510 テレビ お母さん 去りゆく日 13 21513 KRT、OTV 吉田みき

M036 N01-40811 テレビ お母さん 信号機 15 1958/12/8 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-15160 テレビ おかあさん女下駄 1964/4/9 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-08729 テレビ おかあさんといっしょ てをつなごう 1972/5/27 NHK 横田弘行

N01-08730 テレビ おかあさんといっしょ てをつなごう 1972/4/29 NHK 横田弘行

N01-18048 テレビ おかあさんといっしょ
てをつなごう　フラワーセン

ター大船植物園で
1972/4/29 NHK 横田弘行

N01-18049 テレビ おかあさんといっしょ
てをつなごう　フラワーセン

ター大船植物園で
1972/4/29 NHK 横田弘行

N01-18050 テレビ おかあさんといっしょ
てをつなごう　フラワーセン

ター大船植物園で
1972/4/29 NHK 横田弘行

N01-18051 テレビ おかあさんといっしょ てをつなごう　三浦海岸で 1972/5/27 NHK 横田弘行

N01-22906 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　ボクは大

学生
1974/11/14 NHK 水原明人

N01-22907 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　風と子ども

たち
1974/11/7 NHK 水原明人

N01-22908 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/5/22 NHK 水原明人

N01-22909 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/10/9 NHK 水原明人

N01-22910 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　ふたりばか

ま
1975/1/9 NHK 水原明人

N01-22911 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　春の来な

い庭②
1974/5/23 NHK 水原明人

N01-22912 テレビ おかあさんといっしょ 天狗のくれたかくれみの 1975/1/16 NHK 水原明人

N01-22913 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　春の来な

い庭②
1974/5/9 NHK 水原明人

N01-22914 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 1975/5/15 NHK 水原明人

N01-22915 テレビ おかあさんといっしょ いちにのさんにん 1974/10/10 NHK 水原明人

N01-22916 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　カメのハイ

キング
1974/7/4 NHK 水原明人

N01-22917 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　タール人

形
1974/8/29 NHK 水原明人

N01-22918 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　きき耳ずき

ん
1974/10/3 NHK 水原明人

N01-22919 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　タール人

形
1974/8/29 NHK 水原明人

N01-22920 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　春の来な

い庭①
1974/5/16 NHK 水原明人

N01-22921 テレビ おかあさんといっしょ 1974/7/4 NHK 水原明人

N01-22922 テレビ おかあさんといっしょ
いちにのさんにん　いたずらな

キツネ
1974/6/13 NHK 水原明人

N01-22923 テレビ おかあさんといっしょ いちにのさんにん 1975/3/6 NHK 水原明人

N01-22924 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 1975/5/22 NHK 水原明人

N01-22925 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1976/1/8 NHK 水原明人

N01-22926 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/12/11 NHK 水原明人

N01-22927 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/5/8 NHK 水原明人
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N01-22928 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 打合稿 1975/11/13 NHK 水原明人

N01-22929 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/5/8 NHK 水原明人

N01-22930 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 打合稿 1976/1/8 NHK 水原明人

N01-22931 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/5/15 NHK 水原明人

N01-22932 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/11/20 NHK 水原明人

N01-22933 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/5/29 NHK 水原明人

N01-22934 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/7/3 NHK 水原明人

N01-22935 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1975/10/2 NHK 水原明人

N01-22936 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 決定稿 1976/2/12 NHK 水原明人

N01-22937 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 打合稿 1975/11/13 NHK 水原明人

N01-22938 テレビ おかあさんといっしょ いそがしおじさん 1975/5/8 NHK 水原明人

N01-22939 テレビ おかあさんといっしょ 1976/6/18 NHK 水原明人

N01-22940 テレビ おかあさんといっしょ 決定稿 1976/6/9 NHK 水原明人

N01-22941 テレビ おかあさんといっしょ 決定稿 1976/6/10 NHK 水原明人

N01-01653 テレビ おかあさんと鉄棒 打合稿 1963/6/23 NHK 横田弘行

N01-01655 テレビ おかあさんと鉄棒 決定稿 1963/6/23 NHK 横田弘行

N01-02462 ラジオ お母さんの童話
佐渡の弾三郎、四つの銀杏の

実、水晶山の熊
1956/3/28 NHK 岸宏子

N01-12395 資料 おかしな言葉集(すかぶら大将) (?)

N01-10449 資料 おかしな人々 (?) 茂木草介

N01-11353 テレビ おかしな夫婦 決定稿 1 [1971]/10/7 フジテレビ 小幡欣治

N01-11456 テレビ おかしな夫婦 決定稿 2 [1971]/10/14 フジテレビ 小幡欣治

N01-11457 テレビ おかしな夫婦 決定稿 3 [1971]/10/21 フジテレビ 小幡欣治

N01-11458 テレビ おかしな夫婦 4 [1971]/10/28 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-11357 テレビ おかしな夫婦 5 [1971]/11/4 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-11459 テレビ おかしな夫婦 5 [1971]/11/4 フジテレビ

N01-11460 テレビ おかしな夫婦 カット割り稿 6 [1971]/11/11 フジテレビ 稲葉明子

N01-11461 テレビ おかしな夫婦 7 [1971]/11/18 フジテレビ 小幡欣治

N01-11462 テレビ おかしな夫婦 8 [1971]/11/25 フジテレビ 小幡欣治

N01-11463 テレビ おかしな夫婦 おらの新婚 9 [1971]/12/2 フジテレビ 稲葉明子

N01-11347 テレビ おかしな夫婦 海のむこうへの夢 10 [1971]/12/9 フジテレビ 高橋正圀

N01-11346 テレビ おかしな夫婦 もぐらの新居 11 [1971]/12/16 フジテレビ 小幡欣治

N01-11345 テレビ おかしな夫婦 分冊 12 [1971/12/23] フジテレビ 小幡欣治

N01-11360 テレビ おかしな夫婦 12 [1971]/12/23 フジテレビ 小幡欣治

N01-11359 テレビ おかしな夫婦 13 [1971]/12/30 フジテレビ 小幡欣治

N01-11351 テレビ おかしな夫婦 ああ夫婦 第一稿 14 [1972]/1/6 フジテレビ 稲葉明子

N01-11352 テレビ おかしな夫婦 14 [1972]/1/6 フジテレビ 稲葉明子

N01-11348 テレビ おかしな夫婦 決定稿 15 [1972]/1/13 フジテレビ 稲葉明子
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N01-11356 テレビ おかしな夫婦 御手洗観音の巻 16 [1972]/1/20 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-11355 テレビ おかしな夫婦 五郎の鯉 17 [1972]/1/27 フジテレビ 小幡欣治

N01-11349 テレビ おかしな夫婦 おがちゃの涙 18 [1972]/2/3 フジテレビ 稲葉明子

N01-11344 テレビ おかしな夫婦 ふるさとは遠きにありて 19 [1972]/2/10 フジテレビ 稲葉明子

N01-11350 テレビ おかしな夫婦 二人の男 19 [1972]/2/10 フジテレビ 稲葉明子

N01-11354 テレビ おかしな夫婦 屋根の下の太陽 20 [1972]/2/17 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-11358 テレビ おかしな夫婦 屋根の下の太陽 20 [1972]/2/17 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-11464 テレビ おかしな夫婦 21 [1972]/2/24 フジテレビ 小幡欣治

N01-11465 テレビ おかしな夫婦 22 [1972]/3/2 フジテレビ 小幡欣治

N01-11466 テレビ おかしな夫婦 23 [1972]/3/9 フジテレビ 稲葉明子

N01-11467 テレビ おかしな夫婦 帰京の夢 24 [1972]/3/16 フジテレビ 稲葉明子

N01-11468 テレビ おかしな夫婦 25 [1972]/3/23 フジテレビ 小幡欣治

N01-11469 テレビ おかしな夫婦 26(終) [1972]/3/30 フジテレビ 小幡欣治

N01-22973 ラジオ 岡田可愛です　お先に失礼 (?)/6/29～7/11 TBS

N01-22994 ラジオ 岡田可愛です おさきに失礼
(?)/5/18～23、

25～30
TBSラジオ 水原明人

N01-19668 ラジオ 岡田可愛です　お先に失礼 (?)/7/13～25 TBS

N01-19669 ラジオ 岡田可愛です　お先に失礼 (?)/6/29～7/11 TBS

N01-19670 ラジオ 岡田可愛です　お先に失礼 (?)/6/1～13 TBS 水原明人

N01-01906 テレビ お勝手の花嫁 1961/9/24 NET 津田幸夫

N01-01907 テレビ お勝手の花嫁 1961/9/24 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01916 テレビ お勝手の花嫁 1961/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01917 テレビ お勝手の花嫁 準備稿 1961/[10/15] NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01918 テレビ お勝手の花嫁 準備稿 1961/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-50217 テレビ 岡っ引どぶ パイロット版 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50218 テレビ 岡っ引どぶ 初春に来た男 1 26300 関西テレビ 大野靖子

N01-51410 テレビ 岡っ引どぶ パイロット版 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50219 テレビ 岡っ引どぶ 獄門首に陽が昇る 2 26307 関西テレビ 大野靖子

N01-50220 テレビ 岡っ引どぶ 女郎格子に星が降る 3 26314 関西テレビ 大野靖子

N01-50221 テレビ 岡っ引どぶ 水戸様ご用心 4 26321 関西テレビ 大野靖子

N01-50222 テレビ 岡っ引どぶ 左門を狙え 17 26412 関西テレビ 大野靖子

N01-50223 テレビ 岡っ引どぶ 女を探せ 18 26419 関西テレビ 大野靖子

N01-50224 資料 岡っ引どぶ (?) 朝日放送 大野靖子

N01-08990 テレビ お金がこわい！ 6 (?)/6/9 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09019 テレビ お金がこわい！ 8 (?)/6/23 TBS 佐々木守

N01-08992 テレビ お金がこわい！ 決定稿 13 (?)/7/28 TBS 早坂暁、佐々木守

平016 N01-45124 ラジオ 丘は花ざかり 1 [1952]/7/1 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45129 ラジオ 丘は花ざかり 2 [1952]/7/8 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）
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平016 N01-45127 ラジオ 丘は花ざかり 3 [1952]/(?)/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45128 ラジオ 丘は花ざかり 4 [1952]/7/22 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45126 ラジオ 丘は花ざかり 5 [1952]/7/29 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45125 ラジオ 丘は花ざかり 6 [1952]/8/5 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45116 ラジオ 丘は花ざかり 7 [1952]/8/12 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平015 N01-45117 ラジオ 丘は花ざかり 8 [1952]/8/12 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45119 ラジオ 丘は花ざかり 9 [1952]/8/26 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45121 ラジオ 丘は花ざかり 10 [1952]/9/2 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45122 ラジオ 丘は花ざかり 11 [1952]/9/9 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45120 ラジオ 丘は花ざかり 12 [1952]/9/16 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

平016 N01-45123 ラジオ 丘は花ざかり 最終回 [1952]/9/23 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-24210 テレビ おかめひょっとこ 1 (?) 毎日放送 向田邦子

N01-11342 テレビ おかめひょっとこ 2 (?)
TBS（毎日放

送）
向田邦子

N01-11343 テレビ おかめひょっとこ 3 (?)
TBS（毎日放

送）
向田邦子

N01-11341 テレビ おかめひょっとこ カット割り稿 4 (?)
TBS（毎日放

送）
向田邦子

N01-11339 テレビ おかめひょっとこ 決定稿 5 (?)
TBS（毎日放

送）
向田邦子

N01-11340 テレビ おかめひょっとこ コンテ 6 (?)
TBS（毎日放

送）
向田邦子

N01-10358 テレビ 岡山まで 1972/6/24 NHK 大西信行

N01-17762 テレビ 小川宏インナイトショー (?)/5/2 フジテレビ 石川雄一郎、石川雄一郎

N01-17798 テレビ 小川宏インナイトショー (?)/5/2 フジテレビ

N01-00577 テレビ 沖縄 (?) 文化放送 内村直也

M005 N01-40105 ラジオ 沖縄 1958/11/20 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M011 N01-40263 ラジオ 沖縄 [1958/11/20] 文化放送 内村直也

M011 N01-40264 ラジオ 沖縄 第三稿 [1958/11/20] 文化放送 内村直也

M011 N01-40265 ラジオ 沖縄 準備稿NO3 [1958/11/20] 文化放送 内村直也

M011 N01-40267 ラジオ 沖縄 [1958/11/20] 文化放送 内村直也

M011 N01-40269 ラジオ 沖縄 訂正稿第五稿 [1958/11/20] 文化放送 内村直也

M012 N01-40304 ラジオ 沖縄 第一稿 1958/11/20 文化放送 内村直也

M012 N01-40305 ラジオ 沖縄 第二稿 1958/11/20 文化放送 内村直也

M012 N01-40306 ラジオ 沖縄 1958/11/30 文化放送 内村直也

M011 N01-40270 ラジオ 沖縄の報告 [1957]/(?)/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-08384 テレビ お気に召すまま 1962/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-08428 テレビ お気に召すまま 零 第一稿 1962/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15347 テレビ お気に召すまま 零 [1962]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-19833 テレビ 奥さまお茶の間寄席 (?)/4/23、27 フジテレビ 新野隆司、小島延章、内海譲司

N01-07408-01 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
十階を風が吹き抜けたこと 1 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-02 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
高所恐怖症と芸術家 2 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫
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N01-07408-03 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
家賃は一万二千二百円 3 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-04 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
コナルロフニレヨ 4 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-05 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
モダン長屋の彦左衛門 5 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-06 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
裏窓の望遠鏡 6 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-07 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
まちがわれた男 7 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-08 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
堀江のいとはん 8 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-09 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
狩猟会前会長 9 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07408-10 ラジオ
奥さまお耳をどうぞ　マンモス・アパートの

生活と意見
目を洗う 10 1959/12/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08487 テレビ おくさま御用心 改訂稿 1960/6/2 TBS 桂一郎

N01-08495 テレビ おくさま御用心 決定稿 1960/6/2 TBS 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-19142 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
名物人国記(23)銀座のヒット

ラー昼と夜
(?)/6/6 フジテレビ

N01-19663 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 終戦特集 1190 1969/8/15 フジテレビ

N01-19161 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー バッチリ試そう！ながら診断 1219 1969/9/25 フジテレビ

N01-19151 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！こどものヘ

アー診断
1229 1969/10/9 フジテレビ

N01-19157 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！結婚式のす

べて教えます
1239 1969/10/23 フジテレビ 遠藤淳

N01-19130 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！あなたのマイ

ホーム熱
1969/10/30 フジテレビ 遠藤淳

N01-19152 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！音楽催眠学

習
1249 1969/11/6 フジテレビ

N01-19150 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！こんな母親が
いい―親と子の選ぶ理想の母

親像
1254 1969/11/13 フジテレビ

N01-19164 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！あなたの水
平思考力テスト―頭のやわら

かさ診断
1259 1969/11/20 フジテレビ

N01-19160 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！宝石を安く手

に入れよう
1264 1969/11/27 フジテレビ

N01-19154 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！タレントにな

る方法、教えます
1269 1969/12/4 フジテレビ

N01-19158 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！バイオリズム

による人生相談
1274 1969/12/11 フジテレビ

N01-19153 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！ギャンブルは

やめられない？
1279 1969/12/18 フジテレビ

N01-19155 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！目撃者になっ

たとき
1284 1969/12/25 フジテレビ

N01-19169 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
大占い大会　1970年の十大

ニュースを占う
1292 1970/1/8 フジテレビ

N01-19168 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
成人おめでとう！100人の広

場
1297 1970/1/15 フジテレビ

N01-19165 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(1)九重佑三子の

夜勤看護婦
1302 1970/1/22 フジテレビ

N01-19163 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(2)清掃員長門勇

とゴミ1万トン
1307 1970/1/29 フジテレビ

N01-19149 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(3)富士眞奈美・
アン真理子の俳句と詩集の立

ち売り
1312 1970/2/5 フジテレビ

N01-19162 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
ぼくらの疑問　何故パパに似

ているの
1317 1970/2/12 フジテレビ 遠藤淳

N01-19661 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー あの子らはいま？ 1322 1970/2/19 フジテレビ

N01-19166 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(7)男性美容師―

杉良太郎
1331 1970/3/5 フジテレビ

N01-19159 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(8)夜間中学の教

師―加藤登紀子
1336 1970/3/12 フジテレビ

N01-19156 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(9)クラブ・ホステ

ス―園まり
1341 1970/3/19 フジテレビ

N01-19167 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(10)十朱幸代の

観光バスガイド
1346 1970/3/26 フジテレビ

N01-19136 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
黄小娥の(愛の占い方教えま

す)
1568 1971/2/2 フジテレビ

N01-19135 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 愛の占い方教えます 1573 1971/2/9 フジテレビ
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N01-19148 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 1578 1971/2/16 フジテレビ

N01-17784 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 2225 1973/8/15 フジテレビ

N01-17790 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 2738 1975/8/15 フジテレビ 佐々木守

N01-19129 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー バッチリ試そう！ながら診断 [1219] 1969/9/25 フジテレビ 遠藤淳

N01-19128 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！子供のヘ

アー診断
[1229] 1969/10/9 フジテレビ 遠藤淳

N01-19132 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！こんな母親が
いい―親と子の選ぶ理想の母

親像
[1254] 1969/11/13 フジテレビ 遠藤淳

N01-19131 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！あなたの水
平思考力テスト―頭のやわら

かさ診断
[1259] 1969/11/20 フジテレビ 遠藤淳

N01-19147 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！タレントにな

る法、教えます
[1269] 1969/12/4 フジテレビ 遠藤淳

N01-19133 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！バイオリズム

による人生相談
[1274] 1969/12/11 フジテレビ 遠藤淳

N01-19127 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！ギャンブルは

やめられない？
[1279] 1969/12/18 フジテレビ 遠藤淳

N01-19126 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
バッチリ試そう！1970年十大

ニュース大占い大会
[1292] 1970/1/8 フジテレビ 遠藤淳

N01-19141 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
成人おめでとう！100人の広

場
[1297] 1970/1/15 フジテレビ 遠藤淳

N01-19138 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(1)佑三子の夜勤

看護婦
[1302] 1970/1/22 フジテレビ 遠藤淳

N01-19137 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(2)清掃員長門勇

とゴミ1万トン
[1307] 1970/1/29 フジテレビ 遠藤淳

N01-19139 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(3)富士真奈美・

アン真理子の詩集売り
[1312] 1970/2/5 フジテレビ 遠藤淳

N01-19140 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(4)砂塚秀夫の消

防隊員
1970/2/12 フジテレビ 遠藤淳

N01-19145 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(5)大谷直子の乳

児院の保母さん
1970/2/19 フジテレビ 遠藤淳

N01-19134 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(7)男性美容師―

杉良太郎
[1331] 1970/3/5 フジテレビ 遠藤淳

N01-19146 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(8)夜間中学教師

―加藤登紀子
[1336] 1970/3/12 フジテレビ 遠藤淳

N01-19143 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(9)クラブ・ホステ

ス―園まり
[1341] 1970/3/19 フジテレビ 遠藤淳

N01-19144 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
体験シリーズ(10)十朱幸代の

観光バスガイド
[1346] 1970/3/26 フジテレビ 遠藤淳

N01-18118 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 1971/10/14 フジテレビ

N01-18117 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー 1971/12/16 フジテレビ

N01-17932 テレビ 奥さまスタジオ　小川宏ショー
ちょっとキザですが小川宏のド

ンとやってみよう！
1975/12/31 フジテレビ 佐々木守

N01-09647 テレビ おくさまは18歳 1 1970/9/29 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09645 テレビ おくさまは18歳 2 1970/10/6 TBS 佐々木守

N01-09646 テレビ おくさまは18歳 3 1970/10/13 TBS 佐々木守

N01-10019 テレビ おくさまは18歳 4 1970/10/20 TBS 佐々木守

N01-09820 テレビ おくさまは18歳 私、ミスじゃないのに 5 1970/10/27 TBS 佐々木守

N01-09819 テレビ おくさまは18歳 結婚してくれですって！ 6 1970/11/3 TBS 佐々木守

N01-09818 テレビ おくさまは18歳 ニクイあのひと 7 1970/11/10 TBS 佐々木守

N01-09817 テレビ おくさまは18歳 負けてたまるか 8 1970/11/17 TBS 佐々木守

N01-09816 テレビ おくさまは18歳 あなた、テストの問題教えて！ 12 1970/12/15 TBS 佐々木守

N01-09815 テレビ おくさまは18歳 あなたは左、わたしは右よ 13 1970/12/22 TBS 佐々木守

N01-09814 テレビ おくさまは18歳 そこに胸があったのよ 15 1971/1/5 TBS 佐々木守

N01-09813 テレビ おくさまは18歳 お夢は白い船の中 16 1971/1/12 TBS 佐々木守

N01-09812 テレビ おくさまは18歳 ラブレターが来ちゃった 17 1971/1/19 TBS 佐々木守
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N01-09811 テレビ おくさまは18歳 病気なんてイヤよ 18 1971/1/26 TBS 佐々木守

N01-09810 テレビ おくさまは18歳 ホントのこと言っちゃった 20 1971/2/9 TBS 佐々木守

N01-09809 テレビ おくさまは18歳 コブンにしてくれ！ 21 1971/2/16 TBS 佐々木守

N01-09808 テレビ おくさまは18歳 哲也、誰にもふれないで 24 1971/3/9 TBS 佐々木守

N01-09807 テレビ おくさまは18歳 ピー子をつれたヘンな奴 26 1971/3/23 TBS 佐々木守

N01-09806 テレビ おくさまは18歳 すてきに悲しい日曜日 27 1971/3/30 TBS 佐々木守

N01-09805 テレビ おくさまは18歳 てんでブルーな誕生日 33 1971/5/11 TBS 佐々木守

N01-09804 テレビ おくさまは18歳 イヨオ！マンガねえちゃん 34 1971/5/18 TBS 佐々木守

N01-09803 テレビ おくさまは18歳
イヤミなじいさんと高原だヨー

ン
40 1971/6/29 TBS 佐々木守

N01-09802 テレビ おくさまは18歳 ゴキブリ・尼さん・PTA 52 1971/9/21 TBS 佐々木守

N01-09644 テレビ おくさまは18歳 最終回 1971/9/28 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24018 テレビ 奥さまものしり教室

江戸ものしり事典（186）水戸
黄門の諸国漫遊（187）ねずみ
小僧の素顔（188）幡随院長兵
衛と男伊達（189）宮本武蔵の
剣の実力（190）大石内蔵助の

実力

186～190 1978/(?)/(?) 日本テレビ 中島竜美、米本尚之介、浅倉正章

M018 N01-40441 ラジオ 屋上庭園 1955/4/19 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02401 ラジオ お国と五平 1953/12/(?) ラジオ東京 谷崎潤一郎

N01-04357 ラジオ 遅れた結婚 10 1959/4/24 毎日放送 茂木草介

N01-17791 テレビ お好み演芸会 1979/2/18 NHK 内海譲司

N01-17792 テレビ お好み演芸会 1979/7/8 NHK 内海譲司

N01-17843 テレビ お好み演芸会 1978/10/29 NHK 内海譲司

N01-17847 テレビ お好み演芸会 1979/5/27 NHK 内海譲司

N01-17908 テレビ お好み演芸会 1978/4/23 NHK 内海譲司

N01-17931 テレビ お好み演芸会 1978/6/11 NHK 内海譲司

N01-17959 テレビ お好み演芸会 28624 NHK 内海譲司

N01-18037 テレビ お好み演芸会 1978/5/28 NHK 元木すみお

N01-18038 テレビ お好み演芸会 1979/2/4 NHK 小川健一

N01-19832 テレビ お好み演芸会～上野鈴本演芸場より～ 1978/4/9 NHK 元木すみお

N01-05997 テレビ [お好み二人三脚] (?) フジテレビ

N01-07017 テレビ お好み二人三脚 第一稿 1961/5/9 フジテレビ 保富康午

N01-07018 テレビ お好み二人三脚 1 1961/5/11 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07016 テレビ お好み二人三脚 2 1961/5/18 フジテレビ 保富康午

N01-07012 テレビ お好み二人三脚 3 1961/5/25 フジテレビ 保富康午

N01-07014 テレビ お好み二人三脚 4 1961/6/1 フジテレビ 保富康午

N01-05957 テレビ お好み二人三脚 5 1961/6/8 フジテレビ 保富康午

N01-05970 テレビ お好み二人三脚 6 1961/6/15 フジテレビ 保富康午

N01-05956 テレビ お好み二人三脚 7 1961/6/22 フジテレビ 保富康午

N01-05969 テレビ お好み二人三脚 8 1961/6/29 フジテレビ 保富康午

N01-07013 テレビ お好み二人三脚 10 1961/7/13 フジテレビ
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N01-07391 テレビ お好み二人三脚 12 1961/7/27 フジテレビ

N01-05955 テレビ お好み二人三脚 14 1961/8/10 フジテレビ

N01-07015 テレビ お好み二人三脚 17 1961/8/31 フジテレビ 保富康午

N01-05951 テレビ お好み二人三脚 18 1961/9/7 フジテレビ 制作工房

N01-05950 テレビ お好み二人三脚 20 1961/9/21 フジテレビ 制作工房

N01-05952 テレビ お好み二人三脚 23 1961/10/12 フジテレビ 保富康午

N01-07424 テレビ お好み二人三脚 26 1961/11/2 フジテレビ 制作工房

平生原
稿002

N01-45257 資料 お好焼　てんまつ記 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-03041 テレビ おこま　全五幕十一場 決定稿 1958/11/22 KRT 谷屋充

N01-09492 テレビ おこれ!男だ 海よ！わが胸の火を消すな 18 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-26417 テレビ おこれ！男だ 海よ！わが胸の火を消すな 18 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-14162 テレビ お先にどうぞ 準備稿 1 (?) 吉田義昭

N01-24199 テレビ お先にどうぞ 準備稿 1 (?)
松山善三プ
ロダクション

新井一

N01-24962 テレビ おさと 6～10週(26～50) (?)

N01-24963 テレビ おさと 11～15週(51～74) (?)

N01-24964 テレビ おさと
21～26週(100～

129)
(?)

N01-04306 テレビ 幼き者の訴え 17 1959/6/12 毎日放送 茂木草介

N01-04154 テレビ お猿と狸とおじいさん 1953/12/28 日本テレビ 滝沢てるを
デジタル
化（館
内）

N01-12235 ラジオ 小沢昭一のたけくらべ 1～5 (?)/10/14～18
ニッポン放

送
津瀬宏

デジタル
化（館
内）

N01-03275 テレビ おさん茂兵衛 (?) JOCX-TV 茂木草介

N01-04363 テレビ おさん茂兵衛 (?) 茂木草介

M005 N01-40099 ラジオ おじいさんと自由の女神 (?)/5/14 NCB等 菅原卓
デジタル
化（館
内）

N01-05185 テレビ おじいさんの話 笠じぞう 1962/12/17
NET(テレビ

朝日)
寺田浩士

N01-09181 テレビ おじさま！愛です アンクルXって誰？(仮題) 決定稿 1 [1974]/10/14 NET 佐々木守

N01-09182 テレビ おじさま！愛です 退学を希望します！(仮題) 決定稿 2 [1974]/10/21 NET 佐々木守

N01-09183 テレビ おじさま！愛です 無断外泊なのです 決定稿 5 [1974]/11/11 NET 佐々木守

N01-09184 テレビ おじさま！愛です 男女交際なのです 決定稿 6 [1974]/11/18 NET 佐々木守

N01-09185 テレビ おじさま！愛です これが初恋？(仮題) 決定稿 7 [1974]/12/2 NET 佐々木守

N01-09186 テレビ おじさま！愛です 退学決行！(仮題) 決定稿 10 [1974]/12/16 NET 佐々木守

N01-09187 テレビ おじさま！愛です 夢の船・愛の海(仮題) 決定稿 12 [1975]/1/6 NET 佐々木守

N01-09188 テレビ おじさま！愛です 恋人でいい？(仮題) 決定稿 15 [1975]/1/20 NET 佐々木守

N01-09189 テレビ おじさま！愛です パリへ行くんだ(仮題) 決定稿 16 [1975]/2/3 NET 佐々木守

N01-09190 テレビ おじさま！愛です 愛の牧場(仮題) 決定稿 20 [1975]/3/3 NET 佐々木守

N01-09191 テレビ おじさま！愛です 愛よ はばたけ！ 決定稿 最終回 (?) NET 佐々木守

N01-09008 テレビ おしどり右京捕物車 愛 26(終) 1974/9/26 TBS 佐々木守

N01-05953 ラジオ おしゃべりアラーム
(?)/3/23～25、

27～29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
杉紀彦

N01-06573 ラジオ おしゃべりアラーム (?)/3/16～22 ラジオ日本 杉紀彦
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N01-19950 テレビ おしゃべりオーケストラ 1974/12/26 NHK 山元護久
デジタル
化（館
内）

N01-22760 テレビ おしゃべりオーケストラ 1975/3/27 NHK 山元護久

N01-05954 テレビ おしゃべりサロン 夏休み 5 1960/8/3
KRテレビ
（TBS)

保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06230 テレビ おしゃべりサロン 黒いブーム 6 1960/8/10 KRT 保富康午

N01-06631 テレビ おしゃれな街角～ミュージカル・ショー～ 1958/2/20 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22960 ラジオ おしゃれフロー (?)/8/23～28 文化放送 水原明人

N01-22961 ラジオ おしゃれフロー (?)/7/12～17 文化放送 水原明人

N01-10703 テレビ おしん 1 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10704 テレビ おしん 2 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10705 テレビ おしん 3 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10706 テレビ おしん 4 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10707 テレビ おしん 5 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10708 テレビ おしん 6 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10709 テレビ おしん 7 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10710 テレビ おしん 8 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10711 テレビ おしん 9 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10712 テレビ おしん 10 1969/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-11306 テレビ おせん 10 [1977]/12/15 TBS 寺内小春

N01-13766 テレビ おせん捕物帳 初姿おせん七変化 決定稿 14 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15254 テレビ おせん捕物帳 初姿おせん七変化 決定稿 14 [1967]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15255 テレビ おせん捕物帳 錦絵五人娘 決定稿 23 [1968]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13767 テレビ おせん捕物帳 謎の折鶴 決定稿 25 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15778 ラジオ おそくとも十一月には 25873 NHK 高橋辰雄

N01-12105 テレビ おそば屋ケンちゃん むかしの遊び 31 1975/10/2 TBS 光畑碩郎

N01-13099 テレビ おそば屋ケンちゃん むかしの遊び 31 1975/10/2 TBS 光畑碩郎

N01-13100 テレビ おそば屋ケンちゃん むかしの遊び 36 1975/10/2 TBS 光畑碩郎

N01-07936 テレビ 恐山宿坊 1964/11/7 NHK 新藤兼人
デジタル
化（館
内）

N01-06391 テレビ 小田急アワー 仲曽根美樹ショウ④沖縄幻想 22 1963/12/26 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06348 テレビ 小田急アワー
フォア・コインズ・ショウ“愛の

歌をうたおう”
24 1964/1/9 フジテレビ 保富康午

N01-06345 テレビ 小田急アワー
フォア・コインズ・ショウ“日本

の歌をうたおう”
25 1964/1/16 フジテレビ 保富康午

N01-06346 テレビ 小田急アワー
フォア・コインズ・ショウ“ラテ

ン・ファンタジー”
26 1964/1/23 フジテレビ 保富康午

N01-06347 テレビ 小田急アワー
デューク・エイセスショー“ビー

トで歌おう”
27 1964/1/30 フジテレビ 保富康午

N01-06343 テレビ 小田急アワー 伊藤アイコ・ショウ“春はくる” 28 1964/2/6 フジテレビ 保富康午

N01-06349 テレビ 小田急アワー 伊藤アイコ・ショウ“春はくる” 28 1964/2/6 フジテレビ 保富康午

N01-06350 テレビ 小田急アワー
旗照夫ショウ“魅惑のスクリー

ン・ミュージック”
28 1964/3/19 フジテレビ 保富康午

N01-06352 テレビ 小田急アワー
ロミ山田ショウ“ブロードウェイ

へどうぞ”
30 1964/2/20 フジテレビ 保富康午

N01-06351 テレビ 小田急アワー
旗照夫ショウ“オリジナルを歌

おう”
33 1964/3/12 フジテレビ 保富康午

デジタル
化（館
内）
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N01-06353 テレビ 小田急アワー
旗照夫ショウ“もっとオリジナ

ルを歌おう”
35 1964/3/26 フジテレビ 保富康午

N01-06344 テレビ 小田急アワー
坂本スミコショウ“わらべうたイ

ン・ラテン”
39 1964/4/23 フジテレビ 保富康午

N01-08107 テレビ
オタスの森―われらのなかのギリアーク人

―
1960/11/6 NHK 大江健三郎

デジタル
化（館
内）

N01-20110 テレビ おたのしみグランドホール 決定稿 1969/10/6 NHK 井上ひさし

N01-20111 テレビ おたのしみグランドホール 打合稿 1969/9/29 NHK 保富康午

N01-20112 テレビ おたのしみグランドホール 決定稿 1969/10/20 NHK 東龍男

N01-21821 テレビ お楽しみグランドホール 決定稿 1969/11/10 NHK 保富康午

N01-08789 ラジオ オタバリの少年探偵たち 1977/4/25
NHKラジオ
第二放送

横田弘行

N01-15615 テレビ 小樽の女 1～5 [1969/9/1] NET 津田幸夫

N01-15616 テレビ 小樽の女 決定稿 1～5 [1969/9/1] NET 津田幸夫

N01-15617 テレビ 小樽の女 決定稿 11～13 [1969]/(?)/(?) NET

N01-15618 テレビ 小樽の女 11～15 [1969]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15619 テレビ 小樽の女 11～15 [1969]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15620 テレビ 小樽の女 準備稿 21～23 [1969]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-10618 ラジオ 落ちてゆく世界 1980/5/24 茂木草介

M019 N01-40479 ラジオ 落武者物語 1954/4/2 NHK 西川清之

N01-21629 テレビ お茶の間スペシャル
美空ひばり・魅力のすべて 火

曜日「港と恋とマドロスと」
1979/1/9 フジテレビ 保富康午

N01-21630 テレビ お茶の間スペシャル
美空ひばり・魅力のすべて 月

曜日「青空に歌声高く」
1979/1/8 フジテレビ 保富康午

N01-21631 テレビ お茶の間スペシャル
スター秋の民謡大全集 金曜
日「スターが選ぶ民謡ベスト

ヒット」
(?)/10/13 フジテレビ

N01-21632 テレビ お茶の間スペシャル
スター秋の民謡大全集 木曜

日「お国言葉とお国ぶり」
(?)/10/12 フジテレビ

N01-21633 テレビ お茶の間スペシャル
スター秋の民謡大全集 水曜

日「囃し言葉」
(?)/10/11 フジテレビ

N01-21634 テレビ お茶の間スペシャル
スター秋の民謡大全集 月曜

日「民謡のルーツ」/火曜日「こ
ぶし」

(?)/10/9、10 フジテレビ

N01-21635 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 金曜

日「心の詩をうたう」
1978/10/27 フジテレビ 保富康午

N01-21636 テレビ お茶の間スペシャル
爆笑！三波伸介大全集 水曜

日「三波伸介30分七変化」
(?)/10/4 フジテレビ

N01-21637 テレビ お茶の間スペシャル
爆笑！三波伸介大全集 金曜
日「三波伸介爆笑国定忠治」

(?)/10/6 フジテレビ

N01-21638 テレビ お茶の間スペシャル
爆笑！三波伸介大全集 火曜

日「三波伸介人気の秘密」
(?)/10/3 フジテレビ

N01-21639 テレビ お茶の間スペシャル
爆笑！三波伸介大全集 月曜

日「三波伸介爆笑コント」
(?)/10/2 フジテレビ

N01-21640 テレビ お茶の間スペシャル
美空ひばり・魅力のすべて 金

曜日「人生の詩」
1979/1/12 フジテレビ 保富康午

N01-21641 テレビ お茶の間スペシャル
爆笑！三波伸介 木曜日「三

波伸介思い出絵日記」
(?) フジテレビ

N01-22018 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 金曜

日「心の詩をうたう」
28790 フジテレビ 保富康午

N01-22019 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 木曜

日「なつかしの歌をうたう」
1978/10/[26] フジテレビ 保富康午

N01-22020 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 水曜

日「戦中の思い出をうたう」
[1978]/10/25 フジテレビ 保富康午

N01-22021 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 火曜

日「映画の世界をうたう」
1978/10/[24] フジテレビ 保富康午

N01-22022 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 月曜

日「男の世界をうたう」
[1978]/10/23 フジテレビ 保富康午

N01-22023 テレビ お茶の間スペシャル 島倉千代子「歌の花束」 (?)/2/23 フジテレビ 吉仲賢三、スタッフ東京

N01-22024 テレビ お茶の間スペシャル 島倉千代子「歌の花束」 (?)/2/22 フジテレビ 吉仲賢三、スタッフ東京

N01-22025 テレビ お茶の間スペシャル 島倉千代子「歌の花束」 (?)/2/21 フジテレビ 吉仲賢三、スタッフ東京
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N01-22026 テレビ お茶の間スペシャル 島倉千代子「歌の花束」 (?)/2/20 フジテレビ 吉仲賢三、スタッフ東京

N01-22027 テレビ お茶の間スペシャル 島倉千代子「歌の花束」 (?)/2/19 フジテレビ 吉仲賢三、スタッフ東京

N01-22028 テレビ お茶の間スペシャル
鶴田浩二・魅力のすべて 金曜

日「心の詩をうたう」
28790 フジテレビ 保富康午

N01-23632 テレビ お茶の間スペシャル 五月晴れチビッコ民謡 30 1979/4/30 フジテレビ スタッフ東京、向瀬俊春

N01-12603 テレビ おちゃわんさん 1 [1970/3/10] 毎日放送 松宮梓

N01-12604 テレビ おちゃわんさん 1 [1970/3/10] 毎日放送 松宮梓

N01-12605 テレビ おちゃわんさん 2 1970/3/17 毎日放送 松宮梓

N01-12606 テレビ おちゃわんさん 2 1970/3/17 毎日放送 松宮梓

N01-12607 テレビ おちゃわんさん 3 1970/3/24 毎日放送 松宮梓

N01-12608 テレビ おちゃわんさん 3 1970/3/24 毎日放送 松宮梓

N01-12609 テレビ おちゃわんさん 最終回 1970/3/31 毎日放送 松宮梓

N01-12610 テレビ おちゃわんさん 最終回 1970/3/31 毎日放送 松宮梓

N01-50225 テレビ 落ちる 準備稿 (?) テレビ朝日 大野靖子

N01-50226 テレビ 落ちる 決定稿 (?) テレビ朝日 大野靖子

N01-16710 テレビ オツール少尉 パーティー作戦 24466 大友美津夫

M044 N01-40974 テレビ おっ母さんは元気です 1958/2/15 JOKR-TV 坂本晃一

N01-50151 テレビ お蔦 準備稿 1971/(?)/(?) NHK 大野靖子

N01-50152 テレビ お蔦 1971/(?)/(?) NHK 大野靖子

N01-15342 テレビ オット、いただき
鬼も十八、番茶も出花(17)/さ

わらぬ神にたたりなし(18)
17・18 (?)

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫

N01-23209 テレビ オット失礼　いたずらカメラ [1979]/(?)/(?) フジテレビ 南川泰三
デジタル
化（館
内）

N01-23210 テレビ オット失礼　いたずらカメラ [1978]/(?)/(?) フジテレビ 石川雄一郎、南川泰三

N01-23214 テレビ オット失礼　いたずらカメラ [1978/5/2] フジテレビ 石川雄一郎、南川泰三

N01-23215 テレビ オット失礼　いたずらカメラ 1978/4/23 フジテレビ 石川雄一郎、南川泰三

N01-23211 テレビ オット失礼　いたずらカメラ アテレコ稿 (?) フジテレビ

N01-23313 テレビ オット失礼いたずらカメラ (?) フジテレビ 石川雄一郎、南川泰三

N01-09992 テレビ 夫とともに (?)/3/(?) 朝日放送 茂木草介

N01-05083 テレビ 夫の居ぬ間 やっぱりいいね物語 39 1963/5/30 フジテレビ 田代淳二
デジタル
化（館
内）

N01-05108 テレビ 夫の居ぬ間 困った亭主 49 1963/8/8 フジテレビ 野末陳平

N01-15716 テレビ 夫よ男よ強くなれ お願い　男になって！ 決定稿 13 [1969]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-08623 テレビ お手伝いさん始末記 1966/2/20 NHK 横田弘行

N01-16269 テレビ お手伝いさん始末記 1966/2/20 NHK 横田弘行

N01-09025 テレビ お手伝いさんの縁談 改訂稿 1 (?)/3/6 フジテレビ 田村孟、佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09026 テレビ お手伝いさんの縁談 決定稿 2 (?)/3/13 フジテレビ 田村孟、佐々木守

N01-09027 テレビ お手伝いさんの縁談 3 (?)/3/20 フジテレビ 田村孟、佐々木守

N01-09028 テレビ お手伝いさんの縁談 最終回 (?)/3/27 フジテレビ 田村孟、佐々木守

N01-11084 テレビ おてんば人生 76～80 1978/7/17～21 日本テレビ 竹内勇太郎

N01-05503 ラジオ 音 1962/6/17 NHK 飯沢匡
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N01-10406 テレビ お土居下の十八人 名古屋城秘説 1967/12/14 NHK 茂木草介

N01-10451 テレビ お土居下の十八人 名古屋城秘説 1967/12/14 NHK 茂木草介

N01-06231 テレビ おとうさん 164 1964/6/14 NET 保富康午
デジタル
化（館
内）

M053 N01-41185 ラジオ お伽歌劇　小鳥部屋の祝ひ歌 (?) JOAK放送 生田葵山

平026A N01-45191 ラジオ お伽のオアシス 1948/11/28
NHK大阪中
央放送局

石浜恒夫、庄野英二
デジタル
化（館
内）

N01-07591 テレビ おとぎの国 ―眠れる森の美女― 1961/4/14 NHK 米村晣

N01-24195 ラジオ おとぎのへや 舌切雀 打合稿 1973/6/20 NHK 盛善吉

N01-04113 テレビ おとぎのへや
アラジンとまほうのランプその

2
決定稿 1963/10/18 NHK 北沢杏子

N01-04116 テレビ おとぎのへや まほう 1963/7/12
NHK教育テ

レビ
松谷みよ子

N01-04141 テレビ おとぎの部屋浦島太郎 1 1962/7/13 NHK 大枡順一

N01-23814 テレビ おとぎのへやつきよのでんしんばしら 1971/3/17 NHK 横田弘行

N01-05606 テレビ 男一番！タメゴロー 3 [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
向田邦子

デジタル
化（館
内）

N01-05607 テレビ 男一番！タメゴロー 4 [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
北村篤子

N01-05608 テレビ 男一番！タメゴロー ああ女難！ 8 [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
北村篤子

N01-05609 テレビ 男一番！タメゴロー あなたの為ならエンヤコーラー 9 [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
松田暢子

N01-05610 テレビ 男一番！タメゴロー ああ父性愛！ 17 [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
北村篤子

N01-13404 テレビ 男坂界隈 文五捕物絵図より 1968/11/12 NHK 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-15249 テレビ おとこ専科
それでも私はそれが好き(仮

題)
(?)/7/17

NET(テレビ
朝日)

平023 N01-45170 ラジオ 男ってどうしてこうなんでしょう 1952/12/30 NHK 浜田健治

N01-07899 ラジオ 男ってものは 1～6 1962/1/1～6 文化放送 野末陳平

N01-07900 ラジオ 男ってものは
1961/12/22、
23、25～30

文化放送 野末陳平、水原明人

N01-03223 テレビ 男なら（仮題） 帰ってきたあいつ 決定稿 1 (?) 窪田篤人

N01-08431 テレビ 男なら 靴下の穴(仮題) 第一稿 4 1964/10/27 フジテレビ 津田幸夫

N01-08465 テレビ 男なら 靴下の穴(仮題) 第一稿 4 1964/10/27 フジテレビ 津田幸夫

N01-09882 テレビ 男なら 10 1975/12/6 日本テレビ 佐々木守

N01-09881 テレビ 男なら 恋供養（仮題） 11 1975/12/13 日本テレビ 佐々木守

N01-09880 テレビ 男なら 怨舞曲 決定稿 14 1976/1/4 日本テレビ 佐々木守

N01-09879 テレビ 男なら 15 1976/1/10 日本テレビ 佐々木守

N01-09878 テレビ 男なら 18 1976/1/31 日本テレビ 佐々木守

N01-09877 テレビ 男なら 19 1976/2/7 日本テレビ 佐々木守

N01-09876 テレビ 男なら 22 1976/2/28 日本テレビ 佐々木守

N01-09875 テレビ 男なら 23 1976/3/6 日本テレビ 佐々木守

N01-09874 テレビ 男なら 24(終) 1976/3/13 日本テレビ 佐々木守

N01-13417 テレビ 男なら走り続けろ！（仮題） (改)刑事・「湿原に消えた女」 1978/10/28 テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-06904 テレビ 男のうた　―三波春夫ショー― 1962/10/1 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

M005 N01-40090 ラジオ 男のエチケット 4 1957/1/27 ラジオ九州 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-04177 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 2 (?)/9/11 関西テレビ 茂木草介
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N01-04178 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 2 (?)/9/11 関西テレビ 茂木草介

N01-04179 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 3 (?)/9/18 関西テレビ 茂木草介

N01-04180 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 4 (?)/9/25 関西テレビ 茂木草介

N01-04181 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 5 (?)/10/2 関西テレビ 茂木草介

N01-04182 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 5 (?)/10/2 関西テレビ 茂木草介

N01-04183 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 6 (?)/10/9 関西テレビ 茂木草介

N01-04184 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 9 (?)/10/30 関西テレビ 茂木草介

N01-04185 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 10 (?)/11/13 関西テレビ 茂木草介

N01-04186 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 10 (?)/11/13 関西テレビ 茂木草介

N01-04187 テレビ 男の銘柄 -悪女の記録- 11 (?)/11/13 関西テレビ 茂木草介

N01-08092 テレビ 男は太郎 11～13
[1964～

1965]/(?)/(?)
フジテレビ 木村三四郎

N01-11836 テレビ 男はつらいよ 決定稿 1 [1968]/10/3 フジテレビ 山田洋次、稲垣俊(稲垣浩一)
デジタル
化（館
内）

N01-24209 テレビ 男はつらいよ 決定稿 4 (?) フジテレビ 稲垣俊

N01-11200 テレビ 男はつらいよ 決定稿 7 [1968]/11/14 フジテレビ 山根優一郎

N01-11192 テレビ 男はつらいよ 第二稿 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 山田洋次、稲垣俊

N01-11204 テレビ 男はつらいよ
改訂稿第一分

冊
9 [1968]/11/28 フジテレビ 光畑碩郎

N01-12379 テレビ 男はつらいよ 9
1968～

1969/(?)/(?)
フジテレビ 光畑碩郎

N01-12380 テレビ 男はつらいよ
改訂稿第二分

冊
9

1968～
1969/(?)/(?)

フジテレビ 山田洋次、東盛作

N01-11205 テレビ 男はつらいよ 11 [1968]/12/12 フジテレビ 山田洋次

N01-11196 テレビ 男はつらいよ 改訂稿 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 山田洋次、東盛作

N01-11197 テレビ 男はつらいよ カット割り稿 12・13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ

N01-11202 テレビ 男はつらいよ 改訂稿 12・13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ

N01-11201 テレビ 男はつらいよ 13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ

N01-11203 テレビ 男はつらいよ 改訂稿 14 [1969]/1/2 フジテレビ 山田洋次

N01-11193 テレビ 男はつらいよ 第二稿 15 [1969]/1/9 フジテレビ 森崎東

N01-11209 テレビ 男はつらいよ 改訂稿 16 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 山根優一郎

N01-11191 テレビ 男はつらいよ 決定稿 17 [1969]/1/23 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11195 テレビ 男はつらいよ 第一稿 18 [1969]/1/23 フジテレビ 山田洋次

N01-11206 テレビ 男はつらいよ 第一稿 19 [1969]/1/30 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11208 テレビ 男はつらいよ 改訂稿 20 [1969]/2/13 フジテレビ 山田洋次、森崎東

N01-11207 テレビ 男はつらいよ 第二稿 21 [1969]/2/20 フジテレビ 山根優一郎

N01-11199 テレビ 男はつらいよ 第一稿 22 [1969]/2/(?) フジテレビ 山根優一郎

N01-11198 テレビ 男はつらいよ 第二稿 23 [1969]/3/6 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11837 テレビ 男はつらいよ 第一稿 23 [1969]/3/6 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11194 テレビ 男はつらいよ
カット割り抜き

取り稿
24 [1969]/(?)/(?) フジテレビ

N01-11838 テレビ 男はつらいよ 24 [1969]/3/13 フジテレビ 森崎東

N01-11210 テレビ 男はつらいよ 25 [1969]/3/20 フジテレビ 山田洋次
デジタル
化（館
内）
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N01-11211 テレビ 男はつらいよ 25 [1969]/3/20 フジテレビ 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-11212 テレビ 男はつらいよ 26(終) [1969]/3/27 フジテレビ 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-11213 テレビ 男はつらいよ 26(終) [1969]/3/27 フジテレビ

N01-13367 テレビ 男は度胸 7 1970/11/20 NHK 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-13368 テレビ 男は度胸 12 1970/12/25 NHK 小野田勇

N01-13369 テレビ 男は度胸 13 1971/1/8 NHK 小野田勇

N01-13370 テレビ 男は度胸 15 1971/1/22 NHK 小野田勇

N01-13371 テレビ 男は度胸 22 1971/(?)/(?) NHK 小野田勇

N01-13372 テレビ 男は度胸 23 1971/(?)/(?) NHK 小野田勇

N01-14984 テレビ 男は度胸 24 1971/3/26 NHK 小野田勇

N01-14976 テレビ 男は度胸 25 1971/4/2 NHK 小野田勇

N01-14193 テレビ 男は度胸 27 1971/4/16 NHK 小野田勇

N01-14194 テレビ 男は度胸 28 1971/4/23 NHK 小野田勇

N01-14201 テレビ 男は度胸 49 1971/9/24 NHK 小野田勇

N01-18319 テレビ
男人真辛苦（男はつらいよ）ー寅次郎初夢

篇ー
決定稿 1976/1/1 フジテレビ 奥山侊伸、つかさけんじ

N01-12338 テレビ 男一人旅 1974/11/9 NHK 高橋康夫

M029 N01-40681 ラジオ 落穴 1958/2/28
ニッポン放

送
池田幹彦

M029 N01-40680 資料 落穴 1958/2/28
ニッポン放

送
池田幹彦

N01-23602 テレビ お年玉だよ!!ドリフターズ!! 第一稿 [1973/1/2] フジテレビ

N01-23603 テレビ お年玉だよ!!ドリフターズ!! 決定稿 1973/1/2 フジテレビ 塚田茂、前川宏司

N01-17581 ラジオ 訪れし者たち 1979/9/29 NHK 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-15851 ラジオ 音で見た花火 1965/3/9 NHK 横光晃
デジタル
化（館
内）

N01-22710 テレビ 音と幻影 (?) NHK 保富康午

N01-02718 テレビ おとなの漫画 新春邦楽洋楽特選 (?)/1/3 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-02723 テレビ おとなの漫画 新春コンサート (?)/1/2 塚田茂

N01-06001 テレビ おとなの漫画 1959/5/11～17 フジテレビ 狩野新、井上一彦、青島幸男

N01-05786 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 よろしく (?)/7/13 北海道放送 遠藤淳

N01-05787 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 復活 (?)/5/17 北海道放送 遠藤淳

N01-05788 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 かけ合い (?) 北海道放送 関根弘

N01-05789 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 予算、あるいは懐工合 (?) 北海道放送

N01-05790 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 スイマセン (?) 北海道放送

N01-05791 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 旅の不快指数 1961/8/17 北海道放送 関根弘

N01-05792 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 旅の不快指数 1961/8/17 北海道放送 関根弘

N01-05793 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 スカウト合戦 (?)/8/31 北海道放送 遠藤淳

N01-05794 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 スカウト合戦 (?)/8/31 北海道放送 遠藤淳

N01-05795 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 秋は台風から (?)/9/14 北海道放送 遠藤淳

N01-05796 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 よろめき (?)/10/20 北海道放送 関根弘
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N01-05797 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 よろめき (?)/10/20 北海道放送 関根弘

N01-05798 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 追い込み (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-05799 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 御苦労さまでした 1961/10/27 北海道放送 遠藤淳

N01-05800 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 手を洗いましょう (?) 北海道放送 関根弘

N01-05801 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 秋は台風から (?)/9/14 北海道放送 遠藤淳

N01-05802 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 御苦労さまでした 1961/10/27 北海道放送 遠藤淳

N01-05803 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 追い込み (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-05804 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 御意見無用 (?)/6/7 北海道放送 関根弘

N01-05806 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 行ってまいります 1961/6/21 北海道放送 関根弘
デジタル
化（館
内）

N01-05807 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 ねをあげた (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-05808 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 あげ底 (?)/5/31 北海道放送 遠藤淳

N01-05809 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 復活 (?)/5/17 北海道放送 遠藤淳

N01-05810 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 暑さを逃がれて (?)/6/28 北海道放送 遠藤淳

N01-05811 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 天災人災夏の陣 (?) 北海道放送 関根弘

N01-05812 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 暑さを逃がれて (?)/6/28 北海道放送 遠藤淳

N01-05813 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 あせって走っちゃ困ります (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-05814 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 嵐を呼ぶ男 (?)/9/7 北海道放送 関根弘

N01-05815 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 変り目 (?)/6/14 北海道放送 遠藤淳

N01-05816 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 独走 (?)/7/5 北海道放送 関根弘

N01-06117 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 レジャーがいっぱい (?) 北海道放送 関根弘

N01-07772 ラジオ 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 あせって走っちゃ困ります (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-05805 資料 音のマンガ　週刊「ドウモ…」 (?) 北海道放送

M061 N01-41321 テレビ おとぼけ国定一家 7 [1958]/1/18 JOKR 坂本晃一

N01-04714 テレビ おとぼけ忠臣蔵 1 (?)/12/7 JOKR-TV 木村重夫

M058 N01-41296 テレビ おとぼけ忠臣蔵 1 21131 JOKR-TV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M011 N01-40271 ラジオ 乙女らの祈りむなし 沖縄の報告 [1958]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40282 ラジオ 乙女らの祈りむなし 沖縄の報告 [1958]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

M013 N01-40308 ラジオ 乙女らの祈りむなし 沖縄の報告 [1958]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

N01-05152 テレビ 囮 決定稿 1961/11/19 朝日放送 堀田清美

N01-04870-07 テレビ 踊り子 6 1958/10/2 YTV 藤沢桓夫

N01-04555 テレビ 踊る葬列 決定稿 1958/7/29 KRT(TBS) 八木柊一郎
デジタル
化（館
内）

N01-05100 テレビ 踊る葬列 29 1958/7/29 TBS 八木柊一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08485 テレビ 踊る葬列 29 1958/7/29 TBS 八木柊一郎

N01-02712 テレビ 踊る日劇’六二 準備稿 1961/1/3 TBS 塚田茂

M042 N01-40951 テレビ おどろき源氏店 3 1957/12/21 JOKR-TV 坂本晃一

M030 N01-40697 ラジオ お馴染銭形平次捕物控 火遁の術(前編) 54 1953/1/19 ラジオ東京 青山まさる

N01-01841 テレビ お夏清十郎 改訂稿 1963/6/12 NHK 津田幸夫



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-02406 ラジオ お夏清十郎(下の巻) 1953/2/28 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-01842 テレビ [お夏清十郎] 1963/6/12 NHK 津田幸夫

N01-01026 ラジオ 鬼 (?)/5/28
ラジオ九州

放送
水尾比呂志

デジタル
化（館
内）

N01-15869 ラジオ 鬼 1967/7/14 NHK 高橋辰雄

N01-12382 テレビ おにぎり　かあさん 3 1970/12/21 フジテレビ 光畑碩郎

N01-12383 テレビ おにぎり　かあさん 改訂稿 3 1970/12/21 フジテレビ 光畑碩郎

N01-08418 テレビ 鬼刑事 愛憎 (?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-14051 ラジオ 鬼のいぬまに（仮） 1972/11/24 岸宏子

N01-15936 館内 鬼の小十郎の凱旋（仮題） (?) 竹内日出男

N01-13492 テレビ 鬼平犯科帳 かまきり 決定稿 (?) NET 小川英

N01-51377 テレビ 鬼平犯科帳 暗剣白梅香 決定稿 [1975]/(?)/(?) NET 小川英

N01-24598 テレビ 鬼平犯科帳 用心棒 1 [1975]/(?)/(?) NET 安倍徹郎

N01-13482 テレビ 鬼平犯科帳 魔剣 決定稿 [5] [1975]/(?)/(?) NET 小川英

N01-24599 テレビ 鬼平犯科帳 魔剣 [5] [1975]/(?)/(?) NET 小川英

N01-12263 テレビ 鬼平犯科帳 いぬ（密偵） 決定稿 [8] [1969]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
井手雅人、名倉勲

N01-12268 テレビ 鬼平犯科帳 唖の十蔵 決定稿 [9] [1969]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
下飯坂菊馬

N01-24601 テレビ 鬼平犯科帳 流星 [9] [1975]/(?)/(?) NET 野上龍雄

N01-13491 テレビ 鬼平犯科帳 土蜘蛛の金五郎 決定稿 [11] [1975]/(?)/(?) NET 小川英

N01-13489 テレビ 鬼平犯科帳 凄い奴 決定稿 [12] [1975]/(?)/(?) NET 小川英

N01-24600 テレビ 鬼平犯科帳 盗賊婚礼 [16] [1975]/(?)/(?) NET 井手雅人

N01-12264 テレビ 鬼平犯科帳 熊五郎の顔 決定稿 [17] [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
田坂啓

N01-13488 テレビ 鬼平犯科帳 のっそり医者 決定稿 [17] [1971]/(?)/(?) NET 小川英

N01-13486 テレビ 鬼平犯科帳 市松小僧始末 決定稿 [18] [1969]/(?)/(?) NET 小川英

N01-13487 テレビ 鬼平犯科帳 裏道の男たち 決定稿 [20] [1971]/(?)/(?) NET 小川英

N01-14161 テレビ 鬼平犯科帳 引き込み女 決定稿 [21] [1980]/(?)/(?) テレビ朝日 星川清司、杉山義法

N01-13483 テレビ 鬼平犯科帳 血闘 決定稿 [22] [1970]/(?)/(?) NET 小川英

N01-13490 テレビ 鬼平犯科帳 狐雨 決定稿 [22] [1975]/(?)/(?) NET 小川英

N01-12265 テレビ 鬼平犯科帳 罪（つみ） 決定稿 [23] [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
櫻井康裕

N01-12266 テレビ 鬼平犯科帳 男の毒 決定稿 [25] [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
櫻井康裕

N01-12267 テレビ 鬼平犯科帳 男の毒 決定稿 [25] [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
櫻井康裕

N01-12269 テレビ 鬼平犯科帳 おみね徳次郎 決定稿 [37] [1970]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
安藤日出男

N01-13484 テレビ 鬼平犯科帳 かわうそ平内 決定稿 [40] [1970]/(?)/(?) NET 小川英

N01-13493 テレビ 鬼平犯科帳 報復（しかえし） 決定稿 [46] [1970]/(?)/(?) NET 小川英

N01-13485 テレビ 鬼平犯科帳 おっ母、すまねえ 決定稿 [59] [1970]/(?)/(?) NET 小川英

N01-24914 テレビ お荷物小荷物 1～5 (?) ABC 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24915 テレビ お荷物小荷物 6～10 (?) ABC 佐々木守

N01-24916 テレビ お荷物小荷物 11～14 (?) ABC 佐々木守
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N01-24917 テレビ お荷物小荷物 15～19 (?) ABC 佐々木守

N01-09355 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 ヒ熊・穴熊・女熊 1 1971/12/4 TBS 佐々木守

N01-24907 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 1～5 (?) ABC 佐々木守

N01-09356 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 サイン・血判・御誓文 2 1971/12/11 TBS 佐々木守

N01-09357 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 夜道・花道・恋の道 3 1971/12/18 TBS 佐々木守

N01-09358 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 泣きマス・食べマス・Xマス 4 1971/12/25 TBS 佐々木守

N01-09359 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 追突・衝突・花ひとつ 5 1972/1/1 TBS 佐々木守

N01-09360 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 追突・衝突・花ひとつ 5 1972/1/1 TBS 佐々木守

N01-09361 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 たらちね・おふくろ・お母さん 6 1972/1/8 TBS 佐々木守

N01-24908 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 6～10 (?) ABC 佐々木守

N01-09362 テレビ お荷物小荷物　カムイ編
日の丸・君が代・菊の花（仮

題）
7 1972/1/15 TBS 佐々木守

N01-09363 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 見合い・結婚・初夜の朝 8 1972/1/22 TBS 佐々木守

N01-09364 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 自殺・切腹・完全犯罪 9 1972/1/29 TBS 佐々木守

N01-09365 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 軍歌・殺陣・ふるさと列車 10 1972/2/5 TBS 佐々木守

N01-09382 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 幽閉、十字架、黒い魔女 11 1972/2/12 TBS 佐々木守

N01-24909 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 11～15 (?) ABC 佐々木守

N01-09383 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 マザー、シスター、厄だるま 12 1972/2/19 TBS 佐々木守

N01-09384 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 張子、ぬいぐるみ、お雛様 13 1972/2/26 TBS 佐々木守

N01-09385 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 倦怠、無気力、やる気なし 14 1972/3/4 TBS 佐々木守

N01-09386 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 菊さん、梅さん、女中が二人 15 1972/3/11 TBS 佐々木守

N01-09387 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 シゴイてイジメてイビリます 16 1972/3/18 TBS 佐々木守

N01-24910 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 16～20 (?) ABC 佐々木守

N01-09192 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 銃声、日の丸愛終る 17 (?)/3/25 TBS 佐々木守

N01-09193 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 伴侶、裏切り、集団脱走 18 (?)/4/1 TBS 佐々木守

N01-09194 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 逆転、逆転、また逆転 19 (?)/4/8 TBS 佐々木守

N01-09354 テレビ お荷物小荷物　カムイ編 田の中菊さんノー・リターン 20(終) 1972/4/15 TBS 佐々木守

N01-01004 テレビ 斧の定九郎 1 1960/10/1 KRT 矢代静一

M018 N01-40437 ラジオ おのぶ 1956/(?)
文化放送、
ラジオ九州

内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-04820 テレビ おばあちゃんの神様 1961/11/4 NHK 土井行夫

N01-14050 ラジオ お初と徳兵衛 1973/8/25 岸宏子

N01-07669 テレビ おはなしきしゃぽっぽ ピノキオ(3) 決定稿 42 1964/3/16 NET 血脇啓寿

N01-07668 テレビ おはなしきしゃぽっぽ ジオジオのかんむり 決定Ⅱ 1964/4/27 NET 水原明人

N01-07667 テレビ おはなしきしゃぽっぽ おかあさんだいすき 1964/5/4 NET 水原明人

N01-07670 テレビ おはなしきしゃぽっぽ おかあさんだいすき 1964/5/4 NET 水原明人

N01-23842 ラジオ お話でてこい オブちゃんは魔法使い 1970/11/27 NHK 横田弘行

N01-23843 ラジオ お話でてこい ひとりっこのジュン 1970/12/4 NHK 横田弘行

N01-08686 ラジオ お話のくに テイトオ 5 1966/2/6 NHK 横田弘行
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N01-08687 ラジオ お話のくに ギザ公 6 1966/2/13 NHK 横田弘行

N01-08688 ラジオ お話のくに 峰の大将 牡羊の話 7 1966/2/20 NHK 原津澄

N01-08689 ラジオ お話のくに 峰の大将 牡羊の話 7 1966/2/20 NHK 原津澄

N01-07910 テレビ おはなはん一代記 1962/11/2 NHK 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-07243 ラジオ お早う　ダーク・ダックス (?)/7/12～19 RFC他 保富康午

N01-07263 ラジオ お早う　ダーク・ダックス (?)/10/21～31 YBC他 保富康午

N01-07264 ラジオ お早う　ダーク・ダックス (?)/11/1～15 YBC他 保富康午

N01-07265 ラジオ お早う　ダーク・ダックス (?)/12/1～20 YBC他 保富康午

N01-07269 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 「北上川の初恋」特集 (?) YBC他 保富康午

N01-07270 ラジオ お早う　ダーク・ダックス (?)/10/1～31 YBC他 保富康午

N01-07272 ラジオ お早う　ダーク・ダックス (?)/3/1～15 YBC他 保富康午

N01-22744 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/7/1～11 文化放送 保富康午

N01-22746 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/7/27～31 文化放送 保富康午

N01-22747 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/7/20～26 文化放送 保富康午

N01-22748 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/8/1～14 文化放送 保富康午

N01-22749 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/8/15～31 文化放送 保富康午

N01-22750 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/9/1～6 文化放送 保富康午

N01-22751 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/9/7～12 文化放送 保富康午

N01-22752 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/9/13～22 文化放送 保富康午

N01-22753 ラジオ お早う・ダーク・ダックス (?)/10/11～20 文化放送 保富康午

N01-22737 資料 お早う・ダーク・ダックス (?)

N01-22758 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 1～7 (?)/12/1～7 文化放送 吉永淳一

N01-07286 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 8～11 [1960]/12/8～11 YBC他 吉永淳一

N01-07287 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 12～16
[1960]/12/12～

16
YBC他 保富康午

N01-07288 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 17～31
[1960]/12/17～

31
YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-07283 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 32～38 [1961]/1/1～7 YBC他 吉永淳一

N01-07284 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 39～52 [1961]/1/8～21 YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-07285 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 53～66
[1961]/1/22～

2/4
YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-07249 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 102～108 [1961]/3/12～18 YBC他 吉永淳一

N01-22756 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 116～121 (?)/3/26～31 文化放送 保富康午

N01-22757 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 151～156 (?)/4/30～5/5 文化放送 保富康午

N01-07276 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 157～182 [1961]/5/6～31 YBC他 保富康午、吉永淳一、結城のぶ

N01-07262 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 183～198 [1961]/6/1～16 YBC他 保富康午

N01-07250 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 199～212 [1961]/6/17～30 YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-22739 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 213～222 (?)/7/1～10 文化放送 保富康午

N01-07277 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 235～243 [1961]/7/23～31 YBC他 吉永淳一

N01-07278 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 244～259 [1961]/8/1～16 YBC他 保富康午
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N01-22740 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 260～274 (?)/8/17～31 文化放送 保富康午

N01-21325 テレビ お早う．ダーク．ダックス 改訂稿 264～274 (?)/8/21～31 保富康午

N01-07279 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 292～304 [1961]/9/18～30 YBC他 保富康午

N01-22741 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 305～318 (?)/10/1～14 文化放送 保富康午、吉永淳一

N01-22742 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 319～935 (?)/10/15～31 文化放送 保富康午、吉永淳一

N01-22743 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 336～353 (?)/11/1～18 文化放送 保富康午

N01-07257 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 354～365
[1961]/11/19～

30
YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-07251 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 382～396 1961/12/17～31 YBC他 保富康午

N01-22745 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 397～411 (?)/1/1～15 文化放送 保富康午

N01-07275 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 412～427 [1962]/1/16～31 YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-07273 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 428～437 [1962]/2/1～10 YBC他 保富康午

N01-07280 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 428～437 [1962]/2/1～10 YBC他 保富康午

N01-07274 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 517～547 [1962]/5/1～31 YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-07271 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 543～577 [1962]/6/1～30 YBC他 保富康午、吉永淳一

N01-22738 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 578～608 (?)/7/1～31 文化放送 保富康午、吉永淳一

N01-07242 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 609～640 [1962]/8/1～31 ABC他 吉永淳一、保富康午

N01-07247 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 647～670 [1962]/9/7～30 ABC他 保富康午、吉永淳一

N01-07282 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 747～756
[1962]/12/16～

25
YBC他 保富康午

N01-07281 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 783～793 [1963]/1/21～31 YBC他 保富康午

N01-07253 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 794～809 [1963]/2/1～16 YBC他 保富康午

N01-07252 ラジオ お早う　ダーク・ダックス [757～762] 1962/12/26～31 YBC他 保富康午

N01-07254 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 810～821 [1963]/2/17～28 YBC他 保富康午

N01-07256 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 892～911 [1963]/5/11～31 YBC他 保富康午

N01-07258 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 952～972 [1963]/7/11～31 YBC他 保富康午

N01-07259 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1044～1064
[1964]/10/11～

31
YBC他 保富康午

N01-07266 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1141～1156 1964/1/16～31 YBC他 保富康午

N01-07255 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1157～1170 [1964]/2/1～14 YBC他 保富康午

N01-07267 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1157～1170 1964/2/1～14 YBC他 保富康午

N01-07268 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1171～1185 1964/2/15～29 YBC他 保富康午

N01-07244 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1186～1200 [1964]/3/1～15 ABC他 保富康午

N01-22754 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 1201～1217 (?)/3/16～31 文化放送 保富康午

N01-07245 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1218～1224 [1964]/4/1～7 ABC他 保富康午

N01-07246 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1225～1237 [1964]/4/8～20 ABC他 保富康午

N01-07248 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1238～1247 (?)/4/21～30 YBC他 保富康午

N01-22755 ラジオ お早う・ダーク・ダックス 1248～1261 (?)/5/1～14 文化放送 保富康午

N01-07260 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1262～1278 (?)/5/15～31 YBC他 保富康午

N01-22410 ラジオ お早う、ダークダックス 1277～1284 (?)/5/30～6/6 HBC他 保富康午
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N01-07261 ラジオ お早う　ダーク・ダックス 1285～1308 (?)/6/7～30 YBC他 保富康午

N01-20466 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ“月旅

行”
準備稿 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-21787 テレビ おはよう！こどもショー　走れ！タンパー 1968/10/4 日本テレビ 山崎あきら

N01-21619 テレビ おはよう！こどもショー 走れ！タンパー大草原の決斗 1968/11/29 日本テレビ 保富康午

N01-21620 テレビ おはよう！こどもショー (蛸丸とロバ頭巾)長崎日記 決定稿 1969/12/4 日本テレビ 滝沢ふじお

N01-21559 テレビ おはよう！こどもショー 1968/12/9 日本テレビ 中原弓彦

N01-21558 テレビ おはよう！こどもショー 1969/3/20 日本テレビ 保富康午

N01-21608 テレビ おはよう！こどもショー
QPちゃんショー QPちゃんくも

にのる
1969/3/20 日本テレビ 保富康午

N01-21591 テレビ おはよう！こどもショー QPちゃんの怪奇ショー 決定稿 1969/4/17 日本テレビ 保富康午

N01-21607 テレビ おはよう！こどもショー QPちゃんショー QP怪奇ショー 決定稿 1969/4/17 日本テレビ 保富康午

N01-21606 テレビ おはよう！こどもショー
QPちゃんショー スイスのバラ

エティーショー
決定稿 1969/5/1 日本テレビ 保富康午

N01-21605 テレビ おはよう！こどもショー 動物病院の看護婦になりたい 決定稿 1969/7/8 日本テレビ 山崎あきら

N01-21609 テレビ おはよう！こどもショー
QPちゃんショー たのしかった

夏休み
決定稿 1969/9/1 日本テレビ 保富康午

N01-21590 テレビ おはよう！こどもショー 八百屋さんになりたい 決定稿 1969/9/2 日本テレビ 山崎あきら

N01-22096 テレビ おはよう！こどもショー　ＱＰちゃんショー
「蛸兄とロバ頭巾」川止め大騒

動
262週 1970/11/12 日本テレビ 保富康午

N01-21594 テレビ おはよう！こどもショー 決定稿 1971/1/21 日本テレビ 保富康午

N01-21601 テレビ おはよう！こどもショー
QPちゃんショー 蛸丸とロバ頭

巾“富くじ大騒動”
準備稿 1971/1/21 日本テレビ 保富康午

N01-21600 テレビ おはよう！こどもショー 秋の童謡名曲集 決定稿 1971/10/2 日本テレビ 保富康午

N01-21599 テレビ おはよう！こどもショー
ロバくんのクイズラマ“たのし

い秋祭り”
決定稿 1971/10/16 日本テレビ 保富康午

N01-21617 テレビ おはよう！こどもショー 10月生れお誕生パーテー 決定稿 1971/10/16 日本テレビ 保富康午

N01-21618 テレビ おはよう！こどもショー 決定稿 1971/10/17 日本テレビ 保富康午

N01-21611 テレビ おはよう！こどもショー
ロバくんのクイズラマ“花嫁さ

んご用心”
決定稿 1971/10/30 日本テレビ 保富康午

N01-21589 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/10/31 日本テレビ 保富康午

N01-21344 テレビ おはよう！こどもショー
ろばくんのクイズラマ たのしい

落葉たち
決定稿 1971/11/13 日本テレビ 保富康午

N01-21588 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/11/14 日本テレビ 保富康午

N01-21342 テレビ おはよう！こどもショー 11月生れお誕生日パーテー 決定稿 1971/11/27 日本テレビ 保富康午

N01-21603 テレビ おはよう！こどもショー
ロバくんのクイズラマ 火の用

心大騒動
決定稿 1971/11/27 日本テレビ 保富康午

N01-21343 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/11/28 日本テレビ 保富康午

N01-21616 テレビ おはよう！こどもショー
ろばくんのクイズラマ“スキー

場大騒動”
決定稿 1971/12/11 日本テレビ 保富康午

N01-21341 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ唄じまん 決定稿 1971/12/12 日本テレビ 保富康午

N01-21340 テレビ おはよう！こどもショー 12月生れ誕生パーテイ 決定稿 1971/12/25 保富康午

N01-21587 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ　“あ

やうし!!　クリスマスプレゼント”
決定稿 1971/12/25 日本テレビ 保富康午

N01-21604 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ唄じまん 決定稿 1971/12/26 日本テレビ 保富康午

N01-21610 テレビ おはよう！こどもショー 決定稿 1971/2/23 日本テレビ 保富康午

N01-21615 テレビ おはよう！こどもショー 決定稿 1971/3/19 日本テレビ 保富康午

N01-21602 テレビ おはよう！こどもショー
崑ちゃんのクイズラマ“ガマ・
キッドを撃った男”THE MAN

WHO SHOT GAMA-KID
準備稿 1971/6/5 日本テレビ 滝沢ふじお

N01-21595 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ“目明

し崑ちゃん捕物帖”
決定稿 1971/6/12 日本テレビ 保富康午
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N01-21560 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/6/13 日本テレビ 保富康午

N01-21561 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ おお

あばれコン・キホーテ
決定稿 1971/6/26 日本テレビ 保富康午

N01-21614 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/7/4 日本テレビ 滝沢ふじお

N01-21598 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ こん

ちゃんの原始人
決定稿 1971/7/10 日本テレビ 保富康午

N01-20594 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/7/18 日本テレビ 保富康午

N01-21597 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/7/18 日本テレビ 保富康午

N01-21596 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/7/25 日本テレビ 保富康午

N01-21613 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ ロバく

んの猛獣狩り
決定稿 1971/8/7 日本テレビ 保富康午

N01-21593 テレビ おはよう！こどもショー
こんちゃんのクイズラマ“モー

レツお婆さん”
決定稿 1971/8/21 日本テレビ 保富康午

N01-21612 テレビ おはよう！こどもショー 8月生れ 誕生パーティ 決定稿 1971/8/21 日本テレビ 保富康午

N01-21592 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 1971/8/22 日本テレビ 保富康午

N01-20392 テレビ おはよう！こどもショー
ロバくんのクイズラマ　珍発明

大騒動
決定稿 324 1972/1/22 日本テレビ 保富康午、滝沢ふじお

N01-20393 テレビ おはよう！こどもショー
ろばくんのクイズラマ　ろば頭

巾の鬼退治
決定稿 326 1972/2/5 日本テレビ 保富康午

N01-20394 テレビ おはよう！こどもショー こんちゃんのトンカチ歌じまん 決定稿 328 1972/2/19 日本テレビ 保富康午

N01-00029 ラジオ おはよう奥さんの内　あのね、ボクね 8 1961/4/11 NHK

N01-00030 ラジオ おはよう奥さんの内　あのね、ボクね 9 1961/4/12 NHK

N01-00031 ラジオ おはよう奥さんの内　あのね、ボクね 10 1961/4/13 NHK

N01-00032 ラジオ おはよう奥さんの内　あのね、ボクね 花とデカイボール 11 1961/4/14 NHK

N01-00033 ラジオ おはよう奥さんの内　あのね、ボクね 怖い夢 12 1961/4/15 NHK

N01-16942 テレビ おはようさん 4～6 1975/10/9～11 NHK大阪 松田暢子
デジタル
化（館
内）

N01-16943 テレビ おはようさん 10～12 1975/10/16～18 NHK大阪 松田暢子

N01-16944 テレビ おはようさん 13～15 1975/10/20～22 NHK大阪 松田暢子

N01-16945 テレビ おはようさん 25～27 1975/11/3～5 NHK大阪 松田暢子

N01-16946 テレビ おはようさん 28～30 1975/11/6～8 NHK大阪 松田暢子

N01-16947 テレビ おはようさん 61～63 1975/12/15～17 NHK大阪 松田暢子

N01-16948 テレビ おはようさん 64～66 1975/12/18～20 NHK大阪 松田暢子

N01-16949 テレビ おはようさん 67～69 1975/12/22～24 NHK大阪 松田暢子

N01-16950 テレビ おはようさん 73～75 1976/1/5～7 NHK大阪 松田暢子

N01-16951 テレビ おはようさん 76～78 1976/1/8～10 NHK大阪 松田暢子

N01-16952 テレビ おはようさん 79～81 1976/1/12～14 NHK大阪 松田暢子

N01-16953 テレビ おはようさん 82～84 1976/1/15～17 NHK大阪 松田暢子

N01-16954 テレビ おはようさん 88～90 1976/1/22～24 NHK大阪 松田暢子

N01-16955 テレビ おはようさん 94～96 1976/1/29～31 NHK大阪 松田暢子

N01-16956 テレビ おはようさん 103～105 1976/2/9～11 NHK大阪 松田暢子

N01-16957 テレビ おはようさん 106～108 1976/2/12～14 NHK大阪 松田暢子

N01-16958 テレビ おはようさん 115～117 1976/2/23～25 NHK大阪 松田暢子

N01-16959 テレビ おはようさん 124～126 1976/3/4～6 NHK大阪 松田暢子



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-16960 テレビ おはようさん 127～129 1976/3/8～10 NHK大阪 松田暢子

N01-16961 テレビ おはようさん 130～132 1976/3/11～13 NHK大阪 松田暢子

N01-16962 テレビ おはようさん 136～138 1976/3/18～20 NHK大阪 松田暢子

N01-16963 テレビ おはようさん 145～147 1976/3/29～31 NHK大阪 松田暢子

N01-16964 テレビ おはようさん 148～150 1976/4/1～3 NHK大阪 松田暢子

N01-02934 ラジオ おはよう下町 第二稿 1962/3/21 NHK 寺山修司

N01-23638 テレビ おはよう前田武彦です 27 1965/11/9 フジテレビ 塚田茂

N01-07653 ラジオ お早うミュージカル ジャックと豆の木 1週 1959/11/1～7 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-07666 ラジオ お早うミュージカル やしの実と子ども 4週 (?)/11/22～28 文化放送 水原明人

N01-07659 ラジオ お早うミュージカル キージェ中尉 1960/1/11～17 文化放送 水原明人

N01-07658 ラジオ お早うミュージカル アリババと四十人の盗賊 15週 1960/2/8～14 文化放送 水原明人

N01-07662 ラジオ お早うミュージカル イソップ物語 20週 1960/3/14～20 文化放送 水原明人

N01-07654 ラジオ お早うミュージカル 幸福な王子 23週 1959/4/4～10 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-07665 ラジオ お早うミュージカル 猫と兵隊 26週 (?)/4/25～5/1 文化放送 水原明人

N01-07651 ラジオ お早うミュージカル 虹 27週 (?)/5/2～8 文化放送 神吉拓郎
デジタル
化（館
内）

N01-07661 ラジオ お早うミュージカル 赤いかさと青いかさ 31週 (?)/5/30～6/5 文化放送 水原明人

N01-07664 ラジオ お早うミュージカル 赤いかさと青いかさ 31週 (?)/5/30～6/5 文化放送 水原明人

N01-07657 ラジオ お早うミュージカル ステンカ・ラージンの歌 33週 1960/6/13～19 文化放送 水原明人

N01-07663 ラジオ お早うミュージカル ステンカ・ラージンの歌 33週 1960/6/13～19 文化放送 水原明人

N01-07655 ラジオ お早うミュージカル アルトハイデルベルク 38週 (?)/7/18～24 文化放送 水原明人

N01-07660 ラジオ お早うミュージカル ボトムの夢 40週 (?)/8/1～7 文化放送 水原明人

N01-07652 ラジオ お早うミュージカル 杜子春 44週 (?)/8/29～9/4 文化放送 神吉拓郎

N01-07656 ラジオ お早うミュージカル 白い花の歌 47週 1960/9/19～25 文化放送 水原明人

N01-08141 テレビ 帯 1963/(?)/(?)
毎日放送テ

レビ
茂木草介

N01-15700 テレビ おひかえあそばせ 8 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15715 テレビ おひかえあそばせ 8 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-17220 テレビ おひかえあそばせ 8 1971/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-13771 テレビ おひかえあそばせ 10 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15714 テレビ おひかえあそばせ 10 [1971]/(?)/(?) [日本テレビ] 津田幸夫

N01-15467 テレビ おひかえあそばせ 12 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-23640 テレビ お昼のゴールデンショー (?)/7/11 フジテレビ 塚田茂、前川宏司

N01-23641 テレビ お昼のゴールデンショー (?)/6/19 フジテレビ 塚田茂、前川宏司

N01-23642 テレビ お昼のゴールデンショー 決定稿 (?)/6/28 フジテレビ 塚田茂、前川宏司

N01-23643 テレビ お昼のゴールデンショー (?)/4/22 フジテレビ 塚田茂、前川宏司

N01-22385 テレビ お昼のワイドショー
感動体験シリーズ　妻が難病!
一家心中を救った長男の絶

叫!!
1978/1/18 日本テレビ 岩井晃、村川克信

N01-22386 テレビ お昼のワイドショー 体験者シリーズ　蒸発（仮題） 1977/11/23 日本テレビ 岩井晃、村川克信

N01-24029 テレビ お昼のワイドショー (?)/3/24 日本テレビ



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-00157 テレビ オブの冒険 決定稿 1962/1/3 NHK 横田弘行

N01-01605 テレビ オブの冒険 打合稿 1963/1/3 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01606 テレビ オブの冒険 打合稿 1963/1/3 NHK 横田弘行

平027 N01-45203 ラジオ オペラハウス 微笑の國 1951/11/12 NHK
デジタル
化（館
内）

平026B N01-45198 ラジオ オペレッタ コルネヴィーユの鐘 1950/1/2 NHK 和田精
デジタル
化（館
内）

N01-00580 ラジオ オペレッタ パピプペ天国 (?)/3/12 NHK 八木隆一郎

N01-12797 テレビ オホーツクの旅立ち（仮題） 改訂稿 [1980]/(?)/(?) NHK 布勢博一

N01-12792 テレビ オホーツクへ 別冊改訂稿 1980/12/29 NHK 布勢博一
デジタル
化（館
内）

M054 N01-41198 ラジオ おぼろ駕篭 6 1953/11/11 NHK 久保田耕一

N01-05473 ラジオ おぼろ夜 1961/1/7 NHK 大佛次郎
デジタル
化（館
内）

N01-17014 テレビ おまさ 1 1980/3/3 NHK 岸宏子

N01-17015 テレビ おまさ 2 1980/3/4 NHK 岸宏子

N01-17016 テレビ おまさ 3 1980/3/5 NHK 岸宏子

N01-17017 テレビ おまさ 4 1980/3/6 NHK 岸宏子

N01-17018 テレビ おまさ 5 1980/3/7 NHK 岸宏子

N01-17019 テレビ おまさ 6 1980/3/10 NHK 岸宏子

N01-17020 テレビ おまさ 7 1980/3/11 NHK 岸宏子

N01-17021 テレビ おまさ 8 1980/3/12 NHK 岸宏子

N01-17022 テレビ おまさ 9 1980/3/13 NHK 岸宏子

N01-17023 テレビ おまさ 10 1980/3/14 NHK 岸宏子

N01-17024 テレビ おまさ 11 1980/3/17 NHK 岸宏子

N01-17025 テレビ おまさ 12 1980/3/18 NHK 岸宏子

N01-17026 テレビ おまさ 13 1980/3/19 NHK 岸宏子

N01-17027 テレビ おまさ 14 1980/3/20 NHK 岸宏子

N01-17028 テレビ おまさ 15 1980/3/21 NHK 岸宏子

N01-17029 テレビ おまさ 16 1980/3/24 NHK 岸宏子

N01-17030 テレビ おまさ 17 1980/3/25 NHK 岸宏子

N01-17031 テレビ おまさ 18 1980/3/26 NHK 岸宏子

N01-17032 テレビ おまさ 19 1980/3/27 NHK 岸宏子

N01-17033 テレビ おまさ 20(終) 1980/3/28 NHK 岸宏子

N01-09562 テレビ お祭り銀次捕物帳 日本六十余州お構いだア 1 (?) 佐々木守

N01-09564 テレビ お祭り銀次捕物帳 みれん太鼓、恋太鼓 2 (?) 佐々木守

N01-20498 テレビ おめでとう 第10回日本歌謡大賞入賞者 決定稿 10 1979/11/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-20481 テレビ おめでとう 日本歌謡大賞10周年 栄光と感動の全公開 決定稿 1979/11/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-22060 テレビ おめでとう日本レコード大賞 第一稿 (?) TBS 保富康午、たかたかし

N01-22072 テレビ おめでとう日本レコード大賞 決定稿 (?) TBS 保富康午

N01-06544 ラジオ 思い出のアルバム
咲いた桜に　昭和八年から九

年にかけて
1 1961/4/5 NHK 宮沢章二



「お」
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N01-06640 ラジオ 思い出のアルバム
咲いた桜に　昭和八年から九

年にかけて
1 1961/4/5 NHK 宮沢章二

N01-06546 ラジオ 思い出のアルバム
ああ玉杯に　二十世紀初頭の

青春
2 1961/4/12 NHK 宮沢章二

N01-06639 ラジオ 思い出のアルバム
ああ玉杯に　二十世紀初頭の

青春
2 1961/4/12 NHK 宮沢章二

N01-06553 ラジオ 思い出のアルバム
唄を忘れたかなりやは　大正

抒情歌時代
1961/5/24、30 NHK 宮沢章二

N01-07429 ラジオ 思い出のアルバム 波浮の港　レコード時代誕生 1961/5/31 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07430 ラジオ 思い出のアルバム
いのちみじかし　大正・芸術座

の舞台から
1961/6/21 NHK 保富康午

N01-06551 ラジオ 思い出のアルバム
文明開化というけれど　明治

演歌史
1961/6/28 NHK 宮沢章二

N01-07431 ラジオ 思い出のアルバム 椰子の実　海の歌 1961/7/5 NHK 宮沢章二

N01-06554 ラジオ 思い出のアルバム 山小舍の灯び　山の歌 1961/7/12 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07426 ラジオ 思い出のアルバム
みかんの花咲く丘　戦後童話

集
1961/8/2 NHK 丘灯至夫

N01-02946 テレビ 思い出のアルバム お夏清十郎　女の恋の歌 1962/6/20 保富康午

N01-06775 ラジオ 思い出のアルバム
さすらいの唄　にっぽん・ろま

んちしずむ
1963/10/9 NHK 保富康午

N01-07437 ラジオ 思い出のアルバム 酒は涙か　ギターと大衆歌謡 1963/10/9 NHK 保富康午

N01-06616 ラジオ 思い出のアルバム 丘を越えて　満州事変のころ 1961/10/25 NHK 宮沢章二

N01-06557 ラジオ 思い出のアルバム
ピーターパンとシンデレラ　可
愛いいスクリーンの恋人達

1961/11/15 NHK 永来重明

N01-06774 ラジオ 思い出のアルバム 港シャンソン　港と船のうた 1962/11/21 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-19956 テレビ 想い出の歌　心の歌 母と故郷と青春 決定稿 1976/1/18 TBS 保富康午

N01-21793 テレビ 想い出の歌　心の歌 不滅のメロディ　服部良一 決定稿 (?) TBS 保富康午

N01-22069 テレビ 想い出の歌　心の歌 母と故郷と青春 決定稿 1976/1/18 TBS 保富康午

N01-22091 テレビ 想い出の歌　心の歌 不滅のメロディ　服部良一 第二稿 (?) TBS 保富康午

N01-22398 テレビ 想い出の歌　心の歌 母と故郷と青春 決定稿 1976/1/18 TBS 保富康午

N01-20598 テレビ 想い出のヒットソング (?)/11/18 フジテレビ 塚田茂

N01-23646 テレビ 想い出のヒットソング (?)/11/18 フジテレビ 塚田茂

N01-19897 テレビ 思い出のメロディー 7 1975/8/2 NHK 杉紀彦
デジタル
化（館
内）

N01-22946 ラジオ
思い出のヤングミュージック”あの頃、あな

たは”
(?)/10/13～17 文化放送 水原明人

N01-22947 ラジオ
思い出のヤングミュージック”あの頃、あな

たは”
(?)/10/6～10 文化放送 水原明人

N01-06773 テレビ おもちゃ部屋のよる 1958/12/30 NHK 若林一郎、保富康午

N01-12090 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん ネジ廻しにご用心 2 1973/3/15 TBS 光畑碩郎

N01-12091 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん ヒロミちゃんの休日 6 1973/4/12 TBS 光畑碩郎

N01-12092 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん お父さん、ごめんね 7 1973/4/19 TBS 光畑碩郎

N01-12093 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん よそではいい子 8 1973/4/26 TBS 光畑碩郎

N01-12094 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん 落ちてたオルゴール 11 1973/5/17 TBS 光畑碩郎

N01-12095 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん おじいちゃんのオムライス 18 1973/7/5 TBS 光畑碩郎

N01-12096 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん お父さん・ありがとう 21 1973/7/26 TBS 光畑碩郎

N01-12097 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん ジャックと豆の木 22 1973/8/2 TBS 光畑碩郎

N01-12098 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん なぐられてよかった 32 1973/10/11 TBS 光畑碩郎

N01-12099 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん おじいちゃんの歩き競走 35 1973/11/1 TBS 光畑碩郎
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N01-12100 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん 古ぼけた時計 39 1973/11/22 TBS 光畑碩郎

N01-12101 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん 小さな約束 改訂稿 41 1973/12/13 TBS 光畑碩郎

N01-12102 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん 早くこい、お正月 43 1973/12/27 TBS 光畑碩郎

N01-12103 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん ごめんね！おじいさん 45 1974/1/10 TBS 光畑碩郎

N01-12104 テレビ おもちゃ屋ケンちゃん ニンジン君のガールフレンド 51 1974/2/21 TBS 光畑碩郎

N01-11426 テレビ おもろい夫婦 12 (?) フジテレビ 笠原良三

N01-07600 ラジオ オヤエ八目 1～8
1961/5/1～6、

8、9
ニッポン放

送
安倍徹郎、秩父久方、森進、野上龍

雄

N01-07601 ラジオ オヤエ八目 9～18
1961/5/10～13、

15～20
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄

N01-07602 ラジオ オヤエ八目 19～28
1961/5/22～27、

29～6/1
ニッポン放

送
水原明人、村上清寿、安倍徹郎、秩

父久方、森進、野上龍雄

N01-07603 ラジオ オヤエ八目 29～37
1961/6/2、3、5

～10、12
ニッポン放

送
水原明人、村上清寿、安倍徹郎、森

進、野上龍雄

N01-07604 ラジオ オヤエ八目 38～44
1961/6/13～17、

19、20
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07606 ラジオ オヤエ八目 45～48 1961/6/21～24
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄

N01-07607 ラジオ オヤエ八目 45～48 1961/6/21～24
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄

N01-07608 ラジオ オヤエ八目 49～56
1961/6/26～

7/1、3、4
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-07609 ラジオ オヤエ八目 57～60 1961/7/5～8
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進

N01-07610 ラジオ オヤエ八目 72～77
1961/7/22、24～

28
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進

N01-07611 ラジオ オヤエ八目 78～84
1961/7/29、31～

8/5
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07612 ラジオ オヤエ八目 85～90 1961/8/7～12
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、

N01-07613 ラジオ オヤエ八目 91～96 1961/8/14～19
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄

N01-07614 ラジオ オヤエ八目 97～102 1961/8/21～26
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄

N01-07615 ラジオ オヤエ八目 103～108 1961/8/28～9/2
ニッポン放

送
水原明人、森進

N01-07619 ラジオ オヤエ八目 109～111 1961/9/4～6
ニッポン放

送
水原明人、森進

N01-07620 ラジオ オヤエ八目 112～118 1961/9/7～14
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄

N01-07621 ラジオ オヤエ八目 112～118 1961/9/7～14
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄

N01-07605 ラジオ オヤエ八目 119～126
1961/9/15、16、

18～23
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-07616 ラジオ オヤエ八目 127～131 1961/9/25～29
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-07617 ラジオ オヤエ八目 132～136
1961/9/30～

10/5
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-07618 ラジオ オヤエ八目 132～136
1961/9/30～

10/5
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-05086 テレビ お役者文七 明暗双紙（前編） 9 (?) フジテレビ 和田五雄

N01-05176 テレビ お役者文七 復讐悲願（后編） 7 (?)/5/20 フジテレビ 和田五雄

N01-05193 テレビ お役者文七 明暗双紙（後編） 9 (?)/6/17 フジテレビ 和田五雄

N01-05170 テレビ お役者文七 花の絵姿 比丘尼御殿 その一 (?)/2/5 フジテレビ 霜川遠志

N01-05285 テレビ お役者文七 花の絵姿 比丘尼御殿(完結編) 決定稿 1960/2/26 フジテレビ 霜川遠志

N01-11090 テレビ おやこ刑事 狙撃者 決定稿 1 1979/4/3
東京12チャ

ンネル
下飯坂菊馬、杉江彗子

N01-23323 テレビ 親子を合わせるベシ！ 1970/(?)/(?) フジテレビ 塚田茂

N01-16715 テレビ おやじ操縦法 弱き者、汝の名は男 12 (?) フジテレビ 津路嘉郎

N01-12806 テレビ おやじの嫁さん 決定稿 14 [1974]/1/2 フジテレビ 布勢博一



「お」
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N01-11432 テレビ おやじの嫁さん 20 (?)/2/13 フジテレビ 増島文彦

N01-02439 ラジオ おやつの時間 トースト 1951/5/29 NHK 岸宏子

N01-02440 ラジオ おやつの時間 ひなげし、詩・女のひとは 他 1951/6/19 NHK 岸宏子、石川まき子

N01-02441 ラジオ おやつの時間
ラジオ風土記　筑後川の鯉捕

り、椿村
1952/3/7 NHK 秋山六郎兵衛、岸宏子

N01-09403 テレビ 親ばか子ばか 4 (?)/3/24 TBS 佐々木守

N01-10000 テレビ 親ばか子ばか 命あずけます 決定稿 18 (?)/8/25 TBS 茂木草介

N01-02982 ラジオ 親不孝通り (?) [津田幸夫]

N01-12798 テレビ おゆきさん 11 1971/6/12 フジテレビ 布勢博一

N01-51122 テレビ
およね平吉時穴道行―二百年間のメロド

ラマ―
1977/4/[9] NHK 杉山義法

N01-11822 テレビ お嫁さん [1966]/(?)/(?) フジテレビ 宮田達男

N01-11131 テレビ お嫁にいきたい 1 [1970]/2/2 フジテレビ 石堂淑朗
デジタル
化（館
内）

N01-11153 テレビ お嫁にいきたい わが家は蜂の巣 準備稿 2 [1970]/2/9 フジテレビ 石堂淑朗

N01-11154 テレビ お嫁にいきたい 第二稿 3 [1970]/2/16 フジテレビ キノトール

N01-11152 テレビ お嫁にいきたい 4 [1970]/2/23 フジテレビ 石堂淑朗

N01-11151 テレビ お嫁にいきたい 結婚詐欺 5 [1970]/3/2 フジテレビ 斎藤憐

N01-11150 テレビ お嫁にいきたい 決定稿 6 [1970]/3/9 フジテレビ 石堂淑朗

N01-11156 テレビ お嫁にいきたい 新宿の歌が聞こえる 最終決定稿 7 [1970]/3/16 フジテレビ 阿部良

N01-11155 テレビ お嫁にいきたい 恋ぐるい 決定稿 8 [1970]/3/23 フジテレビ キノトール

N01-11157 テレビ お嫁にいきたい あゝ柔肌の熱き血潮よ 決定稿 [9](終) [1970]/3/30 フジテレビ 石堂淑朗

N01-12568 ラジオ オラトリオ　沛然たり鈴鹿の雨は（仮題） [1965/11/15] 内村直也

N01-12569 ラジオ オラトリオ　沛然たり鈴鹿の雨は（仮題） [1965/11/15] 内村直也

N01-13494 テレビ おらんだ左近 事件帖 帰って来た男
[1971～

1972]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英

デジタル
化（館
内）

N01-13495 テレビ おらんだ左近 事件帖 ひょうたんから駒がでた
[1971～

1972]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英

N01-50227 テレビ おらんだ左近－事件帖－(仮題) 6 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50228 テレビ おらんだ左近－事件帖－(仮題) 7 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50229 テレビ おらんだ左近－事件帖－(仮題) 叶屋おしま 11 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50230 テレビ おらんだ左近－事件帖－(仮題) うんすん歌留多抄 17 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50231 テレビ おらんだ左近－事件帖－(仮題) 江戸城罷り通る 25 (?) フジテレビ 大野靖子

M041 N01-40930 ラジオ オリエント時計　30秒20秒 (?) 木多内淳

N01-12496 テレビ おりょう 1971/9/26 TBS 倉本聰

N01-06930 ラジオ オリンピックの年あけわたる 第一稿 1964/1/1 NHK 保富康午

N01-05544 テレビ オリンピックを買いなさい 第一稿 1964/9/25 NHK 三鬼歌子

N01-24875 テレビ 俺たちの朝（1） 1～12 (?)

N01-24876 テレビ 俺たちの朝（2） 13～24 (?)

N01-24877 テレビ 俺たちの朝（3） 25～36 (?)

N01-24878 テレビ 俺たちの朝（4） 37～48 (?)

N01-11885 テレビ 俺たちの明日 決定稿 1980/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、柏原寛司
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13418 テレビ 俺たちの明日 決定稿 1980/5/8 日本テレビ 小川英、柏原寛司

N01-13419 テレビ 俺たちの明日 決定稿 1980/5/8 日本テレビ 小川英、柏原寛司

N01-24870 テレビ 俺たちの勲章（1） 1～9 (?)

N01-24871 テレビ 俺たちの勲章（2） 10～19 (?)

N01-03208 ラジオ 俺たちの青春 1964/3/11 TBS 窪田篤人

N01-10940 テレビ 俺たちの旅 男の友情は哀しいのです 決定稿 4
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 鎌田敏夫

デジタル
化（館
内）

N01-10941 テレビ 俺たちの旅 女もなぜか淋しいのです 決定稿 5
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 桃井章、鎌田敏夫

N01-10942 テレビ 俺たちの旅
男の人生には色んな事がある

のです
決定稿 6

[1975～
1976]/(?)/(?)

日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10943 テレビ 俺たちの旅
人はみなひとりでは生きてゆ

けないのです
決定稿 7

[1975～
1976]/(?)/(?)

日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10944 テレビ 俺たちの旅
男の胸には哀しさがあるので

す
決定稿 8

[1975～
1976]/(?)/(?)

日本テレビ 畑嶺明

N01-10945 テレビ 俺たちの旅 おふくろさんも女なのです 改訂稿 10
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10946 テレビ 俺たちの旅
男は故郷に何かを残して来た

のです
決定稿 12

[1975～
1976]/(?)/(?)

日本テレビ 桃井章

N01-10947 テレビ 俺たちの旅 馬鹿がひとりで死んだのです 決定稿 13
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10948 テレビ 俺たちの旅
男は自立したがるものなので

す
決定稿 14

[1975～
1976]/(?)/(?)

日本テレビ 水木凡

N01-10949 テレビ 俺たちの旅 男の心はかよいあうのです 決定稿 15
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 畑嶺明

N01-10950 テレビ 俺たちの旅 決定稿 16
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 剣持亘

N01-10951 テレビ 俺たちの旅 結婚するのも大変なのです 決定稿 18
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10952 テレビ 俺たちの旅 ついに東大に入りました！？ 決定稿 23 [1976]/3/14 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10953 テレビ 俺たちの旅 男の道はきびしいのです 決定稿 24 [1976]/3/21 日本テレビ 畑嶺明

N01-10954 テレビ 俺たちの旅 妹の涙をある日みたのです 決定稿 33 [1976]/5/23 日本テレビ 桃井章

N01-10955 テレビ 俺たちの旅
気楽に生きればなんとかなり

ます
決定稿 34 [1976]/5/30 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-10956 テレビ 俺たちの旅 一緒に仕事をはじめました 決定稿 35 [1976]/6/6 日本テレビ 畑嶺明

N01-10957 テレビ 俺たちの旅
ニッポンの将来はどうなります

か？
決定稿 39 [1976]/(?)/(?) 日本テレビ 鎌田敏夫

デジタル
化（館
内）

N01-12744 テレビ 俺たちは天使だ！ 運が悪けりゃ死ぬだけさ 改訂稿 1 [1979]/(?)/(?) 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-24883 テレビ 俺たちは天使だ（1） 1～10 (?) 日本テレビ 長野洋、小川英、ほか

N01-12745 テレビ 俺たちは天使だ！ 運が良ければ五千万 改訂稿 2 [1979]/(?)/(?) 日本テレビ 柏原寛司、小川英

N01-12746 テレビ 俺たちは天使だ！ 運が良けりゃボロもうけ 改訂稿 4 [1979]/5/6 日本テレビ 田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-12747 テレビ 俺たちは天使だ！ 運が良ければ相続人 決定稿 8 [1979]/6/3 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-12748 テレビ 俺たちは天使だ！ 運が良ければ特ダネだ 決定稿 10 [1979]/(?)/(?) 日本テレビ 石川孝人、小川英

N01-24884 テレビ 俺たちは天使だ（2） 11～20 (?) 日本テレビ 長野洋、ほか

N01-12749 テレビ 俺たちは天使だ！ 運が悪けりゃ劇的最期 改訂稿 15 [1979]/(?)/(?) 日本テレビ 渡邉由自、小川英

N01-05569 テレビ オレとシャム猫 猫は幽霊を見たとき気絶する 19 (?) TBS 市川森一、高久進

N01-05570 テレビ オレとシャム猫 死を招く幽霊 20 (?) TBS 伴田究

N01-05571 テレビ オレとシャム猫 サヨナラの後で殺して 23 (?) TBS 上原正三

N01-10381 テレビ 父ちゃんがゆく 第二稿 1 [1969]/4/6 フジテレビ 橋田壽賀子

N01-10382 テレビ 父ちゃんがゆく 決定稿 3 [1969]/4/20 フジテレビ 橋田壽賀子

N01-10391 テレビ おれの義姉さん 2 [1970]/4/8 フジテレビ 山田洋次、光畑碩郎



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-10390 テレビ おれの義姉さん 3 [1970]/4/15 フジテレビ 岡田光治、山田洋次

N01-10389 テレビ おれの義姉さん 4 [1970]/4/22 フジテレビ 山根優一郎、山田洋次

N01-10388 テレビ おれの義姉さん 5 [1970]/4/29 フジテレビ 光畑碩郎

N01-10387 テレビ おれの義姉さん 6 [1970]/5/6 フジテレビ 家城巳代治

N01-10429 テレビ おれの義姉さん 8 [1970]/5/20 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10428 テレビ おれの義姉さん 9 [1970]/5/27 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10427 テレビ おれの義姉さん 13 [1970]/6/24 フジテレビ 中島丈博

N01-10426 テレビ おれの義姉さん 14 [1970]/7/1 フジテレビ 家城巳代治

N01-10424 テレビ おれの義姉さん 15 [1970/7/8] フジテレビ

N01-10425 テレビ おれの義姉さん 訂正稿 15 [1970]/7/8 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10423 テレビ おれの義姉さん 16 [1970]/7/15 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10383 テレビ おれの義姉さん 17 [1970]/7/22 フジテレビ 中島丈博
デジタル
化（館
内）

N01-10421 テレビ おれの義姉さん 18 [1970]/7/29 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10392 テレビ おれの義姉さん 19 [1970]/8/5 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10418 テレビ おれの義姉さん 第一稿 19 [1970]/8/5 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10419 テレビ おれの義姉さん 第一稿 20 [1970]/8/12 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10422 テレビ おれの義姉さん 21 [1970]/8/[19] フジテレビ 家城巳代治、いえきひさこ

N01-10430 テレビ おれの義姉さん 22 [1970]/8/26 フジテレビ 家城巳代治

N01-10384 テレビ おれの義姉さん 23 [1970]/9/2 フジテレビ 家城巳代治、いえきひさこ

N01-10420 テレビ おれの義姉さん 24 [1970]/9/9 フジテレビ 中島丈博

N01-11307 テレビ おれの義姉さん 改訂稿 25 [1970]/9/16 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10386 テレビ おれの義姉さん 26 [1970]/9/23 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-10385 テレビ おれの義姉さん 27(終) [1970]/9/30 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-00963 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 1 1964/9/28 TBS 山田洋次

N01-00964 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 2 1964/10/5 TBS 山田洋次、山根優一郎

N01-00965 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 3 1964/10/12 TBS 山田洋次、奥山浩

N01-00966 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 4 1964/10/19 TBS 山田洋次、田口創

N01-00967 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 5 1964/10/26 TBS 山田洋次、山根優一郎

N01-00968 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 6 1964/11/2 TBS 山田洋次、山根優一郎

N01-00969 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 7 1964/11/9 TBS 山田洋次、奥山浩

N01-00970 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の馬鹿まるだし スタッフ決定稿 8(終) 1964/11/16 TBS 山田洋次、奥山浩

N01-00971 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 1 1965/1/18 TBS 有高扶桑

N01-00881 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 2 [1965]/1/25 TBS 有高扶桑

N01-00972 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 3 1965/2/1 TBS 有高扶桑

N01-00973 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 4 1965/2/8 TBS 有高扶桑

N01-00974 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 5 1965/2/15 TBS 有高扶桑

N01-00975 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 6 1965/2/22 TBS 有高扶桑
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N01-00882 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 7 [1965]/3/1 TBS 有高扶桑

N01-13014 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 ロケ用 7 (?)/3/1 TBS 有高扶桑

N01-00883 テレビ おれの番だ！ 谷啓の鍵にご用心 決定稿 8(終) [1965]/3/8 TBS 有高扶桑

N01-00976 テレビ おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
決定稿 1 1965/11/22 TBS 宮田達男

N01-00977 テレビ おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
決定稿 2 1965/11/29 TBS 宮田達男

N01-00978 テレビ おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
スタッフ決定稿 3 1965/12/6 TBS 宮田達男

N01-00979 テレビ おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
決定稿 4 1965/12/13 TBS 宮田達男

N01-00980 テレビ おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
決定稿 5 1965/12/20 TBS 宮田達男

N01-00981 テレビ おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
決定稿 6 1965/12/27 TBS 宮田達男

N01-00982 資料 おれの番だ！
藤田まことの夜明けだよおっ

母さん
(?) TBS

N01-00983 テレビ おれの番だ！ 植木等の男性No.1 決定稿 1 1966/1/3 TBS 小野田勇

N01-00984 テレビ おれの番だ！ 植木等の男性No.1 決定稿 2 1966/1/10 TBS 小野田勇

N01-00985 テレビ おれの番だ！ 植木等の男性No.1 第一稿 3 1966/1/17 TBS 小野田勇

N01-00986 テレビ おれの番だ！ 植木等の男性No.1 決定稿 4 1966/1/24 TBS 小野田勇

N01-00987 テレビ おれの番だ！ 植木等の男性No.1 決定稿 5 1966/1/31 TBS 小野田勇

N01-00988 テレビ おれの番だ！ 植木等の男性No.1 決定稿 6(終) 1966/2/7 TBS 小野田勇

N01-00995 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 決定稿 1 1966/3/28 TBS 相良準三

N01-00989 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 決定稿 2 1966/4/4 TBS 相良準三

N01-00990 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 決定稿 3 1966/4/11 TBS 相良準三

N01-00991 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 決定稿 4 1966/4/18 TBS 相良準三

N01-00992 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 決定稿 5 1966/4/25 TBS 相良準三

N01-00993 テレビ おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 決定稿 6(終) 1966/5/2 TBS 相良準三

N01-00994 資料 おれの番だ！ ハナ肇の一等賞 (?)

N01-00996 テレビ おれの番だ！ 藤田まことの快男児浪花太郎 決定稿 4 1966/5/17 TBS 小野田勇

N01-08820 テレビ おれの番だ！ 植木等の気まぐれ野郎 決定稿 3 1966/8/17 TBS 窪田篤人

N01-17190 テレビ おれの番だ！
藤田まことのああ漫才二等兵

（仮題）
第一稿 2 (?)/5/29 TBS 小川英

N01-12755 テレビ おれの番だ！第24弾 藤田まことのああ漫才二等兵 第一稿 3 (?)/6/5 TBS 小川英

N01-12756 テレビ おれの番だ！第24弾 藤田まことのああ漫才二等兵 第一稿 3 (?)/6/5 TBS 小川英

N01-12757 テレビ おれの番だ！第24弾 藤田まことのああ漫才二等兵 第一稿 4 (?)/6/12 TBS 小川英

N01-12758 テレビ おれの番だ！第24弾 藤田まことのああ漫才二等兵 決定稿 5 (?)/6/19 TBS 小川英

N01-16294 テレビ おれの番だ！第24弾 藤田まことのああ漫才二等兵 第一稿 最終回 (?)/6/26 TBS 小川英

N01-02274 テレビ 俺の欲しいもの 改訂稿 1960/9/2 日本テレビ 椎名利夫

N01-11415 テレビ 俺はお殿さま [1972]/6/27 フジテレビ 小野田勇

N01-09593 テレビ オレはオバケだぞ！ 村にオバケが生れること 準備稿 1 (?) 日本テレビ 田村孟、佐々木守

N01-09675 テレビ オレはオバケだぞ！ 村立キャバレーが出来たこと 準備稿 2 (?) 日本テレビ 田村孟、佐々木守

N01-19487 ラジオ 俺はシンクタンク 1 (?)/10/5～7 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19488 ラジオ 俺はシンクタンク 2 (?)/10/8～17 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲
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N01-19489 ラジオ 俺はシンクタンク 3 (?)/10/19～29 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19490 ラジオ 俺はシンクタンク 4
(?)/10/24、30、

11/7
ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19491 ラジオ 俺はシンクタンク 5 (?)/11/9～19 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19492 ラジオ 俺はシンクタンク 5 (?)/11/9～19 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19493 ラジオ 俺はシンクタンク 6 (?)/11/19～27 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19494 ラジオ 俺はシンクタンク 7 (?)/11/28～12/5 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19495 ラジオ 俺はシンクタンク 8 (?)/12/7～12 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19496 ラジオ 俺はシンクタンク 9 (?)/12/14～21 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19497 ラジオ 俺はシンクタンク 10 (?)/12/22～31 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19498 ラジオ 俺はシンクタンク 11 1971/1/1～12 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19499 ラジオ 俺はシンクタンク 12 1971/1/13～22 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19500 ラジオ 俺はシンクタンク 13 1971/1/23～2/1 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19501 ラジオ 俺はシンクタンク 14 1971/2/2～9 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19502 ラジオ 俺はシンクタンク 15 1971/2/10～15 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19503 ラジオ 俺はシンクタンク 16 1971/2/16～22 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19504 ラジオ 俺はシンクタンク 17 1971/2/23～3/1 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19505 ラジオ 俺はシンクタンク 18 1971/3/2～8 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19506 ラジオ 俺はシンクタンク 19 1971/3/9～15 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19507 ラジオ 俺はシンクタンク 20 1971/3/16～22 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19508 ラジオ 俺はシンクタンク 21 1971/3/23～31 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19509 ラジオ 俺はシンクタンク 22 1971/3/31～4/5 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19510 ラジオ 俺はシンクタンク 23 1971/4/6～10 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-18966 ラジオ 俺はシンクタンク
結婚式とスピーチ一一九番ラ

ンドセルクラッカーオヘソ
最終回

1971/4/10、12～
14、16

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-50232 テレビ 俺はども安 一天地六 改訂稿 12 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50233 テレビ 俺はども安 風車の伊太郎(仮) 14 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50234 テレビ 俺はども安 荒浜情話 20 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50235 テレビ 俺はども安 荒浜情話 20 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50236 テレビ 俺はども安 おりは街道 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50237 テレビ 俺はども安 おりは街道 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50238 資料 俺はども安 1965/2/14～8/8 フジテレビ

N01-01032 ラジオ 俺は人間なのだ テアトル・ヒロシマ 1959/2/20 ラジオ中国 田中靖
デジタル
化（館
内）

N01-24928 テレビ オレンジ色の愛たち 1～6 (?)

N01-24929 テレビ オレンジ色の愛たち 7～12 (?)

N01-11510 テレビ オレンジの季節 決定稿 1 [1971]/4/4 フジテレビ 向田邦子

N01-11422 テレビ オレンジの季節 2 [1971]/4/11 フジテレビ 向田邦子

N01-17224 テレビ オレンジの季節 2 1971/4/11 フジテレビ 向田邦子

N01-11557 テレビ オレンジの季節 カット割り稿 3 [1971]/4/18 フジテレビ 松木ひろし
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N01-11514 テレビ オレンジの季節 4 [1971]/4/25 フジテレビ 窪田篤人

N01-11513 テレビ オレンジの季節 5 [1971]/5/2 フジテレビ 松木ひろし

N01-11512 テレビ オレンジの季節 6 [1971]/5/9 フジテレビ 窪田篤人

N01-11521 テレビ オレンジの季節 8 [1971]/5/23 フジテレビ 窪田篤人

N01-11520 テレビ オレンジの季節 9 [1971]/5/30 フジテレビ 向田邦子

N01-11515 テレビ オレンジの季節 10 [1971]/6/6 フジテレビ 窪田篤人

N01-11516 テレビ オレンジの季節 11 [1971]/6/13 フジテレビ 大西信行

N01-11517 テレビ オレンジの季節 12 [1971]/6/20 フジテレビ 窪田篤人

N01-11421 テレビ オレンジの季節 13 [1971]/6/27 フジテレビ 大西信行

N01-11511 テレビ オレンジの季節 14 [1971]/7/4 フジテレビ 窪田篤人

N01-11518 テレビ オレンジの季節 15 [1971]/7/11 フジテレビ 大西信行

N01-11424 テレビ オレンジの季節 16 [1971]/7/18 フジテレビ 窪田篤人

N01-11077 テレビ オレンジの季節 17 [1971]/7/25 フジテレビ 河野洋、津瀬宏

N01-11423 テレビ オレンジの季節 18 [1971]/8/8 フジテレビ 大西信行、前川宏司

N01-11519 テレビ オレンジの季節 19 [1971]/8/15 フジテレビ 前川宏司

N01-11555 テレビ オレンジの季節 20 [1971]/8/22 フジテレビ 大西信行

N01-13092 テレビ オレンジの季節 21 [1971]/8/29 フジテレビ 山本邦彦

N01-17225 テレビ オレンジの季節 21 1971/8/29 フジテレビ 山本邦彦

N01-11420 テレビ オレンジの季節 22 [1971]/9/5 フジテレビ 大西信行

N01-11419 テレビ オレンジの季節 23 [1971]/9/12 フジテレビ 大西信行

N01-11418 テレビ オレンジの季節 24(終) [1971]/9/19 フジテレビ 大西信行

N01-10300 ラジオ お牢屋物語 改訂稿 1965/10/30 NHK名古屋 茂木草介

N01-10301 ラジオ お牢屋物語 改訂稿 1965/10/30 NHK名古屋 茂木草介

N01-10716 ラジオ お牢屋物語 1966/10/30 NHK 茂木草介

N01-01177 テレビ オロップ牧場の仲間たち 打合稿 (?) NHK 横田弘行

N01-01178 資料 オロップ牧場の仲間たち (?) NHK 横田弘行

N01-01179 資料 オロップ牧場の仲間たち (?) NHK 横田弘行

N01-01180 テレビ オロップ牧場の仲間たち 打合稿 (?) NHK 横田弘行

N01-01182 資料 オロップ牧場の仲間たち (?) NHK 横田弘行

N01-01186 資料 オロップ牧場の仲間たち (?) NHK 横田弘行

N01-01187 資料 オロップ牧場の仲間たち (?) NHK 横田弘行

N01-01357 資料 オロップ牧場の仲間たち 蛙が井戸からとび出した (?) NHK

N01-01358 テレビ オロップ牧場の仲間たち (?) NHK
デジタル
化（館
内）

N01-01359 テレビ オロップ牧場の仲間たち 追加台本 (?) NHK

N01-04296 資料 オロップ牧場の仲間たち (?) NHK 横田弘行

N01-03129 資料 オロップ牧場の仲間たち(ポプラ牧場改題) (?) NHK 横田弘行

N01-01181 テレビ オロップ牧場の仲間たち 決定稿 0 1961/12/7 NHK 横田弘行
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N01-01183 テレビ オロップ牧場の仲間たち 決定稿 0 1961/12/7 NHK 横田弘行

N01-01184 テレビ オロップ牧場の仲間たち 決定稿 0 1961/12/7 NHK 横田弘行

N01-01185 テレビ オロップ牧場の仲間たち 打合稿 0 1961/12/7 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01188 テレビ オロップ牧場の仲間たち 決定稿 0 1961/12/7 NHK 横田弘行

N01-01189 テレビ オロップ牧場の仲間たち 雪よ早くとけろ 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-01190 テレビ オロップ牧場の仲間たち 雪よ早くとけろ 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-01191 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大変だ、花子が… 本番用 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-01192 テレビ オロップ牧場の仲間たち さとう大根まるくなれ 試作台本 1 (?) NHK 横田弘行

N01-03637 テレビ オロップ牧場の仲間たち 1 (?) NHK 横田弘行

N01-04232 テレビ オロップ牧場の仲間たち 花子、あやうし! 1 1962/4/2 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04236 テレビ オロップ牧場の仲間たち 花子、あやうし! 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-04240 テレビ オロップ牧場の仲間たち 花子、あやうし! 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-04272 テレビ オロップ牧場の仲間たち 花子、あやうし! 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-04284 テレビ オロップ牧場の仲間たち 花子、あやうし! 1 1962/4/2 NHK 横田弘行

N01-08355 テレビ オロップ牧場の仲間たち さとう大根まるくなれ 試作台本 1 (?) NHK 横田弘行

N01-01194 テレビ オロップ牧場の仲間たち ハトが持ってきたヒミツ ロケ用 2 1962/4/9 NHK 横田弘行

N01-03610 テレビ オロップ牧場の仲間たち ハトが持ってきたヒミツ 2 1962/4/9 NHK 横田弘行

N01-26628 テレビ オロップ牧場の仲間たち ハトが持ってきたヒミツ 2 22745 NHK 横田弘行

N01-01197 テレビ オロップ牧場の仲間たち さあ、探偵だ 打合稿 3 1962/4/16 NHK 横田弘行

N01-04278 テレビ オロップ牧場の仲間たち さあ、探偵だ 3 1962/4/16 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04297 テレビ オロップ牧場の仲間たち さあ、探偵だ 3 1962/4/16 NHK 横田弘行

N01-01198 テレビ オロップ牧場の仲間たち 土がにおうぞ 4 1962/4/23 NHK 横田弘行

N01-01199 テレビ オロップ牧場の仲間たち 土がにおうぞ 4 1962/4/23 NHK 横田弘行

N01-01200 テレビ オロップ牧場の仲間たち ロケ用 4 1962/4/23 NHK 横田弘行

N01-01201 テレビ オロップ牧場の仲間たち ロケ用 4 1962/4/23 NHK 横田弘行

N01-03641 テレビ オロップ牧場の仲間たち 土がにおうぞ 4 1962/4/23 NHK 横田弘行

N01-00162 テレビ オロップ牧場の仲間たち こいのぼりを探せ 5 1962/4/30 NHK 横田弘行

N01-04299 テレビ オロップ牧場の仲間たち こいのぼりを探せ 5 1962/4/30 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01202 テレビ オロップ牧場の仲間たち タネをとりもどせ 6 1962/5/7 NHK 横田弘行

N01-01203 テレビ オロップ牧場の仲間たち タネをとりもどせ 6 1962/5/7 NHK 横田弘行

N01-03611 テレビ オロップ牧場の仲間たち タネをとりもどせ 6 1962/5/7 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01204 テレビ オロップ牧場の仲間たち ピラカの滝に集れ 7 1962/5/14 NHK 横田弘行

N01-01205 テレビ オロップ牧場の仲間たち ピラカの滝に集れ 7 1962/5/14 NHK 横田弘行

N01-01208 テレビ オロップ牧場の仲間たち 峠はラーンとこだました 8 1962/5/21 NHK 横田弘行

N01-04226 テレビ オロップ牧場の仲間たち 峠はラーンとこだました 8 1962/5/21 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01209 テレビ オロップ牧場の仲間たち クシャミしながら泣いていた 9 1962/5/29 NHK 横田弘行

N01-01210 テレビ オロップ牧場の仲間たち クシャミしながら泣いていた 9 1962/5/29 NHK 横田弘行
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N01-03626 テレビ オロップ牧場の仲間たち クシャミしながら泣いていた 9 1962/5/29 NHK 横田弘行

N01-01211 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマにペロリとなめられた 10 1962/6/4 NHK 横田弘行

N01-04250 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマにペロリとなめられた 10 1962/6/4 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01214 テレビ オロップ牧場の仲間たち おでこがコツンとぶつかった 11 1962/6/11 NHK 横田弘行

N01-03617 テレビ オロップ牧場の仲間たち おでこがコツンとぶつかった 11 1962/6/11 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03625 テレビ オロップ牧場の仲間たち おでこがコツンとぶつかった 11 1962/6/11 NHK 横田弘行

N01-01215 テレビ オロップ牧場の仲間たち こぶたのリボンがゆれていた 12 1962/6/18 NHK 横田弘行

N01-03618 テレビ オロップ牧場の仲間たち こぶたのリボンがゆれていた 12 1962/6/18 NHK 横田弘行

N01-01216 テレビ オロップ牧場の仲間たち それでもババーンと遊んでた 13 1962/6/25 NHK 横田弘行

N01-03619 テレビ オロップ牧場の仲間たち それでもババーンと遊んでた 13 1962/6/25 NHK 横田弘行

N01-03650 テレビ オロップ牧場の仲間たち それでもババーンと遊んでた 13 1962/6/25 NHK 横田弘行

N01-01217 テレビ オロップ牧場の仲間たち アラ、いつのまにか笑ってる 14 1962/7/2 NHK 横田弘行

N01-03620 テレビ オロップ牧場の仲間たち アラ、いつのまにか笑ってる 14 1962/7/2 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01218 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた 15 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-01219 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた 15 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-01221 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた ロケ台本 15 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-01351 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた ロケ用 15 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-03464 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた 15 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-03621 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた 15 1962/7/9 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01222 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなハチマキしめていた 16 1962/7/16 NHK 横田弘行

N01-01223 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなハチマキしめていた 16 1962/7/16 NHK 横田弘行

N01-03622 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなハチマキしめていた 16 1962/7/16 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01224 テレビ オロップ牧場の仲間たち アクビしながら、さがしてた 17 1962/7/23 NHK 横田弘行

N01-01225 テレビ オロップ牧場の仲間たち アクビしながら、さがしてた 17 1962/7/23 NHK 横田弘行

N01-03623 テレビ オロップ牧場の仲間たち アクビしながら、さがしてた 17 1962/7/23 NHK 横田弘行

N01-01229 テレビ オロップ牧場の仲間たち 夕日にボタンが光ってた 18 1962/7/30 NHK 横田弘行

N01-01231 テレビ オロップ牧場の仲間たち ロケ用 18 1962/7/23 NHK 横田弘行

N01-04294 テレビ オロップ牧場の仲間たち 夕日にボタンが光ってた 18 1962/7/30 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01235 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなブスッとうでぐみしてた 19 1962/8/6 NHK 横田弘行

N01-01236 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなブスッとうでぐみしてた 19 1962/8/6 NHK 横田弘行

N01-03644 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなブスッとうでぐみしてた 19 1962/8/6 NHK 横田弘行

N01-01237 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大地はズーンとにおってた 20 1962/8/13 NHK 横田弘行

N01-01238 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大地はズーンとにおってた 別稿 20 1962/8/13 NHK 横田弘行

N01-01240 テレビ オロップ牧場の仲間たち ぼうしがクシャンとつぶれてた 21 1962/8/20 NHK 横田弘行

N01-01241 テレビ オロップ牧場の仲間たち ぼうしがクシャンとつぶれてた 21 1962/8/20 NHK 横田弘行

N01-01243 テレビ オロップ牧場の仲間たち カエルが井戸からとび出した 打合稿 22 1962/8/27 NHK 横田弘行

N01-01245 テレビ オロップ牧場の仲間たち カエルが井戸からとび出した 22 1962/8/27 NHK 横田弘行



「お」
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N01-01246 テレビ オロップ牧場の仲間たち ゴールでおいおい泣きだした 23 1962/9/3 NHK 横田弘行

N01-04262 テレビ オロップ牧場の仲間たち ゴールでオイオイ泣きだした 打合稿 23 1962/9/3 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03456 テレビ オロップ牧場の仲間たち トウモロコシをかじってた 24 1962/9/10 NHK 横田弘行

N01-04258 テレビ オロップ牧場の仲間たち トウモロコシをかじってた 24 1962/9/10 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01251 テレビ オロップ牧場の仲間たち ペダルをヨタヨタふんでいた 25 1962/9/17 NHK 横田弘行

N01-04277 テレビ オロップ牧場の仲間たち ペダルをヨタヨタふんでいた 25 1962/9/17 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01252 テレビ オロップ牧場の仲間たち 風がキューンと吹いていた 26 1962/6/24 NHK 横田弘行

N01-03614 テレビ オロップ牧場の仲間たち 風がキューンと吹いていた 26 1962/6/24 NHK 横田弘行

N01-26642 テレビ オロップ牧場の仲間たち 風がキューンと吹いていた 26 1962/6/24 NHK 横田弘行

N01-01253 テレビ オロップ牧場の仲間たち フクロをなでてしゃがんでた 27 1962/10/1 NHK 横田弘行

N01-01254 テレビ オロップ牧場の仲間たち フクロをなでてしゃがんでた 27 1962/10/1 NHK 横田弘行

N01-01255 テレビ オロップ牧場の仲間たち ほし草ぬらして泣いていた 28 1962/10/8 NHK 横田弘行

N01-01256 テレビ オロップ牧場の仲間たち ほし草ぬらして泣いていた 28 1962/10/8 NHK 横田弘行

N01-01257 テレビ オロップ牧場の仲間たち ひとりでリヤカーひいていた 29 1962/10/15 NHK 横田弘行

N01-01258 テレビ オロップ牧場の仲間たち ひとりでリヤカーひいていた 29 1962/10/15 NHK 横田弘行

N01-01260 テレビ オロップ牧場の仲間たち サイロでフクロをかぶってた 30 1962/10/22 NHK 横田弘行

N01-01261 テレビ オロップ牧場の仲間たち サイロでフクロをかぶってた 別稿 30 1962/10/22 NHK 横田弘行

N01-03453 テレビ オロップ牧場の仲間たち サイロでフクロをかぶってた 30 1962/10/22 NHK 横田弘行

N01-03645 テレビ オロップ牧場の仲間たち サイロでフクロをかぶってた 30 1962/10/22 NHK 横田弘行

N01-01263 テレビ オロップ牧場の仲間たち じゃがいもコロコロころげてた スタッフ稿 31 1962/10/29 NHK 横田弘行

N01-01267 テレビ オロップ牧場の仲間たち じゃがいもコロコロころげてた 31 1962/10/29 NHK 横田弘行

N01-01269 テレビ オロップ牧場の仲間たち ホウタイしながら泣いていた 32 1962/11/5 NHK 横田弘行

N01-03651 テレビ オロップ牧場の仲間たち 32 1962/11/5 NHK

N01-04289 テレビ オロップ牧場の仲間たち ホウタイしながら泣いていた 32 1962/11/5 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01271 テレビ オロップ牧場の仲間たち リンゴをだまってかじってた スタッフ稿 33 1962/11/12 NHK 横田弘行

N01-01272 テレビ オロップ牧場の仲間たち リンゴをだまってかじってた 33 1962/11/12 NHK 横田弘行

N01-03615 テレビ オロップ牧場の仲間たち リンゴをだまってかじってた スタッフ稿 33 1962/11/12 NHK 横田弘行

N01-03646 テレビ オロップ牧場の仲間たち リンゴをだまってかじってた スタッフ稿 33 1962/11/12 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01273 テレビ オロップ牧場の仲間たち ストーブちろちろもえてきた 34 1962/11/19 NHK 横田弘行

N01-08816 テレビ オロップ牧場の仲間たち ストーブちろちろもえてきた 34 22969 NHK

N01-01274 テレビ オロップ牧場の仲間たち たてふだチンマリたっていた 35 1962/11/26 NHK 横田弘行

N01-03616 テレビ オロップ牧場の仲間たち ロケ用 35 1962/11/26 NHK 横田弘行

N01-04263 テレビ オロップ牧場の仲間たち たてふだチンマリたっていた 35 1962/11/26 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01276 テレビ オロップ牧場の仲間たち 仲間がギッシリつまってた 36 1962/12/3 NHK 横田弘行

N01-04234 テレビ オロップ牧場の仲間たち 仲間がギッシリつまってた 36 1962/12/3 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01278 テレビ オロップ牧場の仲間たち てるてるぼうずがゆれていた 37 1962/12/10 NHK 横田弘行

N01-01280 テレビ オロップ牧場の仲間たち 根雪がコンコンふってきた 37 1962/12/17 NHK 横田弘行
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N01-04257 テレビ オロップ牧場の仲間たち 根雪がコンコンふってきた 37 1962/12/17 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01281 テレビ オロップ牧場の仲間たち 小牛はパッチリ目をあけた 38 1962/12/17 NHK 横田弘行

N01-01282 テレビ オロップ牧場の仲間たち 小牛はパッチリ目をあけた 38 1962/12/17 NHK 横田弘行

N01-04270 テレビ オロップ牧場の仲間たち 子牛はパッチリ目をあけた 38 1962/12/17 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04271 テレビ オロップ牧場の仲間たち 子牛はパッチリ目をあけた 38 1962/12/17 NHK 横田弘行

N01-01283 テレビ オロップ牧場の仲間たち かざりがキンキラ光ってた 39 1962/12/24 NHK 横田弘行

N01-01284 テレビ オロップ牧場の仲間たち くつ下ぷっくりふくれてた 39 1962/12/24 NHK 横田弘行

N01-03648 テレビ オロップ牧場の仲間たち かざりがキンキラ光ってた 39 1962/12/24 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01285 テレビ オロップ牧場の仲間たち ほっぺたペロペロなめられた 40 1963/1/7 NHK 横田弘行

N01-01287 テレビ オロップ牧場の仲間たち ほっぺたペロペロなめられた 40 1963/1/7 NHK 横田弘行

N01-03629 テレビ オロップ牧場の仲間たち ほっぺたペロペロなめられた ロケ用 40 1963/1/7 NHK 横田弘行

N01-01290 テレビ オロップ牧場の仲間たち すってんころりん笑ってた 41 1963/1/14 NHK 横田弘行

N01-01292 テレビ オロップ牧場の仲間たち すってんころりん笑ってた スタッフ稿 41 1963/1/14 NHK 横田弘行

N01-01293 テレビ オロップ牧場の仲間たち すってんころりん笑ってた ロケ用 41 1963/1/14 NHK 横田弘行

N01-03630 テレビ オロップ牧場の仲間たち すってんころりん笑ってた 41 1963/1/14 NHK 横田弘行

N01-01296 テレビ オロップ牧場の仲間たち ミルクのみのみしゃべってた 42 1963/1/21 NHK 横田弘行

N01-01297 テレビ オロップ牧場の仲間たち ミルクのみのみしゃべってた 42 1963/1/21 NHK 横田弘行

N01-01298 テレビ オロップ牧場の仲間たち 小さなノートにメモしてた 42 1963/1/21 NHK 横田弘行

N01-04251 テレビ オロップ牧場の仲間たち 小さなノートにメモしてた 42 1963/1/21 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01299 テレビ オロップ牧場の仲間たち ミルクのみのみしょげてた 43 1963/1/28 NHK 横田弘行

N01-01333 テレビ オロップ牧場の仲間たち 小さなノートにメモして ロケ用 43 1963/1/28 NHK 横田弘行

N01-01336 テレビ オロップ牧場の仲間たち 小さなノートにメモして ロケ用 43 1963/1/28 NHK 横田弘行

N01-03631 テレビ オロップ牧場の仲間たち ミルクのみのみしょげてた 43 1963/1/28 NHK 横田弘行

N01-04276 テレビ オロップ牧場の仲間たち ミルクのみのみしょげていた 43 1963/1/28 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01300 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大きなにもつをかついでいた ロケ用 44 1963/2/4 NHK 横田弘行

N01-01301 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大きなにもつをかついでいた 44 1963/2/4 NHK 横田弘行

N01-01302 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大きなにもつをかついでいた ロケ用 44 1963/2/4 NHK 横田弘行

N01-01339 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大きなにもつをかついでいた 44 1963/2/4 NHK 横田弘行

N01-03632 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大きなにもつをかついでいた 44 1963/2/4 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04290 テレビ オロップ牧場の仲間たち 大きなにもつをかついでた 44 1963/2/4 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01303 テレビ オロップ牧場の仲間たち カガミをながめて泣いていた ロケ用 45 1963/2/11 NHK 横田弘行

N01-01304 テレビ オロップ牧場の仲間たち カガミにらんで泣いていた 45 1963/2/11 NHK 横田弘行

N01-01305 テレビ オロップ牧場の仲間たち カガミをながめて泣いていた ロケ用 45 1963/2/11 NHK 横田弘行

N01-01306 テレビ オロップ牧場の仲間たち カガミにらんで泣いていた 45 1963/2/11 NHK 横田弘行

N01-03624 テレビ オロップ牧場の仲間たち カガミにらんで泣いていた 45 1963/2/11 NHK 横田弘行

N01-26629 テレビ オロップ牧場の仲間たち カガミをながめて泣いていた ロケ用 45 23053 NHK 横田弘行

N01-01307 テレビ オロップ牧場の仲間たち かわいいバッチが光ってた 46 1963/2/18 NHK 横田弘行
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N01-01308 テレビ オロップ牧場の仲間たち スクラムくんでにらんでた 46 1963/2/18 NHK 横田弘行

N01-01309 テレビ オロップ牧場の仲間たち スクラムくんでにらんでた 46 1963/2/18 NHK 横田弘行

N01-01332 テレビ オロップ牧場の仲間たち かわいいバッチが光ってた 46 1963/2/18 NHK 横田弘行

N01-03634 テレビ オロップ牧場の仲間たち スクラムくんでにらんでた 46 1963/2/18 NHK 横田弘行

N01-01314 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマが仲間をにらんでた 47 1963/2/25 NHK 横田弘行

N01-01316 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマが仲間をにらんでた 47 1963/2/25 NHK 横田弘行

N01-01317 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマが仲間をにらんでた 47 1963/2/25 NHK 横田弘行

N01-01331 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマが仲間をにらんでた 47 1963/2/25 NHK 横田弘行

N01-03635 テレビ オロップ牧場の仲間たち クマが仲間をにらんでた 47 1963/2/25 NHK 横田弘行

N01-01320 テレビ オロップ牧場の仲間たち しょんぼり窓からのぞいてた ロケ用 48 1963/3/4 NHK 横田弘行

N01-01321 テレビ オロップ牧場の仲間たち 窓からそっとのぞいてた 48 1963/3/4 NHK 横田弘行

N01-01322 テレビ オロップ牧場の仲間たち 窓からそっとのぞいてた 48 1963/3/4 NHK 横田弘行

N01-01337 テレビ オロップ牧場の仲間たち しょんぼり窓からのぞいてた ロケ用 48 1963/3/4 NHK 横田弘行

N01-01325 テレビ オロップ牧場の仲間たち かわいいバッチが光ってた 49 1963/3/11 NHK 横田弘行

N01-01326 テレビ オロップ牧場の仲間たち かわいいバッチが光ってた 49 1963/3/11 NHK 横田弘行

N01-01343 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなシャベルをかついでた 50 1963/3/18 NHK 横田弘行

N01-01345 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなシャベルをかついでた 50 1963/3/18 NHK 横田弘行

N01-01346 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなシャベルをかついでた 50 1963/3/18 NHK 横田弘行

N01-03636 テレビ オロップ牧場の仲間たち みんなシャベルをかついでた 50 1963/3/18 NHK 横田弘行

N01-01227 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた ロケ用 [15] 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-01228 テレビ オロップ牧場の仲間たち おなかがグーウッとなっていた ロケ用 [15] 1962/7/9 NHK 横田弘行

N01-01348 テレビ オロップ牧場の仲間たち 牧場はあしたに続いてる 51(終) 1963/3/25 NHK 横田弘行

N01-01350 テレビ オロップ牧場の仲間たち 牧場はあしたに続いてる ロケ用 51(終) 1963/3/25 NHK 横田弘行

N01-04259 テレビ オロップ牧場の仲間たち 牧場はあしたに続いてる 51(終) 1963/3/25 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-07930 テレビ オロロンの島 [1961]/10/27 北海道放送 松山善三、岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-23136 テレビ お笑い頭の体操 準備稿 323 (?)/3/30 TBS 章田宙谷、石川雄一郎、高山進

N01-23314 テレビ お笑い頭の体操 決定稿 (?)/8/11 TBS 景山民夫

M055 N01-41231 ラジオ お笑いアパート 押切帳 1952/8/5 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平021 N01-45156 ラジオ お笑いアパート 我輩は猫である 1952/(?)/(?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平021 N01-45157 ラジオ お笑いアパート 人生は賭けごと 1952/8/(?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平021 N01-45158 ラジオ お笑いアパート 隣りは何をする人ぞ 1952/12/1 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40556 ラジオ お笑いアパート　鼠 (?) NHK 大島得郎

M055 N01-41229 ラジオ お笑いアパート 鼠 (?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41233 ラジオ お笑いアパート お笑い名探偵 1953/(?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平021 N01-45161 ラジオ お笑いアパート 避暑 1952/8/(?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-21519 テレビ お笑いグランプリ 決定稿 4 (?)/[5/24]
NET(テレビ

朝日)
阿久悠

デジタル
化（館
内）

M055 N01-41237 ラジオ お笑い牧場 1955/1/1
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）
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N01-18961 テレビ 音楽でつづる洋画名場面集！！ 1973/2/27 日本テレビ 遠藤淳

N01-19712 テレビ 音楽でつづる洋画名場面集！！ 決定稿 1973/2/27 日本テレビ 遠藤淳

N01-06579 テレビ おんがく特急列車 眠りの森・めざめの森 3 1961/4/18 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-00633 テレビ おんがく特急列車 楽器の町へ 4 1961/4/25 NHK 藤久真彦

N01-06570 テレビ おんがく特急列車 歌うワンワン 決定稿 1961/5/2 NHK 富田じろ

N01-05534 ラジオ 音楽特急列車 風船売りの歌 決定稿 1961/5/9 NHK 鈴木てい子

N01-00643 テレビ 音楽特急列車 旅はリズムにのって VTR決定稿 1961/6/6 NHK 鈴木てい子

N01-06779 テレビ 音楽特急列車 つゆのきせつです 決定稿 11 1961/6/13 NHK 鈴木てい子

N01-05993 テレビ 音楽特急列車 フォスターの歌 決定稿 1961/6/23 NHK 富田じろ
デジタル
化（館
内）

N01-06569 テレビ おんがく特急列車 歌の旅の御案内 決定稿 1961/6/23 NHK 吉永淳一

N01-06233 テレビ おんがく特急列車 おもちゃの国 1961/7/4 NHK 保富康午

N01-06568 テレビ おんがく特急列車 踊る人形 1961/7/11 NHK 保富康午

N01-05988 テレビ おんがく特急列車 うたうおとぎ話 1961/8/1 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06567 テレビ おんがく特急列車 童話はお好き？ 1961/9/5 NHK 保富康午

N01-05975 テレビ 音楽特急列車 1961/9/19 NHK

N01-05976 テレビ 音楽特急列車 1961/9/19 NHK

N01-06232 テレビ おんがく特急列車
マリ子のミュージカル“チッ

ピーは泣かない”
1961/9/19 NHK 保富康午

N01-06615 テレビ おんがく特急列車 チッピーは泣かない 1961/9/19 NHK 保富康午

N01-05557 ラジオ 音楽のおくりもの ハマースタイン物語 1960/4/28 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06618 ラジオ 音楽のおくりもの
ロシア民謡物語　ヴォルガの

歌声
1962/2/8 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-07704 ラジオ 音楽のおくりもの
ロシア民謡物語　ボルガの歌

声
第一稿 1962/2/8 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-26406 ラジオ 音楽のおくりもの ウエスト･サイドストーリー 1961/8/17 NHK 保富康午

M054 N01-41215 ラジオ 音楽のおくりもの メリーウイドウ 1954/1/14 NHK 青山圭男

N01-06612 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界① 楽しいオーケストラ 1 1959/10/5 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06611 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界② 弦楽器の国 2 1959/10/12 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06610 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界③ 金管楽器の国 3 1959/10/19 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06593 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 打楽器の国 準備稿 4 1959/10/26 NHK教育 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06594 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 打楽器の国 準備稿 4 1959/10/26 NHK教育 保富康午

N01-06591 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 木管楽器の国 準備稿 5 1959/11/2 NHK教育 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06592 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 木管楽器の国 準備稿 5 1959/11/2 NHK教育 保富康午

N01-06590 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 ピアノとハープの國 準備稿 1959/11/9 NHK教育 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06564 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界⑦ オーケストラの誕生 1959/11/16 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06576 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 指揮棒の秘密 1959/11/23 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06575 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界 みんなのオーケストラ 1959/12/21 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06574 テレビ 音楽の窓　オーケストラの世界
子供のためのオーケストラ・

ファンタジイ
1959/12/28 NHK

デジタル
化（館
内）

N01-21298 テレビ 音楽は世界をめぐる 1966/7/27 NHK

N01-21297 テレビ 音楽は世界をめぐる 1966/8/10 NHK



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-21296 テレビ 音楽は世界をめぐる 41 1966/8/24 NHK

N01-20493 テレビ 音楽は世界をめぐる 42 1966/8/31 NHK

N01-21295 テレビ 音楽は世界をめぐる 44 1966/9/14 NHK 保富康午

N01-21294 テレビ 音楽は世界をめぐる 45 1966/9/21 NHK

N01-21293 テレビ 音楽は世界をめぐる 47 1966/10/5 NHK

N01-20927 テレビ 音楽は世界をめぐる 49 1966/11/2 NHK

N01-21508 テレビ 音楽は世界をめぐる 55 1966/12/21 NHK 保富康午

N01-19917 テレビ 音楽は世界をめぐる 58 1966/12/7 NHK 保富康午

N01-21507 テレビ 音楽は世界をめぐる しあわせの空に手を 1967/2/1 NHK 保富康午

N01-21506 テレビ 音楽は世界をめぐる 時間のポエジー 1967/2/15 NHK 保富康午

N01-17848 テレビ
「音楽は世界をめぐる」歴史に生きるヒット

曲
第3稿 (?)/8/27 日本テレビ

N01-19941 テレビ
音楽ひとすじ50年　服部良一　不滅のメロ

ディー
1979/4/12 テレビ東京 山本紫朗、千地浩

N01-06566 ラジオ 音楽夢くらべ 391 1963/4/28 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06389 ラジオ 音楽夢くらべ 443 1964/6/7 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06689 ラジオ 音楽夢くらべ 450・455 1964/7/26 NHK

N01-00557 テレビ 音楽夜話 雅楽の話(1) 1 1959/4/4 NHK 芝祐泰

N01-07540 テレビ 音楽をどうぞ 追憶のしらべ 1959/11/5 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07537 テレビ 音楽をどうぞ 51 1960/12/23 NHK 梅田晴夫

N01-06560 テレビ 音楽をどうぞ 55 1961/1/20 NHK 梅田晴夫

N01-06552 テレビ 音楽をどうぞ 64 1961/3/24 NHK 梅田晴夫

N01-06578 テレビ 音楽をどうぞ 66 1961/4/7 NHK 保富康午

N01-01007 テレビ おんな 184 1960/6/5 KRT 新藤兼人
デジタル
化（館
内）

N01-03329 テレビ 女 1959/6/14 朝日放送 茂木草介

N01-04339 テレビ 女 (?)
大阪テレビ

放送
茂木草介

N01-24440 テレビ おんな浮世絵　紅之介参る! 噂の夫婦(仮題) 決定稿 8 [1974/11/24] 日本テレビ 宮川一郎
デジタル
化（館
内）

N01-24441 テレビ おんな浮世絵　紅之介参る! 江戸一番のワル 決定稿 23 [1975/3/9] 日本テレビ 宮川一郎

N01-09390 テレビ 女おとこ さよならに始まる 決定稿 1 (?)/10/21 NET 佐々木守

N01-09391 テレビ 女おとこ 誰かさんと誰かさんが… 2 (?)/10/28 NET 佐々木守

N01-09392 テレビ 女おとこ 私、ケッコンするわ 決定稿 3 (?)/11/4 NET 佐々木守

N01-09393 テレビ 女おとこ 愛のごちゃまぜ 4 (?)/11/11 NET 佐々木守

N01-09394 テレビ 女おとこ あたし…あんたに… 5 (?)/11/18 NET 佐々木守

N01-09007 テレビ 女家庭教師 最終稿 12 (?) TBS 佐々木守、ギュンター・テンゲス

N01-12277 テレビ 女が橋を渡るとき 1～10 (?) 七条門

N01-12278 テレビ 女が橋を渡るとき 改訂稿 4 (?) 七条門

N01-12279 テレビ 女が橋を渡るとき 21～30 (?) 七条門

N01-12280 テレビ 女が橋を渡るとき 41～45 (?) 七条門

N01-12281 テレビ 女が橋を渡るとき 41～45 (?) 七条門
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N01-12282 テレビ 女が橋を渡るとき 41～45 (?) 七条門

N01-12283 テレビ 女が橋を渡るとき 46～55 (?) 七条門

N01-12284 テレビ 女が橋を渡るとき 56～65 (?) 七条門

N01-12285 テレビ 女が橋を渡るとき 改訂稿 56～65 (?) 七条門

N01-14040 ラジオ 女が一人（仮題） 第一稿 [1972/7/7] NHK大阪 岸宏子

N01-23299 テレビ 女心のうた 1977/9/25 NHK 杉紀彦

N01-11821 テレビ 女殺し屋　花笠お竜 宿場に降った母恋しぐれ 決定稿 20 1969/2/14 テレビ東京 吉原幸栄

N01-51376 テレビ 女殺し屋花笠お竜 皆殺しの砦 準備稿
[1969～

1970]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
石川孝人

N01-09155 資料 女三四郎 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)

N01-09272 テレビ 女三四郎　風の巻(仮題) 必殺”稲妻車” 決定稿 1 [1970/10/3]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09273 テレビ 女三四郎　風の巻 闇に飛ぶ鳥 決定稿 2 [1970/10/10]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09274 テレビ 女三四郎　風の巻 空手無惨流 決定稿 3 [1970/10/17]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09275 テレビ 女三四郎　風の巻 剣鬼三匹 決定稿 4 [1970/10/24]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09276 テレビ 女三四郎　風の巻 爆発する竜神 決定稿 5 [1970/10/31]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09277 テレビ 女三四郎　風の巻 隻腕影車 決定稿 8 [1970/11/21]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09156 テレビ 女三四郎　炎の巻 十字固めを破れ！ 決定稿 1 [1971/1/2]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09157 テレビ 女三四郎　炎の巻 必殺技”紅吹雪”誕生 決定稿 2 [1971/1/9]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09158 テレビ 女三四郎　炎の巻 私は女用心棒 決定稿 3 [1971/1/16]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09159 テレビ 女三四郎　炎の巻 血まんじ”紅吹雪” 決定稿 4 [1971/1/23]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09160 テレビ 女三四郎　炎の巻 水車崩しを破れ 決定稿 5 [1971/1/30]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09161 テレビ 女三四郎　炎の巻 紅吹雪みれん車 決定稿 7 [1971/2/13]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09162 テレビ 女三四郎　炎の巻 紅吹雪対空中気合投げ 決定稿 8 [1971/2/20]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-09441 テレビ 女三四郎　炎の巻 紅吹雪対空中気合投げ 決定稿 8 [1971/2/20]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
佐々木守

N01-06388 ラジオ 女船頭唄 三橋美智也愛唱歌集 1964/1/29 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-22951 ラジオ おんな大学 199～204 (?)/2/18～23 文化放送 水原明人

N01-22950 ラジオ おんな大学 355～360 (?)/8/19～24 文化放送 水原明人

N01-22942 ラジオ おんな大学 415～420 (?)/10/28～11/2 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-10606 テレビ 女たちの家 1～5 1978/2/6～10 NHK大阪 茂木草介

N01-10607 テレビ 女たちの家 11～15 1978/2/20～24 NHK大阪 茂木草介

N01-10608 テレビ 女たちの家 16～20 1978/2/27～3/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10609 テレビ 女たちの家 21～25 1978/3/6～10 NHK大阪 茂木草介

N01-11338 テレビ 女たちの家 21 [1980]/5/28 フジテレビ 平岩弓枝

N01-11332 テレビ 女たちの家 22 [1980]/6/4 フジテレビ 平岩弓枝

N01-15815 テレビ 女たちの海 1 1977/5/26 NHK 宮本研

N01-15813 テレビ 女たちの海 2 1977/6/2 NHK 宮本研

N01-15812 テレビ 女たちの海 3 1977/6/9 NHK 宮本研

N01-15811 テレビ 女たちの海 4 1977/6/23 NHK 宮本研
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N01-15935 テレビ 女たちの海 5 1977/6/30 NHK 宮本研、井沢満

N01-15814 テレビ 女たちの海 訂正稿 最終回 1977/7/7 NHK 宮本研

N01-13207 テレビ 女ですもの（仮題） 決定稿 1 1972/5/12 日本テレビ 岡本克己
デジタル
化（館
内）

N01-13208 テレビ 女ですもの 決定稿 2 1972/5/19 日本テレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-13209 テレビ 女ですもの（仮題） 決定稿 3 1972/5/26 日本テレビ

N01-13210 テレビ 女ですもの 決定稿 4 1972/6/2 日本テレビ 岡本克己

N01-13211 テレビ 女ですもの（仮題） 決定稿 4 1972/6/2 日本テレビ 柴英三郎

N01-13212 テレビ 女ですもの（仮題） 決定稿 6 1972/6/16 日本テレビ 柴英三郎

N01-13213 テレビ 女ですもの（仮題） 決定稿 6 1972/6/16 日本テレビ 柴英三郎

N01-12113 テレビ 女ですもの 6～10
1972/6/23、
7/7、14、21

日本テレビ

N01-13214 テレビ 女ですもの 決定稿 7 1972/6/23 日本テレビ 岡本克己

N01-13215 テレビ 女ですもの 決定稿 8 1972/6/30 日本テレビ 柴英三郎

N01-12106 テレビ 女ですもの（仮題） 10 1972/7/14 日本テレビ 岡本克己

N01-12107 テレビ 女ですもの 決定稿 11 1972/7/21 日本テレビ 柴英三郎

N01-12112 テレビ 女ですもの コンテ 11・13 1972/7/21、8/4 日本テレビ

N01-12108 テレビ 女ですもの 決定稿 12 1972/7/28 日本テレビ 柴英三郎

N01-12109 テレビ 女ですもの 決定稿 13 1972/8/4 日本テレビ 柴英三郎

N01-12110 テレビ 女ですもの 決定稿 14 1972/8/11 日本テレビ 岡本克己

N01-12111 テレビ 女ですもの 最終回 1972/8/17 日本テレビ 岡本克己
デジタル
化（館
内）

N01-03314 テレビ 女同士 1963/1/25 朝日放送 茂木草介

N01-10875 ラジオ おんなと男おとこと女 オトコノタマシイ 1～6 (?) TBS 岩間芳樹

N01-09594 テレビ おんなと男おとこと女 逢いびき(1～6) 14 (?)/7/14～19 TBS 佐々木守

N01-09595 テレビ おんなと男おとこと女 逢いびき(1～6) 14 (?)/7/14～19 TBS 佐々木守

N01-13811 テレビ 女と質屋 改訂稿 461 1965/10/3 TBS 平岩弓枝
デジタル
化（館
内）

N01-09543 テレビ 女ともだち 決定稿 1 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09544 テレビ 女ともだち 決定稿 2 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09545 テレビ 女ともだち 決定稿 3 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09546 テレビ 女ともだち 決定稿 4 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09547 テレビ 女ともだち 決定稿 5 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-10916 テレビ おんなの1ショウ (?) 保富康午

N01-21360 テレビ おんなの１ショウ
＜フランス小咄による下世話

シャンソン＞
(?) 保富康午

N01-21361 テレビ おんなの１ショウ
＜フランス小咄による下世話

シャンソン＞
(?) 保富康午

N01-11054 テレビ 女の足音 1 1976/4/7 フジテレビ 平岩弓枝

N01-11053 テレビ 女の足音 最終回 1976/7/28 フジテレビ 平岩弓枝

N01-26514 テレビ 女の跫音 22976
JOEX-TV、

MBS
吉田みき

N01-18019 ラジオ 女のいくさ 1～3 (?)/10/1～3
ニッポン放

送
西島大

N01-18018 ラジオ 女のいくさ 4～9
(?)/10/4、5、7～

10
ニッポン放

送
西島大
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N01-26405 ラジオ 女のいくさ 21 (?)

N01-18013 ラジオ 女のいくさ 22～27
(?)/10/25、26、

28～31
ニッポン放

送
西島大

N01-18012 ラジオ 女のいくさ 28～32
(?)/11/1、2、4～

6
ニッポン放

送
西島大

N01-18015 ラジオ 女のいくさ 33～36 (?)/11/7～9、11
ニッポン放

送
西島大

N01-18016 ラジオ 女のいくさ 37～42
(?)/11/12～16、

18
ニッポン放

送
西島大

N01-18017 ラジオ 女のいくさ 43～46 (?)/11/19～22
ニッポン放

送
西島大

N01-06118 ラジオ 女のいくさ 56～61 (?)
ニッポン放

送
西島大

N01-18014 ラジオ 女のいくさ 62～67
(?)/12/11～14、

16、17
ニッポン放

送
西島大

N01-04527 テレビ 女のいくさ 341・342 (?)/4/28、5/3 TBS 川口松太郎
デジタル
化（館
内）

N01-09977 テレビ 女の一生 1～5 1977/6/27～7/1 NHK 茂木草介

N01-09978 テレビ 女の一生 6～10 1977/7/4～8 NHK 茂木草介

N01-09979 テレビ 女の一生 11～15 1977/7/11～15 NHK 茂木草介

N01-09980 テレビ 女の一生 16～20 1977/7/18～22 NHK 茂木草介

N01-06905 テレビ 女のうた　―島倉千代子ショー― 1962/10/8 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06908 テレビ 女のうた　―島倉千代子ショー― 1962/10/8 フジテレビ 保富康午

N01-08352 テレビ 女の海 1～5 (?) 毎日放送 小松君郎

N01-08353 テレビ 女の海 6～10 (?) 毎日放送 小松君郎

M027 N01-40629 テレビ 女の影 1958/11/27 KRT 宇野信夫
デジタル
化（館
内）

M027 N01-40630 資料 女の影 1958/11/27 KRT 宇野信夫

N01-16022 テレビ 女の家庭 スタッフ稿 1061 1977/4/10 TBS 平岩弓枝

N01-16023 テレビ 女の家庭 決定稿 1061 1977/4/10 TBS 平岩弓枝

N01-11061 テレビ 女の気持 決定稿 1 1974/10/5 フジテレビ 平岩弓枝

N01-12334 テレビ 女の気持 4 1974/10/26 フジテレビ 平岩弓枝

N01-11297 テレビ 女の勲章 改訂稿 1 (?)/8/4 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11093 テレビ 女の勲章 改訂稿 2 (?)/8/19 フジテレビ 鈴木尚之
デジタル
化（館
内）

N01-11094 テレビ 女の勲章 3 (?)/8/11 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11095 テレビ 女の勲章 4 (?)/8/25 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11096 テレビ 女の勲章 5 (?)/9/1 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11097 テレビ 女の勲章 6 (?)/9/8 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11098 テレビ 女の勲章 7 (?)/9/15 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11099 テレビ 女の勲章 8 (?)/9/22 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11100 テレビ 女の勲章 9 (?)/9/29 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11101 テレビ 女の勲章 10 (?)/10/6 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11102 テレビ 女の勲章 11 (?)/10/13 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11103 テレビ 女の勲章 12 (?)/10/20 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11104 テレビ 女の勲章 13 (?)/10/27 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11105 テレビ 女の勲章 14 (?)/11/3 フジテレビ 鈴木尚之



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11106 テレビ 女の勲章 15 (?)/11/10 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11107 テレビ 女の勲章 16 (?)/11/17 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11108 テレビ 女の勲章 17 (?)/11/24 フジテレビ 鈴木尚之

N01-11109 テレビ 女の勲章 18(終) (?)/12/1 フジテレビ 鈴木尚之

M030 N01-40699 ラジオ 女の時間
いろはにほへとの巻（第二回

の上）
2 1953/7/13 ラジオ東京 田中澄江

デジタル
化（館
内）

M030 N01-40700 ラジオ 女の時間
いろはにほへとの巻（第二回

の下）
2 1953/7/13 ラジオ東京 田中澄江

デジタル
化（館
内）

N01-00530 テレビ 女の四季 春の鏡(前・後編) 1960/4/5 NET 内村直也

N01-00290 テレビ 女の四季　高座の女 前編 1960/7/12 NET 内村直也

N01-00291 テレビ 女の四季　高座の女 後編 1960/7/19 NET 内村直也

N01-00289 テレビ 女の四季　春の鏡 前・後編 1960/4/5 NET 内村直也

N01-15301 テレビ 女の巣（仮題） 準備稿 (?)/4/11 津田幸夫

N01-03466 テレビ 女の園 マンホール 1962/12/9 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03468 テレビ 女の園 マンホール 決定稿 1963/3/3 茂木草介

N01-03471 テレビ 女の園 敗北(仮題) 打合用 (?) 茂木草介

N01-04370 テレビ 女の園 マンホール 1962/12/9 茂木草介

M062 N01-41342 ラジオ 女の園　ふたりの女 友情をテーマとして (?) 西島大
デジタル
化（館
内）

N01-11413 テレビ 女の旅 1 (?)/12/8 フジテレビ 平岩弓枝

N01-11412 テレビ 女の旅 2 (?)/12/15 フジテレビ 平岩弓枝

N01-08312-01 ラジオ 女の旅路 1 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-02 ラジオ 女の旅路 2 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-03 ラジオ 女の旅路 3 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-04 ラジオ 女の旅路 4 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-05 ラジオ 女の旅路 5 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-06 ラジオ 女の旅路 6 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-07 ラジオ 女の旅路 7 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-08 ラジオ 女の旅路 8 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-09 ラジオ 女の旅路 9 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-10 ラジオ 女の旅路 10 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-11 ラジオ 女の旅路 11 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-12 ラジオ 女の旅路 12 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-13 ラジオ 女の旅路 13 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-14 ラジオ 女の旅路 14 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-15 ラジオ 女の旅路 15 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-16 ラジオ 女の旅路 16 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-17 ラジオ 女の旅路 17 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-18 ラジオ 女の旅路 18 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-19 ラジオ 女の旅路 19 (?) 朝日放送 石浜恒夫



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08312-20 ラジオ 女の旅路 20 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-21 ラジオ 女の旅路 21 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-22 ラジオ 女の旅路 22 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-23 ラジオ 女の旅路 23 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-24 ラジオ 女の旅路 24 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-25 ラジオ 女の旅路 25 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-26 ラジオ 女の旅路 26 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-27 ラジオ 女の旅路 27 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-28 ラジオ 女の旅路 28 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-29 ラジオ 女の旅路 29 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-30 ラジオ 女の旅路 30 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-31 ラジオ 女の旅路 31 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-32 ラジオ 女の旅路 32 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-33 ラジオ 女の旅路 33 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-34 ラジオ 女の旅路 34 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-35 ラジオ 女の旅路 35 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-36 ラジオ 女の旅路 36 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-37 ラジオ 女の旅路 37 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-38 ラジオ 女の旅路 38 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-39 ラジオ 女の旅路 39 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-40 ラジオ 女の旅路 40 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08312-41 ラジオ 女の旅路 41 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-05103 テレビ 女の旅路―からゆきさん― スタッフ稿 [1963]/12/15 TBS 菊田一夫

N01-12273 テレビ 女の断崖 26～30 1971/8/30～9/3 フジテレビ 生田直親

N01-12274 テレビ 女の断崖 31～35 1971/9/13～17 フジテレビ 生田直親

N01-12275 テレビ 女の断崖 46～50 1971/10/4～8 フジテレビ 生田直親

N01-12276 テレビ 女の断崖 51～55 1971/10/11～15 フジテレビ 生田直親

N01-19653 テレビ 女の力をみせまショー 7 1966/12/10 フジテレビ 野村六助

N01-19632 テレビ 女の力をみせまショー 23 1967/4/1 フジテレビ 野村六助

N01-03318 テレビ 女の塚 (?)/8/13 朝日放送 茂木草介

N01-18009 テレビ おんなのテレビ 35 1968/11/15 TBS 遠藤淳

N01-18008 テレビ おんなのテレビ 40 1968/11/22 TBS 黒川敏郎

N01-18007 テレビ おんなのテレビ 45 1968/11/29 TBS 遠藤淳

N01-18006 テレビ おんなのテレビ レコード大賞特集 55 1968/12/13 TBS 遠藤淳

N01-04943 ラジオ 女の橋 (?)/1/22 朝日放送 石浜恒夫

N01-04518 テレビ 女の秘密 第一稿 1960/5/5 KRT(TBS) 西島大

N01-04521 テレビ 女の秘密 決定稿 1960/5/5 KRT(TBS) 西島大
デジタル
化（館
内）



「お」
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N01-24668 ラジオ 女の冬 1947/2/1 NHK 加藤一郎
デジタル
化（館
内）

N01-10876 テレビ 女のみづうみ（仮題） 第1稿 (?) 石堂淑朗、大野靖子、吉田喜重

M012 N01-40293 ラジオ 女の歴史 1 1957/3/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40291 ラジオ 女の歴史 2 1957/3/26
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40292 ラジオ 女の歴史 2 1957/3/26
ニッポン放

送
内村直也

M012 N01-40290 ラジオ 女の歴史 3 1957/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40295 ラジオ 女の歴史 3 1957/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

M017 N01-40407 ラジオ 女の歴史 4 1957/4/9
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M017 N01-40408 ラジオ 女の歴史 5 1957/4/16
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-04772 テレビ 女ひとり 都家蝶々 4
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04773 テレビ 女ひとり 泣き虫の年頃 6
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04774 テレビ 女ひとり 旅の舞姫 7
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04775 テレビ 女ひとり 花も嵐も 14
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04776 テレビ 女ひとり 花も嵐も 14
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04777 テレビ 女ひとり 人妻峠 15
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04778 テレビ 女ひとり 人妻峠 15
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04779 テレビ 女ひとり お前と俺と 16
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04780 テレビ 女ひとり お前と俺と 16
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04781 テレビ 女ひとり 夢ありぬ 17
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04782 テレビ 女ひとり 夢ありぬ 17
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04783 テレビ 女ひとり 夢ありぬ 17
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04784 テレビ 女ひとり 夢ありぬ 17
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04785 テレビ 女ひとり くれないの町 18
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04786 テレビ 女ひとり ふたすじの道 19
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04787 テレビ 女ひとり ふたすじの道 19
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04788 テレビ 女ひとり わかれ雲 20
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04789 テレビ 女ひとり 浮寝鳥 21
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04790 テレビ 女ひとり 浮寝鳥 21
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04791 テレビ 女ひとり 漫才学校 22
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04792 テレビ 女ひとり めおと善哉 23
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04793 テレビ 女ひとり めおと善哉 23
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04794 テレビ 女ひとり 花影 24
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04795 テレビ 女ひとり 花影 24
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04796 テレビ 女ひとり 運命の糸 25
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

N01-04797 テレビ 女ひとり 私のゆく道 最終回
[1960～

1961]/(?)/(?)
関西テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-50239 テレビ 女舞 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50240 テレビ 女舞 1 (?) フジテレビ 大野靖子
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N01-50241 テレビ 女舞 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50242 テレビ 女舞 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50243 テレビ 女舞 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50244 テレビ 女舞 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50245 テレビ 女舞 4 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50246 テレビ 女舞 4 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50247 テレビ 女舞 最終回 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50248 テレビ 女舞 最終回 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11231 テレビ おんぶにだっこ 1 [1970]/10/7 フジテレビ 松田暢子

N01-11232 テレビ おんぶにだっこ 2 [1970]/10/14 フジテレビ 松田暢子

N01-11230 テレビ おんぶにだっこ 10 [1970]/12/9 フジテレビ 松田暢子

N01-11229 テレビ おんぶにだっこ 22 [1971]/3/3 フジテレビ 松田暢子

N01-11227 テレビ おんぶにだっこ 23 [1971]/3/10 フジテレビ 松田暢子

N01-11228 テレビ おんぶにだっこ 24 [1971]/3/17 フジテレビ 松田暢子

N01-05163 テレビ おんまの国 (?)/12/23 小幡欣治
デジタル
化（館
内）

N01-01967 テレビ 御身 1 1962/1/5 NET 津田幸夫

N01-01968 テレビ 御身 1 1962/1/5 NET 津田幸夫

N01-01969 テレビ 御身 2 1962/1/12 NET 津田幸夫

N01-01970 テレビ 御身 2 1962/1/12 NET 津田幸夫

N01-01971 テレビ 御身 3 1962/1/19 NET 津田幸夫

N01-01972 テレビ 御身 3 1962/1/19 NET 津田幸夫

N01-01973 テレビ 御身 4 1962/1/26 NET 津田幸夫

N01-01974 テレビ 御身 4 1962/1/26 NET 津田幸夫

N01-01975 テレビ 御身 4 1962/1/26 NET 津田幸夫

N01-01976 テレビ 御身 決定稿 4 1962/1/26 NET 津田幸夫

N01-01977 テレビ 御身 決定稿 4 1962/1/26 NET 津田幸夫

N01-01978 テレビ 御身 5 1962/2/2 NET 津田幸夫

N01-01979 テレビ 御身 5 1962/2/2 NET 津田幸夫

N01-01980 テレビ 御身 5 1962/2/2 NET 津田幸夫

N01-01981 テレビ 御身 5 1962/2/2 NET 津田幸夫

N01-01982 テレビ 御身 6 1962/2/9 NET 津田幸夫

N01-01983 テレビ 御身 決定稿 6 1962/2/9 NET 津田幸夫

N01-01984 テレビ 御身 決定稿 6 1962/2/9 NET 津田幸夫

N01-01985 テレビ 御身 決定稿 7 1962/2/16 NET 津田幸夫

N01-01986 テレビ 御身 決定稿 7 1962/2/16 NET 津田幸夫

N01-01987 テレビ 御身 決定稿 7 1962/2/16 NET 津田幸夫

N01-01988 テレビ 御身 決定稿 7 1962/2/16 NET 津田幸夫



「お」
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N01-01989 テレビ 御身 8 1962/2/23 NET 津田幸夫

N01-01990 テレビ 御身 改訂稿 8 1962/2/23 NET 津田幸夫

N01-01991 テレビ 御身 改訂稿 8 1962/2/23 NET 津田幸夫

N01-01992 テレビ 御身 改訂稿 8 1962/2/23 NET 津田幸夫

N01-01993 テレビ 御身 改訂稿 9 1962/3/2 NET 津田幸夫

N01-01994 テレビ 御身 改訂稿 9 1962/3/2 NET 津田幸夫

N01-01995 テレビ 御身 決定稿 10 1962/3/9 NET 津田幸夫

N01-01996 テレビ 御身 決定稿 10 1962/3/9 NET 津田幸夫

N01-01997 テレビ 御身 11 1962/3/16 NET 津田幸夫

N01-01998 テレビ 御身 11 1962/3/16 NET 津田幸夫

N01-01999 テレビ 御身 11 1962/3/16 NET 津田幸夫

N01-02000 テレビ 御身 12 1962/3/23 NET 津田幸夫

N01-02001 テレビ 御身 12 1962/3/23 NET 津田幸夫

N01-02002 テレビ 御身 13 1962/3/30 NET 津田幸夫

N01-02003 テレビ 御身 13 1962/3/30 NET 津田幸夫

N01-02004 テレビ 御身 13 1962/3/30 NET 津田幸夫

N01-02005 テレビ 御身 14 1962/4/6 NET 津田幸夫

N01-02006 テレビ 御身 14 1962/4/6 NET 津田幸夫

N01-02007 テレビ 御身 15 1962/4/13 NET 津田幸夫

N01-02008 テレビ 御身 15 1962/4/13 NET 津田幸夫

N01-02009 テレビ 御身 16 1962/4/20 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-02010 テレビ 御身 16 1962/4/20 NET 津田幸夫

N01-02011 テレビ 御身 決定稿 17 1962/4/27 NET 津田幸夫

N01-02012 テレビ 御身 決定稿 17 1962/4/27 NET 津田幸夫

N01-02013 テレビ 御身 18 1962/5/4 NET 津田幸夫

N01-02014 テレビ 御身 決定稿 18 1962/5/4 NET 津田幸夫

N01-02015 テレビ 御身 19 1962/5/11 NET 津田幸夫

N01-02016 テレビ 御身 19 1962/5/11 NET 津田幸夫

N01-02017 テレビ 御身 20 1962/5/18 NET 津田幸夫

N01-02018 テレビ 御身 20 1962/5/18 NET 津田幸夫

N01-02019 テレビ 御身 21 1962/5/25 NET 津田幸夫

N01-02020 テレビ 御身 21 1962/5/25 NET 津田幸夫

N01-02021 テレビ 御身 22 1962/6/1 NET 津田幸夫

N01-02022 テレビ 御身 22 1962/6/1 NET 津田幸夫

N01-02023 テレビ 御身 23 1962/6/8 NET 津田幸夫

N01-02024 テレビ 御身 23 1962/6/8 NET 津田幸夫

N01-02025 テレビ 御身 23 1962/6/8 NET 津田幸夫



「お」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-02026 テレビ 御身 24 1962/6/15 NET 津田幸夫

N01-02027 テレビ 御身 24 1962/6/15 NET 津田幸夫

N01-02028 テレビ 御身 25 1962/6/22 NET 津田幸夫

N01-02029 テレビ 御身 25 1962/6/22 NET 津田幸夫

N01-02030 テレビ 御身 26(終) 1962/6/29 NET 津田幸夫

N01-02031 テレビ 御身 26(終) 1962/6/29 NET 津田幸夫

N01-09005 テレビ 隠密剣士突っ走れ！ まぼろしを斬る信太郎 6 (?) TBS 佐々木守

N01-11050 テレビ 御宿かわせみ 13 (?)/1/7 NHK 大西信行
デジタル
化（館
内）



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-22051 資料 カー・クレージー (?)

N01-13028 テレビ カー・ストリート物語（仮題） 価値ある奴 準備稿 1 (?) 日本テレビ 渡辺臣蔵、鈴木三千夫

N01-13029 テレビ カー・ストリート物語（仮題） くれないの日々 準備稿 2 (?) 日本テレビ 石田守良、今井金次郎

N01-13030 テレビ カー・ストリート物語（仮題） 想い出は古き花束 3 (?) 日本テレビ 石田守良、今井金次郎

N01-11319 テレビ かあさんの四季 カット割り稿 1 (?) フジテレビ 稲葉明子

N01-11325 テレビ かあさんの四季 1 (?) フジテレビ 稲葉明子

N01-11333 テレビ かあさんの四季 1 (?) フジテレビ 稲葉明子

N01-11044 テレビ かあさんの四季 8 (?) フジテレビ 稲葉明子

N01-26584 テレビ かあさんの四季 44 (?)/8/1 辻久一

N01-06737 ラジオ ガーシュイン物語 1960/10/6 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-13403 テレビ 母ちゃの枕は 1968/11/7 NHK仙台 大藪郁子

N01-12481 テレビ かあちゃん三代 1965/10/14 NHK 作間謙二郎

N01-07698 テレビ かあちゃんしぐのいやだ 1960/12/4
NET(テレビ

朝日)
池田一朗、小川英

デジタル
化（館
内）

N01-09602 テレビ かあちゃんと十一人の子ども 1～6 (?)/3/28～4/2 TBS 佐々木守

M054 N01-41210 テレビ ガード下の讃美歌 1957/3/11 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

M021 N01-40513 資料 海外ラジオドラマ特集　ラジオ通信特別号 1956/12/10～14 NHK ラジオ局編成部
デジタル
化（館
内）

N01-51084 テレビ 怪奇大作戦 消えた仏像（仮題） 決定稿 (?) TBS 佐々木守

N01-51085 テレビ 怪奇大作戦 恐怖の電話 決定稿 4 (?) TBS 佐々木守

N01-51082 テレビ 怪奇大作戦 死神の子守唄 決定稿 5 (?) TBS 佐々木守

N01-02079 テレビ 開業 決定稿 1963/5/23 NET 津田幸夫

N01-02080 テレビ 開業 決定稿 1963/5/23 NET 津田幸夫

N01-02081 テレビ 開業 改訂決定稿 95 1963/5/23 NET 津田幸夫

平031 N01-45224 資料 於皆香園 1939/4/23 八木保太郎
デジタル
化（館
内）

N01-11732 テレビ 怪人二十面相 あばけ！呪いの秘密 3 1977/1/21 フジテレビ 村山庄三
デジタル
化（館
内）

N01-11733 テレビ 怪人二十面相 危し！少年探偵団 4 1977/1/28 フジテレビ 塩田千種

N01-11734 テレビ 怪人二十面相 破れ！変装の罠 9 1977/3/4 フジテレビ 大原豊

N01-11735 テレビ 怪人二十面相 砕け！首なし人間の野望 1977/(?)/(?) フジテレビ 山崎春哉

N01-11736 テレビ 怪人二十面相
行かないで！私の足長おじさ

ん
1977/(?)/(?) フジテレビ 村山庄三

N01-11737 テレビ 怪人二十面相 何処だ！二十面相美術館 1977/(?)/(?) フジテレビ 久保田圭司

N01-11738 テレビ 怪人二十面相
取りもどせ！シルヴィア王女

の宝
1977/(?)/(?) フジテレビ 塩田千種

N01-15867 ラジオ 海賊 1967/11/17 NHK 陳舜臣
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40203 ラジオ 海賊 1958/8/11 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40204 ラジオ 海賊 1958/8/11 NHK 内村直也

N01-24392 テレビ 怪談　大奥㊙不開の間
[呪いの部屋に潜む二百年の

怨念]
[2] [1979/6/27]

テレビ東京
(12ch)

宮川一郎

N01-24367 テレビ 怪談　蚊喰鳥 3 1972/8/11 毎日放送 宮川一郎

N01-24368 テレビ 怪談　累ヶ淵 6 1972/9/1 毎日放送 宮川一郎

N01-24393 テレビ 怪談　死神 [闇夜に笑う冥土の案内人] [10] [1979/8/22]
テレビ東京

(12ch)
宮川一郎



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-24369 テレビ 怪談　新選組呪いの血しぶき 9 1972/9/22 毎日放送 宮川一郎

N01-24370 テレビ 怪談　新選組呪いの血しぶき 9 1972/9/22 毎日放送 宮川一郎

N01-24362 テレビ 怪談　牡丹燈篭 鬼火の巻 2 1970/7/11
テレビ東京

(12ch)
宮川一郎

N01-24363 テレビ 怪談　牡丹燈篭 鬼火の巻 2 1970/7/11
テレビ東京

(12ch)
宮川一郎

N01-24364 テレビ 怪談　牡丹燈篭 蛍火の巻 3 1970/7/18
テレビ東京

(12ch)
宮川一郎

N01-24366 テレビ 怪談　四谷怪談 1 1972/7/21 毎日放送 宮川一郎

N01-24912 テレビ 快刀乱麻 1～5 (?) ABC 佐々木守

N01-09237 テレビ 快刀乱麻 売る符は狼大明神 1 [1973]/10/4 TBS 佐々木守

N01-09238 テレビ 快刀乱麻 死と死と人は来ぬか雨 2 [1973]/10/11 TBS 佐々木守

N01-09239 テレビ 快刀乱麻 恋文どこかへ書く恋慕 3 [1973]/10/18 TBS 佐々木守

N01-09240 テレビ 快刀乱麻 舞踏会のあとは武闘会 4 [1973]/10/25 TBS 佐々木守

N01-09241 テレビ 快刀乱麻 花嫁喪服の血痕式 5 [1973]/11/1 TBS 佐々木守

N01-09242 テレビ 快刀乱麻 血ん血ん千鳥が三羽死羽 6 [1973]/11/8 TBS 佐々木守

N01-24913 テレビ 快刀乱麻 6～10 (?) ABC 佐々木守

N01-24379 テレビ 快刀乱麻 木枯し吹く拭く夜の魔血 8 [1973]/11/22 朝日放送 宮川一郎

N01-09226 テレビ 快刀乱麻 尼りといえば尼りな尼寺 9 [1973]/11/29 TBS 佐々木守

N01-09227 テレビ 快刀乱麻 さよならは別れの愛殺 10 [1973]/12/6 TBS 佐々木守

N01-24905 テレビ 快刀乱麻 11～15 (?) ABC 佐々木守

N01-09228 テレビ 快刀乱麻 東京人と狂人と兇刃 12 [1973]/12/20 TBS 佐々木守

N01-09229 テレビ 快刀乱麻 今年最後の斬り斬り舞い 13 [1973]/12/27 TBS 佐々木守

N01-09230 テレビ 快刀乱麻 色はにほへと愛飢男 14 [1974]/1/3 TBS 佐々木守

N01-09231 テレビ 快刀乱麻 雪はこんこん幸せ来ん来ん 15 [1974]/1/10 TBS 佐々木守

N01-09232 テレビ 快刀乱麻 地獄の儀式に血獄を見た 16 [1974]/1/17 TBS 佐々木守

N01-24906 テレビ 快刀乱麻 16～20 (?) ABC 佐々木守

N01-09233 テレビ 快刀乱麻 正気か将棋か王手飛車 17 [1974]/1/24 TBS 佐々木守

N01-09234 テレビ 快刀乱麻 恋は直線、柔道は一直線 18 [1974]/1/31 TBS 佐々木守

N01-09235 テレビ 快刀乱麻
相撲に気づけば、事件も済も

う
19 [1974]/2/7 TBS 佐々木守

N01-09236 テレビ 快刀乱麻
キリストの返事はいつでもイエ

ス
20 [1974]/2/14 TBS 佐々木守

N01-09243 テレビ 快刀乱麻
チャイナタウンへいらっチャイ

ナ
21 [1974]/2/21 TBS 佐々木守

N01-09244 テレビ 快刀乱麻 家庭狂師のAB死 22 [1974]/2/28 TBS 佐々木守

N01-09223 テレビ 快刀乱麻 唐獅子牡丹に血汐がポタン 23 1974/3/7 ABC 佐々木守

N01-09224 テレビ 快刀乱麻 生かすか殺すか母無烈人 24 1974/3/14 ABC 佐々木守

N01-09225 テレビ 快刀乱麻 空手の約束は空手形 25 1974/3/21 ABC 佐々木守

N01-09222 テレビ 快刀乱麻 西郷札は最後殺 26(終) 1974/3/28 ABC 佐々木守

N01-24394 テレビ 怪猫伝　呪いのメス 準備稿 [1979/7/15]
関西テレビ

(KTV)
宮川一郎

N01-51154 資料 海抜0m (?)

N01-24447 テレビ 怪猫伝　呪いのメス 決定稿 [1979/7/15] KTV 宮川一郎



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-00857 テレビ 会依子　その神話と情熱 [1960]/(?)/(?) TBS 山田正弘

N01-00858 テレビ 会依子　その神話と情熱 第2稿 [1960]/(?)/(?) TBS 山田正弘

N01-04812 テレビ 貝寄せの唄 1961/3/24
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-20616 テレビ かえうた大合戦 決定稿 1 (?)/5/2 NET 保富康午

N01-22359 テレビ かえうた大合戦 1 (?)/5/2 テレビ朝日 保富康午

N01-20611 テレビ かえうた大合戦 カット割り稿 2 (?)/5/9 NET 保富康午

N01-20610 テレビ かえうた大合戦 カット割り稿 3 (?)/5/16 NET 保富康午

N01-20612 テレビ かえうた大合戦 4 (?)/5/23 NET 保富康午

N01-22358 テレビ かえうた大合戦 6 (?)/6/6 テレビ朝日 保富康午

N01-22357 テレビ かえうた大合戦 7 (?)/6/13 テレビ朝日 保富康午

N01-22356 テレビ かえうた大合戦 10 (?)/7/4 テレビ朝日 保富康午

N01-22355 テレビ かえうた大合戦 11 (?)/7/11 テレビ朝日 保富康午

N01-22354 テレビ かえうた大合戦 12 (?)/7/18 テレビ朝日 保富康午

N01-22353 テレビ かえうた大合戦 13 (?)/7/25 テレビ朝日 保富康午

N01-22362 テレビ かえうた大合戦 14 (?)/8/1 テレビ朝日 保富康午

N01-22361 テレビ かえうた大合戦 15 (?)/8/8 テレビ朝日 保富康午

N01-20613 テレビ かえうた大合戦 (?) 保富康午

N01-20614 テレビ かえうた大合戦 (?) NET 保富康午

N01-20615 テレビ かえうた大合戦 (?) NET 保富康午

N01-22360 テレビ かえうた大合戦 (?)/5/23 テレビ朝日 保富康午

N01-51086 テレビ 帰ってきたウルトラマン 毒ガス怪獣出現 決定稿 11 (?) TBS 金城哲夫

N01-51087 テレビ 帰ってきたウルトラマン 怪獣アイガーの復讐 決定稿 12 (?) TBS 上原正三

N01-10778 テレビ 帰ってきたウルトラマン 怪獣少年の復讐 決定稿 15 (?) TBS 上原正三

N01-24792 テレビ 帰ってきたウルトラマン ウルトラセブン参上！ 決定稿 18 (?) TBS 市川森一

N01-51088 テレビ 帰ってきたウルトラマン ウルトラセブン参上！ 決定稿 18 (?) TBS 市川森一

N01-51089 テレビ 帰ってきたウルトラマン 宇宙から来た透明大怪獣 決定稿 19 (?) TBS 上原正三

N01-51090 テレビ 帰ってきたウルトラマン 宇宙から来た透明大怪獣 決定稿 19 (?) TBS 上原正三

N01-51091 テレビ 帰ってきたウルトラマン 郷秀樹を暗殺せよ！ 決定稿 45 (?)/2/18 TBS 斉藤正夫

N01-51092 テレビ 帰ってきたウルトラマン 郷秀樹を暗殺せよ！ 決定稿 45 (?)/2/18 TBS 斉藤正夫

N01-51093 テレビ 帰ってきたウルトラマン 郷秀樹を暗殺せよ！ 決定稿 45 (?)/2/18 TBS 斉藤正夫

N01-51094 テレビ 帰ってきたウルトラマン この一撃に怒りをこめて 決定稿 46 (?)/2/25 TBS 田口成光

N01-51095 テレビ 帰ってきたウルトラマン この一撃に怒りをこめて 決定稿 46 (?)/2/25 TBS 田口成光

N01-00394 ラジオ 帰ってきた花嫁 1964/3/20
ニッポン放

送
内村直也

N01-13406 テレビ 帰って来た用心棒 川の流れに 17 1968/11/18 NET 結束信二

N01-08931 テレビ 帰らぬ人 第一稿 (?)/11/8 TBS 桂一郎

N01-08932 テレビ 帰らぬ人 改訂稿 (?)/12/6 TBS 桂一郎

N01-08933 テレビ 帰らぬ人 改訂稿 (?)/12/6 TBS 桂一郎



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08934 テレビ 帰らぬ人 改訂稿 (?)/12/6 TBS 桂一郎

平002 N01-45010 ラジオ 帰らぬ人 1950/10/9 NHK 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

N01-03332 テレビ かえり咲き (?)/4/10 朝日放送 茂木草介

N01-04332 資料 かえり咲き (?)/4/3 朝日放送 茂木草介

M021 N01-40518 ラジオ 蛙と花嫁 1953/5/11 NHK 堀江林之助

N01-10783 ラジオ カエルの命日 1974/10/18 NHK-FM 滝田ゆう
デジタル
化（館
内）

N01-10802 ラジオ カエルの命日 1974/10/18 NHK-FM 滝田ゆう

平009 N01-45070 ラジオ 帰る故郷 [1947]/12/22 NHK 内村直也

平009 N01-45071 ラジオ 帰る故郷 [1947]/12/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平009 N01-45073 ラジオ 帰る故郷 1947/12/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-05509 ラジオ 帰るべき土地 1962/9/29 NHK 高橋昇之助

N01-00449 テレビ 顔 1960/8/21 NET 内村直也

N01-00454 テレビ 顔 1960/8/21 NET 内村直也

N01-24868 テレビ 顔 1～9 (?)

N01-18274 テレビ 科学技術庁映画サイエンス・レポート 第三集 決定稿 (?) テレビ東京 野村六助

N01-18275 テレビ 科学技術庁映画サイエンス・レポート 第三集 決定稿 (?) テレビ東京 野村六助

N01-07500 テレビ 科学技術展望 日米海底電線と国際通信 1964/5/16
東京12チャ

ンネル
野村六助

デジタル
化（館
内）

N01-07506 テレビ 科学技術展望 日本の翼YS11 9 1964/6/13 テレビ東京 野村六助

N01-07507 テレビ 科学技術展望 空を走る電車・モノレール 1964/5/30 テレビ東京 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-17189 ラジオ
科学忍者隊・ガッチャマン　ガッチャマン寄

席
(?) 文化放送 海老沼三郎

N01-07501 テレビ 科学の波 決定稿 1 1964/7/17
東京12チャ

ンネル

デジタル
化（館
内）

N01-07505 テレビ 科学の波 準備稿 1 1964/7/17 テレビ東京

N01-15871 ラジオ 加賀の潜戸 1972/9/1 NHK 三浦哲郎
デジタル
化（館
内）

N01-20023 テレビ 輝く！日本作曲祭り　第12回古賀賞 決定稿 1979/6/30 TBS 保富康午、太田イサム

N01-20941 テレビ 輝く！日本作曲祭り　第12回古賀賞 決定稿 1979/6/30 TBS 保富康午、太田イサム

N01-22078 テレビ 輝く歌の祭典 決定稿 1969/10/11 TBS たかたかし

N01-07434 ラジオ 輝くステージ 季節のムード集 43 1960/3/4 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07433 ラジオ 輝くステージ フォークソング集 51 1960/5/6 NHK

N01-06772 ラジオ 輝くステージ 虹の絵本 (?) NHK 宮沢章二

N01-07435 ラジオ 輝くステージ マヒナ・スターズ・ショウ 1960/10/7 NHK 保富康午

N01-20423 テレビ
輝くレコード大賞のすべて―花ひらく九年

の歩み―
(?)/12/9 フジテレビ 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-20424 テレビ
輝くレコード大賞のすべて―花ひらく九年

の歩み―
(?)/12/9 フジテレビ 保富康午

N01-20919 テレビ 輝け　全日本ヒット歌手夢の大競演 決定稿 (?)/[10/1] テレビ東京 保富康午

N01-22148 テレビ [輝け!!第9回日本歌謡大賞] 1978/11/15 テレビ朝日 小西たくま

N01-20497 テレビ 輝け!! 第10回日本歌謡大賞 決定稿 10 1979/11/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21524 テレビ 輝け!!’76日本歌謡大賞 準備稿 1976/11/16 フジテレビ 塚田茂

N01-21987 テレビ 輝け!!第6回日本歌謡大賞 決定稿 6 1975/11/24 テレビ東京 保富康午
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N01-17760 テレビ 輝け!!ヒットTVマンガ20年決定版 1977/7/24 TBS 佐々木守

N01-20719 テレビ 輝け！第2回日本歌謡大賞 準備稿 (?) テレビ東京 保富康午

N01-20720 テレビ 輝け！第2回日本歌謡大賞 決定稿 1971/11/11 テレビ東京 保富康午

N01-21920 テレビ 輝け！第2回日本歌謡大賞 決定稿 1971/11/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-22122 テレビ 輝やけ！第3回　日本歌謡大賞 第一稿 3 1972/11/16 フジテレビ 保富康午

N01-20501 テレビ 輝け！第3回日本歌謡大賞 決定稿 3 1972/11/16 フジテレビ 保富康午

N01-20385 テレビ 輝け！日本歌謡大賞 1973/11/20 日本テレビ 保富康午

N01-24869 テレビ 輝ける塔 1～5 (?)

N01-22012 テレビ 輝ける日本歌謡大賞のすべて (?)/11/12 フジテレビ 保富康午

N01-05496 ラジオ 燕子花妻 1962/1/15 NHK 原田重久

N01-22400 テレビ
夏期特集　「こどものためのコンサート」

NO.1～おはなし指さん～
決定稿 1 1977/8/22 NHK 保富康午

N01-21538 テレビ
夏期特集　「こどものためのコンサート」

NO.4～北風小僧の寒太郎～
決定稿 4 1977/8/25 NHK 保富康午

N01-11062 テレビ 限りある日を愛に生きて 10週(46～50) (?)/12/2～6 小山内美江子
デジタル
化（館
内）

N01-11079 テレビ 限りある日を愛に生きて 11週(51～55) (?)/12/9～13 小山内美江子

N01-19652 テレビ 限りある水を考える 1973/7/14 フジテレビ 野村六助

N01-00999 テレビ 限りなき前進 決定稿 1962/11/2 TBS 八木保太郎、沼田幸二

N01-16693 テレビ 格言社長と実行社員 急がず休まず……の巻 23 1965/(?)/(?) TBS 五城寛、櫻井康裕

N01-16694 テレビ 格言社長と実行社員 目をむくより口を向けよの巻 24 1965/3/3 TBS 松田暢子

N01-16695 テレビ 格言社長と実行社員 餅は粉で取れの巻 26 [1965]/(?)/(?) TBS 櫻井康裕

N01-16696 テレビ 格言社長と実行社員 迷わぬ者に悟りなしの巻 27 1965/(?)/(?) TBS 菜川作太郎

N01-16697 テレビ 格言社長と実行社員 ゴルフはハンデ18の巻 29 1965/(?)/(?) TBS 松田暢子

N01-16698 テレビ 格言社長と実行社員 李下に冠を整さずの巻 30 1965/4/14 TBS 名和青朗

N01-16699 テレビ 格言社長と実行社員 形直くして影曲がらずの巻 31 1965/(?)/(?) TBS 柏木次郎

N01-16700 テレビ 格言社長と実行社員 玉磨かざれば光なし……の巻 32 1965/(?)/(?) TBS 石森史郎、五城寛

N01-16701 テレビ 格言社長と実行社員 糟糠の妻は堂より下さずの巻 33 1965/(?)/(?) TBS 菜川作太郎

N01-13710 テレビ 隠し目付参上
天にのぼったか地にもぐった

か（仮題）
改訂稿 1 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、杉村のぼる、山浦弘靖

N01-12640 テレビ 隠し目付参上
天にのぼったか地にもぐった

か（仮題）
決定稿 1 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、杉村のぼる、山浦弘靖

N01-12641 テレビ 隠し目付参上 吉原は燃えているか 改訂稿 2 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12652 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり茶釜（仮題） 改訂稿 2
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12653 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり丁半（仮題） 決定稿 3
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、茶木克彰

N01-12642 テレビ 隠し目付参上 誰が道成寺を踊ったか 4 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12654 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり大騒動（仮題） 決定稿 4
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、坪島孝

N01-12655 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり緋牡丹（仮題） 決定稿 5
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 山崎巌、小川英

N01-12656 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり呪文（仮題） 改訂稿 6
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、鴨井達比古

N01-12657 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり日本滅亡（仮題） 決定稿 7
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12643 テレビ 隠し目付参上
虎穴に入って何を得たか（仮

題）
決定稿 8 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12658 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 逆転！からくり屋敷（仮題） 決定稿 8
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、杉村のぼる
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N01-12659 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 仰天！からくり崩し（仮題） 決定稿 9
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、胡桃哲

N01-12644 テレビ 隠し目付参上 鬼も十八番茶も出花か（仮題） 決定稿 10 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 坪島孝、小川英

N01-12660 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり三度笠（仮題） 決定稿 10
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 山崎巌、小川英

N01-12661 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり紙御殿（仮題） 決定稿 11
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 長野洋、小川英

N01-12662 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令
大逆転！金塊に手を出すな

（仮題）
決定稿 12

[1976～
1977]/(?)/(?)

毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12645 テレビ 隠し目付参上
明日は晴れるか暗闇か（仮

題）
決定稿 13 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、杉村のぼる

N01-12663 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり紅毛人形（仮題） 決定稿 13
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、久保田圭司

N01-12646 テレビ 隠し目付参上
半年先の天下を見たか（仮

題）
14 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 長野洋、小川英

N01-12664 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 爆笑！からくり玉手箱（仮題） 決定稿 14
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、坪島孝

N01-12665 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 驚天動地の大からくり（仮題） 決定稿 15
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12666 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり地獄（仮題） 決定稿 16
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男、田波靖男

N01-12647 テレビ 隠し目付参上
海の底に大魚はいたか（仮

題）
決定稿 17 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 四十物光男、小川英

N01-12667 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり姫御前（仮題） 決定稿 17
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、久保田圭司

N01-12668 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり姫御前（仮題） 改訂稿 17
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、久保田圭司

N01-12669 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり切支丹（仮題） 決定稿 18
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-13702 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくりお大尽（仮題） 決定稿 19
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男、杉村のぼる

N01-13703 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり雪屋敷（仮題） 決定稿 20
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12648 テレビ 隠し目付参上
怪談・お化けの皮は何枚か

（仮題）
決定稿 20 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 坪島孝、小川英

N01-13704 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり初節句（仮題） 決定稿 21
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-13705 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり唐人剣（仮題） 決定稿 22
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、中野顕彰

N01-12649 テレビ 隠し目付参上
阿片は甘いかすっぱいか（仮

題）
決定稿 22 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、茶木克彰

N01-13706 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり尼寺（仮題） 決定稿 23
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、杉村のぼる

N01-13707 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり人買い（仮題） 決定稿 24
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、山崎巌

N01-13708 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり学問吟味（仮題） 決定稿 25
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、山本英明

N01-13709 テレビ 隠し目付参上　江戸特捜指令 からくり逆からくり（仮題） 決定稿 26
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、四十物光男

N01-12650 テレビ 隠し目付参上
神が仕掛けたからくりか（仮

題）
決定稿 26 [1976]/(?)/(?) 毎日放送 小川英、杉村のぼる、山浦弘靖

N01-08489 テレビ かくて明日は幸せなり 決定稿 3 1960/4/21 東京放送 どんぐり・くらぶ、広瀬祐、大貫哲義

N01-26508 ラジオ かくて二人は 1959/2/17 尾道放送局 吉田みき

M033 N01-40770 テレビ
カクテル・ファンタシイ―ミュージカル・ショ

ウ―
1958/11/6

NHK、
JOAK、TVX

保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-10119 テレビ 学童疎開殺人事件 (?) 朝日放送 佐々木守

N01-17011 テレビ 楽屋のれん [1975]/3/31 フジテレビ 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-02575 ラジオ かぐや姫 1964/8/15 NHK 岸宏子

N01-26612 資料 かぐや姫 1955/(?)/(?) 朝日放送

N01-20500 テレビ かぐや姫フォーエバー
明日にもし何か見失うことが
あったら思い出して下さい か

ぐや姫の世界を…
(?) 森永博

N01-04823 テレビ かくれ赤絵師 1961/11/8 NHK 平岩弓枝

N01-08991 テレビ 影 最終稿 13 (?) TBS 佐々木守

N01-13809 テレビ 影絵の女 スタッフ決定稿 539 [1967]/4/2 TBS 八住利雄
デジタル
化（館
内）
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M058 N01-41295 テレビ 歌劇　カヴァレリア・ルスチカーナ 1958/2/16 TBS
デジタル
化（館
内）

N01-07719 テレビ 歌劇 電話 1959/9/23 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-12761 テレビ 駆け込みビル7号室 美少女と弁護士（仮題） 5 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 胡桃哲、小川英

N01-01083 テレビ 駈け出せミッキー 東京第一歩 決定稿 1 1959/8/11 KRT 小野田勇

N01-01084 テレビ 駈け出せミッキー 俺は見ちゃった 決定稿 2 1959/8/18 KRT 小野田勇

N01-01085 テレビ 駈け出せミッキー 銀行を救え 決定稿 3 1959/8/25 KRT キノトール

N01-01086 テレビ 駈け出せミッキー イエスかノーか 決定稿 4 1959/9/1 KRT 小野田勇

N01-01087 テレビ 駈け出せミッキー 患者を消すな 決定稿 5 1959/9/8 KRT キノトール

N01-01088 テレビ 駈け出せミッキー 学帽を洗え 決定稿 6 1959/9/15 KRT キノトール

N01-01089 テレビ 駈け出せミッキー 東は東・西は西 決定稿 7 1959/9/22 KRT 宮田達男

N01-01090 テレビ 駈け出せミッキー X氏の招待状 決定稿 8 1959/9/29 KRT 小野田勇

N01-01091 テレビ 駈け出せミッキー 黒い首飾り 決定稿 9 1959/10/6 KRT キノトール

N01-04500 テレビ 駈け出せミッキー Y博士の別荘 10 1959/10/13 KRT 宮田達男
デジタル
化（館
内）

N01-08551 テレビ 駈け出せミッキー 脱獄囚とともに 11 1959/10/20 KRT キノトール
デジタル
化（館
内）

N01-08550 テレビ 駈け出せミッキー 殺し屋円舞曲 12 1959/10/27 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-08544 テレビ 駈け出せミッキー 俺を助けてくれ 13 1959/11/3 KRT キノトール
デジタル
化（館
内）

N01-08543 テレビ 駈け出せミッキー エースが消えた 14 1959/11/10 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-08542 テレビ 駈け出せミッキー 進路はどっちだ！ 15 1959/11/17 KRT 宮田達男
デジタル
化（館
内）

N01-04503 テレビ 駈け出せミッキー 琉球悲歌 16 1959/11/24 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-01092 テレビ 駈け出せミッキー さびたサーベル 決定稿 17 1959/12/1 KRT キノトール

N01-01093 テレビ 駈け出せミッキー 合言葉は皆殺し 決定稿 18 1959/12/8 KRT 宮田達男

N01-08545 テレビ 駈け出せミッキー 見知らぬ拳銃 19 1959/12/15 KRT キノトール
デジタル
化（館
内）

N01-08548 テレビ 駈け出せミッキー 赤いサラファン 20 1959/12/22 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-08547 テレビ 駈け出せミッキー 雪の降る街で 21 1959/12/29 KRT 宮田達男
デジタル
化（館
内）

N01-08546 テレビ 駈け出せミッキー お寒いのがお好き 22 1960/1/5 KRT 宮田達男
デジタル
化（館
内）

M062 N01-41348 テレビ 駆け出せミッキー 機関銃は発射された 23 1960/1/12 ラジオ東京 キノトール
デジタル
化（館
内）

N01-08541 テレビ 駈け出せミッキー 姿なき訪問客 24 1960/1/19 KRT 宮田達男
デジタル
化（館
内）

N01-01094 テレビ 駈け出せミッキー 白銀ホテルの三悪人 決定稿 25 1960/1/26 KRT 小野田勇

N01-01095 テレビ 駈け出せミッキー ブタ箱武者修行 決定稿 26 1960/2/2 KRT 宮田達男

N01-01096 テレビ 駈け出せミッキー 午前二時の惨劇 決定稿 27 1960/2/9 KRT キノトール

N01-01097 テレビ 駈け出せミッキー 電話は知っていた 決定稿 28 1960/2/16 KRT 宮田達男

N01-08549 テレビ 駈け出せミッキー SOSチャンピオン 29 1960/2/23 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-01098 テレビ 駈け出せミッキー その瞬間を逃すな 決定稿 30 1960/3/1 KRT 宮田達男

N01-01099 テレビ 駈け出せミッキー 彼が姿を現わした時 決定稿 31 1960/3/8 KRT キノトール

N01-01100 テレビ 駈け出せミッキー パチンコを捨てろ 決定稿 32 1960/3/15 KRT 宮田達男

N01-01101 テレビ 駈け出せミッキー 藁をもつかめ 改訂稿 33 1960/3/22 KRT 小野田勇

N01-01102 テレビ 駈け出せミッキー お帰りはあちら 決定稿 34 1960/3/29 KRT 宮田達男



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04502 テレビ 駈け出せミッキー 彼女は殺し屋だった 35 1960/4/5 KRT キノトール
デジタル
化（館
内）

N01-04501 テレビ 駈け出せミッキー バラ色の決斗 36 1960/4/12 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-04504 テレビ 駈け出せミッキー 幽雲東へ行く 37 1960/4/19 KRT 宮田達男
デジタル
化（館
内）

M062 N01-41349 テレビ 駆け出せミッキー ハイチャイ・ニッポン 38(最終回) 1960/4/26 ラジオ東京 キノトール
デジタル
化（館
内）

N01-01103 資料 駈け出せミッキー　放送記録資料 (?) KRT

N01-10234 テレビ 影同心(仮題) 1 (?) 毎日放送 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24442 テレビ 影同心③ [1975/4/19] 毎日放送 宮川一郎
デジタル
化（館
内）

N01-15260 テレビ 影同心Ⅱ [18] (?) 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)、佐藤肇

N01-00447 テレビ 影と実体 1960/10/19 KRT 内村直也

N01-04148 テレビ 影無橋 1953/11/16 日本テレビ 滝沢てるを

N01-24470 テレビ 影の軍団Ⅲ 3 (?)
関西テレビ

放送
高田宏治

N01-24471 テレビ 影の軍団Ⅲ 4 (?)
関西テレビ

放送
石川孝人

N01-12342 テレビ かげの砦 1974/11/4 小寺隆韶

N01-03034 テレビ 影の名優 1963/10/25 NHK 尾西清重

N01-17034 テレビ 影は崩れた 1～5 1976/6/28～7/2 NHK 岩間芳樹

N01-17035 テレビ 影は崩れた 6～10 1976/7/5～9 NHK 岩間芳樹

N01-17036 テレビ 影は崩れた 11～15 1976/7/12～16 NHK 岩間芳樹

N01-17037 テレビ 影は崩れた 16～最終回 1976/7/19～23 NHK 岩間芳樹

N01-12570 ラジオ かげろう日記遺文 1965/3/27 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-08380 ラジオ 影を売った浪人 決定稿 1959/10/29 ラジオ東京 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-08381 ラジオ 影を売った浪人 1959/10/29 ラジオ東京 津田幸夫

N01-08467 テレビ 影を売った浪人 決定稿 1959/10/29 ラジオ東京 津田幸夫

N01-00562 ラジオ 過去を呼ぶ声 第二夜 1959/8/15 NHK 西川清之

N01-01896 テレビ 風花 1962/2/11 NET 津田幸夫

N01-01897 テレビ 風花 1962/2/11 NET 津田幸夫

N01-01898 テレビ 風花 1962/2/11 NET 津田幸夫

N01-01899 テレビ 風花 1962/2/11 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-05480 ラジオ 火山幻想 1961/4/15 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

N01-13206 テレビ カシアス・クレイが死んだ日 改訂稿 (?) 雑賀礼文、都築明

N01-05386 ラジオ カシイとタモ 1963/7/2 NHK 西川清之

N01-13018 テレビ 貸間あり 決定稿 1 1965/11/17 フジテレビ 椎名利夫

N01-13019 テレビ 貸間あり 決定稿 2 1965/11/24 フジテレビ 椎名利夫

N01-13020 テレビ 貸間あり カット割り稿 3 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 椎名利夫

N01-13021 テレビ 貸間あり 決定稿 3 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 椎名利夫

N01-13022 テレビ 貸間あり 決定稿 4 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 椎名利夫

M062 N01-41350 ラジオ 姦しい 1961/3/14
ニッポン放

送
西島大

デジタル
化（館
内）

N01-04114 テレビ かじ屋のビック 森からのたより 17 1961/2/5 NHK 秋月桂太



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04115 テレビ かじ屋のビック 銀の小箱 18 1961/2/12 NHK 秋月桂太

N01-04142 テレビ かじ屋のビック パロマに春が 最終回 1961/4/2 NHK 秋月桂太

N01-05109 テレビ かじ屋のビック 炎の石 23 1961/3/19 NHK 秋月桂太

N01-05115 テレビ かじ屋のビック ビクトル王子 24 1961/3/26 NHK 秋月桂太

N01-08765 ラジオ かじ屋横丁事件 1 1976/9/27
NHK第一放

送
横田弘行

N01-08779 ラジオ かじ屋横丁事件 1 1976/9/27
NHK第一放

送
横田弘行

N01-08766 ラジオ かじ屋横丁事件 2 1976/10/4
NHK第一放

送
横田弘行

N01-08790 ラジオ かじ屋横丁事件 2 1976/10/4
NHK第一放

送
横田弘行

N01-03036 テレビ がじゅまるの島 1963/11/22 NHK 藤井潔

N01-50001 テレビ 花神 三条木屋町 1 1977/1/2 NHK 大野靖子

N01-50058 テレビ 花神 1 1978/(?)/(?) NHK 大野靖子

N01-50002 テレビ 花神 旅行けば 2 1977/1/9 NHK 大野靖子

N01-50003 テレビ 花神 寅次郎脱藩 3 1977/1/16 NHK 大野靖子

N01-50004 テレビ 花神 ペリーが来た 4 1977/1/23 NHK 大野靖子

N01-50005 テレビ 花神 黒船を作れ 5 1977/1/30 NHK 大野靖子

N01-50006 テレビ 花神 長崎の女 6 1977/2/6 NHK 大野靖子

N01-50007 テレビ 花神 遥かなりアメリカ 7 1977/2/13 NHK 大野靖子

N01-50008 テレビ 花神 わが師わが弟子 8 1977/2/20 NHK 大野靖子

N01-50009 テレビ 花神 イネの恋 9 1977/2/27 NHK 大野靖子

N01-50010 テレビ 花神 萩の乱暴者 10 1977/3/6 NHK 大野靖子

N01-50011 テレビ 花神 討幕幻想 11 1977/3/13 NHK 大野靖子

N01-50012 テレビ 花神 ほととぎす 12 1977/3/20 NHK 大野靖子

N01-50013 テレビ 花神 春夏秋冬 13 1977/3/27 NHK 大野靖子

N01-50014 テレビ 花神 あとを継ぐもの 14 1977/4/3 NHK 大野靖子

N01-50015 テレビ 花神 長州へ参る 15 1977/4/10 NHK 大野靖子

N01-50016 テレビ 花神 万延元年の男たち 16 1977/4/17 NHK 大野靖子

N01-50017 テレビ 花神 妻を愛す 17 1977/4/24 NHK 大野靖子

N01-50018 テレビ 花神 逆さひょうたん 18 1977/5/1 NHK 大野靖子

N01-50019 テレビ 花神 上海みやげ 19 1977/5/8 NHK 大野靖子

N01-50020 テレビ 花神 夷人館燃ゆ 20 1977/5/15 NHK 大野靖子

N01-50021 テレビ 花神 秘密留学生 21 1977/5/22 NHK 大野靖子

N01-50022 テレビ 花神 にわか坊主 22 1977/5/29 NHK 大野靖子

N01-50023 テレビ 花神 馬関海峡波高し 23 1977/6/5 NHK 大野靖子

N01-50024 テレビ 花神 奇兵隊 24 1977/6/12 NHK 大野靖子

N01-50025 テレビ 花神 江戸に別れを 25 1977/6/19 NHK 大野靖子

N01-50026 テレビ 花神 火吹きだるま 26 1977/6/26 NHK 大野靖子

N01-50027 テレビ 花神 京あらし 27 1977/7/3 NHK 大野靖子
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50028 テレビ 花神 たった一人の長州藩 28 1977/7/10 NHK 大野靖子

N01-50029 テレビ 花神 馬関攘夷戦争 29 1977/7/17 NHK 大野靖子

N01-50030 テレビ 花神 三人党 30 1977/7/24 NHK 大野靖子

N01-50031 テレビ 花神 月明功山寺 31 1977/7/31 NHK 大野靖子

N01-50032 テレビ 花神 霧の絵堂 32 1977/8/7 NHK 大野靖子

N01-50033 テレビ 花神 消えた小五郎 33 1977/8/14 NHK 大野靖子

N01-50034 テレビ 花神 蔵六上海へ 34 1977/8/21 NHK 大野靖子

N01-50035 テレビ 花神 人斬り往来 35 1977/8/28 NHK 大野靖子

N01-50036 テレビ 花神 益次郎誕生 36 1977/9/4 NHK 大野靖子

N01-50037 テレビ 花神 亀山社中 37 1977/9/11 NHK 大野靖子

N01-50038 テレビ 花神 おたずね者蔵六 38 1977/9/18 NHK 大野靖子

N01-50039 テレビ 花神 周防の人々 39 1977/9/25 NHK 大野靖子

N01-50040 テレビ 花神 三兵塾 40 1977/10/2 NHK 大野靖子

N01-50041 テレビ 花神 百姓大将 41 1977/10/9 NHK 大野靖子

N01-50042 テレビ 花神 四境の敵 42 1977/10/16 NHK 大野靖子

N01-50043 テレビ 花神 風伯の子 改訂稿 43 1977/10/23 NHK 大野靖子

N01-50044 テレビ 花神 風雲に賭ける 44 1977/10/30 NHK 大野靖子

N01-50045 テレビ 花神 鳥羽伏見の戦い 45 1977/11/6 NHK 大野靖子

N01-50046 テレビ 花神 京の軍務官 46 1977/11/13 NHK 大野靖子

N01-50047 テレビ 花神 徳川の城 47 1977/11/20 NHK 大野靖子

N01-50048 テレビ 花神 小千谷談判 48 1977/11/27 NHK 大野靖子

N01-50049 テレビ 花神 彰義隊 49 1977/12/4 NHK 大野靖子

N01-50050 テレビ 花神 継之助の死 50 1977/12/11 NHK 大野靖子

N01-50051 テレビ 花神 暗殺者 51 1977/12/18 NHK 大野靖子

N01-50052 テレビ 花神 52 1978/(?)/(?) NHK 大野靖子

N01-50053 テレビ 花神 世に棲む日日 最終回 1977/12/25 NHK 大野靖子

N01-50054 テレビ 花神 総集編 決定稿 1 1978/3/18 NHK 大野靖子

N01-50055 テレビ 花神 総集編 決定稿 2 1978/3/24 NHK 大野靖子

N01-50056 テレビ 花神 総集編 決定稿 3 1978/3/25 NHK 大野靖子

N01-50057 テレビ 花神 総集編 決定稿 4 1978/3/31 NHK 大野靖子

N01-03417 テレビ ガス燈 決定稿 (?) KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-08520 テレビ ガス燈 決定稿 (?) KRT 窪田篤人

N01-13048 テレビ かすりの花嫁さん 1966/3/6 NHK 椎名利夫

N01-08875 テレビ 風 百合姫ぶるうす 9 (?) TBS 佐々木守

N01-24473 テレビ 風 20 (?)/2/14 TBS 宮川一郎

N01-09438 テレビ 風 小町無惨流 [1967]/12/27 TBS 佐々木守

N01-09439 テレビ 風 海賊・山へ行く (?) TBS 佐々木守



「か」
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N01-24548 テレビ 風 海賊、山へ行く 準備稿 [1967]/(?)/(?) TBS 佐々木守

N01-24549 テレビ 風 花は桜木、人は武士 [1967]/(?)/(?) TBS 石堂淑朗

N01-24550 テレビ 風 誰がための仇討ち [1968]/2/21 TBS 石堂淑朗

N01-13087 テレビ 風が燃えた 1978/3/6 TBS 宮本研、阿井文瓶

N01-11316 テレビ 風が燃えた　第一部 1978/3/6 TBS 宮本研
デジタル
化（館
内）

N01-08935 テレビ 風立ちぬ 決定稿 (?) 桂一郎、村山俊郎

N01-13614 テレビ 風と樹と空と 1・2
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13615 テレビ 風と樹と空と 決定稿 1・2
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫、菅野昭彦、山根優一郎

N01-13616 テレビ 風と樹と空と 3
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫、渡辺臣蔵

N01-13617 テレビ 風と樹と空と 4・5
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫、菅野昭彦、山根優一郎

N01-13618 テレビ 風と樹と空と 決定稿 5
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫、山根優一郎

N01-13619 テレビ 風と樹と空と 6
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫、駒田博之、菅野昭彦

N01-13620 テレビ 風と樹と空と 6
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫、駒田博之、菅野昭彦

N01-13621 テレビ 風と樹と空と 7～9
[1965～

1966]/(?)/(?)
日本テレビ

柳井隆雄、石田守良、今井金次郎、
椎名利夫

N01-13357 テレビ 風と雲と虹と 京の姫みこ 8 1976/2/22 NHK 福田善之
デジタル
化（館
内）

N01-13358 テレビ 風と雲と虹と 純友西へ 10 1976/3/7 NHK 福田善之

N01-13359 テレビ 風と雲と虹と 餓狼の頭目 11 1976/3/14 NHK 福田善之

N01-13360 テレビ 風と雲と虹と 龍と虎と 31 1976/8/1 NHK 福田善之

N01-13361 テレビ 風と雲と虹と 裁きの春 32 1976/8/8 NHK 福田善之

N01-13362 テレビ 風と雲と虹と 凶兆 33 1976/8/15 NHK 福田善之

N01-13363 テレビ 風と雲と虹と 将門敗る 34 1976/8/22 NHK 福田善之

N01-13364 テレビ 風と雲と虹と 決断 46 1976/11/14 NHK 福田善之

N01-13365 テレビ 風と雲と虹と 国府占領 47 1976/11/21 NHK 福田善之

N01-13366 テレビ 風と雲と虹と 大進発 49 1976/12/5 NHK 福田善之

N01-00242 ラジオ 風と雲雀と丘 1～6 1959/4/6～11 内村直也

N01-00243 ラジオ 風と雲雀と丘 7～12 1959/4/13～18 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00244 ラジオ 風と雲雀と丘 13～18 1959/4/20～25 内村直也

N01-00245 ラジオ 風と雲雀と丘 19～24 1959/4/27～5/2 内村直也

N01-00246 ラジオ 風と雲雀と丘 5週(25～28) 1959/5/4～7 内村直也

N01-00247 ラジオ 風と雲雀と丘 5週(29～30) 1959/5/8～9 内村直也

N01-00248 ラジオ 風と雲雀と丘 6週(31～33) 1959/5/11～13 内村直也

N01-00249 ラジオ 風と雲雀と丘 6週(34～36) 1959/5/14～16 内村直也

N01-00346 ラジオ 風と雲雀と丘 7週(37～40) 1959/5/18～21 文化放送 内村直也

N01-00250 ラジオ 風と雲雀と丘 7週(41～42) 1959/5/22～23 内村直也

N01-00345 ラジオ 風と雲雀と丘 8週(43～44) 1959/5/25、26 文化放送 内村直也

N01-00344 ラジオ 風と雲雀と丘 8週(45～48) 1959/5/27～30 文化放送 内村直也

N01-00343 ラジオ 風と雲雀と丘 9週(49～50) 1959/6/1、2 文化放送 内村直也
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N01-00342 ラジオ 風と雲雀と丘 9週(51～54) 1959/6/3～6 文化放送 内村直也

N01-00341 ラジオ 風と雲雀と丘 10週(55～58) 1959/6/8～11 文化放送 内村直也

N01-00340 ラジオ 風と雲雀と丘 10週(59～60) 1959/6/12、13 文化放送 内村直也

N01-00339 ラジオ 風と雲雀と丘 11週(61～63) 1959/6/15～17 文化放送 内村直也

N01-00338 ラジオ 風と雲雀と丘 11週(64～66) 1959/6/18～20 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00337 ラジオ 風と雲雀と丘 12週(67～69) 1959/6/22～24 文化放送 内村直也

N01-00336 ラジオ 風と雲雀と丘 12週(70～72) 1959/6/25～27 文化放送 内村直也

N01-00335 ラジオ 風と雲雀と丘 13週(73～75) 1959/6/29～7/1 文化放送 内村直也

N01-00251 ラジオ 風と雲雀と丘 13週(76～78) 1959/7/2～4 内村直也

N01-00254 ラジオ 風と雲雀と丘 14・15週(84～86)
1959/7/11、13、

14
内村直也

N01-00252 ラジオ 風と雲雀と丘 14週(79～81) 1959/7/6～8 内村直也

N01-00253 ラジオ 風と雲雀と丘 14週(82～83) 1959/7/9～10 内村直也

N01-00255 ラジオ 風と雲雀と丘 15週(87～90) 1959/7/15～18 内村直也

N01-08498 テレビ 風に生きる 1961/(?)/(?) ABC 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-13979 ラジオ 風に散る紫の袖 [7] 1967/12/15 NHK名古屋 岸宏子

N01-07959 テレビ 風に鳴る楡 1960/11/27 HBC 久板栄二郎

N01-13588 ラジオ 風に舞う木の葉のように 1975/7/25 NHK 高谷信之
デジタル
化（館
内）

N01-26501 ラジオ 風に舞ったカンカン帽 (?)

N01-08952 ラジオ 風の地平 1977/2/11 NHK 川崎洋

N01-12771 ラジオ 風の地平 1977/2/11 NHK 川崎洋

N01-11329 テレビ 風の中にひとり 3 (?) 大石隆一

N01-11797 テレビ 風の中のあいつ けもの道 決定稿 23 1974/3/10 TBS 杉山義法

N01-11798 テレビ 風の中のあいつ 唐丸破り 決定稿 24 [1974]/(?)/(?) TBS 杉山義法

N01-11799 テレビ 風の中のあいつ 対決・天竜川原 決定稿 25 [1974]/(?)/(?) TBS 田上雄

N01-11800 テレビ 風の中のあいつ 対決・天竜川原 決定稿 25 [1974]/(?)/(?) TBS 田上雄

N01-11801 テレビ 風の中のあいつ 決定稿 26 [1974]/(?)/(?) TBS 田上雄

N01-11802 テレビ 風の中のあいつ 決定稿 26 [1974]/(?)/(?) TBS 田上雄

N01-03458 ラジオ 風の中の学習 1964/8/30
NHKラジオ
第二放送

横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03681 ラジオ 風の中の学習 1964/8/30
NHKラジオ
第二放送

横田弘行

N01-03682 ラジオ 風の中の学習 1964/8/30
NHKラジオ
第二放送

横田弘行

N01-05579 テレビ 風の中を行く 1 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15029 テレビ 風の中を行く 準備稿 1 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15030 テレビ 風の中を行く 1 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15031 テレビ 風の中を行く 決定稿 2 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15032 テレビ 風の中を行く 決定稿 3 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15033 テレビ 風の中を行く 決定稿 4 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15003 テレビ 風の中を行く 決定稿 5 [1969]/(?)/(?) 津田幸夫



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-15034 テレビ 風の中を行く 決定稿 5 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15321 テレビ 風の中を行く 決定稿 5
[1969/2/10～

5/5]
[NTV]

N01-15351 テレビ 風の中を行く 5 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15626 テレビ 風の中を行く 第五回改訂分 5 [1969]/(?)/(?)

N01-15004 テレビ 風の中を行く 決定稿 8 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-14160 テレビ 風の隼人 6 (?) NHK 市川森一

N01-14159 テレビ 風の隼人 15 1979/12/12 NHK 市川森一
デジタル
化（館
内）

N01-10230 資料 風の港(仮題) (?)

N01-10877 ラジオ 火葬 (?)/2/18 TBS 遠藤淳

N01-10887 ラジオ 火葬 (?)/2/18 TBS 遠藤淳

N01-05475 ラジオ 仮装行列 1961/1/30 NHK 石山透
デジタル
化（館
内）

N01-16016 テレビ 家族 前編 スタッフ稿 1044 1976/12/12 TBS 平岩弓枝

N01-16553 テレビ 家族 前編 決定稿 1044 1976/12/12 TBS 平岩弓枝

N01-17605 テレビ 家族 前編 決定稿 1044 1976/12/12 TBS 平岩弓枝

N01-15827 テレビ 家族 後編 決定稿 1045 1976/12/19 TBS 平岩弓枝

N01-15829 テレビ 家族 後編 スタッフ稿 1045 1976/12/19 TBS 平岩弓枝

N01-15832 テレビ 家族 後編 決定稿 1045 1976/12/19 TBS 平岩弓枝

N01-16017 テレビ 家族 後編 スタッフ稿 1045 1976/12/19 TBS 平岩弓枝

N01-16034 テレビ 家族 後編 スタッフ稿 1045 1976/12/19 TBS 平岩弓枝

N01-15831 テレビ 家族 ロケ用 1044・1045 1976/12/12、19 TBS 平岩弓枝

N01-16015 テレビ 家族 ロケ用 1044・1045 1976/12/12、19 TBS 平岩弓枝

N01-11546 テレビ 家族あわせ 5 [1974]/10/29 TBS 楠田芳子

N01-11547 テレビ 家族あわせ 6 [1974]/11/5 TBS 楠田芳子

N01-11548 テレビ 家族あわせ 13 [1974]/12/24 TBS 楠田芳子

N01-11549 テレビ 家族あわせ 16 [1975]/1/2 TBS 楠田芳子

N01-11550 テレビ 家族あわせ 17 [1975]/1/28 TBS 楠田芳子

N01-11551 テレビ 家族あわせ 20 [1975]/2/18 TBS 楠田芳子

N01-11552 テレビ 家族あわせ 23 [1975]/3/11 TBS 楠田芳子

N01-11287 テレビ 家族サーカス 1 1979/4/7 フジテレビ 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-16273 テレビ 家族サーカス 2 [1979/4/14] フジテレビ 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-11282 テレビ 家族サーカス 5 1979/5/5 フジテレビ 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-11283 テレビ 家族サーカス 7 1979/5/19 フジテレビ 向田邦子

N01-11284 テレビ 家族サーカス 8 1979/5/26 フジテレビ 向田邦子

N01-11285 テレビ 家族サーカス 12 1979/6/23 フジテレビ 向田邦子

N01-11286 テレビ 家族サーカス 13(終) 1979/6/30 フジテレビ 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-22169 テレビ 家族そろって歌合戦
埼玉県新座市の巻 新婚アツ

アツ大会!!
スタッフ稿 724 1980/6/8 TBS 畑本健、伊東喜雄、横山繁

N01-19981 テレビ 家族そろっておめでとう日本歌謡大賞 決定稿 1974/1/2 日本テレビ 保富康午
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N01-20439 テレビ 家族そろっておめでとう日本歌謡大賞 決定稿 1974/1/2 日本テレビ 保富康午

N01-20700 テレビ 家族そろっておめでとう日本歌謡大賞 決定稿 1974/1/2 日本テレビ 保富康午

N01-00097 テレビ 華族女房 [1959]/(?)/(?) NET 内村直也

N01-13723 テレビ 片想い 姉妹の恋より スタッフ決定稿 481 [1966]/2/20 TBS 山田洋次

N01-13871 テレビ 片想い 481 1966/2/20 TBS 山田洋次

N01-16035 テレビ 片想い 準決定稿 481 1966/2/20 TBS 山田洋次

N01-11301 テレビ かたぐるまⅡ 17 (?) 日本テレビ ジェームス三木

N01-11335 テレビ かたぐるまⅡ 19 1980/9/15 日本テレビ ジェームス三木

M033 N01-40776 ラジオ 語るオルゴール 石川啄木 1・15(終) 1953/8/3、21 NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-04999 テレビ がたろ横丁の探偵たち 1958/4/5 NHK 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-17637 テレビ 勝海舟 海鳴り 10 1974/3/10 NHK 倉本聰

N01-14156 テレビ 勝海舟 黒船渡来 11 1974/3/17 NHK 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-14974 テレビ 勝海舟 黒船渡来 11 1974/3/17 NHK 倉本聰

N01-14975 テレビ 勝海舟 黒船渡来 11 1974/3/17 NHK 倉本聰

N01-14993 テレビ 勝海舟 猪牙船 12 1974/3/24 NHK 倉本聰

N01-14994 テレビ 勝海舟 猪牙船 後半改訂分 12後半 1974/3/24 NHK 倉本聰

N01-14211 テレビ 勝海舟 巣立ち 13 1974/3/31 NHK 倉本聰

N01-14989 テレビ 勝海舟 巣立ち 13 1974/3/31 NHK 倉本聰

N01-00839 テレビ かっこうわるつ スタッフ決定稿 1 (?)/11/1 TBS 向田邦子

N01-00845 テレビ かっこうわるつ 1 (?)/11/1 TBS 向田邦子

N01-00848 テレビ かっこうわるつ 1 (?)/11/1 TBS 向田邦子

N01-00840 テレビ かっこうわるつ 2 (?)/11/8 TBS 向田邦子

N01-00842 テレビ かっこうわるつ 3 (?)/11/15 TBS ジェームス三木

N01-00843 テレビ かっこうわるつ 改訂稿 3 (?)/11/15 TBS ジェームス三木

N01-00847 テレビ かっこうわるつ スタッフ稿 3 (?)/11/15 TBS ジェームス三木

N01-00852 テレビ かっこうわるつ 3 (?)/11/15 TBS ジェームス三木

N01-00850 テレビ かっこうわるつ スタッフ稿 10 (?)/11/1 TBS 向田邦子

N01-00841 テレビ かっこうわるつ 13 (?)/1/24 TBS ジェームス三木

N01-00844 テレビ かっこうわるつ スタッフ稿 13 (?)/1/24 TBS ジェームス三木

N01-00846 テレビ かっこうわるつ 13 (?)/1/24 TBS ジェームス三木

N01-00849 テレビ かっこうわるつ 13 (?)/1/24 TBS ジェームス三木

N01-00851 テレビ かっこうわるつ スタッフ稿 13 (?)/1/24 TBS ジェームス三木

N01-19984 テレビ カツシン・ひろみの激唱60分 男同士だ！！スーパー２ 1979/10/19 フジテレビ 大岩賞介

N01-10901 ラジオ ガッチャマン 友情のバードミサイル 2 (?)/4/16 文化放送 鳥海尽三
デジタル
化（館
内）

N01-11828 テレビ ガッツジュン 19 (?) TBS 上原正三

N01-11829 テレビ ガッツジュン 20 (?) TBS 安藤豊弘

N01-04153 テレビ 河童が歌えば 1953/12/21 日本テレビ 滝沢てるを
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M018 N01-40442 ラジオ 家庭愛情読本 1 1957/1/4 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40440 ラジオ 家庭愛情読本 主人の遅い帰宅 2 1957/1/11 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-19843 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力 ローズ・マリー/学生王子 1 1968/12/2 NHK 風早美樹

N01-19844 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力 ショー・ボート/オクラホマ！ 2 1968/12/3 NHK 風早美樹

N01-19842 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
アニーよ銃をとれ/ブリガドー

ン
3 1968/12/4 NHK 風早美樹

N01-19837 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力 回転木馬/南太平洋 4 1968/12/5 NHK

N01-19838 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
キス・ミー・ケイト/くたばれヤン

キース
5 1968/12/6 NHK 風早美樹

N01-19836 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
マイ・フェア・レディ/キヤメロッ

ト
6 1968/12/9 NHK 風早美樹

N01-19845 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
フイオレロ/ウェスト・サイド物

語
7 1968/12/10 NHK 風早美樹

N01-19841 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
バイ・バイ・バーディ/ハロー・

ドーリー
8 1968/12/11 NHK 風早美樹

N01-19839 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
サウンド・オブ・ミュージック/努

力しないで出世する方法
9 1968/12/12 NHK 風早美樹

N01-19840 ラジオ 家庭音楽鑑賞　ミュージカルの魅力
ラ・マンチヤの男/ファニー・

ガール
10 1968/12/13 NHK 風早美樹

N01-00762 テレビ 家庭科教室 わが家の経済白書 1964/11/28 NHK 小川乃倫子

N01-22761 テレビ 家庭科教室 人生の1/3―睡眠― 1966/10/19 NHK 小川乃倫子

N01-22762 テレビ 家庭科教室 赤ちゃんは訴える 決定稿 1967/2/8 NHK 小川乃倫子

N01-22773 テレビ 家庭科教室 新しい家具 種類と機能 1965/10/11 NHK 小川乃倫子

N01-22776 テレビ 家庭科教室 すまいの科学②―家屋― 1966/11/9 NHK 小川乃倫子

N01-22799 テレビ 家庭科教室 夏を涼しく ～すまいのくふう～ 1965/7/5 NHK 小川乃倫子

N01-22805 テレビ 家庭科教室 牛乳と日本人 1966/6/1 NHK 小川乃倫子

N01-22806 テレビ 家庭科教室 これからの衣生活 1966/7/6 NHK 小川乃倫子

N01-22807 テレビ 家庭科教室 グッドデザインとくらし 1966/9/21 NHK 小川乃倫子

N01-22809 テレビ 家庭科教室 すまいの科学(1) 土地 1966/11/2 NHK 小川乃倫子

N01-22811 テレビ 家庭科教室 流行 購売心理 1966/12/7 NHK 小川乃倫子

N01-22810 テレビ 家庭の電熱器具 1966/11/21 NHK 小川乃倫子

N01-08123 テレビ 勝てば官軍 1963/10/27
中部日本放

送
小幡欣治

デジタル
化（館
内）

N01-08124 資料 勝てば官軍 1963/10/27
中部日本放

送
小幡欣治

N01-12228 ラジオ 加藤武の怪傑自雷也 1～5 (?)/6/28～7/2
ニッポン放

送
水原明人

N01-12227 ラジオ 加藤武の怪傑自雷也 6～10 (?)/7/5～7/9
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12209 ラジオ 加藤武の受験生の手記 1～5 (?)/10/11～22
ニッポン放

送
水原明人

N01-12211 ラジオ 加藤武の受験生の手記 1～5 (?)/10/11～22
ニッポン放

送
水原明人

N01-12210 ラジオ 加藤武の受験生の手記 6～10 (?)/10/11～22
ニッポン放

送
水原明人

N01-12208 ラジオ 加藤武の受験生の手記 6～10 (?)/10/11～22
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

M008 N01-40194 テレビ カドリール 1958/10/3 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-01153 ラジオ 仮名手本忠臣蔵　六段目勘平切腹の場 (?) NHK

平001 N01-45003 ラジオ カナリヤ 1947/6/1 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-02632 テレビ 蟹江四郎の青春 コンテ 1962/9/22 日本テレビ 深沢一夫

N01-00579 舞台 可児君の面会日 (?)/[1/12]
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N01-02636 ラジオ かにっ子の冒険 1 (?) 深沢一夫

N01-02637 ラジオ かにっ子の冒険 2 (?) 深沢一夫

N01-24670 ラジオ [鐘の鳴る丘] 15 (?) NHK 菊田一夫
デジタル
化（館
内）

N01-09378 テレビ 金のなる樹は誰のもの ぱちぱちぱちん 決定稿 1 1976/4/12 NET 佐々木守

N01-09379 テレビ 金のなる樹は誰のもの しとしとぽたり 決定稿 2 1976/4/19 NET 佐々木守

N01-09380 テレビ 金のなる樹は誰のもの しくしくちくり 決定稿 3 1976/4/26 NET 佐々木守

N01-09381 テレビ 金のなる樹は誰のもの しゅるしゅるぽかん 決定稿 4 1976/5/3 NET 佐々木守

N01-09366 テレビ 金のなる樹は誰のもの つるつるつるり 決定稿 5 1976/5/10 NET 佐々木守

N01-09367 テレビ 金のなる樹は誰のもの ぶすぶすぶすり 改訂稿 6 1976/5/17 NET 佐々木守

N01-09368 テレビ 金のなる樹は誰のもの スケバン百人・尼寺直行の巻 決定稿 7 1976/5/31 NET 佐々木守

N01-09369 テレビ 金のなる樹は誰のもの
花嫁花婿おせわになりました

の巻
決定稿 8 1976/6/7 NET 佐々木守

N01-09370 テレビ 金のなる樹は誰のもの
わしの子どもを生んでくれの

巻
決定稿 9 1976/6/14 NET 佐々木守

N01-09371 テレビ 金のなる樹は誰のもの 義理も人情もみな軽いの巻 決定稿 10 1976/6/21 NET 佐々木守

N01-09372 テレビ 金のなる樹は誰のもの 金のなる樹はどこへ行くの巻 決定稿 11(終) 1976/6/28 NET 佐々木守

N01-20024 テレビ
カネボウワインカラースペシャル青春のと

きめき
1977/9/17 フジテレビ 保富康午

N01-02418 ラジオ 歌舞伎を集大成した河竹黙阿弥 1954/6/6 NHK 河竹繁俊
デジタル
化（館
内）

N01-05140 テレビ 壁 1959/10/31
中部日本放

送
城山三郎

N01-02477 ラジオ 壁の中の神さま 1959/2/25 NHK 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-03308 テレビ 釜ヶ崎 (?)/11/5 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03326 テレビ 釜ヶ崎 (?)/11/5 朝日放送 茂木草介

N01-03327 テレビ 釜ヶ崎 (?)/11/5 朝日放送 茂木草介

N01-03328 テレビ 釜ヶ崎 (?)/11/5 朝日放送 茂木草介

N01-07927 テレビ 釜ヶ崎 [1961]/11/5 朝日放送 茂木草介

N01-03309 テレビ 釜ヶ崎騒動 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-11409 テレビ 鎌倉はる・なつ 訂正稿 1 (?)/5/7 フジテレビ 八木柊一郎

N01-11126 テレビ 鎌倉はる・なつ 改訂稿 2 (?)/5/14 フジテレビ 八木柊一郎

N01-11043 テレビ 鎌倉はる・なつ 最終回 (?)/9/24 フジテレビ 大西信行

N01-04175 テレビ 神々の国 1965/7/29 NHK 茂木草介

N01-03126 ラジオ 神々の花 早池峰伝説「三姉妹」より 1957/(?)/(?)

N01-16297 テレビ 紙コップのコーヒー 決定稿 [1975/11/30] TBS 市川森一

N01-26616 テレビ 紙コップのコーヒー [1975/11/30] TBS 市川森一

N01-04215 テレビ 神坂四郎の犯罪 (?)/7/19 毎日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03324 テレビ 神様は行ってしまった 1964/6/3
東京12チャ

ンネル
茂木草介

N01-15134 テレビ かみそり左門見参 お命頂戴！ 虹の橋(仮題) 2 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-15135 テレビ かみそり左門見参 お命頂戴！ 隠密非情(仮題) 9 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-08824 テレビ かみなり三代 ああ喧嘩 1 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-13598 テレビ かみなり三代 ああ喧嘩 1 [1968/10/12] 日本テレビ 窪田篤人

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104231
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104231
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104231
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104231


「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11573 テレビ かみなり三代 ふうてん三代 8 (?) 日本テレビ 小川英、長野洋

N01-13599 テレビ かみなり三代 ああ男と女 10
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 松木功

N01-13600 テレビ かみなり三代 犬と猿 11
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 中島丈博

N01-13601 テレビ かみなり三代 お茶と花嫁 12
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 牧野和夫

N01-13603 テレビ かみなり三代 男はいちど勝負する 13
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13604 テレビ かみなり三代 よろめいた御隠居さん 14
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13606 テレビ かみなり三代 私は我慢出来ない 15
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 斉藤良輔

N01-13607 テレビ かみなり三代 住めば都というけれど 16
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 藤川桂介

N01-13608 テレビ かみなり三代 消えた家宝 17
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 大石隆一

N01-13609 テレビ かみなり三代 恋の季節 18
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 斉藤良輔

N01-13610 テレビ かみなり三代 縁談・縁談・縁談 19
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13611 テレビ かみなり三代 縁談・縁談・縁談 19
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13612 テレビ かみなり三代 縁談、縁談また縁談 19
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13613 テレビ かみなり三代 飛びだした若親分 20(終)
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13602 テレビ かみなり三代 男はいちど勝負する
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-13605 テレビ かみなり三代
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 斉藤良輔

M031 N01-40742 ラジオ 髪結新三その一 梅雨小袖昔八丈 (?) 巌谷眞一

M031 N01-40743 ラジオ 髪結新三その二 梅雨小袖昔八丈 (?) 巌谷眞一

M031 N01-40744 ラジオ 髪結新三その三 梅雨小袖昔八丈 (?) 巌谷眞一

M031 N01-40745 ラジオ 髪結新三その四 梅雨小袖昔八丈 (?) 巌谷眞一

N01-10437 テレビ 髪を売る女 決定稿 (?)/2/26 朝日放送 茂木草介

N01-10438 テレビ 髪を売る女 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10439 テレビ 髪を売る女 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10531 資料 髪を売る女 (?) 茂木草介

N01-05490 ラジオ カメさん 1961/10/25 NHK 小林平八

N01-02552 ラジオ カメラと共に
花に埋もれて―渥美半島の女

性たち
1961/2/23 NHK 岸宏子

N01-03105 テレビ カメラ日記 とちの実村の植物記 ロケ用 1962/8/21 NHK教育 横田弘行

N01-03106 テレビ カメラ日記 とちの実村の植物記 1962/8/21 NHK教育 横田弘行

平生原
稿001

N01-45253 テレビ 仮面の女 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-50249 テレビ 花紋 1 [1968]/10/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50250 テレビ 花紋 1 [1968]/10/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50251 テレビ 花紋 2 [1968]/10/12 フジテレビ 大野靖子

N01-50252 テレビ 花紋 2 [1968]/10/12 フジテレビ 大野靖子

N01-50253 テレビ 花紋 3 [1968]/10/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50254 テレビ 花紋 3 [1968]/10/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50255 テレビ 花紋 4 [1968]/10/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50256 テレビ 花紋 4 [1968]/10/24 フジテレビ 大野靖子



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50257 テレビ 花紋 5 [1968]/10/31 フジテレビ 大野靖子

N01-50258 テレビ 花紋 5 [1968]/10/31 フジテレビ 大野靖子

N01-50259 テレビ 花紋 6 [1968]/11/9 フジテレビ 大野靖子

N01-50260 テレビ 花紋 6 [1968]/11/9 フジテレビ 大野靖子

N01-50261 テレビ 花紋 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50262 テレビ 花紋 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50263 テレビ 花紋 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50264 テレビ 花紋 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50265 テレビ 花紋 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50266 テレビ 花紋 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50267 テレビ 花紋 10 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50268 テレビ 花紋 10 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50269 テレビ 花紋 11 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50270 テレビ 花紋 11 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50271 テレビ 花紋 12 [1968]/12/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50272 テレビ 花紋 12 [1968]/12/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50273 テレビ 花紋 13 [1968]/12/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50274 テレビ 花紋 13 [1968]/12/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50275 テレビ 花紋 14 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50276 テレビ 花紋 14 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50277 テレビ 花紋 15 [1969]/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50278 テレビ 花紋 15 [1969]/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50279 テレビ 花紋 16 [1969]/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50280 テレビ 花紋 16 [1969]/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50281 テレビ 花紋 17 [1969/1]/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50282 テレビ 花紋 17 [1969/1]/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50283 テレビ 花紋 18 [1969]/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50284 テレビ 花紋 18 [1969]/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50285 テレビ 花紋 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50286 テレビ 花紋 20 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50287 テレビ 花紋 20 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50288 資料 花紋 1～ [1968/10/5] フジテレビ 大野靖子

N01-50289 資料 花紋 1～ [1968/10/5] フジテレビ 大野靖子

N01-08147 ラジオ 茅の尾根にて 1961/(?)/(?) ラジオ高知 中哲夫

N01-19802 ラジオ 加山雄三・バイバイサマー 1979/8/31 毎日放送 奥山侊伸

N01-21788 テレビ 加山雄三アワー (?)/10/17 フジテレビ 河野洋

N01-21499 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ お客様は神サマです 第二稿 1 1973/3/27 TBS 松原史明



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20412 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 第一稿 2 1973/4/10 TBS 保富康午、田村隆

N01-20365 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
どっちにする？アグネスと菲

菲
スタッフ決定稿 3 1973/4/10 TBS 保富康午、田村隆

N01-21498 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
どっちにする？アグネスと菲

菲
第二稿 3 1973/4/10 TBS 保富康午、田村隆

N01-21497 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 虹をわたって同棲時代 改訂稿 4 1973/4/17 TBS 奥山侊伸、松原史明

N01-20650 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
ピーター、リンダ　華麗なる対

決
第二稿 5 1973/4/24 TBS 保富康午、田村隆、今村清

N01-21491 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
ピーター、リンダ　華麗なる対

決
スタッフ決定稿 5 1973/4/24 TBS 保富康午、田村隆、今村清

N01-22197 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 沙織・めぐみ爽やか対決 決定稿 6 1973/5/1 TBS 松原史明、奥山侊伸

N01-22220 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
アキ子・フォーリーブス　紅白

大勝負
準備稿 7 1973/5/8 TBS 保富康午、田村隆

N01-22221 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
アキ子・フォーリーブス　紅白

大勝負
改訂稿 7 1973/5/8 TBS 保富康午、田村隆

N01-22228 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
アキ子・フォーリーブス　紅白

大勝負
準備稿 7 1973/5/8 TBS 保富康午、田村隆

N01-22198 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 準備稿 8 1973/5/15 TBS 松原史明、田村隆

N01-21490 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 準備稿 9 1973/5/22 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-21489 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ みんなでヨイショ！沢田・五木 10 1973/5/29 TBS 松原史明、田村隆

N01-21488 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ アッコ・圭子　噂の女 決定稿 11 1973/6/5 TBS 保富康午、田村隆

N01-21495 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 第一稿 12 1973/6/12 TBS 松原史明、奥山侊伸

N01-21494 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 祭りだ！マチャアキ・ジュリー 決定稿 13 1973/6/19 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-21496 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 祭りだ！マチャアキ・ジュリー 第一稿 13 1973/6/9 TBS 保富康午

N01-21493 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 準備稿 14 1973/6/26 TBS 田村隆、松原史明

N01-22199 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 紅白夏のオバケ大会 改訂稿 15 1973/7/3 TBS 奥山侊伸、保富康午

N01-22214 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 紅白夏のオバケ大会 準備稿 15 1973/7/3 TBS 奥山侊伸、保富康午

N01-22219 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 対決！クール・リーブズ？ 準備稿 16 1973/7/10 TBS 松原史明、奥山侊伸

N01-22200 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 人気ヤング全員集合！！ 準備稿 17 1973/7/17 TBS 田村隆、保富康午

N01-22215 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 人気ヤング全員集合！！ 決定稿 17 1973/7/17 TBS 田村隆、保富康午

N01-22218 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 人気ヤング全員集合！！ 準備稿 17 1973/7/17 TBS 保富康午、田村隆

N01-22213 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 決定稿 18 1973/7/24 TBS 奥山侊伸、松原史明

N01-21492 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 踊る美女全員集合！ 準備稿 19 1973/7/31 TBS 保富康午、田村隆

N01-22207 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 踊る美女全員集合！ 第二稿 19 1973/7/31 TBS 保富康午、田村隆

N01-20404 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 日米応援アクション歌謡(仮題) 第一稿 21 1973/8/14 TBS 田村隆

N01-07394 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 真夏の歌謡大サーカス！ 決定稿 23 1973/8/28 TBS 保富康午、田村隆

N01-22204 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 燃える青春！秀樹＆めぐみ 第二稿 25 1973/9/11 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-22203 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 第一稿 26 1973/9/18 TBS 松原史明、田村隆

N01-20366 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ こころの歌謡曲大特集 改訂稿 35 1973/11/20 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-21549 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ こころの歌謡曲大特集 準備稿 35 1973/11/20 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-20442 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 森・八代　演歌大合戦！！ 準備稿 45 1974/1/29 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-22202 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 森・八代　演歌大合戦！！ 準備稿 45 1974/1/29 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-22224 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 森・八代　演歌大合戦！！ 決定稿 45 1974/1/29 TBS 保富康午、奥山侊伸

N01-22201 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
26人の人気歌手で何かが起き

る？
決定稿 47 1974/2/12 TBS 保富康午、田村隆
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N01-22227 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ ジュリー･五木　わが心の歌 準備稿 53 1974/3/26 TBS 保富康午、田村隆

N01-22210 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 高校生だよ！昌子と百恵 決定稿 54 1974/4/2 TBS 松原史明

N01-22225 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
アキ子・ヒデキ　花のバース

デー！
準備稿 55 1974/4/9 TBS 保富康午

N01-22226 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
アキ子・ヒデキ　花のバース

デー！
準備稿 55 1974/4/9 TBS 保富康午

N01-20664 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 演歌一番！ 改訂稿 56 1974/4/16 TBS 松原史明、田村隆

N01-22223 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ ジュリーと順の大メドレー！ 準備稿 57 1974/4/23 TBS 保富康午、田村隆

N01-22212 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ おふくろさん・妹よ・森進一！ 決定稿 63 1974/6/4 TBS 松原史明

N01-22211 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
五木・百恵の兄弟心中、あべ
静江ドラマ初出演、かぐや姫と

藤竜也競演
改訂稿 71 1974/8/6 TBS 長谷川和彦、田村隆

N01-22222 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
話題のルネTV初リサイタル
順ちゃんの新学期宿題騒

動？？
改訂稿 75 1974/9/3 TBS 田村隆

N01-20431 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ ライバル狙いうち 第一稿 1973/4/24 TBS 保富康午、田村隆、今村清

N01-22155 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 虹をわたって同棲時代 決定稿 1972/4/17 TBS 奥山侊伸、松原史明

N01-22206 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ
特集！！ジュリーをめぐる4人

の女？
改訂稿 1974/5/21 TBS 保富康午、田村隆

N01-22208 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 第一稿 1974/5/13 TBS 松原史明

N01-22209 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ 1974/4/30 TBS 松原史明

N01-22217 テレビ 火曜歌謡ビッグマッチ アッコ・圭子　噂の女 改訂稿 1973/6/5 TBS 保富康午、田村隆

N01-06293 テレビ 歌謡曲 五つの星座 第一夜 三波春夫ショー 1 1964/9/1 フジテレビ 保富康午

N01-06296 テレビ 歌謡曲 五つの星座 第二夜 舟木一夫ショー 2 1964/9/8 フジテレビ 保富康午

N01-06297 テレビ 歌謡曲 五つの星座 第三夜 畠山みどりショー 3 1964/9/15 フジテレビ 保富康午

N01-06294 テレビ 歌謡曲 五つの星座 第四夜 村田英雄ショー 4 1964/9/22 フジテレビ 保富康午

N01-06295 テレビ 歌謡曲 五つの星座 第五夜 橋幸夫ショー 5 1964/9/29 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05739 ラジオ 歌謡曲大会 1961/2/17 TBS 遠藤啄郎、城悠輔

N01-05740 ラジオ 歌謡曲大会 1961/1/27 TBS 羽柴秀彦、遠藤啄郎

N01-05741 ラジオ 歌謡曲大会 1961/2/17 TBS 遠藤啄郎、城悠輔

N01-05742 ラジオ 歌謡曲大会 1961/1/6 TBS 羽柴秀彦、遠藤啄郎
デジタル
化（館
内）

N01-05751 ラジオ 歌謡曲大会 1961/3/3 TBS 城悠輔、遠藤啄郎

N01-06111 ラジオ [歌謡曲大会] (?)/1/27 TBS 羽柴秀彦(1)、遠藤啄郎(2)

N01-09124 テレビ 歌謡曲だよ人生は 恋の奴隷は青春広場 4 (?) 佐々木守

N01-09125 テレビ 歌謡曲だよ人生は グッドナイトベビー 5 (?) 佐々木守

N01-23994 ラジオ 歌謡曲でかっとばせ (?) 文化放送 阿部基治
デジタル
化（館
内）

N01-19997 テレビ 歌謡曲日本 ふるさとの四季 準備稿 1974/1/2 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20383 テレビ 歌謡曲日本 ふるさとの四季 1974/1/2 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20438 テレビ 歌謡グランドショー 1973/1/16 NHK 下山啓

N01-20668 テレビ 歌謡グランドショー 1972/10/17 NHK 下山啓

N01-20942 テレビ 歌謡グランドショー 1972/9/26 NHK 保富康午

N01-21000 テレビ 歌謡グランドショー 打合稿 1972/4/25 NHK

N01-22292 テレビ 歌謡グランドショー 1972/8/1 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22293 テレビ 歌謡グランドショー 1972/5/16 NHK 吉仲賢三
デジタル
化（館
内）
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N01-22294 テレビ 歌謡グランドショー 1972/4/18 NHK 吉仲賢三
デジタル
化（館
内）

N01-22295 テレビ 歌謡グランドショー 1972/5/2 NHK 吉仲賢三

N01-22296 テレビ 歌謡グランドショー 1972/10/17 NHK 保富康午、松原敏春

N01-22297 テレビ 歌謡グランドショー 1972/4/4 NHK 吉仲賢三

N01-22298 テレビ 歌謡グランドショー 1972/4/11 NHK 吉仲賢三

N01-22299 テレビ 歌謡グランドショー 1972/5/9 NHK 八木武寿

N01-22300 テレビ 歌謡グランドショー 1972/5/23 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-23939 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー 1967/10/8、15 文化放送 阿部基治

N01-23940 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー
[1967]/10/22、

29
文化放送 阿部基治

N01-23941 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー
[1967]/11/12、

19
文化放送 阿部基治

N01-23942 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー
1967/11/26、

12/3
文化放送 阿部基治

N01-23943 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー
[1967]/12/10、

17
文化放送 阿部基治

N01-23956 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー 1968/1/7、14 文化放送 阿部基治

N01-23957 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー [1968]/1/21、28 文化放送 阿部基治

N01-23958 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー [1968]/2/4、18 文化放送 阿部基治

N01-23959 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー
[1968]/2/11、

3/3
文化放送 阿部基治

N01-23960 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー 1968/3/10、17 文化放送 阿部基治

N01-23961 ラジオ 歌謡グランプリ　三田明ショー [1968]/3/24、31 文化放送 阿部基治

N01-20510 テレビ 歌謡最前線
総決算！涙と栄光の15年　輝
くに日本レコード大賞決定の

瞬間！
抜撮分。部分稿 1 1974/10/1 TBS 保富康午

N01-20698 テレビ 歌謡最前線
総決算！涙と栄光の15年　輝
くに日本レコード大賞決定の

瞬間！
決定稿 1 1974/10/1 TBS 保富康午

N01-20966 テレビ 歌謡最前線
総決算！涙と栄光の15年　輝
く日本レコード大賞決定の瞬

間！
準備稿 1 1974/10/1 TBS 保富康午

N01-22125 テレビ 歌謡最前線 準備稿 1 1974/10/1 TBS 保富康午

N01-20626 テレビ 歌謡最前線
74栄冠は誰に？日本レコード

大賞前哨戦
準備稿 2 1974/10/8 TBS 松原史明

平030 N01-45218 テレビ 歌謡最前線
74栄冠は誰に？日本レコード

大賞前哨戦
2 1974/10/8 TBS 松原史明

N01-20980 テレビ 歌謡最前線　日本セールス大賞発表 第二稿 11 1974/12/10 松原史明

N01-07423 テレビ 歌謡笑斈校 実験しまショー！ 5 (?)/4/5 保富康午

N01-23686 テレビ 歌謡笑学校 8 (?)/4/26 フジテレビ 塚田茂

N01-23626 テレビ 歌謡笑学校 12 (?)/5/24 フジテレビ 塚田茂

N01-06097 ラジオ 歌謡ジョッキー 歌とリンゴの二人ごと 1963/(?)/(?) 遠藤淳

N01-06098 ラジオ 歌謡ジョッキー 歌とリンゴの二人ごと 1963/(?)/(?) 遠藤淳

N01-19667 ラジオ 歌謡ジョッキー 歌とリンゴの二人ごと 1963/(?)/(?) 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-23681 テレビ 歌謡スタジオ大作戦 1 1972/1/4、11 フジテレビ 塚田茂

N01-20512 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 男と女の半世紀 13 1974/12/25 テレビ東京 保富康午

N01-22195 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 決定稿 23 (?)/3/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
曽我部博士

N01-22194 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 ああ学園は心のふるさと 準備稿 25 1975/3/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-22191 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 涙の川をさまよう流転の女 決定稿 29 (?)/4/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-22190 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 ひばり若衆ただいま参上！ 決定稿 31 (?)/5/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104211
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104211
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104211
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104211
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N01-22188 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年
哀唱！花と蝶 それは女の性

(さが)
準備稿 74 (?)/3/17

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
塚田茂、玉井冽

N01-22196 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 準備稿 130 (?)/4/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
塚田茂

N01-22189 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年
石原裕次郎20周年記念特

集！
決定稿 (?)/7/9

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
塚田茂、吉仲賢三

N01-22192 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年 男の涙と子守唄 準備稿 (?)/4/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-22193 テレビ 歌謡スペシャル 心で歌う50年
なつかしの映画名場面―松竹

編―
決定稿 (?)/4/2

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
塚田茂、吉仲賢三

N01-22380 ラジオ 歌謡大行進 (?)/8/22 文化放送 南川泰三

N01-22381 ラジオ 歌謡大行進 訂正原稿 (?)/8/1 文化放送 南川泰三

N01-22382 ラジオ 歌謡大行進
1978～

1979/(?)/(?)
文化放送 南川泰三

N01-22383 ラジオ 歌謡大行進 (?)/8/1 文化放送 南川泰三

N01-22857 ラジオ 歌謡大行進 (?)/4/5、12 文化放送

N01-22952 ラジオ 歌謡大行進 (?)/5/31、6/1 文化放送 水原明人

N01-22953 ラジオ 歌謡大行進 (?)/6/9、16 文化放送 水原明人

N01-22954 ラジオ 歌謡大行進 (?)/5/5、12 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-22955 ラジオ 歌謡大行進 (?)/2/24、3/3 文化放送 水原明人、かげしまよりひこ

N01-23927 ラジオ 歌謡大行進 1966/11/11 文化放送 阿部基治

N01-23928 ラジオ 歌謡大行進 1966/11/18 文化放送 阿部基治

N01-23929 ラジオ 歌謡大行進 1966/12/9、16 文化放送 阿部基治

N01-23930 ラジオ 歌謡大行進 1967/1/6 文化放送 阿部基治

N01-23931 ラジオ 歌謡大行進 [1967]/1/13 文化放送 阿部基治

N01-23932 ラジオ 歌謡大行進 [1967]/2/3、10 文化放送 阿部基治

N01-23933 ラジオ 歌謡大行進
[1967]/3/31、

4/7
文化放送 阿部基治

N01-23934 ラジオ 歌謡大行進 [1967]/4/14、21 文化放送 阿部基治

N01-23935 ラジオ 歌謡大行進
[1967]/5/26、

6/2
文化放送 阿部基治

N01-23936 ラジオ 歌謡大行進 [1967]/6/23、30 文化放送 阿部基治

N01-23937 ラジオ 歌謡大行進 [1967]/7/21、28 文化放送 阿部基治

N01-23938 ラジオ 歌謡大行進 [1967]/8/18、25 文化放送 阿部基治

N01-23944 ラジオ 歌謡大行進 1968/1/5、12 文化放送 阿部基治

N01-23945 ラジオ 歌謡大行進 1968/2/2、9 文化放送 阿部基治

N01-23946 ラジオ 歌謡大行進 1968/3/1、8 文化放送 阿部基治

N01-23947 ラジオ 歌謡大行進
[1968]/3/29、

4/5
文化放送 阿部基治

N01-23948 ラジオ 歌謡大行進 1968/4/26、5/3 文化放送 阿部基治

N01-23949 ラジオ 歌謡大行進 [1968]/5/24、31 文化放送 阿部基治

N01-23950 ラジオ 歌謡大行進 [1968]/6/21、28 文化放送 阿部基治

N01-23951 ラジオ 歌謡大行進 [1968]/8/16、23 文化放送 阿部基治

N01-23952 ラジオ 歌謡大行進 [1968]/9/15、22 文化放送 阿部基治

N01-23953 ラジオ 歌謡大行進
[1968]/10/13、

20
文化放送 阿部基治

N01-23954 ラジオ 歌謡大行進 1967/11/10、17 文化放送 阿部基治
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N01-23955 ラジオ 歌謡大行進 1968/12/8、15 文化放送 阿部基治

N01-21315 テレビ 歌謡大全集
ロマンの一匹狼―川内康範の

すべて―
(?)

N01-21621 テレビ 歌謡大全集
我が心の歌－古賀政男のす

べて－
1969/9/28 保富康午

N01-21622 テレビ 歌謡大全集
歌は心でうたうもの－遠藤実

のすべて－
(?)/9/14 保富康午

N01-21623 テレビ 歌謡大全集
演歌は人生の応援歌－星野

哲郎のすべて－
決定稿 1969/8/31 保富康午

N01-21624 テレビ 歌謡大全集 －いずみ・たくのすべて－ 1969/8/17 フジテレビ 保富康午

N01-21625 テレビ 歌謡大全集
ロカビリーから作曲賞へ－平

尾昌晃のすべて－
1969/8/10 フジテレビ 保富康午

N01-21626 テレビ 歌謡大全集
漂白の歌－なかにし礼のすべ

て－
1969/8/3 フジテレビ 保富康午

N01-21627 テレビ 歌謡大全集
いつでも夢を－吉田正のすべ

て－
準備稿 (?)/9/7

N01-21628 テレビ 歌謡大全集
歌は心でうたうもの－遠藤実

のすべて－
準備稿 (?)/9/14

N01-20649 テレビ 歌謡大全集！ 橋幸夫　歌う子連れ狼 1973/1/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21328 テレビ 歌謡大全集！ 美空ひばり/ある女の詩 カット割り稿 1973/1/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21329 テレビ 歌謡大全集！ 美空ひばり/ある女の詩 カット割り稿 1973/1/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21338 テレビ 歌謡大全集！ 橋幸夫　歌う子連れ狼 1973/1/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-05628 ラジオ 歌謡バラエティ明けましてお目出とう (?)/1/1 遠藤淳

N01-05629 ラジオ 歌謡バラエティ明けましてお目出とう (?)/1/1 遠藤淳

N01-23135 テレビ 歌謡ハラハラサンデー 決定稿 33 (?)/6/12 テレビ朝日
奥山侊伸、沢口義明、つかさけん

じ、原すすむ

N01-20900 テレビ
歌謡ビッグスペシャル 輝け☆全日本ヒット

歌手夢の大競演
決定稿 (?)/10/1 テレビ東京 保富康午

N01-22137 テレビ [火曜歌謡ビッグマッチ] (?)

N01-22205 テレビ [火曜歌謡ビッグマッチ] (?)/3/5 TBS

N01-22216 テレビ [火曜歌謡ビッグマッチ] (?) TBS

N01-22171 テレビ 歌謡ベスト･ヒット’78～架空紅白歌合戦～ 1978/11/16 NHK 保富康午

N01-21009 ラジオ 歌謡ベスト10 57 1967/12/17
ニッポン放

送
ニッポン放送歌謡サークル

デジタル
化（館
内）

N01-15924 テレビ からくり儀右衛門 特集その一 1～8 1969/12/27 NHK 横田弘行

N01-01367 テレビ からくり儀右衛門 検討用 1960/11/24 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-15951 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 1 1969/4/12 NHK 横田弘行

N01-16524 テレビ からくり儀右衛門 1 1969/4/12 NHK 横田弘行

N01-16525 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 1 1969/4/12 NHK 横田弘行

N01-16526 テレビ からくり儀右衛門 1 1969/4/12 NHK 横田弘行

N01-17689 テレビ からくり儀右衛門 1 1969/4/12 NHK 横田弘行

N01-17693 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 1 1969/4/12 NHK 横田弘行

N01-15952 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 2 1969/4/19 NHK 横田弘行

N01-16522 テレビ からくり儀右衛門 2 1969/4/19 NHK 横田弘行

N01-16523 テレビ からくり儀右衛門 2 1969/4/19 NHK 横田弘行

N01-16532 テレビ からくり儀右衛門 2 1969/4/19 NHK 横田弘行

N01-17692 テレビ からくり儀右衛門 2 1969/4/19 NHK 横田弘行

N01-17697 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 2 1969/4/19 NHK 横田弘行
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N01-17706 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 2 1969/4/19 NHK 横田弘行

N01-15953 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-16521 テレビ からくり儀右衛門 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-16529 テレビ からくり儀右衛門 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-17674 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-17675 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-17676 テレビ からくり儀右衛門 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-17683 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-17690 テレビ からくり儀右衛門 3 1969/4/26 NHK 横田弘行

N01-15954 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-16512 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-16513 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-16514 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-16520 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17653 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17667 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17673 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17680 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17691 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17694 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-17695 テレビ からくり儀右衛門 4 1969/5/3 NHK 横田弘行

N01-15955 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-16240 テレビ からくり儀右衛門 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-16504 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-16518 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-16519 テレビ からくり儀右衛門 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-16527 テレビ からくり儀右衛門 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-17652 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 5 1969/5/10 NHK 横田弘行

N01-15956 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-16508 テレビ からくり儀右衛門 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-16515 テレビ からくり儀右衛門 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-16531 テレビ からくり儀右衛門 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-17650 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-17686 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-17688 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 6 1969/5/17 NHK 横田弘行

N01-15957 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 7 1969/5/24 NHK 横田弘行

N01-16528 テレビ からくり儀右衛門 7 1969/5/24 NHK 横田弘行



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17649 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 7 1969/5/24 NHK 横田弘行

N01-17666 テレビ からくり儀右衛門 7 1969/5/24 NHK 横田弘行

N01-17707 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 7 1969/5/24 NHK 横田弘行

N01-15958 テレビ からくり儀右衛門 8 1969/5/31 NHK 横田弘行

N01-17648 テレビ からくり儀右衛門 8 1969/5/31 NHK 横田弘行

N01-15929 テレビ からくり儀右衛門 9 1969/6/7 NHK 横田弘行

N01-15959 テレビ からくり儀右衛門 9 1969/6/7 NHK 横田弘行

N01-17668 テレビ からくり儀右衛門 9 1969/6/7 NHK 横田弘行

N01-15984 テレビ からくり儀右衛門 9～12 [1969]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-16535 テレビ からくり儀右衛門 9～12 (?)/5/11 NHK 横田弘行

N01-16309 テレビ からくり儀右衛門 10 1969/6/14 NHK 横田弘行

N01-17654 テレビ からくり儀右衛門 10 1969/6/14 NHK 横田弘行

N01-17655 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 11 1969/6/21 NHK 横田弘行

N01-17698 テレビ からくり儀右衛門 12 1969/6/28 NHK 横田弘行

N01-15970 テレビ からくり儀右衛門 13 1969/7/5 NHK 横田弘行

N01-17701 テレビ からくり儀右衛門 13 1969/7/5 NHK 横田弘行

N01-17702 テレビ からくり儀右衛門 14 1969/7/12 NHK 横田弘行

N01-15983 テレビ からくり儀右衛門 15 1969/7/19 NHK 横田弘行

N01-17703 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 15 1969/7/19 NHK 横田弘行

N01-15961 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 16 1969/8/23 NHK 横田弘行

N01-16313 テレビ からくり儀右衛門 17 1969/8/30 NHK 横田弘行

N01-17647 テレビ からくり儀右衛門 17 1969/8/30 NHK 横田弘行

N01-15974 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 18 1969/9/6 NHK 横田弘行

N01-15975 テレビ からくり儀右衛門 18 1969/9/6 NHK 横田弘行

N01-15976 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 18 1969/9/6 NHK 横田弘行

N01-16326 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 18 1969/9/6 NHK 横田弘行

N01-15973 テレビ からくり儀右衛門 19 1969/9/13 NHK 横田弘行

N01-16254 テレビ からくり儀右衛門 19 1969/9/13 NHK 横田弘行

N01-16325 テレビ からくり儀右衛門 19 1969/9/13 NHK 横田弘行

N01-17659 テレビ からくり儀右衛門 19 1969/9/13 NHK 横田弘行

N01-15967 テレビ からくり儀右衛門 20 1969/9/20 NHK 横田弘行

N01-15977 テレビ からくり儀右衛門 20 1969/9/20 NHK 横田弘行

N01-15985 テレビ からくり儀右衛門 20 1969/9/20 NHK 横田弘行

N01-16323 テレビ からくり儀右衛門 20 1969/9/20 NHK 横田弘行

N01-17638 テレビ からくり儀右衛門 20 1969/9/20 NHK 横田弘行

N01-15966 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行

N01-15978 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17641 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行

N01-17646 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行

N01-17658 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行

N01-17671 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行

N01-17705 テレビ からくり儀右衛門 21 1969/9/27 NHK 横田弘行

N01-16241 テレビ からくり儀右衛門 22 1969/10/4 NHK 横田弘行

N01-16317 テレビ からくり儀右衛門 22 1969/10/4 NHK 横田弘行

N01-17241 テレビ からくり儀右衛門 22 1969/10/4 NHK 横田弘行

N01-17640 テレビ からくり儀右衛門 22 1969/10/4 NHK 横田弘行

N01-17660 テレビ からくり儀右衛門 22 1969/10/4 NHK 横田弘行

N01-17670 テレビ からくり儀右衛門 22 1969/10/4 NHK 横田弘行

N01-16318 テレビ からくり儀右衛門 23 1969/10/11 NHK 横田弘行

N01-16530 テレビ からくり儀右衛門 23 1969/10/11 NHK 横田弘行

N01-16534 テレビ からくり儀右衛門 23 1969/10/11 NHK 横田弘行

N01-17639 テレビ からくり儀右衛門 23 1969/10/11 NHK 横田弘行

N01-17661 テレビ からくり儀右衛門 23 1969/10/11 NHK 横田弘行

N01-16540 テレビ からくり儀右衛門 24 1969/10/18 NHK 横田弘行

N01-16541 テレビ からくり儀右衛門 24 1969/10/18 NHK 横田弘行

N01-16312 テレビ からくり儀右衛門 24 1969/10/18 NHK 横田弘行

N01-16314 テレビ からくり儀右衛門 24 1969/10/18 NHK 横田弘行

N01-17662 テレビ からくり儀右衛門 24 1969/10/18 NHK 横田弘行

N01-16306 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-16308 テレビ からくり儀右衛門 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-16320 テレビ からくり儀右衛門 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-16321 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-16533 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-17651 テレビ からくり儀右衛門 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-17696 テレビ からくり儀右衛門 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-17708 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 25 1969/10/25 NHK 横田弘行

N01-15972 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-16305 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-16307 テレビ からくり儀右衛門 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-16319 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-16324 テレビ からくり儀右衛門 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-16509 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-17684 テレビ からくり儀右衛門 26 1969/11/1 NHK 横田弘行

N01-15979 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 27 1969/11/8 NHK 横田弘行
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N01-16299 テレビ からくり儀右衛門 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-16300 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-16304 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-16505 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-17656 テレビ からくり儀右衛門 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-17657 テレビ からくり儀右衛門 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-17685 テレビ からくり儀右衛門 27 1969/11/8 NHK 横田弘行

N01-16303 テレビ からくり儀右衛門 改訂稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16316 テレビ からくり儀右衛門 改訂稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16322 テレビ からくり儀右衛門 改訂稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16506 テレビ からくり儀右衛門 改訂稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16507 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16510 テレビ からくり儀右衛門 改訂稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16511 テレビ からくり儀右衛門 決定稿 28 1969/11/15 NHK 横田弘行

N01-16301 テレビ からくり儀右衛門 29 1969/11/22 NHK 横田弘行

N01-17679 テレビ からくり儀右衛門 29 1969/11/22 NHK 横田弘行

N01-17714 テレビ からくり儀右衛門 29 1969/11/22 NHK 横田弘行

N01-16302 テレビ からくり儀右衛門 30 1969/11/29 NHK 横田弘行

N01-16315 テレビ からくり儀右衛門 30 1969/11/29 NHK 横田弘行

N01-17678 テレビ からくり儀右衛門 30 1969/11/29 NHK 横田弘行

N01-15968 テレビ からくり儀右衛門 31 1969/12/5 NHK 横田弘行

N01-15982 テレビ からくり儀右衛門 31 1969/12/5 NHK 横田弘行

N01-15969 テレビ からくり儀右衛門 32 1969/12/13 NHK 横田弘行

N01-17677 テレビ からくり儀右衛門 32 1969/12/13 NHK 横田弘行

N01-17699 テレビ からくり儀右衛門 32 1969/12/13 NHK 横田弘行

N01-15964 テレビ からくり儀右衛門 33 1969/12/20 NHK 横田弘行

N01-15971 テレビ からくり儀右衛門 33 1969/12/20 NHK 横田弘行

N01-17669 テレビ からくり儀右衛門 1969/12/27 NHK 横田弘行

N01-15963 テレビ からくり儀右衛門 34 1970/1/10 NHK 横田弘行

N01-16538 テレビ からくり儀右衛門 34 (?)/1/10 NHK 横田弘行

N01-17663 テレビ からくり儀右衛門 34 1970/1/10 NHK 横田弘行

N01-17681 テレビ からくり儀右衛門 34 1970/1/10 NHK 横田弘行

N01-17682 テレビ からくり儀右衛門 34 1970/1/10 NHK 横田弘行

N01-17713 テレビ からくり儀右衛門 34 1970/1/10 NHK 横田弘行

N01-15933 テレビ [からくり儀右衛門] 34 [1970]/(?)/(?) NHK

N01-15931 テレビ からくり儀右衛門 34・35 [1970]/1/10、17 NHK

N01-17664 テレビ からくり儀右衛門 35 1970/1/17 NHK 横田弘行
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N01-17672 テレビ からくり儀右衛門 35 1970/1/17 NHK 横田弘行

N01-15930 テレビ からくり儀右衛門 36 1970/1/24 NHK 横田弘行

N01-17642 テレビ からくり儀右衛門 36 1970/1/24 NHK 横田弘行

N01-15928 テレビ からくり儀右衛門 37 1970/1/31 NHK 横田弘行

N01-15932 テレビ からくり儀右衛門 37 1970/1/31 NHK 横田弘行

N01-17643 テレビ からくり儀右衛門 37 1970/1/31 NHK 横田弘行

N01-17687 テレビ からくり儀右衛門 37 1970/1/31 NHK 横田弘行

N01-15981 テレビ からくり儀右衛門 38 1970/2/7 NHK 横田弘行

N01-17644 テレビ からくり儀右衛門 38 1970/2/7 NHK 横田弘行

N01-17704 テレビ からくり儀右衛門 追加稿 38 1970/2/7 NHK 横田弘行

N01-17711 テレビ からくり儀右衛門 追加稿 38 1970/2/7 NHK 横田弘行

N01-17712 テレビ からくり儀右衛門 38 1970/2/7 NHK 横田弘行

N01-15980 テレビ からくり儀右衛門 39 1970/2/14 NHK 横田弘行

N01-17645 テレビ からくり儀右衛門 39 1970/2/14 NHK 横田弘行

N01-16310 テレビ からくり儀右衛門 40 1970/2/21 NHK 横田弘行

N01-17700 テレビ からくり儀右衛門 40 1970/2/21 NHK 横田弘行

N01-17710 テレビ からくり儀右衛門 追加稿 40 (?) NHK 横田弘行

N01-16311 テレビ からくり儀右衛門 41 1970/2/28 NHK 横田弘行

N01-17709 テレビ からくり儀右衛門 41 1970/2/28 NHK 横田弘行

N01-15986 テレビ からくり儀右衛門 42 1970/3/7 NHK 横田弘行

N01-16537 テレビ からくり儀右衛門 42 1970/3/7 NHK 横田弘行

N01-16536 テレビ からくり儀右衛門 43 1970/3/14 NHK 横田弘行

N01-17665 テレビ からくり儀右衛門 43 1970/3/14 NHK 横田弘行

N01-15927 テレビ からくり儀右衛門 44 1970/3/21 NHK 横田弘行

N01-15965 テレビ からくり儀右衛門 44 1970/3/21 NHK 横田弘行

N01-15926 テレビ からくり儀右衛門 45 1970/3/28 NHK 横田弘行

N01-15962 テレビ からくり儀右衛門 45 1970/3/28 NHK 横田弘行

N01-15925 テレビ からくり儀右衛門 46 1970/4/4 NHK 横田弘行

N01-15960 テレビ からくり儀右衛門 46 1970/4/4 NHK 横田弘行

N01-08354 テレビ からくり長屋の春 スタッフ稿 1962/12/6 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01609 テレビ からくり長屋の春 打合稿 1963/1/1 NHK 横田弘行

N01-01611 テレビ からくり長屋の春 改訂稿 1963/1/1 NHK 横田弘行

N01-01369 テレビ からくり長屋の春 スタッフ稿 1963/1/1 NHK 横田弘行

N01-01610 テレビ からくり長屋の春 スタッフ稿 1963/1/1 NHK 横田弘行

N01-03649 テレビ からくり長屋の春 スタッフ稿 1963/1/1 NHK 横田弘行

N01-05137 テレビ からすなぜ泣くの 1959/11/8 NET 岡田光治
デジタル
化（館
内）

N01-04798-01 テレビ 硝子のジョニー 哀愁 1 [1960]/11/8 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）
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N01-04798-02 テレビ 硝子のジョニー 慕情 2 [1960]/11/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-04798-03 テレビ 硝子のジョニー 追憶 3 [1960]/11/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-04798-04 テレビ 硝子のジョニー 女鱶 4 [1960]/11/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-04799 テレビ 硝子のジョニー 負け犬 5 [1960]/12/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-04800 テレビ 硝子のジョニー 黒い太陽 6 [1960]/12/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-04801 テレビ 硝子のジョニー 黒い面影 7 [1960]/12/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-04802 テレビ 硝子のジョニー 黒い面影 7 [1960]/12/20 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04803 テレビ 硝子のジョニー 夜霧の人 8 [1960]/12/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-04804 テレビ 硝子のジョニー 純白の夜 9 [1961]/1/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-04805 テレビ 硝子のジョニー 純白の夜 9 [1961]/1/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-04806 テレビ 硝子のジョニー 嗚咽 10 [1961]/1/10 毎日放送 石浜恒夫

N01-04807 テレビ 硝子のジョニー 黄金の矢 11 [1961]/1/17 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04808 テレビ 硝子のジョニー 郷愁 12 [1961]/1/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-10918 テレビ ガラスの森 秘めた関係 1 1975/10/3 TBS 山根優一郎

N01-10919 テレビ ガラスの森 雨の舗道 2 1975/10/10 TBS 山根優一郎

N01-10920 テレビ ガラスの森 雨の舗道 2 1975/10/10 TBS 山根優一郎

N01-10921 テレビ ガラスの森 愛がほしい 決定稿 3 1975/10/17 TBS 山根優一郎

N01-10922 テレビ ガラスの森 たそがれの慕情 改訂稿 4 1975/10/24 TBS 山根優一郎

N01-10923 テレビ ガラスの森 決断のとき 決定稿 5 1975/10/31 TBS 山根優一郎

N01-10924 テレビ ガラスの森 危険な曲り角 改訂稿 6 1975/11/7 TBS 山根優一郎

N01-10925 テレビ ガラスの森 夜の波紋 改訂稿 7 1975/11/14 TBS 山根優一郎

N01-10926 テレビ ガラスの森 愛という名の河 決定稿 8 1975/11/21 TBS 山根優一郎

N01-10927 テレビ ガラスの森 風の挽歌 改訂稿 9 1975/11/28 TBS 山根優一郎

N01-10928 テレビ ガラスの森 風の挽歌 決定稿 9 1975/11/28 TBS 山根優一郎

N01-10929 テレビ ガラスの森 妻の孤独 改訂稿 10 1975/12/5 TBS 山根優一郎

N01-10930 テレビ ガラスの森 炎のように 改訂稿 11 1975/12/12 TBS 山根優一郎

N01-10931 テレビ ガラスの森 愛よいずこへ 改訂稿 13 1975/12/26 TBS 山根優一郎

N01-10932 テレビ ガラスの森 冬のスキャンダル 改訂稿 14 1976/1/2 TBS 山根優一郎

N01-10933 テレビ ガラスの森 死んでもいい 改訂稿 17 1976/1/23 TBS 山根優一郎

N01-10934 テレビ ガラスの森 黒い友情 18 1976/1/30 TBS 山根優一郎

N01-10935 テレビ ガラスの森 禁じられた愛 改訂稿 18 1976/1/30 TBS 山根優一郎

N01-10936 テレビ ガラスの森 愛と死 改訂稿 19 1976/2/6 TBS 山根優一郎

N01-10937 テレビ ガラスの森 明日への合唱 決定稿 21 1976/2/20 TBS 山根優一郎

N01-10938 テレビ ガラスの森 愛よ甦えれ 改訂稿 22(終) 1976/2/27 TBS 山根優一郎

N01-10939 テレビ ガラスの森 愛よ甦えれ 決定稿 22(終) 1976/2/27 TBS 山根優一郎

N01-10917 資料 ガラスの森 (?) TBS 山根優一郎

N01-02082 テレビ からみあい 決定稿 98 1963/6/13 NET 津田幸夫
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N01-08139 テレビ カルテロカルロス日本へ飛ぶ 1963/11/24 TBS 八木柊一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08346 テレビ カルネアデスの舟板 後編 1957/5/11 NHK 小幡欣治
デジタル
化（館
内）

N01-17365 テレビ 華麗なる一族 4 1974/10/22 毎日放送 鈴木尚之

N01-17366 テレビ 華麗なる一族 7 1974/11/12 毎日放送 鈴木尚之

N01-17367 テレビ 華麗なる一族 8 1974/11/19 毎日放送 鈴木尚之

N01-17368 テレビ 華麗なる一族 9 1974/11/26 毎日放送 鈴木尚之

N01-17369 テレビ 華麗なる一族 13 1974/12/24 毎日放送 鈴木尚之

N01-17370 テレビ 華麗なる一族 16 1975/1/14 毎日放送 鈴木尚之

N01-17371 テレビ 華麗なる一族 17 1975/1/21 毎日放送 鈴木尚之

N01-17372 テレビ 華麗なる一族 19 1975/2/4 毎日放送 鈴木尚之

N01-17373 テレビ 華麗なる一族 20 1975/2/11 毎日放送 鈴木尚之

N01-13120 テレビ カレー屋ケンちゃん おかあさんは太陽みたい 37 1979/11/8 TBS 三宅直子
デジタル
化（館
内）

N01-13121 テレビ カレー屋ケンちゃん おかあさんは太陽みたい 37 1979/11/8 TBS 三宅直子

N01-13122 テレビ カレー屋ケンちゃん おかあさんは太陽みたい 37 1979/11/8 TBS 三宅直子

N01-13123 テレビ カレー屋ケンちゃん おかあさんは太陽みたい 37 1979/11/8 TBS 三宅直子

N01-13124 テレビ カレー屋ケンちゃん たずねてきたお友達 38 1979/11/15 TBS 富田義朗

N01-13125 テレビ カレー屋ケンちゃん たずねてきたお友達 38 1979/11/15 TBS 富田義朗

N01-13126 テレビ カレー屋ケンちゃん たずねてきたお友達 38 1979/11/15 TBS 富田義朗

N01-13127 テレビ カレー屋ケンちゃん たずねてきたお友達 38 1979/11/15 TBS 富田義朗

N01-13128 テレビ カレー屋ケンちゃん たずねてきたお友達 38 1979/11/15 TBS 富田義朗

N01-04996 ラジオ 枯木のある風景 28 1959/10/23 朝日放送 石浜恒夫

N01-02456 ラジオ 枯葉 1955/10/29 NHK 岸宏子

N01-02078 テレビ 枯葉の女 91 1963/4/24 NET 津田幸夫

N01-08430 テレビ 枯葉の女 短い短い物語　第91回 1963/4/24 NET 津田幸夫

N01-20459 テレビ 彼はベトナムで死んだ (?) 保富康午

N01-00884 テレビ カロランミュージカル 殿下と結婚する方法 決定稿 6 1959/(?)/(?) KRT 梅田晴夫、前田武彦
デジタル
化（館
内）

N01-26643 テレビ カロランミュージカル　女性はツイてる 決定稿 14 1959/7/14 KRT 梅田晴夫

N01-07942 テレビ 川 1964/11/15 TBS 生田直親

N01-02444 ラジオ 可愛いい女 1954/7/17 CBC 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-03218 テレビ 可愛い女たち 結婚への招待 第一稿 1964/3/5 日本テレビ 窪田篤人

N01-04369 テレビ 可愛い女たち 李姿鏡という女 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-04383 テレビ 可愛い女たち 燁子 第一稿 1964/2/27 日本テレビ 茂木草介

N01-10004 テレビ 可愛いかあさん(仮題） 第二稿 1972/8/12 日本テレビ 茂木草介

N01-10005 テレビ 可愛いかあさん(仮題） 第一稿 1972/8/12 日本テレビ 茂木草介

N01-07922 テレビ 可愛い恋人 1962/11/23 読売テレビ 藤本義一
デジタル
化（館
内）

N01-16150 テレビ かわいいボス 決定稿 1965/5/30 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-16424 テレビ かわいいボス 決定稿 1970/5/30 NHK 横田弘行



「か」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

平023 N01-45169 ラジオ 川田とダイナブラザーズ　一心太助 江戸入りの巻 3 1953/1/24 ラジオ東京 能見正比呂

N01-50290 テレビ 川止め 決定稿 597 (?)/5/19 TBS 大野靖子

N01-50291 テレビ 川止め 決定稿 597 (?)/5/19 TBS 大野靖子

N01-09531 テレビ 川は流れる 1～5 1968/2/26～3/1 TBS 佐々木守

N01-09532 テレビ 川は流れる 6～10 1968/3/4～8 TBS 佐々木守

N01-09533 テレビ 川は流れる 改訂稿 6～10 1968/3/4～8 TBS 佐々木守

N01-09716 テレビ 川は流れる 11～15 1968/3/11～15 TBS 佐々木守

N01-09717 テレビ 川は流れる 16～20 1968/3/18～22 TBS 佐々木守

N01-09718 テレビ 川は流れる 36～40 1968/4/15～19 TBS 佐々木守

N01-09719 テレビ 川は流れる 改訂稿 36～40 1968/4/15～19 TBS 佐々木守

N01-09720 テレビ 川は流れる 改訂稿 41～45(終) 1968/4/22～26 TBS 佐々木守

N01-12323 テレビ 河を渡ったあの夏の日々 1973/10/6 NHK 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-24589 テレビ 河を渡ったあの夏の日々 1973/10/6 NHK 山田太一

N01-00553 ラジオ 雁 1959/2/23 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08972 テレビ ガン回廊の朝―現代の戦場― [1980]/5/29 日本テレビ 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

平030 N01-45216 資料 ガン回廊の朝―道標― (?) 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-13914 ラジオ 巌窟王 1 1975/10/5 NHK 岸宏子

N01-13913 ラジオ 巌窟王 2 1975/10/12 NHK 岸宏子

N01-13916 ラジオ 巌窟王 3 1975/10/19 NHK 岸宏子

N01-13917 ラジオ 巌窟王 4 1975/10/26 NHK 岸宏子

N01-13918 ラジオ 巌窟王 5 1975/11/2 NHK 岸宏子

N01-13919 ラジオ 巌窟王 6 1975/11/9 NHK 岸宏子

N01-13920 ラジオ 巌窟王 7 1975/11/16 NHK 岸宏子

N01-13921 ラジオ 巌窟王 8 1975/11/23 NHK 岸宏子

N01-13922 ラジオ 巌窟王 9 1975/11/30 NHK 岸宏子

N01-13923 ラジオ 巌窟王 10 1975/12/7 NHK 岸宏子

N01-13924 ラジオ 巌窟王 11 1975/12/14 NHK 岸宏子

N01-13925 ラジオ 巌窟王 12 1975/12/21 NHK 岸宏子

N01-08137 テレビ 乾舷ゼロ 1963/[11/18] [NET] 猪俣勝人
デジタル
化（館
内）

N01-15276 テレビ 冠婚葬祭屋 1 1972/(?)/(?) NET 津田幸夫、瀬川昌治、永井素夫
デジタル
化（館
内）

N01-15277 テレビ 冠婚葬祭屋 2 1972/(?)/(?) NET 永井素夫、瀬川昌治、津田幸夫

N01-00461 テレビ 寒挟川 [1963/8]/(?) 高見順

N01-02803 テレビ かんさつノート 紙だまでっぽう 1964/(?)/(?) NHK教育

N01-02806 テレビ かんさつノート 紙だまでっぽう 1965/(?)/(?) NHK教育

N01-02807 テレビ かんさつノート 紙玉でっぽう 11 1964/6/17 NHK教育 盛善吉

N01-02808 テレビ かんさつノート 紙玉でっぽう 1965/6/23 NHK教育 盛善吉

N01-15994 ラジオ 感傷公会堂の夜 決定稿 1970/2/7 NHK 高橋辰雄

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104236
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104236
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104236
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104236
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N01-02399 ラジオ 勧進帳 1954/2/13 ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40248 ラジオ 間奏曲(仮題) 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40245 ラジオ 間奏曲 第三稿 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也

M010 N01-40246 ラジオ 間奏曲 第四稿 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也

M010 N01-40247 ラジオ 間奏曲 第五稿 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也

M010 N01-40249 ラジオ 間奏曲 決定稿 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40250 ラジオ 間奏曲 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也

M010 N01-40243 ラジオ 間奏曲又は霧信号、蒼い海 準備稿 1956/(?)/(?) ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40244 ラジオ 間奏曲又は霧信号、蒼い海 第二稿 1956/11/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06095 ラジオ
完ちゃんのギタージョッキー　廻る地球はリ

ズミカル
49 1960/1/5

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05676 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
50 1960/1/12

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05674 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
51 1960/1/19

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05675 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
51 1960/1/19

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05673 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
52 1960/1/26

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05942 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
52 1960/1/26

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05873 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 53 1960/2/2
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05882 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 53 1960/2/2
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05881 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 54 1960/2/9
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05883 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 54 1960/2/9
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05874 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 55 1960/2/16
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05886 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 55 1960/2/16
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-05877 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 56 1960/2/23
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05885 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 56 1960/2/23
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05876 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 57 1960/3/1
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05884 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 57 1960/3/1
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05880 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 58 1960/3/8
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05677 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
58 1960/3/8

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05680 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
58 1960/3/8

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05875 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 59 1960/3/[15]
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05679 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
59 1960/3/[15]

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05681 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
59 1960/3/[15]

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05878 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 60 1960/3/22
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-05879 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 60 1960/3/22
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05683 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
60 1960/3/22

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05872 ラジオ 完ちゃんの話のデザイン 61(終) 1960/3/29
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-05678 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
61(終) 1960/3/29

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳

N01-05682 ラジオ
完ちゃんの話のデザイン　廻る地球はリズ

ミカル
61(終) 1960/3/29

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、遠藤淳
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N01-00163 ラジオ かんなの青春 1965/1/15
NHK第一放

送
横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-04244 ラジオ かんなの青春 1965/1/15
NHK第一放

送
横田弘行

N01-08814 ラジオ かんなの青春 1965/1/15
NHK第一放

送
横田弘行

N01-16807 ラジオ かんなの青春 成人の日のためのドラマ 1965/1/15 NHK 横田弘行

N01-23008 テレビ 乾杯/ごきげん野郎　プレスコ台本（一） (?) 瀬川組

N01-02640 テレビ がんばれ！大作 小さな抗議 決定稿 1962/11/6 NET 深沢一夫

N01-12384 テレビ がんばれ！兄ちゃん 養子にいきます 7 1973/7/22 TBS 大石隆一

N01-18965 テレビ がんばれ巨人軍 前夜祭 決定稿 (?) 竹内伸光



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11574 テレビ キイハンター 影のメロディー 6 [1968/5/11] TBS 小川英
デジタル
化（館
内）

N01-16272 テレビ キイハンター 華やかな失踪者 9 [1968/6/1] TBS 小川英、長野洋

N01-08534 ラジオ 黄色い霧と風 1962/11/11 青森放送 志摩三平

N01-15774 ラジオ 黄色い風船 物語 1965/7/10 NHK 阿波根宏夫

N01-17009 ラジオ 黄色いページ 1972/3/12 NHK 小山内美江子
デジタル
化（館
内）

N01-10115 テレビ 消えた乗組員(仮題)
魔海(デビルシー)に浮かぶ幽

霊船の謎
(?) 朝日放送 佐々木守

N01-10120 テレビ 消えた乗組員(仮題)
魔海(デビルシー)に浮かぶ幽

霊船の謎
(?) 朝日放送 佐々木守

N01-51224 ラジオ 消える
霧が晴れた時(1)/母子像(2)/
トロキン(3)/通夜旅行(4)/日本

漂流
1979/10/21

朝日放送ラ
ジオ

佐々木守

N01-13936 ラジオ 妓王と佛 1968/10/11 NHK 岸宏子

N01-12128 テレビ 祇園物語 8 1965/5/25 読売テレビ 森川英太朗

N01-12129 テレビ 祇園物語 決定稿 11 1965/6/15 読売テレビ 森川英太朗

N01-51128 資料 企画案 (?) 河野雅人、藤本義一

N01-08325 テレビ 機関士ナポレオンの退職 第一稿 1964/[3/28] 日本テレビ 白坂依志夫、井上和男

N01-08326 テレビ 機関士ナポレオンの退職 19 1964/[3/28] 日本テレビ 白坂依志夫、井上和男

N01-08540 ラジオ きかんしゃやえもん 1963/9/27 文化放送 川崎洋
デジタル
化（館
内）

N01-00017 テレビ 帰郷 (?) 壺井栄

N01-00956 テレビ 帰郷 最終回 1964/4/27 KRT 菅原卓

M011 N01-40277 ラジオ 帰郷 1956/2/13 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-50292 テレビ 帰郷 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50293 テレビ 帰郷 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50294 テレビ 帰郷 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50295 テレビ 帰郷 4 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-02557 ラジオ 桔梗の女 1961/7/22 NHK 岸宏子

M027 N01-40626 テレビ 桔梗の夢 1958/11/23 NHK 円地文子
デジタル
化（館
内）

N01-14044 ラジオ 菊花のちぎり 1967/10/22 NHK名古屋 岸宏子

N01-05404 ラジオ 木靴の山 15 1960/1/22 NHK 岡本功司
デジタル
化（館
内）

N01-05405 ラジオ 木靴の山 最終回 1960/1/29 NHK 岡本功司
デジタル
化（館
内）

N01-12486 テレビ 菊の香高く 1965/11/14 TBS 橋田寿賀子

N01-15146 テレビ 菊の露 1965/12/11 NHK 津田幸夫

M054 N01-41202 ラジオ 菊日和 1953/11/20 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-12391 資料 喜劇　大和魂くん (?) 東京放送 佐々木守

N01-09945 テレビ 喜劇・ピーマン白書(仮題) 準備稿 (?) 佐々木守

N01-13384 テレビ 喜劇役者 1966/10/15 NHK 土井行夫

N01-00118 ラジオ 危険な年齢 1956/1/15 朝日放送 内村直也

M013 N01-40310 ラジオ 危険な年齢 [1956]/(?)/(?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00384 ラジオ 樵 [1963]/(?)/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02638 テレビ 義士意外伝　嗚呼、赤貧浪士（仮題） 準備稿 1964/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23305 ラジオ 岸田智史ソングコレクション
1980/10/10～

11/28
TBS クロスオーヴァーファミリー

N01-23306 ラジオ 岸田智史ソングコレクション
1980/12/5～
1981/1/30

TBS クロスオーヴァーファミリー

N01-07912 テレビ 汽車は夜９時に着く 1962/11/9 NHK 城山三郎
デジタル
化（館
内）

N01-22775 テレビ 技術・家庭 ミシンの操作と手入れ 1966/10/14 NHK 小川乃倫子

N01-14078 ラジオ 起請文の女 1972/4/29 NHK 岸宏子

N01-08114 テレビ 傷痕 決定稿 1960/11/20
NET(テレビ

朝日)
大垣肇、高橋玄洋

N01-24205 テレビ 傷痕 1973/10/15 NHK

N01-04223 テレビ 黄水仙 後編 (?) 関西テレビ 茂木草介

N01-00395 ラジオ 奇数の青春 [1961]/6/12 内村直也

N01-16298 テレビ 傷だらけの天使 盗難車調査報告書（仮題） 決定稿 1
1974～

1975/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

デジタル
化（館
内）

N01-26621 テレビ 傷だらけの天使 盗難車調査報告書（仮題） 決定稿 1
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50296 テレビ 傷だらけの天使 盗難車調査報告書 決定稿 1
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50297 テレビ 傷だらけの天使 盗難車調査報告書 決定稿 1
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50298 テレビ 傷だらけの天使 決定稿 2
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 柴英三郎

N01-50299 テレビ 傷だらけの天使 決定稿 2
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 柴英三郎

N01-50300 テレビ 傷だらけの天使 御開帳！(仮題) 決定稿 3
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50301 テレビ 傷だらけの天使 殺人者に魔の雷光を…(仮題) 5
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50302 テレビ 傷だらけの天使
偽札作りに愛のヴァイオリンを

…
改訂稿 6

[1974～
1975]/(?)/(?)

日本テレビ 柴英三郎

N01-50303 テレビ 傷だらけの天使
偽札造りに遭いのヴァイオリン

を…
改訂稿 6

[1974～
1975]/(?)/(?)

日本テレビ 柴英三郎

N01-50304 テレビ 傷だらけの天使 港で逢った男 準備稿 [7]
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 大野靖子

N01-50305 テレビ 傷だらけの天使 港で逢った男 決定稿 7
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 大野靖子

N01-50306 テレビ 傷だらけの天使 8
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 山本邦彦

N01-50307 テレビ 傷だらけの天使 お袋の唄なんか聞えない 決定稿 9
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 渡辺由自

N01-50308 テレビ 傷だらけの天使 決定稿 10
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 高畠久、山本邦彦

N01-50309 テレビ 傷だらけの天使 金庫破りに赤い薔薇を 決定稿 11
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 渡辺由自

N01-50310 テレビ 傷だらけの天使 非情の街に永遠の別れを… 決定稿 12
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 鎌田敏夫

N01-50311 テレビ 傷だらけの天使 道化師にたまらん節を… 決定稿 13
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50312 テレビ 傷だらけの天使 母のない子に浜千鳥を… 決定稿 14
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 市川森一

N01-50313 テレビ 傷だらけの天使 なみだ女にさよなら節を 決定稿 15
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 篠崎好

N01-50314 テレビ 傷だらけの天使 愛の情熱に別れの接吻を 決定稿 16
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 鎌田敏夫

N01-50315 テレビ 傷だらけの天使 回転木馬に熱いさよならを 決定稿 17
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 渡辺由自

N01-50316 テレビ 傷だらけの天使 決定稿 18
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 柏原寛司

N01-50317 テレビ 傷だらけの天使 兄妹に十日町小唄を 決定稿 20
[1974～

1975]/(?)/(?)
日本テレビ 篠崎好

N01-09375 テレビ 絆 1968/1/11 NHK 佐々木守

N01-12319 テレビ 絆 1972/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
岡本克己

N01-12320 テレビ 絆 1972/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
岡本克己

平014 N01-45101 ラジオ 奇蹟 1951/6/15 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）
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N01-23324 テレビ 季節の手帖 市丸ショー [1961]/11/7 TBS 塚田茂

N01-17578 ラジオ 季節はずれのブルース 1978/11/10 NHK 岩瀬成子、菅野高至

N01-17579 ラジオ 季節はずれのブルース 1978/11/10 NHK 岩瀬成子、菅野高至

N01-07950 テレビ 季節風海賊 1964/11/25 フジテレビ 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-13948 ラジオ 木曽川 (?) 岸宏子

N01-21151 テレビ ギターと歌とハマクラ 5 (?)/10/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
藤田敏雄

N01-04519 テレビ ギターを持った目撃者 改訂稿 1960/5/19 TBS どんぐり・くらぶ、広瀬祐、大貫哲義

N01-04525 テレビ ギターを持った目撃者 決定稿 1960/5/19 TBS どんぐり・くらぶ、広瀬祐、大貫哲義

N01-04553 テレビ ギターを持った目撃者 決定稿 1960/5/19 KRT(TBS) どんぐり・くらぶ、広瀬祐、大貫哲義

N01-08486 テレビ ギターを持った目撃者 6 1960/5/19 TBS どんぐり・くらぶ、広瀬祐、大貫哲義

N01-15752 テレビ 北上山系 1 1977/9/1 NHK 岩間芳樹

N01-15753 テレビ 北上山系 2 1977/9/8 NHK 岩間芳樹

N01-15754 テレビ 北上山系 3 1977/9/15 NHK 岩間芳樹

N01-15755 テレビ 北上山系 4 1977/9/22 NHK 岩間芳樹

N01-15756 テレビ 北上山系 5 1977/9/29 NHK 岩間芳樹

N01-15757 テレビ 北上山系 6(終) 1977/10/6 NHK 岩間芳樹

M041 N01-40932 ラジオ 北から南から 北風冬の生活記録 1956/12/16 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-17053 ラジオ 喜多川歌麿女絵草紙 さくら花散る 1 (?)
NHKラジオ

第一
須藤出穂

デジタル
化（館
内）

N01-17054 ラジオ 喜多川歌麿女絵草紙 梅雨降る町で 2 (?)
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17055 ラジオ 喜多川歌麿女絵草紙 赤い鱗雲 3 (?)
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-19797 テレビ 北島三郎ー仙台の出会いー 1979/12/2、9 奥山侊伸

N01-23202 テレビ 北島三郎歌の花束 決定稿 1967/(?)/(?) 日本テレビ 新倉イワオ

N01-15781 ラジオ 北の女 1965/7/24 NHK 三浦哲郎

N01-14284 テレビ 北の家族 1 1973/4/2 NHK 楠田芳子
デジタル
化（館
内）

N01-26433 テレビ 北の家族 2 1973/4/3 NHK 楠田芳子

N01-14285 テレビ 北の家族 3 1973/4/4 NHK 楠田芳子

N01-14286 テレビ 北の家族 4 1973/4/5 NHK 楠田芳子

N01-14287 テレビ 北の家族 5 1973/4/6 NHK 楠田芳子

N01-14288 テレビ 北の家族 6 1973/4/7 NHK 楠田芳子

N01-14289 テレビ 北の家族 7 1973/4/9 NHK 楠田芳子

N01-14290 テレビ 北の家族 8 1973/4/10 NHK 楠田芳子

N01-14291 テレビ 北の家族 9 1973/4/11 NHK 楠田芳子

N01-14292 テレビ 北の家族 10 1973/4/12 NHK 楠田芳子

N01-14293 テレビ 北の家族 11 1973/4/13 NHK 楠田芳子

N01-14294 テレビ 北の家族 12 1973/4/14 NHK 楠田芳子

N01-14295 テレビ 北の家族 13 1973/4/16 NHK 楠田芳子

N01-14296 テレビ 北の家族 14 1973/4/17 NHK 楠田芳子
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N01-14297 テレビ 北の家族 15 1973/4/18 NHK 楠田芳子

N01-14298 テレビ 北の家族 16 1973/4/19 NHK 楠田芳子

N01-14299 テレビ 北の家族 17 1973/4/20 NHK 楠田芳子

N01-14300 テレビ 北の家族 18 1973/4/21 NHK 楠田芳子

N01-14301 テレビ 北の家族 19 1973/4/23 NHK 楠田芳子

N01-14302 テレビ 北の家族 20 1973/4/24 NHK 楠田芳子

N01-14303 テレビ 北の家族 21 1973/4/25 NHK 楠田芳子

N01-14304 テレビ 北の家族 22 1973/4/26 NHK 楠田芳子

N01-14305 テレビ 北の家族 23 1973/4/27 NHK 楠田芳子

N01-14306 テレビ 北の家族 24 1973/4/28 NHK 楠田芳子

N01-14307 テレビ 北の家族 25 1973/4/30 NHK 楠田芳子

N01-14308 テレビ 北の家族 26 1973/5/1 NHK 楠田芳子

N01-14309 テレビ 北の家族 27 1973/5/2 NHK 楠田芳子

N01-14310 テレビ 北の家族 28 1973/5/3 NHK 楠田芳子

N01-14311 テレビ 北の家族 29 1973/5/4 NHK 楠田芳子

N01-14312 テレビ 北の家族 30 1973/5/5 NHK 楠田芳子

N01-14313 テレビ 北の家族 31 1973/5/7 NHK 楠田芳子

N01-14314 テレビ 北の家族 32 1973/5/8 NHK 楠田芳子

N01-14315 テレビ 北の家族 33 1973/5/9 NHK 楠田芳子

N01-14316 テレビ 北の家族 34 1973/5/10 NHK 楠田芳子

N01-14317 テレビ 北の家族 35 1973/5/11 NHK 楠田芳子

N01-14318 テレビ 北の家族 36 1973/5/12 NHK 楠田芳子

N01-14319 テレビ 北の家族 37 1973/5/14 NHK 楠田芳子

N01-14320 テレビ 北の家族 38 1973/5/15 NHK 楠田芳子

N01-14321 テレビ 北の家族 39 1973/5/16 NHK 楠田芳子

N01-14322 テレビ 北の家族 40 1973/5/17 NHK 楠田芳子

N01-14323 テレビ 北の家族 41 1973/5/18 NHK 楠田芳子

N01-14324 テレビ 北の家族 42 1973/5/19 NHK 楠田芳子

N01-14325 テレビ 北の家族 43 1973/5/21 NHK 楠田芳子

N01-14326 テレビ 北の家族 44 1973/5/22 NHK 楠田芳子

N01-14327 テレビ 北の家族 45 1973/5/23 NHK 楠田芳子

N01-14328 テレビ 北の家族 46 1973/5/24 NHK 楠田芳子

N01-14329 テレビ 北の家族 47 1973/5/25 NHK 楠田芳子

N01-14330 テレビ 北の家族 48 1973/5/26 NHK 楠田芳子

N01-14331 テレビ 北の家族 49 1973/5/28 NHK 楠田芳子

N01-14332 テレビ 北の家族 50 1973/5/29 NHK 楠田芳子

N01-14333 テレビ 北の家族 51 1973/5/30 NHK 楠田芳子
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N01-14334 テレビ 北の家族 52 1973/5/31 NHK 楠田芳子

N01-14335 テレビ 北の家族 53 1973/6/1 NHK 楠田芳子

N01-14336 テレビ 北の家族 54 1973/6/2 NHK 楠田芳子

N01-14337 テレビ 北の家族 55 1973/6/4 NHK 楠田芳子

N01-14338 テレビ 北の家族 56 1973/6/5 NHK 楠田芳子

N01-14339 テレビ 北の家族 57 1973/6/6 NHK 楠田芳子

N01-14340 テレビ 北の家族 58 1973/6/7 NHK 楠田芳子

N01-14341 テレビ 北の家族 59 1973/6/8 NHK 楠田芳子

N01-14342 テレビ 北の家族 60 1973/6/9 NHK 楠田芳子

N01-14343 テレビ 北の家族 61 1973/6/11 NHK 楠田芳子

N01-14344 テレビ 北の家族 62 1973/6/12 NHK 楠田芳子

N01-14345 テレビ 北の家族 63 1973/6/13 NHK 楠田芳子

N01-14346 テレビ 北の家族 64 1973/6/14 NHK 楠田芳子

N01-14347 テレビ 北の家族 65 1973/6/15 NHK 楠田芳子

N01-14348 テレビ 北の家族 66 1973/6/16 NHK 楠田芳子

N01-14349 テレビ 北の家族 67 1973/6/18 NHK 楠田芳子

N01-14350 テレビ 北の家族 68 1973/6/19 NHK 楠田芳子

N01-14351 テレビ 北の家族 69 1973/6/20 NHK 楠田芳子

N01-14352 テレビ 北の家族 70 1973/6/21 NHK 楠田芳子

N01-14353 テレビ 北の家族 71 1973/6/22 NHK 楠田芳子

N01-14354 テレビ 北の家族 72 1973/6/23 NHK 楠田芳子

N01-14355 テレビ 北の家族 73 1973/6/25 NHK 楠田芳子

N01-14356 テレビ 北の家族 74 1973/6/26 NHK 楠田芳子

N01-14357 テレビ 北の家族 75 1973/6/27 NHK 楠田芳子

N01-14358 テレビ 北の家族 76 1973/6/28 NHK 楠田芳子

N01-14359 テレビ 北の家族 77 1973/6/29 NHK 楠田芳子

N01-14360 テレビ 北の家族 78 1973/6/30 NHK 楠田芳子

N01-14361 テレビ 北の家族 79 1973/7/2 NHK 楠田芳子

N01-14362 テレビ 北の家族 80 1973/7/3 NHK 楠田芳子

N01-14363 テレビ 北の家族 81 1973/7/4 NHK 楠田芳子

N01-14364 テレビ 北の家族 82 1973/7/5 NHK 楠田芳子

N01-14365 テレビ 北の家族 83 1973/7/6 NHK 楠田芳子

N01-14366 テレビ 北の家族 84 1973/7/7 NHK 楠田芳子

N01-14367 テレビ 北の家族 85 1973/7/9 NHK 楠田芳子

N01-14368 テレビ 北の家族 86 1973/7/10 NHK 楠田芳子

N01-14369 テレビ 北の家族 87 1973/7/11 NHK 楠田芳子

N01-14370 テレビ 北の家族 88 1973/7/12 NHK 楠田芳子



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-14371 テレビ 北の家族 89 1973/7/13 NHK 楠田芳子

N01-14372 テレビ 北の家族 90 1973/7/14 NHK 楠田芳子

N01-14373 テレビ 北の家族 91 1973/7/16 NHK 楠田芳子

N01-14374 テレビ 北の家族 92 1973/7/17 NHK 楠田芳子

N01-14375 テレビ 北の家族 93 1973/7/18 NHK 楠田芳子

N01-14376 テレビ 北の家族 94 1973/7/19 NHK 楠田芳子

N01-14377 テレビ 北の家族 95 1973/7/20 NHK 楠田芳子

N01-14378 テレビ 北の家族 96 1973/7/21 NHK 楠田芳子

N01-14379 テレビ 北の家族 97 1973/7/23 NHK 楠田芳子

N01-14380 テレビ 北の家族 98 1973/7/24 NHK 楠田芳子

N01-14381 テレビ 北の家族 99 1973/7/25 NHK 楠田芳子

N01-14382 テレビ 北の家族 100 1973/7/26 NHK 楠田芳子

N01-14383 テレビ 北の家族 101 1973/7/27 NHK 楠田芳子

N01-14384 テレビ 北の家族 102 1973/7/28 NHK 楠田芳子

N01-14385 テレビ 北の家族 103 1973/7/30 NHK 楠田芳子

N01-14386 テレビ 北の家族 104 1973/7/31 NHK 楠田芳子

N01-14387 テレビ 北の家族 105 1973/8/1 NHK 楠田芳子

N01-14388 テレビ 北の家族 106 1973/8/2 NHK 楠田芳子

N01-14389 テレビ 北の家族 107 1973/8/3 NHK 楠田芳子

N01-14390 テレビ 北の家族 108 1973/8/4 NHK 楠田芳子

N01-14391 テレビ 北の家族 109 1973/8/6 NHK 楠田芳子

N01-14392 テレビ 北の家族 110 1973/8/7 NHK 楠田芳子

N01-14393 テレビ 北の家族 111 1973/8/8 NHK 楠田芳子

N01-14394 テレビ 北の家族 112 1973/8/9 NHK 楠田芳子

N01-14395 テレビ 北の家族 113 1973/8/10 NHK 楠田芳子

N01-14396 テレビ 北の家族 114 1973/8/11 NHK 楠田芳子

N01-14397 テレビ 北の家族 115 1973/8/13 NHK 楠田芳子

N01-14398 テレビ 北の家族 116 1973/8/14 NHK 楠田芳子

N01-14399 テレビ 北の家族 117 1973/8/15 NHK 楠田芳子

N01-14400 テレビ 北の家族 118 1973/8/16 NHK 楠田芳子

N01-14401 テレビ 北の家族 119 1973/8/17 NHK 楠田芳子

N01-14402 テレビ 北の家族 120 1973/8/18 NHK 楠田芳子

N01-14403 テレビ 北の家族 121 1973/8/20 NHK 楠田芳子

N01-14404 テレビ 北の家族 122 1973/8/21 NHK 楠田芳子

N01-14405 テレビ 北の家族 123 1973/8/22 NHK 楠田芳子

N01-14406 テレビ 北の家族 124 1973/8/23 NHK 楠田芳子

N01-14407 テレビ 北の家族 125 1973/8/24 NHK 楠田芳子



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-14408 テレビ 北の家族 126 1973/8/25 NHK 楠田芳子

N01-14409 テレビ 北の家族 127 1973/8/27 NHK 楠田芳子

N01-14410 テレビ 北の家族 128 1973/8/28 NHK 楠田芳子

N01-14411 テレビ 北の家族 129 1973/8/29 NHK 楠田芳子

N01-14412 テレビ 北の家族 130 1973/8/30 NHK 楠田芳子

N01-14413 テレビ 北の家族 131 1973/8/31 NHK 楠田芳子

N01-14414 テレビ 北の家族 132 1973/9/1 NHK 楠田芳子

N01-14415 テレビ 北の家族 133 1973/9/3 NHK 楠田芳子

N01-14416 テレビ 北の家族 134 1973/9/4 NHK 楠田芳子

N01-14417 テレビ 北の家族 135 1973/9/5 NHK 楠田芳子

N01-14418 テレビ 北の家族 136 1973/9/6 NHK 楠田芳子

N01-14419 テレビ 北の家族 137 1973/9/7 NHK 楠田芳子

N01-14420 テレビ 北の家族 138 1973/9/8 NHK 楠田芳子

N01-14421 テレビ 北の家族 139 1973/9/10 NHK 楠田芳子

N01-14422 テレビ 北の家族 140 1973/9/11 NHK 楠田芳子

N01-14423 テレビ 北の家族 141 1973/9/12 NHK 楠田芳子

N01-14424 テレビ 北の家族 142 1973/9/13 NHK 楠田芳子

N01-14425 テレビ 北の家族 143 1973/9/14 NHK 楠田芳子

N01-14426 テレビ 北の家族 144 1973/9/15 NHK 楠田芳子

N01-14427 テレビ 北の家族 145 1973/9/17 NHK 楠田芳子

N01-14428 テレビ 北の家族 146 1973/9/18 NHK 楠田芳子

N01-14429 テレビ 北の家族 147 1973/9/19 NHK 楠田芳子

N01-14430 テレビ 北の家族 148 1973/9/20 NHK 楠田芳子

N01-14431 テレビ 北の家族 149 1973/9/21 NHK 楠田芳子

N01-14432 テレビ 北の家族 150 1973/9/22 NHK 楠田芳子

N01-14433 テレビ 北の家族 151 1973/9/24 NHK 楠田芳子

N01-14434 テレビ 北の家族 152 1973/9/25 NHK 楠田芳子

N01-14435 テレビ 北の家族 153 1973/9/26 NHK 楠田芳子

N01-14436 テレビ 北の家族 154 1973/9/27 NHK 楠田芳子

N01-14437 テレビ 北の家族 155 1973/9/28 NHK 楠田芳子

N01-14438 テレビ 北の家族 156 1973/9/29 NHK 楠田芳子

N01-14439 テレビ 北の家族 157 1973/10/1 NHK 楠田芳子

N01-14440 テレビ 北の家族 158 1973/10/2 NHK 楠田芳子

N01-14441 テレビ 北の家族 159 1973/10/3 NHK 楠田芳子

N01-14442 テレビ 北の家族 160 1973/10/4 NHK 楠田芳子

N01-14443 テレビ 北の家族 161 1973/10/5 NHK 楠田芳子

N01-14444 テレビ 北の家族 162 1973/10/6 NHK 楠田芳子



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-14445 テレビ 北の家族 163 1973/10/8 NHK 楠田芳子

N01-14446 テレビ 北の家族 164 1973/10/9 NHK 楠田芳子

N01-14447 テレビ 北の家族 165 1973/10/10 NHK 楠田芳子

N01-14448 テレビ 北の家族 166 1973/10/11 NHK 楠田芳子

N01-14449 テレビ 北の家族 167 1973/10/12 NHK 楠田芳子

N01-14450 テレビ 北の家族 168 1973/10/13 NHK 楠田芳子

N01-14451 テレビ 北の家族 169 1973/10/15 NHK 楠田芳子

N01-14452 テレビ 北の家族 170 1973/10/16 NHK 楠田芳子

N01-14453 テレビ 北の家族 171 1973/10/17 NHK 楠田芳子

N01-14454 テレビ 北の家族 172 1973/10/18 NHK 楠田芳子

N01-14455 テレビ 北の家族 173 1973/10/19 NHK 楠田芳子

N01-14456 テレビ 北の家族 174 1973/10/20 NHK 楠田芳子

N01-14457 テレビ 北の家族 175 1973/10/22 NHK 楠田芳子

N01-14458 テレビ 北の家族 176 1973/10/23 NHK 楠田芳子

N01-14459 テレビ 北の家族 177 1973/10/24 NHK 楠田芳子

N01-14460 テレビ 北の家族 178 1973/10/25 NHK 楠田芳子

N01-14461 テレビ 北の家族 179 1973/10/26 NHK 楠田芳子

N01-14462 テレビ 北の家族 180 1973/10/27 NHK 楠田芳子

N01-14463 テレビ 北の家族 181 1973/10/29 NHK 楠田芳子

N01-14464 テレビ 北の家族 182 1973/10/30 NHK 楠田芳子

N01-14465 テレビ 北の家族 183 1973/10/31 NHK 楠田芳子

N01-14466 テレビ 北の家族 184 1973/11/1 NHK 楠田芳子

N01-14467 テレビ 北の家族 185 1973/11/2 NHK 楠田芳子

N01-14468 テレビ 北の家族 186 1973/11/3 NHK 楠田芳子

N01-14469 テレビ 北の家族 187 1973/11/5 NHK 楠田芳子

N01-14470 テレビ 北の家族 188 1973/11/6 NHK 楠田芳子

N01-14471 テレビ 北の家族 189 1973/11/7 NHK 楠田芳子

N01-14472 テレビ 北の家族 190 1973/11/8 NHK 楠田芳子

N01-14473 テレビ 北の家族 191 1973/11/9 NHK 楠田芳子

N01-14474 テレビ 北の家族 192 1973/11/10 NHK 楠田芳子

N01-14475 テレビ 北の家族 193 1973/11/12 NHK 楠田芳子

N01-14476 テレビ 北の家族 194 1973/11/13 NHK 楠田芳子

N01-14477 テレビ 北の家族 195 1973/11/14 NHK 楠田芳子

N01-14478 テレビ 北の家族 196 1973/11/15 NHK 楠田芳子

N01-14479 テレビ 北の家族 197 1973/11/16 NHK 楠田芳子

N01-14480 テレビ 北の家族 198 1973/11/17 NHK 楠田芳子

N01-14481 テレビ 北の家族 199 1973/11/19 NHK 楠田芳子



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-14482 テレビ 北の家族 200 1973/11/20 NHK 楠田芳子

N01-14483 テレビ 北の家族 201 1973/11/21 NHK 楠田芳子

N01-14484 テレビ 北の家族 202 1973/11/22 NHK 楠田芳子

N01-14485 テレビ 北の家族 203 1973/11/23 NHK 楠田芳子

N01-14486 テレビ 北の家族 204 1973/11/24 NHK 楠田芳子

N01-14487 テレビ 北の家族 205 1973/11/26 NHK 楠田芳子

N01-14488 テレビ 北の家族 206 1973/11/27 NHK 楠田芳子

N01-14489 テレビ 北の家族 207 1973/11/28 NHK 楠田芳子

N01-14490 テレビ 北の家族 208 1973/11/29 NHK 楠田芳子

N01-14491 テレビ 北の家族 209 1973/11/30 NHK 楠田芳子

N01-14492 テレビ 北の家族 210 1973/12/1 NHK 楠田芳子

N01-14493 テレビ 北の家族 211 1973/12/3 NHK 楠田芳子

N01-14494 テレビ 北の家族 212 1973/12/4 NHK 楠田芳子

N01-14495 テレビ 北の家族 213 1973/12/5 NHK 楠田芳子

N01-14496 テレビ 北の家族 214 1973/12/6 NHK 楠田芳子

N01-14497 テレビ 北の家族 215 1973/12/7 NHK 楠田芳子

N01-14498 テレビ 北の家族 216 1973/12/8 NHK 楠田芳子

N01-14499 テレビ 北の家族 217 1973/12/10 NHK 楠田芳子

N01-14500 テレビ 北の家族 218 1973/12/11 NHK 楠田芳子

N01-14501 テレビ 北の家族 219 1973/12/12 NHK 楠田芳子

N01-14502 テレビ 北の家族 220 1973/12/13 NHK 楠田芳子

N01-14503 テレビ 北の家族 221 1973/12/14 NHK 楠田芳子

N01-14504 テレビ 北の家族 222 1973/12/15 NHK 楠田芳子

N01-14505 テレビ 北の家族 223 1973/12/17 NHK 楠田芳子

N01-14506 テレビ 北の家族 224 1973/12/18 NHK 楠田芳子

N01-14507 テレビ 北の家族 225 1973/12/19 NHK 楠田芳子

N01-14508 テレビ 北の家族 226 1973/12/20 NHK 楠田芳子

N01-14509 テレビ 北の家族 227 1973/12/21 NHK 楠田芳子

N01-14510 テレビ 北の家族 228 1973/12/22 NHK 楠田芳子

N01-14511 テレビ 北の家族 229 1973/12/24 NHK 楠田芳子

N01-14512 テレビ 北の家族 230 1973/12/25 NHK 楠田芳子

N01-14513 テレビ 北の家族 231 1973/12/26 NHK 楠田芳子

N01-14514 テレビ 北の家族 232 1973/12/27 NHK 楠田芳子

N01-14515 テレビ 北の家族 233 1973/12/28 NHK 楠田芳子

N01-14516 テレビ 北の家族 234 1973/12/29 NHK 楠田芳子

N01-14517 テレビ 北の家族 235 1974/1/4 NHK 楠田芳子

N01-14518 テレビ 北の家族 236 1974/1/5 NHK 楠田芳子



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-14519 テレビ 北の家族 237 1974/1/7 NHK 楠田芳子

N01-14520 テレビ 北の家族 238 1974/1/8 NHK 楠田芳子

N01-14521 テレビ 北の家族 239 1974/1/9 NHK 楠田芳子

N01-14522 テレビ 北の家族 240 1974/1/10 NHK 楠田芳子

N01-14523 テレビ 北の家族 241 1974/1/11 NHK 楠田芳子

N01-14524 テレビ 北の家族 242 1974/1/12 NHK 楠田芳子

N01-14525 テレビ 北の家族 243 1974/1/14 NHK 楠田芳子

N01-14526 テレビ 北の家族 244 1974/1/15 NHK 楠田芳子

N01-14527 テレビ 北の家族 245 1974/1/16 NHK 楠田芳子

N01-14528 テレビ 北の家族 246 1974/1/17 NHK 楠田芳子

N01-14529 テレビ 北の家族 247 1974/1/18 NHK 楠田芳子

N01-14530 テレビ 北の家族 248 1974/1/19 NHK 楠田芳子

N01-14531 テレビ 北の家族 249 1974/1/21 NHK 楠田芳子

N01-14532 テレビ 北の家族 250 1974/1/22 NHK 楠田芳子

N01-14533 テレビ 北の家族 251 1974/1/23 NHK 楠田芳子

N01-14534 テレビ 北の家族 252 1974/1/24 NHK 楠田芳子

N01-14535 テレビ 北の家族 253 1974/1/25 NHK 楠田芳子

N01-14536 テレビ 北の家族 254 1974/1/26 NHK 楠田芳子

N01-14537 テレビ 北の家族 255 1974/1/28 NHK 楠田芳子

N01-14538 テレビ 北の家族 256 1974/1/29 NHK 楠田芳子

N01-14539 テレビ 北の家族 257 1974/1/30 NHK 楠田芳子

N01-14540 テレビ 北の家族 258 1974/1/31 NHK 楠田芳子

N01-14541 テレビ 北の家族 259 1974/2/1 NHK 楠田芳子

N01-14542 テレビ 北の家族 260 1974/2/2 NHK 楠田芳子

N01-14543 テレビ 北の家族 261 1974/2/4 NHK 楠田芳子

N01-14544 テレビ 北の家族 262 1974/2/5 NHK 楠田芳子

N01-14545 テレビ 北の家族 263 1974/2/6 NHK 楠田芳子

N01-14546 テレビ 北の家族 264 1974/2/7 NHK 楠田芳子

N01-14547 テレビ 北の家族 265 1974/2/8 NHK 楠田芳子

N01-14548 テレビ 北の家族 266 1974/2/9 NHK 楠田芳子

N01-14549 テレビ 北の家族 267 1974/2/11 NHK 楠田芳子

N01-14550 テレビ 北の家族 268 1974/2/12 NHK 楠田芳子

N01-14551 テレビ 北の家族 269 1974/2/13 NHK 楠田芳子

N01-14552 テレビ 北の家族 270 1974/2/14 NHK 楠田芳子

N01-14553 テレビ 北の家族 271 1974/2/15 NHK 楠田芳子

N01-14554 テレビ 北の家族 272 1974/2/16 NHK 楠田芳子

N01-14555 テレビ 北の家族 273 1974/2/18 NHK 楠田芳子



「き」
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N01-14556 テレビ 北の家族 274 1974/2/19 NHK 楠田芳子

N01-14557 テレビ 北の家族 275 1974/2/20 NHK 楠田芳子

N01-14558 テレビ 北の家族 276 1974/2/21 NHK 楠田芳子

N01-14559 テレビ 北の家族 277 1974/2/22 NHK 楠田芳子

N01-14560 テレビ 北の家族 278 1974/2/23 NHK 楠田芳子

N01-14561 テレビ 北の家族 279 1974/2/25 NHK 楠田芳子

N01-14562 テレビ 北の家族 280 1974/2/26 NHK 楠田芳子

N01-14563 テレビ 北の家族 281 1974/2/27 NHK 楠田芳子

N01-14564 テレビ 北の家族 282 1974/2/28 NHK 楠田芳子

N01-14565 テレビ 北の家族 283 1974/3/1 NHK 楠田芳子

N01-14566 テレビ 北の家族 284 1974/3/2 NHK 楠田芳子

N01-14567 テレビ 北の家族 285 1974/3/4 NHK 楠田芳子

N01-14568 テレビ 北の家族 286 1974/3/5 NHK 楠田芳子

N01-14569 テレビ 北の家族 287 1974/3/6 NHK 楠田芳子

N01-14570 テレビ 北の家族 288 1974/3/7 NHK 楠田芳子

N01-14571 テレビ 北の家族 289 1974/3/8 NHK 楠田芳子

N01-14572 テレビ 北の家族 290 1974/3/9 NHK 楠田芳子

N01-14573 テレビ 北の家族 291 1974/3/11 NHK 楠田芳子

N01-14574 テレビ 北の家族 292 1974/3/12 NHK 楠田芳子

N01-14575 テレビ 北の家族 293 1974/3/13 NHK 楠田芳子

N01-14576 テレビ 北の家族 294 1974/3/14 NHK 楠田芳子

N01-14577 テレビ 北の家族 295 1974/3/15 NHK 楠田芳子

N01-14578 テレビ 北の家族 296 1974/3/16 NHK 楠田芳子

N01-14579 テレビ 北の家族 297 1974/3/18 NHK 楠田芳子

N01-14580 テレビ 北の家族 298 1974/3/19 NHK 楠田芳子

N01-14581 テレビ 北の家族 299 1974/3/20 NHK 楠田芳子

N01-14582 テレビ 北の家族 300 1974/3/21 NHK 楠田芳子

N01-14583 テレビ 北の家族 301 1974/3/22 NHK 楠田芳子

N01-14584 テレビ 北の家族 302 1974/3/23 NHK 楠田芳子

N01-14585 テレビ 北の家族 303 1974/3/25 NHK 楠田芳子

N01-14586 テレビ 北の家族 304 1974/3/26 NHK 楠田芳子

N01-14587 テレビ 北の家族 305 1974/3/27 NHK 楠田芳子

N01-14588 テレビ 北の家族 306 1974/3/28 NHK 楠田芳子

N01-14589 テレビ 北の家族 307 1974/3/29 NHK 楠田芳子

N01-14590 テレビ 北の家族 308(終) 1974/3/30 NHK 楠田芳子

N01-15800 ラジオ 北の祭 1966/(?)/(?) NHK-FM 山田隆之
デジタル
化（館
内）

N01-15809 ラジオ 北の祭 1966/10/25 NHK 山田隆之
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N01-24631 ラジオ 北の祭（英語版） 1969/[10/26] NHK 山田隆之

N01-24630 ラジオ 北の祭（仏語版） 1969/[10/25] NHK 山田隆之

N01-12392 テレビ 北へ帰る(仮題) (?) 光畑碩郎

N01-15773 ラジオ 北を守る馬 物語 1965/10/16 NHK 須知徳平

N01-08817 テレビ 議長さんは誰だ 1965/7/4 NHK 横田弘行

N01-15916 テレビ 議長さんは誰だ 1965/7/4 NHK 横田弘行

N01-26415 テレビ 議長さんは誰だ 1965/7/4 NHK 横田弘行

N01-01908 テレビ 狐剣 1961/4/30 フジテレビ 津田幸夫

N01-01909 テレビ 狐剣 1961/4/30 フジテレビ 津田幸夫

平009 N01-45069 ラジオ 汽笛 1949/7/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-10186 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　しがらみ鉄道 決定稿 1 1978/4/2 関西テレビ 佐々木守

N01-10185 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　温泉バス攻防戦 決定稿 2 1978/4/9 関西テレビ 佐々木守

N01-10184 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　わが天皇わが鉄道 決定稿 3 1978/4/16 関西テレビ 佐々木守

N01-10183 テレビ 汽笛が響く！
盲人重役　鉄路に歌うオロロ

ンバイ
決定稿 4 1978/4/23 関西テレビ 佐々木守

N01-10182 テレビ 汽笛が響く！
盲人重役　レールは二本男は

ひとり
決定稿 5 1978/4/30 関西テレビ 佐々木守

N01-10181 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　男がうたう子守唄 決定稿 6 1978/5/7 関西テレビ 佐々木守

N01-10180 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　妻よ、許せ！ 決定稿 7 1978/5/14 関西テレビ 佐々木守

N01-10179 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　目が、両の目が… 決定稿 8 1978/5/21 関西テレビ 佐々木守

N01-10197 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　去る愛・すがる愛 決定稿 9 1978/5/28 関西テレビ 佐々木守

N01-10196 テレビ 汽笛が響く！
盲人重役　海鳴りの聞こえる

夜
決定稿 10 1978/6/4 関西テレビ 佐々木守

N01-10195 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　奔る愛 決定稿 11 1978/6/11 関西テレビ 佐々木守

N01-10194 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　忍び音の夏 決定稿 12 1978/6/18 関西テレビ 佐々木守

N01-10193 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　翳りのある華燭 決定稿 13 1978/6/25 関西テレビ 佐々木守

N01-10192 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役　信頼という名の絆 決定稿 14 1978/7/2 関西テレビ 佐々木守

N01-10191 テレビ 汽笛が響く！ 盲人重役 決定稿 15 1978/7/9 関西テレビ 佐々木守

N01-10190 テレビ 汽笛が響く！
盲人重役　母の論理・女の気

持ち
決定稿 16 1978/7/16 関西テレビ 佐々木守

N01-10189 テレビ 汽笛が響く！
盲人重役　まぼろしの邪馬台

国
決定稿 最終回 1978/7/23 関西テレビ 佐々木守

N01-10188 テレビ 汽笛が響く 盲人重役 (?) 関西テレビ 佐々木守

N01-11708 テレビ 気になる関係 1 1973/1/2 毎日放送 西条道彦

N01-11709 テレビ 気になる関係 9 1973/2/27 毎日放送 大西信行

N01-11710 テレビ 気になる関係 13 1973/3/27 毎日放送 大西信行

N01-11711 テレビ 気になる関係 14 1973/4/3 毎日放送 大西信行

N01-11712 テレビ 気になる関係 15 1973/4/10 毎日放送 岡本克己

N01-11713 テレビ 気になる関係 16 1973/4/17 毎日放送 岡本克己

N01-11714 テレビ 気になる関係 17 1973/4/24 毎日放送 大西信行

N01-11715 テレビ 気になる関係 18 1973/5/1 毎日放送 岡本克己

N01-11716 テレビ 気になる関係 19 1973/5/8 毎日放送 岡本克己
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N01-11717 テレビ 気になる関係 20 1973/5/15 毎日放送 大西信行

N01-11718 テレビ 気になる関係 21 1973/5/22 毎日放送 大西信行

N01-11719 テレビ 気になる関係 22 1973/5/29 毎日放送 岡本克己

N01-11720 テレビ 気になる関係 23 1973/6/5 毎日放送 岡本克己

N01-11721 テレビ 気になる関係 24 1973/6/12 毎日放送 大西信行

N01-11722 テレビ 気になる関係 25 1973/6/19 毎日放送 大西信行

N01-11723 テレビ 気になる関係 26(終) 1973/6/26 毎日放送 大西信行

N01-10007 テレビ 気に病む男 1 (?)

N01-10008 テレビ 気に病む男 1 (?)

N01-00095 ラジオ 衣笠物語 決定稿 [1964/3/22] NHK 内村直也

N01-15833 ラジオ きぬという道連れ 1965/11/28 NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-10846 テレビ 絹の家 (?) TBS 西沢裕子

N01-10808 テレビ 絹の家 1～5
[1976/3/29～

4/2]
TBS 西沢裕子

N01-10809 テレビ 絹の家 1～5
[1976]/3/29～

4/2
TBS 西沢裕子

N01-10810 テレビ 絹の家 1～5
[1976]/3/29～

4/2
TBS 西沢裕子

N01-10811 テレビ 絹の家 1～5
[1976]/3/29～

4/2
TBS 西沢裕子

N01-10812 テレビ 絹の家 改訂稿 1～5
[1976]/3/29～

4/2
TBS 西沢裕子

N01-10845 テレビ 絹の家 ロケ用 1～5
[1976]/3/29～

4/2
TBS 西沢裕子

N01-10813 テレビ 絹の家 6～10 [1976]/4/5～9 TBS 西沢裕子

N01-10814 テレビ 絹の家 決定稿 6～10 [1976]/4/5～9 TBS 西沢裕子

N01-26424 テレビ 絹の家 6～10 (?)/4/5～9 TBS 西沢裕子

N01-10815 テレビ 絹の家 第一稿 11～15 [1976]/4/12～16 TBS 西沢裕子

N01-10816 テレビ 絹の家 第一稿 11～15 [1976]/4/12～16 TBS 西沢裕子

N01-10817 テレビ 絹の家 第一稿 11～15 [1976]/4/12～16 TBS 西沢裕子

N01-10818 テレビ 絹の家 決定稿 11～15
[1976]/4/[12～

16]
TBS 西沢裕子

N01-10847 テレビ 絹の家 11～15 [1976]/4/12～16 TBS 西沢裕子

N01-10858 テレビ 絹の家 決定稿 11～15
[1976]/4/[12～

16]
TBS 西沢裕子

N01-10819 テレビ 絹の家 第一稿 16～20 [1976]/4/19～23 TBS 西沢裕子

N01-10820 テレビ 絹の家 決定稿 16～20
[1976]/4/[19～

23]
TBS 西沢裕子

N01-10862 テレビ 絹の家 第一稿 16～20 [1976]/4/19～23 TBS 西沢裕子

N01-10821 テレビ 絹の家 決定稿 21～25 [1976]/4/26～30 TBS 西沢裕子

N01-10848 テレビ 絹の家 第一稿 21～25 [1976]/4/26～30 TBS 西沢裕子

N01-10859 テレビ 絹の家 決定稿 26～30 [1976]/5/3～7 TBS 西沢裕子

N01-10822 テレビ 絹の家 決定稿 31～35 [1976]/5/10～14 TBS 西沢裕子

N01-10850 テレビ 絹の家 第一稿 31～35 [1976]/5/10～14 TBS 西沢裕子

N01-10823 テレビ 絹の家 決定稿 36～40 [1976]/5/17～21 TBS 西沢裕子

N01-10849 テレビ 絹の家 第一稿 41～45 [1976]/5/24～28 TBS 西沢裕子
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N01-10861 テレビ 絹の家 決定稿 41～45 [1976]/5/24～28 TBS 西沢裕子

N01-10824 テレビ 絹の家 第一稿 46～50
[1976]/5/31～

6/4
TBS 西沢裕子

N01-10854 テレビ 絹の家 決定稿 46～50
[1976]/5/31～

6/4
TBS 西沢裕子

N01-10864 テレビ 絹の家 決定稿 46～50
[1976]/5/31～

6/4
TBS 西沢裕子

N01-10825 テレビ 絹の家 決定稿 51～55 [1976]/6/7～11 TBS 西沢裕子

N01-10826 テレビ 絹の家 56～60 [1976]/6/14～18 TBS 西沢裕子

N01-10827 テレビ 絹の家 決定稿 56～60 [1976]/6/14～18 TBS 西沢裕子

N01-10828 テレビ 絹の家 第一稿 61～65 [1976]/6/21～25 TBS 西沢裕子

N01-10829 テレビ 絹の家 第一稿 61～65 [1976]/6/21～25 TBS 西沢裕子

N01-10830 テレビ 絹の家 決定稿 61～65 [1976]/6/21～25 TBS 西沢裕子

N01-10870 テレビ 絹の家 決定稿 61～65 [1976]/6/21～25 TBS 西沢裕子

N01-10831 テレビ 絹の家 66～70
[1976/6/28～

7/2]
TBS 西沢裕子

N01-10832 テレビ 絹の家 66～70
[1976/6/28～

7/2]
TBS 西沢裕子

N01-10833 テレビ 絹の家 決定稿 66～70
[1976]/6/28～

7/2
TBS 西沢裕子

N01-10834 テレビ 絹の家 第一稿 71～75 [1976]/7/5～9 TBS 西沢裕子

N01-10857 テレビ 絹の家 決定稿 71～75 [1976]/7/5～9 TBS 西沢裕子

N01-10835 テレビ 絹の家 76～80 [1976]/7/12～16 TBS 西沢裕子

N01-10851 テレビ 絹の家 決定稿 76～80 [1976]/7/12～16 TBS 西沢裕子

N01-10836 テレビ 絹の家 第一稿 81～85 [1976]/7/19～23 TBS 西沢裕子

N01-10853 テレビ 絹の家 決定稿 81～85 [1976]/7/19～23 TBS 西沢裕子

N01-10868 テレビ 絹の家 決定稿 86 [1976]/7/26 TBS 西沢裕子

N01-10837 テレビ 絹の家 86～90 [1976/7/26～30] TBS 西沢裕子

N01-10852 テレビ 絹の家 決定稿 86～90 [1976]/7/26～30 TBS 西沢裕子

N01-10863 テレビ 絹の家 決定稿 86～90 [1976]/7/26～30 TBS 西沢裕子

N01-10838 テレビ 絹の家 第一稿 91～95 [1976]/8/2～6 TBS 西沢裕子

N01-10839 テレビ 絹の家 第一稿 91～95 [1976]/8/2～6 TBS 西沢裕子

N01-10840 テレビ 絹の家 決定稿 91～95 [1976]/8/2～6 TBS 西沢裕子

N01-10841 テレビ 絹の家 決定稿 96～100 [1976]/8/9～13 TBS 西沢裕子

N01-10855 テレビ 絹の家 決定稿 101～105 [1976]/8/16～20 TBS 西沢裕子

N01-10866 テレビ 絹の家 101～105 [1976]/8/16～20 TBS 西沢裕子

N01-10856 テレビ 絹の家 決定稿 106～110 [1976]/8/23～27 TBS 西沢裕子

N01-10860 テレビ 絹の家 106～110 [1976]/8/23～27 TBS 西沢裕子

N01-10869 テレビ 絹の家 決定稿 111～115
[1976]/8/30～

9/3
TBS 西沢裕子

N01-10842 テレビ 絹の家 決定稿 116～120 [1976]/9/6～10 TBS 西沢裕子

N01-10865 テレビ 絹の家 116～120 [1976]/9/6～10 TBS 西沢裕子

N01-10843 テレビ 絹の家 決定稿 121～125 [1976]/9/13～17 TBS 西沢裕子

N01-10867 テレビ 絹の家 決定稿 126～130 [1976]/9/20～24 TBS 西沢裕子
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N01-10844 テレビ 絹の家 131～135
[1976]/9/27～

10/1
TBS 西沢裕子

N01-04596 テレビ 絹のハンカチ 第一稿 1961/2/28 TBS 泉久次

N01-04597 テレビ 絹のハンカチ 第一稿 1961/2/28 TBS 泉久次

平014 N01-45100 ラジオ 記念写真 1951/5/25、26 NHK 阿木翁助
デジタル
化（館
内）

N01-03481 テレビ 記念碑 1963/5/16 NHK 茂木草介

N01-12250 ラジオ 木之内みどりのロリーポップ 1～5 1977/9/19～23
ニッポン放

送
水原明人

N01-02264 テレビ 昨日と明日の間 第一夜 1 1959/10/24 フジテレビ 椎名利夫

N01-02265 テレビ 昨日と明日の間 第二夜 2 1959/10/31 フジテレビ 椎名利夫

N01-02266 テレビ 昨日と明日の間 第三夜 第一稿 3 1959/11/3 フジテレビ 椎名利夫

N01-02267 テレビ 昨日と明日の間 第四夜 第一稿 最終回 1959/11/10 フジテレビ 椎名利夫

M015 N01-40358 ラジオ きのおの女 1955/10/25
文化放送、
ラジオ九州

内村直也
デジタル
化（館
内）

M015 N01-40359 ラジオ きのおの女 1955/10/25
文化放送、
ラジオ九州

内村直也

N01-10798 ラジオ 木の仏 1970/2/21 大岡信

N01-50319 テレビ 騎馬奉行 大川に散った毒の花 2 [1979/10/9] 関西テレビ 大野靖子

N01-50320 テレビ 騎馬奉行 大川に散った毒の花 2 [1979/10/9] 関西テレビ 大野靖子

N01-13496 テレビ 騎馬奉行 天保黄金の犬 [6] [1979/11/6] フジテレビ 石川孝人、小川英

N01-13497 テレビ 騎馬奉行 [同心、散華の賦] [18] [1980/1/29] フジテレビ 小川英、古内一成

N01-17094 テレビ 騎馬奉行 天誅小僧の秘密（仮題）
[1979～

1980]/(?)/(?)
関西テレビ 小川英、四十物光男

N01-09376 テレビ 希望 1966/10/1 NHK 佐々木守

N01-09463 テレビ
希望の大地―75万人の日系ブラジル移民

―
1978/6/21 日本テレビ 佐々木守

デジタル
化（館
内）

N01-20699 ラジオ 希望のメロディー (?)/12/9～12/14
ニッポン放

送

M023 N01-40559 テレビ 気まぐれ旅行記 アラビアの巻 1 1955/4/30 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M025 N01-40595 テレビ 気まぐれ道中記 中国怪々的の巻 2 1955/5/14 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40571 テレビ 気まぐれ旅行記 メキシコの巻 3 1955/6/4 NHK 大島得郎

M025 N01-40596 テレビ 気まぐれ旅行記 流行はパリーから 8 1955/10/29 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40535 テレビ 気まぐれ旅行記 ニューオリンズの下町 13 1956/3/3 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M025 N01-40593 テレビ 気まぐれ旅行記　ヒマラヤ奇談 1955/12/17 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-23199 テレビ 君こそスターだ！ 75 1975/3/16 フジテレビ 柴田昭

N01-23200 テレビ 君こそスターだ！ 82 1975/5/4 フジテレビ 柴田昭

N01-09211 テレビ 君たちは魚だ 1 1972/4/22 ABC 佐々木守

N01-24911 テレビ 君たちは魚だ 1～5 (?) ABC 佐々木守

N01-09200 テレビ 君たちは魚だ 2 1972/4/29 ABC 佐々木守

N01-09201 テレビ 君たちは魚だ 3 1972/5/6 ABC 佐々木守

N01-09202 テレビ 君たちは魚だ 4 1972/5/13 ABC 佐々木守

N01-09203 テレビ 君たちは魚だ 5 1972/5/20 ABC 佐々木守

N01-09204 テレビ 君たちは魚だ 5 1972/5/20 ABC 佐々木守

N01-09205 テレビ 君たちは魚だ 6 1972/5/27 ABC 佐々木守
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N01-24897 テレビ 君たちは魚だ 6～10 (?) ABC 佐々木守

N01-09206 テレビ 君たちは魚だ 7 1972/6/3 ABC 佐々木守

N01-09207 テレビ 君たちは魚だ 8 1972/6/10 ABC 佐々木守

N01-09208 テレビ 君たちは魚だ 9 1972/6/17 ABC 佐々木守

N01-09209 テレビ 君たちは魚だ 10 1972/6/24 ABC 佐々木守

N01-09210 テレビ 君たちは魚だ 11 1972/7/1 ABC 佐々木守

N01-24898 テレビ 君たちは魚だ 11～14 (?) ABC 佐々木守

N01-09221 テレビ 君たちは魚だ 12 1972/7/8 ABC 佐々木守

N01-09212 テレビ 君たちは魚だ 13 1972/7/15 ABC 佐々木守

N01-09195 テレビ 君たちは魚だ 14 1972/7/22 ABC 佐々木守

N01-09196 テレビ 君たちは魚だ 15 1972/7/29 ABC 佐々木守

N01-24899 テレビ 君たちは魚だ 15～18 (?) ABC 佐々木守

N01-09197 テレビ 君たちは魚だ 16 1972/8/5 ABC 佐々木守

N01-09198 テレビ 君たちは魚だ 17 1972/8/12 ABC 佐々木守

N01-09199 テレビ 君たちは魚だ 18 1972/8/19 ABC 佐々木守

N01-19962 ラジオ きみはUFOをみたか？ 子どもの未来の詩 1978/10/22 保富康午、灰谷健次郎

N01-19970 ラジオ きみはUFOをみたか？ 子どもの未来の詩 1978/10/22 毎日放送 保富康午、灰谷健次郎

N01-13835 テレビ 君は今どこにいるの 1164 1979/4/1 TBS 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-13865 テレビ 君は今どこにいるの 1164 1979/4/1 TBS 砂田量爾

N01-13866 テレビ 君は今どこにいるの 1164 1979/4/1 TBS 砂田量爾

N01-13867 テレビ 君は今どこにいるの 決定稿 1979/4/1 TBS 砂田量爾

N01-16042 テレビ 君はどこにいるの 決定稿 1164 1979/4/1 TBS 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-16043 テレビ 君はどこにいるの 1164 1979/4/1 TBS 砂田量爾

N01-05128 テレビ 君はいま何を見つめている 1959/10/29 NET 松山善三

N01-08382 テレビ 君一人 (?) NHK 木下恵介

N01-00123 テレビ 君も考える 高い所 1 1959/1/16 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00124 テレビ 君も考える 余計な心配 2 1959/1/23 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00125 テレビ 君も考える ともだち 4 1959/2/6 NHK 内村直也

N01-00126 テレビ 君も考える 光夫の母 5 1959/2/13 NHK 内村直也

N01-00127 テレビ 君も考える こずかい 6 1959/2/20 NHK 内村直也

N01-00128 テレビ 君も考える 音楽喫茶 7 1959/2/27 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00129 テレビ 君も考える うそ 8 1959/3/6 NHK 内村直也

N01-00130 テレビ 君も考える 不良 9 1959/3/13 NHK 内村直也

N01-00131 テレビ 君も考える 手紙 10 1959/3/20 NHK 内村直也

N01-00132 テレビ 君も考える 成績 11 1959/3/27 NHK 内村直也

N01-00133 テレビ 君も考える おしゃれ 12 1959/4/3 NHK 内村直也

N01-00134 テレビ 君も考える 話せること話せないこと 13 1959/4/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）
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N01-00135 テレビ 君も考える 店員と学問 14 1959/4/17 NHK 内村直也

N01-00136 テレビ 君も考える 家族 15 1959/4/24 NHK 内村直也

N01-00137 テレビ 君も考える 朋輩 16 1959/5/1 NHK 内村直也

N01-00138 テレビ 君も考える 学歴 17 1959/5/8 NHK 内村直也

N01-00139 テレビ 君も考える 休日 18 1959/5/15 NHK 内村直也

N01-00140 テレビ 君も考える 女の仕事 19 1959/5/22 NHK 内村直也

N01-00141 テレビ 君も考える 暴力 20 1959/5/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00308 テレビ 君も考える 将来の夢 21 1959/6/5 NHK 内村直也

N01-00309 テレビ 君も考える 兄弟 22 1959/6/12 NHK 内村直也

N01-00310 テレビ 君も考える 母 23 1959/6/19 NHK 内村直也

N01-00312 テレビ 君も考える 金 23 1959/7/3 NHK 内村直也

N01-00311 テレビ 君も考える 父 24 1959/6/26 NHK 内村直也

N01-00313 テレビ 君も考える 美人 26 1959/7/10 NHK 内村直也

N01-00314 テレビ 君も考える グループ 27 1959/7/17 NHK 内村直也

N01-00277 テレビ 君も考える 登山 28 1959/7/24 NHK教育 内村直也

N01-00276 テレビ 君も考える 芸術 29 1959/7/31 NHK教育 内村直也

N01-00275 テレビ 君も考える 純潔 30 1959/8/7 NHK教育 内村直也

N01-00274 テレビ 君も考える 平和 31 1959/8/14 NHK教育 内村直也

N01-00273 テレビ 君も考える 農村 32 1959/8/21 NHK教育 内村直也

N01-00272 テレビ 君も考える スポーツ [33] 1959/8/28 NHK教育 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00271 テレビ 君も考える 進学 34 1959/9/4 NHK教育 内村直也

N01-00280 テレビ 君も考える 外国人 35 1959/9/11 NHK教育 内村直也

N01-00281 テレビ 君も考える 新聞 [36] 1959/9/18 NHK教育 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00282 テレビ 君も考える 高校生 最終回 1959/9/25 NHK教育 内村直也

N01-15865 ラジオ 奇妙な死刑囚 1968/6/29 NHK 横光晃
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40211 ラジオ 奇妙な幕間劇　第一部 1956/3/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40212 ラジオ 奇妙な幕間劇　第一部 1956/3/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40213 ラジオ 奇妙な幕間劇　第二部 1956/3/15 NHK 内村直也

M014 N01-40335 ラジオ 奇妙な旅行 1956/5/20 NHK 小松太郎
デジタル
化（館
内）

N01-50321 テレビ 君らの手の中に 第一稿 [1964]/(?)/(?) [フジテレビ] 大野靖子

N01-50322 テレビ 君らの手の中に 第一稿 [1964]/(?)/(?) [フジテレビ] 大野靖子

N01-08493 テレビ 義民甚兵衛 決定稿 116 1960/4/8 TBS 田村幸二
デジタル
化（館
内）

N01-03124 ラジオ 鬼面のかげ 1961/8/11 米内アキ

N01-11036 テレビ 肝っ玉捕物帳 祭りばやしに人魂とんだ 決定稿 2 (?) フジテレビ 大西信行

N01-16788 テレビ 肝っ玉捕物帳 花嫁消えた彼岸花 決定稿 3
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

N01-16789 テレビ 肝っ玉捕物帳 野良犬ほえた秋の風 決定稿 4
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

N01-16790 テレビ 肝っ玉捕物帳 男が泣いた赤い風 決定稿 6
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行
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N01-16791 テレビ 肝っ玉捕物帳 やぐら太鼓に宝刀紛失 決定稿 7
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

N01-16792 テレビ 肝っ玉捕物帳 おとこ一匹清太郎 決定稿 8
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 池田一朗

N01-16793 テレビ 肝っ玉捕物帳 菊人形が手紙をくれた（仮題） 決定稿 9
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

N01-16794 テレビ 肝っ玉捕物帳 熊手のおかめひょっとこ亭主 決定稿 10
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

N01-16795 テレビ 肝っ玉捕物帳 別れの朝に姫君泣いた 決定稿 11
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 土橋成男

N01-16796 テレビ 肝っ玉捕物帳 決定稿 13
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

N01-16797 テレビ 肝っ玉捕物帳 人情十手泥棒（仮題） 決定稿 16
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 池田一朗

N01-16798 テレビ 肝っ玉捕物帳 空っ風のくれた赤ん坊 決定稿 20
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 池田一朗

N01-16799 テレビ 肝っ玉捕物帳 泣くな又平、福は内！ 決定稿 22
[1973～

1974]/(?)/(?)
フジテレビ 大西信行

M021 N01-40507 ラジオ キャピテンフラカス 1958/2/10 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05287 テレビ 求婚 1週(1～5) 1964/3/2～6 TBS 杉本彰、高岡尚平
デジタル
化（館
内）

平003 N01-45012 ラジオ 求婚日記 後編 1948/2/9 NHK 宮口三郎

N01-03255 テレビ 休日の断崖 11 1961/11/14 関西テレビ 茂木草介

N01-07289 テレビ 九ちゃん・ハイ・お嬢さん 41週 1961/10/18～22 文化放送 八田雄三
デジタル
化（館
内）

N01-06329 ラジオ 九ちゃん・ハイ・お嬢さん 43週
1961/10/30～

11/5
文化放送 神田五郎

N01-07080 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 2 1962/11/9 フジテレビ 保富康午

N01-07079 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 4 1962/11/23 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07078 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 6 1962/12/7 フジテレビ 保富康午

N01-07077 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 10 1963/1/4 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07084 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 14 1963/2/1 フジテレビ 保富康午

N01-07083 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 16 1963/2/15 フジテレビ 保富康午

N01-07082 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 18 1963/3/1 フジテレビ 保富康午

N01-07081 テレビ 九ちゃん☆ハイ☆でした！テルテルショー 20 1963/3/15 フジテレビ 保富康午

N01-23256 テレビ 九ちゃんと楽しい仲間たち 1980/12/13 STV 奥山侊伸

N01-24625 テレビ 九ちゃんの初夢 その一 1968/1/1 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-24626 テレビ 九ちゃんの初夢 その二 1968/1/1 津瀬宏

N01-19959 テレビ
牛乳の集い　-ちびっ子ミュージカル－モー

たんと遊ぼう
ミルクを飲もう母と子の会 1968/7/20 保富康午

N01-06222 テレビ キューバンファンタジー ―ラテン・リズムは踊る― 1962/10/22 フジテレビ 保富康午

N01-00632 ラジオ 胡瓜夫人傳 (?) 島海彦

N01-10001 テレビ 京おんな 3 (?) 茂木草介

N01-10002 テレビ 京おんな 3 (?) 茂木草介

M031 N01-40722 ラジオ 俠客春雨仐 1958/3/9
ニッポン放

送
福地桜痴

デジタル
化（館
内）

N01-01889 テレビ 凝視 決定稿 67 1962/11/7 NET 津田幸夫

N01-01890 テレビ 凝視 準備稿 67 1962/11/7 NET 津田幸夫

N01-08432 テレビ 教授と次男坊 改訂稿 1962/1/22 日本テレビ 津田幸夫

N01-19648 テレビ 京大大サハラ探検隊 母なるニジェール(仮題) テスト版 7 1969/(?)/(?) フジテレビ 杉山利久郎

N01-02442 ラジオ 郷土百話 熊野道者 29 1953/1/17 NHK 岸宏子
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M021 N01-40520 ラジオ 侠盗ドッブローフスキイ 1953/6/16 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-11905 テレビ 京の川 2 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生
デジタル
化（館
内）

N01-11906 テレビ 京の川 4 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11907 テレビ 京の川 6 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12153 テレビ 京の川 7 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12154 テレビ 京の川 8 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12155 テレビ 京の川 9 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11908 テレビ 京の川 10 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12156 テレビ 京の川 10 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11909 テレビ 京の川 11 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11910 テレビ 京の川 12 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11911 テレビ 京の川 13 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11912 テレビ 京の川 14 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11913 テレビ 京の川 15 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11914 テレビ 京の川 16 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11915 テレビ 京の川 17 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-11916 テレビ 京の川 18 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12157 テレビ 京の川 19 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12158 テレビ 京の川 20 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12159 テレビ 京の川 21 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12160 テレビ 京の川 22 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12161 テレビ 京の川 23 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12162 テレビ 京の川 24 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-12163 テレビ 京の川 25 1969/(?)/(?) NHK 梅林貴久生

N01-15320 テレビ 京のひと 21～30 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-06608 テレビ 今日はダークです 6 1962/5/11 日本テレビ 野口久光、藤田敏雄

M029 N01-40669 テレビ 今日は留守です 12 1960/12/17 KRT 小野田勇
デジタル
化（館
内）

N01-09537 テレビ 恐怖人間(仮題) 死神と話した男たち (?) TBS 佐々木守

N01-09697 ラジオ 恐怖博物館 黒い川 (?) 佐々木守

N01-09698 ラジオ 恐怖博物館 赤い曼寿沙華 (?) 佐々木守

N01-09699 ラジオ 恐怖博物館 逃げ水 (?) TBSラジオ 佐々木守

N01-13934 ラジオ 今日もこの海辺では 1966/6/24 NHK 岸宏子

N01-19255 ラジオ 今日もセーフで！

学生のスタイル/現代エピキュ
リアン/脱ドブネズミ/キイ・パ

ンチャーは良妻/靴を買うコツ/
犬の帝王切開

1971/10/15、
16、18～21

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19271 ラジオ 今日もセーフで！
動物園のガードマン/子供が
産まれなくなる！/イモの話/

蒸気機関車/明日は大安吉日

1971/10/2、4、
5、8、9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲
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N01-19254 ラジオ 今日もセーフで！

劇画スタイル/背広は裏で勝
負する？/ドレス・ウォッチ/ド

ブネズミ/環境ファッション時代
/車体接近警報装置/ロング・

ヘアのカツラ利用法

1971/10/22、
23、25～29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19253 ラジオ 今日もセーフで！

軽飛行機の免許をとろう/
ニューポバティズム/灯台記念
日/エンゲージリング/文化の
日/新しいアドベンチャーと

は？

1971/10/29、
30、11/1～4

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19270 ラジオ 今日もセーフで！

OLに持てる条件/パターン・
メーカー/ホテル利用法/サン
フランシスコ・シールズ/豚の

媚薬/新婚旅行

1971/10/6、7、
11～14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19216 ラジオ 今日もセーフで！

紅茶・コーヒーを飲ませる時/
建売り住宅/七・五・三/椅子の
座り方/小春日和/ワン・ツー・

スリー

1971/11/12、
13、15～17、20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19249 ラジオ 今日もセーフで！
人類と恐竜/昼飯は官庁へ！
/ケネディ大統領/勤労感謝の

日/スキー宇宙服/感謝祭

1971/11/18、
19、22～25

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19248 ラジオ 今日もセーフで！

冬眠と冬ごもり/30代の結婚/
ビールを飲むと太るか？/コー
トの話/師走/お風呂好きのヘ

イ害

1971/11/26、
27、29～12/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19217 ラジオ 今日もセーフで！
冷汗/ビキニ・ブリーフ/立冬・X
線発見日/安全カミソリと刃/
見合、結納/ウォア・ルック

1971/11/5、6、8
～11

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18815 ラジオ 今日もセーフで！

日曜大工・リバイバル/ボーリ
ングブーム/ワッペンブーム/
借金の利息/生玉子の喰べす

ぎはいけない/羽子板市

1971/12/11、13
～16、18

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18814 ラジオ 今日もセーフで！

福引/競馬/男の料理/冬至/
ローソク/クリスマス・イブ/忘
年会/タオル/冷たい/新型自

転車/手帳

1971/12/17、20
～25、27～30

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-19209 ラジオ 今日もセーフで！

フグ/麻雀屋/週刊誌を月何冊
読むか？/頭痛/大東亜戦争/
ダブルベッドは安眠妨害/借家

の更新料

1971/12/3、4、6
～10

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18816 ラジオ 今日もセーフで！

ニュー・イヤー・イヴ/一九七二
年は……/年始廻り/初出勤/
碁と将棋盤/ショート・スキー/
坊や/今年を占う/マント/マッ
チ/下着革命/男性モデル/風

呂敷のネクタイ/成人の日

1971/12/31、
1972/1/1、3～

8、10～15

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-19219 ラジオ 今日もセーフで！
スタートが肝心/春眠暁を覚え
ず/流行語/マンション/会社の

ワッペン/長髪について
1971/4/19～24

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19218 ラジオ 今日もセーフで！
馬耳東風/鼻毛バリカン/

フォービートとエイトビート/左
ききの話/八十八夜

1971/4/26～29、
5/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19235 ラジオ 今日もセーフで！

ポスターの盗難/ナイター天気
予報/ウーマン・リヴと紫式部/
先取り/赤ちゃんの体位/サラ
リーマンと服装/明日は母の日

1971/4/30、5/3
～8

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19236 ラジオ 今日もセーフで！

バード・ウィーク/お酒の消費
量/子供用化粧品/忘れ物の
季節/新人歌手の量産/旅行

シーズン

1971/5/10～15
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19237 ラジオ 今日もセーフで！
スイミー/生涯労働4万時間/
太いネクタイ/病気/雨男/子

供のアイデアによる公園
1971/5/17～22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19238 ラジオ 今日もセーフで！
薄着ブーム/5C精神/万年筆/
チューインガム/ビーフ・ステー

キ/マラソン・キス
1971/5/24～29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19239 ラジオ 今日もセーフで！

日本列島二眼レフ論/ビヤ
ホール・オープン/横浜英語/
ビジネス・ネーム/老化は歯か

ら/組み立て食品

1971/5/31～6/5
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲
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N01-19242 ラジオ 今日もセーフで！

ソーメンと冷やむぎ/キッス・ア
ンド・ライド・システム/ブービー
/ビールの話/住居ろ過現象/

明日は父の日

1971/6/12、14～
17、19

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19240 ラジオ 今日もセーフで！

キューリの花・ナスの花/ヤモ
リ商法/睡眠時間/プールサイ
ダー/タバコの害について/モ

ジュラー人間

1971/6/18、21～
25

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19290 ラジオ 今日もセーフで！
パイナップル/冷房装置/三冠
王/ピカレスク小説/富士山/
海のシーズン・水泳のすすめ

1971/6/26、28～
7/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19241 ラジオ 今日もセーフで！
サクランボ/ポルノ/トンビの話

/時の記念日/靴みがき
1971/6/7～11

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19210 ラジオ 今日もセーフで！

蛍/バス/アンティック・ブーム/
冷やっこ/お化けと幽霊/わら

ぞうり/ミネラル・ウォーター/竹
馬/土用の入り

1971/7/10、12～
17、19、20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19214 ラジオ 今日もセーフで！

タテ書きとヨコ書き/海外から
のおみやげ/サニー・イラスト/

うまくて安い店とは？/パス
ポート/第三の教室/邦文タイ
プ/世界の主要都市への所用

時間

1971/7/21～24、
26～29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19211 ラジオ 今日もセーフで！
三元、中元/ハロー効果セー

ル/西瓜/七夕/生涯教育/アイ
スクリーム

1971/7/3、5～9
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19213 ラジオ 今日もセーフで！

サラリーマン脱出/恋着したわ
/八月について/ラブ・キャッ
チャー/白寿/録勉/かくす

ファッション

1971/7/30、31、
8/2～5、7

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19243 ラジオ 今日もセーフで！

麻雀の由来/スイカの話/雨に
ついて/すぐやる課とすぐやる
カー/ヌードモデルの払底/パ

チンコ再びブームに

1971/8/14、16～
20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19212 ラジオ 今日もセーフで！

音の表現/カーつき・ママつき・
実家つき/眼の保養/怪獣ブロ
マイド/風邪について/”自然”

を売る

1971/8/21、23～
27

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19278 ラジオ 今日もセーフで！
お寺に泊まろう！/台風/鉄道
の枕木/タクシーの停め方/ス

キンシップ/夏の終り

1971/8/28、30～
9/3

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19244 ラジオ 今日もセーフで！
遊びのための質入れ/ニンニ
ク作戦/マニキュア/円切り上
げ/正座器/社内バー繁盛記

1971/8/6、9～13
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19310 ラジオ 今日もセーフで！
遊びのための質入れ/ニンニ
ク作戦/マニキュア/円切り上
げ/正座器/社内バー繁盛記

1971/8/6、9～13
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19274 ラジオ 今日もセーフで！

日本の革靴の歴史/自動販売
機/過疎地帯をねらえ/紳士服
のスタイル/ススキ/ドレスシャ

ツ

1971/9/11、13～
17

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19273 ラジオ 今日もセーフで！

ボディスーツ/生命の水/大工
さんの道具袋と工具箱/金の
話/ポルノシャツ/結核予防週

間

1971/9/18、20～
24

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19272 ラジオ 今日もセーフで！

タクシー/スタイリスト/学芸会
の演目/アメリカの精神科医/
ゴキブリ捕獲器/神無月/ス

ノーモビル

1971/9/25、27～
10/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19252 ラジオ 今日もセーフで！
手相喫茶/結婚ブームと女性/
箱庭/馬肥える季節/交通安

全ベルト/離婚
1971/9/4、6～10

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18813 ラジオ 今日もセーフで！

雪の記録/地震/スチュアーデ
スのイメージチェンジ/パンタロ
ン/クレオパトラ/ソヴィエトの

話

1972/1/17～22
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳
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N01-19311 ラジオ 今日もセーフで！

カプセル人間/ジャンプ/ボケト
ロニク/コーヒーと紅茶/タテや
き/スチュワーデス/世界の奇

妙な発明品/アナアキスト

1972/1/24～29、
31、2/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19220 ラジオ 今日もセーフで！
シャワーパーティー/バッテラ/
貯蓄の日/べったら市/十三夜

/日本シリーズ

1972/10/13、16
～20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19221 ラジオ 今日もセーフで！
クラシック/電話/割ばし/日本
シリーズ10年前/ピアノ/自由

の女神

1972/10/20、23
～26、28

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19222 ラジオ 今日もセーフで！
ワインと寿司/親の扶養義務/
カキ/フットボール/ユダヤ人/

タキシード/酒屋の元祖

1972/10/27、30
～11/4

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19229 ラジオ 今日もセーフで！
ゴルフの起源/体育の日/リン
ゴの唄/コロンブスとサツマイ

モ/鉄道記念日

1972/10/9～12、
14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19226 ラジオ 今日もセーフで！
スカウト/ブックラップ/七・五・
三/パチンコ禁止令/タレント/

チカイエカ
1972/11/13～18

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19245 ラジオ 今日もセーフで！
失火/歌舞伎座/名刺/マネー

ジャー病/おとなしい/火傷
1972/11/20～25

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18812 ラジオ 今日もセーフで！
ハイウェイ/ハンス型/フグ/
ハッタリ/映画の日/ナポレオ

ン

1972/11/27～
12/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
菅沼定憲

N01-19223 ラジオ 今日もセーフで！
ごまかし/カーディガン/レント

ゲン/白菜/豪華本/婚約
1972/11/6～11

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18784 ラジオ 今日もセーフで！
日本製英語/カニ/スキ！/義
士祭/年賀ハガキ/白木屋の

火事/心臓/ジム

1972/12/11～
16、18、19

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19234 ラジオ 今日もセーフで！
忘年会/火燵/お風呂/ローソ
ク/鉄火巻/プロ球団の誕生/

女と料理/駅弁

1972/12/20～
23、25～28

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19304 ラジオ 今日もセーフで！

門松/帰えって来た人/初夢/
恋の亡命/三という数字/ゴマ
メの歯ぎしり/今年の景気は？
/千円札と聖徳太子/ワインと
おんな/伊豆大島三原山/イン
フレお年玉/鏡開/モノセック
ス・ヘンシン/ピースの発売日

1972/12/29、
30、1973/1/1～

6、8～13

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19269 ラジオ 今日もセーフで！

24年昔のこと/洋服の保存/カ
レンダー/うどん/戦争供養

針供養/メスの値段オスの値
段

1972/12/4～9
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19313 ラジオ 今日もセーフで！

洋服屋のプロ/天気と犯罪の
関係/リンカーン誕生日/バレ
ンタイン・デイ/サラリーマン確
定申告/畳か椅子か/ズボン

の数/小鳥の病気/雨水/家具
の選定のコツ

1972/2/10～12、
14～19、21

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19312 ラジオ 今日もセーフで！

タバコの吸いがら/スキーサン
グラス/アイシャドー/非行少
年と不良少年/ヤジ/針供養

/3S時代

1972/2/2～5、7
～9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19256 ラジオ 今日もセーフで！

信也の野球キャンプレポート/
ヘヤードライヤーと電気ゴテ/
テレビミカン/偽名の話/オープ
ン戦・今日から開始/フィール
ド・アーチェリー/二月二十九
日/色と食欲/ゲリラ/札幌/ワ

イシャツの口紅/スーツ

1972/2/22～26、
28～3/4、6

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18820 ラジオ 今日もセーフで！
春分の日/軍人精神/レディ/

犬好き・猫好き/サクラ/空いた
車両の選び方

1972/3/20～25
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳

N01-19277 ラジオ 今日もセーフで！

電気記念日/県花/小学生の
夢と希望/ヘソ出しルック/男と
女の鏡を見る回数/アンパイア

/天気予報のことわざ

1972/3/25、27～
4/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲
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N01-18821 ラジオ 今日もセーフで！

男女の並び/国際婦人デー/
早く席に座る法/お燗の話/体
操ブーム/平均睡眠時間/カー
ディガン/浮気が一晩に百万

人/ゴロ/洗髪/結婚　赤ちゃん
シュークリーム

1972/3/3、8～
11、13～18

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
菅沼定憲

N01-19275 ラジオ 今日もセーフで！
婦人週間/地下鉄の話/ハネ
ムーン/釣り用語/ジンクス/チ

ンドン屋
1972/4/10～15

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18811 ラジオ 今日もセーフで！

海外ノイローゼ/発明の日/競
馬/逓信記念日/パチンコ/日
本人の海外での評判/スタジ

アム/フランス女

1972/4/17～22、
24、25

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18810 ラジオ 今日もセーフで！
オベントウ/情報収集法/ブ
ティーク/船の旅/碁・将棋

1972/4/26～29、
5/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-19276 ラジオ 今日もセーフで！
観光地の穴場探し/ひげ/昼休

みには眠ろう/オリンピック/
オーデコロン/競馬

1972/4/3～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18818 ラジオ 今日もセーフで！
果実酒/オーディオ・カーテン/
ハズバンド/写真の整理/盗聴

/女性らしさを判断する

1972/5/16～20、
22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
菅沼定憲

N01-18809 ラジオ 今日もセーフで！
ジャズ/ビールの話/今年の夏
は/子供の日/傘の話/サンド

イッチ
1972/5/2～6、8

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18817 ラジオ 今日もセーフで！
変身/スタイリスト/オレンジ/レ
インコート/パンタロン/男のハ

イヒール

1972/5/23～27、
29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
菅沼定憲

N01-19247 ラジオ 今日もセーフで！

トリコロール/考古学、歴史
ブーム/アンパンはパンの歴

史の一ページ/六月一日/肌と
木綿/牛乳と唐人お吉/カセッ
ト・テープの効用/ベスト・セ

ラー/サラリー

1972/5/29～
6/3、5～7

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18819 ラジオ 今日もセーフで！
水虫/ビジネス・ネーム/セロ
テープ/フィーリング・レター/
カーネーション/カメラマン

1972/5/9～13、
15

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-19258 ラジオ 今日もセーフで！

変なデンワ/哀れな競走馬/父
の日/人口増加率/氷/シン

ガー・ソング・ライター/アパー
ト

1972/6/15～17、
19～22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19251 ラジオ 今日もセーフで！

SLのナンバープレート/紅茶の
原型は支那茶/ねりハミガキ

の使い方/サラリーマンの弁当
/ダイヤル一一〇番/迷宮と

は？

1972/6/23、24、
26～29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19232 ラジオ 今日もセーフで！
ネクタイ/干物の話/将棋/花
嫁は妊娠中/スパゲッティ/時

計の話

1972/6/30、
7/1、3～6

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19246 ラジオ 今日もセーフで！
左前合せと右前合せ/新幹線
/タクシーの始り/公衆電話/五

月蝿/握り飯

1972/6/8～10、
12～14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19230 ラジオ 今日もセーフで！

競馬と税金/お中元/提灯/
ボーナスは何に使われている
か？/20年前のオリンピック/

人工流産

1972/7/10、11、
13、18、20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19265 ラジオ 今日もセーフで！
宝クジ/食堂車/夏休みのゲッ
ト・バック現象/夏バテを防ぐに
は―/タバコの害/裸も適当に

1972/7/15、22、
24～27

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19259 ラジオ 今日もセーフで！
マージャン/海とホルモン/ハン
モック/ギャングスタイル/プー

ル/タタミ敷きのデパート

1972/7/28、29、
31～8/3

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19231 ラジオ 今日もセーフで！

トマト・バッヂ/ダービー/お酒
の飲み方/喫茶店の三ツの条
件/バドミントン/女性の好む結

婚相は？

1972/7/7、8、10
～13

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲
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N01-19261 ラジオ 今日もセーフで！
夏休み考/歩いて海を渡ろう/
ライヴァル/北上するゴキブリ/

くらげ

1972/8/10～12、
14、15

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19262 ラジオ 今日もセーフで！
キュウリとお盆/虫のエサはカ
ツオブシ/集合/Gパン/犬を飼

うコツ

1972/8/15、17～
19、21

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19263 ラジオ 今日もセーフで！
ノーブラ/蚊取線香/ビー玉と
ケン玉/爪と健康/オリンピック

/眼を美しく/化粧品の寿命

1972/8/22～26、
28、29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19264 ラジオ 今日もセーフで！

メダル/定期券/九月1日/週休
二日制/ツェッペリン号/パーマ
ネント/角帽/ヘア・カッターと
日焼灯/ニューベルトスラック

ス/ドン！

1972/8/30～
9/2、4～9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19260 ラジオ 今日もセーフで！
土/うなぎ/ゴッドファーザー/

漢字の読み方/遊びの近代五
種

1972/8/4、5、7
～9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19224 ラジオ 今日もセーフで！
イレイザー/コイン/時効/野球
選手の年令/真知子巻/甲子

園と後楽園
1972/9/11～16

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19225 ラジオ 今日もセーフで！
ベルト/彼岸花/男と女/航空
記念日/男の靴の高さ/オーミ

ステイク！/春と秋

1972/9/14、18～
23

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19227 ラジオ 今日もセーフで！

北京語と広東語/台風の厄日
/ウインザーノット/逆説の眠り
/オールドパー/ジェームス・

ディーン/十月

1972/9/25～30、
10/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19228 ラジオ 今日もセーフで！
人工衛星/アンパン/コニャック

/ゴキブリ/ベルトの語源
1972/9/28、10/4

～8

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19295 ラジオ 今日もセーフで！
煙草屋ダンヒル/若者とは/ヤ
ブ入り/水着・パンタロン/ス

マート爆弾/大学/大寒と雪見

1973/1/12、15～
20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19233 ラジオ 今日もセーフで！
大寒、氷河期/イルカ人間/水
柱/キッチュ/コタツ/国旗（日

の丸）
1973/1/22～27

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18779 ラジオ 今日もセーフで！
氷の話/鋤焼/脱都会ムード/
衣類の切符制/ゴルフ/節分

1973/1/29～2/3
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18800 ラジオ 今日もセーフで！

九年前の十月一日/秋刀魚/
チェス/パドルテニス/助平/導
引/松茸、海苔、そして…/スタ
ントマン/目の日/バギー/コロ
ンブス・デイ/腸は外人と日本

人どっちが長いか？

1973/10/1～6、8
～13

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18782 ラジオ 今日もセーフで！

リンゴ/旅行者援護相談所/貯
蓄の日/菊供養/バーのツケ/
パラセール/新婚旅行/ネクタ

イの結び方の基本型

1973/10/15～
20、22、23

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18799 ラジオ 今日もセーフで！

スチュワーデス/ウナギ/きり
たんぽ/捨てネコ、捨て犬/こ

の冬のファッションは？/猟銃/
ブタ/花の贈り方/ブランデイ/
沢庵/ヘソクリを盗むと？/美

容食/酉の市/ストーヴ

1973/10/26、
27、29～11/3、5

～10

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18788 ラジオ 今日もセーフで！

コンコルド/江戸時代のサラ
リーマン/金魚/トマト/男性ボ
ディ化粧品/エレベーター/河
豚/乗り物はどこが一番楽

か？/喘息/スタミナ/勤労感
謝の日/氷上レース

1973/11/12～
17、19～24

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19267 ラジオ 今日もセーフで！
地下鉄/火災予防運動/カキ/
スノーモビル競技場/12月1日
に地震がおこる/盗まれた物

1973/11/26～
12/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19279 ラジオ 今日もセーフで！

日本人の酒・欧米人の酒/アド
バルーンと風船/ジャンケン/
ハム/仮名手本忠臣蔵/ボロ

市/台所/東京駅/ボーリングと
ケーブル/十二月の季節こと

ば/立小便

1973/12/10～
15、17～20、22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲
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N01-19266 ラジオ 今日もセーフで！

ゆず湯/クリスマス・イヴ/一流
スキー用品/世紀末の予言/
バーゲンセール/郵便配達ピ
ストルを持つ/ライオンとトラ/
除夜の鐘/雑煮/初夢/マチュ
ア・ファッション/正月休日は…

/ホテルあれこれ

1973/12/21、24
～29、31～1/5

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19268 ラジオ 今日もセーフで！

12月とは…/連珠/お早ようご
ざいます/ダンディ/赤十字創
立者は？/世界で一番寒いと

ころ

1973/12/3～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19215 ラジオ 今日もセーフで！

田遊び/ますます異様なオシャ
レ/20年前/金融緊急措置令/
ソビエト・あれこれ/餃子/ダイ

ヤモンド/ウサギ

1973/2/12～17、
19～22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19298 ラジオ 今日もセーフで！

田遊び/ますます異様なオシャ
レ/20年前/金融緊急措置令/
ソビエト・あれこれ/餃子/ダイ

ヤモンド/ウサギ

1973/2/12～17、
19～22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19205 ラジオ 今日もセーフで！

納豆/曜日の由来/指名代打
制/お好み焼き/バージン・ク
イーン/ゴルフ・あれこれ/ブラ
ジル/節句/地下鉄/外郎/アマ
チュア/難聴とは？/飛行機の
禁煙シート/三月十日の大空

襲

1973/2/23、24、
26～3/3、5～10

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19305 ラジオ 今日もセーフで！
梅干/黄色電話・三分電話/〒
の郵便マーク/三分間/ギター

1973/2/5～10
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19303 ラジオ 今日もセーフで！

税関/紳士靴/三行広告/ほこ
りと病気/ジャンボ/スパルタ教
育/キスマーク/ボタ餅/春分の
日・卒業式/すべての道はロー
マに通ず/サクラ/エディップ

ス・コンプレックス

1973/3/12～17、
19～24

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19299 ラジオ 今日もセーフで！
地図/チョコレート/発明の日/

逓信記念日/獅子舞
1973/4/16～21

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19306 ラジオ 今日もセーフで！
四月・卯月/日本橋/四という
数字/女の断髪/テニス/美人

コンテスト
1973/4/2～7

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19300 ラジオ 今日もセーフで！
テレフォン情報/スカッシュ/旅
のスピード/ギヨタン先生/一
見外国語風日本語/ナツシネ

1973/4/23～28
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18777 ラジオ 今日もセーフで！
連休のはじまり/ベスト/八十
八夜/一番茶/ハワイ旅行/プ

ラトニック・ラブ
1973/4/30～5/5

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19301 ラジオ 今日もセーフで！
マージャン/スカート/メートル
法/キネマ/トーフ/チョコレート

1973/4/9～14
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19288 ラジオ 今日もセーフで！

赤バイ/エオニスム/スポーツ
界の三大英雄/インドネシア料
理/旦那/チェスターフィールド

コート

1973/5/14～19
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18805 ラジオ 今日もセーフで！

カップレス水着/ジャム・マーマ
レード/十年前、二十年前、三
十年前/男女混浴/ダービー/

美容食バナナ

1973/5/21～26
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳

N01-18806 ラジオ 今日もセーフで！
アメリカ/フランスの国歌/コン
ニャク/天気予報の言葉/六月

一日/グランドスラム
1973/5/28～6/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-19257 ラジオ 今日もセーフで！

ロボットとサイボーグ/グルー
プオーナー/エレベーター/寺
テル/おふくろ/スポーツ・レ

ジャー・ウェア

1973/5/7～12
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19284 ラジオ 今日もセーフで！
駅の名前/朝めし抜き/ビール
の泡/夏至/そば/雨はなぜ降

るか？
1973/6/18～23

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18803 ラジオ 今日もセーフで！
ボーナス/赤面するのは人間
だけ/タクシー/靴下/冷凍時

代/通勤電車
1973/6/25～30

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳



「き」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-18807 ラジオ 今日もセーフで！

虫歯/運賃に税金があるか？
/お米が不足している/エリー
ゼのために/サングラスのオ

シャレ

1973/6/4～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳

N01-19281 ラジオ 今日もセーフで！

海苔の表と裏/入梅/ハエはな
ぜ足をするか？/人口増加/

ヨットトレーニングマシン/カル
シウム/通勤定期客と通勤ス

ポーツ

1973/6/9、11～
16

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18797 ラジオ 今日もセーフで！
やぶ入り/アイスクリーム/稲
妻/玉突/海の記念日/財布

1973/7/16～21
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳

N01-18804 ラジオ 今日もセーフで！
真ん中の日/地震対策は？/

独立記念日/水/夏休み
1973/7/2～6

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18802 ラジオ 今日もセーフで！
水道/汗/自転車/健康食梅干

/一円玉/花火
1973/7/23～28

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18795 ラジオ 今日もセーフで！
監督の背番号/男のパーマ/
観光の日/学制発布記念日/

汗・夕涼み/学童疎開
1973/7/30～8/4

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19285 ラジオ 今日もセーフで！
ホタルの光/ヘビ/四万六千日
/パイナップル/毛と水銀中毒/

金曜日の夜/本の手入れ
1973/7/7、9～14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18793 ラジオ 今日もセーフで！

アリストクラティック/カブトムシ
/改札鋏/戦争を知らない子供
たち/ピーマン/バカンス/高校

野球大会

1973/8/11、13～
18

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19302 ラジオ 今日もセーフで！
応援団/家庭菜園/電車/陽や
けの方法/天災のための準

備？/女優
1973/8/20～25

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18796 ラジオ 今日もセーフで！
新幹線/カー・マスコット/ガン

バル/鳥と花粉/八月はなぜ31
日あるのか

1973/8/27～9/1
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳

N01-18794 ラジオ 今日もセーフで！
戦争と科学/爪/ナス―立秋/

トマト/風呂
1973/8/6～10

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18792 ラジオ 今日もセーフで！

ブティック・デザイナー/秋/折
紙/サッカー/コーヒーをこぼし
た時/超割安海外旅行/ネクタ

イの生産量

1973/9/1、3～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19293 ラジオ 今日もセーフで！
草を喰べて牛は何故太る？/
台風/テレビジョン/ヘア・デザ

イン・ルーム/ハゼ釣り
1973/9/10～14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18798 ラジオ 今日もセーフで！
鉛筆/劇画世代/梨/チャーハ
ン/ファスナー/首都/塩と客寄

せ

1973/9/15、17～
22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18783 ラジオ 今日もセーフで！
結核/カンタン/ワイン/オリエ
ンテーリング/左側通行と右側

通行/マツタケ
1973/9/24～29

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18789 ラジオ 今日もセーフで！

オリエンテーリング/世界の冬
/凧/オーストラリアン・ハズバ
ンド/スキンシップ遊び/カメラ
とフィルム/止まった腕時計

1974/1/19、21～
26

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19283 ラジオ 今日もセーフで！
面白いこと/麻雀はなぜ一から

九までか？/火星/タバコと
ゲーテ/二月/人間の眉

1974/1/28～2/2
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19286 ラジオ 今日もセーフで！

七草/ディーアストーカー/外国
語/ケチ精神有名人/デマ/グ
リーティングカード/宇宙ロケッ
トあれこれ/六千万円の時計/
石油不足とユーモア/墜落す
ると男が死にやすい/ジーゼ

ルスタイル

1974/1/7～12、
14～18

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲
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N01-18780 ラジオ 今日もセーフで！
三連休/男の四十代/ヒッピー
はいま？/ピンポンパン――他
/女とコトワザ/靴のジンクス

1974/2/11～16
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18790 ラジオ 今日もセーフで！

今年の雪/サイコロ/煮こごり/
心中/ワシントン誕生日/タイ
ム・カプセル/ゴルフ禁止令/
春北風/コトワザ・アラカルト/
ジン・ミラー/注射/江戸ッ子は

見えない処に金をかける

1974/2/18～23、
25～3/2

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19289 ラジオ 今日もセーフで！
昔気質・職人気質/ホビー（道
楽）精神/天ぷら/浴槽/ジンク

ス/厄神除け
1974/2/4～9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18791 ラジオ 今日もセーフで！
三月生れ/おしゃれは色の配
分/離婚/漫才/パンタクール/

ドボン
1974/3/11～16

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18808 ラジオ 今日もセーフで！
社日/相撲名勝負/動物園/日
本初のオールカラー/アメリカ

的食生活/ペンション
1974/3/18～23

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-19280 ラジオ 今日もセーフで！
カヌー/結婚とは、名セリフ集/
ベビィシッター/サーカス/サー

キットトレーニング

1974/3/25～28、
30

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18778 ラジオ 今日もセーフで！

サウナ風呂/四月一日生まれ
/トレッキング/春眠暁を覚えず
/三千五十万の落し物/大きな

数/釣と釣堀

1974/3/29、4/1
～6

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19282 ラジオ 今日もセーフで！
日本製英語/男の指輪/アス
コット・タイ/タバコの吸い方/

結婚記念日/カミソリ
1974/3/4～9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19206 ラジオ 今日もセーフで！
無事これ名馬/ジーパンをはく
コツ/メジャーとは/スカマン族

/共稼ぎ夫婦/十円の価値
1974/4/15～20

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18786 ラジオ 今日もセーフで！

国花/パターン・オン・パターン
/消しゴム/新婚家庭の道具

は？/イギリスの競馬/足のム
レた匂いを消せ

1974/4/22～27
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19208 ラジオ 今日もセーフで！

天皇誕生日とプロスポーツ/イ
ギリスのウィスキー/メーデー/
八十八夜/憲法記念日/ハンカ
チ/ベア・トップ/スタッド・ポー
カー/世界赤十字デイ/寿司の

話/エロス/仏法僧

1974/4/29～
5/4、6～11

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-18787 ラジオ 今日もセーフで！

国鉄アラカルト/鶴の舞/赤
チャン誕生とお金/ウソ/タレン
ト議員/ラウンドテニスとリング

テニス

1974/4/8～13
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19207 ラジオ 今日もセーフで！

アフリカでのタイトル・マッチ/
体型と配色/パスポート/ボタ
ンダウンシャツ/ワールド・カッ

プ/今年のレンタル

1974/5/13～18
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18785 ラジオ 今日もセーフで！
昆虫の世界/ハウザー式/脳

細胞/初の接吻映画/ご新造さ
ん/パートタイム

1974/5/20～25
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19287 ラジオ 今日もセーフで！
一万円札/空手/花嫁衣裳の

下取り/雨/スルメ/カメラ
1974/5/27～6/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19307 ラジオ 今日もセーフで！

時は金なり/コインの使える限
度/アトランティス伝説/温泉旅
館と税金/タバコ/饅頭/食べ
合せ/卵/結婚年齢/おむすび

/闘牛と人間/シュミーズ

1974/6/10～15、
17～22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19250 ラジオ 今日もセーフで！

蛇の目/レザーカット・シザー
ズカット/空飛ぶ円盤/酸味/世
界珍記録色々/マッシュルー

ムカット

1974/6/24～29
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19308 ラジオ 今日もセーフで！
ポルトガル語/蜘蛛/サーフィ
ン/日本で一番大きなお札/
ウォッカ/海外初公演の人

1974/6/3～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲
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N01-19294 ラジオ 今日もセーフで！
東海道本線/トコロテン/名セリ
フ/相模クイズ/選挙色々…/

朝顔市
155 1974/7/1～6 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19292 ラジオ 今日もセーフで！

ウラ盆、ヤブ入り、夏休み/
ビールの消費量と税金/食糧
不足/睡眠/フォア・グラ/すも

も祭りと団扇

1974/7/15～20
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-19291 ラジオ 今日もセーフで！
今年の水着/コーヒーと紅茶/
地球の上さまざま/サーフィン/

時間差ドライヴ/乗馬
1974/7/22～27

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19309 ラジオ 今日もセーフで！
親知らず/ゲーブルヘア/電気
の周波数/ライスカレー/学制

発布記念日/水上スキー
1974/7/29～8/3

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19297 ラジオ 今日もセーフで！
カタツムリ/ダイヤル・サービス
/レコードの色々/ヴィールス/

蛇/みゆき族と西銀座族
1974/7/8～13

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

N01-19296 ラジオ 今日もセーフで！

汗/お金の話/ブルース・リー/
ハンカチと愛/セブンスター/太

陽族/中年パワー/蚊/ハイ
ボール/鏡/軍手/人間の息/
親子二代/鍵/タロットカード/
ゴギのリズム/ラージボール/

眼鏡

161
1974/8/12～17、
19～24、26～31

ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-18776 ラジオ 今日もセーフで！

光年/男と女のどっちが賢い
か？/ハナの日/G・Gルックと
ペザントルック/ジン/昭和二
十五年八月の芸能界の出来

事

1974/8/5～10
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳、菅沼定憲

N01-18801 ラジオ 今日もセーフで！
重陽の節句/投手の球の種類
/スカートとヒップ/人口増加/
ガスの事故/ハシとフォーク

1974/9/9、17～
21

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳

N01-18781 ラジオ 今日もセーフで！
読書の秋/コーヒー/嫁と姑/野

球見物とケガ/柿/窓の話
1974/9/9～14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
遠藤淳、菅沼定憲

M023 N01-40542 ラジオ 今日もまた 1～6 1954/10/4～9
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M022 N01-40534 ラジオ 今日もまた 春近しの巻 24・25 1955/2/14、15
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40549 ラジオ 今日もまた 春近しの巻 28～29 1955/2/18、19
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40548 ラジオ 今日もまた 31～36 1954/11/(?)
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40560 ラジオ 今日もまた 42 1954/11/20
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40546 ラジオ 今日もまた 43～48 1954/11/22～27
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M025 N01-40608 ラジオ 今日もまた 67～72 1954/12/20～25
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40555 ラジオ 今日もまた 78～83 1955/1/3～8
ニッポン放

送
大島得郎

M023 N01-40547 ラジオ 今日もまた 新入社員の巻 84～86 1955/1/10～12
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40544 ラジオ 今日もまた 春近しの巻 116・117 1955/2/16、17
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M024 N01-40565 ラジオ 今日もまた 春近しの巻 120～122 1955/2/21～23
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40564 ラジオ 今日もまた サラリイ紛失の巻　その一・二 126・127 1955/(?)
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40543 ラジオ 今日もまた 風再びの巻　その一～五 144～148 1955/(?)
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M023 N01-40554 ラジオ 今日もまた
風再びの巻その26、春らんま

んの巻その1～4
149～153 1955/3/26～31

ニッポン放
送

大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-05144 テレビ 今日を生きる 決定稿 1959/11/26 読売テレビ 山川方夫
デジタル
化（館
内）

N01-08335 テレビ 今日を生きる 訂正稿 15 1960/8/13 日本テレビ 池田一朗
デジタル
化（館
内）

N01-08336 テレビ 今日を生きる 改訂稿 16 1960/8/20 日本テレビ 池田一朗
デジタル
化（館
内）

N01-02438 テレビ 聖き夜の底には(後編) 訂正稿 1958/12/18 日本テレビ 椎名利夫

N01-18962 テレビ 巨人とともに 長嶋茂雄選手の生い立ち 準備稿 4 (?) NTV 遠藤淳
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N01-18963 テレビ 巨人とともに 黄金の腕―金田正一選手 準備稿 5 (?) NTV 若尾徳平

N01-23658 テレビ 巨泉の　スター百面相 1 1969/4/7 フジテレビ
塚田茂、河野洋、前川宏司、井上ひ

さし

N01-18175 テレビ 巨泉のチャレンジボウル 5 (?)/5/2 テレビ東京 奥山侊伸、畑本健

N01-20377 テレビ きょねんのつづき 1967/1/1

N01-00399 ラジオ 漁夫 1963/[8/4] 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00400 ラジオ 漁夫 1963/[8/4] 文化放送 内村直也

N01-04536 テレビ 清元「浮かれ坊主」 (?)/1/2 TBS

N01-50318 テレビ 吉良没落(仮題) 準備稿 (?) 日本テレビ 大野靖子

N01-06562 ラジオ きらめくリズム 1961/3/27 NHK 風早美樹
デジタル
化（館
内）

N01-02534 ラジオ 切株のうた 1 1960/11/5 NHK 岸宏子

N01-02535 ラジオ 切株のうた 2 1960/11/12 NHK 岸宏子

N01-02536 ラジオ 切株のうた 3 1960/11/19 NHK 岸宏子

N01-02537 ラジオ 切株のうた 5 1960/12/3 NHK 岸宏子

N01-02538 ラジオ 切株のうた 6 1960/12/10 NHK 岸宏子

N01-02539 ラジオ 切株のうた 7 1960/12/17 NHK 岸宏子

N01-02540 ラジオ 切株のうた 7 1960/12/17 NHK 岸宏子

N01-02541 ラジオ 切株のうた 8(終) 1960/12/24 NHK 岸宏子

N01-15284 テレビ 斬り捨て御免！ 地獄の罠（仮題） 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15713 テレビ 斬り捨て御免！ 消えた一万両(仮題)
[1980～

1982]/(?)/(?)
テレビ東京 津田幸夫(津田幸於)

N01-15712 テレビ 斬り捨て御免！ 黄金に咲いた恋の花(仮題) 4
[1980～

1982]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15283 テレビ 斬り捨て御免！ 双ツぼくろの女（仮題） 6 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15285 テレビ 斬り捨て御免！ 狙われた目撃者（仮題） 12 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15286 テレビ 斬り捨て御免！ 傷だらけの墓標（仮題） 13 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15287 テレビ 斬り捨て御免！ 傷だらけの墓標（仮題） 準備稿 13 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15288 テレビ 斬り捨て御免！ 謎の富士絵（仮題） 15 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15289 テレビ 斬り捨て御免！ 辻が花の女（仮題） 19 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15290 テレビ 斬り捨て御免！ 三途の川の渡し賃（仮題） 23 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-15291 テレビ 斬り捨て御免！ 決定稿 23 1980/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-10231 テレビ 斬り抜ける 14 (?) 朝日放送 佐々木守

N01-09293 テレビ 霧の感情飛行 過去 2 1975/4/14 ABC 佐々木守

N01-09294 テレビ 霧の感情飛行 嫉妬 3 1975/4/21 ABC 佐々木守

N01-09295 テレビ 霧の感情飛行 もつれ 6 1975/5/12 ABC 佐々木守

N01-09296 テレビ 霧の感情飛行 復讐 7 1975/5/19 ABC 佐々木守

N01-09297 テレビ 霧の感情飛行 激情 8 1975/5/26 ABC 佐々木守

N01-09298 テレビ 霧の感情飛行 愁色 9 1975/6/2 ABC 佐々木守

N01-09299 テレビ 霧の感情飛行 兄と妹の結婚 20 1975/8/18 ABC 佐々木守

N01-09300 テレビ 霧の感情飛行 純白の初夜 21(終) 1975/8/25 ABC 佐々木守
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N01-09301 テレビ 霧の感情飛行 幻影 1 1975/4/7 ABC 佐々木守

N01-24900 テレビ 霧の感情飛行 1～5 (?) ABC 佐々木守

N01-24901 テレビ 霧の感情飛行 6～10 (?) ABC 佐々木守

N01-24902 テレビ 霧の感情飛行 11～15 (?) ABC 佐々木守

N01-09302 テレビ 霧の感情飛行 戦死した母の水葬 15 1975/7/14 ABC 佐々木守

N01-09303 テレビ 霧の感情飛行 禁じられた愛 16 1975/7/21 ABC 佐々木守

N01-24903 テレビ 霧の感情飛行 16～最終回 (?) ABC 佐々木守

N01-09304 テレビ 霧の感情飛行 許されぬ恋の罪と罰 17 1975/7/28 ABC 佐々木守

N01-09312 テレビ 霧の感情飛行 二人で歩くけもの道 18 1975/8/4 ABC 佐々木守

N01-09319 テレビ 霧の感情飛行 禁断の聖家族 19 [1975]/8/11 ABC 佐々木守

N01-10405 テレビ 霧の中のいのち 1963/4/(?) 茂木草介

M021 N01-40508 ラジオ 霧の中の聲 1958/8/6 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-50323 テレビ 霧の旗 決定稿 1 [1969]/8/22 フジテレビ 大野靖子

N01-50324 テレビ 霧の旗 決定稿 1 [1969]/8/23 フジテレビ 大野靖子

N01-50325 テレビ 霧の旗 決定稿 2 [1969]/8/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50326 テレビ 霧の旗 決定稿 2 [1969]/8/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50327 テレビ 霧の旗 決定稿 3 [1969]/9/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50328 テレビ 霧の旗 決定稿 3 [1969]/9/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50329 テレビ 霧の旗 準備稿 4 [1969]/9/12 フジテレビ 大野靖子

N01-50330 テレビ 霧の旗 準備稿 4 [1969]/9/12 フジテレビ 大野靖子

N01-50331 テレビ 霧の旗 準備稿 5 [1969]/9/19 フジテレビ 大野靖子

N01-50332 テレビ 霧の旗 準備稿 5 [1969]/9/19 フジテレビ 大野靖子

N01-50333 テレビ 霧の旗 決定稿 最終回 [1969]/9/26 フジテレビ 大野靖子

N01-50334 テレビ 霧の旗 決定稿 最終回 [1969]/9/26 フジテレビ 大野靖子

N01-03656 テレビ 桐の花咲くころ 1964/5/24 NHK 横田弘行

N01-26620 テレビ 霧の日の童話（仮題） 1045 1976/12/19 TBS 市川森一

N01-12172 ラジオ キリン夜の図書館 1～5 (?)/11/4～[8] 水原明人

N01-12171 ラジオ キリン夜の図書館 6～10 (?)/11/[11]～15 水原明人

N01-24141 テレビ 斬る! 血の色の町 1 (?) NET 結束信二

N01-12485 テレビ 岐路 1965/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
岡田光治

N01-12632 テレビ 緊急出社 1969/10/18 NHK大阪 清水邦夫
デジタル
化（館
内）

N01-20701 テレビ キンキン竜童のさすらい詩人　野口雨情 決定稿 (?)/3/19 TBS 保富康午、奥山侊伸、ちあき哲也

N01-02724 テレビ キングアワー 200 1960/2/16 日本テレビ 塚田茂

N01-07775 テレビ キング歌のパレード　歌の風車 1 1964/4/2
NET(テレビ

朝日)
松本重美

N01-13420 テレビ 金庫破り（仮題） 準備稿 [1977/10/8] テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-00711 テレビ 金語楼劇場 魚屋の巻(かまぼこスリラー) 9 1959/1/13 KRT 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-00718 テレビ 金語楼劇場 魚屋さんの巻 愛情うらおもて 11 1960/1/20 KRT 佐々木恵美子
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N01-00703 テレビ 金語楼劇場
魚屋の巻(冷凍物は売りませ

ん)
12 1960/1/27 KRT 大島得郎

デジタル
化（館
内）

N01-00730 テレビ 金語楼劇場 私立探偵の巻 第一話 13 1960/2/3 KRT 大島得郎

N01-00714 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第二話 お酒呑

むなの巻
14 1960/2/10 KRT 佐々木恵美子

N01-00715 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第四話 閑中忙

あり
16 1960/2/24 KRT 大島得郎

N01-00713 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第五話 木石な

らず
17 1960/3/2 KRT 大島得郎

N01-00712 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第七回 困った

嘘
19 1960/3/16 KRT 大島得郎

デジタル
化（館
内）

N01-00720 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第七回 困った

嘘
19 1960/3/16 KRT 佐々木恵美子

N01-00710 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第八回 賃金

アップ
20 1960/3/23 KRT 大島得郎

デジタル
化（館
内）

N01-00721 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第九回 爆弾騒

動
21 1960/3/30 KRT 大島得郎

N01-00707 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻 第十一回 愛す

ればこその巻
23 1960/4/13 KRT 佐々木恵美子

N01-00719 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻(最終回) 第十三

話 私のえらんだ人
25 1960/4/27 KRT 佐々木恵美子

N01-00727 テレビ 金語楼劇場
守衛さんの巻(最終回) 第十三

話 私のえらんだ人
25 1960/4/27 KRT 佐々木恵美子

N01-00728 テレビ 金語楼劇場 私立探偵の巻 第一話 26 1960/5/4 KRT 有崎勉

N01-00704 テレビ 金語楼劇場
私立探偵の巻 第二話 記憶に

ついて
27 1960/5/10 KRT 大島得郎

デジタル
化（館
内）

N01-00705 テレビ 金語楼劇場
私立探偵の巻 第四話 プーラ

殿下
29 1960/5/24 KRT 大島得郎

N01-00722 テレビ 金語楼劇場
私立探偵の巻 第四話 プーラ

殿下
29 1960/5/24 KRT 大島得郎

N01-00717 テレビ 金語楼劇場 私立探偵の巻 第五話 良縁 30 1960/5/31 KRT 大島得郎

N01-00716 テレビ 金語楼劇場 金助捕物帳 第四話 土蔵 34 1960/6/28 KRT 大島得郎

N01-00709 テレビ 金語楼劇場
ルンペン紳士録 第一話 住め

ば都
35 1960/7/5 KRT 大島得郎

N01-00729 テレビ 金語楼劇場
ルンペン紳士録 第二話 もと

は学友
36 1960/7/12 KRT 佐々木恵美子

N01-00708 テレビ 金語楼劇場
るんぺん紳士録 第一話 情は

人のためならず
1960/(?)/(?) KRT 大島得郎

M006 N01-40121 テレビ 銀婚式のメレンゲ 1954/12/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40122 テレビ 銀婚式のメレンゲ 1954/12/10 NHK 内村直也

N01-50335 テレビ 銀座裏病院 若い風 第三稿 26 1962/9/25 日本テレビ 大野靖子

N01-50336 テレビ 銀座裏病院 若い風 コンテ 26 1962/9/25 日本テレビ 大野靖子

N01-50337 テレビ 銀座裏病院 消えたバスケット 第一稿 1962/7/31 日本テレビ 大野靖子

N01-50338 テレビ 銀座裏病院 消えたバスケット 第二稿 1962/7/31 日本テレビ 大野靖子

M013 N01-40333 テレビ 銀座散歩 13 1957/3/1 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

N01-08370 ラジオ 銀座に幽霊が出る 第一稿 1960/3/14 ラジオ東京 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-07913 テレビ 銀座の山賊 1962/11/10 NHK 永六輔
デジタル
化（館
内）

M054 N01-41207 テレビ 銀座の山賊 改訂決定稿 1962/11/10 NHK 永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-19400 ラジオ ギンザミュージックイン 1～3 (?)/9/19～21
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

第一企画ライターグループ

N01-19401 ラジオ ギンザミュージックイン 1～3 (?)/9/19～21
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

第一企画ライターグループ

N01-19402 ラジオ ギンザミュージックイン 4～7 (?)/9/22～25
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

第一企画ライターグループ

N01-19403 ラジオ ギンザミュージックイン 4～7 (?)/9/22～25
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

第一企画ライターグループ

N01-19404 ラジオ ギンザミュージックイン 7～9 (?)/9/26～28
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

森鮒二(7)、世良敏(8)、遠藤淳(9)

N01-19405 ラジオ ギンザミュージックイン 22～24 (?)/10/10～12
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

千早千之助(22)、世良敏(23)、森鮒
二(24)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104238
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104238
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104238
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104238
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N01-19406 ラジオ ギンザミュージックイン 25～28 (?)/10/13～16
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳(25)、世良敏(26)、千早千之
助(27)、森鮒二(28)

N01-19407 ラジオ ギンザミュージックイン 25～28 (?)/10/13～16
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳(25)、世良敏(26)、千早千之
助(27)、森鮒二(28)

N01-19408 ラジオ ギンザミュージックイン 29～31 (?)/10/17～19
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

世良敏(29)、森鮒二(30)、遠藤淳
(31)

N01-19409 ラジオ ギンザミュージックイン 29～31 (?)/10/17～19
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

世良敏(29)、森鮒二(30)、遠藤淳
(31)

N01-19410 ラジオ ギンザミュージックイン 32～35 (?)/10/20～23
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

森鮒二(32)、千早千之助(33)、世良
敏(34)、遠藤淳(35)

N01-19411 ラジオ ギンザミュージックイン 32～35 (?)/10/20～23
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

森鮒二(32)、千早千之助(33)、世良
敏(34)、遠藤淳(35)

N01-19412 ラジオ ギンザミュージックイン 36～38 (?)/10/24～26
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

世良敏(36)、遠藤淳(37)、森鮒二
(38)

N01-19413 ラジオ ギンザミュージックイン 36～38 (?)/10/24～26
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

世良敏(36)、遠藤淳(37)、森鮒二
(38)

N01-19414 ラジオ ギンザミュージックイン 39～42 (?)/10/27～30
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

千早千之助(39)、世良敏(40)、森鮒
二(41)、遠藤淳(42)

N01-19415 ラジオ ギンザミュージックイン 43～46 (?)/10/31～11/3
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

森鮒二(43)、世良敏(44)、千早千之
助(45)、遠藤淳(46)

N01-19416 ラジオ ギンザミュージックイン 43～46 (?)/10/31～11/3
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

森鮒二(43)、世良敏(44)、千早千之
助(45)、遠藤淳(46)

N01-19417 ラジオ ギンザミュージックイン 49～51 (?)/11/6～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳(49)、世良敏(50)、森鮒二
(51)

N01-19418 ラジオ ギンザミュージックイン 49～51 (?)/11/6～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳(49)、世良敏(50)、森鮒二
(51)

N01-19419 ラジオ ギンザミュージックイン 52～55 (?)/11/9～12
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

小諸茂樹(52)、もりふなじ(53)、世良
敏(54)、遠藤淳(55)

N01-19420 ラジオ ギンザミュージックイン 52～55 (?)/11/9～12
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

小諸茂樹(52)、もりふなじ(53)、世良
敏(54)、遠藤淳(55)

N01-19421 ラジオ ギンザミュージックイン 56～58 (?)/11/[13～15]
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

千早千之助(56)、小諸茂樹(57)、森
鮒二(58)

N01-19422 ラジオ ギンザミュージックイン 63～65 (?)/11/20～22
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

世良敏(63)、森鮒二(64)、をがわし
ほ(65)

N01-19423 ラジオ ギンザミュージックイン 65 (?)/11/22
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

遠藤淳

N01-19424 ラジオ ギンザミュージックイン 66～70 (?)/11/23～27
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

第一企画ライターグループ

N01-19425 ラジオ ギンザミュージックイン 71～73 (?)/11/28～30
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

森鮒二(71)、オガワシホ(72)、世良
敏(73)

N01-00019 ラジオ
近代劇紹介（ロシヤ）　ゴーゴリ　求婚　三

場(欠）
1946/12/23 NHK 米川正夫

デジタル
化（館
内）

N01-00016 ラジオ 近代劇紹介　虫の生活 (?)/9/30 第二放送 北村喜八

N01-08150 ラジオ 金明玉の帰国 1961/(?)/(?) 朝日放送
デジタル
化（館
内）

N01-08151 資料 金明玉の帰国 1961/(?)/(?) 朝日放送

N01-15379 テレビ 金メダルへのターン 1 1971/7/6 フジテレビ 田波靖男

N01-17211 テレビ 金メダルへのターン！ 決定稿 2 1970/7/13 フジテレビ 白山進

N01-15359 テレビ 金メダルのターン！ 決定稿 3 (?)/7/20 フジテレビ 田波靖男

N01-15380 テレビ 金メダルへのターン 4 1971/7/27 フジテレビ 田波靖男

N01-15381 テレビ 金メダルへのターン 5 1971/8/3 フジテレビ 白山進

N01-15382 テレビ 金メダルへのターン 6 1971/8/10 フジテレビ 白山進

N01-15383 テレビ 金メダルへのターン 7 1971/8/17 フジテレビ 三木薫、櫻井康裕

N01-15384 テレビ 金メダルへのターン 8 1971/8/24 フジテレビ 白山進

N01-15385 テレビ 金メダルへのターン 9 1971/8/31 フジテレビ 田波靖男

N01-15386 テレビ 金メダルへのターン 10 1971/9/7 フジテレビ 田波靖男

N01-15387 テレビ 金メダルへのターン 11 1971/9/14 フジテレビ 白山進

N01-15388 テレビ 金メダルへのターン 12 1971/9/21 フジテレビ 白山進

N01-15390 テレビ 金メダルへのターン 13 1971/9/28 フジテレビ 櫻井康裕
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N01-15391 テレビ 金メダルへのターン 14 1971/10/1 フジテレビ 馬島満

N01-15392 テレビ 金メダルへのターン 15 1971/10/8 フジテレビ 白山進

N01-15393 テレビ 金メダルへのターン 16 1971/10/15 フジテレビ 白山進

N01-15394 テレビ 金メダルへのターン 17 1971/10/22 フジテレビ 田村多津夫

N01-15395 テレビ 金メダルへのターン 18 1971/10/29 フジテレビ 田村多津夫

N01-15396 テレビ 金メダルへのターン 19 1971/11/5 フジテレビ 田村多津夫

N01-15397 テレビ 金メダルへのターン 20 1971/11/12 フジテレビ 田村多津夫

N01-17212 テレビ 金メダルへのターン！ 決定稿 21 1970/11/19 フジテレビ 馬島満

N01-15398 テレビ 金メダルへのターン 22 1971/11/26 フジテレビ 馬島満

N01-15399 テレビ 金メダルへのターン 23 1971/12/3 フジテレビ 田村多津夫

N01-15400 テレビ 金メダルへのターン 24 1971/12/10 フジテレビ 田村多津夫

N01-15401 テレビ 金メダルへのターン 25 1971/12/17 フジテレビ 田波靖男

N01-15389 テレビ 金メダルへのターン 26 1971/12/24 フジテレビ 田波靖男

N01-15402 テレビ 金メダルへのターン 27 1972/1/7 フジテレビ 櫻井康裕

N01-15403 テレビ 金メダルへのターン 28 1972/1/14 フジテレビ 田村多津夫

N01-15404 テレビ 金メダルへのターン 29 1972/1/21 フジテレビ 田村多津夫

N01-15405 テレビ 金メダルへのターン 30 1972/1/28 フジテレビ 田村多津夫

N01-15406 テレビ 金メダルへのターン 31 1972/2/4 フジテレビ 田村多津夫

N01-15407 テレビ 金メダルへのターン 32 1972/2/11 フジテレビ 田村多津夫

N01-17210 テレビ 金メダルへのターン！ 決定稿 33 1971/2/18 フジテレビ 馬島満

N01-15408 テレビ 金メダルへのターン 34 1972/2/25 フジテレビ 馬島満

N01-15409 テレビ 金メダルへのターン 35 1972/3/4 フジテレビ 馬島満

N01-15410 テレビ 金メダルへのターン 36 1972/3/11 フジテレビ 馬島満

N01-15411 テレビ 金メダルへのターン 37 1972/3/18 フジテレビ 馬島満

N01-15413 テレビ 金メダルへのターン 改訂稿 37 1972/3/18 フジテレビ 馬島満

N01-15412 テレビ 金メダルへのターン 38 1972/3/25 フジテレビ 馬島満

N01-15414 テレビ 金メダルへのターン 改訂稿 38 1972/3/25 フジテレビ 馬島満

N01-15415 テレビ 金メダルへのターン 飛び出せ！背面ジャンプ 1972/4/12 フジテレビ 上條逸雄

N01-15416 テレビ 金メダルへのターン メドレーへの挑戦 1972/4/19 フジテレビ 上條逸雄

N01-15418 テレビ 金メダルへのターン 新たなるライバル 1972/5/3 フジテレビ 田村多津夫

N01-15419 テレビ 金メダルへのターン 強敵・ワールド！ 1972/5/10 フジテレビ 上條逸雄

N01-15420 テレビ 金メダルへのターン 華々しき大レース！ 1972/5/17 フジテレビ 上條逸雄

N01-15421 テレビ 金メダルへのターン 熱戦！三強豪 1972/5/24 フジテレビ 馬島満

N01-15422 テレビ 金メダルへのターン 火花を散らす個人メドレー 1972/5/31 フジテレビ 馬島満

N01-15423 テレビ 金メダルへのターン 運命の糸 1972/6/7 フジテレビ 上條逸雄

N01-15424 テレビ 金メダルへのターン 勝利への驀進 1972/6/14 フジテレビ 上條逸雄

N01-15425 テレビ 金メダルへのターン 頑張れ！全日本選手権 1972/6/21 フジテレビ 田村多津夫
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N01-15426 テレビ 金メダルへのターン 狙え！金メダル 1972/6/28 フジテレビ 田村多津夫

N01-15417 テレビ 金メダルへのターン 二回転トビウオターン 1972/4/26 フジテレビ 田村多津夫

N01-12575 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに(仮題) 1 1964/[12/4] 毎日放送 竹本浩三

N01-12576 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 2 1964/12/[11] 毎日放送 竹本浩三

N01-12577 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに(仮題) 3 1964/12/[18] 毎日放送 竹本浩三

N01-12578 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 4 1964/12/25 毎日放送 竹本浩三

N01-12579 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 5 1965/1/1 毎日放送 竹本浩三

N01-12580 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 6 1965/1/8 毎日放送 竹本浩三

N01-12581 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 7 1965/1/15 毎日放送 竹本浩三

N01-12582 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 8 1965/1/22 毎日放送 竹本浩三

N01-12583 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 9 1965/1/29 毎日放送 竹本浩三

N01-12584 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 10 1965/2/5 毎日放送 竹本浩三

N01-12585 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 11 1965/2/12 毎日放送 竹本浩三

N01-12586 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 12 1965/2/19 毎日放送 竹本浩三

N01-12587 テレビ 金曜お笑い劇場　毎度おおきに 13 1965/2/26 毎日放送 竹本浩三

N01-22140 テレビ 金曜グランドフェスティバル レッツ・ゴー!ヒット・ポップス! 決定稿 (?)/2/26 TBS 保富康午

N01-22141 テレビ 金曜グランドフェスティバル けんか祭りだ!ソレいこう!! (?)/10/23 TBS スタッフ東京

N01-20710 テレビ 金曜スペシャル 第二稿 (?)/10/23 TBS スタッフ東京

N01-07774 ラジオ 金曜ミュージック・マーケット 1963/3/8 北海道放送
デジタル
化（館
内）

N01-11582 テレビ きんらんどんす 決定稿 7 1969/4/12 フジテレビ 西島大
デジタル
化（館
内）
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N01-00164 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 哀愁 (?)/6/1 文化放送 水原明人

N01-00165 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ リゴレット (?)/9/7 文化放送 水原明人

N01-00166 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 旅愁 1959/8/31 文化放送 水原明人

N01-00167 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 舞姫 1959/8/24 文化放送 水原明人

N01-00168 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 初恋 1959/8/(?) 文化放送 水原明人

N01-00169 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ アルプスの少女ハイジ (?)/8/3 文化放送 水原明人

N01-00170 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 若き日の夢 1959/7/27 文化放送 水原明人

N01-00171 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 蝶々夫人 1959/7/20 文化放送 水原明人

N01-00172 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 巴里祭 1959/7/13 文化放送 水原明人

N01-00173 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 心の旅路 (?)/7/6 文化放送 水原明人

N01-00174 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ トスカ (?)/6/29 文化放送 水原明人

N01-00175 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 哀愁のモンテカルロ 1959/6/15 文化放送 水原明人

N01-00176 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 望郷 1959/6/8 文化放送 水原明人

N01-00177 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 椿姫 (?)/5/18 文化放送 水原明人

N01-00178 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 人魚姫 (?)/5/4 文化放送 水原明人

N01-00179 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 白鳥の湖 (?)/4/27 文化放送 水原明人

N01-00180 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 肉体の悪魔 1959/6/22 文化放送 水原明人

N01-00181 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 若きウェルテルの悩み (?)/9/14 文化放送 水原明人

N01-00182 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ 女優志願 1959/9/28 文化放送 水原明人

N01-00183 ラジオ クイズ午後三時 名作クイズ セロ弾きのゴーシュ 1959/9/21 文化放送 水原明人

N01-22366 ラジオ クイズジョッキー 遊び 1969/1/12 NHK 南川泰三

N01-22368 ラジオ クイズジョッキー コーヒー 1969/1/19 NHK 南川泰三

N01-22369 ラジオ クイズジョッキー お金 1969/1/26 NHK 南川泰三

N01-22372 ラジオ クイズジョッキー 演歌 1969/2/16 NHK 南川泰三

N01-22364 ラジオ クイズジョッキー 巣立ち 1969/3/9 NHK 南川泰三

N01-22365 ラジオ クイズジョッキー うそ 1969/3/30 NHK 南川泰三

N01-22370 ラジオ クイズジョッキー 1969/4/27 NHK 井上ひさし

N01-22371 ラジオ クイズジョッキー 1969/5/4 NHK 南川泰三

N01-22367 ラジオ クイズジョッキー 1969/6/15 NHK 南川泰三

N01-23594 ラジオ クイズジョッキー 1969/6/15 NHK 南川泰三

N01-22363 ラジオ クイズジョッキー 1969/7/13 NHK 南川泰三

N01-23295 テレビ クイズジョッキー 1969/9/7 NHK 井上ひさし

N01-19637 テレビ クイズふるさとリポート（仮） 準備稿 (?) 野村六助

N01-26596 テレビ クイズ漫才　グランプリ (?)/3/2～6 フジテレビ 奥山侊伸、DNP

N01-05190 テレビ 悔いなき煩悩 52 [1963]/2/19 日本テレビ 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40285 ラジオ 空中サーカス [1957]/(?)/(?) ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40286 ラジオ 空中サーカス [1957]/(?)/(?) ラジオ東京 内村直也
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M012 N01-40287 ラジオ 空中サーカス [1957]/(?)/(?) ラジオ東京 内村直也

M018 N01-40438 ラジオ 空中サーカス 1957/(?) ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-11408 テレビ グーチョキパー すすめ白頭巾！！ 決定稿 73 (?)/10/23 キノトール

N01-01751 資料 グーチョキパー強化案 (?) フジテレビ

N01-01750 資料 グーチョキパー第四シリーズ企画案 (?) フジテレビ

N01-17056 テレビ 食う寝るところに住むところ 第二稿 1 (?) NHK 須藤出穂

N01-17057 テレビ 食う寝るところに住むところ (?) NHK 須藤出穂

N01-11887 テレビ 空白の900分 ―国鉄総裁怪死事件― 前編 1980/(?)/(?) NHK 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-13387 テレビ 九月が来るたび 1966/11/10 NHK 寺山修司
デジタル
化（館
内）

N01-12185 ラジオ 日下武史の木枯らし紋次郎 1～5 1977/9/26～30
ニッポン放

送
水原明人

N01-12184 ラジオ 日下武史の木枯らし紋次郎 6～10 1977/10/3～7
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12490 テレビ 草暦 1965/11/27 NHK 水上勉

N01-01667 ラジオ 草の花 (?) NHK 横田弘行

N01-51044 資料

草ぼうぼうの新宿ちゃんで遊ぼう/さような
ら、かわいい火星人/「現代のメルヘン」シ
リーズ第一話「明日のシンデレラ」/瑛子

ちゃん遊ぼう

(?)
大野三郎、関祥行、杉田成道、横田

安正

N01-11889 テレビ 草燃える 黒いつむじ風 31 1979/8/5 NHK 中島丈博

N01-11291 テレビ 草燃える 頼朝の死 32 1979/8/12 NHK 中島丈博
デジタル
化（館
内）

N01-13397 テレビ 鎖 1966/11/25 TBS 阪田寛夫
デジタル
化（館
内）

N01-05498 ラジオ 鯨神 1962/3/23 NHK 石山透
デジタル
化（館
内）

N01-07590 テレビ 鯨と海と男たち 1961/2/10 NHK 神田典之
デジタル
化（館
内）

N01-11903 テレビ 葛の葉の女 (?) NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-21553 テレビ 唇に歌を！(仮題) (?) 保富康午

N01-05288 テレビ 唇は忘れない (?)/12/2
NET(テレビ

朝日)
田代淳二

N01-02520 ラジオ 口笛吹いて 16 1960/6/25 東海ラジオ 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-06989 テレビ 口笛吹けば 1 1962/4/7 NHK 保富康午

N01-06252 テレビ 口笛吹けば 2 1962/4/14 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06988 テレビ 口笛吹けば 3 1962/4/21 NHK 保富康午

N01-06985 テレビ 口笛吹けば 4 1962/4/28 NHK 保富康午

N01-06990 テレビ 口笛吹けば 5 1962/5/5 NHK 保富康午

N01-06984 テレビ 口笛吹けば 6 1962/5/12 NHK 保富康午

N01-06991 テレビ 口笛吹けば 7 1962/5/19 NHK 保富康午

N01-06245 テレビ 口笛吹けば 9 1962/6/2 NHK 保富康午

N01-06978 テレビ 口笛吹けば 10 1962/6/9 NHK 保富康午

N01-06690 テレビ 口笛吹けば 11 1962/6/16 NHK 保富康午

N01-06247 テレビ 口笛吹けば 12 1962/6/23 NHK 保富康午

N01-06987 テレビ 口笛吹けば 13 1962/6/30 NHK 保富康午

N01-06977 テレビ 口笛吹けば 14 1962/7/7 NHK 保富康午
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N01-06981 テレビ 口笛吹けば 16 1962/8/4 NHK 保富康午

N01-06986 テレビ 口笛吹けば 17 1962/7/28 NHK 保富康午

N01-06585 テレビ 口笛吹けば 18 1962/8/11 NHK 保富康午

N01-06600 テレビ 口笛吹けば 19 1962/8/18 NHK 保富康午

N01-06250 テレビ 口笛吹けば 20 1962/9/1 NHK 保富康午

N01-06264 テレビ 口笛吹けば 21 1962/9/8 NHK 保富康午

N01-06927 テレビ 口笛吹けば 22 1962/9/15 NHK 保富康午

N01-06246 テレビ 口笛吹けば 23 1962/9/22 NHK 保富康午

N01-06982 テレビ 口笛吹けば 24 1962/9/29 NHK 保富康午

N01-06983 テレビ 口笛吹けば 25 1962/10/6 NHK 保富康午

N01-06251 テレビ 口笛吹けば 26 1962/10/13 NHK 保富康午

N01-06980 テレビ 口笛吹けば 27 1962/10/20 NHK 保富康午

N01-06979 テレビ 口笛吹けば 28 1962/10/27 NHK 保富康午

N01-06249 テレビ 口笛吹けば 29 1962/11/10 NHK 保富康午

N01-06248 テレビ 口笛吹けば 30 1962/11/17 NHK 保富康午

N01-06586 テレビ 口笛吹けば 32 1962/12/1 NHK 保富康午

N01-06921 テレビ 口笛吹けば 35 1962/12/22 NHK 保富康午

N01-16880 テレビ グッドバイ・ママ 決訂稿 2 1976/7/29 TBS 市川森一
デジタル
化（館
内）

N01-16885 テレビ グッドバイ・ママ スタッフ稿 2 1976/7/29 TBS 市川森一

N01-16881 テレビ グッドバイ・ママ 決定稿 4 1976/8/12 TBS 市川森一 BC複写

N01-16886 テレビ グッドバイ・ママ スタッフ稿 4 1976/8/12 TBS 市川森一

N01-16882 テレビ グッドバイ・ママ 決定稿 6 1976/8/26 TBS 市川森一

N01-16887 テレビ グッドバイ・ママ スタッフ稿 6 1976/8/26 TBS 市川森一

N01-16883 テレビ グッドバイ・ママ 決定稿 8 1976/9/9 TBS 市川森一

N01-16888 テレビ グッドバイ・ママ スタッフ稿 8 1976/9/9 TBS 市川森一

N01-16884 テレビ グッドバイ・ママ 決定稿 10 1976/9/23 TBS 市川森一

N01-16889 テレビ グッドバイ・ママ スタッフ稿 10 1976/9/23 TBS 市川森一

N01-50059 テレビ 国盗り物語 美濃の蝶 1 1973/1/7 NHK 大野靖子

N01-50060 テレビ 国盗り物語 廃墟に立つ 2 1973/1/14 NHK 大野靖子

N01-50061 テレビ 国盗り物語 有馬狐 3 1973/1/21 NHK 大野靖子

N01-12138 テレビ 国盗り物語 歓喜天 4 1968/1/28 NHK 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50062 テレビ 国盗り物語 歓喜天 4 1973/1/28 NHK 大野靖子

N01-03199 テレビ 國定忠治 5 1963/9/23 フジテレビ
デジタル
化（館
内）

N01-50063 テレビ 国盗り物語 美濃へ 5 1973/2/4 NHK 大野靖子

N01-12139 テレビ 国盗り物語 京の夢 6 1968/2/11 NHK 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50064 テレビ 国盗り物語 京の夢 6 1973/2/11 NHK 大野靖子

N01-50065 テレビ 国盗り物語 虎の目 7 1973/2/18 NHK 大野靖子
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N01-12140 テレビ 国盗り物語 府城乗っ取り 8 1968/2/25 NHK 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50066 テレビ 国盗り物語 府城乗っ取り 8 1973/2/25 NHK 大野靖子

N01-50067 テレビ 国盗り物語 嵯峨野の恋 9 1973/3/4 NHK 大野靖子

N01-50068 テレビ 国盗り物語 乞食道三 10 1973/3/11 NHK 大野靖子

N01-50069 テレビ 国盗り物語 美濃の嵐 11 1973/3/18 NHK 大野靖子

N01-50070 テレビ 国盗り物語 妖怪 12 1973/3/25 NHK 大野靖子

N01-50071 テレビ 国盗り物語 蝮と虎 13 1973/4/1 NHK 大野靖子

N01-50072 テレビ 国盗り物語 華燭 14 1973/4/4 NHK 大野靖子

N01-50073 テレビ 国盗り物語 会見 15 1973/4/15 NHK 大野靖子

N01-50074 テレビ 国盗り物語 暗雲 16 1973/4/22 NHK 大野靖子

N01-50075 テレビ 国盗り物語 崩るる日 17 1973/4/29 NHK 大野靖子

N01-12141 テレビ 国盗り物語 道三逝く 18 1968/5/6 NHK 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50076 テレビ 国盗り物語 道三逝く 18 1973/5/6 NHK 大野靖子

N01-50077 テレビ 国盗り物語 出発 19 1973/5/13 NHK 大野靖子

N01-50078 テレビ 国盗り物語 田楽狭間 20 1973/5/20 NHK 大野靖子

N01-50079 テレビ 国盗り物語 遥かなる野望 21 1973/5/27 NHK 大野靖子

N01-50080 テレビ 国盗り物語 二条館炎上 22 1973/6/3 NHK 大野靖子

N01-50081 テレビ 国盗り物語 修羅の道 23 1973/6/10 NHK 大野靖子

N01-50082 テレビ 国盗り物語 嵐を衝く 24 1973/6/17 NHK 大野靖子

N01-50083 テレビ 国盗り物語 信長と光秀 25 1973/6/24 NHK 大野靖子

N01-50084 テレビ 国盗り物語 上洛 26 1973/7/1 NHK 大野靖子

N01-50085 テレビ 国盗り物語 陰謀将軍 27 1973/7/8 NHK 大野靖子

N01-50086 テレビ 国盗り物語 孫市見参 28 1973/7/15 NHK 大野靖子

N01-50087 テレビ 国盗り物語 越前攻め 29 1973/7/22 NHK 大野靖子

N01-50088 テレビ 国盗り物語 幻の姫 30 1973/7/29 NHK 大野靖子

N01-50089 テレビ 国盗り物語 鉄砲守護神 31 1973/8/5 NHK 大野靖子

N01-50090 テレビ 国盗り物語 巨大なる城 32 1973/8/12 NHK 大野靖子

N01-50091 テレビ 国盗り物語 四面楚歌 33 1973/8/19 NHK 大野靖子

N01-50092 テレビ 国盗り物語 叡山焼打ち 34 1973/8/26 NHK 大野靖子

N01-50093 テレビ 国盗り物語 信玄動く 35 1973/9/2 NHK 大野靖子

N01-50094 テレビ 国盗り物語 信長を討て! 36 1973/9/9 NHK 大野靖子

N01-50095 テレビ 国盗り物語 将軍追放 37 1973/9/16 NHK 大野靖子

N01-50096 テレビ 国盗り物語 小谷落城 38 1973/9/23 NHK 大野靖子

N01-50097 テレビ 国盗り物語 長篠合戦 39 1973/9/30 NHK 大野靖子

N01-50098 テレビ 国盗り物語 西から来た男 40 1973/10/7 NHK 大野靖子

N01-50099 テレビ 国盗り物語 尻啖之孫市 41 1973/10/14 NHK 大野靖子

N01-50100 テレビ 国盗り物語 生か死か 42 1973/10/21 NHK 大野靖子
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N01-50101 テレビ 国盗り物語 波紋 43 1973/10/28 NHK 大野靖子

N01-50102 テレビ 国盗り物語 村重謀叛 44 1973/11/4 NHK 大野靖子

N01-50103 テレビ 国盗り物語 伊賀圧殺 45 1973/11/11 NHK 大野靖子

N01-50104 テレビ 国盗り物語 亀裂 46 1973/11/18 NHK 大野靖子

N01-50105 テレビ 国盗り物語 殺意 47 1973/11/25 NHK 大野靖子

N01-50106 テレビ 国盗り物語 光秀無禄 48 1973/12/2 NHK 大野靖子

N01-50107 テレビ 国盗り物語 本能寺前夜 49 1973/12/9 NHK 大野靖子

N01-50108 テレビ 国盗り物語 本能寺の変 50 1973/12/16 NHK 大野靖子

N01-50111 資料 国盗り物語 1～15 (?) NHK 大野靖子

N01-50109 テレビ 国盗り物語 最終回 1973/12/23 NHK 大野靖子

N01-50110 テレビ 国盗り物語 総集編(後編その一) 1973/12/23 NHK 大野靖子

N01-05493 ラジオ 国の東 1961/11/3 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40749 ラジオ 首斬り浅右衛門 2 1956/6/22
ニッポン放

送
宇野信夫

デジタル
化（館
内）

M031 N01-40750 ラジオ 首斬り浅右衛門 3 1956/6/29
ニッポン放

送
宇野信夫

デジタル
化（館
内）

N01-06121 ラジオ 熊と雪とトランペット (?) 文化放送 遠藤啄郎

N01-24273 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 1 [1995/11/29] フジテレビ 宮川一郎

N01-24274 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 1 [1995/11/29] フジテレビ 宮川一郎

N01-24262 テレビ 雲霧仁左衛門 2 [1979]/7/10
関西テレビ

放送
宮川一郎

N01-24275 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 2
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24276 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 2
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24263 テレビ 雲霧仁左衛門 3 [1979]/7/17
関西テレビ

放送
宮川一郎

N01-24277 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 3
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24278 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 3
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24264 テレビ 雲霧仁左衛門 4 [1979]/7/24
関西テレビ

放送
宮川一郎

N01-24279 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 4
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24280 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 4
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24265 テレビ 雲霧仁左衛門 5 [1979]/7/31 KTV 宮川一郎

N01-24281 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 5
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24282 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 5
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24266 テレビ 雲霧仁左衛門 6 [1979]/8/7 KTV 宮川一郎

N01-24283 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 6
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24284 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 6
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24267 テレビ 雲霧仁左衛門 7 [1979]/8/14 KTV 宮川一郎

N01-24285 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 7
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24286 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 7
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24268 テレビ 雲霧仁左衛門 8 [1979]/8/21 KTV 宮川一郎

N01-24287 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 8
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎
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N01-24288 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 8
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24269 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 9 [1979]/8/28 KTV 宮川一郎

N01-24289 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 9
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24290 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 9
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24270 テレビ 雲霧仁左衛門 10 [1979]/9/4 KTV 宮川一郎

N01-24291 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 10
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24292 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 10
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24271 テレビ 雲霧仁左衛門 11 [1979]/9/11 KTV 宮川一郎

N01-24293 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 11
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24294 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 11
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24272 テレビ 雲霧仁左衛門 12 [1979]/9/18 KTV 宮川一郎

N01-24295 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 12
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24296 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 12
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24297 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 13
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24298 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 13
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24299 テレビ 雲霧仁左衛門 準備稿 14
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-24300 テレビ 雲霧仁左衛門 決定稿 14
[1995/11/29～

1996/3/13]
フジテレビ 宮川一郎

N01-02943 テレビ 雲と遊んだ 再訂稿 1953/11/26 日本テレビ 飯沢匡
デジタル
化（館
内）

N01-08460 テレビ 雲とせんべい(仮題) 妻にこの日を 準備稿 1～3 (?) TBS 津田幸夫

N01-15161 テレビ 雲とせんべい（仮題） 準備稿 1～3 (?) TBS 津田幸夫

N01-08461 テレビ 雲とせんべい(仮題) 準備稿 4～5 (?) TBS 津田幸夫

N01-15110 テレビ 雲とせんべい(仮題) 準備稿 4・5 (?) TBS 津田幸夫

N01-15300 テレビ 雲とせんべい（仮題） 準備稿 6～10 (?) TBS 津田幸夫

N01-02061 テレビ 雲に向って起つ 13 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02062 テレビ 雲に向って起つ 14 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02063 テレビ 雲に向って起つ 決定稿 16 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02064 テレビ 雲に向って起つ 決定稿 16 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02065 テレビ 雲に向って起つ 改訂稿 19 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02066 テレビ 雲に向って起つ 準備稿 22 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02067 テレビ 雲に向って起つ 改訂稿 22 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02068 テレビ 雲に向って起つ 25 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02069 テレビ 雲に向って起つ 決定稿 27 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02070 テレビ 雲に向って起つ 決定稿 27 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02071 テレビ 雲に向って起つ 決定稿 29 [1963]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-02641 テレビ 雲の如きもの来たる 1959/9/11 NHK 須藤出穂

N01-13770 テレビ くもりのち晴れ（仮題） 1972/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-16721 テレビ 雲を翔びこせ 決定稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮
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N01-13727 テレビ 雲を翔びこせ 改訂稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-13728 テレビ 雲を翔びこせ 決定稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-13729 テレビ 雲を翔びこせ 決定稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-16669 テレビ 雲を翔びこせ 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-51380 テレビ 雲を翔びこせ 改訂稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-51381 テレビ 雲を翔びこせ 決定稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-51382 テレビ 雲を翔びこせ 決定稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-51383 テレビ 雲を翔びこせ MAV改訂稿 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-16967 テレビ 暗い落日 [1977/1/29] NHK 石堂淑朗

M024 N01-40578 ラジオ くらげに骨あり 1 1956/7/30 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40579 ラジオ くらげに骨あり 2 1956/7/31 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40580 ラジオ くらげに骨あり 3 1956/8/1 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40581 ラジオ くらげに骨あり 4 1956/8/2 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40582 ラジオ くらげに骨あり 5 1956/8/3 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40583 ラジオ くらげに骨あり 6 1956/8/4 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40584 ラジオ くらげに骨あり 7 [1956/8/5] 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40585 ラジオ くらげに骨あり 8 [1956/8/6] 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40586 ラジオ くらげに骨あり 9 1956/8/8 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40587 ラジオ くらげに骨あり 10 1956/8/9 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40588 ラジオ くらげに骨あり 11 1956/8/10 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40589 ラジオ くらげに骨あり 12 1956/8/11 朝日放送 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-06103 テレビ 暮しのサイエンス
品質管理の話/スケート靴の
点検と手入れ/照明と電気傘

(?)/11/20～22 フジテレビ

N01-05197 テレビ くらしの歴史 鉄砲の伝来 1962/9/10
NHK教育テ

レビ
浜田健二

N01-07718 テレビ くらしの歴史 奈良の都 改訂稿 1962/6/11 NHK 浜田健二

N01-11553 テレビ くらしの歴史 祇園祭 カット割り稿 1978/6/20 NHK 有高扶桑

N01-11554 テレビ くらしの歴史 祇園祭 リハーサル用 1978/6/20 NHK 有高扶桑

N01-11771 テレビ くらしの歴史　王朝の絵巻 カット割り稿 1977/5/17 NHK 有高扶桑

N01-11772 テレビ くらしの歴史　王朝の絵巻 リハーサル用 1977/5/17 NHK 有高扶桑

N01-05642 テレビ くらしを明るく 生きている伝統　日本の民家 11 1961/12/11 フジテレビ 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-05636 テレビ くらしを明るく 新春夫婦初語 14 1962/1/1 フジテレビ 野村六助

N01-05634 テレビ くらしを明るく わたしは愛犬家 26 1962/3/26 フジテレビ 野村六助

N01-07499 テレビ くらしを明るく 親の心、子知らず 32 1962/5/7 フジテレビ 野村六助

N01-04821 テレビ グラビアの顔 1961/11/5 毎日放送 キノトール

N01-50112 テレビ 鞍馬天狗 角兵獅子 1 1969/10/10 NHK 大津皓

N01-50113 テレビ 鞍馬天狗 角兵獅子 2 1969/10/24 NHK 大津皓

N01-50114 テレビ 鞍馬天狗 角兵獅子 3 1969/10/31 NHK 大津皓

N01-50115 テレビ 鞍馬天狗 角兵獅子　その四 4 1969/11/7 NHK 大津皓
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N01-50116 テレビ 鞍馬天狗 天狗廻状　その一 5 1969/11/14 NHK 土橋成男

N01-50117 テレビ 鞍馬天狗 天狗廻状　その二 6 1969/11/21 NHK 土橋成男

N01-50118 テレビ 鞍馬天狗 宗十郎頭巾(前・後編) 8・9 1969/12/5、12 NHK 大津皓

N01-50119 テレビ 鞍馬天狗 鞍馬の火祭(前・後編) 10・11 1969/12/19、26 NHK 大野靖子

N01-50120 テレビ 鞍馬天狗 江戸日記　その一 12 1970/1/9 NHK 土橋成男

N01-24412 テレビ 鞍馬天狗 山嶽党奇談 13
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-50121 テレビ 鞍馬天狗 江戸日記　その二 13 1970/1/16 NHK 土橋成男

N01-50122 テレビ 鞍馬天狗 雁のたより　その一 16 1970/2/6 NHK 大野靖子

N01-50123 テレビ 鞍馬天狗 雁のたより　その二 17 1970/2/13 NHK 大野靖子

N01-50124 テレビ 鞍馬天狗 雁のたより　その三 18 1970/2/20 NHK 大野靖子

N01-50125 テレビ 鞍馬天狗 地獄の門　その一 19 1970/2/27 NHK 大津皓

N01-50126 テレビ 鞍馬天狗 地獄の門　その二 20 1970/3/6 NHK 大津皓

N01-50127 テレビ 鞍馬天狗 地獄の門　その三 21 1970/3/13 NHK 大津皓

N01-50128 テレビ 鞍馬天狗 女郎蜘蛛(前・後編) 22・23 1970/3/20、27 NHK 土橋成男

N01-50129 テレビ 鞍馬天狗 山嶽党奇談　その一 24 1970/4/10 NHK 大野靖子

N01-50130 テレビ 鞍馬天狗 山嶽党奇談　その二 25 1970/4/17 NHK 大野靖子

N01-50131 テレビ 鞍馬天狗 山嶽党奇談　その三 26 1970/4/24 NHK 大野靖子

N01-50132 テレビ 鞍馬天狗 夕立の武士　その一 27 1970/5/1 NHK 土橋成男

N01-50133 テレビ 鞍馬天狗 夕立の武士　その二 28 1970/5/8 NHK 土橋成男

N01-50134 テレビ 鞍馬天狗 夕立の武士　その三 29 1970/5/15 NHK 土橋成男

N01-50135 テレビ 鞍馬天狗 青面夜叉(前編) 30 1970/5/22 NHK 大津皓

N01-50136 テレビ 鞍馬天狗 青面夜叉(後編) 31 1970/6/5 NHK 大津皓

N01-50137 テレビ 鞍馬天狗 影の如く(前編) 33 1970/6/19 NHK 大津皓

N01-50138 テレビ 鞍馬天狗 影の如く(後編) 34 1970/6/26 NHK 大野靖子

N01-50139 テレビ 鞍馬天狗 夜の客 35 1970/7/3 NHK 大津皓

N01-50140 テレビ 鞍馬天狗 江戸騒がせ　その一 39 1970/7/31 NHK 杉山義法

N01-50141 テレビ 鞍馬天狗 江戸騒がせ　その二 40 1970/8/7 NHK 杉山義法

N01-50142 テレビ 鞍馬天狗 御用盗異聞(前編) 42 1970/8/21 NHK 土橋成男

N01-24413 テレビ 鞍馬天狗 恐怖の祇園茶屋 43
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-50143 テレビ 鞍馬天狗 御用盗異聞(後編) 43 1970/8/28 NHK 土橋成男

N01-24414 テレビ 鞍馬天狗 月の鞍馬道 44
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 大仏次郎、宮川一郎

N01-50144 テレビ 鞍馬天狗 小鳥を飼う武士(前編) 44 1970/9/4 NHK 大野靖子

N01-50145 テレビ 鞍馬天狗 小鳥を飼う武士(後編) 45 1970/9/11 NHK 大野靖子

N01-24415 テレビ 鞍馬天狗 みごとな女 50
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-24416 テレビ 鞍馬天狗 切腹 55
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-24417 テレビ 鞍馬天狗 暁の対決 56
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-24418 テレビ 鞍馬天狗 激斗油小路 57
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎
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N01-24419 テレビ 鞍馬天狗 愛憎峠 60
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-24420 テレビ 鞍馬天狗 忍者卍影 61
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-24421 テレビ 鞍馬天狗 忍者卍影 61
[1967/2/6～
1968/9/30]

毎日放送 宮川一郎

N01-50146 テレビ 鞍馬天狗 最終回 1970/10/2 NHK 大野靖子

N01-05209 テレビ 鞍馬天狗　角兵衛獅子　その３ 1960/3/10 KRT 生田直親
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40707 ラジオ 鞍馬天狗　第五篇 3～4 (?) ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40708 ラジオ 鞍馬天狗　第五篇 5・6 (?) ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40709 ラジオ 鞍馬天狗　第五篇 7～8 (?) ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40710 ラジオ 鞍馬天狗　第五篇 9～10 (?) ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40711 ラジオ 鞍馬天狗　第五篇 11・12 (?) ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40712 ラジオ 鞍馬天狗　第五篇 13 (?) ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

N01-03216 テレビ 暗闇から来た男 16 1960/3/8
日本教育テ

レビ
窪田篤人

N01-07132 テレビ グランド・ジャズパレード 1962/3/4 フジテレビ 林圭一
デジタル
化（館
内）

N01-21358 テレビ グランド・ショー 106 (?)/10/11 フジテレビ 田村隆

N01-20408 テレビ グランドスペシャル 歌え！サンタクロース（仮題） 決定稿 1967/12/23 河野洋、井上ひさし

N01-04528 テレビ グランドレヴュー　レヴューへの招待 中継用決定稿 (?)/12/1 TBS 高木史朗

N01-04543 テレビ グランドレヴュー　レヴューへの招待 決定稿 (?)/12/1 TBS 高木史朗

N01-12816 テレビ グランプリー劇場 第三章 (?) 日本テレビ 岡本克己
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40436 ラジオ クリストファー・コロンブス 1956/12/12 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-11575 テレビ くるくるくるり 恋の車に火の車 改訂稿 4 1973/12/14 日本テレビ 小川英

N01-15535 テレビ 車椅子の女 1979/9/20 読売テレビ 津田幸夫(津田幸於)、貞長方久

N01-18071 テレビ クルマ社会への提言 欲望の乗りもの・クルマ 3 1971/5/23 テレビ東京 野村六助

N01-23189 ラジオ 車でお先きに 1477～1485 1971/1/18～27
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也

N01-23187 ラジオ 車でお先きに 1540～1546 1971/4/1～8
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也

N01-23188 ラジオ 車でお先きに 1547～1556 1971/4/9～20
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也

N01-23186 ラジオ 車でお先きに 1658～1666 1971/8/17～26
ニッポン放

送
津瀬宏、大倉徹也、三田純一

N01-23179 ラジオ 車でお先きに 1667～1677 1971/8/27、9/8
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也、三田

純一

N01-23180 ラジオ 車でお先きに 1674～1686 1971/9/4～18
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也、三田

純一、水原明人

N01-23181 ラジオ 車でお先きに 1687～1698
1971/9/20～

10/2
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也、三田

純一、水原明人

N01-23182 ラジオ 車でお先きに 1699～1710 1971/10/4～16
ニッポン放

送
津瀬宏、三田純一、水原明人

N01-23183 ラジオ 車でお先きに 1711～1718 1971/10/18～26
ニッポン放

送
津瀬宏、三田純一、水原明人

N01-23185 ラジオ 車でお先きに 1719～1728
1971/10/27～

11/6
ニッポン放

送
津瀬宏、安倍徹郎、大倉徹也、三田

純一

N01-23184 ラジオ 車でお先きに 1729～1734 1971/11/8～13
ニッポン放

送
津瀬宏、大倉徹也、三田純一

N01-23190 ラジオ 車でお先きに 1729～1734 1971/11/8～13
ニッポン放

送
津瀬宏、大倉徹也、三田純一

N01-22944 ラジオ 車でお先きに 1735～1740 1971/11/15～20
ニッポン放

送

津瀬宏（1737、1740）、大倉徹也
（1736）、三田純一（1738）、水原明

人（1739）

N01-23191 ラジオ 車でお先きに 1741～1748 1971/11/22～30
ニッポン放

送
津瀬宏、大倉徹也、三田純一、水原

明人

N01-22945 ラジオ 車でお先きに 1741～1748 1971/11/22～30
ニッポン放

送

津瀬宏（1745、1747）、大倉徹也
（1741、1742、1748）、三田純一
（1743、1746）、水原明人（1744）
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N01-05553 テレビ くるみ割り人形 1958/12/25 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-23671 テレビ クレイジーキャッツ　今年のヒットパレード 第一稿 (?)
河野洋、前川宏司、滝沢ふじお、田

村隆、秋元近史

デジタル
化（館
内）

N01-05191 テレビ クレイジー作戦！ 谷啓の結婚 第2稿 (?) 日本テレビ 伊藤裕弘

N01-23672 テレビ クレイジーたいへん記 センリばあさん初恋騒動の巻 準備稿 (?) NET 塚田茂

N01-23669 テレビ クレージィと遊ぼう (?)/1/2 TBS 塚田茂

N01-23670 テレビ クレージィと遊ぼう (?)/1/2 TBS 塚田茂

N01-09600 テレビ クレージイドクターの回想 1～6 (?)/4/4～9 TBS 佐々木守

N01-19904 テレビ クレージーのリズム哲学 (?)/[4/15] フジテレビ 塚田茂

M054 N01-41216 ラジオ クレオパトルとアジアヤ 1953/6/28 島海彦

N01-09508 テレビ くれない心中 18～20 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09509 テレビ くれない心中 21～24 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09510 テレビ くれない心中 25 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09511 テレビ くれない心中 26～30 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09512 テレビ くれない心中 31～35 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09513 テレビ くれない心中 36～40 (?) 東海テレビ 佐々木守

M031 N01-40748 ラジオ 黒痣姫と炭焼 1956/7/20
ニッポン放

送
宇野信夫

デジタル
化（館
内）

N01-05540 テレビ 黒いオルフェ 打合せ、振付稿 1959/12/10 NHK 保富康午

N01-06766 テレビ 黒いオルフェ 1959/12/10 NHK 保富康午

N01-07436 テレビ 黒いオルフェ 1959/12/10 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-24403 テレビ 黒いカーテン 1979/9/6 読売テレビ 宮川一郎

N01-05481 ラジオ 黒い樹海 1961/5/1 NHK 横光晃
デジタル
化（館
内）

M026 N01-40618 テレビ 黒い真珠 第四稿 1958/11/5 日本テレビ 岡田教和

N01-01120 テレビ 黒い断層 紐　その1 1960/7/4
ラジオ東京

テレビ
白坂依志夫

N01-00961 テレビ 黒い断層 紐　その2 決定稿 1960/7/11 KRT 白坂依志夫

N01-01121 テレビ 黒い断層 紐　その3 1960/7/18
ラジオ東京

テレビ
白坂依志夫

N01-00962 テレビ 黒い断層 失敗(前・後編) 6 1960/10/3、10 KRT 堀江史朗

N01-00946 テレビ 黒い断層 危険な斜面(前編) 訂正稿 1961/2/20 朝日放送 池田一朗

N01-00940 テレビ 黒い断層 危険な斜面(中編) 訂正稿 1961/2/27 朝日放送 池田一朗

N01-00952 テレビ 黒い断層 危険な斜面(中編) 訂正稿 1961/2/27 朝日放送 池田一朗

N01-01010 資料 黒い断層 危険な斜面(中・後編) [1961]/2/27 JOKR-TV
デジタル
化（館
内）

N01-00951 テレビ 黒い断層 声(後編) 第一稿 1961/3/20 朝日放送 長谷川公之

N01-00943 テレビ 黒い断層 草(前編) 改訂稿 1961/3/27 朝日放送 寺田信義

N01-08482 テレビ 黒い断層 前編 スタッフ決定稿 1961/3/27 朝日放送 寺田信義

N01-00942 テレビ 黒い断層 草(後編) 改訂稿 1961/4/10 朝日放送 寺田信義

N01-00949 テレビ 黒い断層 草(後編) スタッフ決定稿 1961/4/10 朝日放送 寺田信義

N01-00953 テレビ 黒い断層 草(後編) 第一稿 1961/4/10 朝日放送 寺田信義

N01-00948 テレビ 黒い断層 火の記憶 決定稿 1961/5/1 朝日放送 植草圭之助
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N01-00944 テレビ 黒い断層 反射(前編) 改訂稿 1961/5/8 朝日放送 堀江史朗

N01-00947 テレビ 黒い断層 反射(後編) 改訂稿 1961/5/15 朝日放送 堀江史朗

N01-00945 テレビ 黒い断層 白い闇(前編) 決定稿 1961/6/5 朝日放送 井手俊郎

N01-00950 テレビ 黒い断層 白い闇(後編) スタッフ決定稿 1961/6/12 朝日放送 井手俊郎

M029 N01-40686 ラジオ 黒い天使 ミュージカル・ファンタジー 1958/7/19
ニッポン放

送
松山善三

デジタル
化（館
内）

N01-51129 ラジオ 黒い馬車 (?) 香西久

N01-08501 ラジオ 黒い雞 1962/6/22 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08529 テレビ 黒い炎 1960/9/16 NHK 黒岩重吉

N01-03422 テレビ 黒帯探偵 野球魔王(前編) 第一稿 1 1958/8/30 KRT 窪田篤人

M034 N01-40780 テレビ 黒帯探偵 野球魔王(後編) 改訂稿 2 1958/9/6 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

M035 N01-40806 テレビ 黒帯探偵
第9話二日おくれのクリスマス

(後編)
18 1958/12/27 KRT 窪田篤人

デジタル
化（館
内）

M035 N01-40807 テレビ 黒帯無情 1956/7/19 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-15092 資料 黒門町伝七(仮題) (?) 日本テレビ

N01-15093 資料 黒門町伝七(仮題) (?) 日本テレビ

N01-10140 テレビ 黒柳徹子のたのし懐かしおしゃべり歌謡曲
恋懺悔なつめろ草紙、おんな

船頭唄
1～3 (?)/10/28～30 TBS 佐々木守

デジタル
化（館
内）

N01-10141 テレビ 黒柳徹子のたのし懐かしおしゃべり歌謡曲
恋懺悔なつめろ草紙、哀愁出

船
4～5 (?)/10/31、11/1 TBS 佐々木守

N01-51188 ラジオ
黒柳徹子のたのし懐かしおしゃべり歌謡曲

―恋懺悔なつめろ草子―
おんな船頭唄/お別れ公衆電

話/チャンチキおけさ
(?)/10/28～30 TBS 佐々木守

N01-51189 ラジオ
黒柳徹子のたのし懐かしおしゃべり歌謡曲

―恋懺悔なつめろ草子―
哀愁出船/なみだ船 (?)/10/31、11/1 TBS 佐々木守

M032 N01-40752 ラジオ 桑の実 1～6 1954/8/2～7 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00091 ラジオ 薫習院 (?) NHK 内村直也

N01-00092 ラジオ 薫習院 (?) NHK 内村直也

N01-00093 ラジオ 薫習院 (?) NHK 内村直也

M020 N01-40497 ラジオ 勲章物語 1956/9/28 NHK 八住利雄
デジタル
化（館
内）
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平022 N01-45162 ラジオ 慶安太平記 堀端の場 1952/6/13 ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

N01-00116 資料 慶応義塾百年の歩み　日本の黎明 (?)
ニッポン放

送

M008 N01-40214 ラジオ 慶応義塾百年の歩み　日本の黎明 1 1958/9/6
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M008 N01-40215 ラジオ 慶応義塾百年の歩み　日本の黎明 1 1958/9/6
ニッポン放

送
内村直也

N01-22949 ラジオ 軽音楽パレード 77～81
(?)/7/30～8/1、

3、4
文化放送 水原明人

N01-22956 ラジオ 軽音楽パレード 82～87
(?)/8/5～8、10、

11
文化放送 水原明人

N01-06914 ラジオ
軽音楽ホール　風邪をひいたチャールスト

ン
1960/4/16 NHK 永六輔、前田憲男

N01-06549 ラジオ 軽音楽ホール　世界のクリスマス 第一稿 1960/12/24 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07702 ラジオ 軽音楽ホール　火の島の物語 1960/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-07703 ラジオ 軽音楽ホール　火の島の物語 1960/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-21792 ラジオ
軽音楽ホール　僕の青春…なつかしの歌

声
1975/4/12 NHK 保富康午

N01-19851 テレビ 軽音楽ホール　魅惑の歌声・揺れる炎に 1975/2/8 NHK 野口いさを

N01-06917 ラジオ 軽音楽ホール　夢見る今宵 1960/4/30 NHK 保富康午

N01-20693 テレビ 芸くらべ歌手劇大公演 第二部第一稿 (?) TBS 保富康午

N01-20716 テレビ 芸くらべ歌手劇大公演 第二部準備稿 (?)/6/3 TBS 保富康午

N01-19635 テレビ 経済大国日本のゆくえ 日米経済関係―繊維以後 1 1971/3/29 テレビ朝日 野村六助

N01-26452 テレビ 経済大国日本のゆくえ
東南アジア援助－特恵供与の

周辺－
1971/3/30 NET 野村六助

N01-19634 テレビ 経済大国日本のゆくえ
外資攻勢―どう変えるか企業

体質
3 1971/3/31 テレビ朝日 野村六助

N01-26451 テレビ 経済大国日本のゆくえ 資源－確保と開発― 4 1971/4/1 NET 野村六助

N01-19633 テレビ 経済大国日本のゆくえ
繁栄への道―その條件は何

か
最終回 1971/4/2 テレビ朝日 野村六助

N01-02072 テレビ 警察物語 死角 決定稿 6 [1963]/3/3 NET 津田幸夫

N01-08456 テレビ 警察物語 死角 準備稿 6 1963/2/24 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-08457 テレビ 警察物語 死角 決定稿 6 1963/3/3 NET 津田幸夫

N01-13425 テレビ 刑事・湿原に消えた女（仮題） 決定稿 [1978/10/28] テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-09824 テレビ 刑事くん ぼくたちの春　第3シリーズ 1 1973/4/16 TBS 佐々木守

N01-10016 テレビ 刑事くん あの街この街 1 (?) TBS 佐々木守

N01-09619 テレビ 刑事くん 訳もなく叛きたい 準備稿 2 (?) TBS 佐々木守

N01-09825 テレビ 刑事くん
君の涙は見たくない　第3シ

リーズ
2 1973/4/23 TBS 佐々木守

N01-10020 テレビ 刑事くん 初恋・戦場ヶ原 3 (?) TBS 佐々木守

N01-10021 テレビ 刑事くん 東京の青い砂漠 4 (?) TBS 佐々木守

N01-10017 テレビ 刑事くん 午前六時はふるさと列車 5 (?) TBS 佐々木守

N01-09823 テレビ 刑事くん 冬の旅・青春の旅 19 (?) TBS 佐々木守

N01-09618 テレビ 刑事くん たびだちの歌 準備稿 最終回 (?) TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-10018 テレビ 刑事くん 人間たちの祭り 最終回 (?) TBS 佐々木守

N01-09826 テレビ 刑事くん 秋のあしあと　第1シリーズ (?) TBS 佐々木守

N01-09213 テレビ 刑事犬カール(仮題) 細い赤い絆 1 (?) TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09649 テレビ 刑事犬カール（仮題） 細い赤い絆 1 (?) TBS 佐々木守
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N01-09822 テレビ 刑事犬カール（仮題） 細い赤い絆 1 [1977/9/12] TBS 佐々木守

N01-09214 テレビ 刑事犬カール 銀座の脅迫者(仮題) 2 (?) TBS 佐々木守

N01-09650 テレビ 刑事犬カール 銀座の脅迫者（仮題） 2 (?) TBS 佐々木守

N01-09648 テレビ 刑事犬カール わだちの軌跡（仮題） 10 (?) TBS 佐々木守

N01-11544 テレビ 刑事犬カール
スーパーカー少年の冒険(仮

題)
12 (?) TBS 千野皓司

N01-09666 テレビ 刑事犬カール 北国の追跡(仮題） 29 (?) 東京放送 佐々木守

N01-09821 テレビ 刑事犬カールⅡ 地下鉄を走る刑事犬 11 1981/6/17 TBS 佐々木守

N01-10915 テレビ 刑事コロンダ―美少女誘拐事件― 1975/1/1 フジテレビ 河村シゲル

M038 N01-40873 テレビ 刑事物語 にせのモンタージュ(後編) (?) TBS 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40872 テレビ 刑事物語 疑惑の男(前編) 1960/12/22 TBS 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08359 テレビ 刑事物語 疑惑の男(後編) 準備稿 1960/12/29 TBS 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08358 テレビ 刑事物語 バックストリート(後編) 1961/2/23 TBS 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-10896 テレビ 刑事物語　星空に撃て！
花の高校生・暴走のバラード

（仮題）
準備稿 (?) 鳥海尽三、久保田圭司

N01-10897 テレビ 刑事物語　星空に撃て！ 花の高校生・受験地獄 21 1977/2/28 フジテレビ 鳥海尽三、久保田圭司

N01-11080 テレビ 芸者小春 浅草鳥越あずま床 1 (?) フジテレビ 岡本喜八
デジタル
化（館
内）

N01-00098 テレビ 慶祝天皇誕生日 1959/4/29 日本テレビ

M005 N01-40089 ラジオ 芸術家死す 1955/6/16 NHK 内村直也

M015 N01-40360 ラジオ 芸術家死す 1955/6/16 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06941 テレビ 芸術家の生涯 スチーブン・フォスター 第一稿 1962/3/22 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22789 テレビ 芸術鑑賞 現代の美術 版画 1965/1/12 NHK 小川乃倫子

N01-22790 テレビ 芸術鑑賞 新しい造形の世界 1965/2/2 NHK 小川乃倫子

N01-22802 テレビ 芸術鑑賞
日本美術の伝統② 庶民の美

術
1966/2/3 NHK

N01-22794 テレビ 芸術鑑賞 モダンダンスを創る 第一稿 1965/3/2 NHK 関谷幸雄

N01-22792 テレビ 芸術鑑賞
日本の伝統芸術　能　―葵上

―
1965/4/8 NHK 小川乃倫子

N01-22793 テレビ 芸術鑑賞
日本の伝統芸術　狂言　―二

人大名―
1965/4/15 NHK 小川乃倫子

M020 N01-40498 ラジオ 芸術祭参加放送劇　雪っこ 1956/11/16 NHK 水木洋子
デジタル
化（館
内）

N01-04822 テレビ 刑場 1961/11/5
中部日本放

送
並河亮

N01-01173 ラジオ 傾城反魂香 1956/7/19 NHK

N01-18173 テレビ 圭三バラエティ 歌うスタジオ 96 1971/2/28 テレビ東京 北英祥、河野洋、岩井晃

N01-18174 テレビ 圭三バラエティ 歌うスタジオ 決定稿 1971/6/6 テレビ東京 河野洋、かとうまなぶ

N01-03150 ラジオ 芸能お国めぐり 馬市のあと 1960/11/27 NHK-R1 佐藤竜太

N01-03151 ラジオ 芸能お国めぐり 炊の歌 1961/9/15 NHK-R1 佐藤竜太

N01-06214 テレビ 芸能界うらおもて (?) 若松静夫、保富康午

N01-20694 テレビ 芸能チャンピオン大会 準備稿 (?)/9/30 TBS

N01-02886 ラジオ 芸能ハイライト 国際放送 1962/12/29、31 NHK 関光夫

平生原
稿003

N01-45265 ラジオ 競馬 1950/3/14 BK放送 田中千禾夫
デジタル
化（館
内）

N01-18466 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 世界の競馬 1 1972/5/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104218
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104218
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104218
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104218
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N01-18467 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 日本の競馬とその歴史 決定稿 2 1972/5/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18468 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 競馬はギャンブルか！ 決定稿 3 1972/5/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18469 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 競馬はレジャーか 決定稿 4 1972/5/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18470 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 競馬はスポーツか 収録準備稿 5 1972/6/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18471 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 競馬公害論 収録準備稿 6 1972/6/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18472 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬
ファンにとって場外馬券とはな

にか
7 1972/6/18

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18473 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬
ファンにとって競馬場とはなに

か
8 1972/6/22

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18474 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 きょうは日本ダービー 10 1972/7/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18475 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 公正なレースの為に 12 1972/7/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18476 テレビ 競馬を考える―レジャー社会の中の競馬 競馬の楽しみ方 13(終) 1972/7/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-24202 テレビ 契約結婚 (?)/1/14 神吉拓郎
デジタル
化（館
内）

N01-09504 テレビ 敬礼！さわやかさん 私 警視総監になるの(仮題) 決定稿 1 (?) NET 佐々木守

N01-09661 テレビ 敬礼！さわやかさん 私、警視総監になるの（仮題） 決定稿 1 [1975]/(?)/(?) NET 佐々木守

N01-09505 テレビ 敬礼！さわやかさん 千羽鶴は夕焼けに舞う(仮題) 決定稿 2 (?) NET 佐々木守

N01-09662 テレビ 敬礼！さわやかさん 千羽鶴は夕焼けに舞う（仮題） 決定稿 2 [1975]/(?)/(?) NET 佐々木守

N01-12073 テレビ ケーキ屋ケンちゃん ケーキとカレーライス 3 1972/3/23 TBS 光畑碩郎

N01-12074 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 夢いっぱいの二人 6 1972/4/13 TBS 光畑碩郎

N01-12075 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 帰って来たジャンボ君 13 1972/6/1 TBS 光畑碩郎

N01-12076 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 戦争を知らない子供たち 14 1972/6/8 TBS 光畑碩郎

N01-12077 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 天使のスカーフ 18 1972/7/6 TBS 光畑碩郎

N01-12078 テレビ ケーキ屋ケンちゃん おかしな・おかしな手紙 20 1972/7/20 TBS 光畑碩郎

N01-12079 テレビ ケーキ屋ケンちゃん チビッ子騎士道 23 1972/8/10 TBS 光畑碩郎

N01-12080 テレビ ケーキ屋ケンちゃん おばあちゃんのダイビング 26 1972/8/31 TBS 光畑碩郎

N01-12081 テレビ ケーキ屋ケンちゃん Ｄ51とおみこし 28・29 1972/9/14、21 TBS 光畑碩郎

N01-12082 テレビ ケーキ屋ケンちゃん マコちゃんがやって来た! 30 1972/9/28 TBS 光畑碩郎

N01-12083 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 帰って来た青空楽団 33 1972/10/19 TBS 光畑碩郎

N01-12084 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 人形部隊の大攻撃 35 1972/11/2 TBS 光畑碩郎

N01-12085 テレビ ケーキ屋ケンちゃん おばあちゃんのトンチ教室 36 1972/11/9 TBS 光畑碩郎

N01-12086 テレビ ケーキ屋ケンちゃん これがサッカーだ! 39(40) 1972/11/30 TBS 光畑碩郎

N01-12087 テレビ ケーキ屋ケンちゃん ケンちゃんの餅つき 43 1972/12/28 TBS 光畑碩郎

N01-12088 テレビ ケーキ屋ケンちゃん 那須であった女の子 51 1973/2/22 TBS 光畑碩郎

N01-12089 テレビ ケーキ屋ケンちゃん お父さん、バンザイ! 52 1973/3/1 TBS 光畑碩郎

N01-12213 ラジオ ケーシー高峰の草枕 1～10 (?)/4/12～16
ニッポン放

送
水原明人

N01-12212 ラジオ ケーシー高峰の草枕 6～10 (?)/4/19～23
ニッポン放

送
水原明人

N01-10789 ラジオ ゲーム 1974/6/21 NHK-FM 佐久間崇

N01-08371 ラジオ 劇団協会深夜劇場 明美の場合 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-23698 テレビ 激突！日本ふるさと大賞 決定稿 1975/9/16 フジテレビ
塚田茂、吉仲賢三、玉井冽、高田文

夫、向瀬俊春
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N01-04356 ラジオ 袈裟の死 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-05295 テレビ 今朝の春 10 [1964]/3/27 毎日放送 鴇田忠元

N01-05296 テレビ 今朝の春 11 [1964]/3/30 毎日放送 鴇田忠元

N01-05297 テレビ 今朝の春 12 [1964]/3/31 毎日放送 鴇田忠元

N01-05298 テレビ 今朝の春 13 [1964]/4/1 毎日放送 鴇田忠元

N01-05299 テレビ 今朝の春 14 [1964]/4/2 毎日放送 鴇田忠元

N01-05300 テレビ 今朝の春 15 [1964]/4/3 毎日放送 鴇田忠元

N01-05301 テレビ 今朝の春 改訂稿 16 1964/4/6 毎日放送 鴇田忠元

N01-05302 テレビ 今朝の春 17 1964/4/8 毎日放送 鴇田忠元

N01-05303 テレビ 今朝の春 18 1964/4/9 毎日放送 鴇田忠元

N01-05304 テレビ 今朝の春 19 1964/4/10 毎日放送 鴇田忠元

N01-05305 テレビ 今朝の春 20 [1964]/4/10 毎日放送 鴇田忠元

N01-05306 テレビ 今朝の春 21 1964/4/13 毎日放送 鴇田忠元

N01-05307 テレビ 今朝の春 22 1964/4/14 毎日放送 鴇田忠元

N01-05308 テレビ 今朝の春 23 1964/4/15 毎日放送 鴇田忠元

N01-05309 テレビ 今朝の春 24 1964/4/16 毎日放送 鴇田忠元

N01-05310 テレビ 今朝の春 25 1964/4/17 毎日放送 鴇田忠元

N01-05311 テレビ 今朝の春 26 1964/4/20 毎日放送 鴇田忠元

N01-05312 テレビ 今朝の春 27 1964/4/21 毎日放送 鴇田忠元

N01-05313 テレビ 今朝の春 28 1964/4/22 毎日放送 鴇田忠元

N01-05314 テレビ 今朝の春 29 1964/4/23 毎日放送 鴇田忠元

N01-05315 テレビ 今朝の春 30 1964/4/24 毎日放送 鴇田忠元

N01-05316 テレビ 今朝の春 31 1964/4/27 毎日放送 鴇田忠元

N01-05317 テレビ 今朝の春 32 1964/4/28 毎日放送 鴇田忠元

N01-05318 テレビ 今朝の春 33 1964/4/29 毎日放送 鴇田忠元

N01-05319 テレビ 今朝の春 34 1964/4/30 毎日放送 鴇田忠元

N01-05320 テレビ 今朝の春 35 [1964]/5/1 毎日放送 鴇田忠元

N01-05321 テレビ 今朝の春 36 [1964]/5/4 毎日放送 鴇田忠元

N01-05322 テレビ 今朝の春 37 1964/5/5 毎日放送 鴇田忠元

N01-05323 テレビ 今朝の春 38 1964/5/6 毎日放送 鴇田忠元

N01-05324 テレビ 今朝の春 39 1964/5/7 毎日放送 鴇田忠元

N01-05325 テレビ 今朝の春 40 1964/5/8 毎日放送 鴇田忠元

N01-05326 テレビ 今朝の春 41 1964/5/11 毎日放送 鴇田忠元

N01-05327 テレビ 今朝の春 42 1964/5/12 毎日放送 鴇田忠元

N01-05328 テレビ 今朝の春 43 1964/5/13 毎日放送 鴇田忠元

N01-05329 テレビ 今朝の春 44 1964/5/14 毎日放送 鴇田忠元

N01-05330 テレビ 今朝の春 45 1964/5/15 毎日放送 鴇田忠元
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N01-05331 テレビ 今朝の春 46 1964/5/18 毎日放送 鴇田忠元

N01-05332 テレビ 今朝の春 47 1964/5/19 毎日放送 鴇田忠元

N01-05333 テレビ 今朝の春 48 1964/5/20 毎日放送 鴇田忠元

N01-05334 テレビ 今朝の春 49 1964/5/21 毎日放送 鴇田忠元

N01-05335 テレビ 今朝の春 50 1964/5/22 毎日放送 鴇田忠元

N01-05336 テレビ 今朝の春 51 1964/5/25 毎日放送 鴇田忠元

N01-05337 テレビ 今朝の春 52 1964/5/26 毎日放送 鴇田忠元

N01-05338 テレビ 今朝の春 53 1964/5/27 毎日放送 鴇田忠元

N01-05339 テレビ 今朝の春 54 1964/5/28 毎日放送 鴇田忠元

N01-05340 テレビ 今朝の春 55 1964/5/29 毎日放送 鴇田忠元

N01-05341 テレビ 今朝の春 56 1964/6/1 毎日放送 鴇田忠元

N01-05342 テレビ 今朝の春 57 1964/6/2 毎日放送 鴇田忠元

N01-05343 テレビ 今朝の春 58 1964/6/3 毎日放送 鴇田忠元

N01-05344 テレビ 今朝の春 59 1964/6/4 毎日放送 鴇田忠元

N01-05345 テレビ 今朝の春 60 1964/6/5 毎日放送 鴇田忠元

N01-05346 テレビ 今朝の春 61 1964/6/8 毎日放送 鴇田忠元

N01-05347 テレビ 今朝の春 62 1964/6/9 毎日放送 鴇田忠元

N01-05348 テレビ 今朝の春 63 1964/6/10 毎日放送 鴇田忠元

N01-05349 テレビ 今朝の春 64 1964/6/11 毎日放送 鴇田忠元

N01-05350 テレビ 今朝の春 65 1964/6/12 毎日放送 鴇田忠元

N01-05351 テレビ 今朝の春 66 1964/6/15 毎日放送 鴇田忠元

N01-05352 テレビ 今朝の春 67 1964/6/16 毎日放送 鴇田忠元

N01-05353 テレビ 今朝の春 68 1964/6/17 毎日放送 鴇田忠元

N01-05354 テレビ 今朝の春 69 1964/6/18 毎日放送 鴇田忠元

N01-05355 テレビ 今朝の春 70 1964/6/19 毎日放送 鴇田忠元

N01-05356 テレビ 今朝の春 71 1964/6/22 毎日放送 鴇田忠元

N01-05357 テレビ 今朝の春 72 1964/6/23 毎日放送 鴇田忠元

N01-05358 テレビ 今朝の春 73 1964/6/24 毎日放送 鴇田忠元

N01-05359 テレビ 今朝の春 74 1964/6/25 毎日放送 鴇田忠元

N01-05360 テレビ 今朝の春 75 1964/6/26 毎日放送 鴇田忠元

N01-05361 テレビ 今朝の春 76 1964/6/29 毎日放送 鴇田忠元

N01-05362 テレビ 今朝の春 77 1964/6/30 毎日放送 鴇田忠元

N01-05363 テレビ 今朝の春 78 1964/7/1 毎日放送 鴇田忠元

N01-05364 テレビ 今朝の春 79 1964/7/2 毎日放送 鴇田忠元

N01-05365 テレビ 今朝の春 [80](終) 1964/7/3 毎日放送 鴇田忠元

N01-24663 テレビ 化粧部屋のふたり (?) NHK 井沢満

N01-09141 テレビ 月火水木金金金 決定稿 1 [1969]/4/17 佐々木守、田村孟
デジタル
化（館
内）
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N01-09142 テレビ 月火水木金金金 決定稿 2 [1969]/4/24 佐々木守、田村孟

N01-09143 テレビ 月火水木金金金 命短かし　4対1 決定稿 3 [1969]/5/1 佐々木守、田村孟

N01-09144 テレビ 月火水木金金金 いじめられたワ　4対1 決定稿 4 [1969]/5/8 佐々木守、田村孟

N01-09145 テレビ 月火水木金金金 凶器準備だ　4対1 決定稿 5 [1969]/5/15 佐々木守、田村孟

N01-09146 テレビ 月火水木金金金 決定稿 6 [1969]/5/22 佐々木守、田村孟

N01-09147 テレビ 月火水木金金金 決定稿 7 [1969]/5/29 佐々木守、田村孟

N01-09148 テレビ 月火水木金金金 流す涙も　4対1 決定稿 8 [1969]/6/5 佐々木守、田村孟

N01-09149 テレビ 月火水木金金金 濡れて別れて　4対1 決定稿 9 [1969]/6/12 佐々木守、田村孟

N01-09150 テレビ 月火水木金金金 夏は悪魔だ　4対1 10 (?) 佐々木守、田村孟

N01-09943 テレビ 月火水木金金金 夏は悪魔だ　4対1 決定稿 10 (?)/6/19 朝日放送 佐々木守、田村孟

N01-09944 テレビ 月火水木金金金 決定稿 12 (?)/7/13 朝日放送 佐々木守、田村孟

N01-09151 テレビ 月火水木金金金 若者は死ぬ　4対1 決定稿 最終回 [1969]/7/10 佐々木守、田村孟

M033 N01-40772 テレビ [月光仮面]
生きていた怪獣、予言的中、

狙われた総裁、海の決戦
1～4

1958/10/19、
26、11/2、9

KRテレビ
（TBS)

川内康範

M033 N01-40773 テレビ [月光仮面] 5～8 (?)
デジタル
化（館
内）

M033 N01-40778 テレビ [月光仮面] 10～14(終) (?) TBS
デジタル
化（館
内）

N01-04810 ラジオ 月光飛翔 (?)/10/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-50339 テレビ 結婚 恋うる 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-00043 テレビ 結婚式十分前 改訂稿 252 1961/10/1 TBS 光畑碩郎

N01-24609 テレビ 結婚しません 紫におう カット割り稿 [1967]/(?)/(?) CX 井手俊郎

N01-24610 テレビ 結婚しません 菜の花峠(仮題) [1967]/(?)/(?) CX 早坂暁

N01-07758 テレビ 結婚前夜シリーズ Yesterday once more 第一稿 4 1976/1/30 TBS 石森史郎

N01-07759 テレビ 結婚前夜シリーズ 見知らぬ恋人たち MAV稿 4 1976/1/30 TBS 石森史郎

N01-07760 テレビ 結婚前夜シリーズ 見知らぬ恋人たち 決定稿 4 1976/1/30 TBS 石森史郎

N01-11900 テレビ 結婚前夜シリーズ 別れ話 決定稿 8 1976/2/27 TBS 北村篤子

N01-11901 テレビ 結婚前夜シリーズ 別れ話 第一稿 11 1976/2/27 TBS 北村篤子

N01-16718 テレビ 結婚について 祝婚 3 1965/(?)/(?) TBS 矢代静一
デジタル
化（館
内）

M035 N01-40799 ラジオ 結婚の戒め 1955/11/10 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-01025 ラジオ 結婚の申込 (?) ラジオ京都 伊賀山昌二

N01-10462 テレビ けったいな人々 1 1973/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10463 テレビ けったいな人々 2 1973/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10464 テレビ けったいな人々 3 1973/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10465 テレビ けったいな人々 4 1973/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10466 テレビ けったいな人々 5 1973/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10467 テレビ けったいな人々 6 1973/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10468 テレビ けったいな人々 7 1973/5/14 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10469 テレビ けったいな人々 8 1973/5/21 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10470 テレビ けったいな人々 9 1973/5/28 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）
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N01-10471 テレビ けったいな人々 10 1973/6/4 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10472 テレビ けったいな人々 11 1973/6/11 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10394 テレビ けったいな人々 12 1973/6/18 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10395 テレビ けったいな人々 12 1973/6/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10473 テレビ けったいな人々 12 1973/6/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10474 テレビ けったいな人々 13 1973/6/25 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10447 テレビ けったいな人々 14 1973/7/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10475 テレビ けったいな人々 14 1973/7/9 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10476 テレビ けったいな人々 15 1973/7/16 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10477 テレビ けったいな人々 16 1973/7/23 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10478 テレビ けったいな人々 17 1973/7/30 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10396 テレビ けったいな人々 18 1973/8/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10398 テレビ けったいな人々 18 1973/8/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10479 テレビ けったいな人々 18 1973/8/6 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10480 テレビ けったいな人々 19 1973/8/13 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10481 テレビ けったいな人々 20 1973/8/20 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10482 テレビ けったいな人々 21 1972/8/27 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10483 テレビ けったいな人々 22 1973/9/3 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10484 テレビ けったいな人々 23 1973/9/10 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10485 テレビ けったいな人々 24 1973/9/17 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10486 テレビ けったいな人々 25 1973/9/24 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10487 テレビ けったいな人々 26 1973/10/1 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10488 テレビ けったいな人々 27 1973/10/8 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10445 テレビ けったいな人々 28 1973/10/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10446 テレビ けったいな人々 28 1973/10/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10489 テレビ けったいな人々 28 1973/10/15 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10490 テレビ けったいな人々 29 1973/10/22 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10491 テレビ けったいな人々 30 1973/10/29 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10492 テレビ けったいな人々 31 1973/11/5 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10493 テレビ けったいな人々 32 1973/11/12 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10494 テレビ けったいな人々 33 1973/11/19 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10495 テレビ けったいな人々 34 1973/11/26 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10496 テレビ けったいな人々 35 1973/12/3 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10497 テレビ けったいな人々 36 1973/12/10 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10498 テレビ けったいな人々 37 1973/12/17 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10499 テレビ けったいな人々 38 1973/12/24 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10500 テレビ けったいな人々 39 1974/1/7 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）
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N01-10501 テレビ けったいな人々 40 1974/1/14 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10502 テレビ けったいな人々 41 1974/1/21 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10503 テレビ けったいな人々 42 1974/1/28 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10504 テレビ けったいな人々 43 1974/2/4 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10505 テレビ けったいな人々 44 1974/2/11 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10506 テレビ けったいな人々 45 1974/2/18 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10397 テレビ けったいな人々 46 1974/2/25 NHK大阪 茂木草介

N01-10507 テレビ けったいな人々 46 1974/2/25 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10508 テレビ けったいな人々 47 1974/3/4 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10450 テレビ けったいな人々 48 1974/3/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10509 テレビ けったいな人々 48 1974/3/11 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10510 テレビ けったいな人々 49 1974/3/18 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10511 テレビ けったいな人々 最終回 1974/3/25 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

平031 N01-45223 資料 けったいな人びと (?)
デジタル
化（館
内）

N01-20492 テレビ 決定！ 日本歌謡大賞入賞者 改訂稿 1973/11/8 日本テレビ 保富康午

N01-20496 テレビ 決定!! 第10回日本歌謡大賞入賞者 決定稿 10 1979/11/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-20508 テレビ
決定！！’74音楽大賞年間グランプリ～

FNS歌謡祭～
決定稿 1974/12/19 フジテレビ 保富康午

N01-20721 テレビ 決定!!「日本歌謡大賞」入賞者 決定稿 1975/11/3 テレビ東京 保富康午

N01-20956 テレビ 決定!!「日本歌謡大賞」入賞者 決定稿 1974/11/5 テレビ朝日 保富康午

N01-19937 テレビ 決定!!第11回日本歌謡大賞入賞者 決定稿 11 1980/11/4 フジテレビ 保富康午

N01-21813 テレビ 決定!!日本歌謡大賞入賞者 準備稿 1974/11/5 NET 保富康午

N01-19953 テレビ
決定！’74音楽大賞上期賞～FNS歌謡祭・

最優秀賞発表～
1974/7/18 フジテレビ 保富康午

N01-20944 テレビ
決定！’74音楽大賞上期賞～FNS歌謡祭・

最優秀賞発表～
1974/7/18 フジテレビ 保富康午

N01-20967 テレビ
決定！’74音楽大賞上期賞～FNS歌謡祭・

最優秀賞発表～
1974/7/18 フジテレビ 保富康午

N01-22104 テレビ
決定！’74音楽大賞年間グランプリ～FNS

歌謡祭～
準備稿 1974/12/19 フジテレビ 保富康午

N01-21004 テレビ 決定！’75音楽大賞　上期賞 1975/7/17 フジテレビ 保富康午

N01-19976 テレビ 決定!FNS歌謡祭’76最優秀グランプリ 決定稿 1976/12/21 フジテレビ 保富康午

N01-20005 テレビ 決定！日本歌謡大賞入賞者 準備稿 1973/11/8 NTV 保富康午

N01-20499 テレビ 決定！日本歌謡大賞入賞者 1973/11/8 日本テレビ 保富康午

N01-21355 テレビ 決定！日本歌謡大賞入賞者 1973/11/8 日本テレビ 保富康午

N01-20910 テレビ 決定全日本カラオケ大賞 1980/11/16 テレビ東京 大倉徹也

N01-20938 テレビ 決定第4回全日本カラオケ大賞 決定稿 4 (?)/[5/23] テレビ東京 保富康午

N01-20478 テレビ 決定版　森進一のすべて！！ 決定稿 1975/5/9 フジテレビ 鈴木悦夫

N01-05549 テレビ 決闘 第一稿 1959/2/27 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-23654 テレビ 月曜かわら版 1963/12/11 NHK 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-02043 テレビ 月曜日の男 スキャンダル 決定稿 1962/11/5 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-02044 テレビ 月曜日の男 スキャンダル 決定稿 1962/11/5 TBS 津田幸夫
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N01-02045 テレビ 月曜日の男 真紅のバラ 準備稿 1962/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-02046 テレビ 月曜日の男 かげろう 改訂稿 1963/4/1 TBS 津田幸夫

N01-02048 テレビ 月曜日の男 失踪 第一稿 1963/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-02047 テレビ 月曜日の男 失踪計画完了 準備稿 1963/4/22 TBS 津田幸夫

N01-02049 テレビ 月曜日の男 失踪計画完了 改訂稿 1963/4/22 TBS 津田幸夫

N01-02050 テレビ 月曜日の男 失踪計画完了 改訂稿 1963/4/22 TBS 津田幸夫

N01-02051 テレビ 月曜日の男 失踪計画完了 決定稿 1963/4/22 TBS 津田幸夫

N01-02052 テレビ 月曜日の男 泥の中の情事 決定稿改訂版 1963/7/8 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-02053 テレビ 月曜日の男 冷たい航跡 1963/12/2 TBS 津田幸夫

N01-05068 テレビ 月曜日の男 ピッコロを吹く女 決定稿 (?)/6/8 TBS 若槻文三

N01-08387 テレビ 月曜日の男 スキャンダル 準備稿 (?)/11/5 TBS 津田幸夫

N01-05618 ラジオ 月曜ミュージック・マーケット 1962/12/10 北海道放送
デジタル
化（館
内）

N01-05619 ラジオ 月曜ミュージック・マーケット 1962/12/10 北海道放送

N01-05620 ラジオ 月曜ミュージック・マーケット 1962/12/10 北海道放送

平031 N01-45226 テレビ ゲバゲバ一座のちょんまげ90分！ 松尾芭蕉之巻 (?) 日本テレビ 奥山侊伸、村川克信
デジタル
化（館
内）

N01-00526 テレビ 煙立阿蘇外輪山 1962/8/25 NHK 内村直也

N01-07928 テレビ 煙の王様 1962/11/28 TBS 生田直親
デジタル
化（館
内）

N01-08483 テレビ 煙の王様 1962/(?)/(?) TBS 生田直親

N01-13356 テレビ 剣 狗 33 1967/11/27 日本テレビ 井手雅人
デジタル
化（館
内）

N01-16927 テレビ 幻花 笹舟のように 決定稿 1 1977/2/14 NET 横光晃
デジタル
化（館
内）

N01-16928 テレビ 幻花 夜のささやき 決定稿 2 1977/2/21 NET 横光晃

N01-16929 テレビ 幻花 道ならぬ愛よ 決定稿 3 1977/2/28 NET 横光晃

N01-16930 テレビ 幻花 いさかいの炎 決定稿 4 1977/3/7 NET 横光晃

N01-16931 テレビ 幻花 賑やかな初夜 決定稿 5 1977/3/14 NET 横光晃

N01-16932 テレビ 幻花 くらがりの鬼 決定稿 6 1977/3/21 NET 横光晃

N01-16933 テレビ 幻花 愛のあと悲し 決定稿 7 1977/3/28 NET 横光晃

N01-16934 テレビ 幻花 妻となりぬ 決定稿 8 1977/4/4 NET 横光晃

N01-16935 テレビ 幻花 きのうの燈火 決定稿 9 1977/4/11 NET 横光晃

N01-16936 テレビ 幻花 愛憎まんだら 改訂稿 10 1977/4/18 NET 横光晃

N01-16937 テレビ 幻花 井の中の道 決定稿 11 1977/4/25 NET 横光晃

N01-16938 テレビ 幻花 光と影 決定稿 12 1977/5/2 テレビ朝日 横光晃

N01-16939 テレビ 幻花 悲しみの都へ 決定稿 13 1977/5/9 テレビ朝日 横光晃

N01-16940 テレビ 幻花 妖異の季節 決定稿 14 1977/5/16 テレビ朝日 横光晃

N01-16941 テレビ 幻花 虹立つ 決定稿 15(終) 1977/5/23 テレビ朝日 横光晃

N01-17173 テレビ けんかえれじい 1 1973/5/28 NHK 須藤出穂

N01-17174 テレビ けんかえれじい 4 1973/6/4 NHK 須藤出穂

N01-17175 テレビ けんかえれじい 5 1973/6/5 NHK 須藤出穂
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N01-07708 テレビ 剣客商売 剣の誓い 決定稿 [1973]/(?)/(?) フジテレビ 小川英
デジタル
化（館
内）

N01-07709 テレビ 剣客商売 赤い富士(仮題) 準備稿 [1973]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-07710 テレビ 剣客商売 親殺し(仮題) 準備稿 [1973]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-07711 テレビ 剣客商売 おかしな入門者 決定稿 [1973]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-07712 テレビ 剣客商売 男まさり 決定稿 [1973]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-04531 テレビ 喧嘩や狂介 (?)/10/6 TBS 川口松太郎

N01-04550 テレビ 喧嘩や狂介 三幕 (?)/10/6 TBS 川口松太郎

N01-04551 テレビ 喧嘩や狂介 三幕 (?)/10/6 TBS 川口松太郎

N01-04311 テレビ 玄関の客 1955/3/26 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

M026 N01-40616 テレビ 研究室 最終稿 [1958]/10/29 日本テレビ 池田忠雄
デジタル
化（館
内）

N01-01790 テレビ 剣豪秘伝 巌流島前夜 準備稿 1960/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01792 テレビ 剣豪秘伝 野分 準備稿 1960/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01793 テレビ 剣豪秘伝 雁を追う武士 準備稿 1960/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01794 テレビ 剣豪秘伝 雁を追う武士 準備稿 1960/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01779 テレビ 剣豪秘伝 秘剣逆袈裟 14 1960/4/7 NET 津田幸夫

N01-01780 テレビ 剣豪秘伝 奇剣燕崩し 決定稿 15 1960/4/14 NET 斉藤駿、津田幸夫

N01-01781 テレビ 剣豪秘伝 悲剣『十文字』 決定稿 18 1960/5/5 NET 津田幸夫

N01-01782 テレビ 剣豪秘伝 悲剣『十文字』 決定稿 18 1960/5/5 NET 津田幸夫

N01-01783 テレビ 剣豪秘伝 新陰流「猿飛」 決定稿 25 1960/6/23 NET 津田幸夫

N01-01784 テレビ 剣豪秘伝 新陰流「猿飛」 決定稿 25 1960/6/23 NET 津田幸夫

N01-01787 テレビ 剣豪秘伝 中條流小太刀 決定稿 26 1960/6/30 NET 和田久志、津田幸夫

N01-01786 テレビ 剣豪秘伝 小次郎参上 決定稿 31 1960/8/4 NET 津田幸夫

N01-01785 テレビ 剣豪秘伝 小次郎参上 準備稿 [31] 1960/[8/4] NET 津田幸夫

N01-01788 テレビ 剣豪秘伝 孤雁 決定稿 38 1960/9/23 NET 津田幸夫

N01-01789 テレビ 剣豪秘伝 孤雁 39 1960/9/29 NET 津田幸夫

N01-01791 テレビ 剣豪秘伝 身替り試合 決定稿 42 1960/10/20 NET 津田幸夫

N01-01795 テレビ 剣豪秘伝 無刀拳法 決定稿 47 1960/11/24 NET 津田幸夫

N01-01796 テレビ 剣豪秘伝 無刀拳法 決定稿 47 1960/11/24 NET 津田幸夫

N01-01797 テレビ 剣豪秘伝 無刀拳法 決定稿 47 1960/11/24 NET 津田幸夫

N01-13382 テレビ ゲンコツの海 1～3 [1973]/(?)/(?) 北日本放送 上條逸雄

N01-13381 テレビ ゲンコツの海 6～7 [1973]/(?)/(?) 北日本放送 長坂秀佳

N01-04809 ラジオ 拳銃 1960/4/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-05174 テレビ 拳銃男爵 ダイヤル7を回わすな 12 (?) 大江順、山田正弘

N01-10628 テレビ 献身 1 1974/10/1 日本テレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10629 テレビ 献身 改訂稿 2 1974/10/8 日本テレビ 茂木草介

N01-10630 テレビ 献身 改訂稿 3 1974/10/15 日本テレビ 茂木草介

N01-10631 テレビ 献身 改訂稿 5 1974/10/29 日本テレビ 茂木草介
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N01-10632 テレビ 献身 改訂稿 7 1974/11/12 日本テレビ 茂木草介

N01-10633 テレビ 献身 8 1974/11/19 日本テレビ 茂木草介

N01-10634 テレビ 献身 9 1974/11/26 日本テレビ 茂木草介

N01-10635 テレビ 献身 10 1974/12/3 日本テレビ 茂木草介

N01-10636 テレビ 献身 改訂稿 11 1974/12/10 日本テレビ 茂木草介

N01-10637 テレビ 献身 12 1974/12/17 日本テレビ 茂木草介

N01-10638 テレビ 献身 改訂稿 13 1974/12/24 日本テレビ 茂木草介

N01-10639 テレビ 献身 14 1974/12/31 日本テレビ 茂木草介

N01-10640 テレビ 献身 [15](終) 1975/1/7 日本テレビ 茂木草介

N01-00051 テレビ 幻想家族 前編 決定稿 1961/1/10 TBS 光畑碩郎

N01-00150 テレビ 幻想家族 後編 1962/1/17 TBS 光畑碩郎

N01-08518 テレビ 現代愛 1961/11/25
東海テレビ

放送
寺田信義

N01-12347 テレビ 現代浮かれ節考 1975/11/30 TBS 早坂暁、三田純市

N01-18054 資料 現代おやこ風景 打合稿 (?) 横田弘行

N01-18055 資料 現代おやこ風景 打合稿 (?) 横田弘行

N01-23840 ラジオ 現代おやこ風景 打合稿 (?) NHK 横田弘行

N01-23841 ラジオ 現代おやこ風景 打合稿 (?) NHK 横田弘行

N01-05113 テレビ 現代っ子（仮題） 俺達にまかせろ 改訂稿 1963/2/(?) 日本テレビ 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-05963 テレビ 現代舞踊 吟遊詩人 1959/9/10 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-12042 テレビ ケンちゃんトコちゃん これは　しまった! 2 1970/10/8 TBS 光畑碩郎

N01-12043 テレビ ケンちゃんトコちゃん 兄貴はつらいよ 3 1970/3/12 TBS 光畑碩郎

N01-12044 テレビ ケンちゃんトコちゃん もしも、あの時 7 1970/4/16 TBS 光畑碩郎

N01-12045 テレビ ケンちゃんトコちゃん 妹なんか要らないよ 8 1970/11/19 TBS 光畑碩郎

N01-12046 テレビ ケンちゃんトコちゃん ボクのおよめさん 9 1970/11/26 TBS 光畑碩郎

N01-12047 テレビ ケンちゃんトコちゃん ぼくはコーモリだ 11 1970/5/14 TBS 光畑碩郎

N01-12048 テレビ ケンちゃんトコちゃん ボーナスちょうだい 12 1970/12/17 TBS 光畑碩郎

N01-12049 テレビ ケンちゃんトコちゃん 四十五羽の鶴 16 1971/1/21 TBS 光畑碩郎

N01-12050 テレビ ケンちゃんトコちゃん 青空にとびだせ! 20 1970/7/16 TBS 光畑碩郎

N01-12051 テレビ ケンちゃんトコちゃん フラダンスを教えてよ 22 1971/3/5 TBS 光畑碩郎

N01-12052 テレビ ケンちゃんトコちゃん 大人になったら 22 1970/7/30 TBS 光畑碩郎

N01-12053 テレビ ケンちゃんトコちゃん むかしむかしは 24 1970/8/13 TBS 光畑碩郎

N01-12054 テレビ ケンちゃんトコちゃん お菓子の家 26 1970/8/27 TBS 光畑碩郎

N01-12055 テレビ ケンちゃんトコちゃん ケン子さんとトコ一くん 28 1970/9/10 TBS 光畑碩郎

N01-12056 テレビ ケンちゃんトコちゃん カメとボタン 29・30 1970/9/17、24 TBS 光畑碩郎

N01-12314 テレビ 舷燈 1971/10/30 NHK 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-26622 テレビ 剣道まっしぐら 遠い旅に立つのだ！ パイロット版 1・2 [1970]/(?)/(?) 市川森一

N01-16289 テレビ 剣と風と子守唄 狂った野望（仮題） 決定稿 [1975]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、胡桃哲
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N01-11570 テレビ 剣と風と子守唄 紅い罠(仮題) 決定稿 [3] [1975/4/15] 日本テレビ 小川英、胡桃哲

N01-15190 テレビ 剣と風と子守唄 孤雁の群れ（仮題） 改訂稿 3 [1975/5/20] 日本テレビ 津田幸夫

N01-15191 テレビ 剣と風と子守唄 荒原の墓標（仮題） 決定稿 4 [1975/5/6] 日本テレビ 津田幸夫

N01-15192 テレビ 剣と風と子守唄 華麗なる刺客（仮題） 決定稿 10 [1975/6/3] 日本テレビ 津田幸夫

N01-15193 テレビ 剣と風と子守唄 還らざる黄金（仮題） 決定稿 13 [1975/7/15] 日本テレビ 津田幸夫

N01-15194 テレビ 剣と風と子守唄 母ちゃんの鐘（仮題） 決定稿 17 [1975/7/29] 日本テレビ 津田幸夫

N01-15195 テレビ 剣と風と子守唄 地獄に恋した野郎ども 決定稿 18 [1975/7/1] 日本テレビ 津田幸夫

N01-13510 テレビ 剣と風と子守唄 異母兄弟の勲章（仮題） 決定稿 20 1975/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、胡桃哲

N01-15196 テレビ 剣と風と子守唄 小さな突撃隊（仮題） 決定稿 24 [1975/9/9] 日本テレビ 津田幸夫

N01-13511 テレビ 剣と風と子守唄 壊滅！恩讐の里(仮題) 決定稿 26 1975/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、胡桃哲

N01-15197 テレビ 剣と風と子守唄 栄光への父娘旅（仮題） 決定稿 最終回 [1975/9/30] 日本テレビ 津田幸夫

N01-13093 テレビ ケンにいちゃん ぼくンちレストランでース 1 1974/3/7 TBS 大石隆一

N01-13094 テレビ ケンにいちゃん ウソ発見器だぞーン 2 1974/3/14 TBS 大石隆一

N01-13095 テレビ ケンにいちゃん 病気になったお母さん 21 1974/7/24 TBS 光畑碩郎

N01-13096 テレビ ケンにいちゃん 病気になったお母さん 21 1974/7/24 TBS 光畑碩郎

N01-13097 テレビ ケンにいちゃん 飛んでった切手 50 1975/2/13 TBS 三宅直子

N01-13098 テレビ ケンにいちゃん 飛んでった切手 50 1975/2/13 TBS 三宅直子

N01-03035 テレビ 原爆の子らと共に 1963/11/9 NHK 森口一郎

M031 N01-40720 ラジオ 源平布引瀧 実盛物語の場 1956/1/8
ニッポン放

送

デジタル
化（館
内）

N01-13894 ラジオ 元禄浮世ばなし 神さへお目違ひ 1 1969/10/18 NHK名古屋 岸宏子

N01-13895 ラジオ 元禄浮世ばなし 家主どのの鼻柱 2 1969/10/25 NHK名古屋 岸宏子

N01-13896 ラジオ 元禄浮世ばなし 3 1969/11/8 NHK名古屋 岸宏子

N01-13897 ラジオ 元禄浮世ばなし 浪風静かに神通丸 4 1969/11/15 NHK名古屋 岸宏子

N01-13898 ラジオ 元禄浮世ばなし 5 1969/12/6 NHK名古屋 岸宏子

N01-14077 ラジオ 元禄浮世ばなし 5 1969/12/6 NHK名古屋 岸宏子

N01-14064 ラジオ 元禄浮世ばなし 6 1969/12/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-13899 ラジオ 元禄浮世ばなし 門柱も皆かりの世 7 1969/12/20 NHK名古屋 岸宏子

N01-13900 ラジオ 元禄浮世ばなし 長刀はむかしの鞘 8 1969/12/27 NHK名古屋 岸宏子

N01-13901 ラジオ 元禄浮世ばなし 9 1970/1/10 NHK名古屋 岸宏子

N01-14061 ラジオ 元禄浮世ばなし 9 1970/1/10 NHK名古屋 岸宏子

N01-13902 ラジオ 元禄浮世ばなし 10 1970/1/17 NHK名古屋 岸宏子

N01-14062 ラジオ 元禄浮世ばなし 10 1970/1/17 NHK名古屋 岸宏子

N01-13992 ラジオ 元禄浮世ばなし 11 1970/1/24 NHK名古屋 岸宏子

N01-13993 ラジオ 元禄浮世ばなし 12 1970/1/31 NHK名古屋 岸宏子

N01-13994 ラジオ 元禄浮世ばなし 13 1970/2/7 NHK名古屋 岸宏子

N01-13995 ラジオ 元禄浮世ばなし 14 1970/2/14 NHK名古屋 岸宏子

N01-13996 ラジオ 元禄浮世ばなし 15 1970/2/21 NHK名古屋 岸宏子
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N01-13997 ラジオ 元禄浮世ばなし 16 1970/2/28 NHK名古屋 岸宏子

N01-13998 ラジオ 元禄浮世ばなし 18 1970/4/11 NHK名古屋 岸宏子

N01-14071 ラジオ 元禄浮世ばなし 18 1970/4/11 NHK 岸宏子

N01-13999 ラジオ 元禄浮世ばなし 最終回 1970/4/18 NHK名古屋 岸宏子

N01-14072 ラジオ 元禄浮世ばなし 最終回 1970/4/18 NHK 岸宏子

N01-01167 ラジオ 元禄忠臣蔵 1952/10/11 巌谷眞一

平023 N01-45172 ラジオ 元禄忠臣蔵 2 1952/10/18 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45173 ラジオ 元禄忠臣蔵 3 1952/[10/25] ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45174 ラジオ 元禄忠臣蔵 4 1952/11/1 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45175 ラジオ 元禄忠臣蔵 5 1952/11/8 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45176 ラジオ 元禄忠臣蔵 6 1952/11/15 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45177 ラジオ 元禄忠臣蔵 南部坂 7 1952/11/22 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45178 ラジオ 元禄忠臣蔵 討入 8 1952/11/29 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45179 ラジオ 元禄忠臣蔵 不義士 9 1952/12/6 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45180 ラジオ 元禄忠臣蔵 戸田局お使 10 1952/12/13 ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45181 ラジオ 元禄忠臣蔵 仙石邸申開 11 1952/12/[20] ラジオ東京 巌谷眞一

平023 N01-45182 ラジオ 元禄忠臣蔵 大石最後の一日 12 1952/12/27 ラジオ東京 巌谷眞一
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N01-03295 テレビ 恋 準備稿 1963/5/30 JOEX-TV 茂木草介

N01-04365 テレビ 恋 決定稿 96 1963/5/30 NET 茂木草介

N01-23140 テレビ 恋風のメロディ 打合稿 1965/5/3 NHK 石浜恒夫

N01-23141 テレビ 恋風のメロディ 第一稿 1965/5/3 NHK 石浜恒夫

N01-23142 テレビ 恋風のメロディ 1965/5/8 NHK 石浜恒夫

N01-10158 テレビ 恋路海岸 1 (?)/7/28 TBS 佐々木守

N01-10157 テレビ 恋路海岸 2 (?)/8/3 TBS 佐々木守

N01-10156 テレビ 恋路海岸 3 (?)/8/10 TBS 佐々木守

N01-10155 テレビ 恋路海岸 4 (?)/8/17 TBS 佐々木守

N01-10154 テレビ 恋路海岸 5 (?)/8/22 TBS 佐々木守

N01-10153 テレビ 恋路海岸 決定稿 6 (?)/8/31 TBS 佐々木守

N01-10152 テレビ 恋路海岸 7 (?)/9/7 TBS 佐々木守

N01-10151 テレビ 恋路海岸 8 (?)/9/14 TBS 佐々木守

N01-10150 テレビ 恋路海岸 9 (?)/9/21 TBS 佐々木守

N01-10149 テレビ 恋路海岸 10 (?)/9/28 TBS 佐々木守

N01-10148 テレビ 恋路海岸 11 (?)/10/5 TBS 佐々木守

N01-10147 テレビ 恋路海岸 12 (?)/10/12 TBS 佐々木守

N01-05542 テレビ 小泉八雲「怪談」より　おしどり (?)/12/28 TBS 花鳥美紗緒

N01-12126 テレビ 恋ちりめん 準備稿 7 1973/8/14 日本テレビ 岩間芳樹

N01-12127 テレビ 恋ちりめん 9 (?) 日本テレビ 岩間芳樹

M042 N01-40949 テレビ 恋とはどんなものだろうか 12 1958/2/22 JOKR-TV 和田五雄

N01-01941 テレビ 鯉名の銀平 1963/9/22 NET 八尋不二、津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01942 テレビ 鯉名の銀平 1963/9/22 NET 八尋不二、津田幸夫

N01-14002 ラジオ 恋に朽ちなむ 1978/5/27 NHK 岸宏子

N01-13915 ラジオ 恋の重荷 1978/4/29 NHK 岸宏子

N01-08869 テレビ 恋はいろいろ 春降る雪 6 (?)/3/16 テレビ朝日 佐々木守

N01-09003 テレビ 恋はいろいろ 春降る雪 6 (?)/3/23 NET 佐々木守

N01-13831 テレビ 恋人 906 [1974]/4/21 TBS 山田洋次

N01-17627 テレビ 恋人 906 [1974]/4/21 TBS 山田洋次

N01-12815 テレビ 恋人たち 涙にさようなら [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 布勢博一

N01-13035 テレビ 恋人たち 1 1980/10/9 TBS 砂田量爾

N01-13036 テレビ 恋人たち 2 1980/10/16 TBS 砂田量爾

N01-13037 テレビ 恋人たち 決定稿 3 1980/10/23 TBS 砂田量爾

N01-13038 テレビ 恋人たち 4 1980/10/30 TBS 砂田量爾

N01-13039 テレビ 恋人たち 改訂稿 5 1980/11/6 TBS 大津皓一

N01-13040 テレビ 恋人たち 決定稿 6 1980/11/13 TBS 砂田量爾、大津皓一

N01-13041 テレビ 恋人たち 決定稿 7 1980/11/20 TBS 砂田量爾

N01-13042 テレビ 恋人たち 8 1980/11/27 TBS 砂田量爾
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N01-13043 テレビ 恋人たち 決定稿 9 1980/12/4 TBS 大津皓一

N01-13044 テレビ 恋人たち 決定稿 10 1980/12/11 TBS 大津皓一

N01-13045 テレビ 恋人たち 11 1980/12/18 TBS 大津皓一

N01-24959 テレビ 恋人たち 1～4 (?)

N01-24960 テレビ 恋人たち 5～8 (?)

N01-24961 テレビ 恋人たち 9～12 (?)

N01-02841 ラジオ 恋人たちの音楽の森 (?)/12/16～21 文化放送 大西ひろし

N01-07756 テレビ 恋人たちの河 決定稿 6 1976/4/9 TBS 石森史郎

N01-07757 テレビ 恋人たちの河 決定稿 10 1976/5/7 TBS 橋本綾

N01-11823 テレビ 恋人たちへの鎮魂歌（仮題） 1 (?) 日本テレビ 池田一朗
デジタル
化（館
内）

N01-50340 テレビ 恋ふる (?) フジテレビ 大野靖子

N01-24203 テレビ 恋輪舞方性人妻
アラビヤンナイト千夜一夜物

語
(?)

N01-22391 テレビ 公開バラエティ　おたのしみグランドホール 決定稿 1969/10/20 NHK 南川泰三

N01-21452 テレビ 公開バラエティ おたのしみグランドホール 決定稿 1969/11/17 NHK 南川泰三

N01-21450 テレビ 公開バラエティ おたのしみグランドホール 打合稿 1969/12/8 NHK 保富康午

N01-22389 テレビ 公開バラエティ　おたのしみグランドホール 1969/12/15 NHK 南川泰三

N01-21451 テレビ 公開バラエティ おたのしみグランドホール 決定稿 1969/12/22 NHK 野口いさを

N01-22373 テレビ 公開バラエティ　おたのしみグランドホール 1969/9/8 NHK 南川泰三

N01-22390 テレビ 公開バラエティ　おたのしみグランドホール 打合稿 1970/2/9 NHK 南川泰三

N01-11922 テレビ 高原へいらっしゃい 1 [1976]/3/25 TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-11923 テレビ 高原へいらっしゃい 3 1976/4/8 TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-13175 テレビ 高原へいらっしゃい 4 [1976]/4/15 TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-12122 テレビ 高原へいらっしゃい 決定稿 12 (?)/6/10 TBS 折戸伸弘

N01-08727 テレビ 高校生の広場 議事進行 打合稿 1980/5/14 NHK 横田弘行

N01-18137 テレビ 甲子園少女 第一稿 1976/8/11
NET(テレビ

朝日)
佐々木守

デジタル
化（館
内）

N01-18138 テレビ 甲子園少女 第一稿 1976/8/11
NET(テレビ

朝日)
佐々木守

N01-16712 テレビ 甲州遊侠伝　俺はども安 1 [1965/2/14] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-11006 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 8 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11002 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 侍御免 9 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 竹内勇太郎

N01-11842 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 侍　御免 9 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 竹内勇太郎

N01-11005 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 無頼の掟 10 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11000 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 博徒存情 11 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 石堂淑朗

N01-11007 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 一天地六 改訂稿 12 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-10999 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 おりは街道 15 1965/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-11843 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 おりは街道 15 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-11001 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 荒浜情話 20 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-11004 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 川止め異聞 22 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 五社英雄

N01-11003 テレビ 甲州遊侠伝 俺はども安 騙され旅 23 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 寺田信義、愛川直人
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N01-24341 テレビ 強情ッ張り 1964/2/29 NHK 宮川一郎

N01-11564 テレビ 光速エスパー 脳波生物ザボール(仮題) 21 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英

N01-51101 テレビ 光速エスパー 脳波生物ザボー(仮題) 改訂稿
[1967～

1968]/(?)/(?)
（日本テレ

ビ）
小川英

M017 N01-40402 ラジオ 高速道路の男 ヒッチ・ハイカー 1955/7/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00008 テレビ 皇太子さまおめでとう 1959/4/10 NHK 保富康午

N01-05979 テレビ 皇太子さまおめでとう 1959/4/10 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 皇太子フロリゼル殿下 1 [1957]/10/14 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 スペード１ 2 [1957]/10/21 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 トランク 3 [1957]/10/28 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 不思議な夜会 4 [1957]/10/7 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 夜霧の決斗 5 [1957]/11/11 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 帽子の紙箱 6 [1957]/11/18 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 太守のダイヤモンド 7 [1957]/11/25 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 宝石泥棒 8 [1957]/11/4 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 牧師とダイヤモンド 9 [1957]/12/16 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 オペラ・グラス 10 [1957]/12/2 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 悪漢ジョン・バンダラー 11 [1957]/12/23 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 毒薬 12 [1957]/12/9 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M038 テレビ 皇太子の冒険 呪われた宝石 13 [1957]/9/30 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-03005 ラジオ 小唄ごよみ 1952/1/13 ラジオ東京

N01-03006 ラジオ 小唄ごよみ 1953/2/10 ラジオ東京

N01-03007 ラジオ 小唄ごよみ 1953/2/24 ラジオ東京

N01-03008 ラジオ 小唄ごよみ 1953/3/24 ラジオ東京

N01-03009 ラジオ 小唄ごよみ 1953/4/21 ラジオ東京

N01-03010 ラジオ 小唄ごよみ 1953/6/16 ラジオ東京

N01-03011 ラジオ 小唄ごよみ 1953/6/23 ラジオ東京

N01-03012 ラジオ 小唄ごよみ 1953/7/14 ラジオ東京

N01-00007 テレビ 講談ドラマ　うぐいす侍 1963/7/17 NHK 丸根賛太郎
デジタル
化（館
内）

N01-01165 ラジオ 巷談宵宮雨 1955/6/29 NHK 宇野信夫
デジタル
化（館
内）

N01-00855 テレビ 河内山宗俊 1960/4/3 KRT 浅野龍麿

N01-06227 テレビ 交通110番 (?)/4/19 保富康午

N01-06571 ラジオ 交通安全ジョッキー　ゴー・ストップ・タイム (?)/10/19～22 ラジオ日本 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22427 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/1/9、11～15
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22428 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/3/2～4
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22429 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/2/17～22
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22430 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/1/13～18
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22431 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/2/12、13、

15、16
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22432 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/2/5、6、8～

11
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-40874
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N01-22433 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/25～28、

30～4/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22434 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/9/2～5、7、8
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22435 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/10/22～26
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22436 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/10/28～31
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22437 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/18～20、

22～24
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22438 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/12/2～5、7、

8
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22439 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/1/9、11～15
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22440 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/12/26、28～

1/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22441 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/5/27～29
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22442 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/10/19～22
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22443 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/1/6、8～11
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22444 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/12/15～19、

21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22445 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/2/3～8
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22446 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/4/21～25
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22447 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/4/15～18、

20
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22448 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/25～27、

29～31
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22449 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/11/20～23、

25、26
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22450 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/25～27、

29～31
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22451 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/10/1～3
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22452 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/3/3、4
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22453 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/8/4～8
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22454 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/6/13、15～

19
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22455 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/11/27、28、

30、12/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22456 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/7/15～18、

20、21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22457 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/11～13、

15～17
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22458 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/2/17～20、

22、23
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22459 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/2/3～8
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22460 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/5/11～16、

18、19
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22461 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/9/15～19、

21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22462 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/5/30、6/1～

5
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22463 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/12/15～19、

21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22464 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/8/10～13
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22465 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/1/23、25～

29
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22466 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/6/26、27、29

～7/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22467 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/10/17～19、

21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22468 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/1/25、27～

2/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22469 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/10/14～17
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22470 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/10/1～3、5

～7
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午
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N01-22471 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/10/30、31、

11/2～5
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22472 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/5、6、7～

10
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22473 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/10/4、5、7～

9
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22474 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/10/30、31、

11/2～5
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22475 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/20、21、

23、24
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22476 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/2/10～15
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22477 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/7/15～18、

20、21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22478 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/2/24～29
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22479 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/1/30、2/1～

4
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22480 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/7/29～8/3
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22481 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/3/16～19
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22482 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/5/6～9
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22483 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/6/6、8～12
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22484 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/10/8～13
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22485 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/6/6、8～12
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22486 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/6/13、15～

19
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22487 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/1/20～24
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22488 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム (?)/4/27～29
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22489 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/12/28、30～

1/4
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22490 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/7/22、24～

28
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22491 ラジオ 交通安全ジョッキー ゴー・ストップ・タイム
(?)/3/5、6、8～

10
ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22801 ラジオ 高等学校の時間
青年期の探求　―うわさにな

やむ―
1966/1/24 NHK 小川乃倫子

N01-22772 ラジオ 高等学校の時間
人間とは何か　―孤独な散歩
者（ジャン・ジャック・ルソー）―

1965/2/16 NHK-R2 小川乃倫子

N01-22791 ラジオ 高等学校の時間
人間とは何か　―孤独な散歩
者（ジャン・ジャック・ルソー）―

1965/2/16 NHK 小川乃倫子

N01-22770 ラジオ 高等学校の時間 青年期の探究　―スランプ― 第一稿 1965/10/25 NHK-R2 小川乃倫子

N01-22771 ラジオ 高等学校の時間 青年期の探究　―私の日記― 1965/12/13 NHK-R2 小川乃倫子

N01-22774 ラジオ 高等学校の時間 青年期の探究　―スランプ― 決定稿 1965/10/25 NHK-R2 小川乃倫子

N01-51228 テレビ 孝ナラント欲スレバ 1 1979/11/4 NHK 佐々木守

N01-51227 テレビ 孝ナラント欲スレバ 2 1979/11/11 NHK 佐々木守

N01-51226 テレビ 孝ナラント欲スレバ 3 1979/11/18 NHK 佐々木守

N01-51225 テレビ 孝ナラント欲スレバ 4(終) 1979/11/25 NHK 佐々木守

N01-01937 テレビ 郷野の鐘 改訂稿 1964/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01938 テレビ 郷野の鐘 改訂稿 1964/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-22861 テレビ 紅白歌のコンテスト 2 (?)/7/27 フジテレビ ピストン・ペレス

N01-22860 テレビ 紅白歌のコンテスト 10 (?)/9/19 フジテレビ

N01-22393 テレビ 紅白歌まね夢の大祭典 決定稿 1973/9/27 TBS 伊藤裕弘、福井貞則

M058 N01-41289 ラジオ 紅白音楽夢くらべ 1956/8/16 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-21817 テレビ 紅白スター対抗大合戦 1 1973/4/5
東京12チャ

ンネル
保富康午
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N01-20422 テレビ 紅白スター対抗大合戦 2 1973/4/12 テレビ東京 保富康午

N01-20939 テレビ 紅白スター対抗大合戦 3 1973/4/11 テレビ東京 保富康午

N01-20977 テレビ 紅白スター対抗大合戦 4 1973/4/26 テレビ東京 保富康午

N01-20450 テレビ 紅白スター対抗大合戦 5 1973/5/23 テレビ東京 保富康午

N01-20588 テレビ 紅白スター対抗大合戦 6 1973/5/17 テレビ東京 保富康午

N01-20589 テレビ 紅白スター対抗大合戦 7 1973/5/24 テレビ東京 保富康午

N01-19782 テレビ 紅白スター対抗大合戦 10 1973/6/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-20947 テレビ 紅白スター対抗大合戦 11 1973/6/21 テレビ東京 保富康午

N01-20014 テレビ 郷ひろみリサイタル (?)/2/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
神坂薫

N01-07761 テレビ 幸福 1 [1980]/7/25 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07762 テレビ 幸福 2 [1980]/8/1 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07763 テレビ 幸福 2 [1980]/8/1 TBS 向田邦子

N01-07764 テレビ 幸福 スタッフ稿 3 [1980]/8/8 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07765 テレビ 幸福 7 [1980]/9/5 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07766 テレビ 幸福 8 [1980]/9/12 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07767 テレビ 幸福 10 [1980]/9/26 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07768 テレビ 幸福 12 [1980]/10/10 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-05393 ラジオ 幸福試験 (?) NHK 筒井敬介

N01-05394 ラジオ 幸福試験
オーディション

用
(?) 筒井敬介

N01-05395 ラジオ 幸福試験 1 1964/4/6 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-05396 ラジオ 幸福試験 2 1964/4/5 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-05397 ラジオ 幸福試験 50 1964/6/2 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-05398 ラジオ 幸福試験 125 1964/8/31 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-05399 ラジオ 幸福試験 最終回 1965/4/3 NHK 筒井敬介

M054 N01-41203 ラジオ 幸福な王子 1953/12/19 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-03222 テレビ 幸福な男 準備稿 1960/3/3 日本テレビ 窪田篤人

N01-17183 テレビ 幸福のとき 準備稿 1 (?) 日本テレビ 石松愛弘
デジタル
化（館
内）

N01-08514 テレビ 荒野 1961/11/2 日本テレビ 灘千造

N01-17047 テレビ 荒野の素浪人 1 [1965/5/14] フジテレビ 星川清司

N01-17048 テレビ 荒野の素浪人 2 [1965/5/21] フジテレビ 星川清司

N01-17049 テレビ 荒野の素浪人 3 [1965/5/28] フジテレビ 星川清司

N01-17050 テレビ 荒野の素浪人 4 [1965/6/4] フジテレビ 星川清司

N01-15428 テレビ 荒野の素浪人 孤影無惨(仮題）
1965～

1972/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-15427 テレビ 荒野の素浪人 乱斗・辰の上刻 1
1965～

1972/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50342 テレビ 荒野の素浪人 魔剣の宿(仮題) 決定稿 1
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 田坂啓

N01-50343 テレビ 荒野の素浪人 城攻め・棚倉六万石(仮題) 決定稿 1
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50341 テレビ 荒野の素浪人(仮題) 準備稿 1
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50345 テレビ 荒野の素浪人(仮題) 準備稿 1
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗
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N01-50346 テレビ 荒野の素浪人 狙撃・関八州取締り 決定稿 2
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50344 テレビ 荒野の素浪人(仮題) 狙撃・関八州取締り 準備稿 2
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50347 テレビ 荒野の素浪人 誰がために剣を抜く 準備稿 3
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 長島金八

N01-50348 テレビ 荒野の素浪人 帰らざる街道 決定稿 4
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50349 テレビ 荒野の素浪人 帰らざる街道 準備稿 4
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50350 テレビ 荒野の素浪人 奪回・佐渡送り 決定稿 5
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50351 テレビ 荒野の素浪人 奪回・佐渡送り 準備稿 5
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50352 テレビ 荒野の素浪人 乱斗・辰の上刻 準備稿 6
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-50353 テレビ 荒野の素浪人 乱斗・辰の上刻 決定稿 6
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-50354 テレビ 荒野の素浪人 俺の虫が騒ぐ 準備稿 7
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50355 テレビ 荒野の素浪人 俺の虫が騒ぐ 決定稿 7
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50356 テレビ 荒野の素浪人 けもの道を突っ走れ 決定稿 8
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50433 テレビ 荒野の素浪人 野良犬無惨 決定稿 8
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 杉山義法

N01-50357 テレビ 荒野の素浪人 埋蔵金三万両 準備稿 9
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50358 テレビ 荒野の素浪人 埋蔵金三万両 決定稿 9
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50359 テレビ 荒野の素浪人 三匹の女渡世人(仮題) 決定稿 10
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50360 テレビ 荒野の素浪人 花の三度笠 準備稿 10
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50361 テレビ 荒野の素浪人 爆破・宗門改め 決定稿 11
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50362 テレビ 荒野の素浪人 獄門・関所破り 決定稿 12
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 安藤日出男

N01-50363 テレビ 荒野の素浪人 暗殺・金山奉行 決定稿 13
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50364 テレビ 荒野の素浪人 陰謀・喧嘩出入り(仮題) 決定稿 14
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50365 テレビ 荒野の素浪人 遊女狂乱(仮題) 決定稿 14
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗、田原幹

N01-50366 テレビ 荒野の素浪人 赤い谷反乱 決定稿 16
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 鈴木兵吾

N01-50367 テレビ 荒野の素浪人 みな殺し・島破り 決定稿 17
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 池田一朗

N01-50368 テレビ 荒野の素浪人 仁義・武士道(仮題) 決定稿 18
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50369 テレビ 荒野の素浪人 暗殺・血闘風神峠 決定稿 19
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 田中壽一、胡桃哲

N01-50370 テレビ 荒野の素浪人 女地獄・大江戸の夜 決定稿 20
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 松浦健郎

N01-50371 テレビ 荒野の素浪人 逆転・白鳳峡 決定稿 21
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50372 テレビ 荒野の素浪人 谷に地獄の風が吹く(仮題) 決定稿 22
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50373 テレビ 荒野の素浪人 谷に地獄の風が吹く(仮題) 決定稿 22
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50374 テレビ 荒野の素浪人 非情・妻敵討ち(仮題) 決定稿 23
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-50375 テレビ 荒野の素浪人 くノ一情話(仮題) 決定稿 23
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 田坂啓

N01-15137 テレビ 荒野の素浪人 非常・妻敵討ち(仮題) 決定稿 23 1972/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-50376 テレビ 荒野の素浪人 棺桶山の鬼面(仮題) 決定稿 24
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 廣澤榮

N01-50377 テレビ 荒野の素浪人 悪銭の宿(仮題) 決定稿 25
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 中村務、池広一夫

N01-50378 テレビ 荒野の素浪人 秘境・恋と剣(仮題) 決定稿 25
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50379 テレビ 荒野の素浪人 血斗・夜叉神峠(仮題) 決定稿 26
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫、土井道芳

N01-13506 テレビ 荒野の素浪人 [隠し山地獄] 決定稿 26 1974/6/25
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

デジタル
化（館
内）
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N01-13752 テレビ 荒野の素浪人 決斗・夜叉神峠（仮題） 決定稿 26 [1972/1/4]
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫、土居通芳

N01-50380 テレビ 荒野の素浪人 残虐の宿(仮題) 決定稿 27
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-15429 テレビ 荒野の素浪人 残虐の宿(仮題）
1965～

1972/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50381 テレビ 荒野の素浪人 雷撃・白骨ヶ原(仮題) 決定稿 27
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50382 テレビ 荒野の素浪人 雷撃・白骨ヶ原(仮題) 決定稿 27
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50383 テレビ 荒野の素浪人 妖雲笛吹川の人柱(仮題) 決定稿 28
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50384 テレビ 荒野の素浪人 妖雲笛吹川の人柱(仮題) 決定稿 28
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50385 テレビ 荒野の素浪人 第三の女(仮題) 決定稿 29
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 竹内進

N01-50386 テレビ 荒野の素浪人 砂塵・辺境の宿(仮題) 決定稿 29
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-13753 テレビ 荒野の素浪人 砂塵！辺境の宿（仮題） 決定稿 29 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-50387 テレビ 荒野の素浪人 けもの罠(仮題) 決定稿 30
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 安倍徹郎、久礼秀夫

N01-50388 テレビ 荒野の素浪人 五連発の女(仮題) 決定稿 31
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50389 テレビ 荒野の素浪人 土砂降り(仮題) 決定稿 32
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 杉山義法

N01-50390 テレビ 荒野の素浪人 異人武士道(仮題) 決定稿 33
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 田坂啓

N01-50391 テレビ 荒野の素浪人 賞金稼ぎ(仮題) 決定稿 34
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-13507 テレビ 荒野の素浪人 傷だらけの勇者(仮題) 決定稿 34 1974/8/20
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-13754 テレビ 荒野の素浪人 賞金稼ぎ（仮題） 決定稿 34 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-50392 テレビ 荒野の素浪人(仮題) 陽はまた昇る(仮題) 決定稿 35
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50393 テレビ 荒野の素浪人 傷だらけの勇者(仮題) 決定稿 36
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 小川英、胡桃哲

N01-50394 テレビ 荒野の素浪人 奇習の村(仮題) 決定稿 37
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 猪又憲吾

N01-50395 テレビ 荒野の素浪人 落ちた偶像(仮題) 決定稿 38
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 中村務

N01-50396 テレビ 荒野の素浪人 血風・上州颪 決定稿 301
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50397 テレビ 荒野の素浪人 反逆・甲賀五人衆 決定稿 302
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 安藤日出男

N01-50398 テレビ 荒野の素浪人 鮮血・迦葉山人食い狼(仮題) 決定稿 304
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50399 テレビ 荒野の素浪人 怨念・若狭の仇波 決定稿 305
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50400 テレビ 荒野の素浪人 爆破・十一人の決死隊(仮題) 決定稿 306
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 北一郎、胡桃哲

N01-50401 テレビ 荒野の素浪人 修羅・地獄行 決定稿 307
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50402 テレビ 荒野の素浪人(仮題) 修羅・地獄行 決定稿 307
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50403 テレビ 荒野の素浪人 復讐・癈虚の宿(仮題) 決定稿 308
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-15430 テレビ 荒野の素浪人 復讐・癈虚の宿(仮題）
1965～

1972/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50404 テレビ 荒野の素浪人 黄塵・人斬り賭場(仮題) 決定稿 309
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50405 テレビ 荒野の素浪人 脱走・火攻めの死刑台(仮題) 決定稿 310
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石川義寛、吉岡昭三

N01-50406 テレビ 荒野の素浪人 謀略・死の虚無僧集団(仮題) 決定稿 311
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 国弘威雄

N01-50407 テレビ 荒野の素浪人 爆砕・火薬樽の丘(仮題) 決定稿 312
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝弥

N01-50408 テレビ 荒野の素浪人 策謀・凶悪犯護送(仮題) 決定稿 313
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石森史郎

N01-50409 テレビ 荒野の素浪人
流れ者・モズと呼ばれる男(仮

題)
決定稿 402

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50410 テレビ 荒野の素浪人
流れ者・モズと呼ばれる男(仮

題)
決定稿 402

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子

N01-50411 テレビ 荒野の素浪人
兇刃・襲われた森林地帯(仮

題)
決定稿 403

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎
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N01-50412 テレビ 荒野の素浪人 銃撃・落日の決闘(仮題) 決定稿 404
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 胡桃哲

N01-50413 テレビ 荒野の素浪人 潜入・魔の樹海(仮題) 決定稿 405
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石森史郎

N01-50414 テレビ 荒野の素浪人 妖花・峡谷の黒水晶(仮題) 決定稿 406
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50415 テレビ 荒野の素浪人 血斗・暁の駒木峠(仮題) 決定稿 407
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-15431 テレビ 荒野の素浪人 決斗・暁の駒木峠(仮題）
1965～

1972/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50416 テレビ 荒野の素浪人 挽歌・白蘭の牙(仮題) 決定稿 409
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石森史郎

N01-50417 テレビ 荒野の素浪人
叛乱・一〇〇挺のライフル(仮

題)
決定稿 410

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子、北一郎

N01-50418 テレビ 荒野の素浪人
叛乱・一〇〇挺のライフル(仮

題)
決定稿 410

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 大野靖子、北一郎

N01-50419 テレビ 荒野の素浪人 女郎花・暁の脱走(仮題) 決定稿 411
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 尾中洋一

N01-50420 テレビ 荒野の素浪人 哀愁・殺しの子守唄(仮題) 決定稿 412
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 安藤日出男

N01-50421 テレビ 荒野の素浪人
大追跡・地獄への身代金(仮

題)
決定稿 413

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石森史郎

N01-50422 テレビ 荒野の素浪人 群狼・黄金の砦(仮題) 決定稿 501
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 柴英三郎

N01-50423 テレビ 荒野の素浪人 襲撃・国境の狼火(仮題) 決定稿 502
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 胡桃哲

N01-50424 テレビ 荒野の素浪人 荒涼・金山殺生谷(仮題) 決定稿 503
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石川義寛、武末勝

N01-50425 テレビ 荒野の素浪人 烈風・代官所荒し(仮題) 決定稿 504
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50426 テレビ 荒野の素浪人
魔ノ山・地獄への片道手形(仮

題)
決定稿 505

[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石森史郎

N01-50427 テレビ 荒野の素浪人 挟撃・練金の秘宝(仮題) 決定稿 506
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 北一郎、胡桃哲

N01-50428 テレビ 荒野の素浪人 鳴動・竜神沼の奔流 決定稿 507
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50429 テレビ 荒野の素浪人 砂塵・地の果ての宿(仮題) 決定稿 508
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 石森史郎

N01-50430 テレビ 荒野の素浪人 必殺・霧の黒馬谷(仮題) 決定稿 512
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 津田幸夫

N01-15432 テレビ 荒野の素浪人 必殺・霧の黒馬谷(仮題）
1965～

1972/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50431 テレビ 荒野の素浪人 怒号・狂乱の春雷(仮題) 決定稿 513
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 須崎勝彌

N01-50432 テレビ 荒野の素浪人 さらば九十郎(仮題) 決定稿 39(終)
[1972/1/4～
1973/3/29]

NET 田坂啓

N01-50434 資料 荒野の素浪人(仮題)
[1972/1/4～
1973/3/29]

[NET]

N01-50435 テレビ 荒野の用心棒
死の砲撃は冥土に吠えて…

(仮題)
決定稿 1

[1973/4/7～
12/25]

NET 池田一朗

N01-50436 テレビ 荒野の用心棒
兇弾は女地獄に炸裂して…

(仮題)
決定稿 2

[1973/4/7～
12/25]

NET 石川義寛

N01-50437 テレビ 荒野の用心棒
流民は夕映えに散って…(仮

題)
決定稿 3

[1973/4/7～
12/25]

NET 池田一朗

N01-13755 テレビ 荒野の用心棒
死の国境に砂塵が舞って…

（仮題）
決定稿 4 [1973]/(?)/(?)

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫

N01-50438 テレビ 荒野の用心棒
死の国境に砂塵が舞って…

(仮題)
決定稿 4

[1973/4/7～
12/25]

NET 津田幸於

N01-50439 テレビ 荒野の用心棒
黒い野望を砂丘に埋めて…

(仮題)
決定稿 5

[1973/4/7～
12/25]

NET 池田一朗

N01-13756 テレビ 荒野の用心棒
鷲ノ巣谷に死の影が走って…

（仮題）
決定稿 6 [1973/5/13]

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫

N01-50440 テレビ 荒野の用心棒
鷲ノ巣谷に死の影が走って…

(仮題)
決定稿 6

[1973/4/7～
12/25]

NET 津田幸於

N01-50441 テレビ 荒野の用心棒
女豹は黄金の嵐を呼んで…

(仮題)
決定稿 7

[1973/4/7～
12/25]

NET 安藤日出男

N01-13757 テレビ 荒野の用心棒
群狼の宿に怒りの銃声が叫ん

で…（仮題）
決定稿 12 [1973]/(?)/(?)

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫

N01-13758 テレビ 荒野の用心棒
甲武信峠に必殺弾が走って…

（仮題）
決定稿 18 [1973]/(?)/(?)

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫

N01-13759 テレビ 荒野の用心棒
反逆の牙は暁を裂いて…（仮

題）
決定稿 33 [1973/11/13]

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫

N01-08109 テレビ 降霊 1960/11/12 フジテレビ 石原慎太郎
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40934 ラジオ 声の週刊誌 五月十九日号 1957/5/19 北海道放送
デジタル
化（館
内）
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M041 N01-40935 ラジオ 声の週刊誌 五月二十六日号 1957/5/26 北海道放送
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40940 ラジオ 声の週刊誌 6月2日号 1957/6/2 北海道放送
デジタル
化（館
内）

M058 N01-41290 ラジオ 声のスターコンテスト 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送

デジタル
化（館
内）

M058 N01-41291 ラジオ 声のスターコンテスト 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送

N01-22617 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/7/8～11、

13、14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-22618 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/11/1、2、4～

9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22619 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/4/8～10
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22620 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/4/1～3、5～

7

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22621 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/4/1～3、5～

7

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22622 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/7/22～25、

27、28

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22623 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/11/14～16、

18、19

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22624 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/11/27～29
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22625 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/2/10～15
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22626 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/1/16、18～

22

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22627 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/3/5～7、9～

11

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22628 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/2/17～20、

22、23

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22629 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/6/26、27、29

～7/1

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22630 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/4/9～11、

13、14

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22631 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/4/30～5/2、

4、5

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22632 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/12/20、21、

23～27

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22633 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/4/6～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22634 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/4/2～4
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22635 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/12/2～5、7、

8

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22636 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/1/2、4～8
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22637 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/5/20～23、

25、26

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22638 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/11/30、12/2

～6

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22639 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/7/2～4、6、7
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22640 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/10/10～12、

14～16

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22641 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/10/4、5、7～

9

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）

N01-22642 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/9/22～26、

28～30

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22643 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/7/2～4、6、7
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22644 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/11/11～13
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-22645 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/5/30、6/1～

5

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22646 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー
(?)/7/29～8/1、

3

ラジオ関東
（RFラジオ日

本）
保富康午

N01-22647 ラジオ ゴー・ストップ・タイム 交通安全ジョッキー (?)/3/12～14
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

保富康午

N01-02343 テレビ ゴー・ストップ物語 お嬢さんは嘘つき (?) NHK 椎名利夫

N01-02344 テレビ ゴー・ストップ物語 奈美の縁談 改訂稿分冊 (?) NHK

N01-02345 テレビ ゴー・ストップ物語 奈美の縁談 (?) NHK 椎名利夫
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N01-20629 ラジオ ゴードー・パッチリタイム 830～835 (?)/11/13～18 HBC 保富康午

N01-20630 ラジオ ゴードー・パッチリタイム 611～616 (?)/3/6～11 HBC 佐藤吉男

N01-05578 テレビ コードナンバー108　７人のリブ 黄金は欲望の輝き (?)
関西テレビ

放送
永原秀一

N01-01116 テレビ コーナー・ストン 1～10 1964/2/1～2/12 TBS 保富康午

N01-01118 テレビ コーナー・ストン 1～13 1964/1/1～1/15 TBS 保富康午

N01-01115 テレビ コーナー・ストン 11～25
1964/2/13～

2/29
CBC 保富康午

N01-19905 ラジオ コーナー・ストン 13～26 (?)/[11/15～30] CBC 佐々木年重

N01-01117 テレビ コーナー・ストン 14～27
1964/1/16～

1/31
TBS 保富康午

N01-20579 ラジオ コーラル・ディスコメイツ大会 1967/4/7 ラジオ日本 保富康午、鳥山親雄

N01-05143 テレビ 氷雨 1959/11/27 NHK 松本清張、西川清之

N01-06380 ラジオ コール・ポーター物語 1960/1/16 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07860 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 2 (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07862 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 3 1963/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07861 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 4 1963/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07867 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 9 (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07869 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 10 (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07870 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 11 (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07864 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 19 1964/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-26411 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 24・25 (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07863 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07865 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07866 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07868 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07871 ラジオ ゴールデン・ジョッキー　虹のアルバム 1964/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-18139 テレビ ゴールデン・スターパレード 決定稿 1 (?) 群馬テレビ たかたかし

N01-18178 テレビ ゴールデン・スターパレード 決定稿 2 (?) 群馬テレビ 長須良一

N01-07238 テレビ ゴールデン・ステージ 決定稿 1 1960/9/11 フジテレビ 保富康午

N01-07237 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 2 1960/9/18 フジテレビ 松本重美

N01-07239 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 3 1960/9/25 フジテレビ 保富康午

N01-06235 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 5 1960/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-26582 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 7 1960/10/23 フジテレビ 保富康午

N01-07240 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 8 1960/10/30 フジテレビ 松本重美
デジタル
化（館
内）

N01-07219 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 9 1960/11/6 フジテレビ 保富康午

N01-07232 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 10 1960/11/13 フジテレビ 松本重美

N01-07233 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 11 1960/11/20 フジテレビ 保富康午

N01-07234 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 13 1960/11/4 フジテレビ 保富康午

N01-07235 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 15 1960/12/18 フジテレビ 保富康午

N01-07231 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 決定稿 16 1960/12/25 フジテレビ 松本重美



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07236 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 [18] [1961]/1/8 フジテレビ 松本重美

N01-07230 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 19 1961/1/15 フジテレビ 保富康午

N01-07229 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 20 1961/1/22 フジテレビ 松本重美

N01-07228 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 21 1961/1/29 フジテレビ 保富康午

N01-07241 テレビ ゴールデン・ステージ 歌の宝石箱 23 1961/2/12 フジテレビ 松本重美

N01-21080 テレビ ゴールデン歌まつり 七つの星座 1 (?)/10/6 フジテレビ 保富康午

N01-21081 テレビ ゴールデン歌まつり 2 (?)/10/13 フジテレビ 保富康午

N01-21082 テレビ ゴールデン歌まつり 2 (?)/10/13 フジテレビ 保富康午

N01-21357 テレビ ゴールデン歌まつり 2 (?)/10/13 フジテレビ 保富康午

N01-21077 テレビ ゴールデン歌まつり 3 (?)/10/27 フジテレビ 保富康午

N01-21086 テレビ ゴールデン歌まつり 3 (?)/10/27 フジテレビ 保富康午

N01-21090 テレビ ゴールデン歌まつり 3 (?)/10/20 フジテレビ 保富康午

N01-21074 テレビ ゴールデン歌まつり 4 (?)/10/27 フジテレビ 保富康午

N01-21089 テレビ ゴールデン歌まつり 4 (?)/10/27 フジテレビ 保富康午

N01-21085 テレビ ゴールデン歌まつり 5 (?)/11/3 フジテレビ 保富康午

N01-21088 テレビ ゴールデン歌まつり 5 (?)/11/3 フジテレビ 保富康午

N01-21075 テレビ ゴールデン歌まつり 6 (?)/11/10 フジテレビ 保富康午

N01-21079 テレビ ゴールデン歌まつり [6・7] (?)/11/10、17 フジテレビ 塚田茂

N01-21083 テレビ ゴールデン歌まつり [6・7] (?)/11/10、17 フジテレビ 塚田茂

N01-21091 テレビ ゴールデン歌まつり 7 (?)/11/17 フジテレビ 保富康午

N01-21076 テレビ ゴールデン歌まつり 8 (?)/11/24 フジテレビ 保富康午

N01-21078 テレビ ゴールデン歌まつり 9 (?)/12/1 フジテレビ 保富康午

N01-21084 テレビ ゴールデン歌まつり 10 (?)/12/15 フジテレビ 保富康午

N01-21087 テレビ ゴールデン歌まつり 10 (?)/12/8 フジテレビ 保富康午

N01-21092 テレビ ゴールデン歌まつり 燃えあがれ青春！ 12 (?)/12/22 フジテレビ 保富康午

N01-21093 テレビ ゴールデン歌まつり 燃えあがれ青春！ 12 (?)/12/22 フジテレビ 保富康午

N01-22351 テレビ ゴールデン歌まつり なつかしのメロディ特集 13 (?)/12/29 フジテレビ 保富康午

N01-22350 テレビ ゴールデン歌まつり
チエミ・裕次郎　新春にうたい

まくる！
14 (?)/1/5 フジテレビ 保富康午

N01-20717 テレビ ゴールデン歌まつり スタジオは花ざかり！ 15 (?)/1/12 フジテレビ 保富康午

N01-22352 テレビ ゴールデン歌まつり なつかしのメロディ特集 16 (?)/1/19 フジテレビ 保富康午

N01-22349 テレビ ゴールデン歌まつり
美空ひばり　その魅力のすべ

て！
17 (?)/1/26 フジテレビ 保富康午

N01-22341 テレビ ゴールデン歌謡速報 215 (?)/5/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22348 テレビ ゴールデン歌謡速報 223(10) (?)/7/16 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20735 テレビ ゴールデン歌謡速報 224 (?)/12/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20045 テレビ ゴールデン歌謡速報 226 (?)/12/24 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22346 テレビ ゴールデン歌謡速報 236(23) (?)/10/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22345 テレビ ゴールデン歌謡速報 239(26) (?)/11/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-21320 テレビ ゴールデン歌謡速報 254 (?)/2/25 フジテレビ 塚田茂、保富康午



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20759 テレビ ゴールデン歌謡速報 255 (?)/3/3 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22344 テレビ ゴールデン歌謡速報 258(45) (?)/3/24 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22347 テレビ ゴールデン歌謡速報 258(45) (?)/3/24 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22343 テレビ ゴールデン歌謡速報 259(46) (?)/3/31 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20049 テレビ ゴールデン歌謡速報 263 (?)/4/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20767 テレビ ゴールデン歌謡速報 264 (?)/5/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-22342 テレビ ゴールデン歌謡速報 268(55) (?)/6/2 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20057 テレビ ゴールデン歌謡速報 278 (?)/8/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20761 テレビ ゴールデン歌謡速報 279 (?)/8/18 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20736 テレビ ゴールデン歌謡速報 284 (?)/9/22 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20044 テレビ ゴールデン歌謡速報 286 (?)/10/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20056 テレビ ゴールデン歌謡速報 289 (?)/10/27 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20058 テレビ ゴールデン歌謡速報 290 (?)/11/3 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20048 テレビ ゴールデン歌謡速報 294 (?)/12/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20762 テレビ ゴールデン歌謡速報 祝！300回記念！ 300 (?)/1/12 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20050 テレビ ゴールデン歌謡速報 302 (?)/1/26 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20040 テレビ ゴールデン歌謡速報 306 (?)/2/23 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20041 テレビ ゴールデン歌謡速報 308 (?)/3/9 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20043 テレビ ゴールデン歌謡速報 309 (?)/3/16 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20061 テレビ ゴールデン歌謡速報 312 (?)/4/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20060 テレビ ゴールデン歌謡速報 313 (?)/4/13 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20722 テレビ ゴールデン歌謡速報 316 (?)/5/4 フジテレビ 塚田茂

N01-20733 テレビ ゴールデン歌謡速報 317 (?)/5/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20764 テレビ ゴールデン歌謡速報 319 (?)/5/25 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20042 テレビ ゴールデン歌謡速報 320 (?)/6/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20763 テレビ ゴールデン歌謡速報 322 (?)/6/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20051 テレビ ゴールデン歌謡速報 324 (?)/6/29 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20054 テレビ ゴールデン歌謡速報 326 (?)/7/13 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20723 テレビ ゴールデン歌謡速報 328 (?)/7/27 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20724 テレビ ゴールデン歌謡速報 328 (?)/7/27 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20053 テレビ ゴールデン歌謡速報 330 (?)/8/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20059 テレビ ゴールデン歌謡速報 334 (?)/9/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20055 テレビ ゴールデン歌謡速報 336 (?)/9/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20727 テレビ ゴールデン歌謡速報 345 (?)/11/23 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20760 テレビ ゴールデン歌謡速報 348 (?)/12/14 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20052 テレビ ゴールデン歌謡速報 349 (?)/12/21 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20047 テレビ ゴールデン歌謡速報 351 1974/1/4 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20755 テレビ ゴールデン歌謡速報 352 (?)/1/11 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓
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N01-20754 テレビ ゴールデン歌謡速報 353 (?)/1/18 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20766 テレビ ゴールデン歌謡速報 353 (?)/1/18 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20753 テレビ ゴールデン歌謡速報 355 (?)/2/1 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20765 テレビ ゴールデン歌謡速報 356 (?)/2/8 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20752 テレビ ゴールデン歌謡速報 358 (?)/2/22 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20751 テレビ ゴールデン歌謡速報 359 (?)/3/8 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20038 テレビ ゴールデン歌謡速報 361 (?)/3/22 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20046 テレビ ゴールデン歌謡速報 363 (?)/4/5 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20734 テレビ ゴールデン歌謡速報 364 (?)/4/12 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20750 テレビ ゴールデン歌謡速報 366 (?)/4/26 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20749 テレビ ゴールデン歌謡速報 367 (?)/5/3 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20748 テレビ ゴールデン歌謡速報 369 (?)/5/17 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20747 テレビ ゴールデン歌謡速報 370 (?)/5/24 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20746 テレビ ゴールデン歌謡速報 371 (?)/5/31 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20745 テレビ ゴールデン歌謡速報 373 (?)/6/14 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20757 テレビ ゴールデン歌謡速報 376 (?)/7/5 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20758 テレビ ゴールデン歌謡速報 377 (?)/7/12 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20039 テレビ ゴールデン歌謡速報 378 (?)/7/19 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20756 テレビ ゴールデン歌謡速報 380 (?)/8/2 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20731 テレビ ゴールデン歌謡速報 381 (?)/8/9 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20740 テレビ ゴールデン歌謡速報 384 (?)/9/6 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20739 テレビ ゴールデン歌謡速報 385 (?)/9/13 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20738 テレビ ゴールデン歌謡速報 388 (?)/10/4 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20737 テレビ ゴールデン歌謡速報 391 (?)/10/25 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20741 テレビ ゴールデン歌謡速報 395 (?)/11/22 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20730 テレビ ゴールデン歌謡速報 396 (?)/11/29 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20726 テレビ ゴールデン歌謡速報 403 (?)/1/17 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20725 テレビ ゴールデン歌謡速報 404 (?)/1/24 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-22075 テレビ ゴールデン歌謡速報 [1973]/11/9 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-23625 テレビ ゴールデン歌謡速報 1972/6/2 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20624 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?) フジテレビ

N01-20625 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?)

N01-20728 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?) フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20729 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?)/4/19 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20732 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?)/4/5 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20742 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?)/10/19 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20743 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?)/1/24 フジテレビ 保富康午、河村シゲル、下山啓

N01-20744 テレビ [ゴールデン歌謡速報] (?) フジテレビ
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N01-24890 テレビ こおろぎ橋 1～15 (?) TBS 佐々木守

N01-24891 テレビ こおろぎ橋 16～30 (?) TBS 佐々木守

N01-24892 テレビ こおろぎ橋 31～45 (?) TBS 佐々木守

N01-24893 テレビ こおろぎ橋 46～60 (?) TBS 佐々木守

N01-24894 テレビ こおろぎ橋 61～75 (?) TBS 佐々木守

N01-24895 テレビ こおろぎ橋 76～90 (?) TBS 佐々木守

N01-24896 テレビ こおろぎ橋 91～105 (?) TBS 佐々木守

N01-24904 テレビ こおろぎ橋 106～125 (?) TBS 佐々木守

N01-21441 テレビ 古界のコーラス 1～6 (?) TBS 来宮洋一

N01-21443 テレビ 古界のコーラス 7～12 (?) TBS 保富康午

N01-21442 テレビ 古界のコーラス 13～18 (?) TBS 来宮洋一

N01-21447 テレビ 古界のコーラス 19～24 (?) TBS 保富康午

N01-21444 テレビ 古界のコーラス 25～30 (?) TBS 来宮洋一

N01-21440 テレビ 古界のコーラス 31～36 (?) TBS 保富康午

N01-21439 テレビ 古界のコーラス 37～42 (?) 来宮洋一

N01-21445 テレビ 古界のコーラス 43～48 (?) TBS 保富康午

N01-21446 テレビ 古界のコーラス 49～54 (?) TBS 来宮洋一

N01-21449 テレビ 古界のコーラス 55～60 (?) TBS 保富康午

N01-21448 テレビ 古界のコーラス 61～66 (?) TBS 来宮洋一

N01-20902 テレビ 古賀賞(別ブロック) (?)/5/28、6/19 TBS

N01-04520 テレビ 五月人形(仮題) 準備稿 1960/4/28 KRT(TBS) 桂一郎

N01-04523 テレビ 五月人形(仮題) 改訂稿 1960/4/28 KRT(TBS) 桂一郎

N01-12495 テレビ 五月の肌着 (?)/5/17 TBS 水木洋子
デジタル
化（館
内）

N01-04818 テレビ こがね虫 1961/10/25 NHK 小橋博

N01-21352 テレビ
古賀メロディの源流をさぐる～第11回古賀

賞入選曲発表～
ロケ用 (?)/6/24 TBS

N01-19884 テレビ
古賀メロディの源流をさぐる～第二の故

郷・韓国へ～
第11回古賀賞入選曲発表 決定稿 (?)/[6/24] TBS 保富康午、太田イサム

N01-21528 テレビ
古賀メロディの源流をさぐる～第二の故

郷・韓国へ～
決定稿 11 (?)/[6/24] TBS 保富康午、太田イサム

N01-05151 テレビ 故買屋やないで 決定稿 1959/11/11 フジテレビ 大垣肇

N01-24676 ラジオ 木枯らしの中で 1956/12/10 NHK 内村直也

N01-01717 テレビ こがらしヒュー助と東京タワー 打合稿 1961/1/3 NHK 横田弘行

N01-01718 テレビ こがらしヒュー助と東京タワー 決定稿 1961/1/3 NHK 横田弘行

N01-01719 テレビ こがらしヒュー助と東京タワー 決定稿 1961/1/3 NHK 横田弘行

N01-50453 テレビ 木枯し紋次郎 流れ舟は帰らず [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子、久里子亭

N01-50454 テレビ 木枯し紋次郎 流れ舟は帰らず [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子、久里子亭

N01-50455 テレビ 木枯し紋次郎 流れ舟は帰らず [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50458 テレビ 木枯し紋次郎 錦絵は十五夜に泣いた [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-05590 テレビ 木枯らし紋次郎 水車は夕映えに軋んだ 1 (?) フジテレビ 鴨三七

N01-50442 テレビ 木枯し紋次郎 雨の地蔵峠 初稿 1 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 鴨三七
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N01-50443 テレビ 木枯し紋次郎 地蔵峠の雨に消える 1 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 鴨三七

N01-50444 テレビ 木枯し紋次郎 川留めの水は濁った 2 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 服部佳、久里子亭

N01-50445 テレビ 木枯し紋次郎 暁の追分に立つ 2 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大藪郁子

N01-50446 テレビ 木枯し紋次郎 湯煙に月は砕けた 3 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50456 テレビ 木枯し紋次郎 湯煙に月は砕けた [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50457 テレビ 木枯し紋次郎 湯煙に月は砕けた [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50447 テレビ 木枯し紋次郎 童唄を雨に流せ 4 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 鴨三七

N01-50448 テレビ 木枯し紋次郎 童唄を雨に流せ 4 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 鴨三七

N01-05586 テレビ 木枯らし紋次郎 馬子唄に命を托した 5 (?) フジテレビ 鴨三七
デジタル
化（館
内）

N01-50449 テレビ 木枯し紋次郎 一里塚に風を断つ 6 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 山田隆之

N01-50450 テレビ 木枯し紋次郎 女人講の闇を裂く 8 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 鴨三七、久里子亭

N01-50451 テレビ 木枯し紋次郎 峠に哭いた甲州路 11 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 服部佳

N01-50452 テレビ 木枯し紋次郎 夜泣石は霧に濡れた 11 [1972]/(?)/(?) フジテレビ 大藪郁子

N01-51413 テレビ 木枯し紋次郎 木枯しの音に消えた 13 1972/(?)/(?) フジテレビ 服部佳

N01-09731 テレビ 木枯らし紋次郎 明鴉に死地を射た [14] (?) フジテレビ 佐々木守

N01-10145 テレビ 木枯らし紋次郎 明鴉に死地を射た (?) フジテレビ 佐々木守

N01-05587 テレビ 木枯らし紋次郎 冥土の花嫁を討て 19 (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-05588 テレビ 木枯らし紋次郎 冥土の花嫁を討て 19 (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-05589 テレビ 木枯らし紋次郎 冥土の花嫁を討て 19 (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-08130 テレビ 子機 1963/11/10
中部日本放

送
高橋玄洋

デジタル
化（館
内）

N01-08131 テレビ 子機 1963/11/10
中部日本放

送
高橋玄洋

N01-06272 テレビ ごきげんバラエティ ごきげん事始め 第一稿 1 1964/2/10 テレビ朝日 城悠輔、河野洋

N01-06273 テレビ ごきげんバラエティ ごきげん事始め 改訂稿 1 1964/2/10 テレビ朝日 城悠輔、河野洋
デジタル
化（館
内）

N01-06271 テレビ ごきげんバラエティ 2 1964/2/17 テレビ朝日 保富康午

N01-06269 テレビ ごきげんバラエティ 3 1964/2/24 テレビ朝日 羽柴秀彦

N01-06270 テレビ ごきげんバラエティ 5 1964/3/9 テレビ朝日 保富康午

N01-20033 テレビ ごきげんバラエティ 6 (?)
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-01367 テレビ 故郷の唄 スティブン・フォスター 1960/11/17 NHK 柏倉敏之
デジタル
化（館
内）

N01-12793 テレビ ご近所の星 5 [1979]/11/10 フジテレビ 布勢博一

N01-12794 テレビ ご近所の星 改訂稿 6 [1979]/11/17 フジテレビ 布勢博一

N01-02556 ラジオ 黒衣 1961/6/10 NHK 岸宏子

N01-03263 テレビ 告白 1963/8/11 NHK 茂木草介

N01-04601 テレビ 告別療法 スタッフ決定稿 1963/[4/12] TBS 有高扶桑
デジタル
化（館
内）

N01-10623 テレビ 極楽日記 1～5 1981/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10624 テレビ 極楽日記 1～5 1981/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10625 テレビ 極楽日記 6～10 1981/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10626 テレビ 極楽日記 11～15 1981/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10627 テレビ 極楽日記 16～20(終) 1981/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介
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N01-10519 テレビ 極楽夫婦 1 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10520 テレビ 極楽夫婦 2 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10521 テレビ 極楽夫婦 3 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10522 テレビ 極楽夫婦 3 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10523 テレビ 極楽夫婦 3 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10524 テレビ 極楽夫婦 4 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10525 テレビ 極楽夫婦 5 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10526 テレビ 極楽夫婦 6 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10527 テレビ 極楽夫婦 7 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10528 テレビ 極楽夫婦 8 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10529 テレビ 極楽夫婦 9 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-10530 テレビ 極楽夫婦 10 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-05547 ラジオ ご苦労さま ものほし台の青い空 1962/11/21 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06598 ラジオ ご苦労さま 体大事にして下さい 1962/11/20 NHK 神津友好
デジタル
化（館
内）

N01-07427 ラジオ ご苦労さま サラリーマンラプソディ 1962/11/19 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-01612 テレビ こけし村のこどもたち 1963/1/3 NHK 横田弘行

N01-01613 テレビ こけし村の子供達 ロケ用 1963/1/3 NHK 横田弘行

N01-11088 テレビ ここ一番 決定稿 7 1974/2/18 フジテレビ 服部佳
デジタル
化（館
内）

N01-11812 テレビ ここから始まる 2 1971/1/17 日本テレビ 林秀彦

N01-11813 テレビ ここから始まる 3 1971/1/24 日本テレビ 林秀彦

N01-11814 テレビ ここから始まる 4 1971/1/31 日本テレビ 林秀彦

N01-11815 テレビ ここから始まる 7 1971/2/21 日本テレビ 林秀彦

N01-11816 テレビ ここから始まる 8 1971/2/28 日本テレビ 林秀彦

N01-11817 テレビ ここから始まる 11 1971/(?)/(?) 日本テレビ 林秀彦

N01-11818 テレビ ここから始まる 決定稿 最終回 1971/(?)/(?) 日本テレビ 林秀彦

N01-06236 テレビ ここに唄は生れる フライパンは知っている
オーディション

用
1960/11/24 NHK 高垣葵

N01-01707 テレビ ここに人あり 時間 105 1959/9/2 NHK 横田弘行

N01-01708 テレビ ここに人あり 里親先生 111 1959/10/14 NHK 横田弘行

N01-04288 テレビ ここに人あり 里親先生 決定稿 111 1959/10/14 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01709 テレビ ここに人あり みなし児と生きる人々 124 1960/1/27 NHK 横田弘行

N01-01710 テレビ ここに人あり 養護施設の人たち(仮題) 打合稿 1960/1/27 NHK 横田弘行

N01-12618 テレビ ここにふたたび [1968/1/18] NHK 岡本欣三

N01-12484 テレビ ここにマキがいた 1965/11/6 NHK 沼田幸二

N01-02935 ラジオ ここに夢の花開く エンピツの歌 1962/4/2 NHK 保富康午

N01-06565 ラジオ ここに夢の花開く エンピツの歌 1962/4/2 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-26407 ラジオ ここに夢の花開く 行ってらっしゃい 決定稿 1962/4/16 NHK 保富康午

M054 N01-41208 ラジオ ここに夢の花開く 行ってらっしゃい (?) NHK 保富康午

N01-06763 ラジオ ここに夢の花開く 銅壺の歌 3 1962/4/16 NHK 野口いさを
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N01-06563 ラジオ ここに夢の花開く フライパンは知っている 1962/4/23 NHK 高垣葵

N01-06262 ラジオ ここに夢の花開く ベルが呼んでる 1962/5/14 NHK 保富康午

N01-06588 ラジオ ここに夢の花開く 二人のダイヤル 1962/5/21 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06384 ラジオ ここに夢の花開く アダムとイブ 1962/8/13 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06260 ラジオ ここに夢の花開く アンパンの歌 (?)/9/24 NHK 保富康午

N01-06261 ラジオ ここに夢の花開く むこう横丁の… 1962/10/22 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-02936 ラジオ ここに夢の花開く 心の窓にともしびを 1962/12/24 NHK 保富康午

N01-06762 ラジオ ここに夢の花開く 心の窓にともしびを 1962/12/24 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40529 ラジオ 午後の演芸会　虹は七色 その日の風　その二 1956/10/(?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40530 ラジオ 午後の演芸会　虹は七色 その日の風　その一 1956/10/5 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40566 ラジオ 午後の演芸会　虹は七色 持てる者は悩み多し 2 1956/4/13 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M025 N01-40592 ラジオ 午後の演芸会　虹は七色 天気晴朗波高し 5 1956/5/4 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M025 N01-40604 ラジオ 午後の演芸会　虹は七色 その日の風　その三 5 1956/10/19 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M025 N01-40605 ラジオ 午後の演芸会　虹は七色 その日の風　その三 5 1956/10/19 NHK 大島得郎

N01-01800 テレビ 午後のおしゃべり 第二稿 9 1959/12/15 NHK 永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-06918 テレビ 午後のおしゃべり 第二稿 9 1959/12/15 NHK 永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-02917 ラジオ 午後のダイヤル (?)/6/20 NHK 井上健二

N01-02889 ラジオ 午後のダイヤル (?)/6/27 NHK 佐藤有

N01-02890 ラジオ 午後のダイヤル (?)/7/4 NHK 井上健二

N01-02893 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1962/12/5 NHK 清水光雄

N01-02905 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1962/12/12 NHK 清水光雄

N01-02906 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュｰジック、ミュー

ジック・カレンダー
1962/12/18 NHK 清水光雄

N01-02907 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュｰジック、ミュー

ジック・カレンダー
1962/12/18 NHK 清水光雄

N01-02908 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュｰジック、ミュー

ジック・カレンダー
1962/12/26 NHK 清水光雄

N01-02885 ラジオ 午後のダイヤル 1962/5/9 NHK 清水光雄

N01-02883 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュｰジック、ミュー

ジック・カレンダー
1962/5/16 NHK 佐藤有

N01-02888 ラジオ 午後のダイヤル 1962/5/23 NHK 井上

N01-02884 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュｰジック、ミュー

ジック・カレンダー
1962/5/30 NHK 佐藤有

N01-02924 ラジオ 午後のダイヤル 1962/6/6 NHK 井上健二

N01-02894 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュｰジック、ミュー

ジック・カレンダー
1962/6/13 NHK 佐藤有

N01-02891 ラジオ 午後のダイヤル 1962/7/11 NHK 佐藤有

N01-02892 ラジオ 午後のダイヤル 1962/7/18 NHK 井上健二

N01-02909 ラジオ 午後のダイヤル スクリーン・ミュｰジック 1963/1/23 NHK 清水光雄

N01-02910 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1963/1/23 NHK 清水光雄

N01-02911 ラジオ 午後のダイヤル スクリーン・ミュージック 1963/1/30 NHK 清水光雄

N01-02912 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1963/2/6 NHK 清水光雄

N01-02913 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1963/2/13 NHK 清水光雄

N01-02916 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュージック、ミュー

ジック・カレンダ－
1963/2/20 NHK 清水光雄

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104239
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104239
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104239
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104239
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N01-02918 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュージック、ミュー

ジック・カレンダ－
1963/2/27 NHK 清水光雄

N01-02919 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1963/3/6 NHK 清水光雄

N01-02920 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュージック、ミュー

ジック・カレンダ－
1963/3/6 NHK 清水光雄

N01-02921 ラジオ 午後のダイヤル ミュージック・カレンダー 1963/3/13 NHK 清水光雄

N01-02922 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュージック、ミュー

ジック・カレンダ－
1963/3/20 NHK 清水光雄

N01-02923 ラジオ 午後のダイヤル
スクリーン・ミュージック、ミュー

ジック・カレンダ－
1963/3/27 NHK 清水光雄

N01-16036 資料 ここは下町 1977/(?)/(?) TBS 田井洋子

N01-15824 テレビ ここは下町 スタッフ稿 1085 1977/9/25 TBS 田井洋子
デジタル
化（館
内）

N01-15825 テレビ ここは下町 スタッフ稿 1085 1977/9/25 TBS 田井洋子

N01-16037 テレビ ここは下町 改訂稿 1085 1977/9/25 TBS 田井洋子

N01-17629 テレビ ここは下町 改訂稿 1085 1977/9/25 TBS 田井洋子

N01-17075 テレビ こころ 1972/12/27 NET 深沢一夫

N01-20962 テレビ 心で歌う50年
―美空ひばり―生きて！歌っ

て！涙して！！
1 1974/10/2 テレビ東京 保富康午

N01-20961 テレビ 心で歌う50年 決定稿 3 (?) テレビ東京 保富康午

N01-23623 テレビ 心で歌う50年 感涙の名場面・懐しの主題歌 決定稿 4 (?)/10/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
塚田茂

N01-20960 テレビ 心で歌う50年 三波・股旅・男の哀歌！！ 6 1974/11/6 テレビ東京 保富康午

N01-20963 テレビ 心で歌う50年 涙をつづる三つのギター 11 1974/12/11 テレビ東京 保富康午

N01-21005 テレビ 心で歌う50年 故郷は母のぬくもり 決定稿 16 1975/1/22 テレビ東京 保富康午

N01-22065 テレビ 心で歌う50年
ああ涙の戦時歌謡―日本の

母・妻・戦友に捧ぐ―
決定稿 132 (?)/5/11

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-06306 テレビ 心のうた
仙台放送開局記念特別番組

こまどり姉妹ショー
1962/10/15 フジテレビ 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06307 テレビ 心のうた (?)/4/6 フジテレビ 保富康午

N01-06308 テレビ 心のうた (?)/12/17 フジテレビ 保富康午

N01-06309 テレビ 心のうた (?)/1/14 フジテレビ 保富康午

N01-06310 テレビ 心のうた (?)/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-06311 テレビ 心のうた (?)/12/3 フジテレビ 保富康午

N01-06312 テレビ 心のうた (?)/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-06313 テレビ 心のうた (?)/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-06314 テレビ 心のうた (?)/12/3 フジテレビ 保富康午

N01-06315 テレビ 心のうた
仙台放送開局記念特別番組

こまどり姉妹ショー
1962/10/15 フジテレビ 保富康午

N01-06316 テレビ 心のうた (?)/12/31 フジテレビ 保富康午

N01-06317 テレビ 心のうた (?)/2/15 フジテレビ 保富康午

N01-24145 ラジオ こころの歌 楓の人々 1 1979/6/3
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉
デジタル
化（館
内）

N01-24146 ラジオ こころの詩 奈良の舟美 5 1979/7/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉
デジタル
化（館
内）

N01-24147 ラジオ こころの詩 大工の子守唄 8 1979/7/22
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24148 ラジオ こころの詩 二人静 10 1979/8/5
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24149 ラジオ こころの詩 姉妹と戦 11 1979/8/12
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24150 ラジオ こころの詩 どないしたん 13 1979/8/26
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24151 ラジオ こころの詩 二人万葉　幾野と昌太郎 16 1979/9/16
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉
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N01-24155 ラジオ こころの詩 学徒兵霊歌 21 1979/10/21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24152 ラジオ こころの詩
私は乞食　マルティン・ルッ

ターの青春
22 1979/10/28

ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24153 ラジオ こころの詩 似島の風に 28 1979/12/9
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24154 ラジオ こころの詩 いくさばんば 31 1979/12/30
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24156 ラジオ こころの詩 生命の山里 34 1980/1/20
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24157 ラジオ こころの詩 東京の空の下 36 1980/2/3
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24158 ラジオ こころの詩
備後物語その一　弓かぐらの

里
38 1980/2/17

ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24159 ラジオ こころの詩 年賀状始末 40 1980/3/2
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24160 ラジオ こころの詩 春二人 42 1980/3/16
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24161 ラジオ こころの詩 雄ちゃんの一番星 44 1980/3/30
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24162 ラジオ こころの詩 あんたがたどこさ 47 1980/4/20
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24163 ラジオ こころの詩 春うらら 49 1980/5/4
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24164 ラジオ こころの詩 さらば夏の光よ 53 1980/6/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24165 ラジオ こころの詩 向こうで今 58 1980/7/6
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24166 ラジオ こころの詩 シャッターを切るまで 59 1980/7/13
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24167 ラジオ こころの詩 桐の女 61 1980/7/27
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24168 ラジオ こころの詩
アメリカにいる我が愛する姪

へ―ソビエトより
62 1980/8/3

ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24169 ラジオ こころの詩 真赤な炎 63 1980/8/10
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24170 ラジオ こころの詩 ある島のかげり 64 1980/8/17
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24171 ラジオ こころの詩 海姥 66 1980/8/31
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24172 ラジオ こころの詩 あいつ 67 1980/9/7
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24173 ラジオ こころの詩 出会い　戦後三十五年ある日 69 1980/9/21
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24174 ラジオ こころの詩 忠犬ハチ子 70 1980/9/28
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24175 ラジオ こころの詩 備後物語その二　埋もれ火 71 1980/10/5
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24176 ラジオ こころの詩 こしょう幻想 72 1980/10/12
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24177 ラジオ こころの詩 駄目 73 1980/10/19
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24178 ラジオ こころの詩
フランスよりも君を　ルターの

妻カタリーナ
74 1980/10/26

ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24179 ラジオ こころの詩 中止 75 1980/11/2
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24180 ラジオ こころの詩 口紅　新宿往来 76 1980/11/9
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24181 ラジオ こころの詩 最終講義　私の祖母 77 1980/11/16
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24182 ラジオ こころの詩 冬の華 78 1980/11/23
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24183 ラジオ こころの詩 太郎山と横綱君 79 1980/11/30
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24184 ラジオ こころの詩 投書・花・茶・判コ・棒切レ 80 1980/12/7
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24185 ラジオ こころの詩 走り水 81 1980/12/14
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24186 ラジオ こころの詩 迷い道 86 1981/1/18
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24187 ラジオ こころの詩 石の叫び 88 1981/2/1
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24188 ラジオ こころの詩 林家さん二の休日 91 1981/2/22
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24189 ラジオ こころの詩 ふりかえれ五郎 95 1981/3/22
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉
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N01-24190 ラジオ こころの詩 東京のもぐら　ああ地下鉄 99 1981/4/12
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24191 ラジオ こころの詩 花とピストル 100 1981/4/19
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24192 ラジオ こころの詩
神風を吹かすな　あるクリス

チャンの足跡
101 1981/5/3

ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24193 ラジオ こころの詩 又会おうどこかで 103 1981/5/17
ラジオ関東
(ラジオ日本)

盛善吉

N01-24567 テレビ 心の宇宙を行く 霧と光 決定稿 13 (?)/2/13 TBS 坂上弘

N01-02397 ラジオ 心の灯 1954/3/21 NHK 宇野信夫

N01-05479 ラジオ 心の犯罪 1961/4/10 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-12778 ラジオ 心はうすいろう紙 (?) NHK 津川泉

N01-12239 ラジオ 古今亭志ん朝の猿飛佐助 1～10 (?)
ニッポン放

送
水原明人

M031 N01-40732 ラジオ 小猿七之助その二 網模様灯篭菊桐 (?)/6/24 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40733 ラジオ 小猿七之助その三 網模様灯篭菊桐 (?)/7/1 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40734 ラジオ 小猿七之助その四 網模様灯篭菊桐 (?)/7/8 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40735 ラジオ 小猿七之助その五 網模様灯篭菊桐 (?)/7/15 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40731 ラジオ 小猿七之助その一 網模様灯篭菊桐 (?)/6/17 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-00106 テレビ 誤算 決定稿 [1959]/9/19 フジテレビ 浅川清道
デジタル
化（館
内）

N01-00148 テレビ 誤算 第一予備稿 29 1959/9/19 フジテレビ 浅川清道

N01-08793 ラジオ 小鹿のハッピイ (?) 横田弘行

N01-14025 ラジオ 越の狼 1969/4/20 NHK 岸宏子

N01-04144 テレビ 五條の夢 (?) 日本テレビ 滝沢てるを

N01-50459 テレビ コスモスは赤く咲け 1964/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-03042 テレビ コスモスよ赤く咲け 1964/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-07943 テレビ コスモスよ赤く咲け 1964/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-17777 ラジオ 古川柳 1～6 (?)/3/14～19 佐々木守

N01-03254 テレビ 護送 (?)/3/12 関西テレビ 茂木草介

N01-15303 テレビ ご存知　からす堂 謎の木彫駒 検討稿 1967/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-11365 テレビ ご存知　遠山の金さん 謎の千両富
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

デジタル
化（館
内）

N01-11366 テレビ ご存知　遠山の金さん 闇夜に烏が二羽飛んだ
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、四十物光男

N01-11367 テレビ ご存知　遠山の金さん 奉行が結んだ固い絆
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、武末勝

N01-11368 テレビ ご存知　遠山の金さん ぺてん和尚は子供に弱い
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、武末勝

N01-11369 テレビ ご存知　遠山の金さん 鬼女の涙
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、茶木克彰

N01-11370 テレビ ご存知　遠山の金さん 無駄骨折って地獄をみた
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、茶木克彰

N01-11372 テレビ ご存知　遠山の金さん 竜の首が恋をした
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、茶木克彰

N01-11373 テレビ ご存知　遠山の金さん 花のお江戸の外人娘
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、茶木克彰

N01-11374 テレビ ご存知　遠山の金さん 般若と桜
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、茶木克彰

N01-11375 テレビ ご存知　遠山の金さん 半五郎母恋唄
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、茶木克彰

N01-11376 テレビ ご存知　遠山の金さん ひょっとこお面がベソかいた
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 櫻井康裕、小川英

N01-11377 テレビ ご存知　遠山の金さん 恨みの炎が江戸を焼く
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、田波靖男、四十物光男

N01-11378 テレビ ご存知　遠山の金さん 人の殺し方教えます
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、中野顕彰
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N01-11379 テレビ ご存知　遠山の金さん 由井正雪大いに笑う
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、長野洋

N01-11380 テレビ ご存知　遠山の金さん 奉行もしくじることがある
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、四十物光男

N01-11381 テレビ ご存知　遠山の金さん 火事と喧嘩と恋の花
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、四十物光男

N01-11382 テレビ ご存知　遠山の金さん 星はきれいか悲しいか
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、四十物光男

N01-11383 テレビ ご存知　遠山の金さん 弁慶の泣きどころ
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、四十物光男

N01-11384 テレビ ご存知　遠山の金さん さて金さんの正体は？
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11385 テレビ ご存知　遠山の金さん 江戸小町五人娘
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11386 テレビ ご存知　遠山の金さん 折鶴は知っている
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11387 テレビ ご存知　遠山の金さん 遠山奉行が殺された！
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11388 テレビ ご存知　遠山の金さん 与力が殺し屋になるとき
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11389 テレビ ご存知　遠山の金さん お町は見た
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11390 テレビ ご存知　遠山の金さん 二度裁かれた男
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、遠藤仁

N01-11391 テレビ ご存知　遠山の金さん 殴られた娘
[1973～

1974]/(?)/(?)
NET 小川英、四十物光男

N01-15252 テレビ ご存知からす堂 謎の木彫駒 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-18074 テレビ ご存知ですか奥さまくらしと流通 構成台本 12 1973/12/22 フジテレビ 野村六助

N01-22998 テレビ ごちそうさま
三田佳子の徳島味自慢―わ

かめ雑炊―
1973/10/29 日本テレビ

N01-24581 テレビ コチャバンバ行き 1973/[1/1] NHK 福田善之
デジタル
化（館
内）

N01-06228 テレビ こちらわんぱくテレビ局 57 1964/12/9 NHK 瀬戸美樹男

M015 N01-40357 ラジオ 国家的危機 4 1957/5/23 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00328 ラジオ 国家的危機　NO.2 1957/5/23 NHK

N01-01683 テレビ 小塚原の蘭学者 前野良沢と同志たち 初稿 1961/9/28 NHK 横田弘行

N01-01686 テレビ 小塚原の蘭学者 前野良沢と同志たち スタッフ稿 1961/9/28 NHK 横田弘行

N01-01687 テレビ 小塚原の蘭学者 前野良沢と同志たち 決定稿 1961/9/28 NHK 横田弘行

N01-03675 テレビ 小塚原の蘭学者 前野良沢と同志たち 決定稿 1961/9/28 NHK 横田弘行

N01-04283 テレビ 小塚原の蘭学者 前野良沢と同志たち 決定稿 1961/9/28 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04300 テレビ 小塚原の蘭学者 前野良沢と同志たち 決定稿 1961/9/28 NHK 横田弘行

N01-24211 テレビ
国境のない伝記～クーデンホーフ家の人

びと～
牛込区納戸町 1 1973/3/7 NHK 茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-24212 テレビ
国境のない伝記～クーデンホーフ家の人

びと～
ボヘミアの城 2 1973/3/14 NHK 茂木草介

N01-24213 テレビ
国境のない伝記～クーデンホーフ家の人

びと～
実説・カサブランカ 3 1973/3/21 NHK

N01-24214 テレビ
国境のない伝記～クーデンホーフ家の人

びと～
ＥＣとウィーンの墓 4 1973/3/28 NHK 茂木草介

N01-09732 テレビ 子連れ狼 八門遁甲の陣 [20] (?) 日本テレビ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-21142 テレビ
琴・シンフォニー・大競演！歌謡曲にっぽ

ん
決定稿 (?)/1/3 TBS 保富康午

N01-22052 資料
琴・シンフォニー・大競演！歌謡曲にっぽ

ん
(?)/1/3 TBS 保富康午

N01-00146 ラジオ 孤島 1959/7/14
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-00576 ラジオ 孤島 1959/7/14
ニッポン放

送
内村直也

M009 N01-40220 ラジオ 孤島 1956/7/14
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M009 N01-40221 ラジオ 孤島 1956/7/14
ニッポン放

送
内村直也

N01-19972 テレビ ご当地ソング大競演
サンデースペシャル　大ヒット

決定版！
決定稿（手書） 1974/7/21 TBS 保富康午
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N01-00551 ラジオ 孤島の鍛冶屋 1959/1/9 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-15089 テレビ 孤独な扇 [1964]/4/11 津田幸夫

N01-03195 テレビ 孤独の賭け 1・2 (?) NET 今村文人

N01-03197 テレビ 孤独の賭け 3・4 (?) NET 石郷岡豪

N01-03196 テレビ 孤独の賭け 5・6 (?) NET 今村文人

N01-03198 テレビ 孤独の賭け 7・8 (?) NET 石郷岡豪

N01-03193 テレビ 孤独の賭け 9・10 (?) NET 今村文人

N01-08936 テレビ 孤独の賭け 15・16 (?) NET 桂一郎

N01-08937 テレビ 孤独の賭け 17・18 (?) NET 桂一郎(17)、石郷岡豪(18)

N01-03186 テレビ 孤独の賭け 21・22 (?) NET 桂一郎

N01-08938 テレビ 孤独の賭け 21・22 (?) NET 桂一郎

N01-03194 テレビ 孤独の賭け 23・24 (?) NET 今村文人

N01-03192 テレビ 孤独の賭け 25・26 (?) NET 今村文人

N01-03024 テレビ ことしの演劇界を顧みて 1964/12/31 NHK

N01-24726 テレビ ことしの演劇界を顧みて 1966/12/31 NHK

N01-14033 ラジオ 今年の夏 1965/8/22 NHK 岸宏子

N01-24721 テレビ 今年のホープ 第三稿 1968/1/1 日本テレビ 鳴海景介

N01-24722 テレビ 今年のホープ 第二稿 1968/1/1 日本テレビ 鳴海景介

N01-24723 テレビ 今年のホープ 第一稿 1968/1/1 日本テレビ 鳴海景介

N01-11041 テレビ 今年は春から（仮題） 1 1968/1/6 フジテレビ 北村篤子

N01-05502 ラジオ 琴の記 1962/6/15 NHK 田代継男

M008 N01-40206 ラジオ 言葉の教室　物も云いよう 16 1958/7/27 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40207 ラジオ 言葉の教室　物も云いよう 28 1958/10/26 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40208 ラジオ 言葉の教室　物も云いよう 愛の告白 29 1958/11/2 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00142 ラジオ 言葉の研究室　ものも言いよう 忠告 41 1959/1/25 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00113 ラジオ 言葉の教室　物も云いよう ほめられた時けなされた時 47 1959/3/8 NHK 内村直也

M008 N01-40209 ラジオ 言葉の教室　恋愛の言葉 純愛物語 3 1958/11/9 NHK 内村直也、水木洋子
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40210 ラジオ 言葉の教室　恋愛の言葉 別れも愉し 4 1958/11/16 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-18040 ラジオ 寿さんと祝さん チョーチン持ちも辛いもの (?) 朝日放送 吉村望

N01-13715 テレビ 寿入場券 決定稿 814 1972/7/16 TBS 服部佳

N01-16028 テレビ 寿入場券 スタッフ稿 814 1972/7/16 TBS 服部佳

N01-07705 ラジオ 子供の季節 1963/9/3 NHK 高垣葵

N01-22374 資料 子供の国＜青い青い海の島＞ (?) 南川泰三

M001 N01-40021 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗 13～16 (?) CBC 霜川遠志

M001 N01-40022 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗 17～20 (?) CBC 霜川遠志

M001 N01-40023 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗 21～24 (?) CBC 霜川遠志

M001 N01-40024 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗 25～28 (?) CBC 霜川遠志

M001 N01-40025 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗 29～32 (?) CBC 霜川遠志
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M001 N01-40026 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗 33～36 (?) CBC 霜川遠志

M001 N01-40001 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 1 1952/4/6 CBC 霜川遠志

M001 N01-40002 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 1 1952/4/6 CBC 霜川遠志

M001 N01-40003 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 2 1952/4/13 CBC 霜川遠志

M001 N01-40004 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 2 1952/4/13 CBC 霜川遠志

M001 N01-40005 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 3 1952/4/20 CBC 霜川遠志

M001 N01-40006 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 3 1952/4/20 CBC 霜川遠志

M001 N01-40007 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 4 1952/4/27 CBC 霜川遠志

M001 N01-40008 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 5 1952/5/4 CBC 霜川遠志

M001 N01-40009 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 5 1952/5/4 CBC 霜川遠志

M001 N01-40010 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 6 1952/5/11 CBC 霜川遠志

M001 N01-40011 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 6 1952/5/11 CBC 霜川遠志

M001 N01-40012 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 7～8 1952/5/18、25 CBC 霜川遠志

M001 N01-40013 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 9～10 1952/6/1、8 CBC 霜川遠志

M001 N01-40014 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 11 1952/6/15 CBC 霜川遠志

M001 N01-40015 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 12・13 1952/6/22 CBC 霜川遠志

M001 N01-40016 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 14・15 1952/7/6、13 CBC 霜川遠志

M001 N01-40017 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 16・17 1952/7/20、27 CBC 霜川遠志

M001 N01-40018 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 18・19 1952/8/3、10 CBC 霜川遠志

M001 N01-40019 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 20～21 1952/8/17、24 CBC 霜川遠志

M001 N01-40020 ラジオ 子供のための　鞍馬天狗　山獄党篇 22・23 1952/8/31、9/1 CBC 霜川遠志

N01-07428 ラジオ
子供のための　ステレオコンサート　その

Ⅱ
1963/5/5 NHK

デジタル
化（館
内）

N01-24201 ラジオ
子供のためのオペレッタ野良犬部隊の逆

襲
(?)/8/4 神吉拓郎

N01-06257 ラジオ 子供のためのステレオ・コンサート 1 1963/5/5 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-00761 テレビ こどもの日特集 若い夢を育てる 自然観察の記録 1963/5/5 NHK 小川乃倫子

N01-17064 テレビ こども一〇〇年 大和雪原から昭和基地へ 未定稿 1967/3/29 NET 深沢一夫

M002 N01-40057 テレビ こども風土記 氷の人 1957/11/16 緒方裕

N01-16201 テレビ 五人と一ぴき ホームズは知っていた！ 試作用改訂稿 1 [1969]/(?)/(?) NHK 柳下長太郎

N01-13748 テレビ 五人の野武士 野盗の群れ [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-13749 テレビ 五人の野武士 戦乱に咲く [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-13750 テレビ 五人の野武士 戦乱に咲く [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15338 テレビ 五人の野武士 野盗の群れ 準備稿 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15468 テレビ 五人の野武士 野盗の群れ [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-24359 テレビ 五人の野武士 陽はまたのぼる
[1968～

1969]/(?)/(?)
日本テレビ 宮川一郎

N01-50461 テレビ 五人の野武士 誇り高き男たち
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 石松愛弘

N01-50462 テレビ 五人の野武士 おん大将のおん首
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 廣澤榮

N01-50463 テレビ 五人の野武士 戦国有情
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 笠原良三

N01-50464 テレビ 五人の野武士 戦乱に咲く
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 津田幸夫
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N01-50465 テレビ 五人の野武士 狼火は砦にあがる
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 宮川一郎

N01-50466 テレビ 五人の野武士 地獄の釜の美女
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 松浦健郎

N01-50467 テレビ 五人の野武士 思うままにならぬ話
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 藤木九

N01-50468 テレビ 五人の野武士 赤い砦の狼
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 川西正純

N01-50469 テレビ 五人の野武士 陽はまたのぼる
[1968/10/8～
1969/4/10]

日本テレビ 宮川一郎

平004 N01-45016 ラジオ 仔猫と鉛管職人 [1951]/3/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-11886 テレビ この命に愛を 決定稿 1980/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-20580 テレビ この歌をあなたに！ 決定稿 (?)/10/3 TBS 保富康午

N01-00108 ラジオ 近衛兵 2 1959/9/8 NHK 内村直也

N01-00109 ラジオ 近衛兵 2 1959/9/8 NHK 内村直也

N01-03436 テレビ この歳月 1～5 (?) TBS 楠田芳子

N01-03437 テレビ この歳月(仮) 6～10 (?) TBS 楠田芳子

N01-04334 テレビ この裁きの果て 第一稿 (?) 茂木草介

N01-04335 テレビ この裁きの果て(仮題) (?) 朝日放送 茂木草介

N01-03110 テレビ この島にひとり学ぶ 式根島に育つ通信教育 決定稿 1962/11/3 NHK教育 横田弘行

N01-05134 テレビ この情報を買ってくれ 1959/11/19 フジテレビ 石原慎太郎
デジタル
化（館
内）

N01-00396 テレビ この青年に幸あれ 第一稿 1962/(?)/(?) TBS 内村直也

N01-00373 テレビ この空の下に 今日の夢去って 14 1960/3/10 日本テレビ 内村直也

N01-00392 テレビ この空の下に 今日の夢去って 準備稿 [1960]/(?)/(?) 日本テレビ 内村直也

N01-00451 テレビ この空の下に 春と髪の毛 21 1960/4/28 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-24747 テレビ このデッカイ夢 でっかく盗め 決定稿 1 1963/5/4 フジテレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-08897 テレビ この謎は私が解く 午後四時のアリバイ(前編) (?)/2/18 KRテレビ 桂一郎

N01-03200 テレビ この謎は私が解く 夜の訪問者(後編) (?)/4/7 KRT 赤坂長義

N01-08906 テレビ この謎は私が解く 三つの足跡 1958/1/23 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08907 テレビ この謎は私が解く 不思議な足跡(解決編) 1958/1/30 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08908 テレビ この謎は私が解く 不思議な足跡(解決編) 訂正台本 1958/1/30 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40856 テレビ この謎は私が解く 顔(解決編) 1958/11/20 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08361 テレビ この謎は私が解く 髭のある虚像(前編) 1958/12/11 KRT 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40830 テレビ この謎は私が解く 髭のある虚像(解決編) 決定稿 1958/12/25 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40831 テレビ この謎は私が解く 髭のある虚像(解決編) 訂正稿 1958/12/25 KRテレビ 桂一郎

M036 N01-40832 テレビ この謎は私が解く 髭のある虚像(解決編) 1958/12/25 KRテレビ 桂一郎

N01-08911 テレビ この謎は私が解く 鳩時計の秘密(前編) 1958/2/20 KRテレビ 桂一郎

N01-08912 テレビ この謎は私が解く 鳩時計の秘密(前編) 1958/2/20 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08913 テレビ この謎は私が解く 鳩時計の秘密(解決編) 1958/2/27 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08364 テレビ この謎は私が解く 恐怖のパーティ(前編) 5 1958/3/20 KRT 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08918 テレビ この謎は私が解く 恐怖のパーティー(前編) 1958/3/20 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08919 テレビ この謎は私が解く 恐怖のパーティー(解決編) 1958/3/27 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08362 テレビ この謎は私が解く 犬神の戦慄(前編) 6 1958/4/3 KRT 桂一郎
デジタル
化（館
内）
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M036 N01-40823 テレビ この謎は私が解く 犬神の戦慄(解決編) 1958/4/10 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40833 テレビ この謎は私が解く 決闘の果(前編) 1958/4/17 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40834 テレビ この謎は私が解く 決闘の果(前編) 7 1958/4/17 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40836 テレビ この謎は私が解く 決闘の果(前編) 決定稿 7 1958/4/17 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40837 テレビ この謎は私が解く 決闘の果(前編) 7 1958/4/17 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40835 テレビ この謎は私が解く 決闘の果(解決編) 決定稿 7 1958/4/24 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40869 テレビ この謎は私が解く 1958/4/24 KRテレビ 桂一郎

M038 N01-40871 テレビ この謎は私が解く 1958/4/24 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40839 テレビ この謎は私が解く 死者の声(前編) 8 1958/5/1 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40838 テレビ この謎は私が解く 死者の声(解決編) 8 1958/5/8 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40840 テレビ この謎は私が解く 死者の声(解決編) 8 1958/5/8 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40824 テレビ この謎は私が解く 消えた秘仏(前編) 1958/5/29 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40825 テレビ この謎は私が解く 消えた秘仏(解決編) 決定稿 1958/6/5 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40863 テレビ この謎は私が解く 必死の逃走(前編) 1958/6/26 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40862 テレビ この謎は私が解く 必死の逃走(解決編) 1958/7/3 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40827 テレビ この謎は私が解く 生理学十三番教室 1958/7/24 KRテレビ 桂一郎

M036 N01-40828 テレビ この謎は私が解く 生理学十三番教室 1958/7/24 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40829 テレビ この謎は私が解く 生理学十三番教室 1958/7/24 KRテレビ 桂一郎

M036 N01-40826 テレビ この謎は私が解く 生理学十三番教室(解決編) 1958/7/31 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40841 テレビ この謎は私が解く 死者に聞け(前編) 16 1958/8/21 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40842 テレビ この謎は私が解く 海辺の家(解決編) [16] 1958/8/28 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40843 テレビ この謎は私が解く 山荘の一夜(前編) 18 1958/9/18 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40844 テレビ この謎は私が解く 山荘の一夜(解決編) 18 1958/9/25 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08892 テレビ この謎は私が解く 狐は夜あるく(前編) 1959/1/7 KRテレビ 赤坂長義
デジタル
化（館
内）

N01-08893 テレビ この謎は私が解く 狐は夜あるく(後編) 1959/1/14 KRテレビ 赤坂長義
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40870 テレビ この謎は私が解く ダイナマイト殺人事件(前編) 1959/1/22 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40866 テレビ この謎は私が解く 鬼火の峠 1959/3/19 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08876 テレビ この謎は私が解く 鬼火の峠(解決編) 1959/3/26 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40864 テレビ この謎は私が解く スケート場殺人事件(解決編) 1959/4/26 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40865 テレビ この謎は私が解く スケート場殺人事件(解決編) 1959/4/26 KRテレビ 桂一郎

M038 N01-40868 テレビ この謎は私が解く スケート場殺人事件(解決編) 1959/4/26 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40854 テレビ この謎は私が解く 手袋の秘密(前編) 1959/5/14 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40853 テレビ この謎は私が解く 手袋の秘密(解決編) 1959/5/21 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40855 テレビ この謎は私が解く 手袋の秘密(解決編) 1959/5/21 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40845 テレビ この謎は私が解く レストラン殺人事件(前編) 1959/6/11 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40846 テレビ この謎は私が解く レストラン殺人事件(前編) 1959/6/11 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40850 テレビ この謎は私が解く レストラン殺人事件(解決編) 1959/6/18 KRテレビ 桂一郎

M038 N01-40867 テレビ この謎は私が解く レストラン殺人事件(解決編) 1959/6/18 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）
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N01-08890 テレビ この謎は私が解く お化け屋敷で人が死ぬ(前編) 1959/8/6 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08891 テレビ この謎は私が解く お化け屋敷で人が死ぬ(前編) 1959/8/6 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40857 テレビ この謎は私が解く
お化け屋敷で人が死ぬ(解決

編)
1959/8/13 KRテレビ 桂一郎

デジタル
化（館
内）

M038 N01-40858 テレビ この謎は私が解く
お化け屋敷で人が死ぬ(解決

編)
1959/8/13 KRテレビ 桂一郎

N01-08916 テレビ この謎は私が解く その結婚、待て(解決編) 1959/9/10 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08917 テレビ この謎は私が解く その結婚、待て(解決編) 1959/9/10 KRテレビ 桂一郎

N01-08887 テレビ この謎は私が解く 午後四時のアリバイ(前編) 1959/9/3 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08898 テレビ この謎は私が解く 探偵西へ行く(前編) 1959/9/3 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08914 テレビ この謎は私が解く その結婚待て(仮題)(前編) 1959/9/3 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08915 テレビ この謎は私が解く その結婚待て(仮題)(前編) 1959/9/3 KRテレビ 桂一郎

N01-08902 テレビ この謎は私が解く
コケシは知っていた（仮題）(前

編)
1959/10/1 KRテレビ 桂一郎

デジタル
化（館
内）

N01-08903 テレビ この謎は私が解く
コケシは知っていた（仮題）(前

編)
1959/10/1 KRテレビ 桂一郎

N01-08904 テレビ この謎は私が解く コケシは知っていた(解決編) 1959/10/8 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08905 テレビ この謎は私が解く コケシは知っていた(解決編) 1959/10/8 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40852 テレビ この謎は私が解く 閉された死体(前編) 1959/10/29 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40861 テレビ この謎は私が解く 侵された密室(前編) 1959/10/29 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40859 テレビ この謎は私が解く 侵された密室(解決編) 1959/11/5 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M038 N01-40860 テレビ この謎は私が解く 侵された密室(解決編) 1959/11/5 KRテレビ 桂一郎

N01-08885 テレビ この謎は私が解く アリバイ？(前編) 1959/11/26 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08886 テレビ この謎は私が解く アリバイ？(解決編) 1959/12/3 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08881 テレビ この謎は私が解く 聖夜を探せ 1959/12/24 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08882 テレビ この謎は私が解く 聖夜を探せ 1959/12/24 KRテレビ 桂一郎

M037 N01-40847 テレビ この謎は私が解く 三人の客(前編) 1960/1/21 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40848 テレビ この謎は私が解く 三人の客(前編) 1960/1/21 KRテレビ 桂一郎

N01-08878 テレビ この謎は私が解く 三人の客(解決編) 1960/1/28 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08900 テレビ この謎は私が解く オフィーリアの花束(前編) 1960/2/4 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08901 テレビ この謎は私が解く オフィーリアの花束(解決編) 1960/2/[11] KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08899 テレビ この謎は私が解く 探偵西へ行く(解決編) 1960/2/15 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08888 テレビ この謎は私が解く 午後四時のアリバイ(解決編) 1960/2/25 KRテレビ 桂一郎

N01-08889 テレビ この謎は私が解く 午後四時のアリバイ(解決編) 1960/2/25 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08909 テレビ この謎は私が解く 消えた蝋燭 1960/3/17 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08910 テレビ この謎は私が解く 消えた蝋燭(解決編) 1960/3/24 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08894 テレビ この謎は私が解く 裏切者(前編) 1960/4/14 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08895 テレビ この謎は私が解く 裏切者(前編) 1960/4/14 KRテレビ 桂一郎

N01-08896 テレビ この謎は私が解く 裏切者 1960/4/21 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08879 テレビ この謎は私が解く 足跡(前編) 1960/6/23 KRテレビ 桂一郎

N01-08880 テレビ この謎は私が解く 足跡(前編) 1960/6/23 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40849 テレビ この謎は私が解く 足跡(解決編) 1960/6/30 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）
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N01-08365 テレビ この謎は私が解く 花火の夜の殺人 1960/7/21 KRT 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M037 N01-40851 テレビ この謎は私が解く 花火の夜の殺人 1960/7/21 KRテレビ 桂一郎

N01-08883 テレビ この謎は私が解く 犯人(ホシ)はあいつだ(前編) 1960/10/13 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08884 テレビ この謎は私が解く
犯人(ホシ)はあいつだ(解決

編)
予備稿 1960/10/20 KRテレビ 桂一郎

デジタル
化（館
内）

N01-08363 テレビ この謎は私が解く 歩く死体 準備稿 1960/11/10 KRT 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08877 テレビ この謎は私が解く 踊る死体(後編) 1960/11/17 KRテレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-02560 テレビ 木の葉の便り もみじの滝 1961/11/4 NHK 岸宏子

N01-02562 テレビ 木の葉の便り ぷらたなすの街 1961/11/11 NHK 岸宏子

N01-02561 テレビ 木の葉の便り 黒松の浜 3 1961/11/18 NHK 岸宏子

N01-02563 テレビ 木の葉の便り 黒松の浜 3 1961/11/18 NHK 岸宏子

N01-08513 テレビ この日素晴らしく 決定稿 1961/11/29 NET 高橋玄洋
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40070 テレビ この瞳 美しく 1 1956/11/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40087 テレビ この瞳 地球の外へ 2 1956/11/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40283 テレビ この瞳 なにを想う 3 1956/11/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40284 テレビ この瞳 夢を夢みる 4 [1956]/(?)/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40071 テレビ この瞳 階段を昇る 5 1956/12/6 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40072 テレビ この瞳 義兄を見送る 6 1956/12/13 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40073 テレビ この瞳 車に乗って 7 1956/12/20 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40074 テレビ この瞳 幸福を 8 1956/12/27 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40075 テレビ この瞳 大磯へ 9 1957/1/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40076 テレビ この瞳 風のよう 10 1957/1/17 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40077 テレビ この瞳 夜をすごす 11 1957/1/24 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40078 テレビ この瞳 動き出す 12 1957/1/31 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40079 テレビ この瞳 壁にぶつかる 13 1957/2/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40080 テレビ この瞳 空を飛ぶ 14 1957/2/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40081 テレビ この瞳 父を見る 15 1957/2/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40082 テレビ この瞳 心動く 16 1957/2/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40083 テレビ この瞳 われを忘れて 17 1957/3/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40084 テレビ この瞳 欲望を捨てる 18 1957/3/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40085 テレビ この瞳 友と別れて 19 1957/3/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M004 N01-40086 テレビ この瞳 新しい反抗 20(終) 1957/3/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-13857 テレビ この夫婦 1978/12/12 TBS 松山善三

N01-13858 テレビ この夫婦 1978/12/3 TBS 松山善三

N01-13859 テレビ この夫婦 1978/12/12 TBS 松山善三

N01-13860 テレビ この夫婦 1978/12/3 TBS 松山善三

N01-24919 テレビ この道を行けば 1～48 (?) 内村直也

N01-24925 テレビ この道を行けば 26～34 (?)

N01-24926 テレビ この道を行けば 35～43 (?)
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N01-24927 テレビ この道を行けば 44～52 (?)

N01-24920 テレビ この道を行けば 49～102 (?) 内村直也

N01-24921 テレビ この道を行けば 103～150 (?) 内村直也

N01-03307 テレビ この道を私も通る 改訂稿 403 (?)/8/23 TBS 茂木草介

N01-14065 ラジオ この世は亡霊の海か 1971/11/26 岸宏子

N01-20644 テレビ 小林旭・梓みちよ 明日に向ってGO! 準備稿 1975/1/22 TBS 貴島研二、保富康午

N01-11081 テレビ 小春ちゃん 浅草鳥越あずま床 1 (?)/7/7 フジテレビ 岡本喜八

N01-50470 テレビ 五番街の刑事 傷だらけのタイトロープ(仮題) 15 (?) NET 柴英三郎

N01-50471 テレビ 五番街の刑事 ニャロメ鳥が見ていた 17 (?) NET 池田一朗

N01-50472 テレビ 五番街の刑事 燃えろ！悪魔の火 改訂稿 18 (?) NET 石森史郎

N01-50473 テレビ 五番街の刑事 爪をとぐ狼(仮題) 20 (?) NET 津田幸夫

N01-50474 テレビ 五番街の刑事 さらば白銀の荒野(仮題) 21 (?) NET 長野洋

N01-50475 テレビ 五番街の刑事 追跡七十八時間(仮題) (?) NET 石森史郎

N01-50476 テレビ 五番街の刑事 ジュクに張りこめ！ (?) NET 安藤日出男

N01-50477 テレビ 五番街の刑事 太陽が西から昇った！ 改訂稿 (?) NET 石森史郎

N01-50478 テレビ 五番街の刑事 太陽が西から昇った！ 改訂稿 (?) NET 石森史郎

N01-50479 テレビ 五番街の刑事 焼身の街 (?) NET 池田一朗

N01-50480 テレビ 五番街の刑事 俺は刑事を殺す！(仮題) 準備稿 (?) NET 石森史郎

N01-50481 テレビ 五番街の刑事 その玩具に手を出すな(仮題) (?) NET 北一郎

N01-50482 テレビ 五番街の刑事 クリスマスの狼(仮題) (?) NET 本田英郎

N01-15131 テレビ 五番目の刑事 夜の牙 3 (?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-50483 テレビ 五番目の刑事 夜の牙 3
[1969/10/2～
1970/3/26]

NET 津田幸夫

N01-15019 テレビ 五番目の刑事 夜の牙
[1969/10/(?)～

1970/3/(?)]
NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-15312 テレビ 五番目の刑事 夜の牙
1969～

1970/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-15607 テレビ 五番目の刑事 夜の牙 改訂稿
[1969～

1970]/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50488 テレビ 五番目の刑事 ジュクに張りこめ！ 準備稿 4
[1969/10/2～
1970/3/26]

NET 安藤日出男

N01-50484 テレビ 五番目の刑事 三りんぼう仏滅 7
[1969/10/2～
1970/3/26]

NET 石森史郎

N01-50485 テレビ 五番目の刑事 肝っ玉少年 10
[1969/10/2～
1970/3/26]

NET 伴田充

N01-50486 テレビ 五番目の刑事 夜霧に散った女 14
[1969/10/2～
1970/3/26]

NET 西条道彦

N01-15608 テレビ 五番目の刑事 爪をとぐ狼（仮題） 20
[1969～

1970]/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-50487 テレビ 五番目の刑事 おかしなおかしな逃亡者 改訂稿 22
[1969/10/2～
1970/3/26]

NET 池田一朗

N01-04145 テレビ こぶ取り爺さん 1953/10/26 日本テレビ 滝沢てるを

N01-01643 テレビ コペル君と三人の仲間 初稿 1963/4/14 NHK 横田弘行

N01-01646 テレビ コペル君と三人の仲間 1963/4/14 NHK 横田弘行

N01-03708 テレビ コペル君と三人の仲間 初稿 1963/4/14 NHK 横田弘行

N01-22086 テレビ コマーシャル イン カラー 準備稿 (?) フジテレビ

N01-22087 テレビ コマーシャル イン カラー 第二稿 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20472 テレビ コマーシャルインカラー 準備稿 (?)



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08552 資料 こまどり姉妹半生記(仮題) 第一稿 (?) フジテレビ

N01-08797 ラジオ 行こうみんなで やることがいっぱいだ!! 1972/3/3 NHK 横田弘行

N01-12387 テレビ コメットさん ボクは玉拾い 準備稿 (?) TBS 光畑碩郎

N01-09153 テレビ コメットさん 愛ってなァに？ 1 1978/6/12 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-10025 テレビ コメットさん 星から来たお手伝い 決定稿 1 (?) TBS 佐々木守

N01-09154 テレビ コメットさん 地球で一番美しいもの 2 1978/6/19 TBS 佐々木守

N01-09584 テレビ コメットさん(仮題)
漢字ムシャムシャ、数字パック

リ
準備稿 2 (?) TBS 佐々木守

N01-10023 テレビ コメットさん
数字ムシャムシャ漢字はパク

リ
5 (?) TBS 佐々木守

N01-12385 テレビ コメットさん 地球人のわからんちん 6 (?) TBS 光畑碩郎

N01-10022 テレビ コメットさん ぼくたちの家を作った 16 (?) TBS 佐々木守

N01-09580 テレビ コメットさん もう子供じゃない 22 [1967/11/27] TBS 佐々木守

N01-09581 テレビ コメットさん ぼくたちの秘密 29 1968/1/15 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-12386 テレビ コメットさん 春のクリスマス 38
1967～

1968/(?)/(?)
TBS 光畑碩郎

N01-10024 テレビ コメットさん なまけものだぁれ 46 (?) TBS 佐々木守

N01-09582 テレビ コメットさん 空へ飛んだ自動車 49 [1968/6/3] TBS 佐々木守

N01-09583 テレビ コメットさん さようなら星娘 改訂稿 68 1979/9/24 TBS 佐々木守、泊里仁美

N01-26416 資料 コメットさん (?) TBS

N01-09152 資料 コメットさん(仮題) (?)
デジタル
化（館
内）

N01-09122 テレビ コメディー公園通り 愛1つ恋5つ 1 1978/6/3 NHK 佐々木守

N01-09121 テレビ コメディー公園通り 愛1つ恋5つ 準備稿 2 1978/7/15 NHK 佐々木守

N01-09120 テレビ コメディー公園通り 愛1つ恋5つ 3 1978/7/22 NHK 佐々木守

N01-09119 テレビ コメディー公園通り 愛1つ恋5つ 4 1978/7/29 NHK 佐々木守

N01-09123 テレビ コメディー公園通り 愛1つ恋5つ 最終回 1978/8/5 NHK 佐々木守

M023 N01-40558 テレビ ごめんあそばせ！ 短気は損気の巻 14 1957/5/10 日本テレビ 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-13350 テレビ 子守唄由来 1967/11/12 TBS 寺山修司
デジタル
化（館
内）

N01-18144 テレビ 今宵あなたと 小林旭とともに 1973/1/6 群馬テレビ 緒方陽一

N01-06328 テレビ こよい歌えば 大阪の歌 1963/1/20 NHK 保富康午

N01-06769 テレビ こよい歌えば 大阪の歌 1963/1/20 NHK 保富康午

N01-06776 テレビ こよい歌えば ザ・ピーナッツとともに 1963/4/14 NHK 松原雅彦

N01-06920 テレビ こよい歌えば NO④　スーパー・しゃれ男 1962/4/29 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05985 テレビ 今宵楽しく おもちゃの国 1 1960/4/6 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06747 テレビ 今宵たのしく ミュージカル誕生 打合稿 2 1960/4/13 NHK 保富康午

N01-06748 テレビ 今宵たのしく みんなでミュージカルを 1960/4/13 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06753 テレビ 今宵たのしく 六月のこよみ 1960/6/1 NHK 風早美樹

N01-06754 テレビ 今宵たのしく 星空の下に 1960/7/6 NHK 保富康午

N01-06746 テレビ 今宵たのしく 魔法使いの言葉 第二稿 1960/8/24 NHK

N01-06751 テレビ 今宵たのしく 魔法使いの言葉 第一稿 1960/8/24 NHK

N01-06756 テレビ 今宵たのしく 魔法使いの言葉 1960/8/24 NHK 保富康午
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N01-06752 テレビ 今宵たのしく 魅惑のトロピカル 打合稿 1960/9/14 NHK 山本紫朗

N01-06755 テレビ 今宵たのしく コミック・メロディ集 1960/10/19 NHK 保富康午

N01-05031 テレビ 今宵たのしく くるみ割り人形 第一稿 1960/12/21 NHK 保富康午

N01-06633 テレビ 今宵たのしく くるみ割り人形 第一稿 1960/12/21 NHK 保富康午

N01-05558 テレビ 今宵たのしく 騎士とフットボール 1961/1/4 NHK 保富康午

N01-06638 テレビ 今宵たのしく 騎士とフットボール 打合稿 1961/1/4 NHK 保富康午

N01-13499 テレビ 御用部屋犯科帖 江戸の鷹 鷹は飛ばなかった（仮題） 決定稿 5 [1978]/(?)/(?) テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-13500 テレビ 御用部屋犯科帖 江戸の鷹 天の助け（仮題） 決定稿 12 [1978]/(?)/(?) テレビ朝日 小川英、四十物光男

N01-13501 テレビ 御用部屋犯科帖 江戸の鷹 お鷹乱心（仮題） 決定稿 32 1978/(?)/(?) テレビ朝日 杉村のぼる、小川英

N01-15721 テレビ
娯楽時代劇　江戸のはぐれ狼「外道始末」

（仮題）
検討台本 (?) 津田幸夫

N01-15722 テレビ
娯楽時代劇　江戸のはぐれ狼「外道始末」

（仮題）
検討台本 (?) 津田幸夫

N01-08101 テレビ 御寮人さん [1960]/10/27 フジテレビ 川口松太郎
デジタル
化（館
内）

N01-09870 ラジオ ゴルゴ13 聖者からの依頼 1 (?) NHK 佐々木守

N01-09868 ラジオ ゴルゴ13 ハロウィン・ニューヨーク 2 (?) NHK 佐々木守

N01-09869 ラジオ ゴルゴ13 帝王の罠 3 (?) NHK 佐々木守

N01-09873 ラジオ ゴルゴ13 ラージマウスの湖上 4 (?) NHK 佐々木守

N01-09871 ラジオ ゴルゴ13 女王陛下の憂鬱 5 (?) NHK 佐々木守

N01-09872 ラジオ ゴルゴ13 行方不明のH氏 6 (?) NHK 佐々木守

N01-09862 ラジオ ゴルゴ13

第一夜 そして死が残った/第
二夜 動作・二四分の一/第三
夜 マニトバ/第四夜 呪術の島
/第五夜 アングリー・ウェーブ

ス/第六夜 魔笛のシュッカ

1～6 (?) NHK 佐々木守

N01-11128 テレビ
”コルネリヤお雪 聞書” 恋しや南十字星

―わたしの山田長政―
[1978/12/1] テレビ朝日 早坂暁

N01-07498 テレビ これが現代だ！ やめられませんこの商売 10 1964/3/18 フジテレビ 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-05641 テレビ これが現代だ！ あなたも社長になれる 23 1964/6/17 フジテレビ 野村六助

N01-07508 テレビ これが現代だ！ 銀座仙人の優雅な生活 35 1964/9/9 フジテレビ 野村六助

N01-05635 テレビ これが現代だ！ 現代っ子芸者 46 1964/12/7 フジテレビ 野村六助

N01-02988 ラジオ これが最後ね (?)
文化放送、
ラジオ九州

堀江史朗

N01-05965 ラジオ これがジャズだ！ 特集 1960/5/5 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-08313 テレビ これが真実だ
最後の日中和平交渉―繆斌

工作―
準備稿 6 1960/9/28 フジテレビ 高橋辰雄

N01-08314 テレビ これが真実だ 伏見　寺田屋事件 決定稿 11 1960/1/23 フジテレビ 泉京介

N01-05168 テレビ これが真実だ 選挙大干渉 12 1960/11/8 フジテレビ 松宮梓
デジタル
化（館
内）

N01-08315 テレビ これが真実だ それでも　天皇は機関である 決定稿 15 1960/2/20 フジテレビ 泉京介

N01-08316 テレビ これが真実だ
百年前の日米交渉　ハリスと

お吉
決定稿 17 1960/3/5 フジテレビ 高橋辰雄

N01-08317 テレビ これが真実だ
自今口を絶ち尊攘を言わず―

吉田松陰と松下村塾―
18 1960/3/12 フジテレビ 泉京介

N01-08318 テレビ これが真実だ 赤報隊滅亡記 20 1960/3/26 フジテレビ 泉京介

N01-08319 テレビ これが真実だ 五稜郭遊軍隊 26 1960/5/7 フジテレビ 泉京介

N01-08320 テレビ これが真実だ 五稜郭遊軍隊 26 1960/5/7 フジテレビ 泉京介
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N01-23310 テレビ これが世界のホンモノだ！ おしゃれのパリ 1 1969/10/5 フジテレビ 松宮梓

N01-18126 テレビ これが世界のホンモノだ！ バカンスこそ人生 2 1969/10/12 フジテレビ 野村六助

N01-23311 テレビ これが世界のホンモノだ！ くいだおれ・ど・パリ 3 1969/10/19 フジテレビ 杉山義法

N01-18279 テレビ これが世界のホンモノだ！ おとぎの国の児童福祉 4 1969/10/26 安斎功

N01-18066 テレビ これが世界のホンモノだ！ マカロニ・カーキチ野郎 8 (?)/11/23 フジテレビ 野村六助

N01-18278 テレビ これが世界のホンモノだ！ マカロニ・カーキチ野郎 8 (?)/11/23 フジテレビ 野村六助

N01-03031 ラジオ これでいいのか
オーディション

用
(?) 茂木草介

N01-01893 テレビ 殺される男 前編 準備稿 [1961]/12/7 フジテレビ 津田幸夫

N01-08366 テレビ 殺される男 後編 1961/12/14 フジテレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-08368 テレビ 殺される男 後編 1961/12/14 フジテレビ 津田幸夫

N01-08369 テレビ 殺される男 前編 1961/12/7 フジテレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-06225 テレビ コロムビア・ヒット・ショー 52 1962/9/29 TBS

N01-03144 テレビ こわれた人形 (?) 東京放送 堀江史朗

N01-13390 テレビ こわれない椅子 決定稿 1966/11/13 TBS 飯沢匡
デジタル
化（館
内）

N01-00299 テレビ 子をつれた女 1960/(?)/(?) KRT 内村直也

N01-00300 テレビ 子をつれた女 1960/12/4 KRT 内村直也

N01-00301 テレビ 子をつれた女 改訂稿 1961/2/19 TBS 内村直也

N01-00122 テレビ 今昔隅田川 改訂稿 1959/9/18 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00241 テレビ 今昔隅田川 1959/9/18 NHK 内村直也

M006 N01-40116 ラジオ 今昔隅田川 1953/12/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40117 ラジオ 今昔隅田川 1953/12/(?) NHK 内村直也

N01-06120 ラジオ 今昔物語 かくれ薬 1 (?) 遠藤淳

N01-14010 ラジオ 今昔物語
巻二十三ノ十六　駿河前司

橘季通構えて逃れし話
1 1975/2/23 NHK 岸宏子

N01-14011 ラジオ 今昔物語
巻二十四ノ二十　人妻悪霊と
なりその害を除きし陰陽師の

話
2 1975/2/30 NHK 岸宏子

N01-14012 ラジオ 今昔物語
巻二十九ノ三　人に知られざ

りし女盗人の話
3 1975/3/9 NHK 岸宏子

N01-14013 ラジオ 今昔物語
巻十六の三十三　貧女、清水
の観音に仕えて盗人の夫にあ

ひたる話
4 1975/3/16 NHK 岸宏子

N01-14014 ラジオ 今昔物語
巻二十八の十一　祇園の別当

感秀、誦経に行われし話
5 1975/3/23 NHK 岸宏子

N01-14015 ラジオ 今昔物語
巻二十八の二十七　伊豆守小

野五友が目代の話
最終回 1975/3/30 NHK 岸宏子

N01-20076 テレビ 今週のヒット 5 (?)/3/2 フジテレビ 保富康午

N01-20075 テレビ 今週のヒット 7 (?)/3/16 フジテレビ 保富康午

N01-20071 テレビ 今週のヒット 8 (?)/3/23 フジテレビ 保富康午

N01-20074 テレビ 今週のヒット 8 (?)/3/23 フジテレビ 保富康午

N01-22121 テレビ 今週のヒット 9 (?)/3/30 フジテレビ 保富康午

N01-22111 テレビ 今週のヒット 11 (?)/4/13 フジテレビ 保富康午

N01-20073 テレビ 今週のヒット 12 (?)/4/20 フジテレビ 保富康午

N01-20072 テレビ 今週のヒット 13 (?)/4/27 フジテレビ 保富康午

N01-21150 テレビ 今週のヒット15 1 [1966]/2/2 フジテレビ 保富康午

N01-20302 テレビ 今週のヒット15 2 (?)/2/9 フジテレビ 保富康午
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N01-20301 テレビ 今週のヒット15 3 (?)/2/16 フジテレビ 保富康午

N01-20387 テレビ 今週のヒット15 4 (?)/2/23 フジテレビ 保富康午

N01-20299 テレビ 今週のヒット15 6 (?)/3/9 フジテレビ 保富康午

N01-20300 テレビ 今週のヒット15 10 (?)/4/6 フジテレビ 保富康午

N01-20768 テレビ 今週のヒット速報 準備稿 1 (?) フジテレビ

N01-20804 テレビ 今週のヒット速報 1 (?)/4/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20805 テレビ 今週のヒット速報 1 (?)/4/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20784 テレビ 今週のヒット速報 決定稿 2 (?)/4/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20806 テレビ 今週のヒット速報 3 (?)/4/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-24137 テレビ 今週のヒット速報 4 (?)/4/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20815 テレビ 今週のヒット速報 5 (?)/5/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20837 テレビ 今週のヒット速報 6 (?)/5/12 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20799 テレビ 今週のヒット速報 7 (?)/5/19 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-24136 テレビ 今週のヒット速報 8 (?)/5/26 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20783 テレビ 今週のヒット速報 9 (?)/6/2 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20769 テレビ 今週のヒット速報 10 (?)/6/9 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20814 テレビ 今週のヒット速報 11 (?)/6/16 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20774 テレビ 今週のヒット速報 12 (?)/6/23 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20795 テレビ 今週のヒット速報 13 (?)/6/30 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20816 テレビ 今週のヒット速報 14 (?)/7/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20843 テレビ 今週のヒット速報 15 (?)/7/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-23689 テレビ 今週のヒット速報 15 (?)/7/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20803 テレビ 今週のヒット速報 16 (?)/7/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20794 テレビ 今週のヒット速報 17 (?)/7/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20810 テレビ 今週のヒット速報 18 (?)/8/4 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20817 テレビ 今週のヒット速報 19 (?)/8/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-24138 テレビ 今週のヒット速報 20 (?)/8/18 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20785 テレビ 今週のヒット速報 21 (?)/8/25 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20840 テレビ 今週のヒット速報 22 (?)/9/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20791 テレビ 今週のヒット速報 23 (?)/9/8 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20809 テレビ 今週のヒット速報 23 (?)/9/8 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20811 テレビ 今週のヒット速報 24 (?)/9/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20801 テレビ 今週のヒット速報 25 (?)/9/22 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20855 テレビ 今週のヒット速報 26 (?)/9/29 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20793 テレビ 今週のヒット速報 27 (?)/10/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20798 テレビ 今週のヒット速報 28 (?)/10/13 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20787 テレビ 今週のヒット速報 29 (?)/10/20 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20792 テレビ 今週のヒット速報 30 (?)/10/27 フジテレビ 塚田茂、保富康午
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N01-20788 テレビ 今週のヒット速報 31 (?)/11/3 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20786 テレビ 今週のヒット速報 32 (?)/11/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20777 テレビ 今週のヒット速報 33 (?)/11/17 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20813 テレビ 今週のヒット速報 34 (?)/11/24 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20776 テレビ 今週のヒット速報 35 (?)/12/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20796 テレビ 今週のヒット速報 36 (?)/12/8 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20831 テレビ 今週のヒット速報 37 (?)/12/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20802 テレビ 今週のヒット速報 38 (?)/12/22 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20848 テレビ 今週のヒット速報 39 (?)/12/29 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20847 テレビ 今週のヒット速報 40 (?)/1/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20775 テレビ 今週のヒット速報 41 (?)/1/12 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20770 テレビ 今週のヒット速報 44 (?)/2/2 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20826 テレビ 今週のヒット速報 45 (?)/2/9 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20778 テレビ 今週のヒット速報 47 (?)/2/23 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20789 テレビ 今週のヒット速報 48 (?)/3/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20773 テレビ 今週のヒット速報 49 (?)/3/8 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20821 テレビ 今週のヒット速報 51 (?)/3/22 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20820 テレビ 今週のヒット速報 52 (?)/3/29 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20819 テレビ 今週のヒット速報 54 (?)/4/12 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20880 テレビ 今週のヒット速報 56 (?)/4/26 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20853 テレビ 今週のヒット速報 58 (?)/5/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20879 テレビ 今週のヒット速報 59 (?)/5/17 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20878 テレビ 今週のヒット速報 60 (?)/5/24 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20877 テレビ 今週のヒット速報 61 (?)/5/31 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20822 テレビ 今週のヒット速報 63 (?)/6/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20782 テレビ 今週のヒット速報 64 (?)/6/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20781 テレビ 今週のヒット速報 65 (?)/6/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20780 テレビ 今週のヒット速報 66 (?)/7/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20867 テレビ 今週のヒット速報 68 (?)/7/19 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20866 テレビ 今週のヒット速報 69 (?)/7/26 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20865 テレビ 今週のヒット速報 70 (?)/8/2 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20864 テレビ 今週のヒット速報 71 (?)/8/9 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20883 テレビ 今週のヒット速報 72 (?)/8/16 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20882 テレビ 今週のヒット速報 73 (?)/8/23 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20881 テレビ 今週のヒット速報 74 (?)/8/30 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20863 テレビ 今週のヒット速報 75 (?)/9/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20862 テレビ 今週のヒット速報 76 (?)/9/13 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20861 テレビ 今週のヒット速報 77 (?)/9/20 フジテレビ 塚田茂、保富康午



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20772 テレビ 今週のヒット速報 78 (?)/9/27 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20860 テレビ 今週のヒット速報 79 (?)/10/4 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20859 テレビ 今週のヒット速報 80 (?)/10/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20873 テレビ 今週のヒット速報 81 (?)/10/18 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20888 テレビ 今週のヒット速報 83 (?)/11/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20839 テレビ 今週のヒット速報 84 (?)/11/8 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20845 テレビ 今週のヒット速報 85 (?)/11/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20885 テレビ 今週のヒット速報 86 (?)/11/22 フジテレビ 塚田茂、保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-20898 テレビ 今週のヒット速報 88 (?)/12/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20812 テレビ 今週のヒット速報 89 (?)/12/13 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20890 テレビ 今週のヒット速報 90 (?)/12/20 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20841 テレビ 今週のヒット速報 93 (?)/1/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20893 テレビ 今週のヒット速報 94 (?)/1/17 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20899 テレビ 今週のヒット速報 96 (?)/1/31 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20800 テレビ 今週のヒット速報 97 (?)/2/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20846 テレビ 今週のヒット速報 98 (?)/2/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20790 テレビ 今週のヒット速報 100 (?)/2/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20872 テレビ 今週のヒット速報 101 (?)/3/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20871 テレビ 今週のヒット速報 103 (?)/3/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20870 テレビ 今週のヒット速報 104 (?)/3/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20779 テレビ 今週のヒット速報 105 (?)/4/4 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20869 テレビ 今週のヒット速報 105 (?)/4/4 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20069 テレビ 今週のヒット速報 106 (?)/4/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20868 テレビ 今週のヒット速報 107 (?)/4/18 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20797 テレビ 今週のヒット速報 109 (?)/5/2 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20070 テレビ 今週のヒット速報 110 (?)/5/9 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20068 テレビ 今週のヒット速報 111 (?)/5/16 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20065 テレビ 今週のヒット速報 112 (?)/5/23 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20066 テレビ 今週のヒット速報 113 (?)/5/30 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20886 テレビ 今週のヒット速報 114 (?)/6/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20887 テレビ 今週のヒット速報 116 (?)/6/20 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20884 テレビ 今週のヒット速報 118 (?)/7/4 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20064 テレビ 今週のヒット速報 119 (?)/7/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20063 テレビ 今週のヒット速報 120 (?)/7/18 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20832 テレビ 今週のヒット速報 121 (?)/7/25 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20849 テレビ 今週のヒット速報 122 (?)/8/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20835 テレビ 今週のヒット速報 123 (?)/8/8 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20067 テレビ 今週のヒット速報 124 (?)/8/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20836 テレビ 今週のヒット速報 125 (?)/8/22 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20895 テレビ 今週のヒット速報 127 (?)/9/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20891 テレビ 今週のヒット速報 128 (?)/9/12 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20892 テレビ 今週のヒット速報 129 (?)/9/19 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20889 テレビ 今週のヒット速報 130 (?)/9/26 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20771 テレビ 今週のヒット速報 131 (?)/10/3 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20858 テレビ 今週のヒット速報 132 (?)/10/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20838 テレビ 今週のヒット速報 133 (?)/10/17 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20857 テレビ 今週のヒット速報 134 (?)/10/24 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20854 テレビ 今週のヒット速報 135 (?)/10/31 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20827 テレビ 今週のヒット速報 136 (?)/11/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20852 テレビ 今週のヒット速報 137 (?)/11/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20851 テレビ 今週のヒット速報 138 (?)/11/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20062 テレビ 今週のヒット速報 139 (?)/11/28 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20897 テレビ 今週のヒット速報 141 (?)/12/12 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20807 テレビ 今週のヒット速報 142 (?)/12/19 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20856 テレビ 今週のヒット速報 143 (?)/12/26 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20874 テレビ 今週のヒット速報 145 (?)/1/9 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20829 テレビ 今週のヒット速報 146 (?)/1/16 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20875 テレビ 今週のヒット速報 147 (?)/1/23 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20828 テレビ 今週のヒット速報 148 (?)/1/30 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20808 テレビ 今週のヒット速報 149 (?)/2/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20876 テレビ 今週のヒット速報 150 (?)/2/13 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20850 テレビ 今週のヒット速報 153 (?)/3/6 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20842 テレビ 今週のヒット速報 156 (?)/3/27 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20834 テレビ 今週のヒット速報 161 (?)/5/1 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20833 テレビ 今週のヒット速報 163 (?)/5/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-21321 テレビ 今週のヒット速報 165 (?)/5/29 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20823 テレビ 今週のヒット速報 171 (?)/7/10 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20896 テレビ 今週のヒット速報 172 (?)/7/17 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-21322 テレビ 今週のヒット速報 175 (?)/8/7 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20844 テレビ 今週のヒット速報 176 (?)/8/14 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20894 テレビ 今週のヒット速報 177 (?)/8/21 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20825 テレビ 今週のヒット速報 180 (?)/9/11 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20818 テレビ 今週のヒット速報 181 (?)/9/18 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20824 テレビ 今週のヒット速報 197 (?)/1/15 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-20830 テレビ 今週のヒット速報 204 (?)/3/5 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-13800 テレビ 混声の森 1 [1978]/10/17 TBS 石堂淑朗



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13801 テレビ 混声の森 決定稿 4 [1978]/11/7 TBS 石堂淑朗

N01-01143 ラジオ こんち午の日 1956/2/5
ニッポン放

送
高橋博

デジタル
化（館
内）

N01-08624 テレビ こんちご用は さあ、出直そう 1 1965/10/2 フジテレビ 横田弘行

N01-08630 テレビ こんちご用は さあ、出直そう 1 1965/10/2 フジテレビ 横田弘行

N01-15915 テレビ こんちご用は さあ、出直そう 1 1965/10/2 フジテレビ 横田弘行

N01-16778 テレビ こんち御用は さあ、出直そう 1 1965/10/2 フジテレビ 横田弘行

N01-08604 テレビ こんちご用は よし、まかしとけ 2 1965/10/9 フジテレビ 横田弘行

N01-08625 テレビ こんちご用は よし、まかしとけ 2 1965/10/9 フジテレビ 横田弘行

N01-08631 テレビ こんちご用は よし、まかしとけ 2 1965/10/9 フジテレビ 横田弘行

N01-15914 テレビ こんちご用は よし、まかしとけ 2 1965/10/9 フジテレビ 横田弘行

N01-16155 テレビ こんちご用は よし、まかしとけ 2 1965/10/9 フジテレビ 横田弘行

N01-08605 テレビ こんちご用は そう、怒るない 3 1965/10/16 フジテレビ 横田弘行

N01-08626 テレビ こんちご用は 改訂稿 3 1965/10/16 フジテレビ 横田弘行

N01-15908 テレビ こんちご用は そう、怒るない 3 1965/10/16 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-15913 テレビ こんちご用は そう、怒るない 3 1965/10/16 フジテレビ 横田弘行

N01-15934 テレビ こんちご用は 改訂稿 3 [1965]/(?)/(?) 横田弘行

N01-16156 テレビ こんちご用は そう、怒るない 3 1965/10/16 フジテレビ 横田弘行

N01-08576 テレビ こんちご用は おい、仲よくしようぜ 4 1965/10/23 フジテレビ 横田弘行

N01-08632 テレビ こんちご用は おい、仲よくしようぜ 4 1965/10/23 フジテレビ 横田弘行

N01-08633 テレビ こんちご用は おい、仲よくしようぜ 4 1965/10/23 フジテレビ 横田弘行

N01-15923 テレビ こんちご用は おい、仲よくしようぜ 4 1965/10/23 フジテレビ 横田弘行

N01-16779 テレビ こんち御用は おい、仲よくしようぜ 4 1965/10/23 フジテレビ 横田弘行

N01-16780 テレビ こんち御用は おい、仲よくしようぜ 4 1965/10/23 フジテレビ 横田弘行

N01-08627 テレビ こんちご用は フン、見そこなうない 5 1965/10/30 フジテレビ 横田弘行

N01-15912 テレビ こんちご用は フン、見そこなうない 5 1965/10/30 フジテレビ 横田弘行

N01-16781 テレビ こんち御用は フン、見そこなうない 5 1965/10/30 フジテレビ 横田弘行

N01-16782 テレビ こんち御用は フン、見そこなうない 5 1965/10/30 フジテレビ 横田弘行

N01-08606 テレビ こんちご用は ちぇッ、いい年をして 6 1965/11/6 フジテレビ 横田弘行

N01-15911 テレビ こんちご用は ちぇッ、いい年をして 6 1965/11/6 フジテレビ 横田弘行

N01-16157 テレビ こんちご用は ちぇッ、いい年をして 6 1965/11/6 フジテレビ 横田弘行

N01-16783 テレビ こんち御用は ちぇッ、いい年をして 6 1965/11/6 フジテレビ 横田弘行

N01-15907 テレビ こんちご用は ああ、弱き者よ 7 1965/11/13 フジテレビ 横田弘行

N01-15910 テレビ こんちご用は ああ、弱き者よ 7 1965/11/13 フジテレビ 横田弘行

N01-16158 テレビ こんちご用は ああ、弱き者よ 7 1965/11/13 フジテレビ 横田弘行

N01-16784 テレビ こんち御用は ああ、弱き者よ 7 1965/11/13 フジテレビ 横田弘行

N01-08607 テレビ こんちご用は いざ、戦わん 8 1965/11/20 フジテレビ 横田弘行

N01-08608 テレビ こんちご用は いざ、戦わん 8 1965/11/20 フジテレビ 横田弘行

N01-08628 テレビ こんちご用は いざ、戦わん 8 1965/11/20 フジテレビ 横田弘行



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-15909 テレビ こんちご用は いざ、戦わん 8 1965/11/20 フジテレビ 横田弘行

N01-16159 テレビ こんちご用は いざ、戦わん 8 1965/11/20 フジテレビ 横田弘行

N01-08629 テレビ こんちご用は たて、名誉の為に 9 1965/11/27 フジテレビ 横田弘行

N01-15920 テレビ こんちご用は たて、名誉の為に 9 1965/11/27 フジテレビ 横田弘行

N01-16160 テレビ こんちご用は たて、名誉の為に 9 1965/11/27 フジテレビ 横田弘行

N01-08609 テレビ こんちご用は ちえッ、変な珍客 10 1965/12/4 フジテレビ 横田弘行

N01-15919 テレビ こんちご用は ちえッ、変な珍客 10 1965/12/4 フジテレビ 横田弘行

N01-16161 テレビ こんちご用は ちぇッ、変な珍客 10 1965/12/4 フジテレビ 横田弘行

N01-16162 テレビ こんちご用は ちぇッ、変な珍客 10 1965/12/4 フジテレビ 横田弘行

N01-08610 テレビ こんちご用は へへ、感度良好！！ 11 1965/12/11 フジテレビ 横田弘行

N01-15905 テレビ こんちご用は へへ、感度良好!! 11 1965/12/11 フジテレビ 横田弘行

N01-15906 テレビ こんちご用は へへ、感度良好!! 11 1965/12/11 フジテレビ 横田弘行

N01-16163 テレビ こんちご用は へへ、感度良好!! 11 1965/12/11 フジテレビ 横田弘行

N01-16164 テレビ こんちご用は へへ、感度良好!! 11 1965/12/11 フジテレビ 横田弘行

N01-16165 テレビ こんちご用は へへ、感度良好!! 11 1965/12/11 フジテレビ 横田弘行

N01-08611 テレビ こんちご用は ああ　青春！！ 12 1965/12/18 フジテレビ 横田弘行

N01-08612 テレビ こんちご用は ああ　青春！！ 12 1965/12/18 フジテレビ 横田弘行

N01-15904 テレビ こんちご用は ああ青春!! 12 1965/12/18 フジテレビ 横田弘行

N01-15918 テレビ こんちご用は ああ青春!! 12 1965/12/18 フジテレビ 横田弘行

N01-15917 テレビ こんちご用は ホラ、明日が笑ってる 13 1965/12/25 フジテレビ 横田弘行

N01-16166 テレビ こんちご用は ホラ、明日が笑ってる 13 1965/12/25 フジテレビ 横田弘行

N01-16785 テレビ こんち御用は ホラ、明日が笑ってる 13 1965/12/25 フジテレビ 横田弘行

N01-16786 テレビ こんち御用は ホラ、明日が笑ってる 13 1965/12/25 フジテレビ 横田弘行

N01-16787 テレビ こんち御用は ホラ、明日が笑ってる 13 1965/12/25 フジテレビ 横田弘行

N01-03201 テレビ こんちは幸福さん 山は待っている 26 1962/9/25 NET 窪田篤人

N01-17768 テレビ コント55号　笑ってたまるか？ 決定稿 1 (?)/4/7 日本テレビ 佐々木守

N01-17767 テレビ コント55号　笑ってたまるか？ 決定稿 2 (?)/4/7 日本テレビ 佐々木守

N01-23656 テレビ コント55号の今年も笑う！ 準備稿 (?)/12/31 フジテレビ 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-23657 テレビ コント55号の今年も笑う！ 改訂稿 (?)/12/31 フジテレビ 塚田茂

N01-11579 テレビ コント55号の世界は笑う！ 決定稿 30 [1969/2/1] フジテレビ 岩城未知男
デジタル
化（館
内）

N01-03154 テレビ コント千一夜 23 (?)/5/8 テレビ大阪 茂木草介

N01-03323 テレビ コント千一夜 46 (?)/10/23 大阪テレビ 茂木草介

N01-03026 テレビ コント千一夜 73 (?)/5/14 大阪テレビ 茂木草介

N01-03155 テレビ コント千一夜 73 (?)/5/14 テレビ大阪 茂木草介

N01-04309 テレビ コント千一夜 86 (?)/8/13
大阪テレビ

放送
茂木草介

N01-03027 テレビ コント千一夜 98 (?)/11/7 大阪テレビ 茂木草介

N01-03156 テレビ コント千一夜 106 (?)/1/1 テレビ大阪 茂木草介

N01-03157 テレビ コント千一夜 110 (?)/1/29 テレビ大阪 茂木草介



「こ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03158 テレビ コント千一夜 114 (?)/2/26 テレビ大阪 茂木草介

N01-04308 テレビ コント千一夜 118 (?)/3/26
大阪テレビ

放送
茂木草介

N01-04310 テレビ コント千一夜 126 (?)/5/21
大阪テレビ

放送
茂木草介

N01-03159 テレビ コント千一夜 130 (?)/6/18 テレビ大阪 茂木草介

N01-03160 テレビ コント千一夜 134 (?)/7/16 テレビ大阪 茂木草介

N01-04336 テレビ コント千一夜 162 (?)/2/4 朝日放送 茂木草介

N01-04341 テレビ コント千一夜 178 (?)/5/26 朝日放送 茂木草介

N01-04343 テレビ コント千一夜 204 (?)/11/24 朝日放送 京都伸夫

N01-04342 テレビ コント千一夜 210 (?)/1/5 朝日放送 茂木草介

N01-04344 テレビ コント千一夜 235 (?)/6/29 朝日放送 田村幸二

N01-24602 テレビ こんにちは結婚 君こそわが命(仮題) 改訂稿 [1979]/(?)/(?) NTV 石堂淑朗

N01-24637 テレビ こんにちは結婚 恋のセールス 再改訂稿 1967/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-24636 テレビ こんにちは結婚 十六才の花嫁 1967/10/25 日本テレビ 深沢一夫

N01-12762 テレビ こんにちは結婚　星の王女さま 第一稿 (?) 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-12324 テレビ 今日夢人間 1973/10/13 NHK 森崎東

N01-05943 ラジオ こんにちわ奥様 (?) 文化放送 狩野新
デジタル
化（館
内）



「さ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50153 テレビ ザ・商社 1 (?) NHK 大野靖子

N01-50154 テレビ ザ・商社 愛する時と死する時 1 1980/(?)/(?） NHK 大野靖子

N01-50155 テレビ ザ・商社 江坂ファミリー 2 1980/(?)/(?） NHK 大野靖子

N01-50156 テレビ ザ・商社 セント・ジョーンズの神話 3 1980/(?)/(?） NHK 大野靖子

N01-50157 テレビ ザ・商社 最終回 (?) NHK 大野靖子

N01-50158 テレビ ザ・商社 日本の中の異邦人 最終回 1980/(?)/(?） NHK 大野靖子

N01-12670 テレビ ザ・スーパーガール 熱いフィーバーは殺しのマーク 3
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
田波靖男、安斉あゆ子、江里明

N01-12671 テレビ ザ・スーパーガール 殺し屋は女に任せろ！！ 4
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-12672 テレビ ザ・スーパーガール 花嫁替玉マル秘大作戦 9
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-12673 テレビ ザ・スーパーガール ヌードに仰天びっくり写真 10
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
胡桃哲、江里明

N01-12674 テレビ ザ・スーパーガール
警部の車に、裸女の死体が

…！
12

[1979～
1980]/(?)/(?)

東京12チャ
ンネル

中野顕彰、江里明

N01-12675 テレビ ザ・スーパーガール 高校生売春 16
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
江里明、丸田勉

N01-12676 テレビ ザ・スーパーガール 女囚脱獄・PARTⅡ 17
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
山本英明、江里明

N01-12677 テレビ ザ・スーパーガール 殺し屋の詩 18
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
胡桃哲、江里明

N01-12678 テレビ ザ・スーパーガール 女子大生、愛の告白 19
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-12679 テレビ ザ・スーパーガール 消えた婦人警官 22
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
山本英明、江里明

N01-12680 テレビ ザ・スーパーガール 女豹たちの怒り 26
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
石川孝人、江里明

N01-12681 テレビ ザ・スーパーガール 連続爆破・悪魔の囁き 27
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
山本英明、江里明

N01-12682 テレビ ザ・スーパーガール 狙撃主が吠える 30
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
石川孝人、江里明

N01-12683 テレビ ザ・スーパーガール 亭主の殺し方教えます 31
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-12684 テレビ ザ・スーパーガール チアガール殺人事件 34
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
石川孝人、江里明

N01-12685 テレビ ザ・スーパーガール 秩父の夜と昼・二つの顔の女 35
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
山本英明、江里明

N01-12686 テレビ ザ・スーパーガール レイプされた女Gメン 37
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-12687 テレビ ザ・スーパーガール 女怪盗ルパン登場 42
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
石川孝人、江里明

N01-12688 テレビ ザ・スーパーガール エリート刑事の黒い罠 43
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-12689 テレビ ザ・スーパーガール
消えた拳銃・謎を握る裸の死

美人
決定稿 43

[1979～
1980]/(?)/(?)

東京12チャ
ンネル

四十物光男、江里明

N01-12690 テレビ ザ・スーパーガール 夜の手配師・白い粉の恐怖 44
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
山本英明、江里明

N01-12691 テレビ ザ・スーパーガール 高校生爆破事件 50
[1979～

1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
池田一朗、江里明

N01-23605 テレビ ザ・ドリフターズショー 今年はこれで行こう！ 第一稿 (?)/1/2 TBS 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-24571 テレビ ザ・ネットワーク「東京大停電」 準備稿 (?)/8/19 フジテレビ 国弘威雄

N01-10884 ラジオ ザ・ピーナッツのアラウンド・ザ・ワールド
ハワイ(1・2)/ロスアンジェルス

/サンフランシスコ
1～4 (?) TBS 竹内伸光

N01-19776 ラジオ ザ・ピーナッツのアラウンド・ザ・ワールド 5～8 (?) TBS 竹内伸光

N01-10885 ラジオ ザ・ピーナッツのアラウンド・ザ・ワールド
ニューヨーク/ワシントン/シカ

ゴ
9～12 (?) TBS 竹内伸光

N01-19946 テレビ ザ・ヒットステージ 準備稿 1・2 (?)/4/3、10 TBS 沢口義明、河村達樹、保富康午

N01-19947 テレビ ザ・ヒットステージ 1・2 (?)/4/3、10 TBS 沢口義明、河村達樹、保富康午

N01-19813 テレビ ザ・ベストテン 改訂稿 2 (?)/1/26 TBS 平井靖人、長束利博、奥山侊伸

N01-19812 テレビ ザ・ベストテン 改訂稿 42 (?)/11/2 TBS 長束利博、奥山侊伸、平井靖人
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N01-23315 テレビ ザ・ベストテン 決定稿 50 [1978]/12/28 TBS 長束利博、奥山侊伸、平井靖人

N01-19811 テレビ ザ・ベストテン 決定稿 58 (?)/3/1 TBS 奥山侊伸、長束利博、平井靖人
デジタル
化（館
内）

N01-15737 テレビ サーカス 1 1977/10/27 NHK 田向正健

N01-15738 テレビ サーカス 2 1977/11/3 NHK 田向正健

N01-15739 テレビ サーカス 3 1977/11/10 NHK 田向正健

N01-15740 テレビ サーカス 4 1977/11/17 NHK 田向正健

N01-15741 テレビ サーカス 5 1977/11/24 NHK 田向正健

N01-15742 テレビ サーカス 6 1977/12/1 NHK 田向正健

N01-15743 テレビ サーカス 7 1977/12/8 NHK 田向正健

N01-15744 テレビ サーカス 8(終) 1977/12/15 NHK 田向正健

N01-02932 テレビ サーカス・ファンタジィ 1958/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-09029 ラジオ サーキットの狼 1～3 (?) NHK 佐々木守

N01-09030 ラジオ サーキットの狼 4・5 (?) NHK 佐々木守

N01-09031 ラジオ サーキットの狼 6・7 (?) NHK 佐々木守

N01-01922 テレビ 西鶴物語 おまん源五兵衛(前編) 決定稿 73 1961/3/2 NET 津田幸夫

N01-01923 テレビ 西鶴物語 おまん源五兵衛(前編) 決定稿 73 1961/3/2 NET 津田幸夫

N01-01920 テレビ 西鶴物語 おまん源五兵衛(後編) 決定稿 74 1961/3/9 NET 津田幸夫

N01-01921 テレビ 西鶴物語 おまん源五兵衛(後編) 決定稿 74 1961/3/9 NET 津田幸夫

N01-13903 ラジオ 西鶴ものがたり 世はぬき取の観音の眼 1 1970/11/1 NHK 岸宏子

N01-13944 ラジオ 西鶴ものがたり 子が親の勘当逆川を泳ぐ 2 1970/11/8 NHK 岸宏子

N01-13904 ラジオ 西鶴ものがたり 家主どのの鼻柱（西鶴織留） 3 1970/11/15 NHK 岸宏子

N01-14034 ラジオ 西鶴ものがたり
浪風静かに神通丸（日本永代

蔵）
4 1970/11/22 NHK 岸宏子

N01-13905 ラジオ 西鶴ものがたり 十夜の半弓（本朝桜蔭比事） 5 1970/11/29 NHK 岸宏子

N01-13906 ラジオ 西鶴ものがたり
五日帰りにおふくろの意見（西

鶴織留）
6 1970/12/6 NHK 岸宏子

N01-13907 ラジオ 西鶴ものがたり 門柱も皆かりの世 7 1970/12/13 NHK 岸宏子

N01-13908 ラジオ 西鶴ものがたり
小判は寝姿の夢（世間胸算

用）
8 1970/12/20 NHK 岸宏子

N01-13909 ラジオ 西鶴ものがたり
長刀はむかしの鞘（世間胸算

用）
9(終) 1970/12/27 NHK 岸宏子

N01-16969 テレビ 西郷隆盛 奄美の島 16 [1965]/1/19 フジテレビ 生田直親
デジタル
化（館
内）

N01-16970 テレビ 西郷隆盛 對決 17 [1965]/1/26 フジテレビ 生田直親

N01-16971 テレビ 西郷隆盛 颶風の訣れ 18 [1965]/2/2 フジテレビ 生田直親

N01-16972 テレビ 西郷隆盛 少年の見る雲 21 [1965]/2/23 フジテレビ 生田直親

N01-16973 テレビ 西郷隆盛 憔悴の島より 22 [1965]/3/2 フジテレビ 生田直親

平026A N01-45194 ラジオ 最後の運転 [1948]/(?)/(?) NHK 堀江史朗
デジタル
化（館
内）

N01-19902 テレビ 西条八十一代記ー花も嵐も踏みこえてー 決定稿 1970/10/8 フジテレビ 保富康午

N01-22010 テレビ 西条八十一代記―花も嵐も踏みこえて― 決定稿 1970/10/8 フジテレビ 保富康午

M007 N01-40186 ラジオ 最初の試練 1953/6/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00096 ラジオ 最初のボーナス [1962]/4/2
中部日本放

送
内村直也



「さ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23259 ラジオ 財津一郎の男の純情 1～5
[1974～

1980]/10/31～
11/5

ニッポン放
送

N01-23260 ラジオ 財津一郎の男の純情 6～10
[1974～

1980]/11/7～11
ニッポン放

送

N01-23261 ラジオ 財津一郎の男の純情 11～15
[1974～

1980]/11/14～
18

ニッポン放
送

N01-23262 ラジオ 財津一郎の男の純情 16～20
[1974～

1980]/11/21～
25

ニッポン放
送

N01-23263 ラジオ 財津一郎の男の純情
1977/11/28～

12/2
ニッポン放

送

N01-23264 ラジオ 財津一郎の男の純情 1977/12/5～16
ニッポン放

送

N01-23265 ラジオ 財津一郎の男の純情 1977/12/5～16
ニッポン放

送

N01-23266 ラジオ 財津一郎の男の純情 1977/12/19～30
ニッポン放

送

N01-23267 ラジオ 財津一郎の男の純情 1977/12/19～30
ニッポン放

送

N01-23268 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/1/2～13
ニッポン放

送

N01-23269 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/1/2～13
ニッポン放

送

N01-23270 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/1/16～27
ニッポン放

送

N01-23271 ラジオ 財津一郎の男の純情
1978/1/30～

2/10
ニッポン放

送
水原明人

N01-23272 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/2/13～24
ニッポン放

送
水原明人

N01-23273 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/5/8～19
ニッポン放

送
水原明人

N01-23274 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/5/22～6/9
ニッポン放

送
水原明人

N01-23275 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/6/12～23
ニッポン放

送
水原明人

N01-23276 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/6/26～7/7
ニッポン放

送
水原明人

N01-23277 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/7/10～21
ニッポン放

送
水原明人

N01-23278 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/7/24～8/4
ニッポン放

送
水原明人

N01-23279 ラジオ 財津一郎の男の純情 1978/8/7～25
ニッポン放

送
水原明人

N01-23280 ラジオ 財津一郎の男の純情
1978/9/25～

10/6
ニッポン放

送
水原明人

N01-23281 ラジオ 財津一郎の男の純情
1978/10/23～

11/3
ニッポン放

送
水原明人

N01-23282 ラジオ 財津一郎の男の純情
1978/12/25～

1979/1/5
ニッポン放

送
水原明人

N01-23283 ラジオ 財津一郎の男の純情
1978/12/25～

1979/1/5
ニッポン放

送
水原明人

N01-23284 ラジオ 財津一郎の男の純情
1979/4/30～

5/11
ニッポン放

送
水原明人

N01-23285 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/5/28～6/8
ニッポン放

送
水原明人

N01-23286 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/5/28～6/8
ニッポン放

送
水原明人

N01-23287 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/6/11～22
ニッポン放

送
水原明人

N01-23288 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/6/25～7/6
ニッポン放

送
水原明人

N01-23289 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/7/9～20
ニッポン放

送
水原明人

N01-23290 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/7/23～27
ニッポン放

送
水原明人

N01-23291 ラジオ 財津一郎の男の純情
1979/7/30～

8/10
ニッポン放

送
水原明人

N01-23292 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/8/13～24
ニッポン放

送
水原明人

N01-23293 ラジオ 財津一郎の男の純情 1979/9/10～28
ニッポン放

送
水原明人

N01-23258 ラジオ 財津一郎の男の慕情 1～5
[1974～

1980]/(?)/(?)
ニッポン放

送

N01-06903 テレビ さいはての渡り鳥　―こまどり姉妹ショー― 準備稿 (?)



「さ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-21350 テレビ さいはての渡り鳥―こまどり姉妹ショー― 準備稿 (?)

N01-05166 テレビ 歳末非常警戒 1962/12/27 フジテレビ 山本雪夫

N01-09464 テレビ 西遊記 孫悟空の誕生 決定稿 1 (?) 日本テレビ 佐々木守、沖島勲
デジタル
化（館
内）

N01-09465 テレビ 西遊記 長い旅の始まり 決定稿 2 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-03040 テレビ サウス･ピア物語 第二稿 (?) NHK 菊村到

N01-20017 テレビ サウス･ピア物語 水銀の涙(前編) 1 (?) NHK

N01-20488 テレビ サウンド・イン”S” 華麗なるローリング20 決定稿 29 (?)/10/27 TBS 畑本健

N01-23194 テレビ サウンド・イン”S” 202 (?)/3/5 TBS 田村隆､旗本健､日制ペングループ

N01-19801 テレビ サウンド・イン”S” スタッフ決定稿 291 (?)/11/25 TBS 奥山侊伸、畑本健

N01-20680 テレビ サウンド・イン”S” 決定稿 320 (?)/6/22 TBS デューク・Ｊ・片岡

N01-20632 テレビ サウンド・イン”S” 決定稿 330 (?)/8/31 TBS 保富康午

N01-23298 ラジオ サウンド・グラフィティ　俺たち音楽仲間 1979/4/(?)
ニッポン放

送
鈴木康仁、倉田ひさし

N01-03143 ラジオ 竿師の娘 (?) HBC 堀江史朗

N01-19764 テレビ 堺正章ショウ [1972/3/18～22] フジテレビ 鴨下信一

N01-19930 テレビ 坂上二郎　軍歌を歌う (?) フジテレビ 塚田茂

N01-23103 ラジオ 坂上二郎の　演歌・わが心の歌(1) (?)/10/5 TBS 大倉徹也

N01-01154 テレビ 坂崎出羽守 前編 決定稿 (?) テレビ朝日 山本有三

N01-01155 テレビ 坂崎出羽守 後編 決定稿 (?) テレビ朝日 山本有三

N01-13848 テレビ 酒場の扉 714 1970/8/16 TBS 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-13879 テレビ 酒場の扉 準備稿 714 1970/8/16 TBS 砂田量爾

N01-26578 資料 作新学院応援歌 (?) 石浜恒夫

N01-00381 テレビ
さくらSUNDAY.SCOPE ミュージカル　なに

かこう素晴らしいこと
準備稿 [1960]/9/4 内村直也、小室寛

N01-00382 テレビ
さくらSUNDAY.SCOPE ミュージカル　なに

かこう素晴らしいこと
第二稿 [1960]/9/4 内村直也、小室寛

N01-00414 ラジオ 桜島の見える村 第二稿 (?) 文化放送 内村直也、創作集団水の会
デジタル
化（館
内）

N01-00445 ラジオ 桜島の見える村 第二稿 (?) 文化放送 内村直也、創作集団水の会

N01-00446 ラジオ 桜島の見える村 第三稿 (?) 文化放送 内村直也、創作集団水の会

N01-00423 資料 桜島の見える村 (?)

N01-00459 ラジオ 桜島の見える村　第一幕 試作稿 (?) 文化放送 内村直也、創作集団水の会

N01-00444 ラジオ 桜島の見える村　第三幕
試作稿、コンテ

台本
(?) 文化放送 内村直也、創作集団水の会

N01-00415 ラジオ 桜島の見える村　第二幕 試作稿 (?) 文化放送 内村直也、創作集団水の会

N01-01152 ラジオ 桜鍔恨鮫鞘　鰻谷の場 1956/6/10
ニッポン放

送

デジタル
化（館
内）

N01-13931 ラジオ 桜の森の満開の下 1974/4/27 NHK 岸宏子

N01-08128 テレビ 叫び 1963/11/4
九州朝日放

送
大島渚

デジタル
化（館
内）

N01-00416 ラジオ さゞなみ軍記 巻の下 [1961]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

N01-00417 ラジオ さゞなみ軍記 下の巻 [1961]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

N01-00504 ラジオ さゞなみ軍記 上の巻 (?) 内村直也

N01-00525 ラジオ さゞなみ軍記 巻の上 (?) 内村直也
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12325 テレビ 笹舟の二人 1973/11/3 NHK 宮本研

N01-12345 テレビ ささやかな記念日 1975/11/3 NHK 藤本義一
デジタル
化（館
内）

平生原
稿003

N01-45263 ラジオ ささやかな真実 (?) 内村直也
デジタル
化（館内）

N01-04143 テレビ ささやきの竹　－お伽草子よりー 1962/4/29 NHK 田中千禾夫

N01-13840 テレビ ささやくなら愛を 準備稿 786 1972/1/2 TBS 松山善三

N01-13844 テレビ ささやくなら愛を 786 1972/1/2 TBS 松山善三

N01-16019 テレビ ささやくなら愛を スタッフ決定稿 786 1972/1/2 TBS 松山善三

N01-09353 テレビ さすらい 1 1969/4/8 TBS 佐々木守

N01-09436 テレビ さすらい 2 (?)/4/15 TBS 佐々木守

N01-09437 テレビ さすらい 3 (?)/4/22 TBS 多賀祥介、佐々木守

N01-09428 テレビ さすらい 4 (?)/4/29 TBS 多賀祥介、佐々木守

N01-09429 テレビ さすらい 5 (?)/5/6 TBS 佐々木守

N01-17042 テレビ さすらい 5 [1969]/5/6 TBS 佐々木守

N01-09430 テレビ さすらい 改訂稿 6 (?)/5/13 TBS 佐々木守

N01-17043 テレビ さすらい 改訂稿 6 [1969]/5/13 TBS 佐々木守

N01-09431 テレビ さすらい 7 (?)/5/20 TBS 佐々木守

N01-17044 テレビ さすらい 7 [1969]/5/20 TBS 佐々木守

N01-09432 テレビ さすらい 8 (?)/5/27 TBS 佐々木守

N01-09433 テレビ さすらい 9 (?)/6/3 TBS 佐々木守

N01-09434 テレビ さすらい 10 (?)/6/10 TBS 佐々木守

N01-09417 テレビ さすらい 11 (?)/6/17 TBS 佐々木守

N01-09418 テレビ さすらい 12 (?)/6/24 TBS 佐々木守

N01-09419 テレビ さすらい 13 (?)/7/1 TBS 佐々木守

N01-09420 テレビ さすらい 14 (?)/7/8 TBS 佐々木守

N01-09421 テレビ さすらい 15 (?)/7/15 TBS 佐々木守

N01-09422 テレビ さすらい 16 (?)/7/2 TBS 佐々木守

N01-09423 テレビ さすらい 17 (?)/7/29 TBS 佐々木守

N01-09424 テレビ さすらい 18 (?)/8/5 TBS 佐々木守

N01-09425 テレビ さすらい 19 (?)/8/12 TBS 佐々木守

N01-09426 テレビ さすらい 20 (?)/8/19 TBS 佐々木守

N01-09427 テレビ さすらい 21 (?)/8/26 TBS 佐々木守

N01-09435 テレビ さすらい 22 (?)/9/2 TBS 佐々木守

N01-09333 テレビ さすらい 憂国の群れ 23 1969/9/9 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09334 テレビ さすらい ある訣別 24 1969/9/16 TBS 佐々木守

N01-09335 テレビ さすらい 潮来舟歌 25 1969/9/23 TBS 佐々木守

N01-09336 テレビ さすらい さらばわが愛 26 1969/9/30 TBS 佐々木守

N01-24577 テレビ さすらい [1972]/(?)/(?) NHK 佐々木昭一郎、和田智充

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104217
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104217
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104217
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104217
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N01-26413 テレビ さすらい 1971/11/13 NHK 佐々木昭一郎

N01-02644 テレビ さすらいの孤児ラスムス 1961/5/3 NHK 須藤出穂

N01-23694 ラジオ サタデーニッポン 1971/1/9
ニッポン放

送

N01-23695 ラジオ サタデーニッポン 1971/8/28
ニッポン放

送

N01-23696 ラジオ サタデーニッポン
塚田茂の「夢のライバルだ」べ

し
1970/5/30

ニッポン放
送

柴田昭

N01-00085 ラジオ 座談会　未来の音 (?) 朝日放送

N01-15819 テレビ 幸子の恋 改訂稿 1026 1976/8/8 TBS 高橋正圀
デジタル
化（館
内）

N01-17606 テレビ 幸子の恋 スタッフ稿 1026 1976/8/8 TBS 高橋正圀

N01-05118 テレビ 殺意の影 1960/3/5 フジテレビ 浅川清道
デジタル
化（館
内）

N01-01748 テレビ 雑草の歌 隣のおばさん 1959/8/(?) 日本テレビ 横田弘行

N01-01749 テレビ 雑草の歌 隣のおばさん 改訂稿 69 1959/8/28 日本テレビ 横田弘行

平生原
稿002

N01-45254 資料 雑草の歌若い道化師たち
原稿（第一草

稿）
(?) 日本テレビ 横田弘行

デジタル
化（館内）

M041 N01-40925 ラジオ 札幌便り
日本一高いハイヤー料金をめ

ぐって
[1956]/6/11 北海道放送 遠藤淳

デジタル
化（館
内）

M041 N01-40926 ラジオ 札幌便り 店員さんの退職金制度 [1956]/9/24 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40938 ラジオ 札幌便り 動物園開き 1956/4/23 北海道放送
デジタル
化（館
内）

平025 N01-45187 ラジオ 薩摩 桔梗 1951/9/18
デジタル
化（館
内）

N01-16047 テレビ さて、男性諸君！ スタッフ稿 662 1966/8/17 TBS 砂田量爾

N01-16651 テレビ さて、男性諸君！(仮題) 改訂稿 662 [1969]/8/17 TBS 砂田量爾

N01-16652 テレビ さて、男性諸君！ スタッフ稿 662 [1969]/8/17 TBS 砂田量爾

N01-12388 テレビ 座頭ちび ちゃん 1 (?) 光畑碩郎

N01-15493 テレビ 佐渡加茂湖心中 1～5 [1986]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15494 テレビ 佐渡加茂湖心中 6～10 [1986]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15495 テレビ 佐渡加茂湖心中 11～15 [1986]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15496 テレビ 佐渡加茂湖心中 16～20 [1986]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15497 テレビ 佐渡加茂湖心中 21～23 [1986]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15516 テレビ 佐渡加茂湖心中 21～25
[1969～

1971]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15517 テレビ 佐渡加茂湖心中 26～30
[1969～

1971]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15518 テレビ 佐渡加茂湖心中 31～35
[1969～

1971]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15519 テレビ 佐渡加茂湖心中 36～38
[1969～

1971]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15520 テレビ 佐渡加茂湖心中 36～最終回
[1969～

1971]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-05514 ラジオ 佐渡夢幻曲 (?) NHK 土岐善麿

M031 N01-40723 ラジオ 花街模様薊色縫その一 十六夜清心 (?)/1/30 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40724 ラジオ 花街模様薊色縫その二 十六夜清心 (?)/1/31 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40725 ラジオ 花街模様薊色縫その三 十六夜清心 (?)/2/6 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40726 ラジオ 花街模様薊色縫その四 十六夜清心 (?)/2/7 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40727 ラジオ 花街模様薊色縫その五 十六夜清心 (?)/2/13 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40728 ラジオ 花街模様薊色縫その六 十六夜清心 (?)/2/14 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104214
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104214
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104214
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104214
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M031 N01-40729 ラジオ 花街模様薊色縫その七 十六夜清心 (?)/2/20 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40730 ラジオ 花街模様薊色縫その八 十六夜清心 (?)/2/21 TBSラジオ 圓城寺清臣
デジタル
化（館
内）

N01-04544 テレビ さのさ節 二幕 (?)/3/11 TBS 川口松太郎

N01-03253 テレビ 裁きの果て 1960/11/27 毎日放送 茂木草介

N01-04333 テレビ 裁きの果て (?) 茂木草介

N01-07958 テレビ 裁きの果て 1960/11/27 毎日放送 茂木草介

N01-51155 テレビ 差別の壁 1961/(?)/(?)
NET（テレビ

朝日）
寺島アキ子

N01-11594 テレビ 寒い朝 決定稿 4 (?)/2/3 テレビ東京 佐々木武観

N01-11595 テレビ 寒い朝 準備稿 12 (?)/3/31 テレビ東京 佐々木武観

N01-03152 テレビ 寒い朝 1963/12/20 朝日放送 茂木草介

N01-15841 ラジオ 寒い顔 1979/10/27 NHK高松 竹内日出男

N01-04162 テレビ 寒さの森の物語 1958/8/30 日本テレビ
清水浩二、須田輪太郎、宇野小四

郎

N01-08429 テレビ 侍　孤剣 準備稿 1961/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-08373 ラジオ 侍の灯 第一話　逆袈裟 27 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08374 ラジオ 侍の灯 第四話　雁を追う武士 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08375 ラジオ 侍の灯 第三話　孤剣 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08376 ラジオ 侍の灯 第五話　関ヶ原前夜 (?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-15864 ラジオ 鮫 1968/8/3 NHK 須知徳平

N01-13337 テレビ サモン日曜お笑い劇場 この野郎　二景 (?) 毎日放送 竹本浩三

N01-13262 テレビ サモン日曜お笑い劇場 月夜のちようちん (?) 毎日放送 藤永暁

N01-13335 テレビ サモン日曜お笑い劇場 血は水よりも… (?)/5/28 毎日放送 中村進

N01-08072 テレビ サモン日曜お笑い劇場 みがかれた味　二景 1964/4/12 毎日放送 竹本浩三

N01-08073 テレビ サモン日曜お笑い劇場 生活の設計　二景 1964/4/19 毎日放送 竹本浩三

N01-08074 テレビ サモン日曜お笑い劇場 親父泣き出す 1964/4/26 毎日放送 木村雅夫

N01-08075 テレビ サモン日曜お笑い劇場 委細面談　二景 1964/5/3 毎日放送 竹本浩三

N01-08066 テレビ サモン日曜お笑い劇場 男の節句　二景 1964/5/10 毎日放送 檀上茂

N01-08067 テレビ サモン日曜お笑い劇場 幸福の配当　二景 1964/5/17 毎日放送 竹本浩三

N01-08076 テレビ サモン日曜お笑い劇場 緑の木陰 1964/5/24 毎日放送 木村雅夫

N01-08077 テレビ サモン日曜お笑い劇場 光る人生　二景 1964/5/31 毎日放送 竹本浩三

N01-08083 テレビ サモン日曜お笑い劇場 にっぽんの夏 1964/6/7 毎日放送 木村雅夫

N01-08082 テレビ サモン日曜お笑い劇場 山びこ　二景 1964/6/14 毎日放送 南京太

N01-08081 テレビ サモン日曜お笑い劇場 勲章家族 1964/6/21 毎日放送 檀上茂

N01-08212 テレビ サモン日曜お笑い劇場 今日も元気で　二景 1964/6/28 毎日放送 竹本浩三

N01-08080 テレビ サモン日曜お笑い劇場 涼み台　二景 1964/7/5 毎日放送 竹本浩三

N01-08090 テレビ サモン日曜お笑い劇場 青空人情 1964/7/12 毎日放送 檀上茂

N01-08089 テレビ サモン日曜お笑い劇場 色即是空　一幕 1964/7/19 毎日放送 檀上茂

N01-08088 テレビ サモン日曜お笑い劇場 扇風機とお父さん　二景 251 1964/7/26 毎日放送 竹本浩三
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N01-08087 テレビ サモン日曜お笑い劇場 ミス・ジャッジ　二景 273 1964/8/9 毎日放送 竹本浩三

N01-08086 テレビ サモン日曜お笑い劇場 お祭り婆さん　一幕 274 1964/8/16 毎日放送 檀上茂

N01-08085 テレビ サモン日曜お笑い劇場 遅かった夏休み　全二景 270 1964/8/23 毎日放送 竹本浩三

N01-08084 テレビ サモン日曜お笑い劇場 台風兄弟　一幕 268 1964/8/30 毎日放送 檀上茂

N01-08071 テレビ サモン日曜お笑い劇場 秋の粧い　一幕 1964/9/6 毎日放送 檀上茂

N01-08070 テレビ サモン日曜お笑い劇場 田舎道　一幕 1964/9/13 毎日放送 檀上茂

N01-08069 テレビ サモン日曜お笑い劇場 秋空晴れて　二景 1964/9/20 毎日放送 竹本浩三

N01-08211 テレビ サモン日曜お笑い劇場 落書き人生　二景 1964/9/27 毎日放送 竹本浩三

N01-08079 テレビ サモン日曜お笑い劇場 銀杏の実る頃　二景 1964/10/4 毎日放送 竹本浩三

N01-08078 テレビ サモン日曜お笑い劇場 明日がある　一幕 1964/10/11 毎日放送 檀上茂

N01-08068 テレビ サモン日曜お笑い劇場 山鳩の宿　一幕 1964/10/18 毎日放送 檀上茂

N01-08218 テレビ サモン日曜お笑い劇場 爽やかな秋 1964/10/23 毎日放送 藤永暁

N01-08217 テレビ サモン日曜お笑い劇場 天高く　二景 1964/11/1 毎日放送 竹本浩三

N01-08216 テレビ サモン日曜お笑い劇場 大阪根性　二景 1964/11/8 毎日放送 竹本浩三

N01-13323 テレビ サモン日曜お笑い劇場 二人の鬼　二景 1964/11/15 毎日放送 竹本浩三

N01-08215 テレビ サモン日曜お笑い劇場 千円銀貨　一幕 1964/11/22 毎日放送 檀上茂

N01-08214 テレビ サモン日曜お笑い劇場 時雨　一幕 1964/11/29 毎日放送 檀上茂

N01-08213 テレビ サモン日曜お笑い劇場 冬将軍 1964/12/13 毎日放送 檀上茂

N01-08210 テレビ サモン日曜お笑い劇場 お歳暮　二景 1964/12/20 毎日放送 竹本浩三

N01-08209 テレビ サモン日曜お笑い劇場 ゆく年くる年　二景 1964/12/27 毎日放送 竹本浩三

N01-13267 テレビ サモン日曜お笑い劇場 お雑煮の味　二景 1965/1/3 毎日放送 竹本浩三

N01-12574 テレビ サモン日曜お笑い劇場 羽織の紐　一幕 1965/1/10 毎日放送 竹本浩三

N01-13343 テレビ サモン日曜お笑い劇場 もぐら神社 1965/1/24 毎日放送 檀上茂

N01-13342 テレビ サモン日曜お笑い劇場 風花 1965/1/31 毎日放送 檀上茂

N01-13285 テレビ サモン日曜お笑い劇場 春は街角から　二幕 1965/2/7 毎日放送 吉仲賢次

N01-13341 テレビ サモン日曜お笑い劇場 身上相談 1965/2/14 毎日放送 檀上茂

N01-13284 テレビ サモン日曜お笑い劇場 立春小吉（仮題） 1965/2/21 毎日放送 竹本浩三

N01-13340 テレビ サモン日曜お笑い劇場 梅化粧 1965/2/28 毎日放送 檀上茂

N01-13282 テレビ サモン日曜お笑い劇場 いやいや人生　二景 1965/3/7 毎日放送 竹本浩三

N01-13281 テレビ サモン日曜お笑い劇場 槌音高く！ 1965/3/[14] 毎日放送 木村芳弘

N01-13344 テレビ サモン日曜お笑い劇場 熊笹の道　一幕 1965/3/21 毎日放送 檀上茂

N01-13305 テレビ サモン日曜お笑い劇場 木瓜の花　二景 1965/3/28 毎日放送 竹本浩三

N01-13304 テレビ サモン日曜お笑い劇場 四月馬鹿　二景 1965/4/4 毎日放送 竹本浩三

N01-13256 テレビ サモン日曜お笑い劇場 春の灯　二景 1965/4/11 毎日放送 甘玉敏郎

N01-13255 テレビ サモン日曜お笑い劇場 人生読本　二景 1965/4/18 毎日放送 吉仲賢次

N01-12573 テレビ サモン日曜お笑い劇場 スト決行中！　二景 1965/5/16 毎日放送 竹本浩三

N01-13283 テレビ サモン日曜お笑い劇場 景気ばらい　二景 1965/7/25 毎日放送 竹本浩三
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N01-13345 テレビ サモン日曜お笑い劇場 やったるで！ 1965/8/1 毎日放送 木村芳弘

N01-13254 テレビ サモン日曜お笑い劇場 入道雲　二景 1965/8/8 毎日放送 竹本浩三

N01-13318 テレビ サモン日曜お笑い劇場 夕空晴れて 1965/8/29 毎日放送 木村芳弘

N01-13317 テレビ サモン日曜お笑い劇場 水入らず　二景 1965/9/5 毎日放送 竹本浩三

N01-13316 テレビ サモン日曜お笑い劇場 娘の結婚 1965/9/19 毎日放送 木村芳弘

N01-13315 テレビ サモン日曜お笑い劇場 日本の味　二景 1965/10/3 毎日放送 吉仲賢次

N01-13314 テレビ サモン日曜お笑い劇場 天下一品　二景 1965/11/7 毎日放送 竹本浩三

N01-13266 テレビ サモン日曜お笑い劇場 お手を拝借　一幕 1965/11/21 毎日放送 檀上茂

N01-13269 テレビ サモン日曜お笑い劇場 春支度　二景 1965/12/19 毎日放送 竹本浩三

N01-13280 テレビ サモン日曜お笑い劇場 お年玉作戦　二景 1966/1/2 毎日放送 竹本浩三

N01-13279 テレビ サモン日曜お笑い劇場 笑う門には　一幕 1966/1/9 毎日放送 檀上茂

N01-13244 テレビ サモン日曜お笑い劇場 三寒四温　二景 1966/1/16 毎日放送 竹本浩三

N01-13243 テレビ サモン日曜お笑い劇場 お父さんと乾杯　一幕 1966/1/23 毎日放送 檀上茂

N01-13278 テレビ サモン日曜お笑い劇場 とかくこの世は！　二景 1966/2/6 毎日放送 竹本浩三

N01-13277 テレビ サモン日曜お笑い劇場 き奴は誰だ！？　一幕 1966/2/20 毎日放送 檀上茂

N01-13276 テレビ サモン日曜お笑い劇場 岡目八目　一幕 1966/2/27 毎日放送 檀上茂

N01-13293 テレビ サモン日曜お笑い劇場 男衆さん　一幕 1966/3/13 毎日放送 檀上茂

N01-13292 テレビ サモン日曜お笑い劇場 西の阿呆と東馬鹿　一幕 1966/3/20 毎日放送 檀上茂

N01-13291 テレビ サモン日曜お笑い劇場 居候をたたき出せ！　一幕 1966/3/27 毎日放送 檀上茂

N01-13294 テレビ サモン日曜お笑い劇場 春火鉢　二景 1966/3/6 毎日放送 竹本浩三

N01-13290 テレビ サモン日曜お笑い劇場 太陽の讃歌　二景 [1966]/4/3 毎日放送 竹本浩三

N01-13289 テレビ サモン日曜お笑い劇場 木偶養子の見本　一幕 1966/4/10 毎日放送 檀上茂

N01-13288 テレビ サモン日曜お笑い劇場 若葉の頃 1966/4/17 毎日放送 木村芳弘

N01-13298 テレビ サモン日曜お笑い劇場 当らぬも八卦　一幕 1966/4/24 毎日放送 檀上茂

N01-13297 テレビ サモン日曜お笑い劇場 一族郎党　一幕 1966/12/11 毎日放送 檀上茂

N01-13296 テレビ サモン日曜お笑い劇場 あきれた理由　二景 1966/12/18 毎日放送 竹本浩三

N01-13295 テレビ サモン日曜お笑い劇場 おらおろ人生　二景 1966/12/25 毎日放送 竹本浩三

N01-26430 テレビ サモン日曜お笑い劇場 最初に笑う男　一幕 1967/1/1 毎日放送 檀上茂

N01-13303 テレビ サモン日曜お笑い劇場 命の洗濯　一幕 1967/1/8 毎日放送 檀上茂

N01-26429 テレビ サモン日曜お笑い劇場 おとそ気分 1967/1/15 毎日放送 吉仲賢次

N01-26428 テレビ サモン日曜お笑い劇場 命の証文　一幕 1967/1/22 毎日放送 檀上茂

N01-13313 テレビ サモン日曜お笑い劇場 学歴無用　一幕 1967/1/29 毎日放送 吉仲賢次

N01-13312 テレビ サモン日曜お笑い劇場 まぬけに乾杯　二景 1967/2/5 毎日放送 竹本浩三

N01-13311 テレビ サモン日曜お笑い劇場 清廉潔白　一幕 1967/2/12 毎日放送 檀上茂

N01-13322 テレビ サモン日曜お笑い劇場 店員急募 1967/2/19 毎日放送 吉仲賢次

N01-13321 テレビ サモン日曜お笑い劇場 顔と心と　一幕 1967/2/26 毎日放送 檀上茂

N01-13320 テレビ サモン日曜お笑い劇場 春の主人公　二景 1967/3/5 毎日放送 竹本浩三
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N01-13319 テレビ サモン日曜お笑い劇場 迷惑な人　一幕 1967/3/12 毎日放送 檀上茂

N01-13287 テレビ サモン日曜お笑い劇場 すべからず 1967/3/19 毎日放送 吉仲賢次

N01-13286 テレビ サモン日曜お笑い劇場 若さの秘訣　二景 1967/3/26 毎日放送 竹本浩三

N01-13329 テレビ サモン日曜お笑い劇場 最初で最後　二幕 1967/4/2 毎日放送 檀上茂

N01-13302 テレビ サモン日曜お笑い劇場 消えたダイヤ　一幕 1967/4/16 毎日放送 檀上茂

N01-13301 テレビ サモン日曜お笑い劇場 百花撩乱　二景 1967/4/23 毎日放送 竹本浩三

N01-13300 テレビ サモン日曜お笑い劇場 にわか成金　一幕 1967/4/30 毎日放送 檀上茂

N01-13328 テレビ サモン日曜お笑い劇場 背広処世訓 1967/4/9 毎日放送 吉仲賢次

N01-13338 テレビ サモン日曜お笑い劇場 男と男　一幕 1967/5/14 毎日放送 檀上茂

N01-13336 テレビ サモン日曜お笑い劇場 高見で見物　二景 1967/5/21 毎日放送 吉仲賢次

N01-13299 テレビ サモン日曜お笑い劇場 途中下車　二景 1967/5/7 毎日放送 吉仲賢次

N01-13333 テレビ サモン日曜お笑い劇場 雨が降っても　一幕 1967/6/11 毎日放送 檀上茂

N01-13332 テレビ サモン日曜お笑い劇場 渡りに船　二景 1967/6/18 毎日放送 吉仲賢次

N01-13331 テレビ サモン日曜お笑い劇場 鴨涼し　二景 1967/6/25 毎日放送 竹本浩三

N01-13334 テレビ サモン日曜お笑い劇場 気さくな奴　二景 1967/6/4 毎日放送 吉仲賢次

N01-13330 テレビ サモン日曜お笑い劇場 列外一名　一幕 1967/7/2 毎日放送 檀上茂

N01-13259 テレビ サモン日曜お笑い劇場
からっぽ地帯　愛染ぱらぱら

二景
1967/7/9 毎日放送 竹本浩三

N01-13258 テレビ サモン日曜お笑い劇場 夕涼み　一幕 1967/7/16 毎日放送 藤永暁

N01-13257 テレビ サモン日曜お笑い劇場 はだしの花嫁　一幕 [1967/7/23] 毎日放送 藤永暁

N01-13310 テレビ サモン日曜お笑い劇場 オリーブの島　一幕 1967/7/30 毎日放送 藤永暁

N01-13307 テレビ サモン日曜お笑い劇場 学校出てから20年　二景 1967/8/(?) 毎日放送 吉仲賢次

N01-13309 テレビ サモン日曜お笑い劇場 王手飛車　一幕 1967/8/6 毎日放送 檀上茂

N01-13308 テレビ サモン日曜お笑い劇場 日照雨　二景 1967/8/13 毎日放送 吉仲賢次

N01-13245 テレビ サモン日曜お笑い劇場 追いつめられて [1967]/12/3 毎日放送 三原和人

N01-13306 テレビ サモン日曜お笑い劇場 空まわり　一幕 1969/6/8 毎日放送 藤永暁

N01-13339 テレビ サモン日曜お笑い劇場 夢もでっかく　二景 1969/6/15 毎日放送 竹本浩三

N01-13250 テレビ サモン日曜お笑い劇場 三億円犯人 [1969/6/22] 毎日放送 檀上茂

N01-13249 テレビ サモン日曜お笑い劇場 箱入り息子　二景 1969/7/[6] 毎日放送 竹本浩三

N01-13248 テレビ サモン日曜お笑い劇場 おかしな一人 [1969/7/13] 毎日放送 藤永暁

N01-13247 テレビ サモン日曜お笑い劇場 欠陷者 1969/7/20 毎日放送 中村進

N01-13246 テレビ サモン日曜お笑い劇場 或る日突然に [1969/8/3] 毎日放送 中村進

N01-13265 テレビ サモン日曜お笑い劇場 うらぶれ天使　一幕 1969/8/10 毎日放送 檀上茂

N01-13264 テレビ サモン日曜お笑い劇場 世にも怪奇な… 1969/8/17 毎日放送 檀上茂

N01-13263 テレビ サモン日曜お笑い劇場 しょぼくれ親父 1969/8/24 毎日放送 中村進

N01-13275 テレビ サモン日曜お笑い劇場 つくつく法師　二景 [1969/8/31] 毎日放送 竹本浩三

N01-13274 テレビ サモン日曜お笑い劇場 すべて順調　一幕 1969/9/7 毎日放送 檀上茂

N01-13272 テレビ サモン日曜お笑い劇場 挙動不審 改訂稿 [1969/9/14] 毎日放送 藤永暁



「さ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13273 テレビ サモン日曜お笑い劇場 兄弟弟子　一幕 [1969/9/21] 毎日放送 檀上茂

N01-26431 テレビ サモン日曜お笑い劇場 愛染ばやし 1973/7/1 毎日放送 竹本浩三

N01-13326 テレビ サモン日曜お笑い劇場 裏町に流れる唄 1973/7/8 毎日放送 中村進

N01-13325 テレビ サモン日曜お笑い劇場 マイホーム作戦 1973/7/15 毎日放送 大河内通弘

N01-13327 テレビ サモン日曜お笑い劇場 染色慕情 1973/7/29 毎日放送 中村進

N01-13324 テレビ サモン日曜お笑い劇場 兵隊さん物語　一幕 1973/8/5 毎日放送 檀上茂

N01-13270 テレビ サモン日曜お笑い劇場 蜩 1973/8/12 毎日放送 竹本浩三

N01-13271 テレビ サモン日曜お笑い劇場 盛夏物語　二景 1973/8/19 毎日放送 橋本収

N01-13261 テレビ サモン日曜お笑い劇場 男の意地 1973/8/26 毎日放送 大河内通弘

N01-13260 テレビ サモン日曜お笑い劇場 水中花 1973/9/2 毎日放送 中村進

N01-13253 テレビ サモン日曜お笑い劇場 手錠 1973/9/9 毎日放送 中村進

N01-13252 テレビ サモン日曜お笑い劇場 仁義ある戦い 1973/9/16 毎日放送 三原和人

N01-13268 テレビ サモン日曜お笑い劇場 虫しぐれ　二景 1973/9/23 毎日放送 竹本浩三

N01-13251 テレビ サモン日曜お笑い劇場 祭りの日に… 1973/9/30 毎日放送 中村進

N01-23592 テレビ 小百合たちの舞踏会 改訂稿 (?)/1/1 TBS 別役実

N01-02926 テレビ 早百合と沙弥昭 舞踊を主としたテレビ・プレイ 9 1959/5/2 フジテレビ 内村直也

N01-13017 テレビ さようなら七人の孫 最終回 (?)/7/13 TBS 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-23911 テレビ
さよなら一九六七年オールグループサウン

ズ大会
第一稿 1967/12/31 フジテレビ 日芸演出グループ

N01-09695 ラジオ さよならにさよなら 1966/4/8 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-08940 テレビ さらば　きらめきの日々 1980/11/8 NHK 中島丈博

N01-02276 テレビ さらば厭わしきものよ (?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-51408 資料 さらば厭わしきものよ (?) NTV 佐野洋

N01-24938 テレビ さらばかぐわしき日々 1～4 (?)

N01-24939 テレビ さらばかぐわしき日々 5～7 (?)

N01-24940 テレビ さらばかぐわしき日々 8～10 (?)

N01-24941 テレビ さらばかぐわしき日々 11～13(終) (?)

N01-19920 テレビ サラリーマン時間外専科 麻雀大作戦 1 1967/10/7 テレビ東京

N01-19919 テレビ サラリーマン時間外専科 お風呂のいろいろ 2 1967/10/14 テレビ東京 北川幸比呂

N01-20376 テレビ サラリーマン時間外専科 4 1967/10/28
東京12チャ

ンネル

N01-18047 テレビ サラリーマン深夜大学
サラリーマンもの申す－サラ

リーマンの落し穴
4 1968/5/25

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
奥薗守

N01-18046 テレビ サラリーマン深夜大学
サラリーマンもの申す－共稼

ぎプラス・マイナス
10 1968/7/6

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
奥薗守

N01-05146 テレビ
ざりがにの歌　＝ある映画プロデューサー

の手記＝
1959/11/22 毎日テレビ 立野三郎

N01-16274 テレビ 百日紅の花 [1965/10/10]
広島テレビ

放送
松山善三

N01-13347 資料 百日紅の花 1967/(?)/(?)

N01-10123 テレビ 猿飛佐助 甲賀忍法・飛龍昇天(仮題) 決定稿 1 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-10122 テレビ 猿飛佐助 甲賀忍法・風遁忍び凧(仮題) 決定稿 2 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-15767 テレビ 猿飛佐助 甲賀忍法・人間戦車（仮題） 決定稿 12 1980/(?)/(?) 日本テレビ 竹内日出男
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N01-10121 テレビ 猿飛佐助 甲賀忍法・火遁紅蓮陣(仮題) 決定稿 14 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-51223 資料 猿飛佐助 [1980]/(?)/(?)

N01-24595 テレビ 山河 1970/[11/14] NHK 宮本研
デジタル
化（館
内）

N01-05638 テレビ 産業の窓 水飴、葡萄糖製造工場 第一稿 6 1960/5/8 テレビ朝日 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-07497 テレビ 産業の窓 染色工場 20 1960/8/14 NETテレビ 野村六助

N01-05646 テレビ 産業の窓 上野松坂屋 1960/9/18 テレビ朝日 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-02469 ラジオ 山月記 1957/12/11 NHK 岸宏子

N01-04529 テレビ 残月車会党―大逆事件より― 1960/3/18 KRT(TBS) 八住利雄

N01-23615 テレビ 三元立体珍放送 (?)/8/3 KRT(TBS) 塚田茂

N01-17580 ラジオ 三国志 1979/6/9 NHK 佐久間崇

N01-10006 ラジオ 三時間十分 (?) NHK 茂木草介

N01-19678 テレビ 三時だよ！文句人間全員集合！ 1970/12/5 TBS 遠藤淳

N01-17252 テレビ 三姉妹 2 1967/1/8 NHK 鈴木尚之
デジタル
化（館
内）

N01-17253 テレビ 三姉妹 決定稿 3 1967/1/15 NHK 鈴木尚之

N01-17254 テレビ 三姉妹 4 1967/1/22 NHK 鈴木尚之

N01-17255 テレビ 三姉妹 決定稿 5 1967/1/29 NHK 鈴木尚之

N01-17256 テレビ 三姉妹 6 1967/2/5 NHK 鈴木尚之

N01-17257 テレビ 三姉妹 7 1967/2/12 NHK 鈴木尚之

N01-17258 テレビ 三姉妹 8 1967/2/19 NHK 鈴木尚之

N01-17259 テレビ 三姉妹 9 1967/2/26 NHK 鈴木尚之

N01-17260 テレビ 三姉妹 10 1967/3/5 NHK 鈴木尚之

N01-17261 テレビ 三姉妹 11 1967/3/12 NHK 鈴木尚之

N01-17262 テレビ 三姉妹 11 1967/3/12 NHK 鈴木尚之

N01-17263 テレビ 三姉妹 12 1967/3/19 NHK 鈴木尚之

N01-17264 テレビ 三姉妹 13 1967/3/26 NHK 鈴木尚之

N01-17265 テレビ 三姉妹 14 1967/4/2 NHK 鈴木尚之

N01-17266 テレビ 三姉妹 15 1967/4/9 NHK 鈴木尚之

N01-17267 テレビ 三姉妹 16 1967/4/16 NHK 鈴木尚之

N01-17268 テレビ 三姉妹 17 1967/4/23 NHK 鈴木尚之

N01-17269 テレビ 三姉妹 23 1967/6/4 NHK 鈴木尚之

N01-17270 テレビ 三姉妹 24 1967/6/11 NHK 鈴木尚之

N01-17271 テレビ 三姉妹 25 1967/6/18 NHK 鈴木尚之

N01-17272 テレビ 三姉妹 26 1967/6/25 NHK 鈴木尚之

N01-17273 テレビ 三姉妹 26 1967/6/25 NHK 鈴木尚之

N01-17274 テレビ 三姉妹 27 1967/7/2 NHK 鈴木尚之

N01-17275 テレビ 三姉妹 27 1967/7/2 NHK 鈴木尚之

N01-17276 テレビ 三姉妹 28 1967/7/9 NHK 鈴木尚之
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N01-17277 テレビ 三姉妹 28 1967/7/9 NHK 鈴木尚之

N01-17278 テレビ 三姉妹 29 1967/7/16 NHK 鈴木尚之

N01-17279 テレビ 三姉妹 29 1967/7/16 NHK 鈴木尚之

N01-17280 テレビ 三姉妹 30 1967/7/23 NHK 鈴木尚之

N01-17281 テレビ 三姉妹 31 1967/7/30 NHK 鈴木尚之

N01-17282 テレビ 三姉妹 32 1967/8/6 NHK 鈴木尚之

N01-17283 テレビ 三姉妹 33 1967/8/13 NHK 鈴木尚之

N01-17284 テレビ 三姉妹 34 1967/8/20 NHK 鈴木尚之

N01-17285 テレビ 三姉妹 35 1967/8/27 NHK 鈴木尚之

N01-17286 テレビ 三姉妹 36 1967/9/3 NHK 鈴木尚之

N01-17287 テレビ 三姉妹 37 1967/9/10 NHK 鈴木尚之

N01-17288 テレビ 三姉妹 38 1967/9/17 NHK 鈴木尚之

N01-17289 テレビ 三姉妹 39 1967/9/24 NHK 鈴木尚之

N01-17290 テレビ 三姉妹 40 1967/10/1 NHK 鈴木尚之

N01-17291 テレビ 三姉妹 41 1967/10/8 NHK 鈴木尚之

N01-17292 テレビ 三姉妹 42 1967/10/15 NHK 鈴木尚之
デジタル
化（館
内）

N01-17293 テレビ 三姉妹 43 1967/10/22 NHK 鈴木尚之
デジタル
化（館
内）

N01-17294 テレビ 三姉妹 44 1967/10/29 NHK 鈴木尚之

N01-17295 テレビ 三姉妹 45 1967/11/5 NHK 鈴木尚之

N01-17296 テレビ 三姉妹 46 1967/11/12 NHK 鈴木尚之

N01-17297 テレビ 三姉妹 46 1967/11/12 NHK 鈴木尚之

N01-17298 テレビ 三姉妹 47 1967/11/19 NHK 鈴木尚之

N01-17299 テレビ 三姉妹 48 1967/11/26 NHK 鈴木尚之

N01-17300 テレビ 三姉妹 49 1967/12/3 NHK 鈴木尚之

N01-17301 テレビ 三姉妹 50 1967/12/10 NHK 鈴木尚之

N01-17302 テレビ 三姉妹 51 1967/12/17 NHK 鈴木尚之

N01-24593 テレビ 三十六人の乗客 1969/[1/1] NHK 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-05206 テレビ 三条木屋町通り 決定稿 4 (?)/7/30 テレビ東京 大石隆一

N01-08528 テレビ 三四郎 改訂稿 1961/1/2 NHK 久板栄二郎

M011 N01-40276 ラジオ 三振アウト
或るピアノ調律師のコメディ・

ロマンス
1956/12/14 NHK 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-00105 テレビ 残像 1959/7/10 NHK 内村直也

N01-00374 テレビ 残像 1959/7/10 内村直也

N01-00375 テレビ 残像 第一稿 1959/7/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平031 N01-45225 ラジオ 三代目のお嬢さん 1953/6/16
NHK第一放

送
吉田みき

デジタル
化（館
内）

M019 N01-40467 ラジオ サンタクロースの長靴 1954/12/25 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-22729 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 2 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22733 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 3 (?) 朝日放送 保富康午
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N01-22730 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 4 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22721 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 5 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22734 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 6 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22731 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 7 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22717 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 8 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22718 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 8 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22735 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 9 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22728 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 11 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22722 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 12 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22716 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 13 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22726 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 15 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22736 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 15 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22725 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 16 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22727 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 16 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22719 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 17 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22720 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 17 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22723 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 19 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22724 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス 19 (?) 朝日放送 保富康午

N01-22732 ラジオ サンデー・ダーク・ダックス (?) 朝日放送 保富康午

N01-22715 ラジオ
サンデー・ダーク・ダックス（ダークダックス

の日曜日）
(?) 保富康午

N01-21810 テレビ サンデースペシャル
レコード大賞は誰に！！―第

一次審査発表―
決定稿 (?)/11/9 TBS 保富康午、鬼沢慶一

N01-19913 テレビ サンデースペシャル　演歌・秋の祭曲 準備稿 1975/11/9 TBS 松原史明

N01-19993 テレビ サンデースペシャル　演歌春の祭典 準備稿 1976/5/16 TBS 保富康午

N01-19867 テレビ
サンデースペシャル　特報！！テレビ初公
開わたしのすべてートップスター激突！ミ

ニリサイタルー
スタッフ決定稿 (?)/10/26 TBS 田村隆、奥山侊伸、長岡光一

N01-19992 テレビ
サンデースペシャル　日本の歌ベストテン

（仮題）
第一稿 (?)/11/16 TBS 保富康午、鬼沢慶一

N01-21547 テレビ
サンデースペシャル　服部良一・音楽生活

50年記念番組
準備稿 1977/10/16 TBS 保富康午

N01-22056 テレビ サンデースペシャル・五木ひろし スタッフ稿 1976/3/21 TBS

N01-08105 テレビ サンド・ストーム 1960/11/3 NHK 城山三郎

N01-15845 ラジオ 三人家族 訂正済台本 1979/10/13
NHK名古屋

FM
竹内日出男

デジタル
化（館
内）

N01-15872 ラジオ 三人家族 1979/7/28 NHK-FM 竹内日出男

M031 N01-40736 ラジオ 三人吉三巴白浪 その一 (?)/1/3 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40737 ラジオ 三人吉三巴白浪 その二 (?)/1/9 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40738 ラジオ 三人吉三巴白浪 その三 (?)/1/10 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40739 ラジオ 三人吉三巴白浪 その四 (?)/1/16 TBSラジオ 巌谷眞一

M031 N01-40740 ラジオ 三人吉三巴白浪 その七 (?)/1/24 TBSラジオ 巌谷眞一

M005 N01-40093 ラジオ 三人姉妹 1 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M005 N01-40094 ラジオ 三人姉妹 1 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也
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M010 N01-40254 ラジオ 三人姉妹 1 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

M005 N01-40095 ラジオ 三人姉妹 2 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M010 N01-40256 ラジオ 三人姉妹 2 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

M005 N01-40096 ラジオ 三人姉妹 3 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M010 N01-40257 ラジオ 三人姉妹 3 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

M010 N01-40258 ラジオ 三人姉妹 4 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M010 N01-40259 ラジオ 三人姉妹 5 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M010 N01-40255 ラジオ 三人姉妹 (梗概) 5 1956/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

N01-02753 ラジオ 三人のジョッキー 愛称 1964/11/15 NHK 阿部基治
デジタル
化（館
内）

N01-02754 ラジオ 三人のジョッキー 義理と人情 1965/1/31 NHK 阿部基治

N01-02755 ラジオ 三人のジョッキー ピンとキリ 1965/2/21 NHK 阿部基治

N01-02756 ラジオ 三人のジョッキー ジンクス 1965/2/28 NHK 阿部基治

N01-13513 テレビ 三人の母 1 1968/9/30 TBS 木下恵介

N01-13515 テレビ 三人の母 2 1968/10/1 TBS 木下恵介

N01-13517 テレビ 三人の母 3 1968/10/2 TBS 楠田芳子

N01-13518 テレビ 三人の母 4 1968/10/3 TBS 楠田芳子

N01-13519 テレビ 三人の母 5 1968/10/4 TBS 楠田芳子

N01-13520 テレビ 三人の母 6 1968/10/5 TBS 楠田芳子

N01-13521 テレビ 三人の母 7 1968/10/7 TBS 楠田芳子

N01-13522 テレビ 三人の母 8 1968/10/8 TBS 楠田芳子

N01-13523 テレビ 三人の母 9 1968/10/9 TBS 木下恵介

N01-13524 テレビ 三人の母 10 1968/10/10 TBS 木下恵介

N01-13525 テレビ 三人の母 11 1968/10/11 TBS 楠田芳子

N01-13526 テレビ 三人の母 12 1968/10/12 TBS 楠田芳子

N01-13527 テレビ 三人の母 13 1968/10/14 TBS 楠田芳子

N01-13528 テレビ 三人の母 14 1968/10/15 TBS 楠田芳子

N01-13529 テレビ 三人の母 15 1968/10/16 TBS 楠田芳子

N01-13530 テレビ 三人の母 16 1968/10/17 TBS 楠田芳子

N01-13531 テレビ 三人の母 17 1968/10/18 TBS 楠田芳子

N01-13532 テレビ 三人の母 18 1968/10/19 TBS 楠田芳子

N01-13533 テレビ 三人の母 19 1968/10/21 TBS 楠田芳子

N01-13534 テレビ 三人の母 20 1968/10/22 TBS 楠田芳子

N01-13535 テレビ 三人の母 21 1968/10/23 TBS 楠田芳子

N01-13536 テレビ 三人の母 22 1968/10/24 TBS 楠田芳子

N01-13537 テレビ 三人の母 23 1968/10/25 TBS 楠田芳子

N01-13538 テレビ 三人の母 24 1968/10/26 TBS 楠田芳子

N01-13539 テレビ 三人の母 改訂稿 25 1968/10/28 TBS 楠田芳子
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N01-13540 テレビ 三人の母 26 1968/10/29 TBS 楠田芳子

N01-13541 テレビ 三人の母 27 1968/10/30 TBS 楠田芳子

N01-13542 テレビ 三人の母 改訂稿 28 1968/10/31 TBS 楠田芳子

N01-13543 テレビ 三人の母 29 1968/11/1 TBS 楠田芳子

N01-13544 テレビ 三人の母 30 1968/11/2 TBS 楠田芳子

N01-13545 テレビ 三人の母 31 1968/11/4 TBS 楠田芳子

N01-13546 テレビ 三人の母 32 1968/11/5 TBS 楠田芳子

N01-13547 テレビ 三人の母 33 1968/11/6 TBS 楠田芳子

N01-13548 テレビ 三人の母 34 1968/11/7 TBS 楠田芳子

N01-13549 テレビ 三人の母 35 1968/11/8 TBS 楠田芳子

N01-13550 テレビ 三人の母 36 1968/11/9 TBS 楠田芳子

N01-16567 テレビ 三人の母 37 [1968]/11/11 TBS 木下恵介

N01-16568 テレビ 三人の母 38 [1968]/11/12 TBS 木下恵介

N01-16569 テレビ 三人の母 39 [1968/11]/13 TBS 楠田芳子

N01-16570 テレビ 三人の母 40 [1968]/11/14 TBS 楠田芳子

N01-16571 テレビ 三人の母 41 [1968]/11/15 TBS 楠田芳子

N01-16572 テレビ 三人の母 42 [1968]/11/16 TBS 楠田芳子

N01-16573 テレビ 三人の母 43 [1968]/11/18 TBS 楠田芳子

N01-16574 テレビ 三人の母 44 [1968]/11/19 TBS 楠田芳子

N01-16575 テレビ 三人の母 45 [1968]/11/20 TBS 楠田芳子

N01-16576 テレビ 三人の母 46 [1968]/11/21 TBS 楠田芳子

N01-16577 テレビ 三人の母 47 [1968]/11/22 TBS 楠田芳子

N01-16578 テレビ 三人の母 改訂稿 48 [1968]/11/23 TBS 楠田芳子

N01-16579 テレビ 三人の母 49 [1968]/11/25 TBS 楠田芳子

N01-16580 テレビ 三人の母 50 [1968]/11/26 TBS 楠田芳子

N01-16581 テレビ 三人の母 51 [1968]/11/27 TBS 楠田芳子

N01-16582 テレビ 三人の母 52 [1968]/11/28 TBS 楠田芳子

N01-16583 テレビ 三人の母 53 [1968]/11/29 TBS 楠田芳子

N01-16584 テレビ 三人の母 54 [1968]/11/30 TBS 楠田芳子

N01-16585 テレビ 三人の母 55 [1968]/12/2 TBS 楠田芳子

N01-16586 テレビ 三人の母 56 [1968]/12/3 TBS 楠田芳子

N01-16587 テレビ 三人の母 57 [1968]/12/4 TBS 楠田芳子

N01-16588 テレビ 三人の母 58 [1968]/12/5 TBS 楠田芳子

N01-13551 テレビ 三人の母 59 1968/12/6 TBS 楠田芳子

N01-13552 テレビ 三人の母 60 1968/12/7 TBS 楠田芳子

N01-13553 テレビ 三人の母 61 1968/12/9 TBS 楠田芳子

N01-13554 テレビ 三人の母 62 1968/12/10 TBS 楠田芳子
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N01-13555 テレビ 三人の母 63 1968/12/11 TBS 楠田芳子

N01-13556 テレビ 三人の母 64 1968/12/12 TBS 楠田芳子

N01-13557 テレビ 三人の母 65 1968/12/13 TBS 楠田芳子

N01-13558 テレビ 三人の母 66 1968/12/14 TBS 楠田芳子

N01-13559 テレビ 三人の母 67 1968/12/16 TBS 楠田芳子

N01-13560 テレビ 三人の母 68 1968/12/17 TBS 楠田芳子

N01-13561 テレビ 三人の母 69 1968/12/18 TBS 楠田芳子

N01-13562 テレビ 三人の母 70 1968/12/19 TBS 楠田芳子

N01-13563 テレビ 三人の母 71 1968/12/20 TBS 楠田芳子

N01-13564 テレビ 三人の母 72 1968/12/21 TBS 楠田芳子

N01-13565 テレビ 三人の母 73 1968/12/23 TBS 楠田芳子

N01-13566 テレビ 三人の母 74 1968/12/24 TBS 楠田芳子

N01-13567 テレビ 三人の母 75 1968/12/25 TBS 楠田芳子

N01-13568 テレビ 三人の母 76 1968/12/26 TBS 楠田芳子

N01-13569 テレビ 三人の母 77 1968/12/27 TBS 楠田芳子

N01-13570 テレビ 三人の母 78 1968/12/28 TBS 楠田芳子

N01-13571 テレビ 三人の母 79 1968/12/30 TBS 楠田芳子

N01-13572 テレビ 三人の母 80 1968/12/31 TBS 楠田芳子

N01-13573 テレビ 三人の母 81 1969/1/1 TBS 楠田芳子

N01-13574 テレビ 三人の母 82 1969/1/2 TBS 楠田芳子

N01-16589 テレビ 三人の母 83 [1969]/1/3 TBS 楠田芳子

N01-16590 テレビ 三人の母 84 [1969]/1/4 TBS 楠田芳子

N01-16591 テレビ 三人の母 85 [1969]/1/6 TBS 楠田芳子

N01-16592 テレビ 三人の母 86 [1969]/1/7 TBS 楠田芳子

N01-16593 テレビ 三人の母 87 [1969]/1/8 TBS 楠田芳子

N01-16594 テレビ 三人の母 88 [1969]/1/9 TBS 楠田芳子

N01-16595 テレビ 三人の母 89 [1969]/1/10 TBS 楠田芳子

N01-16596 テレビ 三人の母 90 [1969]/1/11 TBS 楠田芳子

N01-16597 テレビ 三人の母 91 [1969]/1/13 TBS 楠田芳子

N01-16598 テレビ 三人の母 92 [1969]/1/14 TBS 楠田芳子

N01-16599 テレビ 三人の母 93 [1969]/1/15 TBS 楠田芳子

N01-16600 テレビ 三人の母 94 [1969]/1/16 TBS 楠田芳子

N01-16601 テレビ 三人の母 95 [1969]/1/17 TBS 楠田芳子

N01-16602 テレビ 三人の母 96 [1969]/1/18 TBS 楠田芳子

N01-16603 テレビ 三人の母 97 [1969]/1/20 TBS 楠田芳子

N01-16604 テレビ 三人の母 98 [1969]/1/21 TBS 楠田芳子

N01-16605 テレビ 三人の母 99 [1969]/1/22 TBS 楠田芳子



「さ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-16606 テレビ 三人の母 100 [1969]/1/23 TBS 楠田芳子

N01-16607 テレビ 三人の母 101 [1969]/1/24 TBS 楠田芳子

N01-16608 テレビ 三人の母 102 [1969]/1/25 TBS 楠田芳子

N01-13575 テレビ 三人の母 103 1969/1/27 TBS 楠田芳子

N01-13576 テレビ 三人の母 104 1969/1/28 TBS 楠田芳子

N01-13577 テレビ 三人の母 105 1969/1/29 TBS 楠田芳子

N01-13578 テレビ 三人の母 106 1969/1/30 TBS 楠田芳子

N01-13579 テレビ 三人の母 107 1969/1/31 TBS 楠田芳子

N01-13580 テレビ 三人の母 108 1969/2/1 TBS 楠田芳子

N01-13581 テレビ 三人の母 109 1969/2/3 TBS 楠田芳子

N01-13582 テレビ 三人の母 110 1969/2/4 TBS 楠田芳子

N01-13583 テレビ 三人の母 111 1969/2/5 TBS 楠田芳子

N01-13584 テレビ 三人の母 112 1969/2/6 TBS 楠田芳子

N01-13585 テレビ 三人の母 113 1969/2/7 TBS 楠田芳子

N01-16609 テレビ 三人の母 114 [1969]/2/8 TBS 楠田芳子

N01-16610 テレビ 三人の母 115 [1969]/2/10 TBS 楠田芳子

N01-16654 テレビ 三人の母 116 [1969]/2/11 TBS 楠田芳子

N01-16611 テレビ 三人の母 117 [1969]/2/12 TBS 楠田芳子

N01-16612 テレビ 三人の母 118 [1969]/2/13 TBS 楠田芳子

N01-16613 テレビ 三人の母 119 [1969]/2/14 TBS

N01-16614 テレビ 三人の母 120 [1969]/2/15 TBS 楠田芳子

N01-16615 テレビ 三人の母 121 [1969]/2/17 TBS 楠田芳子

N01-16616 テレビ 三人の母 122 [1969]/2/18 TBS 楠田芳子

N01-16617 テレビ 三人の母 123 [1969]/2/19 TBS

N01-16618 テレビ 三人の母 124 [1969]/2/20 TBS 楠田芳子

N01-16619 テレビ 三人の母 125 [1969]/2/21 TBS 楠田芳子

N01-16620 テレビ 三人の母 126 [1969]/2/22 TBS 楠田芳子

N01-16621 テレビ 三人の母 127 [1969]/2/24 TBS 楠田芳子

N01-16622 テレビ 三人の母 128 [1969]/2/25 TBS 楠田芳子

N01-16623 テレビ 三人の母 129 [1969]/2/26 TBS 楠田芳子

N01-16624 テレビ 三人の母 130 [1969]/2/27 TBS 楠田芳子

N01-16625 テレビ 三人の母 131 [1969]/2/28 TBS 楠田芳子

N01-16626 テレビ 三人の母 132 [1969]/3/1 TBS 楠田芳子

N01-16627 テレビ 三人の母 133 [1969]/3/3 TBS 楠田芳子

N01-16628 テレビ 三人の母 134 [1969]/3/4 TBS 楠田芳子

N01-16629 テレビ 三人の母 135 [1969]/3/5 TBS 楠田芳子

N01-16630 テレビ 三人の母 136 [1969]/3/6 TBS 楠田芳子
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N01-16631 テレビ 三人の母 137 [1969]/3/7 TBS 楠田芳子

N01-16632 テレビ 三人の母 138 [1969]/3/8 TBS 楠田芳子

N01-16633 テレビ 三人の母 139 [1969]/3/10 TBS 楠田芳子

N01-16634 テレビ 三人の母 140 [1969]/3/11 TBS 楠田芳子

N01-16635 テレビ 三人の母 141 [1969]/3/12 TBS 楠田芳子

N01-16636 テレビ 三人の母 142 [1969]/3/13 TBS 楠田芳子

N01-16637 テレビ 三人の母 143 [1969]/3/14 TBS 楠田芳子

N01-16638 テレビ 三人の母 144 [1969]/3/15 TBS 楠田芳子

N01-16639 テレビ 三人の母 145 [1969]/3/17 TBS 楠田芳子

N01-16640 テレビ 三人の母 改訂稿 146 [1969]/3/18 TBS 楠田芳子

N01-16641 テレビ 三人の母 147 [1969]/3/19 TBS 楠田芳子

N01-16642 テレビ 三人の母 148 [1969]/3/20 TBS 楠田芳子

N01-16643 テレビ 三人の母 149 [1969]/3/21 TBS 楠田芳子

N01-16644 テレビ 三人の母 改訂稿 150 [1969]/3/22 TBS 楠田芳子

N01-16645 テレビ 三人の母 151 [1969]/3/24 TBS 楠田芳子

N01-16646 テレビ 三人の母 152 [1969]/3/25 TBS 楠田芳子

N01-16647 テレビ 三人の母 改訂稿 153 [1969]/3/26 TBS 楠田芳子

N01-16648 テレビ 三人の母 改訂稿 154 [1969]/3/27 TBS 楠田芳子

N01-16649 テレビ 三人の母 155 [1969]/3/28 TBS 楠田芳子

N01-16650 テレビ 三人の母 156(終) [1969]/3/29 TBS 楠田芳子

N01-13516 資料 三人の母 61～102 (?) TBS 木下恵介、楠田芳子

N01-13512 資料 三人の母 (?) TBS 木下恵介、楠田芳子

N01-13514 資料 三人の母 (?) TBS 木下恵介、楠田芳子

N01-01138 ラジオ 三人吉三廓初買 1955/1/1 NHK

M031 N01-40741 ラジオ [三人吉三廓初買] (?)
デジタル
化（館
内）

N01-01144 ラジオ 三年寝太郎 一幕三場 1956/2/19
ニッポン放

送
木下順二

N01-50602 テレビ 三匹の侍 あゝ荒野 決定稿 (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50603 テレビ 三匹の侍 あゝ武士道 (?) フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50606 テレビ 三匹の侍 入り鉄砲綺談 (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50607 テレビ 三匹の侍 入り鉄砲始末(仮題) (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50609 テレビ 三匹の侍 狼の唄（仮題） (?) フジテレビ 浅間虹児

N01-50613 テレビ 三匹の侍 北山あらし (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-50614 テレビ 三匹の侍 黒い菜の花(仮題) 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50615 テレビ 三匹の侍 乾坤残照 決定稿 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-10998 テレビ 三匹の侍 乾坤残照 決定稿 (?) フジテレビ
デジタル
化（館
内）

N01-50616 テレビ 三匹の侍 恋椿絵図 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50617 テレビ 三匹の侍 恋椿絵図 (?) フジテレビ 大野靖子
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N01-50619 テレビ 三匹の侍 凍った女（仮題） (?) フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50620 テレビ 三匹の侍 子連れ武士道 決定稿 (?) フジテレビ 多岐川恭

N01-50621 テレビ 三匹の侍 逆手斬り（仮題） (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-50622 テレビ 三匹の侍 桜京十郎 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50623 テレビ 三匹の侍 桜京十郎 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50624 テレビ 三匹の侍 桜京十郎(白色慕情) (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50625 テレビ 三匹の侍 三猿記 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50626 テレビ 三匹の侍 刺客狩り 改訂稿 (?) フジテレビ 有高扶桑

N01-50627 テレビ 三匹の侍 宿場三話(仮題) (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50628 テレビ 三匹の侍 宿場三話（仮題） 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50629 テレビ 三匹の侍 宿場三話(仮題) (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50630 テレビ 三匹の侍 初春の菊（仮題） (?) フジテレビ 馬場当

N01-50631 テレビ 三匹の侍 素浪人誕生 決定稿 (?) フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50632 テレビ 三匹の侍 正邪の剣（仮題） 決定稿 (?) フジテレビ 馬場当

N01-50635 テレビ 三匹の侍 つわものたち 準備稿 (?) フジテレビ 柴英三郎、田上雄

N01-50637 テレビ 三匹の侍 冬至板橋宿（仮題）（縁切り榎） 決定稿 (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50636 テレビ 三匹の侍
冬至板橋宿（仮題）（駆け落ち

女郎）
3 (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50638 テレビ 三匹の侍 冬至板橋宿（仮題）（身売り娘） (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50639 テレビ 三匹の侍 遠い夜明け(仮題) 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50640 テレビ 三匹の侍 贋金づくり（仮題） (?) フジテレビ 山内鉄也

N01-50643 テレビ 三匹の侍 日向道(仮題) (?) フジテレビ 田上雄

N01-50644 テレビ 三匹の侍 祭荒し 決定稿 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-50645 テレビ 三匹の侍 流転逆手斬り (?) フジテレビ 野上龍雄、播磨幸治

N01-50646 テレビ 三匹の侍 恋慕潮 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50618 テレビ 三匹の侍 恋慕潮 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50601 テレビ 三匹の侍 最終回 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-03310 テレビ 三匹の侍 準備稿 (?) フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03311 テレビ 三匹の侍 (?) フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03312 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-50647 テレビ 三匹の侍 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50648 テレビ 三匹の侍 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50649 テレビ 三匹の侍 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50650 テレビ 三匹の侍 決定準備稿 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-50651 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 榎本滋民

N01-50652 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 大垣肇

N01-50653 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 大工原正泰

N01-50654 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 馬場当
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N01-50655 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-50656 テレビ 三匹の侍 決定稿 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-50657 テレビ 三匹の侍 改訂稿 (?) フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50658 テレビ 三匹の侍 (?) フジテレビ 馬場当

N01-50659 テレビ 三匹の侍 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-50660 テレビ 三匹の侍 (?) フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50611 テレビ 三匹の侍 桔梗鋭之介 カット割り稿 (?)/3/20 フジテレビ 大野靖子

N01-50612 テレビ 三匹の侍 桔梗鋭之介 (?)/3/20 フジテレビ 大野靖子

N01-50610 テレビ 三匹の侍 桔梗鋭之介 2 (?) フジテレビ

N01-50633 テレビ 三匹の侍 橘一之進 カット割り稿 (?)/3/20 フジテレビ 大野靖子

N01-50634 テレビ 三匹の侍 橘一之進 準備稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50604 テレビ 三匹の侍 愛憎三猿　聞かざるの章(橘) (?)/3/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50605 テレビ 三匹の侍 いつまでもどこまでも 準備稿 (?)/3/27 フジテレビ 柴英三郎

N01-05054 テレビ 三匹の侍 開国浪々
[1963～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 石堂淑朗

デジタル
化（館
内）

N01-05062 テレビ 三匹の侍 白刃鮮血 決定稿
[1963～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 大垣肇

デジタル
化（館
内）

N01-05052 テレビ 三匹の侍 真贋破邪
[1963～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-07596 テレビ 三匹の侍 決定稿 26
[1963～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 大工原正泰

デジタル
化（館
内）

N01-07597 テレビ 三匹の侍
[1963～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-05055 テレビ 三匹の侍 黄金非情 [1963]/(?)/(?) フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-05050 テレビ 三匹の侍 左近見参 決定稿 [1963]/(?)/(?) フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-08523 テレビ 三匹の侍 剣豪無宿 1 1963/10/10 フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-07721 テレビ 三匹の侍 讐鬼血笑 決定稿 3 [1963/10/24] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-07593 テレビ 三匹の侍 一殺多生 決定稿 [4] [1963]/(?)/(?) フジテレビ 大垣肇

N01-05047 テレビ 三匹の侍 虚空殺法 決定稿 [8] [1963/12/5] フジテレビ 猪俣勝人
デジタル
化（館
内）

N01-07594 テレビ 三匹の侍 愛怨両断 [12] [1964]/1/2 フジテレビ 柴英三郎、丹菊保寿
デジタル
化（館
内）

N01-05293 テレビ 三匹の侍 逆臣二代 [15] [1964/1/23] フジテレビ 寺田信義
デジタル
化（館
内）

N01-05057 テレビ 三匹の侍 剣風流転 決定稿 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 阿部桂一
デジタル
化（館
内）

N01-05056 テレビ 三匹の侍 白梅讐刃 決定稿 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 馬場当、生駒千里

N01-05058 テレビ 三匹の侍 白刃無情 決定稿 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-05061 テレビ 三匹の侍 白刃無情 準備稿 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 竹内勇太郎

N01-05051 テレビ 三匹の侍 生々流転 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-05053 テレビ 三匹の侍 浪人墓場 決定稿 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 寺田信義、愛川直人

N01-50489 テレビ 三匹の侍 紅蓮殺風 決定稿 1 [1964/10/1] フジテレビ 柴英三郎

N01-05038 テレビ 三匹の侍 紅蓮殺風 決定稿 1 [1964/10/1] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50490 テレビ 三匹の侍 傀儡乱舞 決定稿 2 [1964/10/8] フジテレビ 寺田信義、愛川直人

N01-05039 テレビ 三匹の侍 傀儡乱舞 カット割り稿 2 [1964/10/8] フジテレビ 寺田信義

N01-05042 テレビ 三匹の侍 [九天無頼] 決定稿 [3] [1964/10/29] フジテレビ 大垣肇
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N01-05044 テレビ 三匹の侍 [九天無頼] 最終決定稿 [3] [1964/10/29] フジテレビ 大垣肇

N01-50491 テレビ 三匹の侍 燐光刀影 決定稿 [4] [1964/11/5] フジテレビ 柴英三郎

N01-05063 テレビ 三匹の侍 燐光刀影 決定稿 [4] [1964/11/5] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50492 テレビ 三匹の侍 修羅妖心 改訂稿 [5] [1964/11/12] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-05037 テレビ 三匹の侍 修羅妖心 改訂稿 [5] [1964/11/12] フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-05064 テレビ 三匹の侍 悲願妖剣（仮題） 決定稿 [5] [1964/11/12] フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-05065 テレビ 三匹の侍 孤雲飄々 カット割り稿 [6] [1964/11/19] フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-07722 テレビ 三匹の侍 剣風繚乱 決定稿 7 [1964/11/26] フジテレビ 阿部桂一

N01-50493 テレビ 三匹の侍 剣風繚乱 決定稿 [7] [1964/11/26] フジテレビ 阿部桂一

N01-07717 テレビ 三匹の侍 剣風繚乱 準備稿 7 [1964/11/26] フジテレビ 阿部桂一

N01-05040 テレビ 三匹の侍 [活刃殺法] 決定稿 [8] [1964/12/3] フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-05041 テレビ 三匹の侍 秘剣三相（仮題） 決定稿 [9] [1964/12/10] フジテレビ 柴英三郎

N01-50642 テレビ 三匹の侍 秘剣三相（仮題） 決定稿 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-05294 テレビ 三匹の侍 愁刃有情 決定稿 [10] [1964/12/17] フジテレビ 阿部桂一
デジタル
化（館
内）

N01-50494 テレビ 三匹の侍 濁流青雲 決定稿 [11] [1964/12/24] フジテレビ 榎本滋民

N01-05043 テレビ 三匹の侍 濁流青雲 決定稿 [11] [1964/12/24] フジテレビ 榎本滋民

N01-05045 テレビ 三匹の侍 江戸有情 決定稿 [12] [1964/12/31] フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-11308 テレビ 三匹の侍 [品川初春] 決定稿 [13] [1965]/1/7 フジテレビ 榎本滋民
デジタル
化（館
内）

N01-10985 テレビ 三匹の侍 破邪天風 カット割り稿 [14] [1965/1/14] フジテレビ 柴英三郎

N01-10996 テレビ 三匹の侍 破邪天風 決定稿 [14] [1965/1/14] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50496 テレビ 三匹の侍 破邪天風 決定稿 [14] [1965/1/14] フジテレビ 柴英三郎

N01-50497 テレビ 三匹の侍 六道無現 決定稿 [15] [1965/1/21] フジテレビ 柴英三郎

N01-07720 テレビ 三匹の侍 六道無限 決定稿 15 [1965/1/21] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-05066 テレビ 三匹の侍 忠臣異聞 決定稿 [17] [1964/2/6] フジテレビ 寺田信義、愛川直人

N01-05060 テレビ 三匹の侍 忠臣異聞 決定稿 [17] [1964/2/6] フジテレビ 寺田信義、愛川直人
デジタル
化（館
内）

N01-05104 テレビ 三匹の侍 浪人悲章 最終決定稿 18 [1964/2/13] フジテレビ 阿部桂一
デジタル
化（館
内）

N01-07595 テレビ 三匹の侍 浪人悲章 最終決定稿 [18] [1964]/(?)/(?) フジテレビ 阿部桂一
デジタル
化（館
内）

N01-05049 テレビ 三匹の侍 春雷有情 最終決定稿 [1964]/3/5 フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-05046 テレビ 三匹の侍 剣影無情 決定稿 [23] [1964/3/19] フジテレビ 阿部桂一
デジタル
化（館
内）

N01-05048 テレビ 三匹の侍 殺法無頼 [1964/4/2] フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-05059 テレビ 三匹の侍 逆徒群狼 [1964]/4/9 フジテレビ 寺田信義、愛川直人

N01-50508 テレビ 三匹の侍 縄張荒し 決定稿 [3] [1965/10/21] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50509 テレビ 三匹の侍 秋日和のやくざ [4] [1965/10/28] フジテレビ 榎本滋民

N01-11526 テレビ 三匹の侍 仇討ごよみ [5] [1965/11/4] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50510 テレビ 三匹の侍 仇討ごよみ [5] [1965/11/4] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50511 テレビ 三匹の侍 妻恋い双六 [6] [1965/11/11] フジテレビ 柴英三郎

N01-08815 テレビ 三匹の侍 妻恋い双六 (?) 柴英三郎
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N01-50512 テレビ 三匹の侍 偽ものまかり通る [7] [1965/11/18] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50513 テレビ 三匹の侍 名刀しぐれ [9] [1965/12/2] フジテレビ 柴英三郎

N01-10979 テレビ 三匹の侍 やはり野に置け蓮華草 [10] [1965/12/9] フジテレビ 野上龍雄、播磨幸治
デジタル
化（館
内）

N01-50514 テレビ 三匹の侍 やはり野に置け蓮華草 [10] [1965/12/9] フジテレビ 野上龍雄、播磨幸治

N01-50515 テレビ 三匹の侍 殴り込み [11] [1965/12/16] フジテレビ 野上龍雄、下飯坂菊馬

N01-50495 テレビ 三匹の侍 江戸有情 決定稿 [12] [1965/12/30] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50516 テレビ 三匹の侍 ああ義侠伝 決定稿 [13] [1965/12/30] フジテレビ 榎本滋民

N01-11529 テレビ 三匹の侍 ああ義侠伝 決定稿 [13] [1965/12/30] フジテレビ 榎本滋民

N01-11525 テレビ 三匹の侍 寒月狼声 決定稿 [17] [1965/2/4] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50498 テレビ 三匹の侍 寒月狼声 決定稿 [17] [1965/2/4] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-10971 テレビ 三匹の侍 寒月狼声 決定稿 [17] [1965]/2/4 フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-10993 テレビ 三匹の侍 [愛炎無情] 決定稿 [19] [1965/2/18] フジテレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-50499 テレビ 三匹の侍 白梅草紙 準備稿 [20] [1965/2/25] フジテレビ 大野靖子

N01-50500 テレビ 三匹の侍 白梅草紙 決定稿 [20] [1965/2/25] フジテレビ 大野靖子

N01-50501 テレビ 三匹の侍 白梅草紙 準備稿 [20] [1965/2/25] フジテレビ 大野靖子

N01-11523 テレビ 三匹の侍 白梅草紙 決定稿 [20] [1965]/2/25 フジテレビ 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50502 テレビ 三匹の侍 静狼流転 決定稿 [21] [1965/3/4] フジテレビ 関上芳裕、丹菊保寿

N01-11524 テレビ 三匹の侍 静狼流転 決定稿 [21] [1965/3/4] フジテレビ 関上芳裕、丹菊保寿

N01-11528 テレビ 三匹の侍 廃山光芒 決定稿 [22] [1965/3/11] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50503 テレビ 三匹の侍 廃山光芒(仮題) 決定稿 [22] [1965/3/11] フジテレビ 柴英三郎

N01-11530 テレビ 三匹の侍 裸心大逆(仮題) 決定稿 [23] [1965/3/18] フジテレビ 寺田信義
デジタル
化（館
内）

N01-50641 テレビ 三匹の侍 裸心大逆（仮題） 決定稿 (?) フジテレビ 寺田信義、愛川直人

N01-50504 テレビ 三匹の侍 剱風花暦 決定稿 [24] [1965/3/25] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-10988 テレビ 三匹の侍 剱風花暦 決定稿 [1965]/3/25 フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-50505 テレビ 三匹の侍 落人闊歩 決定稿 [25] [1965]/4/1 フジテレビ 榎本滋民

N01-10975 テレビ 三匹の侍 落人闊歩 決定稿 [1965]/4/1 フジテレビ 榎本滋民
デジタル
化（館
内）

N01-50506 テレビ 三匹の侍 飢餓無残 決定稿 [26] [1965]/4/8 フジテレビ 早坂暁

N01-11561 テレビ 三匹の侍 飢餓無残 決定稿 [26] [1965]/4/8 フジテレビ 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-10974 テレビ 三匹の侍 大道無門 決定稿 最終回 [1965]/4/15 フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50507 テレビ 三匹の侍 大道無門 決定稿 [27](終) [1965] 4/15 フジテレビ 柴英三郎

N01-24545 テレビ 三匹の侍 入り鉄砲始末 準備稿 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 榎本滋民

N01-24546 テレビ 三匹の侍 女がやって来た 改訂稿 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 浅間虹児

N01-24547 テレビ 三匹の侍 復讐 決定稿 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 浅間虹児

N01-10986 テレビ 三匹の侍 [吠えろ剣] 決定準備稿 1 [1966/10/6] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50536 テレビ 三匹の侍 弁天橋異聞 決定稿 [3] [1966/10/20] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-10992 テレビ 三匹の侍 麝香丸の亡霊 決定稿 [4] [1966/10/27] フジテレビ 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-50522 テレビ 三匹の侍 麝香丸の亡霊 決定稿 [4] [1966/10/27] フジテレビ 竹内勇太郎
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N01-10997 テレビ 三匹の侍 二足の草鞋 [5] [1966/11/3] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50523 テレビ 三匹の侍 二足の草鞋 [5] [1966/11/3] フジテレビ 柴英三郎

N01-50524 テレビ 三匹の侍 血と砂金 決定稿 [6] [1966/11/10] フジテレビ 大野靖子

N01-50525 テレビ 三匹の侍 血と砂金 準備稿 [6] [1966/11/10] フジテレビ 大野靖子

N01-50526 テレビ 三匹の侍 刺客 決定稿 [7] [1966/11/17] フジテレビ 浅間虹児

N01-50527 テレビ 三匹の侍 魔 [9] [1966/12/1] フジテレビ 柴英三郎

N01-11531 テレビ 三匹の侍 群狼 カット割り稿 [10] [1966/12/8] フジテレビ 大工原正泰
デジタル
化（館
内）

N01-10987 テレビ 三匹の侍 渦 決定稿 [10] [1966/12/8] フジテレビ 大工原正泰
デジタル
化（館
内）

N01-50608 テレビ 三匹の侍 渦 決定稿 (?) フジテレビ 浅間虹児

N01-50528 テレビ 三匹の侍 悪銭 決定稿 12 [1966/12/22] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-10981 テレビ 三匹の侍 悪銭(あぶくぜに) 決定稿 [12] [1966/12/22] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-11527 テレビ 三匹の侍 悪銭(あぶくぜに)(仮題) 準備稿 [12] [1966/12/22] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50529 テレビ 三匹の侍 抜け忍非情 決定稿 13 [1966/12/29] フジテレビ 山内鉄也

N01-16276 テレビ 三匹の侍 負け犬 15 [1967/1/12] フジテレビ 野上龍雄
デジタル
化（館
内）

N01-50530 テレビ 三匹の侍 負け犬 15 [1967/1/12] フジテレビ 野上竜雄

N01-50517 テレビ 三匹の侍 寒鼓 [16] [1966/1/20] フジテレビ 柴英三郎

N01-11532 テレビ 三匹の侍 寒鼓 [16] [1966/1/20] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50531 テレビ 三匹の侍 秘宝 16 [1967/1/19] フジテレビ 柴英三郎

N01-10969 テレビ 三匹の侍 悪童 決定稿 [17] [1967/1/26] フジテレビ 星川清司
デジタル
化（館
内）

N01-50518 テレビ 三匹の侍 狂犬狩り（仮題） [17] [1966/1/27] フジテレビ 野上龍雄

N01-10995 テレビ 三匹の侍 狂犬狩り(仮題) [1966/1/27] フジテレビ 野上龍雄
デジタル
化（館
内）

N01-50519 テレビ 三匹の侍 旅路いずこ [18] [1966/2/3] フジテレビ 柴英三郎

N01-50520 テレビ 三匹の侍 湯けむり巷談 [19] [1966/2/10] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-10978 テレビ 三匹の侍
[三匹ひとり旅] 第二話 桔梗鋭

之介
カット割り稿 [1966/2/24] フジテレビ

N01-10989 テレビ 三匹の侍
[三匹ひとり旅] 第二話 桔梗鋭

之介
[1966/2/24] フジテレビ

デジタル
化（館
内）

N01-50521 テレビ 三匹の侍 流れ椿 カット割り稿 [23] [1966/3/10] フジテレビ 大野靖子

N01-10982 テレビ 三匹の侍 [風雲を斬る] [27](終) [1966/4/7] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50537 テレビ 三匹の侍 われらお尋ね者 準備稿 1 [1967/10/5] フジテレビ 柴英三郎

N01-50539 テレビ 三匹の侍 われらお尋ね者 決定稿 1 [1967/10/5] フジテレビ 柴英三郎

N01-50540 テレビ 三匹の侍 痩せ犬 2 [1967/10/12] フジテレビ 野上龍雄

N01-50541 テレビ 三匹の侍 ゆすり 3 [1967/10/19] フジテレビ 浅間虹児

N01-50542 テレビ 三匹の侍 狼が死んだ 決定稿 4 [1967/10/26] フジテレビ 浅間虹児

N01-50543 テレビ 三匹の侍 獣 5 [1967/11/2] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50544 テレビ 三匹の侍 にがい汐 決定稿 6 [1967/11/9] フジテレビ 大野靖子

N01-50545 テレビ 三匹の侍 にがい汐 決定稿 6 [1967/11/9] フジテレビ 大野靖子

N01-50546 テレビ 三匹の侍 鶴之助参る 決定稿 9 [1967/11/30] フジテレビ 大野靖子

N01-50547 テレビ 三匹の侍 鶴之助参る 決定稿 9 [1967/11/30] フジテレビ 大野靖子
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N01-50548 テレビ 三匹の侍 鶴之助参る（仮題） 準備稿 9 [1967/11/30] フジテレビ 大野靖子

N01-50549 テレビ 三匹の侍 鶴之助参る（仮題） 準備稿 9 [1967/11/30] フジテレビ 大野靖子

N01-50550 テレビ 三匹の侍 白疾風 決定稿 10 [1967/12/7] フジテレビ 柴英三郎

N01-50551 テレビ 三匹の侍 罠 11 [1967/12/14] フジテレビ 大工原正泰

N01-50552 テレビ 三匹の侍 女がやって来た 決定稿 12 [1967/12/21] フジテレビ 浅間虹児

N01-10972 テレビ 三匹の侍 女がやって来た 改訂稿 [12] [1967/12/21] フジテレビ 浅間虹児

N01-50553 テレビ 三匹の侍 女がやって来た（仮題） 改訂稿 12 [1967/12/21] フジテレビ 浅間虹児

N01-50554 テレビ 三匹の侍 不毛の掟 13 [1967/12/28] フジテレビ 柴英三郎

N01-50532 テレビ 三匹の侍 処刑 決定稿 18 [1967/2/2] フジテレビ 星川清司

N01-50533 テレビ 三匹の侍 処刑 18 [1967/2/2] フジテレビ 星川清司

N01-50534 テレビ 三匹の侍 木枯の女 決定稿 19 [1967/2/9] フジテレビ 柴英三郎

N01-10980 テレビ 三匹の侍 木枯の女 決定稿 [19] [1967/2/9] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50535 テレビ 三匹の侍 復讐 決定稿 21 [1967/2/23] フジテレビ 浅間虹児

N01-10994 テレビ 三匹の侍 [斬る] カット割り稿 [26](終) [1967/3/30] フジテレビ 柴英三郎

N01-10976 テレビ 三匹の侍 [斬る] [26](終①) [1967/3/30] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-10977 テレビ 三匹の侍 [斬る] [26](終②) [1967/3/30] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50538 テレビ 三匹の侍 われらお尋ね者 1 [1967]/10/5 フジテレビ 柴英三郎

N01-11522 テレビ 三匹の侍 われらお尋ね者 決定稿 1 [1967]/10/5 フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-50575 テレビ 三匹の侍 荒野に在り 準備稿 [1] [1968/10/3] フジテレビ 柴英三郎

N01-50576 テレビ 三匹の侍 荒野に在り [1] [1968/10/3] フジテレビ 柴英三郎

N01-50577 テレビ 三匹の侍 噛ませ犬 [2] [1968/10/10] フジテレビ 野上龍雄

N01-50578 テレビ 三匹の侍 裂けた風 決定稿 [3] [1968/10/17] フジテレビ 星川清司

N01-50579 テレビ 三匹の侍 さらば愛しき女よ [4] [1968/10/24] フジテレビ 大野靖子

N01-50580 テレビ 三匹の侍 さらば愛しき女よ [4] [1968/10/24] フジテレビ 大野靖子

N01-50581 テレビ 三匹の侍 さらば愛しき女よ [4] [1968/10/24] フジテレビ 大野靖子

N01-50582 テレビ 三匹の侍 地獄を見た [6] [1968/11/7] フジテレビ 柴英三郎

N01-50583 テレビ 三匹の侍 女ごころ　その一 [7] (?) フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50585 テレビ 三匹の侍 女ごころ　その二 決定稿 [7] [1968/11/14] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50584 テレビ 三匹の侍 女ごころ　その三 [7] [1968/11/14] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-50586 テレビ 三匹の侍 犬侍奮戦録 [8] [1968/11/21] フジテレビ 馬場当

N01-50587 テレビ 三匹の侍 逃散 決定稿 [9] [1968/11/28] フジテレビ 津上忠

N01-50588 テレビ 三匹の侍 土は哭いていた [12] [1968/12/19] フジテレビ 大工原正泰

N01-50555 テレビ 三匹の侍 空ッ風野郎 決定稿 14 [1968/1/4] フジテレビ 野上龍雄、播磨幸治

N01-50556 テレビ 三匹の侍 空ッ風野郎 決定稿 14 [1968/1/4] フジテレビ 野上龍雄、播磨幸治

N01-50557 テレビ 三匹の侍 どぶねずみ（仮題） 15 [1968/1/11] フジテレビ 有高扶桑

N01-50558 テレビ 三匹の侍 大当り百番富（仮題） 決定稿 16 [1968/1/18] フジテレビ 渡辺臣蔵

N01-10973 テレビ 三匹の侍 冬の旅 決定稿 [17] [1968]/(?)/(?) フジテレビ 勝目貴久
デジタル
化（館
内）
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N01-50559 テレビ 三匹の侍 つわものの夢 準備稿 18 [1968]/2/1 フジテレビ 田上雄

N01-50560 テレビ 三匹の侍 つわものの夢 決定稿 18 [1968/2/1] フジテレビ 柴英三郎

N01-50561 テレビ 三匹の侍 冬の旅 決定稿 19 (?) フジテレビ 勝目貴久

N01-50562 テレビ 三匹の侍 白い幻花 20 [1968/2/15] フジテレビ 大野靖子

N01-10983 テレビ 三匹の侍 白い幻花 決定稿 [20] [1968/2/15] フジテレビ 大野靖子

N01-50563 テレビ 三匹の侍 白い幻花 [20] [1968/2/15] フジテレビ 大野靖子

N01-50564 テレビ 三匹の侍 白い幻花 決定稿 [20] [1968/2/15] フジテレビ 大野靖子

N01-50565 テレビ 三匹の侍 白い幻花 [20] [1968/2/15] フジテレビ 大野靖子

N01-50566 テレビ 三匹の侍 白い幻花 決定稿 [20] [1968/2/15] フジテレビ 大野靖子

N01-10991 テレビ 三匹の侍 燃える [22] [1968/2/29] フジテレビ 浅間虹児
デジタル
化（館
内）

N01-50567 テレビ 三匹の侍 紙人形 [23] [1968/3/7] フジテレビ 大野靖子

N01-50568 テレビ 三匹の侍 紙人形(仮題) 準備稿 [23] [1968/3/7] フジテレビ 大野靖子

N01-50569 テレビ 三匹の侍 愛憎三猿 [25] [1968/3/21] フジテレビ 大野靖子

N01-50570 テレビ 三匹の侍 愛憎三猿 決定稿 [25] [1968/3/21] フジテレビ 大野靖子

N01-50571 テレビ 三匹の侍 愛憎三猿　聞かざるの章(橘) [25] [1968/3/21] フジテレビ 大野靖子

N01-10984 テレビ 三匹の侍 愛憎三猿　聞かざるの章（橘） [1968/3/21] フジテレビ 大野靖子

N01-10990 テレビ 三匹の侍 愛憎三猿　聞かざるの章（橘） [1968/3/21] フジテレビ 大野靖子

N01-50572 テレビ 三匹の侍 浪人天国 改訂稿 [26] [1968]/3/28 フジテレビ 柴英三郎

N01-50573 テレビ 三匹の侍 浪人天国 改訂稿 [26] [1968]/3/28 フジテレビ 柴英三郎

N01-50574 テレビ 三匹の侍 浪人天国 準備稿 [26] [1968]/3/28 フジテレビ 有高扶桑

N01-50589 テレビ 三匹の侍 俺は抜かない 決定稿 [14] [1969/1/9] フジテレビ 星川清司

N01-50591 テレビ 三匹の侍 死にたい女　春の章 [16] [1969/1/23] フジテレビ 野上龍雄

N01-50592 テレビ 三匹の侍 死にたい女　冬の章 [16] [1969/1/23] フジテレビ 野上龍雄

N01-50590 テレビ 三匹の侍 死にたい女　その一 [16] [1969/1/24] フジテレビ 野上龍雄

N01-50593 テレビ 三匹の侍 山の血が騒ぐ [17] [1969/1/30] フジテレビ 柴英三郎

N01-10970 テレビ 三匹の侍 裏切りの季節 [18] [1969/2/6] フジテレビ 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50594 テレビ 三匹の侍 裏切りの季節 [18] [1969/2/6] フジテレビ 大野靖子

N01-50595 テレビ 三匹の侍 裏切りの季節 [18] [1969/2/6] フジテレビ 大野靖子

N01-50596 テレビ 三匹の侍 あぶら花 [20] [1969/2/20] フジテレビ 大野靖子

N01-50597 テレビ 三匹の侍 女代官 [21] [1969/2/27] フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50598 テレビ 三匹の侍 苦い米 [22] [1969/3/6] フジテレビ 野上龍雄

N01-50599 テレビ 三匹の侍 謀殺 [23] [1969/3/13] フジテレビ 大野靖子

N01-50600 テレビ 三匹の侍 夜明け [25] [1969/3/27] フジテレビ 柴英三郎

N01-03225 テレビ 三百六十五夜 1 (?)/5/15 関西テレビ 茂木草介

N01-03226 テレビ 三百六十五夜 3 (?)/5/29 関西テレビ 茂木草介

N01-03227 テレビ 三百六十五夜 3 (?)/5/29 関西テレビ 茂木草介

N01-03228 テレビ 三百六十五夜 4 (?)/6/5 関西テレビ 茂木草介
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N01-03229 テレビ 三百六十五夜 5 (?)/6/12 関西テレビ 茂木草介

N01-03230 テレビ 三百六十五夜 8 (?)/7/3 関西テレビ 茂木草介

N01-03231 テレビ 三百六十五夜 8 (?)/7/3 関西テレビ 茂木草介

N01-03232 テレビ 三百六十五夜 8 (?)/7/3 関西テレビ 茂木草介

N01-03233 テレビ 三百六十五夜 9 (?)/7/10 関西テレビ 茂木草介

N01-03234 テレビ 三百六十五夜 10 (?)/7/17 関西テレビ 茂木草介

N01-03235 テレビ 三百六十五夜 11 (?)/7/24 関西テレビ 茂木草介

N01-03236 テレビ 三百六十五夜 12 (?)/7/31 関西テレビ 茂木草介

N01-03237 テレビ 三百六十五夜 最終回 (?)/8/7 関西テレビ 茂木草介

平026B N01-45197 ラジオ 三本指の黒い手套 1950/5/(?)
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-12196 ラジオ 三遊亭円歌の東海道中膝栗毛 1～10 (?)/4/14～25
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12197 ラジオ 三遊亭円歌の東海道中膝栗毛 1～10 (?)/4/14～25
ニッポン放

送
水原明人

N01-12229 ラジオ 三遊亭金馬ののらくろ 1～5 (?)/1/5～16
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12230 ラジオ 三遊亭金馬ののらくろ 6～10 (?)/1/5～16
ニッポン放

送
水原明人

N01-05865 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

新イソップ物語/就職シーズン
/土一升に金ナイデショウ/モ

シモシハイハイ電話/秋ナスは
姑に食わすな/上着の欲しい

季節です

36～42 1960/9/12～18
ラジオ東京

(TBS)
城悠輔、和泉二郎、高橋辰雄

N01-05860 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

秋は展覧会シーズン/イカれる
若者たち/イカすイカすイカす/
死ねるうちゃいいさ/嘘、嘘、

嘘なのよ/近所附き合い

41・45～47・50・51
1960/9/17、21～

23、26、27
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、高橋辰雄、神吉拓郎、
佐々木守、なべおさみ、遠藤淳

N01-05857 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

病は気から/お彼岸ですね/自
動車がいっぱい/ある泥棒の
物語/秋はセンチメンタル/うる

さいぞ！

43・44・48・49・52・
53

1960/9/19、20、
24、25、28、29

ラジオ東京
(TBS)

遠藤啄郎、城悠輔
デジタル
化（館
内）

N01-05859 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント
行ってらっしゃいませ/イカすイ

カすイカす
46・54 1960/9/22、30

ラジオ東京
(TBS)

和泉二郎、神吉拓郎

N01-05856 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

いよいよやって来ました/お酒
のおいしい季節です/今日もま
たかくてありなむ/十五夜お月

サマ今晩わ

55～57・59 1960/10/1～3、5
ラジオ東京

(TBS)
和泉二郎、城悠輔、佐々木守

N01-05855 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

トトカルチョはすばらしい/ワッ
ショイワッショイお祭りだ/鉄道
記念日/虫チーチいろいろ/全
集ブーム/貯蓄の日/お米が

いっぱい

66～72 1960/10/12～18
ラジオ東京

(TBS)
福田善之、神吉拓郎、城悠輔、高橋

辰雄、遠藤啄郎、和泉二郎

N01-05861 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

トトカルチョはすばらしい/ワッ
ショイワッショイお祭りだ/鉄道
記念日/虫チーチいろいろ/全
集ブーム/貯蓄の日/お米が

いっぱい

66～72 1960/10/12～18
ラジオ東京

(TBS)
福田善之、神吉拓郎、城悠輔、高橋

辰雄、遠藤啄郎、和泉二郎

N01-05866 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

トトカルチョはすばらしい/ワッ
ショイワッショイお祭りだ/鉄道
記念日/虫チーチいろいろ/全
集ブーム/貯蓄の日/お米が

いっぱい

66～72 1960/10/12～18
ラジオ東京

(TBS)
福田善之、神吉拓郎、城悠輔、高橋

辰雄、遠藤啄郎、和泉二郎

N01-05616 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

クジラのバーベキュー/アメリ
カ野球がやって来る/菜食主
義/秋空晴れて運動会/読書

の秋

73～77 1960/10/19～23
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎、福田善之、遠藤淳、神吉

拓郎、高橋辰雄

デジタル
化（館
内）
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N01-05867 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

くやしかったらやってみな！/
母ちゃんがあたいを殺す/髪
一筋抜けて天下の秋を知る/

四年先を考えよう

78～81 1960/10/24～27
ラジオ東京

(TBS)
なべおさみ、佐々木守、神吉拓郎、

福田善之

N01-05858 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

名作物語をおきかせ致します
かな/さてあなたの運勢は/近
頃日本人の食う物は/若いか
らこそ/秋は結婚シーズン/親

孝行/宇宙人来たる

58・60～65
1960/10/4、6～

11
ラジオ東京

(TBS)
福田善之、城悠輔、和泉二郎、なべ

おさみ、遠藤啄郎、佐々木守

N01-05869 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

おお文化の日（さしかえ分）/
選挙も近いことで/気をつけて
ね/脅迫状が来た/ギャンブル
はひきあわない/昨夜十一時
四十三分あなたのアリバイは
あるか/野球が終わって気が

抜けて/君よ知るや赤ちゃんの
心

88・96～101・104
1960/11/3、11～

16、19
TBS

和泉二郎、高橋辰雄、神吉拓郎、遠
藤啄郎、佐々木守、城悠輔

N01-05854 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

私はノミになりたい/なんでも
カンズメの巻追加分/皆さん投
票をお忘れなく/野分吹く頃/

器械がなんでもしてくれる/トッ
プ屋、まかり通る/寒い冬が

やって来る

95・96・105・109・
111～113

1960/11/10、
11、20、24、26～

28

ラジオ東京
(TBS)

なべおさみ、和泉二郎、佐々木守、
遠藤淳

N01-05862 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

なんでもカンズメ/恋の仕方を
教えましょう/芸術祭不参加作
品ポテト横丁の決斗/外国エン
タが目にしみる/十一月にやる

わけ

96・98・103～105
1960/11/11、
13、18～20

ラジオ東京
(TBS)

和泉二郎、福田善之、高橋辰雄

N01-05863 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

機械が何でもしてくれる/師走
る/ガン・ブーム/殺し屋のテー
マ/ケチン坊に関する三つの
定義/燃えちゃいけない時が
来た/隣りのミヨちゃん万歳!!/

ニイタカヤマオリロ

116～120・122・123
1960/12/1～5、

7、8
ラジオ東京

(TBS)

神吉拓郎、高橋辰雄、遠藤啄郎、
佐々木守、城悠輔、遠藤淳、和泉二

郎

N01-05849 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント
殺し屋のテーマ/おっちょこちょ
いだネ/好き好きスキー/ゼロ
の商店/並んだ並んだ年の市

118・125・129・131・
142

1960/12/3、10、
14、16、27

TBS
佐々木守、藤田秀弥、神吉拓郎、遠

藤淳

N01-05870 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント
殺し屋のテーマ/おっちょこちょ
いだネ/好き好きスキー/ゼロ
の商店/並んだ並んだ年の市

118・125・129・131・
142

1960/12/3、10、
14、16、27

TBS
佐々木守、藤田秀弥、神吉拓郎、遠

藤淳

N01-05868 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

冬将軍コンニチワ/借りた金は
返すな/ウヒ・ウヒヒヒヒ/お金
のないデイトはつらいなァ/バ
リ、ゾーゴンについて/スイマ
センつい飲みすぎたもンで

121・124・126～
128・135

1960/12/6、9、
11～13、20

TBS
神吉拓郎、高橋辰雄、佐々木守、城

悠輔

N01-05848 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

刃物を持つのはよしましょう/
ストーブリーグは花ざかり/今
日は師走の14日/ボーナスで
一山あてる/メリー・メリー・クリ
スマス/いよいよ明日はイヴで

す/悪い奴ほどよく泣く

127～130・136・
138・144

1960/12/12～
15、21、23、29

TBS
和泉二郎、福田善之、なべおさみ、

城悠輔、高橋辰雄

N01-05864 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

刃物を持つのはよしましょう/
ストーブリーグは花ざかり/今
日は師走の14日/ボーナスで
一山あてる/メリー・メリー・クリ
スマス/いよいよ明日はイヴで

す/悪い奴ほどよく泣く

127～130・136・
138・144

1960/12/12～
15、21、23、29

TBS
和泉二郎、福田善之、なべおさみ、

城悠輔、高橋辰雄

N01-05853 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

刃物を持つのは止しましょう
（さしかえ分）/歳末助け合い
運動/あなたは何派?/年貢は
いつ納めたらよいか/めでたく
もありめでたくもなし/盆と正月

は一度に来るか

133・134・141・147・
152

1960/12/18、
19、26、

1961/1/1、6
TBS

遠藤淳、神吉拓郎、高橋辰雄、和泉
二郎

N01-05847 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

うちの亭主はノンキ者/いよい
よ明日はイヴです（唄サシカエ
分）/今日から明日を清らかに
/黄金の六十年/とうとう大晦

日になっちゃった/オメデトウゴ
ザイマシタ/トラコン数え唄

137～139・145・
146・149・153

1960/12/22～
24、30、31、
1961/1/3、7

TBS 城悠輔、福田善之、佐々木守



「さ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05871 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

インスタントだ/正月ぼけ/ただ
ひたすらに信じましょう/お顔
について/ある恋の物語/誰よ
りも君がスキイ/都会は煤煙だ

らけ

154～160 1961/1/8～14 TBS
藤田秀弥、遠藤淳、佐々木守、城悠

輔、高橋辰雄

N01-05851 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

今日の貴方の運勢は/よくまァ
大人になったよネェお前/不気
味な床屋さん/ブームを追う人
はブームに泣く/俺はカワイて
る/ウーウージャンジャン火事

159・161・162・164・
166・169

1961/1/13、15、
16、18、20、23

TBS
和泉二郎、城悠輔、遠藤淳、神吉拓

郎

N01-05850 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント アダナについて/ものも云い様 163・168 1961/1/17、22 TBS 高橋辰雄

N01-05852 ラジオ サンヨー・トランジスタ・コント

ブームを追う人はブームに泣く
（かえ歌追加分）/もし一億総
自家用車時代が来たら/おス
シ/ウーウーシャンシャン火事
（恋の片道切符追加分）/おお
愛する妻よ/持ちつ持たれつ/
二八でゲス/テンプラ/竜の頭

と蛇のシッポがケンカした

164・165・167・169
～171・174・176・

177

1961/1/18、19、
21、23～25、28、

30、31
TBS

遠藤淳、佐々木守、城悠輔、神吉拓
郎、高橋辰雄

N01-06672 テレビ サンヨーキータッチショー 21 (?) 水町伸彦

N01-06674 テレビ サンヨーキータッチショー 1962/7/31

N01-06679 テレビ サンヨーキータッチショー 第一稿 10 1962/8/7

N01-06676 テレビ サンヨーキータッチショー 1962/8/7

N01-06673 テレビ サンヨーキータッチショー 決定稿 12 1962/8/28 日本テレビ 近江俊郎

N01-06677 テレビ サンヨーキータッチショー 1962/10/2 水町伸彦

N01-06678 テレビ サンヨーキータッチショー 1962/10/2

N01-06675 テレビ サンヨーキータッチショー 1962/10/23

N01-03224 テレビ 山麓 準備稿 1 1961/5/1 NET 窪田篤人



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-00089 テレビ 試合終了（モノローグ） (?) 内村直也

N01-05508 ラジオ 蝦球物語 1962/9/9 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-03340 テレビ 幸せが来た コンテ [1964]/(?)/(?) 日本テレビ 茂木草介

N01-10453 テレビ 幸せが来た 訂正稿 (?) 日本テレビ 茂木草介

N01-10454 テレビ 幸せが来た コンテ (?) 日本テレビ 茂木草介

N01-10455 テレビ 幸せが来た 準備稿 (?) 日本テレビ 茂木草介

N01-05207 テレビ シーボルト事件 第一稿 1960/9/30 NHK 和田勝一

N01-24197 テレビ シーメンス事件 決定稿 1976/6/24 NHK 盛善吉

N01-24198 テレビ シーメンス事件 第1稿 1976/6/24 NHK

N01-17013 ラジオ 地唄 1969/11/2 NHK 矢代静一
デジタル
化（館
内）

N01-14026 ラジオ シェイクスピア名作選 リヤ王(前編) 1977/1/23 NHK 岸宏子

N01-14027 ラジオ シェイクスピア名作選 リヤ王(中編) 1977/1/30 NHK 岸宏子

N01-14028 ラジオ シェイクスピア名作選 リヤ王(後編) 1977/2/6 NHK 岸宏子

N01-14054 ラジオ シェイクスピア名作選 マクベス(後編) 1976/12/26 NHK 岸宏子

N01-14055 ラジオ シェイクスピア名作選 ヴェニスの商人(前編) 1977/1/9 NHK 岸宏子

N01-14056 ラジオ シェイクスピア名作選 ヴェニスの商人(後編) 1977/1/16 NHK 岸宏子

N01-14057 ラジオ シェイクスピア名作選 オセロー(前編) 1976/11/28 NHK 岸宏子

N01-14058 ラジオ シェイクスピア名作選 オセロー(後編) 1976/12/12 NHK 岸宏子

N01-14089 ラジオ シェイクスピア名作選 マクベス(前編) 1976/12/19 NHK 岸宏子

N01-07891 ラジオ ジェリー・そのみの　お早よう瓦版 169～175 1962/1/15～22
ニッポン放

送
北川伸介、成尾魏、沼田斗久、水原

明人

N01-07890 ラジオ ジェリー・そのみの　お早よう瓦版 206～215 1962/2/27～3/9
ニッポン放

送
水原明人、成尾魏、北川伸介、沼田

斗久

N01-07892 ラジオ ジェリー・そのみの　お早よう瓦版 229～234 1962/3/26～31
ニッポン放

送
水原明人、北川伸介、沼田斗久、成

尾魏

N01-07893 ラジオ シエル・ドライブ・アワー (?)/3/5～10 ラジオ大阪 森進、水原明人

N01-07894 ラジオ シエル・ドライブ・アワー (?)/10/2～7 ラジオ大阪 森進、水原明人

N01-07895 ラジオ シエル・ドライブ・アワー (?)/3/19～24 ラジオ大阪 森進、水原明人

N01-15784 ラジオ 潮風の詩 沖縄 1 1980/8/11 NHK 竹内日出男

N01-04935 ラジオ 潮騒 1 (?)/7/31 朝日放送 石浜恒夫

N01-04936 ラジオ 潮騒 2 (?)/8/7 朝日放送 石浜恒夫

N01-04937 ラジオ 潮騒 3 (?)/8/14 朝日放送 石浜恒夫

N01-13587 ラジオ 潮騒 1968/6/30 NHK 伊藤海彦

N01-24251 テレビ 潮騒 1 (?) TBS 生田直親

N01-24252 テレビ 潮騒 2 (?) TBS 生田直親

N01-24253 テレビ 潮騒 3 (?) TBS 生田直親

N01-24254 テレビ 潮騒 スタッフ決定稿 4(終) (?) TBS 生田直親

M058 N01-41287 ラジオ 潮騒 1 (?) JOQR 青江舜二郎
デジタル
化（館
内）

N01-08533 ラジオ ジオジオ物語 1963/2/28 文化放送 岸田衿子
デジタル
化（館
内）

N01-05270 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 20 1962/3/2 フジテレビ 松本重美



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05245 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ イタリアの歌 決定稿 72 (?)/3/15 フジテレビ 松本重美

N01-05250 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 72 (?) フジテレビ 河野洋

N01-05249 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 75 (?)/3/22 フジテレビ 松本重美

N01-05254 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ シャンソンの花束 第一稿 76 (?)/3/29 フジテレビ 保富康午

N01-05246 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 合唱組曲「眠れ幼き魂」 第一稿 78 (?)/4/12 フジテレビ 保富康午

N01-05253 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 88 (?)/6/21 フジテレビ 保富康午

N01-05255 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 88 (?)/6/21 フジテレビ 保富康午

N01-05263 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ ドリスデイ特集 決定稿 89 (?)/6/28 フジテレビ 豊島滋

N01-05268 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 90 (?)/7/5 フジテレビ 保富康午

N01-05264 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ イタリアの歌 第一稿 91 (?)/7/12 フジテレビ 松本重美

N01-05269 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ イタリアの歌 第一稿 91 (?)/7/12 フジテレビ 松本重美

N01-05266 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 93 (?)/7/26 フジテレビ 塚田茂

N01-05265 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 夏の歌 決定稿 94 (?)/8/2 フジテレビ 松本重美

N01-05252 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 97 (?)/8/23 フジテレビ 豊島滋

N01-05244 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 98 (?)/8/30 フジテレビ 保富康午

N01-05262 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 98 (?)/8/30 フジテレビ 保富康午

N01-05247 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ
都会の歌―ブロードウェイ・

ミュージカル
第一稿 99 (?)/9/6 フジテレビ 松本重美

N01-05243 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 102 (?)/9/27 フジテレビ 保富康午

N01-05258 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 103 (?)/10/4 フジテレビ 保富康午

N01-05260 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 108 (?)/11/8 フジテレビ 保富康午

N01-07538 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 108 (?)/11/8 フジテレビ 保富康午

N01-05256 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 109 (?)/11/15 フジテレビ 保富康午

N01-05257 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 第一稿 111 (?)/11/29 フジテレビ 松本重美

N01-05267 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 関西のムード 決定稿 112 (?)/12/6 フジテレビ 保富康午

N01-05251 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 114 (?)/12/27 フジテレビ 保富康午

N01-05259 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 決定稿 116(終) (?)/1/10 フジテレビ 保富康午

N01-05248 テレビ シオノギ ザ・ビッグショウ 関西のムード (?) フジテレビ 保富康午

N01-06376 テレビ シオノギ ミュージックフェア’64 唄とコーラス 決定稿 7 1964/10/12 石川洋之

N01-06375 テレビ シオノギ ミュージックフェア’64 ミュージカル特集(1) 第一稿 9 1964/10/26 石川洋之

N01-06374 テレビ シオノギ ミュージックフェア’64 シャンソン特集 第一稿 10 1964/11/2
デジタル
化（館
内）

N01-06377 テレビ シオノギ ミュージックフェア’64 ミュージカル特集(2) 決定稿 12 1964/11/16 石川洋之

N01-20219 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 第一稿 1 1965/1/4 松本重美

N01-20200 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 2 1965/1/11 保富康午

N01-20220 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 第一稿 2 1965/1/11 保富康午

N01-20207 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 3 1965/1/18 保富康午

N01-20216 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 5 1965/2/1 保富康午

N01-20201 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 6 1965/2/8 保富康午
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N01-20212 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 10 1965/3/8 松本重美

N01-20196 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 11 1965/3/15 保富康午

N01-20197 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 11 1965/3/15 保富康午

N01-20206 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 11 1965/3/15 保富康午

N01-20209 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 12 1965/3/[22] 保富康午

N01-20205 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 15 1965/4/[12] 保富康午

N01-20213 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 19 1965/5/10 保富康午

N01-20218 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 20 1965/5/17 保富康午

N01-20195 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 21 1965/5/24 保富康午

N01-20202 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 22 1965/5/31 保富康午

N01-20199 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 23 1965/6/7 松本重美

N01-20214 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 24 1965/6/14 牛島孝之

N01-20215 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 26 1965/6/28 松本重美

N01-20194 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 33 1965/8/16 牛島孝之

N01-20210 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 38 1965/9/20 松本重美

N01-20193 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 39 1965/9/20 保富康午

N01-20198 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 39 1965/9/20 保富康午

N01-20208 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 40 1965/10/4 保富康午

N01-20203 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 42 1965/10/18 保富康午

N01-20217 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 45 1965/11/8 保富康午

N01-20211 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 47 1965/11/22 松本重美

N01-20204 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 48 1965/11/29 保富康午

N01-20192 テレビ シオノギ ミュージックフェア’65 50 1965/12/13 保富康午

N01-20227 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 1 1966/1/3 保富康午

N01-20235 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 3 1966/1/17 松本重美

N01-20226 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 9 1966/2/28 保富康午

N01-20233 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 9 1966/2/28 保富康午

N01-20225 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 12 1966/3/21 保富康午

N01-20234 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 17 1966/4/25 保富康午

N01-20224 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 20 1966/5/16 松本重美

N01-20231 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 20 1966/5/16 松本重美

N01-20232 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 20 1966/5/16 松本重美

N01-20230 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 25 1966/6/27 保富康午

N01-20229 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 36 1966/9/5 保富康午

N01-20223 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 37 1966/9/12 保富康午

N01-20222 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 41 1966/10/10 保富康午

N01-20228 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 42 1966/10/17 保富康午
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N01-20221 テレビ シオノギ ミュージックフェア’66 44 1966/10/24 松本重美

N01-23665 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 2 1967/1/9 フジテレビ 塚田茂

N01-20240 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 15 1967/4/10 河野洋

N01-20239 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 19 1967/5/8 河野洋

N01-20242 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 第一稿 21 1967/5/22 保富康午

N01-20236 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 27 1967/7/3 菅沼定憲

N01-20243 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 29 1967/7/17 保富康午

N01-20246 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 29 1967/7/17 保富康午

N01-20244 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 35 1967/8/28 河野洋

N01-20238 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 36 1967/9/4 保富康午

N01-20245 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 37 1967/9/11 保富康午

N01-20241 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 41 1967/10/2 保富康午

N01-20247 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 44 1967/10/30 松本重美

N01-20237 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 51 1967/12/25 保富康午

N01-20248 テレビ シオノギ ミュージックフェア’67 52 1967/12/18 保富康午

N01-20261 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 1 1968/1/1 保富康午

N01-20262 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 4 1968/1/22 保富康午

N01-20251 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 5 1968/1/29 保富康午

N01-20259 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 7 1968/2/12 保富康午

N01-20257 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 10 1968/3/4 保富康午

N01-20258 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 18 1968/4/29 河野洋

N01-20250 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 19 1968/5/6 保富康午

N01-20260 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 19 1968/5/6 保富康午

N01-20252 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 22 1968/6/10 保富康午

N01-20253 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 30 1968/7/22 保富康午

N01-20254 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 31 1968/7/29 松本重美

N01-20255 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 41 1968/10/7 保富康午

N01-20249 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 49 1968/12/2 保富康午

N01-20256 テレビ シオノギ ミュージックフェア’68 51 1968/12/16 松本重美

N01-20275 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 1 1969/1/6 保富康午

N01-20273 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 9・10 1969/2/24 松本重美、保富康午

N01-20272 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 11 1969/3/17 保富康午

N01-20270 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 12 1969/3/24 保富康午

N01-20271 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 15 1969/4/8 保富康午

N01-20268 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 16 1969/4/29 保富康午

N01-20269 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 17 1969/4/22 河野洋

N01-20274 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 19 1969/5/6 保富康午
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N01-20265 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 34 1969/8/19 松本重美

N01-20264 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 37 1969/9/9 保富康午

N01-20267 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 44 1969/10/28 保富康午

N01-20266 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 49 1969/12/2 保富康午

N01-20263 テレビ シオノギ ミュージックフェア’69 51 1969/12/16 保富康午

N01-20280 テレビ シオノギ ミュージックフェア’70 1 1970/1/6 保富康午

N01-20279 テレビ シオノギ ミュージックフェア’70 5 1970/2/3 保富康午

N01-20277 テレビ シオノギ ミュージックフェア’70 24 1970/7/14 保富康午

N01-20276 テレビ シオノギ ミュージックフェア’70 29 1970/7/21 保富康午

N01-20278 テレビ シオノギ ミュージックフェア’70 38 1970/9/22 保富康午

N01-20281 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 1 1971/1/5 保富康午

N01-20282 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 2 1971/1/12 保富康午

N01-20303 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 22 1971/6/1 フジテレビ 保富康午

N01-20287 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 24 1971/6/15 保富康午

N01-20283 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 26 1971/6/29 保富康午

N01-20286 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 29 1971/7/27 保富康午

N01-20304 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 30 1971/7/27 フジテレビ 保富康午

N01-20285 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 32 1971/8/10 保富康午

N01-20284 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 39 1971/10/5 河野洋

N01-20289 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 44 1971/11/2 保富康午

N01-20288 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 51 1971/12/21 河野洋

N01-20290 テレビ シオノギ ミュージックフェア’71 52 1971/12/28 保富康午

N01-20306 テレビ シオノギ ミュージックフェア’72 5 1972/2/1 フジテレビ 保富康午

N01-20305 テレビ シオノギ ミュージックフェア’72 7 1972/2/15 フジテレビ 保富康午

N01-20308 テレビ シオノギ ミュージックフェア’72 10 1972/3/7 フジテレビ 保富康午

N01-20307 テレビ シオノギ ミュージックフェア’72 37 1972/9/12 フジテレビ 保富康午

N01-20311 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 6 1973/2/6 フジテレビ 保富康午

N01-20309 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 10 1973/3/6 フジテレビ 保富康午

N01-21575 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 16 1973/4/17 フジテレビ 保富康午

N01-21574 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 19 1973/5/8 フジテレビ 保富康午

N01-21573 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 22 1973/5/29 フジテレビ 保富康午

N01-21572 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 38 1973/9/18 フジテレビ 保富康午

N01-20310 テレビ シオノギ ミュージックフェア’73 41 1973/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-21579 テレビ シオノギ ミュージックフェア’74 3 1974/1/22 フジテレビ 保富康午

N01-21576 テレビ シオノギ ミュージックフェア’74 11･12 1974/3/19、26 フジテレビ 保富康午

N01-21577 テレビ シオノギ ミュージックフェア’74 32 1974/8/13 フジテレビ 保富康午

N01-21578 テレビ シオノギ ミュージックフェア’74 46 1974/11/19 フジテレビ 保富康午
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N01-21580 テレビ シオノギ ミュージックフェア’75 15 1975/4/15 フジテレビ 保富康午

N01-20312 テレビ シオノギ ミュージックフェア’75 16(557) 1975/4/22 フジテレビ 奥山侊伸

N01-20313 テレビ シオノギ ミュージックフェア’75 22(563) 1975/6/3 フジテレビ 保富康午

N01-21585 テレビ シオノギ ミュージックフェア’75 40 1975/10/7 フジテレビ 奥山侊伸

N01-21584 テレビ シオノギ ミュージックフェア’75 42 1975/10/21 フジテレビ 保富康午

N01-21583 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 9 1976/3/2 フジテレビ 保富康午

N01-20317 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 14(597) 1976/4/6 フジテレビ 保富康午

N01-21582 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 17 1976/4/27 フジテレビ 保富康午

N01-21581 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 27 1976/7/6 フジテレビ 保富康午

N01-20315 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 29(609) 1976/7/20 フジテレビ 保富康午

N01-20318 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 34(614) 1976/8/24 フジテレビ 保富康午

N01-20316 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 43(623) 1976/10/26 フジテレビ 保富康午

N01-20314 テレビ シオノギ ミュージックフェア’76 49(629) 1976/12/7 フジテレビ 保富康午

N01-21929 テレビ シオノギ ミュージックフェア’77 5 1977/2/1 フジテレビ 保富康午

N01-21947 テレビ シオノギ ミュージックフェア’77 21 1977/5/24 フジテレビ 保富康午

N01-21690 テレビ シオノギ ミュージックフェア’77 36(668) 1977/9/27 フジテレビ 保富康午

N01-20319 テレビ シオノギ ミュージックフェア’77 40(672) 1977/11/1 フジテレビ 保富康午

N01-21946 テレビ シオノギ ミュージックフェア’77 41 1977/11/8 フジテレビ 保富康午

N01-20321 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 7(686) 1978/2/14 フジテレビ 保富康午

N01-20325 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 1(680) 1978/1/3 フジテレビ 保富康午

N01-20328 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 10(687) 1978/2/28 フジテレビ 保富康午

N01-20322 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 13 1978/3/28 フジテレビ 保富康午

N01-20323 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 18 1978/5/16 フジテレビ 保富康午

N01-21925 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78
舞台台本もか

ねている
18・19 1978/5/2、9 フジテレビ 保富康午

N01-20326 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 22(704) 1978/5/30 フジテレビ 保富康午

N01-20324 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 27(709) 1978/7/4 フジテレビ 保富康午

N01-20329 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 30(712) 1978/7/25 フジテレビ 保富康午

N01-20327 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 32(714) 1978/8/8 フジテレビ 奥山侊伸

N01-20320 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 38(720) 1978/9/19 フジテレビ 保富康午

N01-19815 テレビ シオノギ ミュージックフェア’78 49(731) 1978/12/5 フジテレビ 奥山侊伸

N01-20330 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 1(735) 1979/1/9 フジテレビ 保富康午

N01-20331 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 6(740) 1979/2/13 フジテレビ 保富康午

N01-20337 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 7(741) 1979/2/20 フジテレビ 保富康午

N01-20332 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 9(743) 1979/3/6 フジテレビ 保富康午

N01-20333 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 10(744) 1979/3/13 フジテレビ 保富康午

N01-20334 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 12(746) 1979/3/27 フジテレビ 保富康午

N01-20335 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 17(751) 1979/5/8 フジテレビ 保富康午
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N01-20342 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 28(763) 1979/8/7 フジテレビ 保富康午

N01-20341 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 29(764) 1979/8/14 フジテレビ 保富康午

N01-20340 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 30(765) 1979/8/21 フジテレビ 保富康午

N01-20339 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 33(768) 1979/9/18 フジテレビ 保富康午

N01-20338 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 36(771) 1979/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-20336 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 37(772) 1979/10/16 フジテレビ 保富康午

N01-20343 テレビ シオノギ ミュージックフェア’79 45(781) 1979/12/4 フジテレビ 保富康午

N01-20346 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 1(792) 1980/1/8 フジテレビ 保富康午

N01-19816 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 5(793) 1980/2/5 フジテレビ 奥山侊伸

N01-20345 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 7(795) 1980/2/19 フジテレビ 保富康午

N01-20348 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 8(796) 1980/2/26 フジテレビ 保富康午

N01-19817 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 9(797) 1980/3/4 フジテレビ 奥山侊伸

N01-20344 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 11・12(800) 1980/3/18、25 フジテレビ 保富康午

N01-20347 テレビ シオノギ ミュージックフェア’80 15(803) 1980/4/15 フジテレビ 保富康午

N01-19818 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 16(804) 1980/4/29 フジテレビ 保富康午

N01-20361 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 16(804) 1980/4/29 フジテレビ 保富康午

N01-20353 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 23(811) 1980/6/24 フジテレビ 保富康午

N01-20355 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 24(812) 1980/7/1 フジテレビ 保富康午

N01-18289 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 25(813) 1980/7/8 フジテレビ 保富康午

N01-20354 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 25(813) 1980/7/8 フジテレビ 保富康午

N01-20359 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 27(815) 1980/7/22 フジテレビ 保富康午

N01-20358 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 28(816) 1980/7/29 フジテレビ 保富康午

N01-20356 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 29(817) 1980/8/5 フジテレビ 保富康午

N01-20351 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 31(818) 1980/8/12 フジテレビ 保富康午

N01-20350 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 32(819) 1980/8/26 フジテレビ 保富康午

N01-20352 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 33(820) 1980/9/2 フジテレビ 保富康午

N01-20349 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 40(827) 1980/10/21 フジテレビ 保富康午

N01-20360 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 41(828) 1980/10/28 フジテレビ 保富康午

N01-20357 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 43(830) 1980/11/11 フジテレビ 保富康午

N01-20362 テレビ シオノギ　MUSICFAIR’80 53(840) 1980/1/20 フジテレビ 保富康午

N01-03046 テレビ シオノギ佐久間良子アワー 北野踊り（その一）
演出用コンテ
カット割り稿

(?)/2/12 フジテレビ 佐々木武観

N01-20191 テレビ シオノギ新番組 2 1965/6/14 牛島孝之

N01-10792 ラジオ しおばな 1975/4/18 NHK-FM 佐久間崇
デジタル
化（館
内）

N01-02408 ラジオ 塩原多助一代記 1954/7/28 NHK 河竹新七

M031 N01-40717 ラジオ 塩原多助一代記 1955/1/1 NHK 河竹新七
デジタル
化（館
内）

N01-22079 テレビ 司会者ベストテン！ 花のライバル嵐のタッグマッチ 決定稿 (?)/1/1 TBS 保富康午

N01-08146 テレビ 四角い空 1963/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
藤本義一

デジタル
化（館
内）
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N01-09462 テレビ 叱られ人生 1～4 1977/5/30～6/2 NHK 佐々木守

N01-09489 テレビ 叱られ人生 5～8 1977/6/6～9 NHK 佐々木守

N01-09490 テレビ 叱られ人生 9～12 1977/6/13～16 NHK 佐々木守

N01-09491 テレビ 叱られ人生 13～16 1977/6/20～23 NHK 佐々木守

N01-17804 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 89 (?)/12/21 日本テレビ 玉井冽、新野隆司、宮田和実

N01-17927 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 105 (?)/4/10 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、宮田和実

N01-17951 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 110 (?)/5/15 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17803 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 113 (?)/6/5 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17961 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 114 (?)/6/12 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-19834 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 146 (?)/2/5 日本テレビ 玉井冽、鵜沢茂郎、内海譲司

N01-17941 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 148 (?)/2/19 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17937 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 156 (?)/4/16 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17938 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 157 (?)/4/23 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17953 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 167 (?)/7/2 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17943 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 168 (?)/6/25 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17956 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 171 (?)/8/13 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-19846 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 171 (?)/7/30 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17947 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 第三稿 174 (?)/8/20 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17962 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 182 (?)/10/15 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17945 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準コンテ稿 186 (?)/11/12 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17958 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 190 (?)/12/10 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17954 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 192 (?)/12/24 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17955 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 193 (?)/1/7 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17939 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 196 (?)/1/28 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17921 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 197 (?)/2/4 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17946 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 198 (?)/2/11 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17929 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 207 (?)/4/15 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17963 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 219 (?)/7/8 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17950 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 220 (?)/7/15 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17944 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 第二稿 221 (?)/7/22 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17925 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 235 (?)/11/4 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17920 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 243 (?)/12/(?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17964 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 245 (?)/1/20 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17935 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 第二稿 254 (?)/3/24 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17934 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 第二稿 255 (?)/3/31 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17793 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/1/27 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17795 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/9/2 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎
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N01-17796 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 (?) 日本テレビ

N01-17800 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/2/10 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17807 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/4/24 日本テレビ 玉井冽、内海譲司

N01-17812 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17853 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/5/8 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17854 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/10/22 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17855 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/5/13 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17856 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/5/6 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17857 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準コンテ稿 (?)/11/5 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17858 テレビ 時間だヨ！アイドル登場
紅白対抗！プールだワッショ

イ！水上大運動会
決定稿 (?)/8/6 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17859 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/2/26 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17860 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/5/22 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17861 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/7/1 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17862 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 (?)/12/3 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17863 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/8/5 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17864 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/6/10 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17865 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 コント稿 (?)/2/22、29 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17866 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/4/2、9 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17867 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/4/3 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17868 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/3/25 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17869 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/11/16 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17870 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 (?)/2/5 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17871 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/4/8 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17872 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/10/9 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17873 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/2/11 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17874 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/3/18 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17875 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/10/29 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17876 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/6/17 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17877 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/9/4 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17878 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/4/16 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17881 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 第3稿 (?)/9/24 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17882 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17883 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準コンテ稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17884 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、新野隆司、宮田和実

N01-17885 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17886 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17887 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎
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N01-17888 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17889 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17890 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17891 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17892 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17893 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17894 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17895 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17896 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17897 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17898 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17899 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 準備稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、新野隆司、宮田和実

N01-17901 テレビ 時間だヨ！アイドル登場
初夢だヨ！アイドル登場紅白

対抗びっくり合戦！！
第二稿 (?) 日本テレビ

N01-17902 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?) 日本テレビ 玉井冽、内海譲司

N01-17903 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 コント稿 (?) 日本テレビ

N01-17904 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 コント稿 (?) 日本テレビ

N01-18035 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 決定稿 (?)/11/23 日本テレビ
玉井冽、新野隆司、宮田和実、マン

ガ太郎

N01-26589 テレビ 時間だヨ！アイドル登場 第一稿 (?)/7/15 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17900 テレビ [時間だヨ！アイドル登場] (?) 日本テレビ

N01-51379 テレビ 時間ですよ スタッフ決定稿 67 [1975]/2/21 TBS

N01-15860 ラジオ 次官と彼の趣味 1968/3/3 NHK 佐藤竜太

N01-15868 ラジオ 次官と彼の趣味 1968/3/3 NHK 佐藤竜太

N01-11563 テレビ ジキルとハイド [黒い花輪] 決定稿 2 [1973/1/16] フジテレビ 小川英

N01-16291 テレビ ジキルとハイド 改訂稿 11 [1973]/(?)/(?) フジテレビ 小川英

N01-12493 テレビ しぐれ茶屋おりく (?)/3/22 TBS 平岩弓枝
デジタル
化（館
内）

N01-12494 テレビ しぐれ茶屋おりく (?)/3/22 TBS 平岩弓枝

N01-51141 資料
死刑囚(ドキュメンタリー企画書)/モグラの
旅(テレビ・アニメ企画書)/実録・殺人者た

ち(ドラマ企画書)
(?)

N01-09993 テレビ シゲと云う女 (?)/4/8 朝日放送 茂木草介

M033 N01-40777 テレビ 事件記者 ドブ鼠(後編) 61 1960/8/9 NHK 島田一男
デジタル
化（館
内）

N01-50681 テレビ 事件とあいつ リングが悲歌を唄ってる 2 [1968]/5/20 フジテレビ 大野靖子

N01-11271 テレビ 事件とあいつ 死体のツケをもっていく カット割り稿 4 1968/6/3 フジテレビ 西沢治

N01-11274 テレビ 事件とあいつ バラが地獄を夢見てる 5 1968/6/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50682 テレビ 事件とあいつ バラが地獄を夢見てる 決定稿 5 [1968]/6/10 フジテレビ 大野靖子

N01-11223 テレビ 事件とあいつ ブルースが涙を奏でてる 決定稿 7 [1968]/6/24 フジテレビ 田代淳二
デジタル
化（館
内）

N01-11220 テレビ 事件とあいつ 菊が殺しを待っている 決定稿 8 [1968]/7/1 フジテレビ 石堂淑朗

N01-11222 テレビ 事件とあいつ ギターが友を呼んでいる 決定稿 11 [1968]/7/22 フジテレビ 大野靖子

N01-50683 テレビ 事件とあいつ ギターが友を呼んでいる 決定稿 11 [1968]/7/22 フジテレビ 大野靖子
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N01-50684 テレビ 事件とあいつ ギターが友を呼んでいる 決定稿 11 [1968]/7/22 フジテレビ 大野靖子

N01-11224 テレビ 事件とあいつ
金貨(コイン)が殺しを呼んでい

る
決定稿 12 [1968]/7/29 フジテレビ 山崎忠昭

N01-11219 テレビ 事件とあいつ 蒸発人間狩り 決定稿 21 [1968]/9/30 フジテレビ 宮川一郎

N01-11221 テレビ 事件とあいつ 花嫁追えば死が踊る 22 [1968]/10/7 フジテレビ 六鹿英雄

N01-11273 テレビ 事件とあいつ 闇に呪えば星座が燃える 25 1968/10/28 フジテレビ 大野靖子

N01-50685 テレビ 事件とあいつ 闇に呪えば星座が燃える 25 [1968]/10/28 フジテレビ 大野靖子

N01-11272 テレビ 事件とあいつ
チェックの服着りゃ殺しが起る

(仮題)
準備稿 26 1968/11/4 フジテレビ 小川英

N01-11225 テレビ 事件とあいつ 27 [1968]/11/11 フジテレビ 浅間虹児

N01-11226 テレビ 事件とあいつ 決定稿 28 [1968]/11/18 フジテレビ キノトール

M041 N01-40928 ラジオ 事件に腰を抜かすな (?) 木多内淳

N01-11831 テレビ 事件㊙お料理法 マイホーム狂騒曲(仮題) [1977]/(?)/(?)
関西テレビ

放送
阿井洋平

N01-11832 テレビ 事件㊙お料理法 マイホーム狂騒曲(仮題) [1977]/(?)/(?)
関西テレビ

放送
阿井洋平

N01-11833 テレビ 事件㊙お料理法 熱いハートのミス刑事 [1977]/(?)/(?)
関西テレビ

放送
佐々木守、阿井洋平

N01-11834 テレビ 事件㊙お料理法 さよならの出発（仮題） 最終回 (?)
関西テレビ

放送
伊上勝

N01-11835 テレビ 事件㊙お料理法 さよならの出発（仮題） 最終回 (?)
関西テレビ

放送
伊上勝

N01-10138 テレビ 地獄 夜のミステリー (?)/3/5 TBS 佐々木守

N01-09245 テレビ 獅子のごとく 前半 改訂稿 1978/8/21 TBS 佐々木守、今野勉
デジタル
化（館
内）

N01-09466 テレビ 獅子のごとく 後半 改訂稿 (?)/8/21 TBS

N01-17619 テレビ 獅子のごとく 前半改訂稿 [1978]/8/21 TBS 佐々木守、今野勉

N01-11275 テレビ 獅子の時代 風雪下北三万石 24 1980/6/15 NHK 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-11276 テレビ 獅子の時代 汚職 27 1980/7/6 NHK 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-11277 テレビ 獅子の時代 太陽暦の新年 28 1980/7/13 NHK 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-11278 テレビ 獅子の時代 他郷 30 1980/7/27 NHK 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-09599 テレビ 死者との対話 スリラー・イン・Ｓ 1・2 (?)/9/23～24 TBS 佐々木守

N01-10142 テレビ 死者との対話 スリラー・イン・Ｓ 1・2 (?)/9/23～24 TBS 佐々木守

N01-09470 ラジオ 死者との対話 3～5 (?)/9/25～27 TBS 佐々木守

N01-09598 テレビ 死者との対話 スリラー・イン・Ｓ 3～5 (?)/9/25～27 TBS 佐々木守

N01-06224 テレビ 史上最大のクイズ 準備稿 (?)/12/2 フジテレビ 保富康午

N01-20399 テレビ 史上最大のクイズ 準備稿 (?)/12/2 フジテレビ 保富康午

N01-22016 テレビ 史上最大のクイズ 準備稿 (?)/12/2 フジテレビ 保富康午

N01-20599 テレビ 史上最大のクイズ 第二稿 (?)/12/2 フジテレビ 保富康午

N01-21829 テレビ 史上最大のクイズ 第二稿 (?)/12/2 フジテレビ 保富康午

N01-24578 テレビ 静かなる爆薬 1972/(?)/(?) NHK 別役実
デジタル
化（館
内）

N01-15852 ラジオ 沈んだ村 決定稿 1971/9/19 NHK-FM 鎌田忠良

N01-01902 テレビ 死体運搬人 1961/10/14 NHK 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01903 テレビ 死体運搬人 1961/10/14 NHK 津田幸夫

M061 N01-41322 テレビ 時代喜劇 頑張れ若旦那 8 [1958]/1/25 JOKR 和田五雄
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N01-07599 テレビ 下町 1962/6/1 NHK 田中澄江
デジタル
化（館
内）

N01-11034 テレビ 下町かあさん 決定稿 1 (?) フジテレビ 窪田篤人

N01-11089 テレビ 下町かあさん
喜びも悲しみも六十年…(仮

題)
26(終) 1972/9/27 フジテレビ 稲葉明子

N01-07904 テレビ 示談屋 1962/10/20 関西テレビ 安藤日出男

M012 N01-40288 ラジオ 七月十六日の回想 1957/7/16
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40289 ラジオ 七月十六日の回想 1957/7/16
ニッポン放

送
内村直也

N01-23919 テレビ 自治体貧乏物語 倒産一年 1 1976/11/2 NHK

N01-23920 テレビ 自治体貧乏物語 どこへ行く先どり福祉 2 1976/11/9 NHK

N01-23921 テレビ 自治体貧乏物語 ベッドタウンの悲鳴 3 1976/11/16 NHK

N01-23922 テレビ 自治体貧乏物語 斜陽の町から 4 1976/11/23 NHK

N01-23923 テレビ 自治体貧乏物語 苦悩する公営企業 5 1976/11/30 NHK

N01-23924 テレビ 自治体貧乏物語 自治体やりくり商法 6 1976/12/7 NHK

N01-23925 テレビ 自治体貧乏物語 企業誘致の教訓 7 1976/12/14 NHK

N01-23926 テレビ 自治体貧乏物語 住民参加への道 8(終) 1976/12/21 NHK

N01-11304 テレビ 七人の軍隊 決定稿 (?) フジテレビ 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-11305 テレビ 七人の軍隊 決定稿 (?) フジテレビ 松木ひろし

N01-03030 テレビ 七人の刑事 ボタンを拾った男 (?)/11/8 津田幸夫

N01-01762 テレビ 七人の刑事 ボタンを拾った男 1961/11/8 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01763 テレビ 七人の刑事 ボタンを拾った男 1961/11/8 TBS 津田幸夫

N01-01764 テレビ 七人の刑事 ボタンを拾った男 1961/11/8 TBS 津田幸夫

N01-01765 テレビ 七人の刑事 ボタンを拾った男 ロケ用 1961/11/8 TBS 津田幸夫

N01-00067 テレビ 七人の刑事 木枯しの通る街 10 1961/12/6 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-01759 テレビ 七人の刑事 黒い疑惑 15 1961/1/10 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01760 テレビ 七人の刑事 黒い疑惑 15 1961/1/10 TBS 津田幸夫

N01-01761 テレビ 七人の刑事 時差の盲膜(仮題) 15 1961/1/10 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-17215 テレビ 七人の刑事 幻の女 改訂稿
[1961～

1969]/3/14
TBS 津田幸夫

N01-17216 テレビ 七人の刑事 幻の女 決定稿
[1961～

1969]/3/14
TBS 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-00062 テレビ 七人の刑事 灰色の記憶 準備稿 1962/(?)/(?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00099 テレビ 七人の刑事 小さな獣の怒り 決定稿 1962/2/28 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-01766 テレビ 七人の刑事 幻の女 1962/3/14 TBS 津田幸夫

N01-00044 テレビ 七人の刑事 剥製の女 決定稿 1962/4/11 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-17214 テレビ 七人の刑事 孤独の群像 決定稿
[1961～

1969]/5/19
TBS 津田幸夫

N01-15087 テレビ 七人の刑事 孤独な群像 決定稿 (?)/5/19 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01767 テレビ 七人の刑事 孤独な群像 準備稿 1962/5/19 TBS 津田幸夫

N01-00058 テレビ 七人の刑事 運・勘・根 1962/7/(?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00063 テレビ 七人の刑事 慰労会一日延期 1962/7/14 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-01768 テレビ 七人の刑事 殺された男 48 1962/9/1 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）
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N01-00066 テレビ 七人の刑事 コスモスの孤独 決定稿 58 1962/11/8 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00065 テレビ 七人の刑事 狙われている 準備稿 (?) 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-00060 テレビ 七人の刑事 都会の牙 (?)/1/10 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-01769 テレビ 七人の刑事 二重殺人事件 改訂稿 [1963]/5/16 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01770 テレビ 七人の刑事 二重殺人事件 改訂稿 [1963]/5/16 TBS 津田幸夫

N01-00069 テレビ 七人の刑事 乾いた土地 決定稿 100 1963/8/29 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-08329 テレビ 七人の刑事 女が死んだ 決定稿 124 (?)/2/13 TBS 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-24219 テレビ 七人の刑事 城壁 スタッフ稿 142 [1964]/9/7 TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-24220 テレビ 七人の刑事 不信 144 [1964]/9/21 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-24221 テレビ 七人の刑事 捜査日誌(後) 第一稿 150 [1964/9/21] TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-24222 テレビ 七人の刑事 歪んだ支え 第一稿 152 [1964]/(?)/(?) TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-24223 テレビ 七人の刑事 錆びた銃弾 第一稿 156 [1964]/(?)/(?) TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-00057 テレビ 七人の刑事 ある殺人 準備稿 (?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-08330 テレビ 七人の刑事 埋れた男（仮題） 決定稿 163 (?)/2/1 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24224 テレビ 七人の刑事 楽園を追われた男 スタッフ稿 178 [1965]/5/17 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-24225 テレビ 七人の刑事 防衛 決定稿 181 [1965]/6/7 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-00070 テレビ 七人の刑事 きらいな虫 第一稿 185 (?)/7/5 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館内）

N01-00059 テレビ 七人の刑事 きらいな虫 改訂稿 185 (?)/7/5 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-24218 テレビ 七人の刑事 臍の緒 第2稿 191 [1965]/8/9 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-12362 テレビ 七人の刑事 誰も知らない(仮題) 第一稿 196 (?)/9/20 TBS 高岡尚平、光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-09447 テレビ 七人の刑事 白い少女 決定稿 197 [1965]/9/27 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24482 テレビ 七人の刑事 検証 スタッフ決定稿 204 (?) TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24483 テレビ 七人の刑事 時には母のない子のように スタッフ決定稿 209 (?) TBS 佐々木守
デジタル
化（館内）

N01-51161 テレビ 七人の刑事 時には母のない子のように 決定稿 209 [1965]/12/20 TBS 佐々木守

N01-24484 テレビ 七人の刑事 誰かがおれを待っている スタッフ決定稿 211 (?) TBS 内田栄一
デジタル
化（館
内）

N01-24522 テレビ 七人の刑事 虫ケラ(仮題) 第一稿 (?) TBS 林晴生
デジタル
化（館
内）

N01-24527 テレビ 七人の刑事 逃げる 第一稿 (?) TBS 浅間虹児

N01-24526 テレビ 七人の刑事 吠える 決定稿 (?)/6/27 TBS 内田栄一
デジタル
化（館
内）

N01-24226 テレビ 七人の刑事 殺人参謀 スタッフ稿 212 [1966]/1/10 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-24227 テレビ 七人の刑事 老刑事の死 スタッフ稿 214 [1966]/1/24 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

N01-24485 テレビ 七人の刑事 闇を逃れて…（前編） 改訂稿 217 (?) TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24486 テレビ 七人の刑事 闇を逃れて…（後編） 改訂稿 218 (?)/2/21 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24487 テレビ 七人の刑事 されど暁に スタッフ稿 219 (?)/2/28 TBS 佐々木守

N01-09448 テレビ 七人の刑事 されど暁に― 決定稿 219 [1966]/2/28 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24488 テレビ 七人の刑事 魔物のように 決定稿 220 (?)/3/7 TBS 内田栄一
デジタル
化（館
内）

N01-09443 テレビ 七人の刑事 スキーバスの出る朝 スタッフ決定稿 222 [1966/3/21] TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24228 テレビ 七人の刑事 復讐 スタッフ稿 223 [1966]/3/28 TBS 永陵暁
デジタル
化（館
内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104245
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104245
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104245
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104245
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104240
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104240
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104240
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104240
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N01-24489 テレビ 七人の刑事 露路 スタッフ決定稿 224 (?)/4/4 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24490 テレビ 七人の刑事 通夜の検証 スタッフ稿 227 (?)/4/25 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24491 テレビ 七人の刑事 悪の流れ スタッフ決定稿 230 (?)/5/16 TBS 内田栄一
デジタル
化（館
内）

N01-24492 テレビ 七人の刑事 灰になった娘たち スタッフ決定稿 231 (?)/5/23 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24229 テレビ 七人の刑事 黙秘犯人(前編) スタッフ稿 234 [1965]/6/13 TBS 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-24230 テレビ 七人の刑事 黙秘犯人(後編) スタッフ稿 235 [1965]/6/20 TBS 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-24493 テレビ 七人の刑事 狼が来た 改訂稿 238 (?)/7/11 TBS 高岡尚平
デジタル
化（館
内）

N01-24231 テレビ 七人の刑事 生訣れ スタッフ稿 239 [1966]/7/18 TBS 生田直親
デジタル
化（館
内）

N01-24494 テレビ 七人の刑事 波止場 改訂稿 242 (?)/8/8 TBS 佐々木守

N01-09444 テレビ 七人の刑事 波止場 改訂稿 242 [1966]/8/8 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24495 テレビ 七人の刑事 夏の火 改訂決定稿 246 (?) TBS 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-24496 テレビ 七人の刑事 刑事27時間 決定稿 248 (?)/9/19 TBS 内田栄一
デジタル
化（館
内）

N01-24497 テレビ 七人の刑事 みずうみの底に 250 (?) TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24498 テレビ 七人の刑事 蛸薬師の女 スタッフ稿 253 (?)/10/12 TBS 浅間虹児
デジタル
化（館
内）

N01-24499 テレビ 七人の刑事 私刑（りんち） スタッフ決定稿 256 (?)/11/14 TBS 林晴生
デジタル
化（館
内）

N01-24500 テレビ 七人の刑事 ひも スタッフ稿 259 (?)/12/5 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-09446 テレビ 七人の刑事 晩秋に死す (?) TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24524 テレビ 七人の刑事 幸せになりたい スタッフ改訂稿 (?)/2/20 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24523 テレビ 七人の刑事 動物の時間 改訂稿 (?)/3/27 TBS 林晴生
デジタル
化（館
内）

N01-24501 テレビ 七人の刑事 ふたりだけの銀座 採録決定稿 264 (?) TBS 佐々木守

N01-09445 テレビ 七人の刑事 ふたりだけの銀座 決定稿 264 [1967/1/7] TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-51163 テレビ 七人の刑事 ふたりだけの銀座 改訂稿 264 [1967]/1/9 TBS 佐々木守

N01-24502 テレビ 七人の刑事 遠いはるかなオーツク 改訂稿 273 (?)/3/1 TBS 内田栄一
デジタル
化（館
内）

N01-24503 テレビ 七人の刑事 黒い組織の残党たち 決定稿 280 (?)/5/1 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24504 テレビ 七人の刑事 愛のように 改訂稿 287 (?)/6/9 TBS 林晴生
デジタル
化（館
内）

N01-24505 テレビ 七人の刑事 スタッフ稿 290 (?)/7/10 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24506 テレビ 七人の刑事 スタッフ稿 292 (?)/7/24 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24507 テレビ 七人の刑事 グッド・モーニング・トウキョー 決定稿 296 (?)/8/21 TBS 佐々木守

N01-09450 テレビ 七人の刑事 グッド・モーニング・トウキョー 決定稿 296 [1967]/8/21 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24508 テレビ 七人の刑事 冷たい粉の追跡（前編） 300 (?)/9/18、25 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24509 テレビ 七人の刑事 冷たい粉の追跡（後編） 301 (?)/9/18、25 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24510 テレビ 七人の刑事 美しい女たち 決定稿 303 (?)/10/9 TBS 佐々木守

N01-51162 テレビ 七人の刑事 美しい女たち 決定稿 303 [1967]/10/9 TBS 佐々木守

N01-24511 テレビ 七人の刑事 若者の子守歌 スタッフ稿 307 (?)/11/6 TBS 佐々木守

N01-09449 テレビ 七人の刑事 若者の子守唄 改訂稿 307 [1967]/10/23 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-10111 テレビ 七人の刑事 さらばラバウル 改訂稿 311 (?)/12/4 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24512 テレビ 七人の刑事 さらばラバウル スタッフ稿 311 (?)/12/4 TBS 佐々木守
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N01-24513 テレビ 七人の刑事 冬の抱擁 スタッフ稿 314 1967/12/25 TBS 佐々木守

N01-09442 テレビ 七人の刑事 冬の抱擁 決定稿 314 1967/12/25 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24525 テレビ 七人の刑事 タンタロスの水 決定稿 1968/2/26 TBS 池田淳
デジタル
化（館
内）

N01-00045 テレビ 七人の刑事 すべてが他人 準備稿 (?) TBS 光畑碩郎

N01-00077 テレビ 七人の刑事 他人の乗客 準備稿 (?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-24514 テレビ 七人の刑事 二人の女 315 (?)/1/1 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24515 テレビ 七人の刑事 短い旅 スタッフ決定稿 317 1968/1/15 TBS 林晴生
デジタル
化（館
内）

N01-24516 テレビ 七人の刑事 闇からの声 318 (?)/1/22 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24517 テレビ 七人の刑事 おらは死んじまっただ 改訂稿 319 (?)/1/29 TBS 石堂淑朗
デジタル
化（館
内）

N01-24518 テレビ 七人の刑事 陰謀 スタッフ決定稿 324 (?)/3/4 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24519 テレビ 七人の刑事 ハロー！ボクサー スタッフ稿 327 (?)/3/29 TBS 竹内進

N01-08521 テレビ 七人の刑事 ハロー！ボクサー 改訂稿 327 [1961]/3/25 TBS 竹内進
デジタル
化（館
内）

N01-00068 テレビ 七人の刑事 すべてが他人 決定稿 329 (?)/4/8 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-24520 テレビ 七人の刑事 残酷な午後 スタッフ稿 331 (?)/4/22 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-51165 テレビ 七人の刑事 残酷な午後 改訂稿 331 [1968]/4/22 TBS 佐々木守

N01-51164 テレビ 七人の刑事 第二稿 337 (?) TBS 佐々木守

N01-24521 テレビ 七人の刑事 スタッフ稿 342 (?)/7/8 TBS 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-00046 テレビ 七人の刑事 残りの日々 改訂稿 347 (?)/8/12 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-24232 テレビ 七人の刑事 初恋 改訂稿 349 (?)/8/26 TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-00064 テレビ 七人の刑事 尾行 359 (?)/11/4 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-24233 テレビ 七人の刑事 逃げる 381 (?)/4/21 TBS 梧井智
デジタル
化（館
内）

N01-13065 テレビ 七人の刑事 ひとりぼっちのビートルズ 決定稿 [4] [1978/5/5] TBS
デジタル
化（館
内）

N01-13066 テレビ 七人の刑事 ひとりぼっちのビートルズ 決定稿 [4] [1978/5/5] TBS

N01-05120 テレビ 七人の刑事 刑事は結婚詐欺師 決定稿 5 (?) TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-13067 テレビ 七人の刑事 ダービー馬を狙え MAV稿 11 (?) TBS 笠原和夫
デジタル
化（館
内）

N01-13068 テレビ 七人の刑事 狙われたダービー馬 改訂稿 11 (?) TBS 笠原和夫
デジタル
化（館
内）

N01-13069 テレビ 七人の刑事 サマー・ガール 準備稿 17 [1978/8/25] TBS 矢作俊彦

N01-13072 テレビ 七人の刑事 サマー・ガール 改訂稿 17 [1978/8/25] TBS 矢作俊彦

N01-13071 テレビ 七人の刑事 サマー・ガール 決定稿 17 [1978/8/25] TBS 矢作俊彦
デジタル
化（館
内）

N01-13070 テレビ 七人の刑事 サマー・ガール MAV稿 17 [1978/8/25] TBS 矢作俊彦

N01-13073 テレビ 七人の刑事 野獣の日 コンテ 23 (?) TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-13074 テレビ 七人の刑事 グッドバイ・ボクサー MAV稿 30 [1978/12/8] TBS 都築明
デジタル
化（館
内）

N01-13076 テレビ 七人の刑事 北川刑事の辞職 スタッフ決定稿 34 [1979/1/5] TBS 須川栄三

N01-13077 テレビ 七人の刑事 北川刑事の辞職 改訂稿 34 [1979/1/5] TBS 須川栄三
デジタル
化（館
内）

N01-13075 テレビ 七人の刑事 北川刑事の辞職 MAV稿 34 [1979]/1/5 TBS 須川栄三

N01-13078 テレビ 七人の刑事 夜歩く死者 改訂稿 38 [1979/2/2] TBS 須川栄三
デジタル
化（館
内）

N01-13079 テレビ 七人の刑事 岩下刑事の恋人 決定稿 45 (?) TBS 重森孝子
デジタル
化（館
内）
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N01-13080 テレビ 七人の刑事 岩下刑事の恋人 改訂稿 45 (?) TBS 重森孝子

N01-13081 テレビ 七人の刑事 殺人のステージ(仮) 決定稿 49 (?) TBS 橋本綾
デジタル
化（館
内）

N01-13082 テレビ 七人の刑事 壊しのキャシーブラウン 改訂稿 49 (?) TBS 橋本綾
デジタル
化（館
内）

N01-13083 テレビ 七人の刑事 六年目の橋（仮題） 改訂稿 55 (?) TBS 橋本綾
デジタル
化（館
内）

N01-13084 テレビ 七人の刑事 過去からの呼び声 改訂稿 55 (?) TBS 橋本綾
デジタル
化（館
内）

N01-13085 テレビ 七人の刑事 真夏の刑事 MAV稿 60 (?) TBS 日留川雄二
デジタル
化（館
内）

N01-13086 テレビ 七人の刑事 千枝が死んだ日 決定稿 64 [1979/9/7] TBS 重森孝子
デジタル
化（館
内）

N01-18321 テレビ 七人のさむらい 最終決定稿 [1976/1/1] フジテレビ 前川宏司、奥山侊伸、つかさけんじ

N01-00861 テレビ 七人の孫 無断駐車おことわり 決定稿 6 [1964]/2/10 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-00862 テレビ 七人の孫 老の幸福 決定稿 7 [1964]/2/17 TBS 植草圭之助
デジタル
化（館
内）

N01-00863 テレビ 七人の孫 準備稿 8 [1964]/2/24 TBS 柳沢類寿
デジタル
化（館
内）

N01-00864 テレビ 七人の孫 八人目の孫 9 [1964/3/2] TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00865 テレビ 七人の孫 あと215日 スタッフ決定稿 10 [1964/3/9] TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00866 テレビ 七人の孫 猫の卵 決定稿 11 [1964]/3/16 TBS 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-00867 テレビ 七人の孫 ハンスト作戦 改訂稿 12 [1964/3/23] TBS 青沢類寿
デジタル
化（館
内）

N01-00868 テレビ 七人の孫 丸と四角と 改訂稿 14 [1964]/4/6 TBS 大島渚
デジタル
化（館
内）

N01-00869 テレビ 七人の孫 殴られたデイト 改訂稿 15 [1964]/4/13 TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00870 テレビ 七人の孫 スタッフ稿 16 [1964]/4/20 TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00871 テレビ 七人の孫 また逢うその日を 決定稿 17 [1964]/4/27 TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00872 テレビ 七人の孫 三度目の春 スタッフ稿 [1964]/5/4 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-00873 テレビ 七人の孫 青春の設計 スタッフ決定稿 19 [1964/5/11] TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00874 テレビ 七人の孫 窮鳥懐に入れば 改訂稿 20 [1964]/5/18 TBS 林秀彦
デジタル
化（館
内）

N01-00875 テレビ 七人の孫 げんまんどっせ 改訂稿 21 [1964]/5/25 TBS 森川英太朗
デジタル
化（館
内）

N01-00876 テレビ 七人の孫 三人の来客 決定稿 23 (?) TBS 山田正弘
デジタル
化（館
内）

N01-00877 テレビ 七人の孫 人間誕生 改訂稿 24 [1964/6/12] TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00878 テレビ 七人の孫 第三の人生 決定稿 25 [1964]/6/29 TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00879 テレビ 七人の孫 決定稿 26(終) [1964]/7/6 TBS 松木ひろし
デジタル
化（館
内）

N01-24575 テレビ 七人御霊（みさき） 1970/(?)/(?) NHK 秋元松代

N01-13869 テレビ 七年目の再会 1222 1980/5/11 TBS 高橋正圀

N01-24349 テレビ 質屋いそっぷ 1964/11/28 NHK 宮川一郎

N01-05390 ラジオ 市長代理 1963/9/20 NHK 乾信一郎

N01-01754 テレビ 失火 1959/11/11 NHK 横田弘行

N01-08473 テレビ 失脚 1958/11/16 KRT(TBS) 白坂依志夫

N01-17184 テレビ しつこい奴 (?) 日本テレビ 吉岡道夫

平025 N01-45189 テレビ [執刀] (?) フジテレビ 山本雪夫
デジタル
化（館内）

N01-04338 テレビ 執行前 (?)
大阪テレビ

放送
茂木草介

N01-04345 テレビ 執行前三十分 (?)/5/1 朝日放送 茂木草介

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104222
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104222
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104222
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104222
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N01-04323 テレビ 執行前三十分 (?)/5/8 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04324 テレビ 執行前三十分 (?)/5/1 朝日放送 茂木草介

N01-09886 テレビ 嫉妬

第一章　迷子の仔犬/第二章
抜けない指輪/第三章　折れ
た煙草第/第四章　女ひとり/

第五章　おんな同志

1～5 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09887 テレビ 嫉妬

第六章　ちびた歯ブラシ/第七
章　ほそい絆/第八章　愛の重
さ/第九章　流れる花/第十章

止まらない汽車

6～10 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09884 テレビ 嫉妬

第十一章　白いピアノ/第十二
章　自動販売機の愛/第十三
章　光る矢/第十四章　写真の

夫/第十五章　花を剪る

11～15 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09885 テレビ 嫉妬

第十六章　鬼の面/第十七章
女のたたかい/第十八章　白
い炎/第十九章　忘れもの/第

二十章　冬の自虐

16～20 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09883 テレビ 嫉妬
第二十一章　花の懺悔/第二
十二章　相手のない伝言板/

第二十三終章　狐火の街
21～23(終) (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-04712 テレビ 失礼！おとぼけ曽我 (?)/1/4 JOKR-TV 木村重夫

M042 N01-40953 テレビ 失礼！おとぼけ曽我 5 [1958]/1/4 JOKR-TV 佐々木憲

N01-12560 ラジオ
失礼、番号違い…　“Sorry, wrong

number”
1965/2/15 NHK

N01-00403 ラジオ 自転車の音 1964/5/4 NHK 内村直也

N01-00529 ラジオ 自転車の音 1964/5/4 NHK 内村直也

N01-14020 ラジオ 自動車の中の薔薇 1971/10/23 NHK 岸宏子

N01-21823 テレビ 詩と音楽 落葉の子守唄 1966/9/21 NHK-FM 保富康午

N01-21824 テレビ 詩と音楽
青い空によせるちいさなファン

タジー
1966/9/7 NHK-FM 保富康午

N01-21836 テレビ 詩と音楽 秋のプロムナード 1966/11/9 NHK 保富康午

N01-21756 テレビ 詩と音楽 夏の日の愛の歌 1966/7/6 NHK-FM 保富康午

N01-22403 ラジオ ＜詩と音楽＞雪のファンタジー 1967/1/4 NHK 保富康午

平015 N01-45115 ラジオ 死ぬ技術 [1952]/9/(?) NCB 内村直也

平015 N01-45118 ラジオ 死ぬ技術 [1952]/9/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-07905 テレビ 死ぬほど逢いたい 303 1962/9/23 RKB毎日 新藤兼人
デジタル
化（館
内）

N01-23614 テレビ シネクレ族 決定稿 2 (?)/3/7 KRT(TBS) 塚田茂

ラジオ シネマ散歩 黒い蘭 [1959]/3/19～21 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 走り来る人々 [1959]/3/7～9 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 大海賊 [1959]/3/5～7 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 ニューヨークの王様 [1959]/2/23～25 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 さすらい 1959/4/23～25 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 三月生れ [1959]/2/19～21 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 縛り首の木 [1959]/2/16～18 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 白痴 [1959]/2/12～14 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 脱出地点(1～3回) [1959]/2/9～11 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 旅（1～3回） [1959]/2/5～7 ラジオ関東 津田幸夫
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ラジオ シネマ散歩 黒船（1～3回） [1959]/2/2～4 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 最後の歓呼 [1959]/1/29～31 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 影（1～3回） [1959]/1/26～28 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 恋愛候補生（1～3回） 1959/1/22～24 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 可愛い悪魔（1～3回） 1959/1/19～21 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 黒い瞳 1959/1/15～17 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 旅路 1959/1/12～14 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 絶体絶命 1959/1/8～10 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 月夜の出来事 1959/1/5～7 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 奥様御用心 1959/1/1～3 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 くたばれ！ヤンキース 1958/12/29～31 ラジオ関東 津田幸夫

ラジオ シネマ散歩 熱いトタン屋根の猫 1958/12/25～27 ラジオ関東 津田幸夫

N01-08468 テレビ シネマ散歩 (?)/2/2～4 ラジオ関東

N01-26649 テレビ シネマ散歩 大海賊 (?)/3/5～7 ラジオ関東 津田幸夫

N01-11504 テレビ 死の接吻 決定稿 1971/2/5 石堂淑朗

N01-11505 テレビ 死の接吻 決定稿 1971/2/12 石堂淑朗

N01-11506 テレビ 死の接吻 準備稿 1971/2/12 石堂淑朗

N01-11507 テレビ 死の接吻 決定稿 1971/2/19 石堂淑朗

N01-26426 テレビ 死の接吻 決定稿 3 [1971]/2/19 石堂淑朗

N01-11508 テレビ 死の接吻 決定稿 最終回 1971/2/26 石堂淑朗

N01-11509 テレビ 死の接吻 準備稿 最終回 1971/2/26 石堂淑朗

N01-12125 テレビ 死の匂い 決定稿 1977/12/10 テレビ朝日 岩間芳樹

N01-07961 テレビ 忍ぶ川 1961/3/12 TBS 八住利雄
デジタル
化（館
内）

M021 N01-40515 ラジオ 死の舞踏 1957/9/19 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-10236 テレビ 芝櫻 1 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10237 テレビ 芝櫻 2 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10238 テレビ 芝櫻 3 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10239 テレビ 芝櫻 4 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10240 テレビ 芝櫻 5 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10241 テレビ 芝櫻 6 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10242 テレビ 芝櫻 7 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-10243 テレビ 芝櫻 8 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-09982 テレビ 芝櫻 9 (?)/10/1 フジテレビ 茂木草介

N01-09983 テレビ 芝櫻 10 (?)/12/8 フジテレビ 茂木草介

N01-09984 テレビ 芝櫻 11 (?)/12/15 フジテレビ 茂木草介

N01-09985 テレビ 芝櫻 12 (?)/12/22 フジテレビ 茂木草介

N01-09986 テレビ 芝櫻 13 (?)/12/29 フジテレビ 茂木草介

N01-02982
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N01-09987 テレビ 芝櫻 決定稿 14 (?)/1/5 フジテレビ 茂木草介

N01-09988 テレビ 芝櫻 15 (?)/1/12 フジテレビ 茂木草介

N01-09989 テレビ 芝櫻 16 (?)/[1/19] フジテレビ 茂木草介

N01-09990 テレビ 芝櫻 最終回 (?)/1/26 フジテレビ 茂木草介

N01-24450 テレビ 柴田巡査の奇妙なアルバイト(仮題) 決定稿 [1980/7/25] テレビ朝日 宮川一郎

N01-01142 ラジオ 芝浜革財布 二幕五場 1955/2/2 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-02396 ラジオ 芝浜革財布 1953/1/3 ラジオ東京 巌谷眞一

N01-09167 テレビ 島 1～5 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09168 テレビ 島 6～10 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09169 テレビ 島 10後半 (?)

N01-09170 テレビ 島 11～15 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09171 テレビ 島 16～20 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09172 テレビ 島 21～25 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09173 テレビ 島 26～30 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09174 テレビ 島 31～35 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09175 テレビ 島 36～40 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09176 テレビ 島 41～45 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09177 テレビ 島 46～50 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09178 テレビ 島 51～55 [1973]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09179 テレビ 島 56～60 [1973/9/10] 東海テレビ 佐々木守

N01-24885 テレビ 島 1～30 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-24886 テレビ 島 31～60 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-13717 テレビ 姉妹 改訂稿 1095 1977/12/4 TBS 橋田寿賀子
デジタル
化（館
内）

N01-13719 テレビ 姉妹 スタッフ稿 1095 1977/12/4 TBS 橋田寿賀子

N01-16029 テレビ 姉妹 スタッフ稿 1095 1977/12/4 TBS 橋田寿賀子

N01-17583 ラジオ 姉妹 決定稿 1980/3/1 NHK 須藤出穂

N01-16009 テレビ 姉妹　その二 スタッフ稿 1158 1979/2/18 TBS 橋田寿賀子

N01-16020 テレビ 姉妹　その二 スタッフ稿 1158 1979/2/18 TBS 橋田寿賀子

N01-16045 テレビ 姉妹　その二 カメラ割り稿 1158 1979/2/18 TBS 橋田寿賀子

N01-13718 テレビ 姉妹　その二 1158 1979/2/18 TBS 橋田寿賀子

N01-01755 テレビ 島倉千代子ショー　愛と死と 決定稿 23 1961/9/10 NET 津田幸夫

N01-01756 テレビ 島倉千代子ショー　愛と死と 決定稿 23 1961/9/10 NET 津田幸夫

N01-01757 テレビ 島倉千代子ショー　愛と死と 決定稿 23 1961/9/10 NET 津田幸夫

N01-01758 テレビ 島倉千代子ショー　愛と死と 決定稿 23 1961/9/10 NET 津田幸夫

N01-01130 ラジオ 島鵆月白浪 1 (?) KR 巌谷眞一

N01-01131 ラジオ 島鵆月白浪 2 (?) KR 巌谷眞一

N01-01132 ラジオ 島鵆月白浪 3 (?) KR 巌谷眞一



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01133 ラジオ 島鵆月白浪 4 (?) KR 巌谷眞一

N01-01134 ラジオ 島鵆月白浪 5 (?) KR 巌谷眞一

N01-01135 ラジオ 島鵆月白浪 6 (?) KR 巌谷眞一

N01-01136 ラジオ 島鵆月白浪 7 (?) KR 巌谷眞一

N01-01161 テレビ 島鵆月白浪 決定稿 (?) テレビ朝日 河竹黙阿弥

M031 N01-40718 ラジオ 島鵆月白波 1956/11/22 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-12480 テレビ 島に生まれて 1965/10/7 NHK 佐木隆三

N01-12471 テレビ 島の善五郎さん 1967/2/26 広島テレビ 石浜恒夫

N01-15311 テレビ 清水次郎長 15
1971～

1972/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫、葉村彰子

N01-15701 テレビ 清水次郎長 決定稿
[1971～

1972]/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫、葉村彰子

N01-15702 テレビ 清水次郎長 決定稿
[1971～

1972]/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫、葉村彰子

N01-15703 テレビ 清水次郎長 決定稿
[1971～

1972]/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫、葉村彰子

N01-05188 テレビ 指名手配 尊属殺害事件 11 1960/1/9
日本教育テ
レビ(テレビ

朝日)
池田一朗

デジタル
化（館
内）

N01-05095 テレビ 指名手配 逮捕第一号 17 1960/2/17
日本教育テ
レビ(テレビ

朝日)
池田一朗

デジタル
化（館
内）

N01-05290 テレビ 指名手配 暴力の果て 1961/10/14
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-13943 ラジオ 霜に傲るや（仮題） 打合稿 1966/12/(?) NHK 岸宏子

N01-14024 ラジオ 霜に咲く 1966/12/29 NHK 岸宏子

N01-08525 テレビ しゃぁけえ大ちゃん 洋館の少女 27
[1964～

1965]/(?)/(?)
TBS 高見芳美

N01-08526 テレビ しゃぁけえ大ちゃん 太鼓のマーチ 28
[1964～

1965]/(?)/(?)
TBS 光畑碩郎

M034 N01-40788 ラジオ シャーロック・ホームズの想い出 金縁の鼻眼鏡 1955/4/11 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-18964 資料 ジャイアンツとともに(仮題)
オーディション

用
(?)

N01-26462 ラジオ 社会科歴史　新しい仏教 1969/6/20
NHKラジオ

第二
須藤出穂

N01-24033 ラジオ 社会科歴史　鎌倉幕府 1969/6/13
NHKラジオ

第二
須藤出穂

N01-24035 ラジオ 社会科歴史　建武の新政 1969/6/27
NHKラジオ

第二
須藤出穂

N01-24031 ラジオ 社会科歴史　荘園 1969/5/30
NHKラジオ

第二
須藤出穂

N01-24032 ラジオ 社会科歴史　武士のおこり 1969/6/6
NHKラジオ

第二
須藤出穂

N01-24034 ラジオ 社会科歴史　室町幕府 1969/6/24
NHKラジオ

第二
須藤出穂

N01-15792 ラジオ じゃがたら文異聞 1969/5/3 NHK 津上忠

N01-01932 テレビ 尺八乞食
第一回準備打

合稿
1964/3/18 NHK 津田幸夫

N01-01933 テレビ 尺八乞食 決定稿 1964/3/18 NHK 津田幸夫

N01-05110 テレビ ジャケットは歌う 13 1960/(?)/(?) テレビ朝日 飯田利良

M029 N01-40683 ラジオ 寂光院にて 1958/5/19
中部日本放

送
鴇田忠元

N01-13049 テレビ 車掌さんワンダフル 1965/11/21 NHK 山下与志一

N01-02558 ラジオ 車掌物語 彼岸花 1961/9/20 NHK 岸宏子

N01-02564 テレビ 車掌物語 恋にくちなん 32 1961/11/22 NHK 岸宏子

N01-02566 テレビ 車掌物語 飛騨は雪 36 1961/12/20 NHK 岸宏子

N01-02569 ラジオ 車掌物語 あなたもわたしも水鳥のよう 1962/1/24 NHK 岸宏子
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N01-02570 ラジオ 車掌物語 新しい出発 1962/3/28 NHK 岸宏子

N01-19932 テレビ ジャズ歌謡曲大会　第3部 (?)/3/4 フジテレビ 保富康午

N01-06939 テレビ ジャズは流れる 第二稿 1963/3/23 NHK 油井正一

N01-00080 テレビ 社長と女店員 (?) 津路嘉郎、光畑碩郎

N01-19638 テレビ 社長の椅子 初恋の味 1961/9/17 テレビ朝日 野村六助

N01-05647 テレビ 社長の椅子 空の王者・陸の王者 1961/9/24 テレビ朝日 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-07502 テレビ 社長の椅子 どん底から身を起して 1961/10/8 NETテレビ 野村六助

N01-24259 テレビ 射程 スタッフ稿 2 (?) TBS 太田久行

N01-24260 テレビ 射程 スタッフ稿 3 (?) TBS 太田久行

N01-20161 テレビ ジャポップス・トップ10 VTR稿 (?)/11/11

N01-20162 テレビ ジャポップス・トップ10 1 (?)/[10/2]
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20561 テレビ ジャポップス・トップ10 2 (?)/10/9 テレビ東京 保富康午

N01-20165 テレビ ジャポップス・トップ10 3 (?)/[10/16]
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20164 テレビ ジャポップス・トップ10 4 (?)/[10/23]
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-21028 テレビ ジャポップス・トップ10 5 (?)/10/30 テレビ東京 保富康午

N01-20163 テレビ ジャポップス・トップ10 6 (?)/[11/3、6]
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20174 テレビ ジャポップス・トップ10 7 (?)/[11/13]
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20160 テレビ ジャポップス・トップ10 8 (?)/[11/20]
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-19951 テレビ ジャポップス・トップ10 9 (?)/11/27 テレビ東京 保富康午

N01-19952 テレビ ジャポップス・トップ10 10 (?)/12/4 テレビ東京 保富康午

N01-22003 テレビ ジャポップス・トップ10 11 (?)/12/11 テレビ東京 保富康午

N01-22002 テレビ ジャポップス・トップ10 12・13(一部) (?)/12/18 テレビ東京 保富康午

N01-22001 テレビ ジャポップス・トップ10 13・15(一部) (?)/12/25 テレビ東京 保富康午

N01-22000 テレビ ジャポップス・トップ10 15 (?)/1/8 テレビ東京 保富康午

N01-21073 テレビ ジャポップス・トップ10 16 (?)/1/15 テレビ東京 保富康午

N01-21999 テレビ ジャポップス・トップ10 17 (?)/1/22 テレビ東京 保富康午

N01-21032 テレビ ジャポップス・トップ10 18 (?)/1/29 テレビ東京 保富康午

N01-21998 テレビ ジャポップス・トップ10 19 (?)/2/5 テレビ東京 保富康午

N01-21997 テレビ ジャポップス・トップ10 20 (?)/2/12 テレビ東京 保富康午

N01-21996 テレビ ジャポップス・トップ10 21 (?)/2/19 テレビ東京 保富康午

N01-21995 テレビ ジャポップス・トップ10 22 (?)/2/26 テレビ東京 保富康午

N01-21994 テレビ ジャポップス・トップ10 23 (?)/3/4 テレビ東京 保富康午

N01-21031 テレビ ジャポップス・トップ10 25 (?)/3/18 テレビ東京 保富康午

N01-21030 テレビ ジャポップス・トップ10 26 (?)/3/25 テレビ東京 保富康午

N01-21029 テレビ ジャポップス・トップ10 27 (?)/4/1 テレビ東京 保富康午

N01-22009 テレビ ジャポップス・トップ10 28 1968/4/8 テレビ東京 保富康午

N01-22008 テレビ ジャポップス・トップ10 30 1968/4/22 テレビ東京 保富康午
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N01-22007 テレビ ジャポップス・トップ10 31 1968/4/29 テレビ東京 保富康午

N01-22006 テレビ ジャポップス・トップ10 35 1968/6/3 テレビ東京 保富康午

N01-22005 テレビ ジャポップス・トップ10 36 1968/6/10 テレビ東京 保富康午

N01-21826 テレビ ジャポップス・トップ10 37 1968/6/17
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20563 テレビ ジャポップス・トップ10 38 1959/6/24 テレビ東京 保富康午

N01-22004 テレビ ジャポップス・トップ10 39 1968/7/1 テレビ東京 保富康午

N01-19927 テレビ ジャポップス・トップ10 40 1968/7/8 テレビ東京 保富康午

N01-20167 テレビ ジャポップス・トップ10 43 1968/7/29
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20166 テレビ ジャポップス・トップ10 44 1968/8/5
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20172 テレビ ジャポップス・トップ10 45 1968/8/12
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20171 テレビ ジャポップス・トップ10 48 1968/9/2
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20170 テレビ ジャポップス・トップ10 50 1968/9/16
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20169 テレビ ジャポップス・トップ10 51 1968/9/23
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20168 テレビ ジャポップス・トップ10 55 1968/10/21
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20173 テレビ ジャポップス・トップ10 56 1968/10/28
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20564 テレビ ジャポップス・トップ10 57 1968/11/4 テレビ東京 保富康午

N01-20557 テレビ ジャポップス・トップ10 59 1968/11/18 テレビ東京 保富康午

N01-21027 テレビ ジャポップス・トップ10 60 1968/11/25 テレビ東京 保富康午

N01-21825 テレビ ジャポップス・トップ10 61 1968/12/2
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20562 テレビ ジャポップス・トップ10 62 1968/12/9 テレビ東京 保富康午

N01-20558 テレビ ジャポップス・トップ10 63 1968/12/16 テレビ東京 保富康午

N01-20559 テレビ ジャポップス・トップ10 64 1968/12/23 テレビ東京 保富康午

N01-20560 テレビ ジャポップス・トップ10 65 1968/12/30 テレビ東京 保富康午

N01-19792 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 171週 (?)/1/8～12 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19728 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 196～198週
(?)/7/4、11、12、

16、17
TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19729 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 196・197週
(?)/7/2、3、9、

10、13
TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19785 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 199・204～206週
(?)/7/6、8/20、
21、31、9/3、4

TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26599 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 200・203週 (?)/7/30～8/3 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26602 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 204～206週 (?)/8/20～9/4 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19731 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 204・205週
(?)/8/22、24、27

～29
TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19730 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 第208・12・13週
(?)/9/28、

10/24、26、29～
31

TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19788 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 209週 (?)/10/1～3 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19791 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 216週
(?)/11/19～21、

23
TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26601 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 229週 (?)/2/25～29 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26603 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 230週 (?)/3/3～7 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26597 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 231週 (?)/3/10～14 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19732 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 232週 (?)/3/17～21 TBS 奥山侊伸、河村達樹



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-19734 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 233週 (?)/3/24～28 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19733 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 第235・7週
(?)/4/11、21～

24
TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19794 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 237週 (?)/4/25 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26600 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 238週 (?)/4/28～5/1 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19789 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 第238・9週 (?)/5/2、5～8 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19793 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 239週 (?)/5/9 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26604 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 240週 (?)/5/12～15 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-26598 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 243週 (?)/6/6 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19787 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 252週 (?)/8/4 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19786 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 260週 (?)/9/29～10/3 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19746 テレビ シャボン玉　こんにちは 決定稿 262週 (?)/10/13～17 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-19790 テレビ シャボン玉　こんにちは 準備稿 277週 (?)/1/8、2/2～6 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-20435 テレビ シャボン玉　ビッグワンショー 鶴田浩二　男の世界 13 1972/6/28
関西テレビ

（フジテレビ）

N01-20371 テレビ シャボン玉ビッグショー 歌謡グループ大混線 18 1972/8/2 関西テレビ 保富康午

N01-21501 テレビ シャボン玉ビッグショー ザ・ピーナッツに何が起った！ 19 1972/8/9 関西テレビ 保富康午

N01-21797 テレビ シャボン玉プレゼント 293 (?)/2/21～25 テレビ朝日 檀上茂

N01-22404 テレビ
シャボン玉プレゼントNO.260　優しく美しく

懐しく　高峰三枝子
260 (?)/7/5～9 朝日放送 檀上茂

N01-05661 テレビ シャボン玉ホリデー 歌劇カルメンピーナッツ 準備稿 (?) 日本テレビ 青島幸男

N01-05666 テレビ シャボン玉ホリデー 聴視者参加だピーナッツ (?) 日本テレビ 青島幸男

N01-05671 テレビ シャボン玉ホリデー (?) 日本テレビ 青島幸男

N01-18318 テレビ シャボン玉ホリデー 今年のヒットはピーナッツ！ 決定稿 (?)/11/27 日本テレビ 奥山侊伸、田村隆

N01-05668 テレビ シャボン玉ホリデー
ウエディングベルを鳴らそう

ピーナッツ
決定稿 20 (?)/10/15 日本テレビ 青島幸男

N01-05672 テレビ シャボン玉ホリデー 決定稿 1961/12/24 日本テレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-05670 テレビ シャボン玉ホリデー 汽車は行くゆくピーナッツ 決定稿 72 1962/10/14 日本テレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-05660 テレビ シャボン玉ホリデー 演劇研究ピーナッツ 決定稿 80 1962/12/9 日本テレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-05664 テレビ シャボン玉ホリデー 90 (?) 日本テレビ 青島幸男

N01-05659 テレビ シャボン玉ホリデー 旅に出ましたピーナッツ 決定稿 1963/3/21 日本テレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-05669 テレビ シャボン玉ホリデー 残酷ムードだピーナッツ 第一稿 103 1963/5/19 日本テレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-05663 テレビ シャボン玉ホリデー バカンスバカンス！ピーナッツ 第一稿 114 1963/8/4 日本テレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-05662 テレビ シャボン玉ホリデー 共稼ぎだよ ピーナッツ！ 第一稿 119 1963/9/8 日本テレビ 青島幸男 BC複写

N01-06004 テレビ シャボン玉ホリデー お人好しだよピーナッツ！ 第一稿 125 1963/10/20 日本テレビ 河野洋
デジタル
化（館
内）

N01-05667 テレビ シャボン玉ホリデー 殺し屋万才!!ピーナッツ!! 第一稿 131 1963/12/1 日本テレビ 河野洋、秋元近史
デジタル
化（館
内）

N01-06003 テレビ シャボン玉ホリデー
すべってころんで、ピーナッ

ツ！
1964/(?)/(?) 日本テレビ 向井敏

デジタル
化（館
内）

N01-05665 テレビ シャボン玉ホリデー
受験シーズンだよピーナッ

ツ！
第二稿 139 1964/1/26 日本テレビ 青島幸男

デジタル
化（館
内）

N01-05656 テレビ シャボン玉ホリデー のんびりいこうピーナッツ 決定稿 339 (?)/11/26 日本テレビ 奥山侊伸
デジタル
化（館
内）

N01-05657 テレビ シャボン玉ホリデー 今年のヒットだ　ピーナッツ!! 340 (?)/12/3 日本テレビ 奥山侊伸、田村隆

N01-19814 テレビ シャボン玉ホリデー みんなでクイズだピーナッツ！ 決定稿 374 1968/7/28 日本テレビ 前川宏司
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N01-05658 テレビ シャボン玉ホリデー 童話で行こうピーナッツ！ 375 1968/8/4 日本テレビ 奥山侊伸

N01-24020 テレビ シャボン玉ホリデー 来年こそはピーナッツ 第一稿 396 1968/12/29 日本テレビ 河野洋

N01-23652 テレビ シャボン玉ホリデー 図々しくなろうピーナッツ 434 1969/9/21 日本テレビ 前川宏司、小川健一 BC複写

N01-24651 テレビ シャボン玉ホリデー 怪獣現る！ピーナッツ 第1稿 1971/5/31 日本テレビ
小川健一、岩城未知男、大岩賞介、
高畑久、加藤修、安田卓矢、ほか

N01-24652 テレビ シャボン玉ホリデー 新入社員だピーナッツ 第3稿 1971/4/11 日本テレビ
小川健一、岩城未知男、大岩賞介、

高畑久、加地一

N01-20372 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ
初公開！舞妓姿の菲々、渚、

ベンチャーズと共演
2 1972/8/9 関西テレビ 保富康午

N01-21565 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ
初公開！キーヨが歌うフォーク

と演歌
4 1972/8/23 関西テレビ 保富康午

N01-21564 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ
初公開！雪路、はるみ、清の

珍芸披露
6 1972/9/6 関西テレビ 保富康午

N01-21002 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ
初公開！演歌とピエロの弾き

がたり
7 1972/9/13 関西テレビ 保富康午

N01-21003 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ 8 1972/9/20 関西テレビ 保富康午

N01-21563 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ 9 1972/9/27 関西テレビ 保富康午

N01-21562 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ 15 1972/11/15 関西テレビ 保富康午

N01-21502 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ 17 1972/11/29 関西テレビ 保富康午

N01-21500 テレビ シャボン玉 ミュージックジョイ 19 1972/12/13 関西テレビ 保富康午

N01-01910 テレビ しゃもじ 未定稿 1961/7/16 NET 津田幸夫

N01-01911 テレビ しゃもじ 未定稿 1961/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01912 テレビ しゃもじ 改訂稿 1961/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01913 テレビ しゃもじ 改訂稿 1961/(?)/(?) NET 津田幸夫

M026 N01-40617 テレビ 写楽の大首 1958/11/2
大阪テレビ

放送
長谷川幸延

デジタル
化（館
内）

N01-10782 ラジオ 写楽はどこへ行った 1966/5/22
NHK第一放

送
大岡信

デジタル
化（館
内）

N01-12030 テレビ ジャンケン　ケンちゃん サイ眠ジツだぞ 決定稿 3 1969/4/17 TBS 光畑碩郎

N01-12031 テレビ ジャンケン　ケンちゃん 親孝行ってなあに 決定稿 7 1969/5/15 TBS 光畑碩郎

N01-12032 テレビ ジャンケン　ケンちゃん チビツコ登山隊 10 1969/6/5 TBS 光畑碩郎

N01-12033 テレビ ジャンケン　ケンちゃん ぼくの漂流記 16 1969/7/17 TBS 光畑碩郎

N01-12034 テレビ ジャンケン　ケンちゃん ジャンケン・ポンよ 20 1969/8/14 TBS 光畑碩郎

N01-12035 テレビ ジャンケン　ケンちゃん ジャンケン・ポンよ 20 1969/8/14 TBS 光畑碩郎

N01-12036 テレビ ジャンケン　ケンちゃん 口笛のマーチ 31 1969/10/30 TBS 光畑碩郎

N01-12037 テレビ ジャンケン　ケンちゃん おぢいちゃんとボク 33 1969/11/13 TBS 光畑碩郎

N01-12038 テレビ ジャンケン　ケンちゃん 通信簿なんかなくしちゃえ! 37 1969/12/11 TBS 光畑碩郎

N01-12039 テレビ ジャンケン　ケンちゃん あッ！と驚くお正月 40 1969/1/1 TBS 光畑碩郎

N01-12040 テレビ ジャンケン　ケンちゃん 新舌きり雀 44 1970/1/29 TBS 光畑碩郎

N01-12041 テレビ ジャンケン　ケンちゃん 走れベイビー 46 1970/2/12 TBS 光畑碩郎

N01-20025 テレビ ジャンプ’69TBSスター･カーニバル 第一稿 1969/1/1 TBS 保富康午

N01-20455 テレビ ジャンプ’69TBSスターカーニバル 1969/12/12 TBS 保富康午

M024 N01-40572 テレビ 十一月の展示会 1956/11/16 NHK
酒井俊、紋多一声、岡倉祐、大島得

郎、山口純一郎

N01-19761 テレビ 週刊クレージー5号 (?)/10/6 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19753 テレビ 週刊クレージー9 (?)/11/24 フジテレビ 青島幸男(編集長)
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N01-19659 テレビ 週刊クレイジー11 21 (?)/11/17 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19749 テレビ 週刊クレージー13 (?)/12/1 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19748 テレビ 週刊クレージー14 (?)/12/8 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19747 テレビ 週刊クレージーNO15 (?)/12/15 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19762 テレビ 週刊クレージーNO18初夢号 (?)/1/5 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-07530 テレビ 週刊クレージーNO21 (?)/1/26 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19750 テレビ 週刊クレージーNO22 (?)/2/2 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-07532 テレビ 週刊クレージーNO25 (?)/2/23 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19759 テレビ 週刊クレージーNO29 (?)/3/22 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-07531 テレビ 週刊クレージーNO30 (?)/3/29 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19760 テレビ 週刊クレージーNO33 (?)/4/19 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19758 テレビ 週刊クレージーNO39 (?)/5/31 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19755 テレビ 週刊クレージーNO41 (?)/6/14 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19757 テレビ 週刊クレージーNO46 (?)/7/19 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19751 テレビ 週刊クレージーNO56 (?)/9/27 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19754 テレビ 週刊クレージーNO57 (?)/10/4 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-07528 テレビ 週刊クレージーNO67 (?)/12/13 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19756 テレビ 週刊クレージーNO75特集号 (?)/2/7 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-06002 テレビ 週刊クレージーNO80 (?)/3/14 フジテレビ 青山浩(編集長)

N01-19660 テレビ 週刊クレージーNO83 (?)/4/4 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-07529 テレビ 週刊クレージーNO85 (?)/4/18 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-19752 テレビ 週刊クレージーNO95サヨナラ号 (?)/6/27 フジテレビ 青島幸男(編集長)

N01-07386 テレビ 週刊やぶにらみ 2 1961/2/13 TBS 前田武彦、青島幸男

N01-06572 テレビ 週刊やぶにらみ 10 1961/4/10 TBS 松本重美、保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06589 テレビ 週刊やぶにらみ 12 (?)/4/24 TBS キノトール、伊藤裕弘

N01-02174 テレビ 集金旅行　第一章 [1962]/8/13 TBS 椎名利夫

N01-02175 テレビ 集金旅行　第一章 [1962]/8/13 TBS 椎名利夫

N01-02176 テレビ 集金旅行　第二章 [1962]/8/20 TBS 椎名利夫

N01-02177 テレビ 集金旅行　第二章 [1962]/8/20 TBS 椎名利夫

N01-02178 テレビ 集金旅行　第三章 [1962]/8/27 TBS 椎名利夫

N01-02179 テレビ 集金旅行　第三章 [1962]/8/27 TBS 椎名利夫

N01-02180 テレビ 集金旅行　第四章 [1962]/9/3 TBS 椎名利夫

N01-02181 テレビ 集金旅行　第四章 [1962]/9/3 TBS 椎名利夫

N01-02182 テレビ 集金旅行　第五章 1962/9/10 TBS 椎名利夫

N01-02183 テレビ 集金旅行　第五章 1962/9/10 TBS 椎名利夫

N01-02184 テレビ 集金旅行　第六章 1962/9/17 TBS 椎名利夫

N01-02185 テレビ 集金旅行　第六章 1962/9/17 TBS 椎名利夫
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N01-02186 テレビ 集金旅行　第七章 1962/9/24 TBS 椎名利夫

N01-02187 テレビ 集金旅行　第七章 1962/9/24 TBS 椎名利夫

N01-04222 テレビ 十五年目の女 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-13058 テレビ 十三歳の夏 1 1977/10/3 NHK 岸宏子

N01-13059 テレビ 十三歳の夏 2 1977/10/4 NHK 岸宏子

N01-13060 テレビ 十三歳の夏 3 1977/10/5 NHK 岸宏子

N01-13061 テレビ 十三歳の夏 4 1977/10/6 NHK 岸宏子

N01-13062 テレビ 十三歳の夏 5 1977/10/10 NHK 岸宏子

N01-13063 テレビ 十三歳の夏 6 1977/10/11 NHK 岸宏子

N01-13064 テレビ 十三歳の夏 7 1977/10/12 NHK 岸宏子

N01-12989 テレビ 十三歳の夏 8 1977/10/13 NHK 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-12990 テレビ 十三歳の夏 9 1977/10/17 NHK 岸宏子

N01-12991 テレビ 十三歳の夏 10 1977/10/18 NHK 岸宏子

N01-12992 テレビ 十三歳の夏 11 1977/10/19 NHK 岸宏子

N01-12993 テレビ 十三歳の夏 12 1977/10/20 NHK 岸宏子

N01-12994 テレビ 十三歳の夏 13 1977/10/24 NHK 岸宏子

N01-12995 テレビ 十三歳の夏 14 1977/10/25 NHK 岸宏子

N01-12996 テレビ 十三歳の夏 決定稿 15 1977/10/26 NHK 岸宏子

N01-12997 テレビ 十三歳の夏 決定稿 16 1977/10/27 NHK 岸宏子

N01-19686 テレビ 終戦報道特別番組-二十五年目- 準備稿 1970/8/15 TBS 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-08494 テレビ 集団就職 スタッフ決定稿 1961/2/24 TBS 新井豊

N01-00081 ラジオ 集中と分散 (?) 北海道放送 内村直也

N01-00082 ラジオ 集中と分散 (?) 北海道放送 内村直也

N01-13412 ラジオ 終点 (?)/2/27
RKB毎日放

送
川崎洋

N01-13413 資料 終点 別冊 (?)/2/27
RKB毎日放

送
川崎洋

N01-10614 テレビ 終点はどこですか 1974/10/4 NHK 茂木草介

N01-10615 テレビ 終点はどこですか 1974/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10616 テレビ 終点はどこですか 1974/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-12330 テレビ 終点はどこですか 1974/10/4 NHK 茂木草介

N01-07697 テレビ 柔道一代
栄光への悩み(7)/晴れた日の

出発(8)
7・8

[1962～
1964]/(?)/(?)

TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-07679 テレビ 柔道一代 17 [1963]/4/5 TBS 池上金男
デジタル
化（館
内）

N01-07680 テレビ 柔道一代 18 [1963]/4/12 TBS 池上金男
デジタル
化（館
内）

N01-07681 テレビ 柔道一代 19 [1963]/4/19 TBS 池上金男
デジタル
化（館
内）

N01-07682 テレビ 柔道一代 20 [1963]/4/26 TBS 池上金男、石井幸子

N01-07683 テレビ 柔道一代 21～22 [1963]/5/3、10 TBS 上城正義（21）、河井哲治（22）

N01-07684 テレビ 柔道一代 23～24 [1963]/5/17、24 TBS 七条門
デジタル
化（館
内）

N01-07685 テレビ 柔道一代 25～26 1963/5/31、6/7 TBS 池上金男
デジタル
化（館
内）
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N01-07686 テレビ 柔道一代 28 1961/6/21 TBS 七条門
デジタル
化（館
内）

N01-07687 テレビ 柔道一代 28 [1963]/6/21 TBS 生田直親

N01-07691 テレビ 柔道一代 [28] 1961/6/21 TBS 七条門
デジタル
化（館
内）

N01-07688 テレビ 柔道一代 29 [1963]/6/[28] TBS 生田直親
デジタル
化（館
内）

N01-05069 テレビ 柔道一代 飛べよ夢風船 30 [1963]/7/5 TBS 太田久行
デジタル
化（館
内）

N01-07689 テレビ 柔道一代 30 [1963]/7/5 TBS 太田久行
デジタル
化（館
内）

N01-07690 テレビ 柔道一代 31 [1963]/7/12 TBS 太田久行

N01-07692 テレビ 柔道一代 33 [1963]/7/26 TBS 大島渚
デジタル
化（館
内）

N01-07693 テレビ 柔道一代 34 [1963]/8/2 TBS 太田久行
デジタル
化（館
内）

N01-07694 テレビ 柔道一代 35 [1963]/8/9 TBS 池上金男
デジタル
化（館
内）

N01-07695 テレビ 柔道一代 42 [1963]/9/27 TBS 池上金男
デジタル
化（館
内）

N01-07696 テレビ 柔道一代 43 [1963]/10/4 TBS 山浦弘靖
デジタル
化（館
内）

N01-01886 テレビ 柔道一代 63 1964/2/28 TBS 津田幸夫

N01-01936 テレビ 柔道一代 海辺にて 85 1964/7/31 TBS 津田幸夫

N01-26624 テレビ 柔道一代 海辺にて 85 1964/7/31 TBS 津田幸夫

N01-10034 テレビ 柔道一直線 カッコいいぞ地獄車 改訂稿 1 1969/6/22 TBS 佐々木守

N01-10033 テレビ 柔道一直線 地獄車の弟子 2 (?) TBS 佐々木守

N01-10032 テレビ 柔道一直線 鬼車・悪魔車・涙車 3 (?) TBS 佐々木守

N01-10031 テレビ 柔道一直線 直也まんじ車 4 (?) TBS 佐々木守

N01-10030 テレビ 柔道一直線 必殺ニ段車 7 (?) TBS 佐々木守

N01-10029 テレビ 柔道一直線 鬼丸火焔車 8 (?) TBS 佐々木守

N01-10028 テレビ 柔道一直線 直也泣き虫波車 11 (?) TBS 佐々木守

N01-10068 テレビ 柔道一直線 裂風海老車 12 (?) TBS 佐々木守

N01-10067 テレビ 柔道一直線 鮮血車翻し 13 (?) TBS 佐々木守

N01-10066 テレビ 柔道一直線 北辰一刀流をぶち破れ！ 16 (?) TBS 佐々木守

N01-10065 テレビ 柔道一直線 赤月旭を投げとばせ！！ 17 (?) TBS 佐々木守

N01-10064 テレビ 柔道一直線 ジュードー・サタンをうて！ 24 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10063 テレビ 柔道一直線 ジャガー投げに挑戦しろ！ 25 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10062 テレビ 柔道一直線 メガトン投げを破れ！ 26 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10061 テレビ 柔道一直線 ジュードーサタンをぶっ倒せ！ 27 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10060 テレビ 柔道一直線 怪童！熊野太郎 28 (?) TBS 佐々木守、細川すみ

N01-10059 テレビ 柔道一直線 逆転！二段投げ 29 (?) TBS 佐々木守、細川すみ

N01-10058 テレビ 柔道一直線 必殺！空中二段投げ 30 (?) TBS 佐々木守

N01-10057 テレビ 柔道一直線 くやしかったら、勝って！ 決定稿 31 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10056 テレビ 柔道一直線 血涙！ミキッペ無情 32 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10055 テレビ 柔道一直線 血戦！ブラックパワー 33 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10054 テレビ 柔道一直線 第二柔道部の竜 34 (?) TBS 佐々木守



「し」
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N01-10053 テレビ 柔道一直線 ニ段投げ対岩石崩し 35 (?) TBS 佐々木守

N01-10052 テレビ 柔道一直線 男、涙のニ段投げ 36 (?) TBS 佐々木守

N01-10051 テレビ 柔道一直線 友情の片腕試合 37 (?) TBS 佐々木守

N01-10026 テレビ 柔道一直線 怒涛の対決(仮題) 準備稿 38 (?) 佐々木守

N01-10050 テレビ 柔道一直線 直也と竜と風祭 39 (?) TBS 佐々木守

N01-10049 テレビ 柔道一直線 さらば鬼車 40 (?) TBS 佐々木守

N01-10048 テレビ 柔道一直線
桜丘黒帯ファイブ―チーム

ワークとはなにか―
54 (?) TBS 佐々木守

N01-10047 テレビ 柔道一直線
車返し・柔道スワン―卑怯者と

はなにか―
55 (?) TBS 佐々木守

N01-10046 テレビ 柔道一直線
決闘・鷹羽高シャーク―責任と

はなにか―
56 (?) TBS 佐々木守

N01-10045 テレビ 柔道一直線
大技・陸奥のハリケーン―男と

男の友情とは何か―
57 (?) TBS 佐々木守

N01-10044 テレビ 柔道一直線
激突！泣くなミキッペ―男と女

の友情とは何か―
58 (?) TBS 佐々木守

N01-10043 テレビ 柔道一直線
闘魂・柔道ダブルヘッダー―

真の団結とは何か―
59 (?) TBS 佐々木守

N01-10042 テレビ 柔道一直線
決戦・赤月へUターン―親子と

は何か―
60 (?) TBS 佐々木守

N01-10041 テレビ 柔道一直線
必殺技・飛龍へキックオフ―師

弟愛とは何か―
61 (?) TBS 佐々木守

N01-10040 テレビ 柔道一直線
決戦前夜・柔道ジャンボリー―

青春とは何か―
62 (?) TBS 佐々木守

N01-10039 テレビ 柔道一直線
勝負・黒帯ファイト―ライバル

とは何か―
63 (?) TBS 佐々木守

N01-10038 テレビ 柔道一直線
爆発！柔道メート―助けあい

とは何か―
64 (?) TBS 佐々木守

N01-10036 テレビ 柔道一直線
地獄・回転シリーズ―真の勝

利とは何か―
65 (?) TBS 佐々木守

N01-10069 テレビ 柔道一直線
大噴火投げにアタック―根性

とは何か―
66 (?) TBS 佐々木守

N01-10070 テレビ 柔道一直線
真空投げハイジャンプ―敗者

とは何か―
67 (?) TBS 佐々木守

N01-10071 テレビ 柔道一直線
鬼車と講道館―自信とはなに

か―
68 (?) TBS 佐々木守

N01-10072 テレビ 柔道一直線
おれの柔道・君の柔道―男の

別れとは何か―
69 (?) TBS 佐々木守

N01-10073 テレビ 柔道一直線
鬼車一直線―男の道とは何

か―
70 (?) TBS 佐々木守

N01-10075 テレビ 柔道一直線
柔道部除名？―孤独とは何

か―
71 (?) TBS 佐々木守

N01-10074 テレビ 柔道一直線
戦いの今日―クラブ活動とは

何か―
75 (?) TBS 佐々木守

N01-10112 テレビ 柔道一直線
必殺技・天地渦―闘う心とは

何か―
76 (?) TBS 佐々木守

N01-10076 テレビ 柔道一直線
真空投げ宙返り―柔かい心と

は何か―
77 (?) TBS 佐々木守

N01-10077 テレビ 柔道一直線
必殺技・まんじ崩し―共同生

活とは何か―
80 (?) TBS 佐々木守

N01-10078 テレビ 柔道一直線
真捨身山彦に勝て―忍耐とは

何か―
81 (?) TBS 佐々木守

N01-10079 テレビ 柔道一直線
逆転・ジャンボ投げ―人の和

とは何か―
83 (?) TBS 佐々木守

N01-10080 テレビ 柔道一直線
悲しき春の旅―男の涙とは何

か―
84 (?) TBS 佐々木守

N01-10081 テレビ 柔道一直線
一条君らしい一条君―闘志と

は何か―
87 (?) TBS 佐々木守

N01-10082 テレビ 柔道一直線
全国選手権大会開かる―個

人とは何か―
89 (?) TBS 佐々木守

N01-10083 テレビ 柔道一直線
狼の目の涙…―男のさびしさ

とは何か―
90 (?) TBS 佐々木守

N01-10084 テレビ 柔道一直線
君は勝ちぬけるか―大人にな

るとは何か―
91 (?) TBS 佐々木守

N01-10085 テレビ 柔道一直線
この長い柔の道―一直線とは

何か―
92(終) (?) TBS 佐々木守

N01-10027 資料 柔道一直線 (?) TBS
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N01-10035 資料 柔道一直線 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-10037 資料 柔道一直線 (?) TBS 佐々木守

N01-09337 資料 柔道一直線 『4クール以降の制作方針』 (?) TBS
デジタル
化（館
内）

N01-04253 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 噴煙に叫ぶ 決定稿 1 1961/10/5 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03715 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 古城に誓う スタッフ稿 2 1961/10/12 NHK 横田弘行

N01-04230 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 古城に誓う 初稿 2 1961/9/12 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01701 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 講道館に友あり 決定稿 3 1961/10/19 NHK 横田弘行

N01-04287 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 講道館に罪あり スタッフ稿 3 1961/10/19 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01702 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 黒帯をめざして 決定稿 4 1961/10/26 NHK 横田弘行

N01-03705 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 黒帯をめざして スタッフ稿 4 1961/10/26 NHK 横田弘行

N01-03718 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 黒帯をめざして 決定稿 4 1961/10/26 NHK 横田弘行

N01-01704 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 雲を追って 決定稿 5 1961/11/2 NHK 横田弘行

N01-04293 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 雲を追って 初稿 5 1961/11/2 NHK 横田弘行

N01-01705 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 風雪にたえて 決定稿 6 1961/11/9 NHK 横田弘行

N01-08805 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 風雪にたえて 6 1961/11/9 NHK 横田弘行

N01-03707 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 柔道に生きる スタッフ稿 最終回 1961/11/16 NHK 横田弘行

N01-03461 テレビ 柔道の鬼　徳三宝 柔道に生きる 決定稿 最終回 1961/11/16 NHK 横田弘行

N01-03038 テレビ 十七歳のニッポン人 1962/11/23 読売テレビ 小田実、杉谷保憲
デジタル
化（館
内）

N01-05192 テレビ 十人の目撃者 私の殺した男（仮題） 第一稿 22 1963/3/28 フジテレビ 高橋辰雄

N01-04368 テレビ 十年ひとむかし (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10443 テレビ 十年ひとむかし (?)/2/7 朝日放送 茂木草介

N01-21550 テレビ 秋分の日特集　秋にうたう 1976/9/23 保富康午

N01-08098 テレビ 自由への証言 1960/10/21 NHK 椎名麟三
デジタル
化（館
内）

N01-19848 テレビ 自由民権 近代日本の歩み 4 1965/7/5 NHK

N01-04554 テレビ ジューリヤス・シーザー 三幕九場 1959/5/30 KRT(TBS) ウィリアム・シェイクスピア
デジタル
化（館
内）

N01-12313 テレビ 祝辞 1971/10/24 NHK 山田洋次

N01-51120 テレビ 縮尺九千八百万分の一 (?) NHK仙台 茂木草介

N01-08129 テレビ 縮尺九千八百万分ノ一 1963/11/8 NHK 茂木草介

N01-10434 テレビ 縮尺九千八百万分の一(仮題) (?) NHK仙台 茂木草介

N01-23838 ラジオ 宿題ひきうけ株式会社 2 1977/11/14 NHK 横田弘行

N01-23839 ラジオ 宿題ひきうけ株式会社 1 1977/11/7 NHK 横田弘行

M059 N01-41303 テレビ 修善寺物語 1958/3/23 JOKR-TV 岡本綺堂
デジタル
化（館
内）

N01-02983 ラジオ 受胎告知 1～6 (?) 矢代静一、西島大

N01-02984 ラジオ 受胎告知 7～12 (?) 矢代静一、西島大

ラジオ 受胎告知 1～6 (?)
文化放送ほ
か共同制作

矢代静一、西島大 BC複写

ラジオ 受胎告知 7～12 (?)
文化放送ほ
か共同制作

矢代静一、西島大 BC複写

N01-01665 ラジオ 出家とその弟子 1964/7/12 NHK 横田弘行

M062 N01-41340
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N01-02446 ラジオ 出家と其の弟子 1 1954/10/17 NHK 岸宏子

N01-02447 ラジオ 出家と其の弟子 2 1954/10/24 NHK 岸宏子

N01-02448 ラジオ 出家と其の弟子 3 1954/10/31 NHK 岸宏子

M027 N01-40622 テレビ 出所 [1958]/11/19
中部日本放

送
依田義賢

デジタル
化（館
内）

N01-09754 テレビ 出発 1～10 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09755 テレビ 出発 11～15 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09739 テレビ 出発 16～20 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09740 テレビ 出発 21～25 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09741 テレビ 出発 26～30 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09742 テレビ 出発 31～35 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09743 テレビ 出発 36～40 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09744 テレビ 出発 41～45 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09745 テレビ 出発 46～50 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09746 テレビ 出発 51～55 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09747 テレビ 出発 58～61 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09748 テレビ 出発 61～65 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09749 テレビ 出発 66～70 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09750 テレビ 出発 67 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09751 テレビ 出発 74・75 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09752 テレビ 出発 71～75 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-13005 ラジオ 十方くれぐれ 1969/8/9 NHK-FM 岸宏子

N01-03149 ラジオ 主婦と原稿用紙 (?)/7/13 東京放送 堀江史朗

N01-07216 ラジオ 主婦日記 便利帳　ものしり手帳 1963/6/1～28 NHK

N01-02643 テレビ 守礼の人 1961/11/13 NHK 須藤出穂

N01-02235 テレビ 殉愛 前編 決定稿 1961/3/22 日本テレビ 椎名利夫、中村定郎

N01-02236 テレビ 殉愛 後編 第一稿 1961/3/29 日本テレビ 椎名利夫、中村定郎

N01-15235 テレビ 春寒 [1966/2/5] NHK 津田幸夫

N01-15592 テレビ 春寒 改訂稿 [1966/2/5] NHK 津田幸夫

N01-15717 テレビ 春寒 改訂稿 [1966/2/5] NHK 津田幸夫

N01-15719 テレビ 弥次喜多隠密道中 夫婦隠密（仮題） 18
[1971～

1972]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫

N01-15720 テレビ 弥次喜多隠密道中 18
[1971～

1972]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫

N01-15718 テレビ 弥次喜多隠密道中 決定稿 25
[1971～

1972]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫

N01-03043 テレビ 春琴抄 演出用コンテ (?)/10/7
フジテレビ
(JOCX-TV)

榎本滋民

N01-08474 テレビ 春琴抄 1961/5/28 TBS 衣笠貞之助、相良準

N01-10399 テレビ 春琴抄 1968/4/7 NHK 茂木草介

N01-10431 テレビ 春琴抄 1968/4/7 NHK 茂木草介

N01-10435 テレビ 春琴抄 1968/4/7 NHK 茂木草介
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N01-12337 テレビ 春風馬堤曲 1974/11/3 NHK 立原りゅう、山内久
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40443 ラジオ 春夜の月 1949/4/15 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-15807 ラジオ 巡礼 1968/8/31 NHK 三浦哲郎

N01-15808 ラジオ 巡礼 決定稿 1968/8/31 NHK 三浦哲郎

N01-24629 ラジオ 巡礼 1968/8/31 NHK 三浦哲郎

N01-08870 テレビ 女医 光と影と―脳腫瘍― 11 (?)/6/25
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-20934 テレビ ジョイントコンサート「西城秀樹＋？」 第二稿 (?) TBS 田村隆

N01-00021 テレビ 松花江の月 (?) 真船豊

N01-02752 テレビ 城ヶ島慕情 決定稿 (?)/8/21 日本テレビ 塚田茂

N01-22766 テレビ 小学校一年生・社会科
うちのひと・がっこうのひと ふ

ゆやすみにっき
決定稿 1976/1/10 NHK 小川乃倫子

N01-22823 テレビ 小学校理科1年 にわとりやうさぎのおやこ 決定稿 9 1972/5/29～6/3 小川乃倫子

N01-22824 テレビ 小学校理科1年 あさがお ―たねからたねへ― 決定稿 26 1972/9/25～30 藤公之介

N01-22825 テレビ 小学校理科1年 くだもののしる(1) 決定稿 30 1972/10/23～28 藤田三夫

N01-22826 テレビ 小学校理科1年 くだもののしる(2) 決定稿 31
1972/10/30～

11/4
小川乃倫子

N01-22827 テレビ 小学校理科1年 かげのうごき 決定稿 36 1972/12/4～9 加藤文治

N01-22828 テレビ 小学校理科1年 そとへでてみよう 決定稿 49 1973/3/19～24 小池タミ子

N01-21790 テレビ 正月特集　新春歌の大絵巻 1976/1/1 NHK 塚田茂、大倉徹也、吉仲賢三

N01-22759 テレビ 正月特集　百年の歌声 決定稿 1968/1/1 NHK 保富康午

N01-05537 ラジオ 正月特集番組　初姿千両絵巻 第一稿 1964/1/3 NHK 北村寿夫

N01-10715 テレビ 正月の客たち (?) NHK大阪 茂木草介

N01-11118 テレビ 城下町110番地 2 [1972/4/14] 毎日放送 結束信二

N01-11117 テレビ 城下町110番地 3 [1972/4/21] 毎日放送 結束信二

N01-11116 テレビ 城下町110番地 4 [1972/4/28] 毎日放送 結束信二

N01-11115 テレビ 城下町110番地 5 [1972/5/5] 毎日放送 池田一朗

N01-11114 テレビ 城下町110番地 準備稿 7 [1972/5/19] 毎日放送 布勢博一

N01-11122 テレビ 城下町110番地 決定稿 7 [1972/5/19] 毎日放送 布勢博一

N01-11121 テレビ 城下町110番地 8 [1972/6/2] 毎日放送 辻久一

N01-11120 テレビ 城下町110番地 10 (?) 毎日放送 布勢博一

N01-11119 テレビ 城下町110番地 12 (?) 毎日放送 池田一朗

N01-14999 テレビ 賞金稼ぎ 国境のローンウルフ 19 (?) NET 津田幸夫、平井雄三

N01-50686 テレビ 賞金稼ぎ ゴールドハンターを撃て 20 [1975/4/6] NET 大野靖子

N01-50687 テレビ 賞金稼ぎ ゴールドハンターを撃て 20 [1975/4/6] NET 大野靖子

N01-04756 テレビ 小公子 さよならアメリカ 2 [1960]/4/5 朝日放送 石浜恒夫

N01-04757 テレビ 小公子 さよならアメリカ 2 [1960]/4/5 朝日放送 石浜恒夫

N01-04758 テレビ 小公子 イギリスのおじいさま 3 [1960]/4/12 朝日放送 石浜恒夫

N01-04759 テレビ 小公子 にせものほんもの 7 [1960]/5/14 朝日放送 石浜恒夫

N01-04760 テレビ 小公子 あごの傷 9 [1960]/5/28 朝日放送 石浜恒夫



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04761 テレビ 小公子 幸せはどこに 最終回 [1960]/6/18 朝日放送 石浜恒夫

N01-14960 テレビ 城砦 前編 改訂稿 1965/2/6 NHK 津田幸夫、山田豊

N01-14971 テレビ 城砦 前編 第二稿 [1965/2/6] NHK 津田幸夫、山田豊

N01-15020 テレビ 城砦 後編 [1965/2/13] NHK 津田幸夫、山田豊

N01-15021 テレビ 城砦 後編 第二稿 1964/2/13 NHK 津田幸夫、山田豊

N01-15028 テレビ 城砦 前編 第一稿 [1965/2/6] NHK 津田幸夫、山田豊

N01-15236 テレビ 城砦 [1965/2/6] NHK 津田幸夫、山田豊

N01-15723 テレビ 城砦 前編 改訂稿 [1965/2/6] NHK 津田幸夫、山田豊

N01-15308 テレビ 城砦 1965/2/(?) NHK 津田幸夫、山田豊

N01-11406 テレビ 小市民 (?)/4/(?) フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-01891 テレビ 昇進 決定稿 102 1963/7/11 NET 津田幸夫

N01-10795 ラジオ 商船テナシテイ 1975/2/22
NHK第一放

送
福田善之

N01-10003 テレビ 少年（仮題） (?) 茂木草介

N01-08578 テレビ 少年オルフェ 1 1972/9/2 NHK 横田弘行

N01-23846 テレビ 少年オルフェ 1 1972/9/2 NHK 横田弘行

N01-23847 テレビ 少年オルフェ 打合稿 1 1972/9/2 NHK 横田弘行

N01-08582 テレビ 少年オルフェ 2 1972/9/9 NHK 横田弘行

N01-23845 テレビ 少年オルフェ 2 1972/9/9 NHK 横田弘行

N01-23852 テレビ 少年オルフェ 打合稿 2 1972/9/9 NHK 横田弘行

N01-08589 テレビ 少年オルフェ 3 1972/9/16 NHK 横田弘行

N01-23850 テレビ 少年オルフェ 打合稿 3 1972/9/16 NHK 横田弘行

N01-23851 テレビ 少年オルフェ 3 1972/9/16 NHK 横田弘行

N01-23849 テレビ 少年オルフェ 打合稿 4 1972/9/23 NHK 横田弘行

N01-23848 テレビ 少年オルフェ [4](終) 1972/9/23 NHK 横田弘行

N01-08593 テレビ 少年オルフェ 最終回 1972/9/23 NHK 横田弘行

N01-05111 テレビ 少年探偵団 地獄の仮面 ④ 122 1963/2/28 フジテレビ 内田弘三
デジタル
化（館
内）

N01-01728 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 1 140 1963/7/4 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01729 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 1 140 1963/7/4 フジテレビ 横田弘行

N01-01730 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 1 140 1963/7/4 フジテレビ 横田弘行

N01-01731 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 2 141 1963/7/11 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01732 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 2 141 1963/7/11 フジテレビ 横田弘行

N01-01733 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 3 142 1963/7/18 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01734 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 3 142 1963/7/18 フジテレビ 横田弘行

N01-01735 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 3 142 1963/7/18 フジテレビ 横田弘行

N01-01736 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 4 143 1963/7/25 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01737 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 4 改訂稿 143 1963/7/25 フジテレビ 横田弘行

N01-01738 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 4 143 1963/7/25 フジテレビ 横田弘行
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N01-01739 テレビ 少年探偵団 青銅の魔人 4 143 1963/7/25 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01740 テレビ 少年探偵団 少年探偵団 2 150 1963/9/12 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01741 テレビ 少年探偵団 少年探偵団 2 150 1963/9/12 フジテレビ 横田弘行

N01-01742 テレビ 少年探偵団 少年探偵団 3 151 1963/9/19 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01743 テレビ 少年探偵団 少年探偵団 152(終) 1963/9/26 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-05097 テレビ 少年探偵団 152(終) 1963/9/26 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-11729 テレビ 少年探偵団 笑う影法師(1)/緑色の怪人(2) 1・2
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 長坂秀佳

デジタル
化（館
内）

N01-11730 テレビ 少年探偵団
BD7　危機一髪！①(9)/BD7

危機一髪！②(10)
9・10

[1975～
1976]/(?)/(?)

日本テレビ 上原正三
デジタル
化（館
内）

N01-11731 テレビ 少年探偵団 地獄のエクソシスト 11
[1975～

1976]/(?)/(?)
日本テレビ 長坂秀佳

デジタル
化（館
内）

N01-05124 テレビ 少年発明王 陰謀の挑戦 11 [1961/5/1] フジテレビ 阿部桂一、加藤有芳、前川浩一

M060 N01-41306 ラジオ 少年放浪記 都会編 139～142 1954/11/1～4 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41307 ラジオ 少年放浪記 都会編 146～148 1954/11/10～12 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41308 ラジオ 少年放浪記 都会編 152～154 1954/11/18～22 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41309 ラジオ 少年放浪記 都会編 155～157 1954/11/23～25 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41310 ラジオ 少年放浪記 都会編 158～160 1954/11/26～30 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41311 ラジオ 少年放浪記 都会編 161～163 1954/12/1～3 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41312 ラジオ 少年放浪記 都会編 164～166 1954/12/6～8 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41313 ラジオ 少年放浪記 都会編 167～168 1954/12/9～10 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41314 ラジオ 少年放浪記 都会編 170～172 1954/12/14～16 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41315 ラジオ 少年放浪記 都会編 173～174 1954/12/17、20 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41316 ラジオ 少年放浪記 都会編 175～177 1954/12/21～23 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41317 ラジオ 少年放浪記 都会編 178～180 1954/12/24～28 ラジオ東京 中江良夫

M060 N01-41318 ラジオ 少年放浪記 都会編 181～182 1954/12/29～30 ラジオ東京 中江良夫

N01-08103 テレビ 勝敗 決定稿 145 [1960]/10/28 KRT(TBS) 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-01000 テレビ 勝負師 前編 決定稿 1962/9/7 TBS 小幡欣治

M057 N01-41262 テレビ 消防芸者 決定稿 [1958]/11/28 RKB毎日 猪俣勝人
デジタル
化（館
内）

N01-10787 ラジオ 昭和二十年八月の蒼い空 1978/8/12 NHK 山田正弘
デジタル
化（館
内）

N01-10788 ラジオ 昭和二十年八月の青い空 (?)

N01-20660 テレビ
昭和50年度NHK全国学校音楽コンクール

最優秀校演奏会
決定稿 1975/11/3 NHK 保富康午

N01-23326 資料 昭和56年度新番組提案企画書
日本縦断クイズトラベル/スタ
ジオドキュメントわれら人間

1980/10/20 TBS

N01-21962 テレビ 昭和歌謡大全集 1 1978/11/26 NHK 保富康午

N01-21960 テレビ 昭和歌謡大全集 2 1978/12/10 NHK 保富康午

N01-21961 テレビ 昭和歌謡大全集 2 1978/12/10 NHK 保富康午

N01-21959 テレビ 昭和歌謡大全集 3 1978/12/17 NHK 保富康午

N01-21957 テレビ 昭和歌謡大全集 4・5 1979/1/7、14 NHK 保富康午

N01-21958 テレビ 昭和歌謡大全集 4・5 1979/1/7、14 NHK 保富康午

N01-21956 テレビ 昭和歌謡大全集 14 1979/3/25 NHK 保富康午
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N01-21955 テレビ 昭和歌謡大全集 17 1979/4/15 NHK 保富康午

N01-21963 テレビ 昭和歌謡大全集 18 1979/4/22 NHK 保富康午

N01-21964 テレビ 昭和歌謡大全集 19 1979/4/29 NHK 保富康午

N01-21950 テレビ 昭和歌謡大全集 古関裕而① 25 1979/8/5 NHK 保富康午

N01-21949 テレビ 昭和歌謡大全集 古関裕而② 26 1979/8/12 NHK 保富康午

N01-21948 テレビ 昭和歌謡大全集 渡久地政信② 1980/2/24 NHK 保富康午

N01-21951 テレビ 昭和歌謡大全集 山口俊郎 1980/12/28 NHK 保富康午

N01-21952 テレビ 昭和歌謡大全集 織井茂子 1980/10/26 NHK 東龍男

N01-21953 テレビ 昭和歌謡大全集 渡久地政信③ 1980/3/2 NHK 保富康午

N01-21954 テレビ 昭和歌謡大全集 渡久地政信① 1980/2/17 NHK 保富康午

N01-51245 テレビ 昭和歌謡大全集 松坂直美② 1982/9/26 NHK 保富康午

N01-17776 ラジオ 昭和基地　南極に挑む男たちの記録 1～6 (?)/3/7～12 佐々木守

N01-03220 テレビ 昭和元禄三十九年（仮題） 改訂稿 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-51137 ラジオ 昭和二十年八月の青い空　F (?)

N01-17058 ラジオ 死よおごるなかれ 1968/9/28 NHK-FM 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-05409 ラジオ ジョージ、元気で！ 6 1960/4/9 NHK 乾信一郎

N01-11298 テレビ 職場 灰色の舗道 18 (?)/11/14
東京12チャ

ンネル
寺沢正

N01-04224 ラジオ 女系家族 19 1963/6/24
大阪中央放

送局
茂木草介

N01-11184 テレビ 女系家族 決定稿 1 (?) フジテレビ 山田信夫

N01-11185 テレビ 女系家族 決定稿 3 (?)/9/11 フジテレビ 山田信夫

N01-11218 テレビ 女系家族 決定稿 4 (?)/9/4 フジテレビ 山田信夫

N01-11186 テレビ 女系家族 決定稿 5(終) (?)/9/25 フジテレビ 山田信夫

N01-20436 テレビ 初春はひばりとともに！ 第一稿 1972/1/7 テレビ東京 保富康午

N01-00411 ラジオ 女性教養講座 (?)/3/27 内村直也

N01-23128 テレビ 女性専科
愛すること(5)　古い愛と新しい

愛
189 (?)/1/18 朝日放送 石浜恒夫

N01-23129 テレビ 女性専科
愛が終わるとき(2)　恋かダイ

ヤか
1379 1967/6/27 朝日放送

N01-15274 テレビ 女性内閣誕生！ 改訂稿 (?)/7/7 TBS 津田幸夫

N01-15275 テレビ 女性内閣誕生！ 改訂稿 (?)/7/7 TBS 津田幸夫

N01-01063 テレビ 女性はツイてる 決定稿 1 1959/4/14 KRT 梅田晴夫

N01-01064 テレビ 女性はツイてる 決定稿 2 1959/4/21 KRT 梅田晴夫

N01-01065 テレビ 女性はツイてる 決定稿 3 1959/4/28 KRT 梅田晴夫

N01-01066 テレビ 女性はツイてる 決定稿 4 1959/5/5 KRT 梅田晴夫

N01-01067 テレビ 女性はツイてる 決定稿 5 1959/5/12 KRT 梅田晴夫

N01-01068 テレビ 女性はツイてる 決定稿 6 1959/5/19 KRT 梅田晴夫

N01-01069 テレビ 女性はツイてる 決定稿 7 1959/5/26 KRT 梅田晴夫

N01-01070 テレビ 女性はツイてる 決定稿 8 1959/6/2 KRT 梅田晴夫

N01-01071 テレビ 女性はツイてる 決定稿 9 1959/6/9 KRT 梅田晴夫
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N01-01072 テレビ 女性はツイてる 決定稿 10 1959/6/16 KRT 梅田晴夫

N01-01073 テレビ 女性はツイてる 決定稿 11 1959/6/23 KRT 梅田晴夫

N01-01074 テレビ 女性はツイてる 決定稿 12 1959/6/30 KRT 梅田晴夫

N01-01075 テレビ 女性はツイてる 決定稿 13 1959/7/7 KRT 梅田晴夫

N01-00024 ラジオ ジョセフ爺や 1961/(?)/(?)

N01-09004 資料 女中の縁談 3 (?) 田村孟、佐々木守

N01-10512 テレビ 女徳(仮題) 1 (?) 毎日放送 茂木草介

N01-10513 テレビ 女徳(仮題) 2 (?) 毎日放送 茂木草介

平生原
稿001

N01-45247 テレビ 女徳 2 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-10514 テレビ 女徳(仮題) 3 (?) 毎日放送 茂木草介

平生原
稿001

N01-45248 テレビ 女徳 3 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-10515 テレビ 女徳(仮題) 4 (?) 毎日放送 茂木草介

N01-10516 テレビ 女徳(仮題) 5 (?) 毎日放送 茂木草介

N01-10517 テレビ 女徳(仮題) 6 (?) 毎日放送 茂木草介

平生原
稿001

N01-45249 テレビ 女徳 6 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-10518 テレビ 女徳(仮題) 最終回 (?) 毎日放送 茂木草介

平生原
稿001

N01-45250 テレビ 女徳 (終) (?)
デジタル
化（館
内）

N01-04540 テレビ 女優物語 第2部 情炎の都 (?)/12/14 菊田一夫
デジタル
化（館
内）

N01-04542 テレビ 女優物語 第1部 山から来た女 (?) KRT(TBS) 菊田一夫

平020 N01-45153 ラジオ ジョン・ガブリエル・ボルクマン 1952/11/2 NHK 水沢草田夫
デジタル
化（一般
公開）

N01-05499 ラジオ 白雲先生 1962/4/29 NHK 原田重久

N01-15854 ラジオ シラコバトの群 1971/6/13 NHK-FM 山田隆之

M002 N01-40042 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(3) 1956/10/21 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40043 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(4) 1956/10/28 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40044 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(5) 1956/11/4 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40045 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(6) 1956/11/11 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40046 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(7) 1956/11/18 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40047 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(8) 8 1956/11/25 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40039 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 義歯殺人事件(1) 9 1956/12/2 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40048 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 人形の胸には(最終回) 9 1956/12/2 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40040 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 義歯殺人事件(2) 10 1956/12/9 ラジオ東京 佐谷和夫

M002 N01-40041 ラジオ 白鳥夫妻の冒険 義歯殺人事件(3) 11 1956/12/16 ラジオ東京 佐谷和夫

N01-10302 テレビ 不知火の小太郎 天草の謎 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-23844 資料 不知火の小太郎 天草の謎
1971/4/10～

12/[25]
NHK 横田弘行

N01-08619 テレビ 不知火の小太郎 初稿 1 (?) NHK 横田弘行

N01-08620 テレビ 不知火の小太郎
準備稿、試作台

本
1 (?) NHK 横田弘行

N01-08621 テレビ 不知火の小太郎 1 1971/2/13 NHK 横田弘行
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N01-10303 テレビ 不知火の小太郎 試作台本 1 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-10304 テレビ 不知火の小太郎
準備稿、試作台

本
1 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-10305 テレビ 不知火の小太郎
準備稿、試作台

本
1 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-10306 テレビ 不知火の小太郎 1 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-10307 テレビ 不知火の小太郎 1 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-16759 テレビ 不知火の小太郎（仮題） 準備稿 1 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-23704 テレビ 不知火の小太郎 初稿 1 (?) NHK 横田弘行

N01-23705 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 1 (?) NHK 横田弘行

N01-23706 テレビ 不知火の小太郎 1 (?) NHK 横田弘行

N01-23707 テレビ 不知火の小太郎 試作 1 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08637 テレビ 不知火の小太郎 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-08638 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-08639 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-10308 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-10309 テレビ 不知火の小太郎 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-10310 テレビ 不知火の小太郎 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-16760 テレビ 不知火の小太郎 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-16761 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 2 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-23708 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 2 [1971/4/17] NHK 横田弘行

N01-23709 テレビ 不知火の小太郎 2 1971/4/17 NHK 横田弘行

N01-16758 テレビ [不知火の小太郎] 2 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08640 テレビ 不知火の小太郎 2～4 (?) NHK 横田弘行

N01-16762 テレビ 不知火の小太郎 2～4 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08641 テレビ 不知火の小太郎 3 1971/4/24 NHK 横田弘行

N01-08642 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 3 1971/4/24 NHK 横田弘行

N01-10311 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 3 [1971/4/24] NHK 横田弘行

N01-10312 テレビ 不知火の小太郎 3 1971/4/24 NHK 横田弘行

N01-23710 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 3 [1971/4/24] NHK 横田弘行

N01-23711 テレビ 不知火の小太郎 3 1971/4/24 NHK 横田弘行

N01-16755 テレビ [不知火の小太郎] 3 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-10313 テレビ 不知火の小太郎 4 1971/5/1 NHK 横田弘行

N01-10314 テレビ 不知火の小太郎 4 1971/5/1 NHK 横田弘行

N01-10315 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 4 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-23712 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 4 1971/[5/1] NHK 横田弘行

N01-23713 テレビ 不知火の小太郎 4 1971/5/1 NHK 横田弘行

N01-08806 テレビ 不知火の小太郎 5 1971/5/8 NHK 横田弘行

N01-10316 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 5 [1971/5/8] NHK 横田弘行



「し」
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N01-23714 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 5 [1971/5/8] NHK 横田弘行

N01-23715 テレビ 不知火の小太郎 5 1971/5/8 NHK 横田弘行

N01-16539 テレビ [不知火の小太郎] [5] (?) NHK

N01-03722 テレビ 不知火の小太郎 6 1971/5/15 NHK 横田弘行

N01-10317 テレビ 不知火の小太郎 6 1971/5/15 NHK 横田弘行

N01-15892 テレビ 不知火の小太郎 6 1971/5/15 NHK 横田弘行

N01-23716 テレビ 不知火の小太郎 6 1971/5/15 NHK 横田弘行

N01-03719 テレビ 不知火の小太郎 7 1971/5/22 NHK 横田弘行

N01-10318 テレビ 不知火の小太郎 7 1971/5/22 NHK 横田弘行

N01-23717 テレビ 不知火の小太郎 7 1971/5/22 NHK 横田弘行

N01-15894 テレビ [不知火の小太郎] 7 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08807 テレビ 不知火の小太郎 8 1971/5/29 NHK 横田弘行

N01-10319 テレビ 不知火の小太郎 8 1971/5/29 NHK 横田弘行

N01-23718 テレビ 不知火の小太郎 8 1971/5/29 NHK 横田弘行

N01-15895 テレビ [不知火の小太郎] 8 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08808 テレビ 不知火の小太郎 9 1971/6/5 NHK 横田弘行

N01-08809 テレビ 不知火の小太郎 9 1971/6/5 NHK 横田弘行

N01-10320 テレビ 不知火の小太郎 9 1971/6/5 NHK 横田弘行

N01-10354 テレビ 不知火の小太郎 9 (?) NHK

N01-15891 テレビ 不知火の小太郎 9 1971/6/5 NHK 横田弘行

N01-23719 テレビ 不知火の小太郎 9 1971/6/5 NHK 横田弘行

N01-10321 テレビ 不知火の小太郎 10 1971/6/12 NHK 横田弘行

N01-23720 テレビ 不知火の小太郎 10 1971/6/12 NHK 横田弘行

N01-16756 テレビ [不知火の小太郎] 10 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08643 テレビ 不知火の小太郎 11 1971/6/19 NHK 横田弘行

N01-08644 テレビ 不知火の小太郎 11 1971/6/19 NHK 横田弘行

N01-08645 テレビ 不知火の小太郎 11 1971/6/19 NHK 横田弘行

N01-08810 テレビ 不知火の小太郎 追加版 11 1971/6/19 NHK 横田弘行

N01-10322 テレビ 不知火の小太郎 追加版 11 1971/6/19 NHK 横田弘行

N01-15893 テレビ 不知火の小太郎 追加版 11 1971/6/19 NHK

N01-23721 テレビ 不知火の小太郎 11 1971/6/19 NHK 横田弘行

N01-15897 テレビ [不知火の小太郎] 11 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08646 テレビ 不知火の小太郎 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-08647 テレビ 不知火の小太郎 改訂稿 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-08648 テレビ 不知火の小太郎 改訂稿 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-08649 テレビ 不知火の小太郎 改訂稿 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-10343 テレビ 不知火の小太郎 12 1971/6/26 NHK 横田弘行
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N01-10353 テレビ 不知火の小太郎 追加版 12 (?) NHK 横田弘行

N01-16543 テレビ 不知火の小太郎 改訂稿 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-23722 テレビ 不知火の小太郎 改訂稿 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-23723 テレビ 不知火の小太郎 12 1971/6/26 NHK 横田弘行

N01-15896 テレビ [不知火の小太郎] 12 1971/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08650 テレビ 不知火の小太郎 13 1971/7/3 NHK 横田弘行

N01-08651 テレビ 不知火の小太郎 13 1971/7/3 NHK 横田弘行

N01-23724 テレビ 不知火の小太郎 13 1971/7/3 NHK 横田弘行

N01-16757 テレビ [不知火の小太郎] 13 [1971]/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-08652 テレビ 不知火の小太郎 14 1971/7/10 NHK 横田弘行

N01-10323 テレビ 不知火の小太郎 14 1971/7/10 NHK 横田弘行

N01-16542 テレビ 不知火の小太郎 14 1971/7/10 NHK 横田弘行

N01-23725 テレビ 不知火の小太郎 14 1971/7/10 NHK 横田弘行

N01-08653 テレビ 不知火の小太郎 15 1971/7/17 NHK 横田弘行

N01-10324 テレビ 不知火の小太郎 15 1971/7/17 NHK 横田弘行

N01-10325 テレビ 不知火の小太郎 15 1971/7/17 NHK 横田弘行

N01-23726 テレビ 不知火の小太郎 15 1971/7/17 NHK 横田弘行

N01-08654 テレビ 不知火の小太郎 16 1971/7/24 NHK 横田弘行

N01-10326 テレビ 不知火の小太郎 16 1971/7/24 NHK 横田弘行

N01-23727 テレビ 不知火の小太郎 16 1971/7/24 NHK 横田弘行

N01-08655 テレビ 不知火の小太郎 17 1971/8/21 NHK 横田弘行

N01-10327 テレビ 不知火の小太郎 17 1971/8/21 NHK 横田弘行

N01-10328 テレビ 不知火の小太郎 17 1971/8/21 NHK 横田弘行

N01-16763 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 17 1971/8/21 NHK

N01-23728 テレビ 不知火の小太郎 17 1971/8/21 NHK 横田弘行

N01-08656 テレビ 不知火の小太郎 18 1971/8/28 NHK 横田弘行

N01-08657 テレビ 不知火の小太郎 18 1971/8/28 NHK 横田弘行

N01-08658 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 18 1971/8/29 NHK 横田弘行

N01-10329 テレビ 不知火の小太郎 18 1971/8/28 NHK 横田弘行

N01-10330 テレビ 不知火の小太郎 18 1971/8/28 NHK 横田弘行

N01-16764 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 18 1971/8/29 NHK

N01-23729 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 18 1971/8/[28] NHK 横田弘行

N01-23730 テレビ 不知火の小太郎 18 1971/8/28 NHK 横田弘行

N01-08659 テレビ 不知火の小太郎 19 1971/9/4 NHK 横田弘行

N01-10331 テレビ 不知火の小太郎 19 1971/9/4 NHK 横田弘行

N01-10332 テレビ 不知火の小太郎 19 1971/9/4 NHK 横田弘行

N01-16765 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 19 1971/9/4 NHK
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N01-16766 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 19 1971/9/4 NHK

N01-23731 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 19 1971/9/4 NHK 横田弘行

N01-23732 テレビ 不知火の小太郎 19 1971/9/4 NHK 横田弘行

N01-08660 テレビ 不知火の小太郎 20 1971/9/11 NHK 横田弘行

N01-08661 テレビ 不知火の小太郎 20 1971/9/11 NHK 横田弘行

N01-08662 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 20 1971/9/11 NHK 横田弘行

N01-10333 テレビ 不知火の小太郎 20 1971/9/11 NHK 横田弘行

N01-23733 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 20 1971/9/11 NHK 横田弘行

N01-23734 テレビ 不知火の小太郎 20 1971/9/11 NHK 横田弘行

N01-08663 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-08664 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-08665 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-08666 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-08667 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-08668 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-10334 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-23735 テレビ 不知火の小太郎 21 1971/9/18 NHK 横田弘行

N01-08669 テレビ 不知火の小太郎 22 1971/9/25 NHK 横田弘行

N01-08670 テレビ 不知火の小太郎 22 1971/9/25 NHK 横田弘行

N01-08671 テレビ 不知火の小太郎 22 1971/9/25 NHK 横田弘行

N01-10335 テレビ 不知火の小太郎 22 1971/9/25 NHK 横田弘行

N01-23736 テレビ 不知火の小太郎 22 1971/9/25 NHK 横田弘行

N01-08672 テレビ 不知火の小太郎 23 1971/10/2 NHK 横田弘行

N01-10336 テレビ 不知火の小太郎 23 1971/10/2 NHK 横田弘行

N01-10349 テレビ 不知火の小太郎 補足台本 23 1971/10/2 NHK 横田弘行

N01-23737 テレビ 不知火の小太郎 23 1971/10/2 NHK 横田弘行

N01-23738 テレビ 不知火の小太郎 24 1971/10/9 NHK 横田弘行

N01-08673 テレビ 不知火の小太郎 25 1971/10/16 NHK 横田弘行

N01-08674 テレビ 不知火の小太郎 25 1971/10/16 NHK 横田弘行

N01-10351 テレビ 不知火の小太郎 25 1971/10/16 NHK 横田弘行

N01-23739 テレビ 不知火の小太郎 25 1971/10/16 NHK 横田弘行

N01-08675 テレビ 不知火の小太郎 26 1971/10/23 NHK 横田弘行

N01-08676 テレビ 不知火の小太郎 26 1971/10/23 NHK 横田弘行

N01-08677 テレビ 不知火の小太郎 26 1971/10/23 NHK 横田弘行

N01-10337 テレビ 不知火の小太郎 26 1971/10/23 NHK 横田弘行

N01-10348 テレビ 不知火の小太郎 26 1971/10/23 NHK 横田弘行

N01-23740 テレビ 不知火の小太郎 26 1971/10/23 NHK 横田弘行
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N01-10338 テレビ 不知火の小太郎 27 1971/10/30 NHK 横田弘行

N01-10345 テレビ 不知火の小太郎 27 1971/10/30 NHK 横田弘行

N01-10347 テレビ 不知火の小太郎 27 1971/10/30 NHK 横田弘行

N01-23741 テレビ 不知火の小太郎 27 1971/10/30 NHK 横田弘行

N01-08678 テレビ 不知火の小太郎 28 1971/11/6 NHK 横田弘行

N01-10339 テレビ 不知火の小太郎 28 1971/11/6 NHK 横田弘行

N01-10346 テレビ 不知火の小太郎 28 1971/11/6 NHK 横田弘行

N01-23742 テレビ 不知火の小太郎 28 1971/11/6 NHK 横田弘行

N01-08679 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-10340 テレビ 不知火の小太郎 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-10344 テレビ 不知火の小太郎 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-10352 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-10355 テレビ 不知火の小太郎 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-23743 テレビ 不知火の小太郎 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-23813 テレビ 不知火の小太郎 打合稿 29 1971/11/13 NHK 横田弘行

N01-08680 テレビ 不知火の小太郎 30 1971/11/20 NHK 横田弘行

N01-10350 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 30 1971/11/20 NHK 横田弘行

N01-16238 テレビ 不知火の小太郎 30 1971/11/20 NHK 横田弘行

N01-23744 テレビ 不知火の小太郎 30 1971/11/20 NHK 横田弘行

N01-23811 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 30 1971/11/20 NHK 横田弘行

N01-08681 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 31 1971/11/27 NHK 横田弘行

N01-08682 テレビ 不知火の小太郎 31 1971/11/27 NHK 横田弘行

N01-10342 テレビ 不知火の小太郎 31 1971/11/27 NHK 横田弘行

N01-23745 テレビ 不知火の小太郎 31 1971/11/27 NHK 横田弘行

N01-23810 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 31 1971/11/27 NHK 横田弘行

N01-08683 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 32 1971/12/4 NHK 横田弘行

N01-10341 テレビ 不知火の小太郎 32 1971/12/4 NHK 横田弘行

N01-16237 テレビ 不知火の小太郎 32 1971/12/4 NHK 横田弘行

N01-23746 テレビ 不知火の小太郎 32 1971/12/4 NHK 横田弘行

N01-23812 テレビ 不知火の小太郎 準備稿 32 1971/12/4 NHK 横田弘行

N01-08684 テレビ 不知火の小太郎 33 1971/12/18 NHK 横田弘行

N01-23747 テレビ 不知火の小太郎 33 1971/12/18 NHK 横田弘行

N01-23748 テレビ 不知火の小太郎 最終回 1971/12/25 NHK 横田弘行

N01-08685 テレビ 不知火の小太郎 最終回 1971/12/25 NHK 横田弘行

N01-05215 テレビ [白野弁十郎] (?)

N01-05999 テレビ しらべに寄せて 打合稿 1960/3/17 NHK 保富康午

N01-06000 テレビ しらべに寄せて ピーターと狼 第一稿 1960/1/28 NHK
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N01-07128 テレビ しらべに寄せて おとぎのメロディー 1959/6/18 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07129 テレビ しらべに寄せて 無言歌 1959/6/25 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07130 テレビ しらべに寄せて 音楽おもちゃ箱 1959/7/16 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07131 テレビ しらべに寄せて 月の光に 1959/9/17 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07135 テレビ しらべに寄せて 愉快な音楽会 1959/1/22 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07136 テレビ しらべに寄せて 愛のしらべ 1959/5/14 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07137 テレビ しらべに寄せて
おじいさんのおじいさんのおじ

いさんの…ころの音楽
1959/10/8 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06913 テレビ しらべに寄せて　ピーターと狼 1960/1/28 NHK 保富康午

N01-00735 資料
資料・グラフNHK　不知火の小太郎（写真

はがき、写真）
(?)

N01-09753 テレビ シルバー仮面（仮題） 絵具のような宇宙人 2 [1971/12/5] TBS 佐々木守

N01-10229 テレビ シルバー仮面 11～13 (?) TBS 佐々木守、上原正三

N01-51069 テレビ シルバー仮面(仮題) グニャリと溶ける宇宙人 1 [1971/11/28] TBS 佐々木守

N01-51070 テレビ シルバー仮面(仮題) グニャリと溶ける宇宙人 1 [1971/11/28] TBS 佐々木守

N01-11724 テレビ 白い恐怖 決定稿 1～5 (?) フジテレビ 白山進

N01-11725 テレビ 白い恐怖 決定稿 11～15 (?) フジテレビ 白山進

N01-11303 テレビ 白い巨塔 20 1978/10/14 フジテレビ 鈴木尚之
デジタル
化（館
内）

N01-11888 テレビ 白い巨塔 20 [1978/10/14] フジテレビ 鈴木尚之

平生原
稿003

N01-45260 テレビ 白い桟橋
1957～

1958/(?)/(?)
日本テレビ 内村直也

デジタル
化（館
内）

M049 N01-41071 テレビ 白い桟橋 東から西へ 1 1957/10/5 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41081 テレビ 白い桟橋 1 1957/10/5 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41082 テレビ 白い桟橋 東から西へ 第一稿 1 1957/10/5 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41080 テレビ 白い桟橋 書き終らない手紙 第一稿 2 1957/10/12 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41087 テレビ 白い桟橋 書き終らない手紙 2 1957/10/12 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41085 テレビ 白い桟橋 ラヴ・ミイ・テンダア 3 1957/10/19 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41054 テレビ 白い桟橋 電報 第一稿 4 1957/10/26 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41086 テレビ 白い桟橋 電報 第二稿 4 1957/10/26 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41045 テレビ 白い桟橋 赤い電話 第二稿 5 1957/11/2 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41073 テレビ 白い桟橋 赤い電話 第一稿 5 1957/11/2 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41044 テレビ 白い桟橋 約束 第二稿 6 1957/11/9 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41077 テレビ 白い桟橋 約束 第一稿 6 1957/11/9 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41107 テレビ 白い桟橋 二枚の切符 第一稿 7 1957/11/16 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41055 テレビ 白い桟橋 終着駅 第二稿 8 1957/11/23 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41078 テレビ 白い桟橋 終着駅 第一稿 8 1957/11/23 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41079 テレビ 白い桟橋 終着駅 第二稿 8 1957/11/23 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41069 テレビ 白い桟橋 東京見物 第一稿 9 1957/11/30 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41075 テレビ 白い桟橋 東京見物 第二稿 9 1957/11/30 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41068 テレビ 白い桟橋 女ふたり 第二稿 10 1957/12/7 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）
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M049 N01-41074 テレビ 白い桟橋 女ふたり 第一稿 10 1957/12/7 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41063 テレビ 白い桟橋 新しい道 11 1957/12/14 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41047 テレビ 白い桟橋 彼女の父親 第一稿 12 1957/12/21 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41062 テレビ 白い桟橋 彼女の父親 第二稿 12 1957/12/21 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41076 テレビ 白い桟橋 彼女の父親 第二稿 12 1957/12/21 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41046 テレビ 白い桟橋 仮装舞踏会 第二稿 13 1957/12/28 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41064 テレビ 白い桟橋 仮装舞踏会 第一稿 13 1957/12/28 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41072 テレビ 白い桟橋 仮装舞踏会 第二稿 13 1957/12/28 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41065 テレビ 白い桟橋 寮の正月 14 1958/1/4 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41042 テレビ 白い桟橋 贈物 15 1958/1/11 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41052 テレビ 白い桟橋 朝と夕べの時間 第一稿 15 1958/1/11 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41053 テレビ 白い桟橋 朝と夕べの時間 決定稿 15 1958/1/11 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41101 テレビ 白い桟橋 朝と夕べの時間 決定稿 15 1958/1/11 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41098 テレビ 白い桟橋 一日だけの滞在 第一稿 16 1958/1/18 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41049 テレビ 白い桟橋 寮の日曜日 第二稿 17 1958/1/25 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41051 テレビ 白い桟橋 寮の日曜日 第一稿 17 1958/1/25 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41106 テレビ 白い桟橋 寮の日曜日 第二稿 17 1958/1/25 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41048 テレビ 白い桟橋 港をあるく 第二稿 18 1958/2/1 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41050 テレビ 白い桟橋 港をあるく 第一稿 18 1958/2/1 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41105 テレビ 白い桟橋 港をあるく 第二稿 18 1958/2/1 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41091 テレビ 白い桟橋 父と娘 第二稿 19 1958/2/8 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41092 テレビ 白い桟橋 父と娘 第二稿 19 1958/2/8 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41093 テレビ 白い桟橋 父と娘 第一稿 19 1958/2/8 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41104 テレビ 白い桟橋 父と娘 第二稿 19 1958/2/8 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41056 テレビ 白い桟橋 貸した部屋 第一稿 20 1958/2/15 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41057 テレビ 白い桟橋 最初の仕事 第二稿 21 1958/2/22 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41089 テレビ 白い桟橋 最初の仕事 21 1958/2/22 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41097 テレビ 白い桟橋 最初の仕事 第二稿 21 1958/2/22 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41058 テレビ 白い桟橋 旅愁 第一稿 22 1958/3/1 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41043 テレビ 白い桟橋 求婚 決定稿 23 1958/3/8 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41090 テレビ 白い桟橋 求婚 決定稿 23 1958/3/8 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41095 テレビ 白い桟橋 求婚 第一稿 23 1958/3/8 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41060 テレビ 白い桟橋 告白 第一稿 24 1958/3/15 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M049 N01-41084 テレビ 白い桟橋 妙な愛しかた 第一稿 25 1958/3/22 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41096 テレビ 白い桟橋 妙な愛しかた 決定稿 25 1958/3/22 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41100 テレビ 白い桟橋 妙な愛しかた 決定稿 25 1958/3/22 日本テレビ 内村直也

M050 N01-41094 テレビ 白い桟橋 納屋橋河畔 第一稿 26 1958/3/29 日本テレビ 内村直也



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M050 N01-41099 テレビ 白い桟橋 納屋橋河畔 決定稿 26 1958/3/29
CBC（日本テ

レビ）
内村直也

デジタル
化（館
内）

M048 N01-41059 テレビ 白い桟橋 桜咲く 決定稿 27 1958/4/5 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41103 テレビ 白い桟橋 桜咲く 第一稿 27 1958/4/5 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41083 テレビ 白い桟橋 魚の顔 第一稿 28 1958/4/12 日本テレビ 内村直也

M049 N01-41088 テレビ 白い桟橋 魚の顔 決定稿 28 1958/4/12 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M050 N01-41102 テレビ 白い桟橋 魚の顔 決定稿 28 1958/4/12 日本テレビ 内村直也

M048 N01-41070 テレビ 白い桟橋 大阪の風 第一稿 29 1958/4/19 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41067 テレビ 白い桟橋 友情と愛情 決定稿 30 1958/4/26 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41066 テレビ 白い桟橋 女の幸福 決定稿 31 1958/5/3 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M048 N01-41061 テレビ 白い桟橋 解決のない人生 決定稿 32 1958/5/10 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M029 N01-40678 ラジオ 白い壷 1957/3/10 ラジオ南海 小田武雄
デジタル
化（館
内）

N01-09506 テレビ 白い峠 1～4
1977/10/31～

11/3
NHK 佐々木守

N01-09507 テレビ 白い峠 5～8 1977/11/7～10 NHK 佐々木守

N01-09488 テレビ 白い峠 9～12 1977/11/14～17 NHK 佐々木守

N01-09487 テレビ 白い峠 13～16 1977/11/21～24 NHK 佐々木守

N01-09479 テレビ 白い峠 17～20(終)
1977/11/28～

12/1
NHK 佐々木守

N01-05383 ラジオ 白い長い道 1963/5/28 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

N01-05272 テレビ 白い橋 1 [1964/11/5] NET 池田雄一
デジタル
化（館
内）

N01-05273 テレビ 白い橋 2 [1964/11/12] NET 池田雄一

N01-05274 テレビ 白い橋 3 1964/11/19 NET 池田雄一
デジタル
化（館
内）

N01-05275 テレビ 白い橋 4 1964/11/26 NET 池田雄一
デジタル
化（館
内）

N01-05276 テレビ 白い橋 5 1964/12/3 NET 池田雄一
デジタル
化（館
内）

N01-05277 テレビ 白い橋 6 1964/12/10 NET 池田雄一
デジタル
化（館
内）

N01-05278 テレビ 白い橋 7 1964/12/17 NET 池田雄一
デジタル
化（館
内）

N01-05279 テレビ 白い橋 8 1964/12/24 NET 池田雄一

N01-05280 テレビ 白い橋 9 1964/12/31 NET 池田雄一

N01-05281 テレビ 白い橋 11 1965/1/21 NET 池田雄一

N01-05282 テレビ 白い橋 12 1965/1/28 NET 池田雄一

N01-05283 テレビ 白い橋 13 1965/2/4 NET 池田雄一

N01-13832 テレビ 白い花匂う スタッフ稿 958 1975/4/13 TBS 服部佳

N01-09895 テレビ 白い波紋 過去ある青春 1 [1977]/4/15 TBS 佐々木守

N01-09894 テレビ 白い波紋 悲しき記憶 2 [1977]/4/22 TBS 佐々木守

N01-09893 テレビ 白い波紋 かあさんの白い指 3 [1977]/4/29 TBS 佐々木守

N01-09892 テレビ 白い波紋 さよなら、お父さん 4 [1977]/5/6 TBS 佐々木守

N01-09891 テレビ 白い波紋 夕風は哀しみ色に…… 9 [1977]/6/17 TBS 佐々木守

N01-09890 テレビ 白い波紋
いま重い十字架が……（仮

題）
10 [1977]/6/24 TBS 佐々木守

N01-09889 テレビ 白い波紋 愛・この小さな命（仮題） 14 [1977]/7/22 TBS 佐々木守
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N01-09888 テレビ 白い波紋 夏、それは残酷な季節（仮題） 15 [1977]/8/5 TBS 佐々木守

N01-04870-02 テレビ 白い薔薇 2 1958/9/5 YTV 藤沢桓夫

N01-24443 テレビ 白い秘密 8 [1976]/11/26 TBS 宮川一郎

N01-04346 ラジオ 白い頁 1958/9/17
大阪中央放

送
茂木草介

M040 N01-40903 ラジオ 白い頁 [1958/9/17]
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M040 N01-40904 ラジオ 白い頁 1958/9/17
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M025 N01-40611 テレビ 白い墓標の影に 1958/10/26 NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40329 テレビ 白い蘭 10 1957/2/8 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-08490 テレビ 白い病葉 19 1958/5/20 TBS 田村幸二、三田祐介

M013 N01-40313 ラジオ 素人ラジオ探偵局 ポケット家の娘 115 1956/1/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40315 ラジオ 素人ラジオ探偵局 愛と死と拳銃 1956/2/5 NHK 野口和夫

M013 N01-40314 ラジオ 素人ラジオ探偵局 いのち買います 137 1956/7/8 NHK 淀橋太郎
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40472 ラジオ 素人ラジオ探偵局　ヴィーナスの涙 10 1954/1/9 NHK 大倉左兎

M010 N01-40251 ラジオ 素人ラジオ探偵局　火星族進軍 150 1956/10/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-04811 ラジオ 次郎の日記 ぼくの初夢旅行 1959/1/2 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-00731 テレビ 次郎物語 1 1964/4/7 NHK 横田弘行
デジタル
化（館内）

N01-01504 テレビ 次郎物語 十五夜 打合稿 1 1964/4/7 NHK 横田弘行

N01-03499 テレビ 次郎物語 十五夜に始まる物語 打合稿 1 1964/4/7 NHK 横田弘行

N01-01506 テレビ 次郎物語 べんとう箱 2 1964/4/14 NHK 横田弘行

N01-01507 テレビ 次郎物語 べんとう箱 2 1964/4/14 NHK 横田弘行

N01-01508 テレビ 次郎物語 にぎりめし 3 1964/4/21 NHK 横田弘行

N01-26631 テレビ 次郎物語 にぎりめし 3 1964/4/21 NHK 横田弘行

N01-01509 テレビ 次郎物語 たまご 4 1964/4/28 NHK 横田弘行

N01-01587 テレビ 次郎物語 たまご 4 1964/4/28 NHK 横田弘行

N01-03492 テレビ 次郎物語 にぐるま 5 1964/5/5 NHK 横田弘行

N01-01510 テレビ 次郎物語 はだし 6 1964/5/12 NHK 横田弘行

N01-03493 テレビ 次郎物語 はだし 6 1964/5/12 NHK 横田弘行

N01-01511 テレビ 次郎物語 ともだち 7 1964/5/19 NHK 横田弘行

N01-01512 テレビ 次郎物語 ともだち 7 1964/5/19 NHK 横田弘行

N01-03603 テレビ 次郎物語 さかもり 8 1964/5/26 NHK 横田弘行

N01-03604 テレビ 次郎物語 そろばん 9 1964/6/2 NHK 横田弘行

N01-03494 テレビ 次郎物語 水がめ 10 1964/6/9 NHK 横田弘行

N01-03606 テレビ 次郎物語 うさぎ 11 1964/6/16 NHK 横田弘行

N01-03501 テレビ 次郎物語 にせもの 12 1964/6/23 NHK 横田弘行

N01-03502 テレビ 次郎物語 夏がすり 13 1964/6/30 NHK 横田弘行

N01-01513 テレビ 次郎物語 らくがき ロケ用 14 1964/7/14 NHK 横田弘行

N01-26632 テレビ 次郎物語 らくがき ロケ用 14 1964/7/14 NHK 横田弘行

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104224
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104224
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104224
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104224
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N01-03489 テレビ 次郎物語 こまげた 15 1964/7/21 NHK 横田弘行

N01-01514 テレビ 次郎物語 ロケ用 16 1964/7/28 NHK 横田弘行

N01-01588 テレビ 次郎物語 どじょう 16 1964/7/28 NHK 横田弘行

N01-01515 テレビ 次郎物語 たぬきねいり 17 1964/8/4 NHK 横田弘行

N01-01589 テレビ 次郎物語 たぬきねいり 17 1964/8/4 NHK 横田弘行

N01-01516 テレビ 次郎物語 花火 18 1964/8/11 NHK 横田弘行

N01-01517 テレビ 次郎物語 花火 18 1964/8/11 NHK 横田弘行

N01-01519 テレビ 次郎物語 すて犬 19 1964/8/18 NHK 横田弘行

N01-03495 テレビ 次郎物語 すて犬 19 1964/8/18 NHK 横田弘行

N01-01591 テレビ 次郎物語 ひぐらし 20 1964/8/25 NHK 横田弘行

N01-01520 テレビ 次郎物語 土橋 ロケ用 21 1964/9/1 NHK 横田弘行

N01-01593 テレビ 次郎物語 土橋 21 1964/9/1 NHK 横田弘行

N01-01521 テレビ 次郎物語 けむり 22 1964/9/8 NHK 横田弘行

N01-01594 テレビ 次郎物語 けむり 22 1964/9/8 NHK 横田弘行

N01-01595 テレビ 次郎物語 めしつぶ 23 1964/9/15 NHK 横田弘行

N01-04235 テレビ 次郎物語 飯びつ 23 1964/9/15 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01522 テレビ 次郎物語 つりざお 24 1964/9/22 NHK 横田弘行

N01-01598 テレビ 次郎物語 つりざお 24 1964/9/22 NHK 横田弘行

N01-01523 テレビ 次郎物語 ばんそうこう 25 1964/9/29 NHK 横田弘行

N01-01596 テレビ 次郎物語 ばんそうこう 25 1964/9/29 NHK 横田弘行

N01-01597 テレビ 次郎物語 25 1964/9/29 NHK 横田弘行

N01-01524 テレビ 次郎物語 大川 26 1964/10/6 NHK 横田弘行

N01-03556 テレビ 次郎物語 大川 26 1964/10/6 NHK 横田弘行

N01-01525 テレビ 次郎物語 ようかん 27 1964/10/27 NHK 横田弘行

N01-26636 テレビ 次郎物語 ようかん 27 1964/10/27 NHK 横田弘行

N01-01526 テレビ 次郎物語 夜なが スタッフ稿 28 1964/11/3 NHK 横田弘行

N01-01600 テレビ 次郎物語 夜なが 28 1964/11/3 NHK 横田弘行

N01-01527 テレビ 次郎物語 手本 29 1964/11/10 NHK 横田弘行

N01-01528 テレビ 次郎物語 かまきり 30 1964/11/17 NHK 横田弘行

N01-01529 テレビ 次郎物語 かまきり 30 1964/11/17 NHK 横田弘行

N01-03557 テレビ 次郎物語 かがみ 31 1964/11/24 NHK 横田弘行

N01-04265 テレビ 次郎物語 かがみ 31 1964/11/24 NHK 横田弘行

N01-01530 テレビ 次郎物語 仲間 32 1964/12/1 NHK 横田弘行

N01-03558 テレビ 次郎物語 仲間 32 1964/12/1 NHK 横田弘行

N01-03533 テレビ 次郎物語 落葉 33 1964/12/8 NHK 横田弘行

N01-03561 テレビ 次郎物語 落葉 33 1964/12/8 NHK 横田弘行

N01-03490 テレビ 次郎物語 ばあや 34 1964/12/15 NHK 横田弘行



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03562 テレビ 次郎物語 ばあや 34 1964/12/15 NHK 横田弘行

N01-03503 テレビ 次郎物語 村はずれ 35 1964/12/22 NHK 横田弘行

N01-03496 テレビ 次郎物語 除夜 36 1964/12/29 NHK 横田弘行

N01-03504 テレビ 次郎物語 除夜 ロケ用 36 1964/12/29 NHK 横田弘行

N01-03497 テレビ 次郎物語 おねえさん 37 1965/1/5 NHK 横田弘行

N01-03486 テレビ 次郎物語 初雪 38 1965/1/12 NHK 横田弘行

N01-04246 テレビ 次郎物語 初雪 38 1965/1/12 NHK 横田弘行

N01-08480 テレビ 次郎物語 初雪 38 1965/1/12 NHK 横田弘行

N01-03535 テレビ 次郎物語 木枯し ロケ用 39 1965/1/19 NHK 横田弘行

N01-04245 テレビ 次郎物語 木枯し ロケ用 39 1965/1/19 NHK 横田弘行

N01-03505 テレビ 次郎物語 北極星 40 1965/1/26 NHK 横田弘行

N01-03526 テレビ 次郎物語 北極星 40 1965/1/26 横田弘行

N01-03506 テレビ 次郎物語 夜寒 41 1965/2/2 NHK 横田弘行

N01-03527 テレビ 次郎物語 夜寒 41 1965/2/2 NHK 横田弘行

N01-03507 テレビ 次郎物語 なぎさ 42 1965/2/9 NHK 横田弘行

N01-03508 テレビ 次郎物語 日かげ ロケ用 42 1965/2/9 NHK 横田弘行

N01-03509 テレビ 次郎物語 残雪 43 1965/2/16 NHK 横田弘行

N01-03600 テレビ 次郎物語 ロケ用 43 1965/2/16 NHK 横田弘行

N01-03601 テレビ 次郎物語 ロケ用 43 1965/2/16 NHK 横田弘行

N01-03566 テレビ 次郎物語 霜の夜 44 1965/2/23 NHK 横田弘行

N01-04241 テレビ 次郎物語 霜の夜 44 1965/2/23 NHK 横田弘行

N01-03510 テレビ 次郎物語 帰り道 45 1965/3/2 NHK 横田弘行

N01-03511 テレビ 次郎物語 ロケ用 45 1965/3/2 NHK 横田弘行

N01-03536 テレビ 次郎物語 帰り道 45 1965/3/2 NHK 横田弘行

N01-03491 テレビ 次郎物語 白い鳥 46 1965/3/9 NHK 横田弘行

N01-03512 テレビ 次郎物語 ロケ用 46 1965/3/9 NHK 横田弘行

N01-03537 テレビ 次郎物語 白い鳥 46 1965/3/9 NHK 横田弘行

N01-03607 テレビ 次郎物語 母の顔 47 1965/3/16 NHK 横田弘行

N01-03513 テレビ 次郎物語 再会 48 1965/3/23 NHK 横田弘行

N01-03608 テレビ 次郎物語 星空 49 1965/3/30 NHK 横田弘行

N01-03528 テレビ 次郎物語 思い出 50 1965/4/6 NHK 横田弘行

N01-04248 テレビ 次郎物語 思い出 50 1965/4/6 NHK 横田弘行

N01-03515 テレビ 次郎物語 若草 51 1965/4/13 NHK 横田弘行

N01-03516 テレビ 次郎物語 万年筆 52 1965/4/20 NHK 横田弘行

N01-03539 テレビ 次郎物語 天狗 53 1965/4/27 NHK 横田弘行

N01-03540 テレビ 次郎物語 文房具 54 1965/5/4 NHK 横田弘行

N01-03541 テレビ 次郎物語 試合 55 1965/5/11 NHK 横田弘行



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01531 テレビ 次郎物語 ひきょう者 56 1965/5/18 NHK 横田弘行

N01-26634 テレビ 次郎物語 ひきょう者 56 1965/5/18 NHK 横田弘行

N01-01532 テレビ 次郎物語 真夜中 57 1965/5/25 NHK 横田弘行

N01-03542 テレビ 次郎物語 眞夜中 57 1965/5/25 NHK 横田弘行

N01-01533 テレビ 次郎物語 試験 58 1965/6/1 NHK 横田弘行

N01-03543 テレビ 次郎物語 試験 58 1965/6/1 NHK 横田弘行

N01-03517 テレビ 次郎物語 祝宴 59 1965/6/8 NHK 横田弘行

N01-03544 テレビ 次郎物語 迷い虫 60 1965/6/15 NHK 横田弘行

N01-01534 テレビ 次郎物語 川風 61 1965/6/22 NHK 横田弘行

N01-03545 テレビ 次郎物語 川風 61 1965/6/22 NHK 横田弘行

N01-03518 テレビ 次郎物語 らんの画 62 1965/6/29 NHK 横田弘行

N01-03546 テレビ 次郎物語 らんの画 62 1965/6/29 NHK 横田弘行

N01-03582 テレビ 次郎物語 らんの画 62 1965/6/29 NHK 横田弘行

N01-03529 テレビ 次郎物語 日記 63 1965/7/6 NHK 横田弘行

N01-03547 テレビ 次郎物語 日記 63 1965/7/6 NHK 横田弘行

N01-01535 テレビ 次郎物語 診察 64 1965/7/13 NHK 横田弘行

N01-26635 テレビ 次郎物語 診察 64 1965/7/13 NHK 横田弘行

N01-01536 テレビ 次郎物語 65 1965/7/20 NHK 横田弘行

N01-03530 テレビ 次郎物語 65 1956/7/20 NHK 横田弘行

N01-03583 テレビ 次郎物語 松の根 66 1965/7/27 NHK 横田弘行

N01-16426 テレビ 次郎物語 松の根 66 1965/7/27 NHK 横田弘行

N01-08411 テレビ [次郎物語] 松の根 66 1965/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-03487 テレビ 次郎物語 67 1965/8/10 NHK 横田弘行

N01-16428 テレビ 次郎物語 67 1965/8/10 NHK 横田弘行

N01-08410 テレビ 次郎物語 松の根 68 1965/8/3 NHK 横田弘行

N01-08412 テレビ 次郎物語 松の根 68 1965/8/3 NHK 横田弘行

N01-03589 テレビ 次郎物語 先輩 69 1965/8/17 NHK 横田弘行

N01-01538 テレビ 次郎物語 70 1965/8/24 NHK 横田弘行

N01-08478 テレビ 次郎物語 70 1965/8/24 NHK 横田弘行

N01-16425 テレビ 次郎物語 70 1965/8/24 NHK 横田弘行

N01-01539 テレビ 次郎物語 日傘 71 1965/8/31 NHK 横田弘行

N01-01540 テレビ 次郎物語 [日傘] ロケ用 71 1965/8/31 NHK 横田弘行

N01-01541 テレビ 次郎物語 日傘 71 1965/8/31 NHK 横田弘行

N01-01543 テレビ 次郎物語 72 1965/9/7 NHK 横田弘行

N01-01544 テレビ 次郎物語 72 1965/9/7 NHK 横田弘行

N01-08397 テレビ 次郎物語 72 1965/9/7 NHK 横田弘行

N01-01547 テレビ 次郎物語 蚊やり 73 1965/9/14 NHK 横田弘行



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01548 テレビ 次郎物語 [蚊やり] ロケ用 73 1965/9/14 NHK 横田弘行

N01-08404 テレビ 次郎物語 蚊やり 73 1965/9/14 NHK 横田弘行

N01-01549 テレビ 次郎物語 74 1965/9/21 NHK 横田弘行

N01-01550 テレビ 次郎物語 誓い 74 1965/9/21 NHK 横田弘行

N01-01551 テレビ 次郎物語 涙 74 1965/9/21 NHK 横田弘行

N01-03590 テレビ 次郎物語 運命の波 75 1965/9/28 NHK 横田弘行

N01-04292 テレビ 次郎物語 運命の波 75 1965/9/28 NHK 横田弘行

N01-01555 テレビ 次郎物語 76 1965/10/5 NHK 横田弘行

N01-01557 テレビ 次郎物語 [無計画の計画] 76 1965/10/5 NHK 横田弘行

N01-08401 テレビ 次郎物語 76 1965/10/5 NHK 横田弘行

N01-08415 テレビ 次郎物語 76 1965/10/5 NHK 横田弘行

N01-01558 テレビ 次郎物語 77 1965/10/12 NHK 横田弘行

N01-08413 テレビ 次郎物語 77 1965/10/12 NHK 横田弘行

N01-03531 テレビ 次郎物語 宝鏡先生 78 1965/10/19 NHK 横田弘行

N01-03519 テレビ 次郎物語 誤解 79 1965/10/26 NHK 横田弘行

N01-01552 テレビ 次郎物語 正義 80 1965/11/2 NHK 横田弘行

N01-03521 テレビ 次郎物語 80 1965/11/2 NHK 横田弘行

N01-03598 テレビ 次郎物語 正義 80 1965/11/2 NHK 横田弘行

N01-08481 テレビ 次郎物語 正義 80 1965/11/2 NHK 横田弘行

N01-03599 テレビ 次郎物語 心境 81 1965/11/9 NHK 横田弘行

N01-08403 テレビ 次郎物語 心境 81 1965/11/9 NHK 横田弘行

N01-01560 テレビ 次郎物語 白鳥会 82 1965/11/16 NHK 横田弘行

N01-08398 テレビ 次郎物語 白鳥会 82 1965/11/16 NHK 横田弘行

N01-08402 テレビ 次郎物語 白鳥会 82 1965/11/16 NHK 横田弘行

N01-16427 テレビ 次郎物語 白鳥会 ロケ用 82 1965/11/16 NHK 横田弘行

N01-16498 テレビ 次郎物語 白鳥会 82 1965/11/16 NHK 横田弘行

N01-03595 テレビ 次郎物語 新学期 83 1965/11/23 NHK 横田弘行

N01-08409 テレビ 次郎物語 ロケ用 83 1965/11/23 NHK 横田弘行

N01-08479 テレビ 次郎物語 新学期 83 1965/11/23 NHK 横田弘行

N01-03532 テレビ 次郎物語 生徒会 84 1965/11/30 NHK 横田弘行

N01-03596 テレビ 次郎物語 生徒会 84 1965/11/30 NHK 横田弘行

N01-01561 テレビ 次郎物語 年の瀬 85 1965/12/7 NHK 横田弘行

N01-01562 テレビ 次郎物語 年の瀬 85 1965/12/7 NHK 横田弘行

N01-01563 テレビ 次郎物語 歳月 86 1965/12/14 NHK 横田弘行

N01-01564 テレビ 次郎物語 歳月 86 1965/12/14 NHK 横田弘行

N01-01566 テレビ 次郎物語 87 1965/12/21 NHK 横田弘行

N01-01567 テレビ 次郎物語 87 1965/12/21 NHK 横田弘行



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01569 テレビ 次郎物語 88 1965/12/28 NHK 横田弘行

N01-01570 テレビ 次郎物語 88 1965/12/28 NHK 横田弘行

N01-01572 テレビ 次郎物語 たき火 89 1966/1/4 NHK 横田弘行

N01-01573 テレビ 次郎物語 初春 89 1966/1/4 NHK 横田弘行

N01-03549 テレビ 次郎物語 初春 89 1965/1/4 NHK 横田弘行

N01-01576 テレビ 次郎物語 春がすみ ロケ用 90 1966/1/11 NHK 横田弘行

N01-03550 テレビ 次郎物語 春がすみ 90 1966/1/11 NHK 横田弘行

N01-01577 テレビ 次郎物語 春秋 91 1966/1/18 NHK 横田弘行

N01-08400 テレビ 次郎物語 春秋 91 1966/1/18 NHK 横田弘行

N01-03522 テレビ 次郎物語 争乱 92 1966/1/25 NHK 横田弘行

N01-08414 テレビ 次郎物語 争乱 92 1966/1/25 NHK 横田弘行

N01-01578 テレビ 次郎物語 血書 93 1966/2/1 NHK 横田弘行

N01-26633 テレビ 次郎物語 血書 93 1966/2/1 NHK 横田弘行

N01-03551 テレビ 次郎物語 父と子 94 1966/2/8 NHK 横田弘行

N01-08399 テレビ 次郎物語 父と子 94 1966/2/8 NHK 横田弘行

N01-08405 テレビ 次郎物語 父と子 94 1966/2/8 NHK 横田弘行

N01-01579 テレビ 次郎物語 義噴 95 1966/2/15 NHK 横田弘行

N01-16412 テレビ 次郎物語 95 1966/2/15 NHK 横田弘行

N01-03523 テレビ 次郎物語 ロケ用 96 1966/2/22 NHK 横田弘行

N01-03524 テレビ 次郎物語 96 1966/2/22 NHK 横田弘行

N01-03553 テレビ 次郎物語 97 1966/3/1 NHK 横田弘行

N01-04269 テレビ 次郎物語 97 1966/3/1 NHK 横田弘行

N01-01581 テレビ 次郎物語 98 1966/3/8 NHK 横田弘行

N01-01582 テレビ 次郎物語 駅頭 99 1966/3/15 NHK 横田弘行

N01-01583 テレビ 次郎物語 99 1966/3/15 NHK 横田弘行

N01-01584 テレビ 次郎物語 100 1966/3/22 NHK 横田弘行

N01-01585 テレビ 次郎物語 宿命 100 1966/3/22 NHK 横田弘行

N01-03525 テレビ 次郎物語 宿命 100 1966/3/22 NHK 横田弘行

N01-03555 テレビ 次郎物語 上京 101 1966/3/29 NHK 横田弘行

N01-04266 テレビ 次郎物語 78・79
1965/10/[19]、

26
NHK 横田弘行

N01-01580 テレビ 次郎物語 97・98 1966/3/1、8 NHK 横田弘行

N01-01505 テレビ 次郎物語 追加稿 (?) NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03488 テレビ 次郎物語
初稿、オーディ

ション台本
(?) NHK 横田弘行

N01-03500 テレビ 次郎物語 スタッフ稿 1964/4/14 NHK 横田弘行

N01-03130 資料 次郎物語の制作にあたって (?) NHK

N01-03498 資料 次郎物語の制作にあたって (?) NHK 横田弘行

N01-00578 ラジオ 白き処女地 (?) 内村直也
デジタル
化（館
内）



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

平026A N01-45195 ラジオ 白き処女地 1947/3/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-15319 テレビ 城砦 [1965/2]/(?) NHK 津田幸夫、山田豊

N01-12651 テレビ 新　隠し目付参上（仮題） からくり河内山（仮題） 決定稿 1
[1976～

1977]/(?)/(?)
毎日放送 小川英、杉村のぼる、山浦弘靖

N01-11768 テレビ 新　坊ちゃん 風に踊った悲しみが 第3章 1975/10/24 NHK 市川森一
デジタル
化（館
内）

N01-15938 テレビ 新　坊ちゃん 心こめたる笛の声 2 1975/10/24 NHK 市川森一

N01-15939 テレビ 新　坊ちゃん 風に踊った悲しみが 3 1975/10/31 NHK 市川森一

N01-15940 テレビ 新　坊ちゃん 流れの雲か奇兵隊 4 1975/11/7 NHK 市川森一

N01-15941 テレビ 新　坊ちゃん かひなき夢の歌なれば 6 1975/11/21 NHK 市川森一

N01-15942 テレビ 新　坊ちゃん 名もなき川に浮ぶ葉の 8 1975/12/5 NHK 市川森一

N01-15943 テレビ 新　坊ちゃん 逢うて別れてふたたびは 9 1975/12/12 NHK 市川森一

N01-15944 テレビ 新　坊ちゃん わが幻の倫敦塔 10 1975/12/19 NHK 市川森一

N01-15945 テレビ 新　坊ちゃん 燃えてぞ哀し冬の陽は 11 1975/12/26 NHK 市川森一

N01-15946 テレビ 新　坊ちゃん 恋は初春　六歌仙 12 1976/1/9 NHK 市川森一

N01-15947 テレビ 新　坊ちゃん ゆらゆらゆらと紙の舟 13 1976/1/16 NHK 市川森一

N01-15948 テレビ 新　坊ちゃん 煙も見えず雲もなく 14 1976/1/23 NHK 市川森一

N01-15949 テレビ 新　坊ちゃん 西郷いまだ敗死せず 15 1976/1/30 NHK 市川森一

N01-15950 テレビ 新　坊ちゃん 鳥になりたや皇国の 16 1976/2/6 NHK 市川森一

N01-15987 テレビ 新　坊ちゃん 女心に罪ありや 17 1976/2/13 NHK 市川森一

N01-15988 テレビ 新　坊ちゃん 心優しき獅子の群れ 18 1976/2/20 NHK 市川森一

N01-15989 テレビ 新　坊ちゃん 別れ・桃割れ・春乱れ 19 1976/3/5 NHK 市川森一

N01-15990 テレビ 新　坊ちゃん 歌ひ語らん夜明けまで 20 1976/3/12 NHK 市川森一

N01-15991 テレビ 新　坊ちゃん さらば明治よ青春よ 最終章 1976/3/26 NHK 市川森一

N01-24638 テレビ 新・おんな大学 男性を尊敬すべし 1968/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-11533 テレビ 新・三匹の侍 男が男が抜いた時 1 [1970/7/6] フジテレビ 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-11045 テレビ 新・春一番 決定稿 4 1969/1/25 フジテレビ 北村篤子

N01-15256 テレビ 新・平四郎危機一発 白昼の死角 決定稿 8 1969/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15267 テレビ 新・平四郎危機一発 ばらが泣いている 決定稿 7 (?) TBS 津田幸夫

N01-15304 テレビ 新・平四郎危機一発 ばらが泣いている（仮題） 準備稿 1969/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-19639 テレビ 新あまから問答 それゆけ！福祉元年 1 1973/4/12 テレビ朝日 野村六助

N01-18129 テレビ 新あまから問答 2 1973/4/22 NETテレビ 野村六助

N01-18277 テレビ 新あまから問答 現代エジソン談義 2 1973/4/22 テレビ朝日 野村六助

N01-18128 テレビ 新あまから問答 学歴社会“改造論” 3 1973/4/29 NETテレビ 野村六助

N01-18114 テレビ 新あまから問答 春闘の残したもの 1973/5/6 テレビ朝日 野村六助

N01-18089 テレビ 新あまから問答 生命永く幸多かれ 9 1973/6/8 テレビ朝日 野村六助

N01-18111 テレビ 新あまから問答 飢餓時代の足音 10 1973/6/17 テレビ朝日 野村六助

N01-18113 テレビ 新あまから問答 石油はなくなるか… 14 1973/7/22 テレビ朝日 野村六助

N01-18112 テレビ 新あまから問答 地震！大丈夫か過密都市！ 15 1973/7/29 テレビ朝日 野村六助
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N01-18119 テレビ 新あまから問答 SOS！日本の海 16 1973/8/5 テレビ朝日 野村六助

N01-18120 テレビ 新あまから問答 世界は隣組 18 1973/8/19 テレビ朝日 野村六助

N01-10357 テレビ 新内 円朝・恋供養 1971/11/14
ニッポン放

送
大西信行

N01-00426 ラジオ 心音 (?) 内村直也

N01-00436 ラジオ 心音 (?) 内村直也

N01-12565 ラジオ 心音 決定稿 [1965/11/17] 内村直也

N01-12566 ラジオ 心音　生きる証拠 準備稿 [1965/11/17]
中部日本放

送
内村直也

N01-05513 ラジオ 深海の水は流れていた (?) NHK 田井洋子

N01-13007 ラジオ 真贋の旅（仮題） 1976/5/22 NHK 岸宏子

N01-04138 テレビ ジンギスカン (?) NHK 佐々木守

N01-24194 テレビ 真空地帯 1968/8/11 NHK 盛善吉

N01-01024 ラジオ 信号は赤だ 1959/9/17 ラジオ岩手 南川比呂史
デジタル
化（館
内）

N01-13432 テレビ 新五捕物帳 大番屋に光る愛ひとつ（仮題） 決定稿 40
[1977～

1982]/(?)/(?)
日本テレビ 杉山義法

N01-13431 テレビ 新五捕物帳 人情裏町情話（仮題） 決定稿 42
[1977～

1982]/(?)/(?)
日本テレビ 宮川一郎

N01-13430 テレビ 新五捕物帳 悪い奴らを地獄へ落せ（仮題） 決定稿 46
[1977～

1982]/(?)/(?)
日本テレビ 西島大

N01-13433 テレビ 新五捕物帳 七日目の自訴（仮題） 決定稿 47
[1977～

1982]/(?)/(?)
日本テレビ 吉田義昭

N01-10914 テレビ 新五捕物帳 猫が知っていた（仮題） 決定稿 50 (?) 日本テレビ 白井更生

N01-10913 テレビ 新五捕物帳 悲恋おんな牢（仮題） 決定稿 99 (?) 日本テレビ 白井更生

N01-10912 テレビ 新五捕物帳 勤続三十年の涙（仮題） 決定稿 113 (?) 日本テレビ 鈴木兵吾

N01-13955 ラジオ 新今昔物語 1 1970/5/2 NHK名古屋 岸宏子

N01-13960 ラジオ 新今昔物語 2 1970/5/9 NHK名古屋 岸宏子

N01-13961 ラジオ 新今昔物語 3 1970/5/16 NHK名古屋 岸宏子

N01-13962 ラジオ 新今昔物語 4 1970/5/23 NHK名古屋 岸宏子

N01-13963 ラジオ 新今昔物語 5 1970/5/30 NHK名古屋 岸宏子

N01-13964 ラジオ 新今昔物語 6 1970/6/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-13965 ラジオ 新今昔物語 7 1970/6/20 NHK名古屋 岸宏子

N01-13966 ラジオ 新今昔物語 8 1970/6/27 NHK名古屋 岸宏子

N01-13967 ラジオ 新今昔物語 9 1970/7/4 NHK名古屋 岸宏子

N01-13968 ラジオ 新今昔物語 10 1970/7/11 NHK名古屋 岸宏子

N01-13969 ラジオ 新今昔物語 11 1975/7/25 NHK名古屋 岸宏子

N01-13970 ラジオ 新今昔物語 12 1975/8/1 NHK名古屋 岸宏子

N01-14029 ラジオ 新今昔物語 14 1970/8/22 NHK名古屋 岸宏子

N01-13956 ラジオ 新今昔物語 15 1970/8/29 NHK名古屋 岸宏子

N01-13957 ラジオ 新今昔物語 16 1970/9/5 NHK名古屋 岸宏子

N01-13958 ラジオ 新今昔物語 17 1970/9/12 NHK名古屋 岸宏子

N01-14030 ラジオ 新今昔物語 18 1970/9/19 NHK名古屋 岸宏子

N01-14063 ラジオ 新今昔物語 19 1970/9/26 NHK 岸宏子
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N01-13959 ラジオ 新今昔物語 最終回 1970/10/3 NHK名古屋 岸宏子

N01-00503 テレビ 新婚旅行 決定稿 [1964]/(?)/(?) TBS 内村直也

N01-00408 ラジオ 新作文楽　衣笠物語 1964/3/22 NHK 内村直也

N01-00409 ラジオ 新作文楽　衣笠物語 1964/3/22 NHK 内村直也

N01-01160 テレビ 新皿屋敷月雨暈 決定稿 (?) テレビ朝日 河竹黙阿弥
デジタル
化（館
内）

N01-50661 テレビ 新三匹の侍 男が男が抜いた時 第二稿 [1] [1970/7/6] フジテレビ 柴英三郎

N01-50662 テレビ 新三匹の侍 準備稿 1 [1970/7/6] フジテレビ 柴英三郎

N01-50663 テレビ 新三匹の侍 男が男が抜いた時 1 [1970/7/6] フジテレビ 柴英三郎

N01-50664 テレビ 新三匹の侍 男が男が抜いた時 1 [1970/7/6] フジテレビ 柴英三郎

N01-50665 テレビ 新三匹の侍 申の刻には獣が死ぬ 2 [1970/7/13] フジテレビ 大野靖子

N01-50666 テレビ 新三匹の侍 狂い斬り闇を裂く(仮題) 3 [1970/7/20] フジテレビ 石川孝人

N01-50667 テレビ 新三匹の侍 俺が女にした女 準備稿 3 [1970/7/20] フジテレビ 柴英三郎

N01-50668 テレビ 新三匹の侍 般若非情 準備稿 4 [1970/7/27] フジテレビ 石川孝人

N01-50669 テレビ 新三匹の侍 血しぶき賽の河原 準備稿 [4] [1970/7/27] フジテレビ 有高扶桑

N01-50670 テレビ 新三匹の侍 血しぶき賽の河原 4 [1970/7/27] フジテレビ 有高扶桑

N01-50671 テレビ 新三匹の侍 死神の鈴がきこえる 準備稿 5 [1970/8/3] フジテレビ 柴英三郎

N01-50672 テレビ 新三匹の侍 死神の鈴がきこえる 5 [1970/8/3] フジテレビ 柴英三郎

N01-50673 テレビ 新三匹の侍 俺が女にした女 6 [1970/8/10] フジテレビ 柴英三郎

N01-50674 テレビ 新三匹の侍 準備稿 7 [1970/8/17] フジテレビ 柴英三郎

N01-50675 テレビ 新三匹の侍 準備稿 9 [1970/8/31] フジテレビ 田坂啓

N01-50676 テレビ 新三匹の侍 夜光珠が哭いている 11 [1970/9/14] フジテレビ 大野靖子

N01-50677 テレビ 新三匹の侍 歯ぎしりだけの獣道(仮題) 準備稿 13(終) [1970/9/28] フジテレビ 大野靖子

N01-50678 テレビ 新三匹の侍 準備稿 [1970]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50679 テレビ 新三匹の侍 準備稿 [1970]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50680 テレビ 新三匹の侍 準備稿 [1970]/(?)/(?) フジテレビ 馬場当

M005 N01-40098 ラジオ 寝室の唄 1958/4/1 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-13415 テレビ 真実の瞬間―刑事と金庫破り―（仮題） 決定稿 [1977/10/8] テレビ朝日 小川英

N01-11092 テレビ 新自由学校 1週(1～5) 1978/1/9～13 NHK 松木ひろし

N01-24611 テレビ 新宿警察 新宿心中 スタッフ稿 7 [1975]/(?)/(?) CX 尾中洋一

N01-12727 テレビ 新宿警察 かけだし刑事（仮題） 8
[1975～

1976]/(?)/(?)
フジテレビ 江里明

N01-24612 テレビ 新宿警察 新宿・戦後三十年 準備稿 11 [1975]/(?)/(?) CX 佐々木守

N01-11545 テレビ 新宿警察 ある笑顔(仮題) 14 [1975/11/15] フジテレビ 江里明

N01-04364 テレビ 眞珠の海 1963/(?)/(?) 朝日放送 茂木草介

N01-21755 テレビ 新春 歌のカーニバル 九ちゃんのお正月 1967/1/1 フジテレビ 津瀬宏

N01-20136 テレビ 新春歌のグランドショウ 決定稿 88 1966/1/2 NHK 保富康午

N01-20654 テレビ 新春歌のグランドショウ 第二稿 88 1966/1/2 NHK 保富康午

N01-21930 テレビ 新春歌のグランドショウ 第三稿 88 1966/1/2 NHK
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N01-20665 テレビ
新春オールスター夢のお年玉～おめでと

う！FNS音楽大賞～
1975/1/2 フジテレビ 保富康午

N01-20666 テレビ
新春オールスター夢のお年玉～おめでと

う！FNS音楽大賞～
1975/1/2 フジテレビ 保富康午

N01-20670 テレビ
新春オールスター夢のお年玉＝おめでと

う！FNS音楽大賞＝
別冊 1975/1/2 フジテレビ

N01-23627 テレビ 新春かくし芸大会 1966/1/1 フジテレビ 塚田茂、河野洋

N01-23703 テレビ 新春かくし芸大会 決定稿 1965/1/2 フジテレビ 塚田茂

N01-20929 テレビ 新春歌謡曲大会 1967/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-19783 テレビ 新春歌謡廻り舞台 1965/1/1 NHK 保富康午

N01-06210 テレビ 新春歌謡メリーゴーラウンド ☆ハッスル！1964年！☆ 1964/1/1 フジテレビ 保富康午

N01-06217 テレビ 新春歌謡メリーゴーラウンド ☆ハッスル！1964年！☆ 1964/1/1

N01-19957 テレビ 新春ゴールデン歌謡パレード 第1部 1973/1/1
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-19958 テレビ 新春ゴールデン歌謡パレード 第2部 1973/1/1
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20381 テレビ 新春ゴールデンスターパレード 第2部 1972/1/1
東京12チャ

ンネル
保富康午

N01-20432 テレビ 新春ゴールデンスターパレード 第1部 1972/1/1 テレビ東京 保富康午

N01-19781 テレビ 新春こども音楽会 打合稿 1965/1/1 NHK 保富康午

N01-05639 テレビ 新春子供バラエティー 第一稿 1960/1/3 TBS 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-18130 テレビ 新春子供バラエティー 決定稿 [1962]/1/3 TBS 野村六助

N01-20690 テレビ 新春コロムビアオールスター歌謡大行進 1972/1/1 日本テレビ 保富康午

N01-22108 テレビ 新春特集　歌う日本一九六六年 1966/1/2 フジテレビ 塚田茂

N01-16668 テレビ 新春ミュージカル　小百合たちの舞踏会 決定稿 [1971]/1/1 TBS 別役実

N01-19961 テレビ 新春民謡まつり 1967/1/3 NHK 保富康午

N01-20655 テレビ
新春リズム・パレード～ポピュラーヒット20

年～
1965/1/2 NHK 松原雅彦

M021 N01-40521 ラジオ 新諸国物語 笛吹童子の巻 122 1953/6/24 NHK 北村寿夫

M033 N01-40775 ラジオ 新諸国物語 笛吹童子の巻 120 1953/6/22 NHK 北村寿夫

M054 N01-41189 ラジオ 新諸国物語 笛吹童子の巻 172 1953/9/2 NHK 北村寿夫

M054 N01-41193 ラジオ 新諸国物語 206 1953/10/20 NHK 北村寿夫

M054 N01-41195 ラジオ 新諸国物語 笛吹童子の巻 207 1953/10/21 NHK 北村寿夫
デジタル
化（館内）

M019 N01-40475 ラジオ 新諸国物語　紅孔雀 17 1954/1/26 NHK 北村寿夫

M019 N01-40476 ラジオ 新諸国物語　紅孔雀 27 1954/2/10 NHK 北村寿夫

N01-08094 テレビ 新諸国物語　紅孔雀　第三部 1～6 1961/(?)/(?) 江原比佐夫

N01-02527 ラジオ 新女性風土記 わかめとる女 1960/6/8 NHK 岸宏子

N01-22406 テレビ
新人歌手　大賞歌手大集合！　上半期優

秀新人ベスト30発表！
第一稿 1979/7/8 テレビ東京

N01-22154 テレビ 新人祭り大賞歌手大集合！
発表!上半期優秀新人ベスト

30!!
決定稿 1979/7/8

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-23119 テレビ 新生ＴＶビックリハウス とんでる男と女たち 決定稿 [1978]/4/14 千葉テレビ 榎雄一郎、南川泰三

平016 N01-45132 ラジオ 人生案内 1952/3/21 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02390 テレビ 人生意気に感ず(風来坊先生) 準備稿
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-02391 テレビ 人生意気に感ず(風来坊先生)
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-18285 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/10/1 TBS

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104227
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104227
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104227
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104227
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N01-18286 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/10/8 TBS

N01-18287 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/10/22 TBS

N01-18281 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/5/12 TBS

N01-18282 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/5/19 TBS

N01-18293 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?) TBS

N01-18298 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/6/8 TBS

N01-18299 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/6/1 TBS

N01-18304 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/11/10 TBS

N01-18305 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/11/17 TBS

N01-18306 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/10/15 TBS

N01-18307 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/11/5 TBS

N01-18308 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/12/10 TBS

N01-18309 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー (?)/12/24

N01-18284 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 決定稿 2 (?)/10/8 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-18288 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 決定稿 5・6 (?)/10/29、11/5 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-18283 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 決定稿 32・33 (?)/5/12、19 TBS 奥山侊伸、河村達樹

N01-18292 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 52 (?)/9/29 TBS

N01-18291 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 53 (?)/10/6 TBS

N01-18303 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 62 (?)/12/8 TBS

N01-18302 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 63 (?)/12/15 TBS

N01-18300 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 64 (?)/12/22 TBS

N01-18301 テレビ 人生ゲーム　ハイ&ロー 65 (?)/12/29 TBS

N01-23649 テレビ 人生ご案内 天使の素顔 準備稿 (?) TBS 塚田茂

N01-02750 テレビ 人生ご案内 天使の素顔 決定稿 8 1958/10/26 TBS 塚田茂

N01-23688 テレビ 人生ご案内 天使の素顔 決定稿 8 1958/10/26 TBS 塚田茂

M034 N01-40785 テレビ 人生ご案内 当るも八卦 決定稿 14 1958/12/7 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-02634 テレビ 人生の四季 夜の露 決定稿 1962/4/28 日本テレビ 深沢一夫

N01-02635 テレビ 人生の四季 勝四郎と宮木 1962/3/8 日本テレビ 深沢一夫

平025 N01-45188 ラジオ 新世界設計図 1952/1/3
デジタル
化（館
内）

N01-17003 テレビ 新雪 6 [1966]/10/4 日本テレビ 辻久一

N01-17004 テレビ 新雪 7 [1966]/10/11 日本テレビ 久田慧

N01-17005 テレビ 新雪 8 [1966]/10/18 日本テレビ 久田慧

N01-17006 テレビ 新雪 9 [1966]/10/25 日本テレビ 辻久一

N01-17007 テレビ 新雪 12 [1966]/11/15 日本テレビ 久田慧

N01-14059 ラジオ 新説　荒木又右エ門（仮題） 1 [1975]/9/1～17
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-14060 ラジオ 新説　荒木又右エ門（仮題） 2
[1975]/9/18～

10/3
東海ラジオ

放送
岸宏子

N01-19722 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 2 (?)/4/10 TBS 奥山侊伸、沢口義明



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-19724 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 第三稿 5 (?)/5/1 TBS
奥山侊伸、沢口義明、前川宏司、堀

英伸

N01-19725 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 8 (?)/11/24 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18326 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 12 (?)/6/19 TBS
奥山侊伸、沢口義明、前川宏司、堀

英伸

N01-19726 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 13 (?)/12/29 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-19723 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 16 (?)/7/17 TBS
奥山侊伸、沢口義明、前川宏司、堀

英伸

N01-19727 テレビ 新せんみつ・湯原　ドット30 第二稿 23 (?)/9/4 TBS
奥山侊伸、沢口義明、前川宏司、堀

英伸、原すすむ

N01-00696 テレビ しんぞう君 秋の夜長の巻 17 (?)/10/25 CBC 島海彦

M006 N01-40106 ラジオ 死んだ鶏 第一稿 [1953]/(?)/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40185 ラジオ 死んだ鶏 第一稿 1953/(?)/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06173 テレビ 仁丹一粒エチケット 562～567 [1958]/12/1～6 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06174 テレビ 仁丹一粒エチケット 568～573 [1958]/12/8～13 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06175 テレビ 仁丹一粒エチケット 574～579
[1958]/12/15～

20
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06176 テレビ 仁丹一粒エチケット 580～585
[1958]/12/22～

27
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06177 テレビ 仁丹一粒エチケット 586～597
[1958]/12/29～

[1959]/1/10
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06178 テレビ 仁丹一粒エチケット 610～621
[1959]/1/26～

2/7
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06179 テレビ 仁丹一粒エチケット 634～639 [1959]/2/23～28 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06180 テレビ 仁丹一粒エチケット 640～651 [1959]/3/2～14 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06181 テレビ 仁丹一粒エチケット 652～663 [1959]/3/16～28 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06182 テレビ 仁丹一粒エチケット 670～681 [1959]/4/6～18 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06183 テレビ 仁丹一粒エチケット 682～687 [1959]/4/20～25 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06184 テレビ 仁丹一粒エチケット 688～699
[1959]/4/27～

5/9
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06185 テレビ 仁丹一粒エチケット 700～711 [1959]/5/11～23 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06186 テレビ 仁丹一粒エチケット 712～729
[1959]/5/25～

6/13
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06187 テレビ 仁丹一粒エチケット 730～735 [1959]/6/15～20 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06188 テレビ 仁丹一粒エチケット 736～753
[1959]/6/22～

7/11
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06189 テレビ 仁丹一粒エチケット 784～795 [1959]/8/17～29 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06190 テレビ 仁丹一粒エチケット 784～795 [1959]/8/17～29 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06191 テレビ 仁丹一粒エチケット 802～807 [1959]/9/7～12 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06192 テレビ 仁丹一粒エチケット 850～861 [1959]/11/2～14 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06193 テレビ 仁丹一粒エチケット 916～927 [1960]/1/18～30 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06194 テレビ 仁丹一粒エチケット 928～939 1960/2/1～13 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06195 テレビ 仁丹一粒エチケット 940～951 1960/2/15～27 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06196 テレビ 仁丹一粒エチケット 964～975 1960/3/14～26 ラジオ東京 三木トリロー

N01-06197 テレビ 仁丹一粒エチケット 976～981
[1960]/3/28～

4/2
ラジオ東京 三木トリロー

N01-06198 テレビ 仁丹一粒エチケット (?) ラジオ東京 三木トリロー

N01-05165 テレビ 新東京地図 カット割り稿 1962/6/2 フジテレビ 岩間鶴夫

N01-05195 テレビ 新東京地図 1962/6/2 フジテレビ 岩間鶴夫



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08349 テレビ 新日本百景 こけし持つ女―宮城県鳴子― 訂正稿 1963/4/26 NHK仙台 菅原頑

N01-23697 テレビ 新年歌い初め 1967/1/8 フジテレビ 塚田茂

N01-04946 テレビ 新版大阪五人娘 尋ねる人 1 [1956]/12/9 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04947 テレビ 新版大阪五人娘 譲さんと番頭 2 [1956]/12/16 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04948 テレビ 新版大阪五人娘 お妙ちゃん 3 [1956]/12/23 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04949 テレビ 新版大阪五人娘 男の告白 4 [1956]/12/30 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04950 テレビ 新版大阪五人娘 海の潮風 5 [1957]/1/6 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04951 テレビ 新版大阪五人娘 女の職場 6 [1957]/1/13 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04952 テレビ 新版大阪五人娘 消えた娘 7 [1957]/1/20 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04953 テレビ 新版大阪五人娘 海くらし 8 [1957]/1/27 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04954 テレビ 新版大阪五人娘 火の匂い 9 [1957]/2/3 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04955 テレビ 新版大阪五人娘 青春の一例 10 [1957]/2/10 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04956 テレビ 新版大阪五人娘 つん寅 11 [1957]/2/17 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04957 テレビ 新版大阪五人娘 その愛情―お妙ちゃんと珠代 12 [1957]/2/24 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04958 テレビ 新版大阪五人娘 嬢さんの部屋―珠代と美根子 13 [1957]/3/3 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04959 テレビ 新版大阪五人娘 さびしき横顔　蔡子と悦子 14 [1957]/3/10 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04960 テレビ 新版大阪五人娘 薔薇は嘆かず―朝比奈と珠代 15 [1957]/3/17 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04961 テレビ 新版大阪五人娘 お妙と珠代 16 [1957]/3/24 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04962 テレビ 新版大阪五人娘
美根子の家出（1）―春男と美

根子
17 [1957]/3/31 大阪テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04963 テレビ 新版大阪五人娘
美根子の家出（2）―春男と美

根子
18 [1957]/4/7 大阪テレビ 石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04964 テレビ 新版大阪五人娘 妖精のゆくえ―お妙と珠代 19 [1957]/4/14 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04965 テレビ 新版大阪五人娘 すべて生くる日の限り 20 [1957]/4/21 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-22073 テレビ 新番組 絶唱！心の演歌 準備稿 (?)/7/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-00880 資料 新番組 大型ホーム・ドラマ 七人の孫 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-19636 資料 新番組企画案 (?)

N01-09468 資料 新番組企画書 学校の先生 (?)

N01-04233 資料 新番組発表資料
風船/だいどころ天使/ジャン
グル・ジムの企画発表資料

[1964/8/25] フジテレビ

N01-22160 テレビ シンフォニック歌謡曲 なつかしのラテン特集 決定稿 (?)/4/30 TBS 保富康午

N01-22161 テレビ シンフォニック歌謡曲 決定稿 1 (?)/4/2 TBS 保富康午

N01-22159 テレビ シンフォニック歌謡曲 世紀の和洋大合奏！(仮題) 準備稿 3 (?) TBS 保富康午

N01-19847 テレビ 新聞が死んだ日 (?)/12/11 テレビ朝日 本田英郎

N01-04556 テレビ 人命 決定稿 1957/11/25 KRT(TBS) キノトール、長谷川公之、生田直親
デジタル
化（館
内）

N01-03338 ラジオ 訊問 1961/4/17
大阪中央放

送局
茂木草介

N01-12464 テレビ 新門辰五郎火の玉参上！ (?) 竹内進

N01-13953 ラジオ 新弥次喜多道中記 1 1969/4/12 NHK名古屋 岸宏子

N01-13954 ラジオ 新弥次喜多道中記 2 1969/4/19 NHK名古屋 岸宏子

M015 N01-40356 ラジオ 深夜の埋葬 本当だ、だが信じなくてもよい 1957/5/24 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）



「し」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M030 N01-40704 ラジオ 新遊侠伝 羅生門　その一 25 1953/2/16 ラジオ東京 佐々木孝丸

M030 N01-40705 ラジオ 新遊侠伝 羅生門　その二 26 1953/2/17 ラジオ東京 佐々木孝丸

M030 N01-40706 ラジオ 新遊侠伝 羅生門　その三 27 1953/2/18 ラジオ東京 佐々木孝丸

N01-22995 テレビ 人類、ついに月に到着 第一稿 1969/7/21 日本テレビ
デジタル
化（館
内）

N01-23010 テレビ 人類遂に月に到着（仮題） 1969/7/21 日本テレビ

N01-13980 ラジオ 新弥次喜多道中記 3 1969/4/19 NHK名古屋 岸宏子

N01-13981 ラジオ 新弥次喜多道中記 4 1969/5/10 NHK名古屋 岸宏子

N01-13982 ラジオ 新弥次喜多道中記 5 1969/5/17 NHK名古屋 岸宏子

N01-13983 ラジオ 新弥次喜多道中記 6 1969/5/24 NHK名古屋 岸宏子

N01-13984 ラジオ 新弥次喜多道中記 8 1969/6/14 NHK名古屋 岸宏子

N01-13985 ラジオ 新弥次喜多道中記 9 1969/6/21 NHK名古屋 岸宏子

N01-13986 ラジオ 新弥次喜多道中記 12 1969/7/19 NHK名古屋 岸宏子

N01-13987 ラジオ 新弥次喜多道中記 13 1969/7/26 NHK名古屋 岸宏子

N01-13988 ラジオ 新弥次喜多道中記 14 1969/8/2 NHK名古屋 岸宏子

N01-13989 ラジオ 新弥次喜多道中記 15 1969/8/23 NHK名古屋 岸宏子

N01-13990 ラジオ 新弥次喜多道中記 16 1969/8/30 NHK名古屋 岸宏子

N01-13991 ラジオ 新弥次喜多道中記 17 1969/9/6 NHK名古屋 岸宏子

N01-13977 ラジオ 新弥次喜多道中記 18 1969/9/13 NHK名古屋 岸宏子

N01-13978 ラジオ 新弥次喜多道中記 19 1969/9/20 NHK名古屋 岸宏子



「す」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23764 テレビ すいーとぽてと 1 [1971]/(?)/(?) 毎日放送 花登筐
デジタル
化（館
内）

N01-23765 テレビ すいーとぽてと 6 [1971]/(?)/(?) 毎日放送 花登筐

N01-23766 テレビ すいーとぽてと 決定稿 7 [1971]/11/19 毎日放送 花登筐

N01-23767 テレビ すいーとぽてと 決定稿 8 [1971]/11/26 毎日放送 花登筐

N01-23768 テレビ すいーとぽてと 決定稿 9 [1971]/12/3 毎日放送 花登筐

N01-23769 テレビ すいーとぽてと 決定稿 10 [1971]/12/10 毎日放送 花登筐

N01-23770 テレビ すいーとぽてと 決定稿 11 [1971]/12/17 毎日放送 花登筐

N01-23771 テレビ すいーとぽてと 決定稿 12 [1971]/12/24 毎日放送 花登筐

N01-23772 テレビ すいーとぽてと 泥々の銭 決定稿 13 [1971]/12/31 毎日放送 花登筐

N01-23773 テレビ すいーとぽてと 14 1972/1/7 毎日放送 花登筐

N01-23774 テレビ すいーとぽてと やき芋の恋 15 [1972]/1/14 毎日放送 花登筐

N01-23775 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 16 [1972]/1/21 毎日放送 花登筐

N01-23776 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 くず芋と軍隊 17 [1972]/1/28 毎日放送 花登筐

N01-23777 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 散りゆく時 18 [1972]/2/4 毎日放送 花登筐

N01-23778 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 19 [1972]/2/11 毎日放送 花登筐

N01-23779 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 暴力の町 20 [1972]/2/18 毎日放送 花登筐

N01-23780 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 再会 21 [1972]/2/25 毎日放送 花登筐

N01-23781 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 生きていた亡霊 22 [1972]/3/3 毎日放送 花登筐

N01-23782 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 儲けよう 23 [1972]/3/10 毎日放送 花登筐

N01-23783 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 心配 24 [1972]/3/17 毎日放送 花登筐

N01-23784 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 薬でとれる芋 25 [1972]/3/24 毎日放送 花登筐

N01-23785 テレビ すいーとぽてと　より　大学いも物語 ポテトきょうだい 26(終) [1972]/3/31 毎日放送 花登筐

N01-12349 テレビ 西瓜が食べたい 1975/11/22 日本テレビ 松山善三

M035 N01-40801 テレビ 随行さん 前編 1958/7/15 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-24371 テレビ 水滸伝 熱砂の快斗 決定稿 3 [1973/10/16] 日本テレビ 宮川一郎

N01-24372 テレビ 水滸伝 九紋竜の激怒 決定稿 4 [1973/10/23] 日本テレビ 宮川一郎

N01-24373 テレビ 水滸伝 小旋風と黒旋風 決定稿 7 [1973/11/12] 日本テレビ 宮川一郎

N01-24374 テレビ 水滸伝 青州の妖精 決定稿 8 [1973/11/19] 日本テレビ 宮川一郎

N01-24375 テレビ 水滸伝 さすらいの勇者 決定稿 11 [1973/12/11] 日本テレビ 宮川一郎

N01-24376 テレビ 水滸伝 二竜山の対決 決定稿 12 [1973/12/18] 日本テレビ 宮川一郎

N01-24377 テレビ 水滸伝 帰らざる将軍 19 [1974/2/5] 日本テレビ 宮川一郎、村野鐵太郎

N01-24378 テレビ 水滸伝 親子砲の最期 20 [1974/2/12] 日本テレビ 宮川一郎、村野鐵太郎

N01-20458 テレビ 水前寺清子　佐良直美とともに (?)/3/27 TBS 保富康午

N01-11983 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 1～6 (?)/6/3～8 文化放送 大倉徹也、水原明人

N01-11959 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 7～11
(?)/6/10～15、

17～21
文化放送

N01-11960 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 7～11
(?)/6/10～15、

17～21
文化放送 大倉徹也、水原明人

N01-11962 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 18～25
(?)/6/22、24～

29、7/1
文化放送 大倉徹也、水原明人



「す」
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N01-11993 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう

明日はパリ祭(36)/盆踊り(37)/
オーデコロンと香水(39)/花火
(40)/お化けと幽霊(43)/仕事

の鬼(44)

26～44
(?)/7/2～6、8～
13、15～20、22、

23
文化放送

大倉徹也（26～29、31、32、36、37、
39、43、44）、水原明人（30、33～

38、40）

N01-11965 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 45～51
(?)/7/24～27、

29～31
文化放送 大倉徹也、水原明人

N01-11955 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 52～60
(?)/8/1～3、5～

10
文化放送 大倉徹也(52、53)、水原明人

N01-11954 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 61～70 (?)/8/12～22 文化放送
大倉徹也(64、67～70)、水原明人

(61～63、65)

デジタル
化（館
内）

N01-11982 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 61～70 (?)/8/12～22 文化放送
大倉徹也（64、67、68～70）、水原明

人（61～63、65）

N01-11981 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 71～80
(?)/8/23、24、26

～31、9/2、3
文化放送

大倉徹也（72、73、76、78）、水原明
人（71、75、77）

N01-11989 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 91～96 (?)/9/16～21 文化放送
大倉徹也（94～96）、水原明人（91

～93）

N01-11986 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 97～108
(?)/9/23～28、

30、10/5
文化放送

大倉徹也（100、103、108）、水原明
人（98、99、101、104、105）

N01-11987 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 109～122
(?)/10/7～12、

14～22
文化放送

大倉徹也(109、112、113、115、
118、120、121)、水原明人(110、

111、116、117、119、122)

N01-11985 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 123～132
(?)/10/23～26、

28、11/2
文化放送

大倉徹也（123、126、131）、水原明
人（124、125、127、128、130）

N01-11980 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう

チャスラフスカサンと私(133)/
写真について(135)/立冬

(136)/暦について(138)/菊の
いろいろ(139)/酸素クン(142)

133～144
(?)/11/4～9、11

～16
文化放送

大倉徹也（133、135、136、138、
139、142）、水原明人（134、137、

140、141、143）

N01-11988 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう

チャスラフスカサンと私(133)/
写真について(135)/立冬

(136)/暦について(138)/菊の
いろいろ(139)/酸素クン(142)

133～144
(?)/11/4～9、11

～16
文化放送

大倉徹也（133、135、136、138、
139、142）、水原明人（134、137、

140、141、143）

N01-11963 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 145～157
(?)/11/18～23、
25～30、12/2

文化放送 水原明人

N01-11975 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 145～157
(?)/11/18～23、
25～30、12/2

文化放送 水原明人

N01-11979 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 172～177
(?)/12/19～21、

23～25
文化放送 水原明人

N01-11978 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 176～180 (?)/12/24～28 文化放送
大倉徹也（176、177）、水原明人

（178、179）

N01-11966 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 190～200
(?)/12/28、30～

1/4、6～9
文化放送

大倉徹也（190、192～196）、水原明
人（197～200）

N01-11971 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 190～200
(?)/12/28、30～

1/4、6～9
文化放送

大倉徹也（190、192～196）、水原明
人（197～200）

N01-11958 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 201～203 (?)/1/10、11、13 文化放送

N01-11964 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 201～203 (?)/1/10、11、13 文化放送

N01-11967 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 213～222
(?)/1/24、25、27

～2/1、3、4
文化放送

大倉徹也（213、215、216）、水原明
人（217、218、221）、幡ひろし（222）

N01-11976 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 213～222
(?)/1/24、25、27

～2/1、3、4
文化放送

大倉徹也（213、215、216）、水原明
人（217、218、221）、幡ひろし（222）

N01-11973 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 229～234
(?)/2/11～15、

17
文化放送

大倉徹也（229、230）、水原明人
（231～234）

N01-11994 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 229～234
(?)/2/11～15、

17
文化放送

大倉徹也（229、230）、水原明人
（231～234）

N01-11990 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 336～346
(?)/2/19～22、

24～3/1、3
文化放送

大倉徹也、いとうひろみつ（342、
344、345）

N01-11972 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 347～352
(?)/3/4～7、9、

10
文化放送 水原明人

N01-11969 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 353～361
(?)/3/11～15、

17～20
文化放送 大倉徹也

N01-11970 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 358～368
(?)/3/17～22、

24～28
文化放送

大倉徹也（359、361）、いとうひろみ
つ（362～364、366、367）

N01-11984 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 358～368
(?)/3/17～22、

24～28
文化放送

大倉徹也（359、361）、いとうひろみ
つ（362～364、366、367）

N01-11968 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 406～419
(?)/5/20～24、
26～31、6/4

文化放送
いとうひろみつ（408、409、413～

416）、大倉徹也（406、410～412）、
水原明人（407、417～419）

N01-11974 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 406～419
(?)/5/20～24、
26～31、6/24

文化放送
いとうひろみつ（408、409、413～

416）、大倉徹也（406、410～412）、
水原明人（407、417～419）

N01-11991 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう
ハワイとホステス(435)/夏至
(438)/仕立屋銀次(439)/ボー

ナス(441)
435～445

(?)/6/18～21、
23～28、30

文化放送
いとうひろみつ（437、440、442、
443）、大倉徹也（435、438、439、

441）

N01-11957 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 446～460
(?)/7/1～5、7～

12、14～17
文化放送

いとうひろみつ（446、448、452～
454、457、458、460）、水原明人

（447、449、451、455、459）

N01-11992 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう

水野と播随院(461)/オールス
ター戦開票(462)/月と水虫
(463)/自然に親しむ運動

(464)/大阪天神際(466)/ウシ
の日(467)

461～472
(?)/7/18、19、21

～26、28～31
文化放送

大倉徹也（464）、いとうひろみつ
（465、468～472）



「す」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11961 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 485～495
(?)/8/15、16、18

～23、25～27
文化放送

いとうひろみつ（486～489、493～
495）、大倉徹也（485）

N01-11956 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 499～504 (?)/9/1～6 文化放送 大倉徹也(503、504)

N01-11977 ラジオ 水前寺清子のドンと行こう 529～539
(?)/10/6～11、

13、17
文化放送

いとうひろみつ（529、532、535、
537）、大倉徹也（530、531、533、

536、538、539）

N01-05271 テレビ 水仙と木魚 1962/2/28 NHK 三好十郎
デジタル
化（館
内）

N01-14052 ラジオ 水仙の墓 1972/9/30 岸宏子

N01-13408 テレビ 水葬記 An Intermezzo [1968]/11/24
九州朝日放

送
寺山修司

N01-01824 テレビ 水道完備ガス見込 愛情の季節(その一～その三) 1961/10/23～25 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01823 テレビ 水道完備ガス見込 愛情の季節(その四～その六) 1961/10/26～28 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01821 テレビ 水道完備ガス見込 落葉の愁い(その一～その三) 1961/11/20～22 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01822 テレビ 水道完備ガス見込 落葉の愁い(その一～その三) 1961/11/20～22 NET 津田幸夫

N01-01819 テレビ 水道完備ガス見込 落葉の愁い(その四～その六) 1961/11/23～25 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01820 テレビ 水道完備ガス見込 落葉の愁い(その四～その六) 1961/11/23～25 NET 津田幸夫

N01-01816 テレビ 水道完備ガス見込
クリスマスよ今日は(その一～

その三)
1961/12/18～20 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01817 テレビ 水道完備ガス見込
クリスマスよ今日は(その一～

その三)
1961/12/18～20 NET 津田幸夫

N01-01814 テレビ 水道完備ガス見込
クリスマスよ今日は(その四～

その六)
1961/12/21～23 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01815 テレビ 水道完備ガス見込
クリスマスよ今日は(その四～

その六)
1961/12/21～23 NET 津田幸夫

N01-01839 テレビ 水道完備ガス見込 心に灯を(その一～その三) 1961/3/19～21 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01840 テレビ 水道完備ガス見込 心に灯を(その四～その六) 1961/3/22～24 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01838 テレビ 水道完備ガス見込
サクラ咲く頃の巻(その四～そ

の六)
1961/4/13～15 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01837 テレビ 水道完備ガス見込 母の願い(その一～その三) 1961/4/17～19 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01836 テレビ 水道完備ガス見込 母の日に(その一～その三) 1961/5/8～10 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01835 テレビ 水道完備ガス見込 母の日に(その四～その六) 1961/5/11～13 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01834 テレビ 水道完備ガス見込 初夏の彩り(その四～その六) 1961/6/5～7 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01832 テレビ 水道完備ガス見込 七夕まつり(その一～その三) 1961/7/3～5 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01833 テレビ 水道完備ガス見込 七夕まつり(その一～その三) 1961/7/3～5 NET 津田幸夫

N01-01831 テレビ 水道完備ガス見込 七夕まつり(その四～その六) 1961/7/6～8 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01830 テレビ 水道完備ガス見込
誕生日おめでとう(その一～そ

の三)
1961/7/31～8/2 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01828 テレビ 水道完備ガス見込
夏休みよさようなら(その一～

その三)
1961/8/28～30 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01829 テレビ 水道完備ガス見込
誕生日おめでとう(その四～そ

の六)
1961/8/3～5 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01827 テレビ 水道完備ガス見込
夏休みよさようなら(その四～

その六)
1961/8/31～9/2 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01826 テレビ 水道完備ガス見込 秋の訪れに(その一～その三) 1961/9/25～27 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01825 テレビ 水道完備ガス見込 秋の訪れに(その四～その六) 1961/9/28～30 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01813 テレビ 水道完備ガス見込
明けましておめでとうの巻(そ

の一～その三)
1962/1/2～4 NET 吉田みき、しのざき凡、津田幸夫

N01-01883 テレビ 水道完備ガス見込
みんなで仲良く(その一～その

三)
1962/1/22～24 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01884 テレビ 水道完備ガス見込
みんなで仲良く(その一～その

三)
1962/1/22～24 NET 津田幸夫
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N01-01812 テレビ 水道完備ガス見込
みんなで仲良く(その四～その

六)
1962/1/25～27 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01882 テレビ 水道完備ガス見込
みんなで仲良く(その四～その

六)
1962/1/25～27 NET 津田幸夫

N01-01867 テレビ 水道完備ガス見込 秋の出来事(その一～その三) 1962/10/1～3 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01866 テレビ 水道完備ガス見込 秋の出来事(その四～その六) 1962/10/4～6 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-26511 テレビ 水道完備ガス見込 若い友情（その一～その三） 1962/10/15～17 JOEX-TV 吉田みき

N01-01865 テレビ 水道完備ガス見込
手と手を結んで(その一～その

三)
1962/10/29～31 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01864 テレビ 水道完備ガス見込
手と手を結んで(その四～その

六)
1962/11/1～3 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01863 テレビ 水道完備ガス見込 落葉の季節(その一～その三) 1962/11/26～28 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01818 テレビ 水道完備ガス見込 落葉の季節(その四～その六)
1962/11/29～

12/1
NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01861 テレビ 水道完備ガス見込
さようなら1962年(その一～そ

の三)
1962/12/24～26 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01862 テレビ 水道完備ガス見込
さようなら1962年(その一～そ

の三)
1962/12/24～26 NET 津田幸夫

N01-01860 テレビ 水道完備ガス見込
さようなら1962年(その四～そ

の六)
1962/12/27～29 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01811 テレビ 水道完備ガス見込
春がすぐそこにの巻(その四～

その六)
1962/2/19～21 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01881 テレビ 水道完備ガス見込
春がすぐそこにの巻(その一～

その三)
1962/2/19～21 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01810 テレビ 水道完備ガス見込
若き日の夢を(その一～その

三)
1962/3/19～[21] NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01808 テレビ 水道完備ガス見込
若き日の夢を(その四～その

六)
1962/3/22～24 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01809 テレビ 水道完備ガス見込
若き日の夢を(その四～その

六)
1962/3/22～24 NET 津田幸夫

N01-01880 テレビ 水道完備ガス見込 青春涙あり(その一～その三) 1962/4/16～18 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01807 テレビ 水道完備ガス見込 青春涙あり(その四～その六) 1962/4/19～21 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01879 テレビ 水道完備ガス見込 春の出来事(その一～その三) 1962/5/14～16 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01806 テレビ 水道完備ガス見込 春の出来事(その四～その六) 1962/5/17～19 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01878 テレビ 水道完備ガス見込 春の出来事(その四～その六) 1962/5/17～19 NET 津田幸夫

N01-01804 テレビ 水道完備ガス見込 夏の訪れに(その一～その三) 1962/6/11～13 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01805 テレビ 水道完備ガス見込 夏の訪れに(その一～その三) 1962/6/11～13 NET 津田幸夫

N01-01803 テレビ 水道完備ガス見込 夏の訪れに(その四～その六) 1962/6/14～16 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01877 テレビ 水道完備ガス見込 夏の訪れに(その四～その六) 1962/6/14～16 NET 津田幸夫

N01-01876 テレビ 水道完備ガス見込
夏の日の波紋(その四～その

六)
1962/7/12～14 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01801 テレビ 水道完備ガス見込
夏の日の波紋(その一～その

三)
1962/7/9～[11] NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01802 テレビ 水道完備ガス見込
夏の日の波紋(その一～その

三)
1962/7/9～[11] NET 津田幸夫

N01-01874 テレビ 水道完備ガス見込
明るく楽しく朗らかに(その一

～その三)
1962/8/6～8 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01875 テレビ 水道完備ガス見込
明るく楽しく朗らかに(その一

～その三)
1962/8/6～8 NET 津田幸夫

N01-01872 テレビ 水道完備ガス見込
明るく楽しく朗らかに(その四

～その六)
1962/8/9～11 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01873 テレビ 水道完備ガス見込
明るく楽しく朗らかに(その四

～その六)
1962/8/9～11 NET 津田幸夫

N01-01870 テレビ 水道完備ガス見込
記念日おめでとう(その一～そ

の三)
1962/9/3～5 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01871 テレビ 水道完備ガス見込
記念日おめでとう(その一～そ

の三)
1962/9/3～5 NET 津田幸夫

N01-01868 テレビ 水道完備ガス見込
記念日おめでとう(その四～そ

の六)
1962/9/6～8 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01869 テレビ 水道完備ガス見込
記念日おめでとう(その四～そ

の六)
1962/9/6～8 NET 津田幸夫
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N01-01858 テレビ 水道完備ガス見込
幸せよ、美しく(その一～その

三)
1963/1/21～23 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01859 テレビ 水道完備ガス見込
幸せよ、美しく(その一～その

三)
1963/1/21～23 NET 津田幸夫

N01-01854 テレビ 水道完備ガス見込
幸せよ、美しく(その四～その

六)
1963/1/24～26 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01855 テレビ 水道完備ガス見込
幸せよ、美しく(その四～その

六)
1963/1/24～26 NET 津田幸夫

N01-01856 テレビ 水道完備ガス見込
幸せよ、美しく(その四～その

六)
1963/1/24～26 NET 津田幸夫

N01-01857 テレビ 水道完備ガス見込
幸せよ、美しく(その四～その

六)
1963/1/24～26 NET 津田幸夫

N01-01853 テレビ 水道完備ガス見込
早春の出来事(その一～その

三)
1963/2/18～20 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01852 テレビ 水道完備ガス見込
早春の出来事(その四～その

六)
1963/2/21～23 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01851 テレビ 水道完備ガス見込 珍客騒動(その一～その三) 1963/3/18～20 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01850 テレビ 水道完備ガス見込 珍客騒動(その四～その六) 1963/3/21～23 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01849 テレビ 水道完備ガス見込 夢よ再び(その一～その三) 1963/4/15～17 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01848 テレビ 水道完備ガス見込 夢よ再び(その四～その六) 1963/4/18～20 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01847 テレビ 水道完備ガス見込 恋よ楽しく(その一～その三) 1963/5/13～15 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01846 テレビ 水道完備ガス見込 恋よ楽しく(その四～その六) 1963/5/16～18 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-01845 テレビ 水道完備ガス見込
初夏の出来事(その一～その

三)
1963/6/10～12 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01844 テレビ 水道完備ガス見込
初夏の出来事(その四～その

六)
1963/6/13～15 NET 津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-22763 テレビ 水の文化史(2) 水の神さま 決定稿 1970/7/28 NHK 小川乃倫子

N01-06550 テレビ 水平線の彼方へ 決定稿 1961/1/1 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-02400 ラジオ 粋菩提悟道野晒 1954/5/26 NHK

N01-11569 テレビ スーパー8★逃げろ！
ショック！ショック！ショック!!イ

ン・ローマ
改訂稿 (?) 日本テレビ 小川英

N01-01176 ラジオ 素襖落 1957/1/1 TBS 福地桜痴

N01-12728 テレビ 姿三四郎 青春 決定稿 1 [1978]/10/7 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-12729 テレビ 姿三四郎 出会い 改訂稿 2 [1978]/10/14 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-12730 テレビ 姿三四郎 わらべ唄 決定稿 5 [1978]/11/4 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-12731 テレビ 姿三四郎 暗殺 改訂稿 8 [1978]/11/25 日本テレビ 小川英、篠崎好

N01-12732 テレビ 姿三四郎 父と娘 決定稿 10 [1978]/12/9 日本テレビ 渡邉由自、小川英

N01-12733 テレビ 姿三四郎 男の闘い 決定稿 11 [1978]/12/16 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-12734 テレビ 姿三四郎 決闘 改訂稿 13 [1978]/12/30 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-12735 テレビ 姿三四郎 宿命 改訂稿 14 [1979]/1/6 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-12736 テレビ 姿三四郎 出発 改訂稿 15 [1979]/1/13 日本テレビ 渡邉由自、小川英

N01-12737 テレビ 姿三四郎 スパアラ 決定稿 16 [1979]/1/20 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-12738 テレビ 姿三四郎 慕情 決定稿 19 [1979]/2/10 日本テレビ 石川孝人、小川英

N01-12739 テレビ 姿三四郎 友情 決定稿 20 [1979]/2/17 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-12740 テレビ 姿三四郎 明暗 決定稿 21 [1979]/2/24 日本テレビ 渡邉由自、小川英

N01-12741 テレビ 姿三四郎 ふたり三四郎 改訂稿 22 [1979]/3/3 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-12742 テレビ 姿三四郎 愛 決定稿 24 [1979]/3/17 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-12743 テレビ 姿三四郎 嵐の中で 決定稿 最終回 [1979]/3/31 日本テレビ 小川英、杉村のぼる
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N01-24881 テレビ 姿三四郎（1） 1～13 (?) 日本テレビ 小川英、杉村のぼる、ほか

N01-24882 テレビ 姿三四郎（2） 14～26(終) (?) 日本テレビ 小川英

平生原
稿003

N01-45259 ラジオ 姿なき犯罪 1947/4/30 NHK 菊田一夫
デジタル
化（館内）

N01-11182 テレビ すかぶら大将 訂正稿 2 (?)/7/13 フジテレビ 森崎東

N01-11183 テレビ すかぶら大将 訂正稿 3 (?)/7/20 フジテレビ 森崎東

N01-11165 テレビ すかぶら大将 第一稿 4 (?)/7/27 フジテレビ 森崎東

N01-11166 テレビ すかぶら大将 訂正稿 4 (?)/7/27 フジテレビ 森崎東

N01-11167 テレビ すかぶら大将 第三稿 5 (?)/8/3 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11168 テレビ すかぶら大将 第一稿 5 (?)/8/3 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11169 テレビ すかぶら大将 第一稿 5 (?)/8/3 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11170 テレビ すかぶら大将 改訂稿 6 (?)/8/10 フジテレビ 森崎東

N01-11171 テレビ すかぶら大将 第一稿 6 (?)/8/10 フジテレビ 森崎東

N01-11172 テレビ すかぶら大将 カット割り稿 7 (?)/8/17 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11173 テレビ すかぶら大将 改訂稿 8 (?)/8/24 フジテレビ 森崎東

N01-11174 テレビ すかぶら大将 第一稿 8 (?)/8/24 フジテレビ 森崎東

N01-11175 テレビ すかぶら大将 第一稿 9 (?)/8/27 フジテレビ 光畑碩郎

N01-11176 テレビ すかぶら大将 10 [1969]/9/7 フジテレビ 森崎東、光畑碩郎

N01-11177 テレビ すかぶら大将 10 (?) フジテレビ

N01-11178 テレビ すかぶら大将 第一稿 11 (?) フジテレビ 光畑碩郎

N01-11179 テレビ すかぶら大将 12 (?)/9/21 フジテレビ 森崎東、永井素夫

N01-11180 テレビ すかぶら大将 13 (?) フジテレビ

N01-11181 テレビ すかぶら大将 第二稿 最終回 (?)/9/28 フジテレビ 光畑碩郎

N01-01164 ラジオ 菅原傳授手習鑑 吉田杜車引の場 1954/5/5 NHK 竹内出雲

N01-01171 ラジオ 菅原傳授手習鑑 吉田杜車引の場 1956/1/1 NHK 竹田出雲

N01-51221 テレビ すきな生きもののこと 準備稿 (?) 佐々木守

N01-09857 テレビ スキャンダル（仮題） 1 (?) TBS 佐々木守、泊里仁美

N01-09856 テレビ スキャンダル（仮題） 2 (?) TBS 佐々木守、塩田千種

N01-09855 テレビ スキャンダル（仮題） 3 (?) TBS 佐々木守、泊里仁美

N01-02873 ラジオ スクリーン・クリスマス クリスマス特別番組 (?)/12/23 ラジオ関東 関光夫
デジタル
化（館
内）

N01-02914 ラジオ スクリーン・ミュージック 1963/3/13 NHK 清水光雄

N01-02847 ラジオ スクリーンメモリーズ 2 (?)/10/15 ラジオ関東 関光夫

N01-02848 ラジオ スクリーンメモリーズ 3 (?)/10/22 ラジオ関東 関光夫

N01-02849 ラジオ スクリーンメモリーズ 4 (?)/10/29 ラジオ関東 関光夫

N01-02850 ラジオ スクリーンメモリーズ 5 (?)/11/5 ラジオ関東 関光夫

N01-02871 ラジオ スクリーンメモリーズ 最終回 (?)/7/7 ラジオ関東 関光夫

N01-02845 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/4/21 ラジオ関東 関光夫
デジタル
化（館
内）

N01-02846 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/4/28 ラジオ関東 関光夫

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104215
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104215
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104215
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104215
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N01-02851 ラジオ スクリーンメモリーズ (?) ラジオ関東 関光夫

N01-02852 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/11/19 ラジオ関東 関光夫

N01-02853 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/11/26 ラジオ関東 関光夫

N01-02854 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/12/2 ラジオ関東 関光夫

N01-02855 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/12/10 ラジオ関東 関光夫

N01-02856 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/12/17 ラジオ関東 関光夫

N01-02857 ラジオ スクリーンメモリーズ (?) ラジオ関東 関光夫

N01-02858 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/2/11 ラジオ関東 関光夫

N01-02859 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/2/25 ラジオ関東 関光夫

N01-02860 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/3/3 ラジオ関東 関光夫

N01-02861 ラジオ スクリーンメモリーズ 御希望の旋律集 (?)/3/10 ラジオ関東 関光夫

N01-02862 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/3/17 ラジオ関東 関光夫

N01-02863 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/3/24 ラジオ関東 関光夫

N01-02864 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/3/31 ラジオ関東 関光夫

N01-02865 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/4/14 ラジオ関東 関光夫

N01-02866 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/4/28 ラジオ関東 関光夫

N01-02867 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/5/5 ラジオ関東 関光夫

N01-02868 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/5/26 ラジオ関東 関光夫

N01-02869 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/6/9 ラジオ関東 関光夫

N01-02870 ラジオ スクリーンメモリーズ (?)/6/16 ラジオ関東 関光夫

N01-02872 ラジオ スクリーンメモリーズ 年末特別番組 1962/12/30 ラジオ関東 関光夫

N01-26648 ラジオ スクリーンメモリーズ 1963/(?)/(?) ラジオ関東 関光夫

N01-17361 テレビ 助左衛門四代目 白い犬 1 1968/1/12 朝日放送 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-17362 テレビ 助左衛門四代目 世継ぎ 2 1968/1/19 朝日放送 岩間芳樹

N01-17363 テレビ 助左衛門四代目 決定稿 7 [1968]/(?)/(?) 朝日放送 岩間芳樹

N01-17364 テレビ 助左衛門四代目 準備稿 8 [1968]/(?)/(?) 朝日放送 岩間芳樹

N01-13008 ラジオ 須崎の森に雨が降る 1976/1/30 NHK 岸宏子

N01-12057 テレビ すし屋のケンちゃん 空手のおねえちゃん 4 1971/4/1 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-12058 テレビ すし屋のケンちゃん おぢいちゃんおヒットメロディー 8 1971/4/29 TBS 光畑碩郎

N01-12059 テレビ すし屋のケンちゃん 漫画君の涙 11 1971/5/20 TBS 光畑碩郎

N01-12060 テレビ すし屋のケンちゃん おぢいちゃんのボーリング 12 1971/5/27 TBS 光畑碩郎

N01-12061 テレビ すし屋のケンちゃん 可哀そうなぼく 17 1971/7/1 TBS 光畑碩郎

N01-12062 テレビ すし屋のケンちゃん がんばれ！マンガ君 18 1971/7/8 TBS 光畑碩郎

N01-12063 テレビ すし屋のケンちゃん さようならの太鼓 20 1971/7/22 TBS 光畑碩郎

N01-12064 テレビ すし屋のケンちゃん 青い鳥 25 1971/8/26 TBS 光畑碩郎

N01-12065 テレビ すし屋のケンちゃん 夏休みのひみつの話 28 1971/9/16、23 TBS 光畑碩郎

N01-12066 テレビ すし屋のケンちゃん たいへんな定休日 34 1971/10/28 TBS 光畑碩郎
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N01-12067 テレビ すし屋のケンちゃん ゆかいなお巡りさん 36 1971/11/11 TBS 光畑碩郎

N01-12068 テレビ すし屋のケンちゃん 大人のうそは許せない 39 1971/12/2 TBS 光畑碩郎

N01-12069 テレビ すし屋のケンちゃん 海が見えたぞ 41 1971/12/16 TBS 光畑碩郎

N01-12070 テレビ すし屋のケンちゃん タコに乗ったケンちゃん 44 1972/1/6 TBS 光畑碩郎

N01-12071 テレビ すし屋のケンちゃん チビッコ捕物帖 46 1972/1/20 TBS 光畑碩郎

N01-12072 テレビ すし屋のケンちゃん 燈台のある岬 52(終) 1972/3/2 TBS 光畑碩郎

N01-24208 テレビ 鈴ヶ森 1977/(?)/(?) NHK

平022 N01-45163 ラジオ 鈴ヶ森 1952/5/30 ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

N01-04713 テレビ 鈴ヶ森で逢いやしょう (?)/12/14 JOKR-TV 木村重夫

M042 N01-40950 テレビ 鈴ヶ森で逢いやしょう 2 1957/12/14 JOKR-TV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-12254 ラジオ
鈴木ヒロミツの 鞍馬天狗 -角兵衛獅子の

巻-
6～10 1976/12/27～31

ニッポン放
送

高橋辰雄

N01-23606 テレビ 進め！ドリフターズ その家をブッこわせ！ 改訂稿 1 [1968]/1/9 TBS 塚田茂

N01-23607 テレビ 進め！ドリフターズ 第一稿 2 [1968]/1/16 TBS 塚田茂

N01-23608 テレビ 進め！ドリフターズ 五匹のガンマン スタッフ稿 2 [1968]/1/16 TBS 塚田茂

平017 N01-45140 ラジオ 雀の学校
大阪中央放送

局台本
1952/9/12 JOBK 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-26607 テレビ スター・カップル　歌とゲームで大合戦！ (?)/2/20 フジテレビ 保富康午

N01-22102 テレビ スター・カップル歌とゲームで大合戦！ (?)/2/20 フジテレビ 保富康午

N01-19709 テレビ スター・スター・スター―想い出の名場面― 第一稿 1973/3/27 日本テレビ 遠藤淳

N01-19710 テレビ スター・スター・スター―想い出の名場面― 決定稿 1973/3/27 日本テレビ 遠藤淳

N01-19711 テレビ スター・スター・スター―想い出の名場面― 第一稿 1973/3/20 日本テレビ 遠藤淳

N01-19713 テレビ スター・スター・スター―想い出の名場面― 決定稿 1973/3/20 日本テレビ 遠藤淳

N01-08385 テレビ スター・スター・スター誕生 ダイヤの8(前編) 準備稿 1 (?) 津田幸夫

N01-23001 テレビ スター思い出のスタジオ 三田佳子の巻 64 1972/6/18 テレビ東京 三田純一

N01-23002 テレビ スター思い出のスタジオ 三田佳子の巻 64 1972/6/18 テレビ東京 三田純一

N01-19980 テレビ スター歌謡アルバム 9 (?)/10/10
東京12チャ

ンネル
松原雅彦

N01-21353 テレビ スター歌謡アルバム (?)/10/24 テレビ東京 保富康午

N01-20592 テレビ
スター歌謡大全集　鶴田浩二　名もない男

の詩
1973/1/30 テレビ東京 小田英一

N01-23224 テレビ スター芸能大会 (?)/9/5 フジテレビ 田村隆

N01-17785 テレビ スターご対面特集 (?)/3/13 フジテレビ 佐々木守

N01-02739 テレビ スター千一夜 (?)/2/23 フジテレビ 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-20936 テレビ スター誕生　栄光への道(仮題） (?) TBS

N01-20574 テレビ スターチーママ
二十年目の総決算ー美空ひ

ばり今年の総決算ー
(?)/12/14 フジテレビ

N01-23634 テレビ スター登場 バーブ・佐竹です　今晩は 決定稿 1966/(?)/(?) 日本テレビ 塚田茂

N01-21928 テレビ スターなんでも大会 35 1969/2/14 日本テレビ 清水健雄

N01-21798 テレビ スターなんでも大会 36 1969/2/21
よみうりテレ

ビ
清水健雄

N01-21927 テレビ スターなんでも大会
きょうだいスターパズル歌合

戦
38 1969/3/7 日本テレビ

N01-21799 テレビ スターなんでも大会 40 1969/3/21
よみうりテレ

ビ
清水健雄
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N01-20185 テレビ スターヒットショー 橋幸夫とともに 1 (?)/[11/7] フジテレビ 保富康午

N01-20175 テレビ スターヒットショー 三田明とともに (?)/[2/20] フジテレビ 保富康午

N01-20176 テレビ スターヒットショー 橋幸夫とともに（手書による） (?)/[2/13] フジテレビ 保富康午

N01-20177 テレビ スターヒットショー 西郷輝彦とともに (?)/[2/27] フジテレビ 保富康午

N01-20178 テレビ スターヒットショー
新春特別番組“ひばりの歌絵

巻”
(?)/[1/2] フジテレビ 保富康午

N01-20179 テレビ スターヒットショー 西郷輝彦とともに (?)/[11/21] フジテレビ 保富康午

N01-20180 テレビ スターヒットショー 三田明とともに (?)/[10/10] フジテレビ 保富康午

N01-20181 テレビ スターヒットショー (?)/[9/27] フジテレビ 保富康午

N01-20182 テレビ スターヒットショー (?)/[9/20] フジテレビ 保富康午

N01-20183 テレビ スターヒットショー (?)/[9/13] フジテレビ 保富康午

N01-20184 テレビ スターヒットショー (?)/[9/6] フジテレビ 保富康午

N01-20186 テレビ スターヒットショー 橋幸夫とともに (?)/[12/26] フジテレビ 保富康午

N01-20187 テレビ スターヒットショー ダークダックスとともに (?)/[1/30] フジテレビ 保富康午

N01-20188 テレビ スターヒットショー 坂本九とともに (?)/[2/6] フジテレビ 保富康午

N01-20972 テレビ スターヒットショー 江利チエミとともに (?)/1/9 フジテレビ 保富康午

N01-20973 テレビ スターヒットショー ペギー葉山とともに (?)/3/13 フジテレビ 保富康午

N01-20974 テレビ スターヒットショー 園まりとともに (?)/1/23 フジテレビ 保富康午

N01-21830 テレビ スターヒットショー (?)/9/6 フジテレビ 保富康午

N01-21776 資料 「スターヒットショー」内容強化について (?) フジテレビ

N01-17996 テレビ スターロータリー 池内淳子の魅力 11 (?)/9/26 TBS 遠藤淳

N01-17966 テレビ スターロータリー 仕事の中の青春(西郷輝彦) 70 1966/11/15 TBS 遠藤淳

N01-17971 テレビ スターロータリー ピカッと光る(由美かおる) 81 1967/1/31 TBS 遠藤淳

N01-17972 テレビ スターロータリー
ツーカーの仲(ダーク・ダック

ス)
84 1967/2/21 TBS 遠藤淳

N01-17979 テレビ スターロータリー 家族ぐるみ(三波春夫) 109 (?)/8/15 TBS 遠藤淳

N01-17965 テレビ スターロータリー 伴淳さん 1965/10/12 TBS 遠藤淳

N01-17967 テレビ スターロータリー
新国劇と共に四十年(島田正

吾・辰巳柳太郎)
1966/2/8 TBS 遠藤淳

N01-17968 テレビ スターロータリー ひとりッ娘のベラ(入江美樹) 1966/3/22 TBS 遠藤淳

N01-17969 テレビ スターロータリー ザ・ピーナッツと一緒に 1965/9/21 TBS 遠藤淳

N01-17970 テレビ スターロータリー 陣頭指揮(三船敏郎) 1967/1/3 TBS 遠藤淳

N01-17973 テレビ スターロータリー
カラッとした日本調(三沢あけ

み)
1967/5/23 TBS 遠藤淳

N01-17974 テレビ スターロータリー 天真らんまん(山本リンダ) 1967/6/27 TBS 遠藤淳

N01-17975 テレビ スターロータリー 型破り(勝新太郎) 1967/7/25 TBS 遠藤淳

N01-17976 テレビ スターロータリー 平凡さの中に…(岩尾文子) 1967/9/12 TBS 遠藤淳

N01-17977 テレビ スターロータリー 恵まれながら…(藤純子) (?)/7/4 TBS 遠藤淳

N01-17978 テレビ スターロータリー 熱中する性質です(長門裕之) (?)/8/9 TBS 遠藤淳

N01-17980 テレビ スターロータリー
裕ちゃんの旅日記(石原慎太

郎)
(?)/10/26 TBS 遠藤淳

N01-17981 テレビ スターロータリー ペギーの新生活(ペギー葉山) 1965/11/15 TBS 遠藤淳
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N01-17982 テレビ スターロータリー
お嬢さん大幹部(新派の光本

幸子)
(?)/12/7 TBS 遠藤淳

N01-17983 テレビ スターロータリー 男の詩を…(鶴田浩二) 1966/10/11 TBS 遠藤淳

N01-17984 テレビ スターロータリー マイ・ペースで…(島倉千代子) 1966/11/1 TBS 遠藤淳

N01-17985 テレビ スターロータリー 生まれながらに(中村メイコ) 1967/3/14 TBS 遠藤淳

N01-17986 テレビ スターロータリー 小麦色(九重佑三子) 1967/6/13 TBS 遠藤淳

N01-17987 テレビ スターロータリー 北国のロケ(高倉健) 1967/3/28 TBS 遠藤淳

N01-17988 テレビ スターロータリー
コメディーフランキーズ誕生！

(フランキー堺)
(?) TBS 遠藤淳

N01-17989 テレビ スターロータリー ヅカのアイドル(那智わたる) 1965/4/5 TBS 遠藤淳

N01-17990 テレビ スターロータリー 公私とも多忙(中村錦之助) 1966/4/26 TBS 遠藤淳

N01-17991 テレビ スターロータリー むすめ十八(都はるみ) 1966/6/14 TBS 遠藤淳

N01-17992 テレビ スターロータリー 明るい空のよう…(大空真弓) 1966/7/(?) TBS 遠藤淳

N01-17993 テレビ スターロータリー
チエミ・香港・バンコック(江利

チエミ)
1966/9/6 TBS 遠藤淳

N01-17994 テレビ スターロータリー ハッスル(桑野みゆき) 1967/5/2 TBS 遠藤淳

N01-17995 テレビ スターロータリー 俳優　市川染五郎 (?)/8/17 TBS 遠藤淳

N01-17997 テレビ スターロータリー 気さくな女優(吉村実子) (?)/5/17 TBS 遠藤淳

N01-19682 テレビ スターロータリー 佐久間良子 1966/3/1 TBS 遠藤淳

N01-18145 テレビ
スタジオ48 片岡千恵蔵「あゝ！明朗時代

劇」
1972/(?)/(?) 群馬テレビ ちぎら亜貴義

N01-22846 テレビ スタジオからこんにちは 打合稿 1974/9/8 NHK

N01-24019 テレビ スタジオからこんにちは 1973/6/17 NHK

M005 N01-40097 テレビ スチュアーデス六期生 1956/5/30 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-20032 テレビ ステージ101 1969/11/3 NHK
井上頌一、中村八大、山本直純、前
田憲男、鈴木邦彦、和田昭治、川口

真

N01-15795 ラジオ 捨吉 1967/12/13 NHK 三好十郎

N01-23620 テレビ 素敵なデイト 1 [1963]/4/3 日本テレビ 塚田茂

N01-23621 テレビ 素敵なデイト 決定稿 1 1963/4/3 日本テレビ 塚田茂

N01-24715 テレビ すてきな夫婦 84 1967/5/13 日本テレビ 尾崎伊策

N01-24716 テレビ すてきなママ (?)/11/27 日本テレビ 小林悟

N01-24717 テレビ すてきなママ (?)/12/4 日本テレビ

N01-24718 テレビ すてきなママ (?)/12/11 日本テレビ

N01-13389 テレビ 砂あらし 1966/11/12 フジテレビ 松山善三

N01-13388 資料 砂あらし 1966/11/12 フジテレビ

N01-08100 テレビ 砂の城 ―樓蘭の土― 決定稿 1960/10/25
NET(テレビ

朝日)
杉賀代子

N01-23675 テレビ スパークショウ 七夕で行こう！ 64 (?)/7/7 フジテレビ 塚田茂

N01-24749 テレビ スパイダーマン 大空に散る父の愛 21 [1978/10/4]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
高久進

N01-09631 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・ケニ

アの旅サイとモーリン
1 1966/10/9 日本テレビ 佐々木守

N01-09628 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・エジ
プトの旅黒いラクダと赤い月

第一稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09633 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・カメ

ルーンの旅ゴリラ
第一稿 (?) 日本テレビ

N01-09625 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・カメ
ルーンの旅ふたごのゴリラ

1966/10/30 日本テレビ 佐々木守
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N01-09627 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・ケニ

アの旅（後編）
(?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09626 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・ケニ
アの旅アフリカ象（仮題）（前

編）
(?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09632 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・セイ

ロンの旅ヒョウ
撮影稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09624 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・台湾

の旅妖蝶記
第一稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09623 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・マラ
ヤの旅ブタオザルのいる村

1967/6/11 日本テレビ

N01-09630 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・南イ

ンドの旅（後編）
第二稿 (?) 日本テレビ

N01-09629 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい自然シリーズ・南イ

ンドの旅（前編）
第二稿 1967/10/(?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09621 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい未来シリーズ・アラ

スカの旅第五氷河期
第三稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09622 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい未来シリーズ・イス

ラエルの旅飢餓戦争
第七稿 1967/3/26 日本テレビ 佐々木守

N01-09620 テレビ すばらしい世界旅行
すばらしい未来シリーズ・グ

リーンランドの旅雪と氷の世界
（第一部）

第四稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-12363 テレビ すばらしき新婚旅行 第一稿 (?) 日本テレビ 光畑碩郎

N01-01746 ラジオ すばらしき人生 幼な児よ、この夕に幸あれ 1961/12/25
ニッポン放

送
横田弘行

N01-01747 ラジオ すばらしき人生
心の千羽鶴　森畑富子さんの

手記から
1961/10/23

ニッポン放
送

横田弘行

N01-01752 ラジオ すばらしき人生 つくしんぼの青春 1962/1/15
ニッポン放

送
横田弘行

M053 N01-41184 ラジオ スピード太郎 ドルマニアの巻 2 (?) JOAK放送 漫画劇場
デジタル
化（館
内）

N01-19696 テレビ スペクタクル日本
世界一のトンネル―青函海底

トンネル
4 1970/10/30 TBS 遠藤淳

N01-18142 テレビ スペシャル・ボウル 女子プロ対抗戦 1971/2/28 テレビ東京

N01-18151 テレビ スペシャル・ボウル 女子プロ対抗戦 1971/2/28 テレビ東京

N01-13112 テレビ スポーツケンちゃん ロボットの使者 23 1978/8/3 TBS 加瀬高之

N01-13113 テレビ スポーツケンちゃん ロボットの使者 23 1978/8/3 TBS 加瀬高之

N01-13114 テレビ スポーツケンちゃん ロボットの使者 23 1978/8/3 TBS 加瀬高之

N01-13115 テレビ スポーツケンちゃん ロボットの使者 23 1978/8/3 TBS 加瀬高之

N01-13116 テレビ スポーツケンちゃん ロボットの使者 23 1978/8/3 TBS 加瀬高之

N01-13117 テレビ スポーツケンちゃん ガミガミじいさん―今日は！ 24 1978/8/10 TBS 多地映一

N01-13118 テレビ スポーツケンちゃん ガミガミじいさん―今日は！ 24 1978/8/10 TBS 多地映一

N01-13119 テレビ スポーツケンちゃん ガミガミじいさん―今日は！ 24 1978/8/10 TBS 多地映一

M059 N01-41299 テレビ 隅田川心中 1958/5/11 JOKR-TV 川口松太郎

N01-07397 テレビ 寿美花代とともに 華麗なるパーティ 1 [1962]/1/2 日本テレビ 高木史朗

N01-07398 テレビ 寿美花代とともに 恋の七つの顔 4 [1962]/1/16 日本テレビ 松木ひろし

N01-06006 テレビ 寿美花代とともに 5 1962/1/30 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06007 テレビ 寿美花代とともに 5 (?) 日本テレビ 内村直也

N01-06005 テレビ 寿美花代とともに 15 1962/4/10 YTV 内村直也

N01-22059 テレビ ズラリ・ライバル勢揃い 司会者ベストテン 決定稿 1969/12/30 TBS 岩城未知男、田村隆、たかたかし

N01-20688 テレビ
ズラリ・ライバル勢揃い司会者ベストテ

ン！！
準備稿 (?)/12/30、1/2 TBS 岩城未知男、田村隆、たかたかし

M022 N01-40528 テレビ スリーチャンス・ゲーム 5 1956/5/3 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40531 テレビ スリーチャンス・ゲーム 6 1956/5/10 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41235 テレビ スリーチャンスゲーム 6 1956/5/10 JOKR-TV 大島得郎
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M023 N01-40545 テレビ スリーチャンス・ゲーム 7 1956/5/17 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40577 テレビ スリーチャンス・ゲーム 8 1956/5/24 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40574 テレビ スリーチャンス・ゲーム 11 1956/6/14 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40575 テレビ スリーチャンス・ゲーム 12 1956/6/21 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40576 テレビ スリーチャンス・ゲーム 1956/4/19 JOKR-TV
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41234 テレビ スリーチャンスゲーム 1956/4/26 JOKR-TV 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-08512 テレビ すりかえ 決定稿 1961/11/26 TBS 国弘威雄、松本孝二
デジタル
化（館
内）

N01-19677 テレビ
スリル!スピード!アクション!!”壮絶”洋画名

場面特集
1974/1/10 日本テレビ 遠藤敦司

N01-19708 テレビ
スリル!スピード!アクション!!”壮絶”洋画名

場面特集
決定稿 1974/1/10 日本テレビ 遠藤敦司
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N01-50688 テレビ 青衣の人 1 [1965]/1/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50689 テレビ 青衣の人 1 [1965]/1/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50690 テレビ 青衣の人 2 [1965]/1/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50691 テレビ 青衣の人 2 [1965]/1/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50692 テレビ 青衣の人 3 [1965]/1/15 フジテレビ 大野靖子

N01-50693 テレビ 青衣の人 3 [1965]/1/15 フジテレビ 大野靖子

N01-50694 テレビ 青衣の人 4 [1965]/1/22 フジテレビ 大野靖子

N01-50695 テレビ 青衣の人 4 [1965]/1/22 フジテレビ 大野靖子

N01-50696 テレビ 青衣の人 5 [1965]/1/29 フジテレビ 大野靖子

N01-51411 テレビ 青衣の人 5 [1965]/1/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50697 テレビ 青衣の人 最終回 [1965]/2/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50698 テレビ 青衣の人 最終回 [1965]/2/5 フジテレビ 大野靖子

N01-07938 テレビ 聖火 決定稿 1964/11/11 フジテレビ 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-07939 資料 聖火 1964/11/11 フジテレビ 早坂暁

N01-17765 テレビ 生活の再発見　お米とご飯 (?)
放送番組セ
ンター自主

制作

N01-21868 テレビ 世紀の祭典 決定稿 (?)/3/2 フジテレビ 前川宏司

N01-23910 テレビ 世紀の祭典 1969/3/1 フジテレビ 塚田茂

M021 N01-40524 ラジオ 聖者の泉 1953/8/18 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-15097 テレビ 青春 でっかい夢だぜ！ 8 [1967]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15248 テレビ 青春 でっかい夢だぜ！ 8 [1967]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15098 テレビ 青春 大空に青春を！ 9 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15099 テレビ 青春 若い仲間だ！青春！ 12 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15100 テレビ 青春 若さを叫ぼう！青春！ 16 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15237 テレビ 青春 若い仲間だ！青春！ 12 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15238 テレビ 青春 若さを呼ぼう！青春！ 16 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15239 テレビ 青春 若い生命だ！青春！ 14 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15240 テレビ 青春 壁を破ろう！青春！ 17 [1967]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

M034 N01-40782 テレビ 青春海流 1 1958/4/2 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-11302 テレビ 青春家族 1 1973/2/5 フジテレビ 横田弘行

N01-15898 テレビ 青春家族 1 1973/2/5 フジテレビ 横田弘行

N01-16145 テレビ 青春家族 1 1973/2/5 フジテレビ 横田弘行

N01-23819 テレビ 青春家族 1 1973/2/5 フジテレビ 横田弘行

N01-08613 テレビ 青春家族 2 1973/2/12 フジテレビ 横田弘行

N01-15900 テレビ 青春家族 2 1973/2/12 フジテレビ 横田弘行

N01-23818 テレビ 青春家族 2 1973/2/12 フジテレビ 横田弘行

N01-08614 テレビ 青春家族 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-08615 テレビ 青春家族 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行
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N01-08616 テレビ 青春家族 VTR稿ロケ部分 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-08788 テレビ 青春家族 改訂稿 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-15899 テレビ 青春家族 改訂稿 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-16148 テレビ 青春家族 VTR稿ロケ部分 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-23815 テレビ 青春家族 VTR稿ロケ部分 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-23816 テレビ 青春家族 改訂稿 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-23817 テレビ 青春家族 3 1973/2/19 フジテレビ 横田弘行

N01-08794 テレビ 青春家族 4 1973/2/26 フジテレビ 横田弘行

N01-15901 テレビ 青春家族 4 1973/2/26 フジテレビ 横田弘行

N01-23825 テレビ 青春家族 4 1973/2/26 フジテレビ 横田弘行

N01-08617 テレビ 青春家族 5 1973/3/5 フジテレビ 横田弘行

N01-08795 テレビ 青春家族 改訂稿 5 1973/3/5 フジテレビ 横田弘行

N01-16146 テレビ 青春家族 5 1973/3/5 フジテレビ 横田弘行

N01-23823 テレビ 青春家族 5 1973/3/5 フジテレビ 横田弘行

N01-23824 テレビ 青春家族 改訂稿 5 1973/3/5 フジテレビ 横田弘行

N01-15903 テレビ 青春家族 6 1973/3/12 フジテレビ 横田弘行

N01-23822 テレビ 青春家族 6 1973/3/12 フジテレビ 横田弘行

N01-08618 テレビ 青春家族 7 1973/3/19 フジテレビ 横田弘行

N01-16147 テレビ 青春家族 7 1973/3/19 フジテレビ 横田弘行

N01-23821 テレビ 青春家族 7 1973/3/19 フジテレビ 横田弘行

N01-15902 テレビ 青春家族 8(終) 1973/3/26 フジテレビ 横田弘行

N01-23820 テレビ 青春家族 8(終) 1973/3/26 フジテレビ 横田弘行

N01-11568 テレビ 青春作戦(仮題) 準備稿 1・2 (?) TBS 小川英、中野顕彰

N01-24306 テレビ 青春諸君! 女の中に男が一人の巻 決定稿 1 [1979]/10/9 TBS 宮川一郎

N01-24307 テレビ 青春諸君! ケイケン者だって!の巻 決定稿 2 [1979]/10/16 TBS 宮川一郎

N01-24308 テレビ 青春諸君! 鞍馬クン大奮戦の巻 決定稿 3 [1979]/10/23 TBS 宮川一郎

N01-24309 テレビ 青春諸君! のぞいちゃったの巻 決定稿 4 [1979]/10/30 TBS 宮川一郎

N01-24310 テレビ 青春諸君! ショックINGの巻 決定稿 5 [1979]/11/6 TBS 宮川一郎

N01-24311 テレビ 青春諸君! 知的求愛の方法の巻 決定稿 7 [1979]/11/20 TBS 宮川一郎

N01-24312 テレビ 青春諸君! 僕らは少年探偵団の巻 決定稿 8 [1979]/11/27 TBS 宮川一郎

N01-24313 テレビ 青春諸君! やったぜ!一発の巻 決定稿 9 [1979]/12/4 TBS 桜井秀雄

N01-24314 テレビ 青春諸君! ぜったい・マイ・ウェイの巻 決定稿 10 [1979]/12/11 TBS 宮川一郎

N01-24315 テレビ 青春諸君! 君が心の歌の巻 決定稿 11 [1979]/12/18 TBS 宮川一郎

N01-24316 テレビ 青春諸君! 会いたかった!の巻 決定稿 12 [1979]/12/25 TBS 宮川一郎

N01-24317 テレビ 青春諸君! 二度とないチャンス!の巻 決定稿 13 [1980]/1/8 TBS 宮川一郎

N01-24318 テレビ 青春諸君! 美人イン・マイ・ベッドの巻 決定稿 14 [1980]/1/15 TBS 黒土三男

N01-24319 テレビ 青春諸君! 泣くな!探偵団の巻 決定稿 15 [1980]/1/22 TBS 宮川一郎
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N01-24320 テレビ 青春諸君! 吠えろ!青春の巻 決定稿 16 [1980]/1/29 TBS 宮川一郎

N01-24321 テレビ 青春諸君! ハロー!銀世界の巻 決定稿 17 [1980]/2/5 TBS 宮川一郎

N01-24322 テレビ 青春諸君! ネバー・マインド天中殺の巻 決定稿 18 [1980]/2/12 TBS 黒土三男

N01-24323 テレビ 青春諸君! 思いちがい恋ちがいの巻 決定稿 19 [1980]/2/19 TBS 宮川一郎

N01-24324 テレビ 青春諸君! アマゾンから来た男の巻 決定稿 20 [1980]/2/26 TBS 宮川一郎

N01-24325 テレビ 青春諸君! 理想の男性の巻 決定稿 21 [1980]/3/4 TBS 黒土三男

N01-24326 テレビ 青春諸君! 意外、意外また意外の巻 決定稿 22 [1980]/3/11 TBS 宮川一郎

N01-24327 テレビ 青春諸君!
君の胸のときめきが聞こえる

の巻
決定稿 23 [1980]/3/18 TBS 宮川一郎

N01-24328 テレビ 青春諸君・夏! 君は、燃えているか?の巻 決定稿 1 [1980]/4/8 TBS 宮川一郎

N01-24329 テレビ 青春諸君・夏! お嫁に行けなくなる?の巻 改訂稿 2 [1980]/4/15 TBS 宮川一郎

N01-24330 テレビ 青春諸君・夏! すばらしい若者たちの巻 決定稿 3 [1980]/4/22 TBS 宮川一郎

N01-24331 テレビ 青春諸君・夏! 熱い心を知ってるかい?の巻 決定稿 4 [1980]/4/29 TBS 宮川一郎

N01-24332 テレビ 青春諸君・夏! 悩ましかな五月!の巻 決定稿 5 [1980]/5/6 TBS 宮川一郎

N01-24333 テレビ 青春諸君・夏! それを恋と言うの巻 決定稿 6 [1980]/5/13 TBS 宮川一郎

N01-24334 テレビ 青春諸君・夏! 燃えて燃えて!の巻 決定稿 7 [1980]/5/20 TBS 宮川一郎

N01-24335 テレビ 青春諸君・夏! 野口五郎が来る?の巻 決定稿 9 [1980]/6/3 TBS 宮川一郎

N01-24336 テレビ 青春諸君・夏! あの子をマークしろ!の巻 決定稿 10 [1980]/6/10 TBS 黒土三男

N01-24337 テレビ 青春諸君・夏! ぜったい生みます!の巻 決定稿 12 [1980]/6/24 TBS 宮川一郎

N01-24338 テレビ 青春諸君・夏! チャンス!の巻 決定稿 14 [1980]/7/8 TBS 宮川一郎

N01-24339 テレビ 青春諸君・夏! 天使!ボクの天使!の巻 決定稿 15 [1980]/7/15 TBS 黒土三男

N01-24448 テレビ 青春諸君・夏! 決定稿 13 [1980]/7/1 [TBS] 黒土三男

N01-24449 テレビ 青春諸君・夏! 決定稿 19 [1980]/8/12 [TBS] 宮川一郎

N01-02032 テレビ 青春デザイン通り 16 1962/11/5 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-02033 テレビ 青春デザイン通り VTR抜き取り稿 16 1962/11/7 NET 津田幸夫

N01-02034 テレビ 青春デザイン通り 17 1962/11/14 NET 津田幸夫

N01-02035 テレビ 青春デザイン通り 17 1962/11/14 NET 津田幸夫

N01-02036 テレビ 青春デザイン通り 17 1962/11/14 NET 津田幸夫

N01-08458 テレビ 青春デザイン通り 16 1962/11/5 NET 津田幸夫

N01-08459 テレビ 青春デザイン通り VTR抜き取り稿 16 1962/11/7 NET 津田幸夫

N01-04931 ラジオ 青春の逆説 1 1959/7/3 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04932 ラジオ 青春の逆説 2 1959/7/10 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04933 ラジオ 青春の逆説 3 [1959]/7/17 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04934 ラジオ 青春の逆説 最終回 1959/7/24 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-17045 テレビ 青春の証明 8 [1978]/(?)/(?) 毎日放送 石松愛弘、貞永方久

N01-17046 テレビ 青春の証明 最終回 [1978]/(?)/(?) 毎日放送 石松愛弘、貞永方久

N01-11037 テレビ 青春の挽歌 決定稿 4 (?) フジテレビ 宮崎晃

N01-08118 テレビ 青春の深き渕より [1960/11/26] フジテレビ 大島渚
デジタル
化（館
内）
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N01-08417 テレビ 青春の街(仮題) 誕生 準備稿 (?) 深沢一夫

N01-11073 テレビ 青春の門 第2部(4) 1977/12/28 毎日放送 小野田勇
デジタル
化（館
内）

M034 N01-40783 テレビ 青春の山彦 ばらの夕映え 38 1958/7/6 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-50699 テレビ 聖少女 [1968/3/25] フジテレビ 大野靖子

N01-50700 テレビ 聖少女 [1968/3/25] フジテレビ 大野靖子

N01-50701 テレビ 聖少女 [1968/3/25] フジテレビ 大野靖子

N01-50702 テレビ 聖少女 [1968/3/25] フジテレビ 大野靖子

N01-07962 テレビ 聖女像～がらしあ伝～ 1960/12/18 TBS 田中澄江
デジタル
化（館
内）

N01-00645 テレビ 成人の日バレエ　シンデレラ 1959/1/15 NHK 花島美紗緒

N01-10118 テレビ 聖体験(仮題) 準備稿 (?) 佐々木守

N01-03460 ラジオ 青銅の基督 1964/12/27
NHK第一放

送
横田弘行

N01-03683 ラジオ 青銅の基督 1964/12/27
NHK第一放

送
横田弘行

N01-03700 テレビ 青銅の基督 1964/12/27
NHK第一放

送
横田弘行

N01-08348 テレビ 青年　第一部　渦潮 坂本竜馬 1961/4/10 NHK 江上照彦
デジタル
化（館
内）

N01-00457 テレビ 青年の歩み 第二部 あなたはお話上手 決定稿 1960/4/29 NHK

N01-00777 テレビ 青年の樹 改訂稿 1 1961/6/19 TBS 池田一朗
デジタル
化（館
内）

N01-00801 テレビ 青年の樹 改訂稿 2 1961/6/26 TBS 池田一朗

N01-00776 テレビ 青年の樹 改訂稿 3 1961/6/26 TBS 相良準

N01-00815 テレビ 青年の樹 奔流 決定稿 4 1962/11/2 TBS 須崎勝彌

N01-00814 テレビ 青年の樹 改訂稿 5 1961/7/17 TBS 相良準

N01-00775 テレビ 青年の樹 再改訂 6 1961/7/24 TBS 相良準

N01-01104 テレビ 青年の樹 決定稿 7 1961/7/31 TBS 須崎勝彌

N01-01105 テレビ 青年の樹 決定稿 8 1961/8/7 TBS 須崎勝彌

N01-00785 テレビ 青年の樹 9 1961/8/14 TBS 須崎勝彌

N01-00786 テレビ 青年の樹 第一稿 10 1961/8/21 TBS 池田一朗

N01-00789 テレビ 青年の樹 第一稿 11 1961/8/28 TBS 池田一朗

N01-00788 テレビ 青年の樹 12 1961/9/4 TBS 池田一朗

N01-00818 テレビ 青年の樹 決定稿 13 1961/9/13 TBS 相良準

N01-01106 テレビ 青年の樹 改訂稿 14 1961/9/18 TBS 相良準

N01-01107 テレビ 青年の樹 呉越同舟 15 1961/9/25 TBS 須崎勝彌

N01-01108 テレビ 青年の樹 いさかい 改訂稿 16 1961/10/2 TBS 須崎勝彌

N01-00820 テレビ 青年の樹 記念碑 決定稿 17 1961/10/9 TBS 須崎勝彌

N01-00821 テレビ 青年の樹 敗北 18 1961/10/16 TBS 池田一朗

N01-00805 テレビ 青年の樹 小さな波紋 19 1961/10/23 TBS 須崎勝彌

N01-00778 テレビ 青年の樹 新たな誓い 決定稿 20 1961/10/30 TBS 相良準

N01-00779 テレビ 青年の樹 赤とんぼ スタッフ決定稿 21 1961/11/6 TBS 相良準

N01-00780 テレビ 青年の樹 スタッフ決定稿 22 1961/11/13 TBS 須崎勝彌
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N01-00781 テレビ 青年の樹 再会 改訂稿 23 1961/11/20 TBS 須崎勝彌

N01-00782 テレビ 青年の樹 改訂稿 24 1961/11/27 TBS 相良準

N01-00783 テレビ 青年の樹 挑戦 改訂稿 25 1961/12/4 TBS 須崎勝彌

N01-00784 テレビ 青年の樹 敗北 決定稿 26 1961/12/11 TBS 須崎勝彌

N01-00792 テレビ 青年の樹 スタッフ決定稿 27 1961/12/18 TBS 池田一朗

N01-00791 テレビ 青年の樹 28 1961/12/25 TBS 池田一朗

N01-00817 テレビ 青年の樹 晴衣 第一稿 29 1961/1/1 TBS 須崎勝彌

N01-00816 テレビ 青年の樹 改訂稿 30 1962/1/8 TBS 池田一朗

N01-01109 テレビ 青年の樹 若い足跡 決定稿 31 1962/1/15 TBS 相良準

N01-00828 テレビ 青年の樹 第一稿 32 1962/1/22 TBS 相良準

N01-00829 テレビ 青年の樹 新なる出発 改訂稿 33 1962/1/29 TBS 相良準

N01-00830 テレビ 青年の樹 花のいのち 決定稿 35 1962/2/12 TBS 相良準

N01-00831 テレビ 青年の樹 鎮魂歌 36 1962/2/19 TBS 池田一朗

N01-01110 テレビ 青年の樹 第一稿 37 1962/2/26 TBS 池田一朗

N01-00813 テレビ 青年の樹 破局 再改訂 38 1962/3/5 TBS 池田一朗

N01-00812 テレビ 青年の樹 春の嵐 決定稿 39 1962/3/9 TBS 須崎勝彌
デジタル
化（館
内）

N01-00811 テレビ 青年の樹 激流 決定稿 40 1962/3/19 TBS 須崎勝彌

N01-00810 テレビ 青年の樹 生命の詩 改訂稿 41 1962/3/26 TBS 須崎勝彌

N01-00809 テレビ 青年の樹 青春の息吹 改訂稿 42 1962/4/2 TBS 須崎勝彌

N01-00808 テレビ 青年の樹 新生 訂正稿 43 1962/4/9 TBS 池田一朗

N01-00807 テレビ 青年の樹 改訂稿 44 1962/4/16 TBS 池田一朗

N01-00771 テレビ 青年の樹 さまよえる青春 45 1962/4/23 TBS 相良準

N01-00770 テレビ 青年の樹 乾いた涙 改訂稿 46 1962/4/30 TBS 須崎勝彌

N01-00769 テレビ 青年の樹 若い傾斜 決定稿 47 1962/5/7 TBS 須崎勝彌

N01-00768 テレビ 青年の樹 黒い波紋 第一稿 48 1962/5/14 TBS 相良準

N01-00800 テレビ 青年の樹 緑の想線 改訂稿 49 1962/5/21 TBS 相良準

N01-00795 テレビ 青年の樹 スタッフ決定稿 50 1962/5/28 TBS 池田一朗

N01-00773 テレビ 青年の樹 スタッフ決定稿 51 1962/6/4 TBS 池田一朗

N01-00787 テレビ 青年の樹 空にのびるもの　その一 決定稿 53 1962/6/18 TBS 相良準

N01-00774 テレビ 青年の樹 空にのびるもの　その二 54 1962/6/25 TBS 相良準

N01-00794 テレビ 青年の樹 愛の波動 決定稿 56 1962/7/9 TBS 須崎勝彌

N01-00793 テレビ 青年の樹 渓谷の荼毘 改訂稿 57 1962/7/16 TBS 須崎勝彌

N01-01111 テレビ 青年の樹 逆風 準備稿 58 1962/7/23 TBS 須崎勝彌

N01-01112 テレビ 青年の樹 挫折 決定稿 59 1962/7/30 TBS 池田一朗

N01-00819 テレビ 青年の樹 帰郷 決定稿 60 1962/8/6 TBS 池田一朗

N01-00772 テレビ 青年の樹 真昼の青春 決定稿 62 1962/8/20 TBS 相良準

N01-00806 テレビ 青年の樹 積雲の果て　その2 決定稿 63 1962/8/27 TBS 相良準
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N01-01113 テレビ 青年の樹 積雲の果て その3 決定稿 64 1962/9/3 TBS 相良準

N01-01114 テレビ 青年の樹 而立 決定稿 65 1962/9/10 TBS 池田一朗

N01-00802 テレビ 青年の樹 明日への答案 決定稿 66 1962/9/17 TBS 成尾魏

N01-00803 テレビ 青年の樹 彼岸日和 スタッフ決定稿 67 1962/9/24 TBS 成尾魏

N01-00790 テレビ 青年の樹 祝婚歌 スタッフ決定稿 68 1962/10/1 TBS 成尾魏

N01-00796 テレビ 青年の樹 亀裂 決定稿 69 1962/10/8 TBS 須崎勝彌

N01-00797 テレビ 青年の樹 低迷 再決定稿 70 1962/10/15 TBS 須崎勝彌

N01-00799 テレビ 青年の樹 愁雲 改訂稿 71 1962/10/22 TBS 須崎勝彌

N01-00798 テレビ 青年の樹 改訂稿 72 1962/10/29 TBS 須崎勝彌

N01-00822 テレビ 青年の樹 宣言 決定稿 73 1962/11/5 TBS 須崎勝彌

N01-00823 テレビ 青年の樹 彷徨 決定稿 75 1962/11/19 TBS 須崎勝彌

N01-00824 テレビ 青年の樹 蒼める沼 決定稿 76 1962/11/26 TBS 須崎勝彌

N01-00825 テレビ 青年の樹 決行 決定稿 77 1962/12/3 TBS 須崎勝彌

N01-00826 テレビ 青年の樹 冬の太陽 決定稿 78 1962/12/10 TBS 須崎勝彌

N01-00827 テレビ 青年の樹 須磨の衣風 第一稿 79 1962/12/17 TBS 須崎勝彌

N01-00804 テレビ 青年の樹 明日への脱出 第一稿 80 1962/12/24 TBS 須崎勝彌

N01-04607 テレビ 青年の樹
1961～

1962/(?)/(?)
TBS

N01-04606 テレビ 青年の樹　第二部
1961～

1962/(?)/(?)
TBS

デジタル
化（館
内）

N01-16275 テレビ 西部警察 男の子守唄 決定稿 [1980/12/7] テレビ朝日 大野武雄
デジタル
化（館
内）

N01-17091 テレビ 西部警察 消えた一時間 決定稿
[1979～

1982]/(?)/(?)
テレビ朝日 峯尾基三

N01-10144 テレビ 聖母観音大菩薩 1973/(?)/(?) 佐々木守

N01-06548 ラジオ 世界　歌の旅　スイス 1963/2/21 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05978 テレビ 世界歌の旅 イタリア その1 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-05982 テレビ 世界歌の旅 インドネシア 1963/5/2 NHK 保富康午

N01-05983 テレビ 世界歌の旅 スペイン その1 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-05984 テレビ 世界歌の旅 朝鮮 1963/4/25 NHK 保富康午

N01-06381 テレビ 世界歌の旅 ロシヤ その1 1963/1/10 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06386 テレビ 世界歌の旅 東欧 1963/4/4 NHK 保富康午

N01-06387 テレビ 世界歌の旅 アメリカ その2 1963/3/28 NHK 保富康午

N01-06462 テレビ 世界歌の旅 アメリカ その5 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06463 テレビ 世界歌の旅 ハワイ その1 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06464 テレビ 世界歌の旅 アメリカ その6 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06465 テレビ 世界歌の旅 イタリア その2 1963/2/14 NHK 保富康午

N01-06466 テレビ 世界歌の旅 フランス その3 1963/5/30 NHK 保富康午

N01-06467 テレビ 世界歌の旅 ロシヤ その2 (?) NHK 保富康午

N01-06622 テレビ 世界歌の旅 イタリア その1 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06623 テレビ 世界歌の旅 ドイツ その1 1963/5/16 NHK 保富康午
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N01-06624 テレビ 世界歌の旅 アルゼンチン 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06637 テレビ 世界歌の旅 フランス子供の歌 1963/5/(?) NHK 保富康午

N01-06735 テレビ 世界歌の旅 アメリカ その3 1963/4/11 NHK 保富康午

N01-06736 テレビ 世界歌の旅 ドイツ その3 1963/(?)/(?) NHK 保富康午

N01-06940 テレビ 世界歌の旅 イギリス 1963/2/28 NHK 保富康午

N01-00638 テレビ 世界歌の旅 アメリカ その1 1963/3/14 NHK 保富康午

N01-06543 テレビ 世界の衣装 第二稿 1960/1/8 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-21058 テレビ 世界の音楽 1 1968/1/10 NHK 保富康午

N01-21663 テレビ 世界の音楽 2 1968/1/17 NHK 松本重美

N01-21280 テレビ 世界の音楽 3 1968/1/24 NHK 保富康午

N01-21291 テレビ 世界の音楽 ミュージカル・オペラの音楽 4 1968/1/31 NHK 保富康午

N01-21292 テレビ 世界の音楽 5 1968/2/7 NHK 保富康午

N01-21056 テレビ 世界の音楽 6 1968/2/14 NHK 保富康午

N01-21530 テレビ 世界の音楽 7 1968/2/21 NHK 保富康午

N01-21290 テレビ 世界の音楽 酒と音楽 8 1968/2/28 NHK 保富康午

N01-21684 テレビ 世界の音楽 [春の音楽] 9 1968/3/13 NHK 保富康午

N01-20608 テレビ 世界の音楽 9 1968/3/7 NHK 保富康午

N01-21683 テレビ 世界の音楽
[アンブローズ・ビアスの悪魔

の辞典]
11 1968/3/27 NHK 保富康午

N01-21864 テレビ 世界の音楽 12 1968/3/15 NHK 保富康午

N01-21283 テレビ 世界の音楽 13 1968/4/17 NHK 保富康午

N01-21682 テレビ 世界の音楽 [自然にかえれ] 13 1968/4/17、23 NHK 保富康午

N01-21689 テレビ 世界の音楽 14 1968/4/24 NHK 保富康午

N01-21688 テレビ 世界の音楽 [バラの音楽] 15 1968/5/8 NHK 保富康午

N01-21681 テレビ 世界の音楽 16 1968/5/22 NHK 保富康午

N01-21287 テレビ 世界の音楽 19 1968/6/5 NHK 保富康午

N01-21680 テレビ 世界の音楽 20 1968/6/19 NHK 保富康午

N01-21687 テレビ 世界の音楽 21 1968/6/26 NHK 保富康午

N01-21289 テレビ 世界の音楽 22 1968/7/3 NHK 保富康午

N01-21284 テレビ 世界の音楽 夏の音楽 23 1968/7/10 NHK 保富康午

N01-21532 テレビ 世界の音楽 1968/7/17 NHK 保富康午

N01-21686 テレビ 世界の音楽 1968/7/17 NHK 保富康午

N01-21675 テレビ 世界の音楽 1968/7/24 NHK 保富康午

N01-21531 テレビ 世界の音楽 26 1968/8/28 NHK 保富康午

N01-21685 テレビ 世界の音楽 27 1968/9/4 NHK 保富康午

N01-21674 テレビ 世界の音楽 [イタリアの曲] 28 1968/9/11 NHK 保富康午

N01-21673 テレビ 世界の音楽 29 1968/9/18 NHK 保富康午

N01-21281 テレビ 世界の音楽 30 1968/9/25 NHK 保富康午
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N01-21679 テレビ 世界の音楽 リクエスト大会 31 1968/10/2 NHK 保富康午

N01-21671 テレビ 世界の音楽 32 1968/10/9 NHK 保富康午

N01-21288 テレビ 世界の音楽 33 1968/10/30 NHK 保富康午

N01-21666 テレビ 世界の音楽 夢 35 1968/11/13 NHK 保富康午

N01-21667 テレビ 世界の音楽 35 1968/11/27 NHK 保富康午

N01-21677 テレビ 世界の音楽
ウェルナー･ミューラー楽団と

共に
1968/11/16 NHK 保富康午

N01-21678 テレビ 世界の音楽 36 1968/11/20 NHK 保富康午

N01-21282 テレビ 世界の音楽 映画音楽特集 36 1968/12/4 NHK 保富康午

N01-20932 テレビ 世界の音楽 2 1968/12/6 NHK

N01-21672 テレビ 世界の音楽 38 1968/12/18 NHK 保富康午

N01-21670 テレビ 世界の音楽 1969/1/8 NHK 保富康午

N01-21057 テレビ 世界の音楽 1969/1/15 NHK 保富康午

N01-21055 テレビ 世界の音楽 1969/1/22 NHK 保富康午

N01-21668 テレビ 世界の音楽 1969/1/29 NHK 保富康午

N01-21669 テレビ 世界の音楽 コントラバス コーナー 1969/1/29 NHK

N01-21285 テレビ 世界の音楽 1969/2/12 NHK 保富康午

N01-21662 テレビ 世界の音楽 1969/2/19 NHK 保富康午

N01-21676 テレビ 世界の音楽 一週間 決定稿 1969/2/19 NHK

N01-22077 テレビ 世界の音楽 一週間 第一稿 1969/2/19 NHK

N01-21664 テレビ 世界の音楽 1969/2/26 NHK 保富康午

N01-21286 テレビ 世界の音楽 1969/3/5 NHK 保富康午

N01-21054 テレビ 世界の音楽 1969/3/12 NHK 保富康午

N01-21665 テレビ 世界の音楽 1969/3/19 NHK 保富康午

N01-21052 テレビ 世界の音楽 1969/3/26 NHK 保富康午

N01-21053 テレビ 世界の音楽 1969/4/2 NHK 保富康午

N01-20590 テレビ 世界の音楽 1973/6/3 NHK 蓬莱泰三

N01-19631 テレビ 世界の家族 虹から来たママ―イギリス 2 1981/4/11 フジテレビ 野村六助

N01-19630 テレビ 世界の家族 自由、愛…そして唄―アメリカ 3 1981/4/18 フジテレビ 野村六助

N01-22764 テレビ 世界のくにぐに
運河を行く～オランダ～THE
SKIPPER STAYS AT HOME

1982/9/9 NHK 小川乃倫子

N01-22829 テレビ 世界のくにぐに 貴族の城～イギリス～ 1974/6/15 NHK

N01-18257 テレビ 世界の先生たち 学校は甘くない 1 1975/10/4 フジテレビ 野村六助

N01-19539 テレビ 世界の先生たち
ナンシー先生と音のない世界

―アメリカ・バージニア―
1 1980/4/5 フジテレビ 恋塚三雄

N01-18256 テレビ 世界の先生たち ハッスル校長先生の一日 2 1975/10/11 フジテレビ 野村六助

N01-19538 テレビ 世界の先生たち
エネルギーは僕らを強くす

る？！―アメリカ・バージニア
―

2 1980/4/12 フジテレビ 日高恒

N01-18255 テレビ 世界の先生たち “未婚のママ”先生 3 1975/10/18 フジテレビ 野村六助

N01-19537 テレビ 世界の先生たち
夫婦先生は教えない―スイ

ス・ジュネーブ―
3 1980/4/19 フジテレビ 野村六助

N01-18241 テレビ 世界の先生たち 先生は名コーチ―アメリカ― 4 1975/10/25 フジテレビ 野村六助
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N01-18254 テレビ 世界の先生たち 先生は名コーチ―アメリカ― 4 1975/10/25 フジテレビ 野村六助

N01-19535 テレビ 世界の先生たち
何でも知ろう見てやろう！―ア

メリカ・バージニア―
4 1980/4/26 フジテレビ 恋塚三雄

N01-18253 テレビ 世界の先生たち 15才の女教師―キューバ― 5 1975/11/1 フジテレビ 野村六助

N01-19536 テレビ 世界の先生たち
ポッター先生は73人のお父さ
ん―イギリス・バッキンガム―

5 1980/5/3 フジテレビ 日高恒

N01-18252 テレビ 世界の先生たち エマヌエルとジャクリーヌ夫人 6 1975/(?)/(?) フジテレビ 野村六助

N01-19534 テレビ 世界の先生たち
マリア先生は落ちこぼれっ

子？―オランダ・フォーブルク
―

6 1980/5/10 フジテレビ 恋塚三雄

N01-19533 テレビ 世界の先生たち
パパイアも教科書―スリランカ

―
7 1980/5/17 フジテレビ 日高恒

N01-18225 テレビ 世界の先生たち ゲーテの卵たち 8 1975/11/22 フジテレビ 野村六助

N01-19530 テレビ 世界の先生たち
エリート先生の手づくり教育―

モンブラン共和国―
8 1980/5/24 フジテレビ 恋塚三雄

N01-18224 テレビ 世界の先生たち
キャロルのABCグループ大作

戦
9 1975/11/29 フジテレビ 野村六助

N01-19532 テレビ 世界の先生たち
教室に国境はない―ニュー

ジーランド―
9 1980/5/31 フジテレビ 恋塚三雄

N01-18229 テレビ 世界の先生たち
―アメリカの実験的性教育―

アメリカ―
10 1975/12/6 フジテレビ 野村六助

N01-19531 テレビ 世界の先生たち
熱中先生奮戦記―オーストラ

リア―
10 1980/6/7 フジテレビ 野村六助

N01-18228 テレビ 世界の先生たち ミシュリーヌの目ざまし大作戦 11 1975/12/13 フジテレビ 野村六助

N01-24129 テレビ 世界の先生たち
白い子、黒い子全員集合―ア

メリカ―
準備稿 11 1980/7/12 フジテレビ 日高恒

N01-18227 テレビ 世界の先生たち
僕らは田園中学一年生―

キューバ―
12 1975/12/20 フジテレビ 野村六助

N01-23586 テレビ 世界の先生たち
お釈迦さま　この子たちを幸せ

に―スリランカ―
12 1980/6/21 フジテレビ 日高恒

N01-18226 テレビ 世界の先生たち
わたしは小学落第生―スイ

ス・ジュネーブ―
13 1975/12/27 フジテレビ 野村六助

N01-24130 テレビ 世界の先生たち
1vs29 先生はひとりぼっち―

オーストラリア―
準備稿 13 1980/6/28 フジテレビ 恋塚三雄

N01-18220 テレビ 世界の先生たち 新春・日米しつけ合戦 14 1976/1/4 フジテレビ 野村六助

N01-23585 テレビ 世界の先生たち
君が大人になった日に―スペ

イン―
14 1980/7/5 フジテレビ 白鳥伍朗

N01-18219 テレビ 世界の先生たち
これが壁のない教室だ！―ア

メリカ―
15 1976/1/10 フジテレビ 野村六助

N01-18265 テレビ 世界の先生たち アメリカのボランティア・ママ 16 1976/1/17 フジテレビ 野村六助

N01-23584 テレビ 世界の先生たち
実験教育ただいま快調？―ポ

ルトガル―
16 1980/7/19 フジテレビ 白鳥伍朗

N01-18264 テレビ 世界の先生たち 一日中の学校―ハンガリー― 17 1976/1/24 フジテレビ 野村六助

N01-24131 テレビ 世界の先生たち
赤毛のアンは生きている―カ

ナダ―
準備稿 17 1980/7/26 フジテレビ 日高恒

N01-18232 テレビ 世界の先生たち
キブツ．二千年目の授業―イ

スラエル―
18 1976/1/31 フジテレビ 野村六助

N01-24132 テレビ 世界の先生たち
赤い大地に愛の灯を！―ブラ

ジル―
18 1980/8/2 フジテレビ 恋塚三雄

N01-18231 テレビ 世界の先生たち 教科書のない授業 19 1976/2/7 フジテレビ 野村六助

N01-18230 テレビ 世界の先生たち
おはよう　モンテッソーリ先

生！
20 1976/2/14 フジテレビ 野村六助

N01-19529 テレビ 世界の先生たち
君たちは落ちこぼれじゃない

―デンマーク―
20 1980/8/16 フジテレビ 日高恒

N01-19515 テレビ 世界の先生たち アメリカ版出世物語 21 1976/2/21 フジテレビ 野村六助

N01-24133 テレビ 世界の先生たち
荒野に響けインカの叫び～ペ

ルー～
21 1980/8/23 フジテレビ 日高恒

N01-19516 テレビ 世界の先生たち
ああ受験！―スイスの小学4

年生―
22 1976/2/28 フジテレビ 野村六助

N01-23583 テレビ 世界の先生たち
目で口で手で全部で話そうア

ンナ・マリア―イタリア―
22 1980/8/30 フジテレビ 日高恒

N01-19517 テレビ 世界の先生たち ハワイの通信簿 23 1976/3/6 フジテレビ 野村六助

N01-19548 テレビ 世界の先生たち インゲル先生と七人の天使 23 1980/9/6 フジテレビ
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N01-19518 テレビ 世界の先生たち
二食つき課目別教育法！―
ユーゴスラビィアの学校―

24 1976/3/13 フジテレビ 野村六助

N01-19550 テレビ 世界の先生たち サンチャゴの1年A組新米先生 24 1980/9/13 フジテレビ 恋塚三雄

N01-19519 テレビ 世界の先生たち タイ式初等教育術 25 1976/3/20 フジテレビ 野村六助

N01-19528 テレビ 世界の先生たち
この子らの未来を信じて―
オーストラリア、ブラジル、

ニュージーランド、スペイン―
25 1980/9/20 フジテレビ 野村六助

N01-19576 テレビ 世界の先生たち 落ちこぼれっ子よ明日こそ… 26 1980/9/27 フジテレビ 恋塚三雄

N01-19520 テレビ 世界の先生たち
カルチエラタンの幼稚園先生

―フランス―
27 1976/4/3 フジテレビ 野村六助

N01-19577 テレビ 世界の先生たち
ふれあい先生の新学期―ノル

ウェー―
27 1980/10/4 フジテレビ 野村六助

N01-23309 テレビ 世界の先生たち 教室の魔法使い―西ドイツ― 28 1980/10/11 フジテレビ 野村六助

N01-19594 テレビ 世界の先生たち
新・紳士淑女教育―イギリス

―
29 1976/4/17 フジテレビ 野村六助

N01-23582 テレビ 世界の先生たち
何のために学校へくるの！―

フィンランド―
29 1980/10/18 フジテレビ 野村六助

N01-23581 テレビ 世界の先生たち お友だちできた？―カナダ― 30 1980/10/25 フジテレビ 野村六助

N01-19595 テレビ 世界の先生たち
ハイデルベルグの青春―西ド

イツ―
31 1976/5/1 フジテレビ 野村六助

N01-19610 テレビ 世界の先生たち
なぜか…静かな子供たち―ア

メリカ―
31 1980/11/1 フジテレビ 野村六助

N01-19596 テレビ 世界の先生たち 君たちはカナダ人―カナダ― 32 1976/5/8 フジテレビ 野村六助

N01-19609 テレビ 世界の先生たち
スラムに建てた私の学校―タ

イ―
32 1980/11/8 フジテレビ 野村六助

N01-19555 テレビ 世界の先生たち 先生！僕頑張るよ 33 1980/11/15 フジテレビ 野村六助

N01-19597 テレビ 世界の先生たち
心に音楽を　ウィーンの森の

小学校―オーストリア―
33 1976/5/15 フジテレビ 野村六助

N01-19556 テレビ 世界の先生たち
熱中・体当たり授業―ルクセン

ブルグ―
34 1980/11/22 フジテレビ 野村六助

N01-19598 テレビ 世界の先生たち
アメリカ版ピンポンパン学校―

アメリカ―
34 1976/5/22 フジテレビ 野村六助

N01-18247 テレビ 世界の先生たち
オーストラリアの寺子屋教育

―オーストラリア―
35 1976/5/29 フジテレビ 野村六助

N01-19557 テレビ 世界の先生たち
追いつけ！追い越せ！―シン

ガポール―
35 1980/11/29 フジテレビ 野村六助

N01-18183 テレビ 世界の先生たち 勉強せよ勉強せよ！―ソ連― 36 (?)/6/5 フジテレビ 野村六助

N01-19558 テレビ 世界の先生たち
マリア・テレサと10人の子供た

ち
36 1980/12/6 フジテレビ 野村六助

N01-18184 テレビ 世界の先生たち
ひとつの国　四つの言葉―シ

ンガポール―
37 1976/6/12 フジテレビ 野村六助

N01-19607 テレビ 世界の先生たち
多芸先生の自己訓練教育―

フィリピン―
37 1980/12/13 フジテレビ 野村六助

N01-19571 テレビ 世界の先生たち
鉄は熱いうちに打て―イギリ

ス―
38 1980/12/20 フジテレビ 野村六助

N01-18211 テレビ 世界の先生たち
朴先生と10人の仲間―韓国

―
39 1976/6/26 フジテレビ 野村六助

N01-19570 テレビ 世界の先生たち
フロンティア精神に帰ろう―ア

メリカ―
39 1980/12/27 フジテレビ 野村六助

N01-18205 テレビ 世界の先生たち
生まれたその日から―ソ連の

幼児教育―
40 (?)/7/3 フジテレビ 野村六助

N01-18185 テレビ 世界の先生たち
断絶をなくせ！―オランダの

幼稚園と小学校―
41 (?) フジテレビ 野村六助

N01-19565 テレビ 世界の先生たち
ギリシアよ永遠に！遺跡の村

の分教場
41 1981/1/17 フジテレビ 瀬田宏

N01-18210 テレビ 世界の先生たち
ぼくら、職人志願！―西独・

ミュンヘン―
42 (?)/7/17 フジテレビ 野村六助

N01-19566 テレビ 世界の先生たち 私は叱る―メキシコ― 42 1981/1/24 フジテレビ 野村六助

N01-18202 テレビ 世界の先生たち
太陽の国のモーレツ先生―メ

キシコ―
43 1976/7/24 フジテレビ 野村六助

N01-19549 テレビ 世界の先生たち
教室はハリウッド！―アメリカ

―
43 1981/1/31 フジテレビ 野村六助

N01-19559 テレビ 世界の先生たち
エリートの卵は中学ゼロ年生

―トルコ―
44 1981/2/7 フジテレビ 瀬田宏

N01-19599 テレビ 世界の先生たち
フリードリッヒ先生の人間教育

―スイス・チューリッヒ―
44 (?)/8/1 フジテレビ 野村六助
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N01-19600 テレビ 世界の先生たち
ロビイ先生の夏休み―アメリカ

―
45 1976/8/7 フジテレビ 野村六助

N01-18182 テレビ 世界の先生たち
国王陛下の教育部隊―イラン

―
46 (?)/8/14 フジテレビ 野村六助

N01-19551 テレビ 世界の先生たち
育て！ジャズの心をもって―

アメリカ―
46 1981/2/21 フジテレビ 野村六助

N01-19552 テレビ 世界の先生たち カモはなぜ水に浮くか？ 47 1981/2/28 フジテレビ 野村六助

N01-19601 テレビ 世界の先生たち
夏休み冒険学校（仮題）―アメ
リカの夏休みシリーズその２

―
47 1976/8/21 フジテレビ 野村六助

N01-19553 テレビ 世界の先生たち オンボロ学校の大きな夢 48 1981/3/7 フジテレビ 野村六助

N01-19602 テレビ 世界の先生たち
エミイの夏休み音楽修行―ア
メリカの夏休みシリーズその3

―
48 1976/8/28 フジテレビ 野村六助

N01-18189 テレビ 世界の先生たち
マンモス学校のヒッピー先生

―西独・フランクフルト―
49 (?)/9/4 フジテレビ 野村六助

N01-19554 テレビ 世界の先生たち 250ポンド先生の作戦 50 1981/3/21 フジテレビ 野村六助

N01-19604 テレビ 世界の先生たち
宿題のない夏休み―アメリカ

―
50 1976/9/11 フジテレビ 野村六助

N01-18190 テレビ 世界の先生たち
続：おはようモンテッソーリ先
生！―イタリア・オランダ・日

本―
51 (?)/9/18 フジテレビ 野村六助

N01-19605 テレビ 世界の先生たち
すべての子にチャンスを―ス

イス・ベルン―
53 (?)/9/28 フジテレビ 野村六助

N01-19512 テレビ 世界の先生たち
ジルは国語がニガ手―アメリ

カ―
55 (?)/10/16 フジテレビ 野村六助

N01-18213 テレビ 世界の先生たち
お城の学校の“ゴム首先生”
―スコットランド・エディンバラ

―
56 (?)/10/23 フジテレビ 野村六助

N01-18191 テレビ 世界の先生たち
パリの空の下“8ミリ先生”奮闘

記
57 (?)/10/30 フジテレビ 野村六助

N01-19513 テレビ 世界の先生たち
番長エディのわんぱく日記―

アメリカ―
58 (?)/11/6 フジテレビ 野村六助

N01-19514 テレビ 世界の先生たち
これがスコットランドのオープ

ン教育だ！
59 (?)/11/13 フジテレビ 野村六助

N01-19583 テレビ 世界の先生たち
森はぼくらを呼んでいる―アメ

リカ―
60 (?)/11/20 フジテレビ 野村六助

N01-19584 テレビ 世界の先生たち それ行け　ヘナロ！ 61 1976/11/27 フジテレビ 野村六助

N01-19585 テレビ 世界の先生たち
鉄人とイエスの血が騒ぐ―ギ

リシャ―
62 1976/12/4 フジテレビ 野村六助

N01-18223 テレビ 世界の先生たち
ドイツっ子の進学相談クラス―

西ドイツ―
63 (?)/12/11 フジテレビ 野村六助

N01-19586 テレビ 世界の先生たち
東ドイツの100点満点先生―

東ドイツ―
64 (?)/12/18 フジテレビ 野村六助

N01-18212 テレビ 世界の先生たち
サンタは11月にやってくる―イ

タリア―
65 1976/12/25 フジテレビ 野村六助

N01-19587 テレビ 世界の先生たち
追いつけ追いこせ落ちこぼ

れっ子―西ドイツ―
66 1977/1/8 フジテレビ 野村六助

N01-19588 テレビ 世界の先生たち
よく学び、よく働き・東ベルリン

―東ドイツ―
67 1977/1/15 フジテレビ 野村六助

N01-19589 テレビ 世界の先生たち
パヌッチ先生の脱線授業法―

ローマ―
68 1977/1/22 フジテレビ 野村六助

N01-19603 テレビ 世界の先生たち
子供こそ生きがい　離婚した
スーザン先生―アメリカ―

69 1977/1/29 フジテレビ 野村六助

N01-19590 テレビ 世界の先生たち
ファンタスチック！アート先生

の自由教育
70 1977/2/5 フジテレビ 野村六助

N01-19591 テレビ 世界の先生たち
ロッキー山麓の小学校―アメ

リカ・コロラド州―
71 1977/2/12 フジテレビ 野村六助

N01-19593 テレビ 世界の先生たち
日系人の先生一家―アメリカ・

カリフォルニア―
72 1977/2/19 フジテレビ 野村六助

N01-18179 テレビ 世界の先生たち
「緑の革命」とカリフラワー先

生―フィリピン―
73 1977/2/26 フジテレビ 野村六助

N01-18193 テレビ 世界の先生たち
できない子、ダメな子に手を―
スイス・西ドイツ・ソ連・アメリカ

―
75 1977/3/12 フジテレビ 野村六助

N01-19592 テレビ 世界の先生たち
真の教育めざして…―アメリカ

総集編―
76 1977/3/19 フジテレビ 野村六助

N01-18180 テレビ 世界の先生たち
愛情と脱線と尊厳と…―ヨー

ロッパの教授法―
77 1977/3/26 フジテレビ 野村六助

N01-18222 テレビ 世界の先生たち 私のIQ130―台湾編― 78 1977/4/2 フジテレビ 野村六助

N01-18181 テレビ 世界の先生たち
学校をサボる子供たち…―ア

メリカ―
79 (?)/4/9 フジテレビ 野村六助

N01-18199 テレビ 世界の先生たち プシエール先生の雪山賛歌 80 1977/4/16 フジテレビ 野村六助
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N01-18216 テレビ 世界の先生たち
ビーバー谷のおしどり先生―

カナダ―
81 (?)/4/23 フジテレビ 野村六助

N01-18221 テレビ 世界の先生たち
お伽の城のミニ・ミニ・スクー

ル―イギリス―
82 1977/4/30 フジテレビ 野村六助

N01-19511 テレビ 世界の先生たち
私は大学に入りたい！―アメ

リカ―
83 (?)/5/7

N01-19521 テレビ 世界の先生たち
ジョンの幼稚園日記―アメリカ

―
85 (?)/5/21 フジテレビ 野村六助

N01-18198 テレビ 世界の先生たち
モーツァルトの町で　ケラー先
生の音楽教育―オーストリア

―
86 1977/5/28 フジテレビ 野村六助

N01-19522 テレビ 世界の先生たち
花いっぱい！ヒヤシンス先生

―オランダ―
87 (?)/6/4 フジテレビ 野村六助

N01-19523 テレビ 世界の先生たち
ジーンズをはいたクレオパトラ
たち～アラブ世界の女子教育

～―エジプト―
88 1977/6/11 フジテレビ 野村六助

N01-19524 テレビ 世界の先生たち スイスより愛を込めて 89 (?)/6/18 フジテレビ 野村六助

N01-19525 テレビ 世界の先生たち
わが師はアラー…～ピラミッド
小学校・モハメット先生～―エ

ジプト―
90 1977/6/25 フジテレビ 野村六助

N01-19526 テレビ 世界の先生たち
ぼくたちの親は無関心―オラ

ンダ―
91 (?)/7/2 フジテレビ 野村六助

N01-19527 テレビ 世界の先生たち
ベンツに乗った青年校長～ア
ラブ産油国の教育熱～―ク

ウェート―
92 1977/7/9 フジテレビ 野村六助

N01-19578 テレビ 世界の先生たち
アルプスはぼくらの教室―ス

イス―
93 (?)/7/16 フジテレビ 野村六助

N01-19579 テレビ 世界の先生たち ソ連の寄宿学校 97 (?)/8/13 フジテレビ 野村六助

N01-19580 テレビ 世界の先生たち
体罰中学　マイアミからの報

告
98 (?)/8/20 フジテレビ 野村六助

N01-19581 テレビ 世界の先生たち
シュレーヌの夏休み―フランス

―
99 1977/8/27 フジテレビ 野村六助

N01-19582 テレビ 世界の先生たち
女王の国の卒業式―イギリス

―
100 1977/9/3 フジテレビ 野村六助

N01-19546 テレビ 世界の先生たち ヨーロッパのびのび教育 101 1977/9/10 フジテレビ 野村六助

N01-18188 テレビ 世界の先生たち
東大病、海外版―アメリカ・ソ

連・イギリス―
103 1977/9/24 フジテレビ 野村六助

N01-19547 テレビ 世界の先生たち
デニス先生の優雅な休暇―イ

ギリス・夏の音楽教室―
104 1977/10/1 フジテレビ 野村六助

N01-19612 テレビ 世界の先生たち
赤ちゃんが生まれます―デン

マークの性教育―
105 1977/8/6 フジテレビ 野村六助

N01-18267 テレビ 世界の先生たち 甘やかされる子供たち 106 (?)/10/15 フジテレビ 野村六助

N01-19613 テレビ 世界の先生たち
兄弟先生のハッピーライフ―

ベルギー―
108 (?)/10/29 フジテレビ 野村六助

N01-19614 テレビ 世界の先生たち
要塞の中の太陽っ子―アメリ

カ・バージニア州―
109 1977/11/5 フジテレビ 野村六助

N01-19545 テレビ 世界の先生たち
私は高校2年・夢は看護婦―

スウェーデン―
111 (?)/11/19 フジテレビ 野村六助

N01-19544 テレビ 世界の先生たち
生徒の心にズームイン！―ス

イス―
112 (?)/11/26 フジテレビ 野村六助

N01-18194 テレビ 世界の先生たち
猛烈校長ドクターハンター―ア

メリカ―
113 1977/12/3 フジテレビ 野村六助

N01-18195 テレビ 世界の先生たち
私はアメリカ・インディアン―ア

メリカ・ウィスコンシン州―
114 (?)/12/10 フジテレビ 野村六助

N01-18186 テレビ 世界の先生たち
銀の国さわやか先生―アルゼ

ンチン―
115 1977/12/17 フジテレビ

N01-18246 テレビ 世界の先生たち カナダは一つ！ 118 (?)/1/7 フジテレビ 野村六助

N01-18187 テレビ 世界の先生たち
日本語学校の白ヒゲ先生―ブ

ラジルⅠ―
119 1978/1/14 フジテレビ

N01-18240 テレビ 世界の先生たち
先生はコンピューター！―アメ

リカ・ミネソタ―
120 (?)/1/21 フジテレビ 野村六助

N01-18239 テレビ 世界の先生たち
ブラジリアの子供の城―ブラ

ジルⅡ―
121 1978/1/28 フジテレビ

N01-19606 テレビ 世界の先生たち
青い目の“ニッポン教えます”

―ロスアンゼルス―
122 (?)/2/4 フジテレビ 野村六助

N01-18214 テレビ 世界の先生たち
マリア・ロサの祈り―スペイン

―
123 1978/2/11 フジテレビ

N01-18197 テレビ 世界の先生たち
カメハメハ大王の小学校―ハ

ワイ―
124 (?)/2/18 フジテレビ 野村六助

N01-19543 テレビ 世界の先生たち
ウノ　ドウエ　トレ！ペンチ先
生の多忙な一日―イタリア―

125 (?)/2/25 フジテレビ

N01-18192 テレビ 世界の先生たち
学んで鍛えて―ハワイのエ

リート学校―
126 (?)/3/4 フジテレビ 野村六助
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N01-19608 テレビ 世界の先生たち
サルジニア我が故郷―イタリ

ア―
127 (?)/3/11 フジテレビ

N01-19569 テレビ 世界の先生たち
すばらしき女先生たち―アメリ
カ、イタリア、ノルウェイ、スペ

イン―
128 (?)/3/18 フジテレビ 野村六助

N01-18196 テレビ 世界の先生たち
アメリカ大陸実験教育(総集

編)
129 (?)/3/25 フジテレビ

N01-18245 テレビ 世界の先生たち ニューヨークの肝っ玉先生 130 (?)/4/1 フジテレビ 野村六助

N01-19573 テレビ 世界の先生たち
私は教えない　ギネ先生の新

教育法―スイス―
131 (?)/4/8 フジテレビ 野村六助

N01-18206 テレビ 世界の先生たち 先生は魔術師―ワシントン― 132 (?)/4/15 フジテレビ 野村六助

N01-19574 テレビ 世界の先生たち 私は叱らない―イギリス― 133 (?)/4/22 フジテレビ 野村六助

N01-19575 テレビ 世界の先生たち ニューヨークのサムライ校長 134 (?)/4/29 フジテレビ 野村六助

N01-19560 テレビ 世界の先生たち
パパ、私マスターになれる？

―西独の職業教育―
135 (?)/5/6 フジテレビ 野村六助

N01-18244 テレビ 世界の先生たち
メアリー先生のニッポン賛歌

―オーストラリア編―メルボル
ン・グラモーガン小学校

136 (?)/5/13 フジテレビ 野村六助

N01-18243 テレビ 世界の先生たち
大草原の小さな小学校―アメ

リカ・ユタ州
137 (?)/5/20 フジテレビ 野村六助

N01-18242 テレビ 世界の先生たち
生きとし生ける仲間たち―

ニュージーランド―
138 (?)/5/27 フジテレビ 野村六助

N01-18262 テレビ 世界の先生たち
俺たちを救えるか！―アメリ

カ・カリフォルニア州―
139 (?)/6/3 フジテレビ 野村六助

N01-19561 テレビ 世界の先生たち
走れ！跳ねろ！よじ登れ！―

オーストラリア―
140 (?)/6/10 フジテレビ 野村六助

N01-18238 テレビ 世界の先生たち
演劇科高校教師―アメリカ・ア

イオワ州―
141 (?)/6/17 フジテレビ 野村六助

N01-18208 テレビ 世界の先生たち
女傑！アルプスの先生―フラ

ンス―
142 (?)/6/24 フジテレビ 野村六助

N01-18209 テレビ 世界の先生たち
リーブ先生相談にのって！―

ノルウェー―
143 (?)/7/1 フジテレビ 野村六助

N01-18204 テレビ 世界の先生たち
落ちこぼれっ子全員集合―ポ

ルトガル―
144 (?)/7/8 フジテレビ 野村六助

N01-18261 テレビ 世界の先生たち
君とは遊ばない―デンマーク

―
145 (?)/7/15 フジテレビ 野村六助

N01-18203 テレビ 世界の先生たち
エーゲ海のガイド先生―ギリ

シャ―
146 (?)/7/22 フジテレビ 野村六助

N01-18260 テレビ 世界の先生たち
ナイフとノコギリとバーク先生

―スエーデン―
147 (?)/7/29 フジテレビ 野村六助

N01-18200 テレビ 世界の先生たち
金網の中の聖書先生―アメリ

カ―
148 (?)/8/5 フジテレビ 野村六助

N01-18201 テレビ 世界の先生たち
赤道直下太陽の子供たち―マ

レーシア―
149 (?)/8/12 フジテレビ 野村六助

N01-19562 テレビ 世界の先生たち
歌声ひびく国際学院―メキシ

コ―
150 (?)/8/19 フジテレビ 野村六助

N01-18259 テレビ 世界の先生たち
学歴なんかなくっても―シンガ

ポール―
151 1978/8/26 フジテレビ 野村六助

N01-18218 テレビ 世界の先生たち “ニッポン教育”にし・ひがし 154 (?)/9/16 フジテレビ 野村六助

N01-18207 テレビ 世界の先生たち
リサはもう救えない―アメリカ

のドロップアウト―
155 1978/9/23 フジテレビ 野村六助

N01-18250 テレビ 世界の先生たち
大自然の中で学ぶ子供たち―
フランス/ニュージーランド/マ

レーシア/アメリカ―
156 (?)/9/30 フジテレビ 野村六助

N01-18217 テレビ 世界の先生たち 42人の陽気な卒業式 157 (?)/10/7 フジテレビ 野村六助

N01-18251 テレビ 世界の先生たち ジャックとニックの子供農園 158 (?)/10/14 フジテレビ 野村六助

N01-18237 テレビ 世界の先生たち ボブ先生のホッケー・キャンプ 159 (?)/10/21 フジテレビ 野村六助

N01-18236 テレビ 世界の先生たち
ソルベイ先生とわんぱく天使
たち―スウェーデンの就学前

教育―
160 1978/10/28 フジテレビ 野村六助

N01-18235 テレビ 世界の先生たち 私のクラスは名優ぞろい 161 1978/11/4 フジテレビ 野村六助

N01-19563 テレビ 世界の先生たち
競争はダメ！ダビデの実験―

イスラエルの教育改革―
162 1978/11/11 フジテレビ 野村六助

N01-18234 テレビ 世界の先生たち 頑張れ！妊娠9ヶ月先生 163 1978/11/18 フジテレビ 野村六助

N01-18249 テレビ 世界の先生たち
わたし勉強しなくちゃ！―トル

コ―
164 1978/11/25 フジテレビ 野村六助

N01-18233 テレビ 世界の先生たち
花嫁の母デワダスン先生―イ

ンド―
165 1978/12/2 フジテレビ 野村六助
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N01-18258 テレビ 世界の先生たち
初等教育のコツ教えます―ア

メリカ―
166 1978/12/9 フジテレビ 野村六助

N01-19564 テレビ 世界の先生たち
モロー先生は人生のコーチ―

アメリカ―
167 1978/12/16 フジテレビ 野村六助

N01-19567 テレビ 世界の先生たち 教室の中のガラクタ市 168 1978/12/23 フジテレビ 野村六助

N01-19568 テレビ 世界の先生たち
教えて！私とママにも―西独

の家庭塾―
169 (?)/12/30 フジテレビ 野村六助

N01-19540 テレビ 世界の先生たち
ぼくはホテルマンの道を選ん

だ
171 (?)/1/13 フジテレビ 野村六助

N01-19541 テレビ 世界の先生たち
ぼくらの先生おてんばスー

ジー
175 (?)/2/10 フジテレビ 野村六助

N01-19542 テレビ 世界の先生たち
先生はかかあ天下―古都アビ

ラの城壁学校―
176 (?)/2/17 フジテレビ 野村六助

N01-18248 テレビ 世界の先生たち
マン島に輝く星ドリンケリー先

生
177 (?)/2/24 フジテレビ 野村六助

N01-18263 テレビ 世界の先生たち
ビバ！ブラジル―マウリシオ

の夢追い人生―
178 (?)/3/3 フジテレビ 野村六助

N01-18266 テレビ 世界の先生たち サンチャゴ　青春　旅立ち 179 (?)/3/10 フジテレビ 野村六助

N01-19611 テレビ 世界の先生たち
世界の教室で先生たちは・い
ま…―西ドイツ・ポルトガル・ス

イス・イギリス・アメリカ
182 1979/3/31 フジテレビ 野村六助

N01-19572 テレビ 世界の先生たち 先生は体当り！ 51(終) 1981/3/28 フジテレビ 野村六助

N01-18215 テレビ [世界の先生たち] 勉強せよ勉強せよ！―ソ連― (?) フジテレビ 野村六助

N01-18064 テレビ 世界の乗りもの 自動車の世紀 25 1971/9/19 フジテレビ 野村六助

N01-23143 ラジオ 世界の街から (?) 文化放送 伊奈洸、水原明人

N01-23144 ラジオ 世界の街から (?) 文化放送 宮本啓

N01-23145 ラジオ 世界の街から (?) 文化放送

N01-23146 ラジオ 世界の街から (?)/12/22～29 文化放送

N01-23147 ラジオ 世界の街から (?)/11/16～21 文化放送

N01-23148 ラジオ 世界の街から (?)/11/16～21 文化放送

N01-23149 ラジオ 世界の街から (?)/7/27～8/1 文化放送 水原明人

N01-23150 ラジオ 世界の街から (?)/7/20～25 文化放送

N01-23151 ラジオ 世界の街から (?)/9/7～12 文化放送 水原明人

N01-00083 ラジオ 世界の名作 詩と放送劇 (?)/4/30 NHK

平004 N01-45018 テレビ 世界の名作 白馬の騎手 1951/6/3 NHK 秋月桂太
複写不

可

平029 N01-45212 ラジオ 世界の名作 浮世の常 (?) NHK 宇野信夫
デジタル
化（館
内）

平029 N01-45211 ラジオ 世界の名作（日本編） 俤の似せ男 1 1951/8/5 NHK 宇野信夫
デジタル
化（館
内）

平002 N01-45009 ラジオ 世界の名作（別冊二） ポオフイリアの戀 1950/2/26 NHK 野上彰
デジタル
化（館
内）

N01-07484 テレビ 世界は見ている―歌のない東京― 決定稿 1964/8/20 NETテレビ 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-02899 ラジオ 世界民謡の旅 ハワイの巻 1962/11/18
ニッポン放

送
関光夫

N01-05198 テレビ 世界を結ぶ 工場に働くひとびと 1 1961/4/5
NET(テレビ

朝日)
テレビ文化研究会

N01-03101 テレビ 世界を結ぶNHK―フィルム構成― 決定稿 1964/3/22 NHK 横田弘行

N01-16716 テレビ 倅 スタッフ稿 1168 1979/4/29 TBS 山田洋次、高橋正圀
デジタル
化（館
内）

N01-26585 テレビ 伜 決定稿 1168 1979/4/29 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-50703 テレビ せがれの時代 女七人の敵 19 1965/4/23 フジテレビ 大野靖子

N01-50704 テレビ せがれの時代 めぐりあい 22 1965/5/14 フジテレビ 大野靖子

N01-02523 ラジオ 関の小万 1960/2/24 NHK 岸宏子
デジタル
化（館
内）
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N01-14041 ラジオ 世相講談 憂世風呂の巻 1968/5/18 岸宏子

N01-15369 テレビ せっかちネエヤ 1 1968/10/7 フジテレビ 津田幸夫

N01-15294 テレビ せっかちネエヤ 準備稿 1～3
1968～

1969/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫

N01-15604 テレビ せっかちネエヤ 1後半 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15605 テレビ せっかちネエヤ 1後半 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15368 テレビ せっかちネエヤ
負けてたまるか！(2)/やったる

ぞ！(7)
2・7 1968/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15372 テレビ せっかちネエヤ 6 1968/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-14969 テレビ せっかちネエヤ 6 [1968/10/7] フジテレビ 津田幸夫

N01-15606 テレビ せっかちネエヤ 6 1968/10/7 フジテレビ 津田幸夫

N01-15371 テレビ せっかちネエヤ 頑張れ！ ホロリ！ 8 1968/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15367 テレビ せっかちネエヤ どんとこい！ 9 1968/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15708 テレビ せっかちネエヤ どんとこい！ 改訂稿 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15370 テレビ せっかちネエヤ あたってくだけろ！ 10 1968/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-21503 テレビ 絶唱！心の演歌 ひばり、日本の母を歌う 準備稿 1 (?)/7/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-22092 テレビ 絶唱！心の演歌 決定稿 2 (?)/7/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21504 テレビ 絶唱！心の演歌 準備稿 4 (?)/8/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21551 テレビ 絶唱！心の演歌 決定稿 4 (?)/8/3 テレビ東京 保富康午

N01-21526 テレビ 絶唱！心の演歌
韓国メロディーこそ演歌の源

流だ（仮）
決定稿 6 (?)/[8/17]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
松原史明

N01-21869 テレビ 絶唱！心の演歌 ああいづこ母のぬくもり（仮） 決定稿 7 (?)/8/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-21505 テレビ 絶唱！心の演歌
島倉千代子 涙で綴る全半

生！(仮題)
決定稿 9 (?)/9/7

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-04337 テレビ 刹那 (?)/5/3 朝日放送 茂木草介

N01-26507 テレビ 切ない人 1964/6/21 JOEX-TV 吉田みき、三枝睦明

N01-04538 テレビ 切腹 (?)/12/1 橋本忍
デジタル
化（館
内）

N01-04548 テレビ 切腹 1963/12/1 TBS 橋本忍

N01-04549 テレビ 切腹 1963/12/1 TBS 橋本忍

N01-01008 テレビ 切腹九人目 決定稿 9 1960/11/26 KRT 辻久一

N01-12340 テレビ 切腹団十郎 1974/11/10
NET(テレビ

朝日)
新藤兼人

デジタル
化（館
内）

N01-08096 テレビ 絶望のそばを突っ走れ 1960/10/16 KRT(TBS) 藤田敏雄

N01-03472 テレビ 瀬戸内海 第一稿 1963/9/22 茂木草介

N01-04380 テレビ 瀬戸内海 決定稿 1963/9/22 NHK広島 茂木草介

N01-08511 テレビ 背と腹 1961/11/24 読売テレビ 藤本義一
デジタル
化（館
内）

N01-26522 テレビ 背と腹 1961/11/24 読売テレビ 藤本義一

N01-50705 テレビ 銭形平次 鍵 78 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50706 テレビ 銭形平次 呪いの花嫁井戸 87 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-24468 テレビ 銭形平次 四っの鐘 91 (?) フジテレビ 宮川一郎

N01-24469 テレビ 銭形平次 大江戸の春 92 (?) フジテレビ 宮川一郎

N01-50707 テレビ 銭形平次 幼馴染み 93 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子
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N01-50708 テレビ 銭形平次 番神堂異聞 104 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50709 テレビ 銭形平次 錦絵秘聞 120 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50710 テレビ 銭形平次 お絹の涙 134 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50711 テレビ 銭形平次 九尾の狐 151 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50712 テレビ 銭形平次 友切り左文字 230 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50713 テレビ 銭形平次 猪の呉れた百万両 248 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50714 テレビ 銭形平次 死霊のお告げ 256 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50715 テレビ 銭形平次 金座から消えた三千両 273 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 山田隆之

N01-50716 テレビ 銭形平次 お化け土蔵 274 [1966～]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-15521 テレビ 銭形平次 無頼の兄 426 [1975]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15522 テレビ 銭形平次 過去の重さ 453 [1975]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15523 テレビ 銭形平次 幸せの行方 480 [1975]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15524 テレビ 銭形平次 虹の橋（仮題） 490 [1975]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15525 テレビ 銭形平次 愛のきずな 501 [1975]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16819 テレビ 銭形平次 風車の唄 改訂稿 562 [1977/1]/(?) フジテレビ 水島善彌、片岡昭義

N01-16820 テレビ 銭形平次 侍の傘 591 [1977/6/17] フジテレビ 戸毛賀惠

N01-16821 テレビ 銭形平次 紀州の子守唄 612 [1978/3/1] フジテレビ 保利吉紀

N01-16822 テレビ 銭形平次 鶴吉の掟 624 [1978/6]/(?) フジテレビ 本山大生

N01-15526 テレビ 銭形平次 なみだ橋 642 [1978/9/6] フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16823 テレビ 銭形平次 女将（仮題） 改訂稿 643 [1978/10/25] フジテレビ 高橋稔

N01-16824 テレビ 銭形平次 他人が泣いてくれた 652 [1978/12/27] フジテレビ 本山大生

N01-10889 テレビ 銭形平次 迷い橋・想い川 660 (?) フジテレビ ちゃき克彰
デジタル
化（館
内）

N01-17635 テレビ 銭形平次 さようなら平助（仮題） 663 (?) フジテレビ 保利吉紀

N01-10890 テレビ 銭形平次 危機一髪！辰の下刻 666 (?) フジテレビ 中村勝行

N01-16825 テレビ 銭形平次 危機一髪！辰の下刻 666 [1979/4/4] フジテレビ 中村勝行

N01-16826 テレビ 銭形平次 故郷の祭りばやし 667 [1979/4/11] フジテレビ 田上雄

N01-16827 テレビ 銭形平次 春浅く… 改訂稿 668 [1979/4/18] フジテレビ 小川英、丸田勉

N01-16828 テレビ 銭形平次 雨の中に消えた女 669 [1979/4/25] フジテレビ ちゃき克彰

N01-16829 テレビ 銭形平次 万七危い！ 670 [1979/5/2] フジテレビ 中村勝行

N01-16830 テレビ 銭形平次 結婚って何だ 671 [1979/5]/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16831 テレビ 銭形平次 おかめの恋 672 [1979/5]/(?) フジテレビ 田上雄、深谷陽子

N01-16832 テレビ 銭形平次 翔べないトンビ 673 [1979/5]/(?) フジテレビ 中村勝行

N01-16833 テレビ 銭形平次 手鏡を抱く女（仮題） 674 [1979/5]/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16834 テレビ 銭形平次 おやこ同心 675 [1979/6/13] フジテレビ 野波静雄

N01-16835 テレビ 銭形平次 秘密（仮題） 676 [1979/6]/(?) フジテレビ ちゃき克彰

N01-16836 テレビ 銭形平次 兄ちゃん 677 [1979/6]/(?) フジテレビ 小川英、丸田勉

N01-16837 テレビ 銭形平次 蛇の目傘の女 678 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 中村勝行
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N01-16838 テレビ 銭形平次 ふたりの女 改訂稿 679 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16839 テレビ 銭形平次 ずっこけ三人旅 680 [1979/7/18] フジテレビ ちゃき克彰

N01-16840 テレビ 銭形平次 年上の女房 681 [1979]/(?)/(?) フジテレビ ちゃき克彰

N01-16841 テレビ 銭形平次 平次の心意気 682 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 保利吉紀

N01-16842 テレビ 銭形平次 能面が囁いた（仮題） 683 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 田上雄

N01-15527 テレビ 銭形平次 思案橋の女 684 [1978]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16843 テレビ 銭形平次 思案橋の女 684 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16844 テレビ 銭形平次 人情・一番花火 685 [1979/8/25] フジテレビ 中村勝行

N01-16845 テレビ 銭形平次 花のかんざし（仮題） 686 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16846 テレビ 銭形平次 めおと火事（仮題） 改訂稿 687 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 櫻井康裕

N01-16847 テレビ 銭形平次 初手柄のんびり同心 688 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16848 テレビ 銭形平次 悲しき姉弟 改訂稿 689 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 野波静雄

N01-16849 テレビ 銭形平次 狙われた八五郎 690 [1979/10/17] フジテレビ 中村勝行

N01-16850 テレビ 銭形平次 秋しぐれ 691 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 本山大生

N01-16851 テレビ 銭形平次 海鳴りの挽歌 改訂稿 692 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16852 テレビ 銭形平次 潮騒を聞く女 693 [1979]/(?)/(?) フジテレビ ちゃき克彰

N01-16853 テレビ 銭形平次 みなし子の詩 694 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16854 テレビ 銭形平次 三味線慕情 695 [1979/11/21] フジテレビ 保利吉紀

N01-16855 テレビ 銭形平次 妹のいのち 696 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16856 テレビ 銭形平次 遠い日の父 697 [1979]/(?)/(?) フジテレビ ちゃき克彰

N01-16857 テレビ 銭形平次 母恋道中 699 [1979]/(?)/(?) フジテレビ 中村勝行

N01-15528 テレビ 銭形平次 涙の重さ 700 [1979/10/24] フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16858 テレビ 銭形平次 涙の重さ 改訂稿 700 [1979/12/26] フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16859 テレビ 銭形平次 江戸に降る雨、涙雨（仮題） 700 [1980/1]/(?) フジテレビ 保利吉紀

N01-16860 テレビ 銭形平次 参上・若衆変化 701 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16861 テレビ 銭形平次 想い出の紙風船 702 [1980/1/16] フジテレビ ちゃき克彰、吉村忠矩

N01-16862 テレビ 銭形平次 夢を見た風来坊 703 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 田上雄

N01-15529 テレビ 銭形平次 冬の橋 改訂稿 704 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16863 テレビ 銭形平次 冬の橋 704 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-16864 テレビ 銭形平次 親父が愛した娘 705 [1980]/(?)/(?) フジテレビ ちゃき克彰

N01-16865 テレビ 銭形平次 みみずく屋敷の花嫁 706 [1980/2/13] フジテレビ 高橋稔

N01-16866 テレビ 銭形平次
あばずれ女が泣いた時（仮

題）
707 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 小池俊司、太田雅章

N01-16867 テレビ 銭形平次 青柳同心、恋す（仮題） 708 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 田上雄

N01-16868 テレビ 銭形平次 吹雪に舞う影 709 [1980/3/5] フジテレビ 土橋成男

N01-16869 テレビ 銭形平次 女の斗い 710 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 野波静雄

N01-16870 テレビ 銭形平次 娘金貸し繁昌記 711 [1980]/(?)/(?) フジテレビ ちゃき克彰、吉村忠矩

N01-16871 テレビ 銭形平次 二年目の疑惑 712 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 中村勝行
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N01-16872 テレビ 銭形平次 浪人長持唄 713 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16873 テレビ 銭形平次 男の償い 714 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 田上雄、深谷陽子

N01-10891 テレビ 銭形平次 万七大手柄？ 715 (?) フジテレビ 高橋稔

N01-16874 テレビ 銭形平次 万七大手柄？ 715 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16875 テレビ 銭形平次 怨んじゃいけねえ（仮題） 716 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 山本英明

N01-16876 テレビ 銭形平次 大江戸大地震 改訂稿 717 [1980/5/7] フジテレビ 土橋成男、尾西兼一

N01-16877 テレビ 銭形平次 殺しの舞扇 718 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 中村勝行

N01-16878 テレビ 銭形平次 息子と父 719 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16879 テレビ 銭形平次 走れ源太 720 [1980/5/28] フジテレビ 高橋稔

N01-16898 テレビ 銭形平次 朝の来ない夜はない（仮題） 721 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 迫間健

N01-16899 テレビ 銭形平次 帰って来た極道息子 722 1980/[6/18] フジテレビ 野波静雄

N01-16900 テレビ 銭形平次 娘岡っ引きが通る 723 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-10892 テレビ 銭形平次 大捕物 724 (?) フジテレビ 中村勝行

N01-16901 テレビ 銭形平次 大捕物 改訂稿 724 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 中村勝行

N01-10893 テレビ 銭形平次 猫の秘密 725 (?) フジテレビ 高橋稔

N01-16902 テレビ 銭形平次 猫の秘密 725 1980/7/2 フジテレビ 高橋稔

N01-10894 テレビ 銭形平次 消えた花嫁 726 (?) フジテレビ 保利吉紀

N01-16903 テレビ 銭形平次 消えた花嫁 726 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 保利吉紀

N01-16904 テレビ 銭形平次 刈干切唄 727 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16905 テレビ 銭形平次 花の若衆やくざ 728 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16906 テレビ 銭形平次 瞳の中の鐘 729 1980/[7/23] フジテレビ ちゃき克彰

N01-16907 テレビ 銭形平次 小町娘と鬼の親 改訂稿 730 1980/[7/30] フジテレビ 野波静雄

N01-16908 テレビ 銭形平次 浮気騒動 731 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16909 テレビ 銭形平次 お婆ちゃんの捕物帳 732 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 酒井あきよし、ちゃき克彰

N01-16910 テレビ 銭形平次 人情・精霊流し 733 1980/9/3 フジテレビ 中村勝行、ちゃき克彰

N01-10895 テレビ 銭形平次 もう逃げはしない 734 (?) フジテレビ 鳥海尽三、ちゃき克彰

N01-16911 テレビ 銭形平次 もう逃げはしない 734 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 鳥海尽三、ちゃき克彰

N01-16912 テレビ 銭形平次 呪われた蔵の中 735 1980/[9/17] フジテレビ 保利吉紀

N01-16913 テレビ 銭形平次 闇の商人 736 1980/9/24 フジテレビ 土橋成男

N01-16914 テレビ 銭形平次 大激流 改訂稿 737 1980/10/1 フジテレビ 中村勝行

N01-16915 テレビ 銭形平次 風の女 738 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 高橋稔

N01-16916 テレビ 銭形平次 眠りからくり 739 1980/[11/12] フジテレビ 中村勝行

N01-16917 テレビ 銭形平次 負けるな！父 740 1980/[11/5] フジテレビ ちゃき克彰

N01-16918 テレビ 銭形平次 祭り囃子に金が降る 741 1980/11/[26] フジテレビ 高橋稔

N01-16919 テレビ 銭形平次 わたしは見ていた！ 742 1980/[10/29] フジテレビ 中村勝行、ちゃき克彰

N01-16920 テレビ 銭形平次 謎の南蛮かるた 743 1980/[12/3] フジテレビ 土橋成男

N01-16921 テレビ 銭形平次 十年目の真実（仮題） 744 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男
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N01-16922 テレビ 銭形平次 傷だらけの恋 745 1980/[11/19] フジテレビ 保利吉紀

N01-16923 テレビ 銭形平次 怨みの紅折鶴 746 1980/[12/10] フジテレビ 中村勝行

N01-16924 テレビ 銭形平次 島帰りの父 747 [1980]/(?)/(?) フジテレビ 土橋成男

N01-16925 テレビ 銭形平次 一日だけの家出 748 1980/[12/24] フジテレビ 皆川隆之

N01-16926 テレビ 銭形平次 秋田からきた花嫁 749 [1981/2/11] フジテレビ ちゃき克彰

N01-13447 テレビ 銭形平次 花いちもんめ (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13448 テレビ 銭形平次 さらわれたお静 (?) フジテレビ 小川英、長野洋

N01-13449 テレビ 銭形平次 晴姿女岡っ引き (?) フジテレビ 小川英、遠藤仁

N01-13450 テレビ 銭形平次 風 (?) フジテレビ 小川英、横堀著

N01-13451 テレビ 銭形平次 おみくじは凶と出た (?) フジテレビ 小川英、遠藤仁

N01-13452 テレビ 銭形平次 あばずれお仙 (?) フジテレビ 小川英、遠藤仁

N01-13453 テレビ 銭形平次 追われていた男 (?) フジテレビ 小川英、四十物光男

N01-13454 テレビ 銭形平次 おひさという女 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13455 テレビ 銭形平次 おふくろ (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13456 テレビ 銭形平次 復讐 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13457 テレビ 銭形平次 むささび小僧 (?) フジテレビ 小川英、山本英明

N01-13458 テレビ 銭形平次 夫婦坂 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13459 テレビ 銭形平次 疾風のおはる（仮題） (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13460 テレビ 銭形平次 ひとでなし (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13461 テレビ 銭形平次 父と娘 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13462 テレビ 銭形平次 姉妹 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13463 テレビ 銭形平次 岡っ引きの女房 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13464 テレビ 銭形平次 忠義者 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13465 テレビ 銭形平次 絆 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13466 テレビ 銭形平次 江戸暮色 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13467 テレビ 銭形平次 殺しを頼んだ女 (?) フジテレビ 小川英、四十物光男

N01-13468 テレビ 銭形平次 一粒の涙 (?) フジテレビ 小川英、ちゃき克彰

N01-13469 テレビ 銭形平次 十手無情 (?) フジテレビ 小川英、杉村のぼる、ちゃき克彰

N01-13470 テレビ 銭形平次 母娘草紙 (?) フジテレビ 小川英、四十物光男

N01-13471 テレビ 銭形平次 貧しき者に幸いを (?) フジテレビ 小川英、池田一朗

N01-13472 テレビ 銭形平次 さらわれた同心 (?) フジテレビ 池田一朗、小川英

N01-13473 テレビ 銭形平次 妹（仮題） (?) フジテレビ 小川英、丸田勉

N01-13474 テレビ 銭形平次 春浅く (?) フジテレビ 小川英、丸田勉

N01-13475 テレビ 銭形平次 兄ちゃん (?) フジテレビ 小川英、丸田勉

N01-13476 テレビ 銭形平次 大江戸大地震 (?) フジテレビ 小川英、尾西兼一

N01-00835 テレビ 銭形平次捕物控 しのぶ橋 決定稿 28 (?)/1/26 TBS 生田直親

N01-00959 テレビ 銭形平次捕物控 六軒長屋 決定稿 30 (?)/2/9 TBS 椎名竜治
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N01-00834 テレビ 銭形平次捕物控 晒し場は招く スタッフ決定稿 33 (?)/3/2 TBS 有高扶桑

N01-00838 テレビ 銭形平次捕物控 鼬(いたち)小僧 決定稿 34 (?)/3/9 TBS 有高扶桑
デジタル
化（館
内）

N01-00836 テレビ 銭形平次捕物控 母娘巡礼 改訂稿 37 1963/3/30 TBS 斉藤豊吉

N01-00837 テレビ 銭形平次捕物控 白紙の恐怖 スタッフ決定稿 38 (?)/4/20 TBS 池田幹彦

N01-00833 テレビ 銭形平次捕物控 百四十四夜 スタッフ決定稿 40 (?)/5/4 TBS 浅野辰雄

N01-08383 テレビ 銭形平次捕物控 41 (?) TBS 津田幸夫

N01-00960 テレビ 銭形平次捕物控 仇討果てて スタッフ決定稿 42 1963/5/25 TBS 浅野辰雄

N01-00832 テレビ 銭形平次捕物控 狐の嫁入り スタッフ決定稿 45 (?)/6/8 TBS 有高扶桑

N01-08463 テレビ 銭形平次捕物控 兵狼丸秘聞 改訂稿 47 1962/6/22 TBS 津田幸夫

平024 N01-45183 ラジオ 銭なし平太捕物帖 平太旅日記 3 1952/4/23 ラジオ東京
デジタル
化（館
内）

N01-19714 ラジオ ゼネラル石油パワーガールキャンペーン (?)

N01-50717 テレビ ０のアングル 見知らぬ女 8 1963/12/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50718 テレビ ０のアングル 見知らぬ女 8 1963/12/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50719 テレビ ０のアングル 見知らぬ女 8 1963/12/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50720 テレビ ０のアングル 見知らぬ女 8 1963/12/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50721 テレビ ０のアングル 白い粉の墓標 11 1964/1/11 フジテレビ 大野靖子

N01-50722 テレビ ０のアングル 白い粉の墓標 11 1964/1/11 フジテレビ 大野靖子

N01-50723 テレビ ０のアングル 白い粉の墓標 11 1964/1/11 フジテレビ 大野靖子

N01-00391 テレビ 禅 第三稿 [1962]/(?)/(?) 内村直也

N01-22804 テレビ せんいの科学 1966/5/23 NHK 小川乃倫子

N01-05286 テレビ 全員降下せよ
二つなき命を（9）、パレンバン

の星（10）
9・10 (?) フジテレビ 岡田達門（9）、高久進（10）

N01-08535 ラジオ 戦艦陸奥・おれのまぼろし 1963/2/28 ラジオ中国 木谷茂生
デジタル
化（館
内）

N01-10785 ラジオ 戦艦大和の最期 1977/4/22
NHK第一放

送
山田正弘

デジタル
化（館
内）

N01-05154 テレビ 選挙参謀 1961/11/26 関西テレビ 菊島隆三
デジタル
化（館
内）

N01-18362 テレビ 全国歌謡フェスティバル（仮題） (?)

N01-20020 テレビ 全国歌謡フェスティバル 第二稿 (?)/10/23 TBS 塚田茂

N01-08388 テレビ 戦国群盗伝 1 1964/10/25 フジテレビ 須崎勝彌
デジタル
化（館
内）

N01-08389 テレビ 戦国群盗伝 2 1964/(?)/(?) フジテレビ 加瀬高之
デジタル
化（館
内）

N01-08390 テレビ 戦国群盗伝 3 1964/(?)/(?) フジテレビ 加藤高之

N01-15211 テレビ 戦国群盗伝 4 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 下飯坂菊馬

N01-15212 テレビ 戦国群盗伝 5 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 須崎勝彌

N01-08391 テレビ 戦国群盗伝 6 1964/(?)/(?) フジテレビ 須崎勝彌

N01-08434 テレビ 戦国群盗伝 7 1964/(?)/(?) フジテレビ 加瀬高之

N01-15213 テレビ 戦国群盗伝 8 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 下飯坂菊馬

N01-15214 テレビ 戦国群盗伝 9 [1964]/(?)/(?) フジテレビ

N01-08435 テレビ 戦国群盗伝 10 1964/(?)/(?) フジテレビ 加瀬高之

N01-08436 テレビ 戦国群盗伝 11 1964/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫
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N01-08437 テレビ 戦国群盗伝 12 1964/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15215 テレビ 戦国群盗伝 12 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15216 テレビ 戦国群盗伝 13 [1964]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15217 テレビ 戦国群盗伝 13 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15218 テレビ 戦国群盗伝 14 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 加瀬高之

N01-15219 テレビ 戦国群盗伝 15 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15036 テレビ 戦国群盗伝 16 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15220 テレビ 戦国群盗伝 17 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15221 テレビ 戦国群盗伝 18 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15222 テレビ 戦国群盗伝 19 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15223 テレビ 戦国群盗伝 20 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15224 テレビ 戦国群盗伝 21 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15225 テレビ 戦国群盗伝 22 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15226 テレビ 戦国群盗伝 23 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15227 テレビ 戦国群盗伝 24 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15228 テレビ 戦国群盗伝 25 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-19871 テレビ
全国縦断・受賞歌手総出演　栄光・歓喜・

涙の20年
日本レコード大賞20周年記念 最終決定稿 1978/10/8 TBS 保富康午、田村隆、村木益雄

N01-22067 テレビ
全国縦断受賞歌手総出演 栄光・歓喜・涙

の20年
改訂稿 [1978]/10/8 TBS 保富康午

N01-03443 ラジオ 戦国忍法帖
オーディション

用
(?)/7/23 TBSラジオ 佐々木守

デジタル
化（館
内）

N01-03444 ラジオ 戦国忍法帖
オーディション

用
(?)/7/23 TBSラジオ 佐々木守

N01-09946 テレビ 戦国忍法帳 1・2 (?) TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-19475 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1 1969/10/4 TBS 遠藤淳

N01-18363 ラジオ
全国ヤング歌謡フェスティバル　唄って選

ぼうヒット曲
1969/10/4 TBS 遠藤淳

N01-19474 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 2 1969/10/11 TBS 遠藤淳

N01-18366 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 3 1969/10/18 TBS 遠藤淳

N01-18365 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 5 (?)/11/1 TBS 曽我部博士

N01-18361 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1 1969/10/4 TBS 遠藤淳

N01-20708 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 打合稿 1 (?) TBS たかたかし

N01-20398 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 決定稿 1 (?)/2/14 TBS 保富康午

N01-20707 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 決定稿 2 (?)/2/21 TBS 保富康午

N01-22338 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 第一稿 2 (?)/2/28 TBS 保富康午、今村清

N01-22337 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 決定稿 4 (?)/3/7 TBS 保富康午、今村清

N01-22340 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 決定稿 6 (?)/3/21 TBS 保富康午、今村清

N01-19865 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 第一稿 7 (?)/3/28 TBS 保富康午、今村清

N01-21145 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 第一稿 7 (?)/3/28 TBS 保富康午、今村清

N01-20706 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル サンプル用 (?) TBS 保富康午

N01-22339 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル　第二部 入賞者大会 決定稿 (?)/5/9 TBS 保富康午
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N01-22071 テレビ 全国ヤング歌謡フェスティバル 決勝大会 決定稿 [1970]/5/9 TBS 保富康午

N01-19473 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル (?)
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19485 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1969/10/13～18
ニッポン放

送
伊東三平

N01-19479 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　京都大会 (?)
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19472 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　東京大会 1969/10/20～25
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-18364 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　新潟大会 1969/10/20～25
ニッポン放

送
伊東三平

N01-19483 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　東京大会
1969/10/27～

11/1
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19481 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　仙台大会 1969/11/17～22
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19482 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　仙台大会 1969/11/17～22
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19477 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　大阪大会 1969/12/1～6
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19471 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　静岡大会 1969/12/15～20
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19484 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　静岡大会 (?)
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19480 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル　東京大会 1969/12/22～27
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19476 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/1/5～10
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19470 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/1/19～24
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19478 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/2/2～7
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19469 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/2/16～21
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19467 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/3/2～7
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19468 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/3/9～14
ニッポン放

送
伊東三平

N01-19486 ラジオ 全国ヤング歌謡フェスティバル 1970/3/16～21
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-20986 ラジオ 戦後三十年　日本人を育てた歌 1975/10/26
民放ラジオ

53社
保富康午、松原史明、みやもり純

デジタル
化（館
内）

N01-00036 テレビ せんせい 帰ってきた人 1962/(?)/(?) TBS 光畑碩郎

N01-00037 テレビ せんせい 北に帰る (?) TBS

N01-00038 テレビ せんせい 杉の子たちの歌(仮題) (?) TBS 光畑碩郎

N01-00074 テレビ せんせい 北に帰る 改訂稿 [1962]/(?)/(?) TBS 光畑碩郎

N01-02998 テレビ せんせい 活火山 改訂稿 1962/(?)/(?) TBS 田井洋子

N01-02999 テレビ せんせい 活火山 改訂稿 1962/(?)/(?) TBS 田井洋子

N01-03000 テレビ せんせい 波紋 最終改訂稿 1962/(?)/(?) TBS 田井洋子、仙川文雄

N01-03001 テレビ せんせい 波紋 最終改訂稿 1962/(?)/(?) TBS 田井洋子、仙川文雄

N01-51402 資料 せんせい (?) 東京放送

N01-01614 テレビ 先生ずるいや 打合稿 1961/11/23 NHK 横田弘行

N01-03671 テレビ 先生ずるいや 打合稿 1961/11/23 NHK 横田弘行

N01-01617 テレビ 先生ずるいや スタッフ稿 1961/11/23 NHK 横田弘行

N01-01618 テレビ 先生ずるいや 決定稿 1961/11/23 NHK 横田弘行

N01-03672 テレビ 先生ずるいや 決定稿 1961/11/23 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-24216 ラジオ 戦争と人間　運命の序曲　第一部 （?）/5/17 TBS 佐々木守

N01-19651 テレビ 仙台放送七周年記念小川宏ショーの集い (?) 野村六助
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N01-22808 テレビ 洗たく 1966/9/26 NHK 小川乃倫子

平018 N01-45145 ラジオ 洗濯をする女 1952/7/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-12200 ラジオ せんだみつおの怪談牡丹燈篭 1～5 (?)/8/9～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-12201 ラジオ せんだみつおの怪談牡丹燈篭 1～5 (?)/8/9～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-12234 ラジオ せんだみつおの河童 1～10 (?)/9/1～12
ニッポン放

送
水原明人

N01-12179 ラジオ せんだみつおの源氏物語 1～5 (?)/12/1～5
ニッポン放

送
水原明人

N01-12180 ラジオ せんだみつおの源氏物語 6～15 (?)/12/8～19
ニッポン放

送
水原明人

N01-12181 ラジオ せんだみつおの源氏物語 6～15(11～15) (?)/12/8～19
ニッポン放

送
水原明人

N01-12225 ラジオ せんだみつおの好色一代男 1～5 1977/1/17～28
ニッポン放

送
水原明人

N01-12226 ラジオ せんだみつおの好色一代男 6～7(6～10)
1977/1/31～

2/11
ニッポン放

送
水原明人

N01-12203 ラジオ せんだみつおの好色五人女 1～5 (?)/6/2～6
ニッポン放

送
水原明人

N01-12202 ラジオ せんだみつおの好色五人女 6～10 (?)/6/9～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-12193 ラジオ せんだみつおの太閤記 1～5 1977/7/4～8
ニッポン放

送
水原明人

N01-12192 ラジオ せんだみつおの太閤記 6～10 1977/7/11～15
ニッポン放

送
水原明人

N01-12188 ラジオ せんだみつおの鍋島化け猫騒動記 1～5 (?)/8/16～20
ニッポン放

送
水原明人

N01-12189 ラジオ せんだみつおの鍋島化け猫騒動記 1～5 (?)/8/16～20
ニッポン放

送
水原明人

N01-19912 テレビ 全日本！美女となつメロ大行進！ (?)/6/15 フジテレビ 保富康午

N01-19988 テレビ 全日本演歌選手権 1 (?)/7/4 テレビ東京 保富康午、萩原芳樹

N01-19914 テレビ 全日本かあさんカラオケ大賞 決定稿 (?)/5/10 テレビ東京 平井靖人

N01-19983 テレビ 全日本かあさんカラオケ大賞 準備稿 2 (?)/5/9 テレビ東京 保富康午

N01-17312 テレビ 千姫 千姫懐妊 15 1966/9/8 毎日放送 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-17313 テレビ 千姫 長三郎の死 18 1966/9/29 毎日放送 倉本聰

N01-17314 テレビ 千姫 幻 最終回 1966/10/[13] 毎日放送 倉本聰

N01-17315 テレビ 千姫 幻 最終回 1966/10/[13] 毎日放送 倉本聰

N01-17759 テレビ 全部見せます!!日本の夏祭り 1977/8/14 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17761 テレビ 全部見せます!!ヒットTVマンガ20年 懐かしのヒーローたち 1977/4/10 TBS 佐々木守

N01-12321 テレビ ぜんまい仕掛けの柱時計 1972/11/4 NHK 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-18315 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 6 (?)/11/5 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18329 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 “順とルミ子大突撃” 決定稿 9 (?)/12/1 TBS 田村隆、かとうまなぶ

N01-18316 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 第二稿 11 (?)/12/9 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18330 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 “激突！レコード大賞” 第一稿 11 (?)/12/15 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18311 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 改訂稿 12 (?)/12/10 TBS 田村隆、かとうまなぶ

N01-26438 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 ちあき　あきら満員御礼 スタッフ稿 12 (?)/12/22 TBS 田村隆、かとうまなぶ

N01-18317 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 ピンキー百恵のお正月 準備稿 14 (?)/12/23 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18333 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 準備稿 14 (?)/12/29 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18312 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 第一稿 16 (?)/1/9 TBS 田村隆、かとうまなぶ

N01-18313 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 17 (?)/1/16 TBS 奥山侊伸、沢口義明
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N01-18314 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 決定稿 21 (?)/2/13 TBS 奥山侊伸、沢口義明

N01-18325 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 第一稿 22 (?)/3/2 TBS 田村隆、かとうまなぶ

N01-18320 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 第一稿 64 (?)/5/27 TBS 奥山侊伸、沢口義明、原すすむ

N01-18327 テレビ せんみつ・湯原　ドット30 第一稿 71 (?)/8/5 TBS 奥山侊伸、沢口義明、原すすむ

N01-08427 テレビ 戦友 16・19
1963～

1964/(?)/(?)
NET 桂一郎、津田幸夫

N01-15262 テレビ 戦友
飛行場爆破計画(20)/地の果

ての恋(21)
20・21 (?)

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫(第20回)、岡本克己(第21
回)

N01-15261 テレビ 戦友
前線の母情(22)/突撃命令

(23)/肉彈特攻(24)
22～24 (?)

NET(テレビ
朝日)

岡本克己(第22回)、大和久守正(第
23回)、津田幸夫(第24回)
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平生原
稿003

N01-45264 舞台 雑木林(舞台3幕もの) (?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-08524 テレビ 捜査検事 密告者
[1964～

1965]/(?)/(?)
TBS 光畑碩郎

N01-16287 テレビ 捜査五課　追跡のバラード（仮題） 愛の天使に銃弾を（仮題） 1 (?)
NET(テレビ

朝日)

N01-20922 テレビ 総集決定版！不滅の古賀メロディー 改訂稿 (?)/[12/31] TBS 保富康午、太田イサム

N01-19854 テレビ 早朝放送台本（おはよう！こどもショー） 160週 1968/11/29 日本テレビ 保富康午

N01-21586 テレビ 早朝放送台本(おはよう！こどもショー) 1969/3/4 日本テレビ 山崎あきら

N01-21786 テレビ 早朝放送台本（おはよう！こどもショー） 157週(934) 1968/11/4 日本テレビ 奥山侊伸

N01-51106 テレビ 総帆風をはらんで (?) 窪田篤人

N01-04988 テレビ 宗右衛門町 [1964]/3/6 犬塚稔、梅林貴久夫、西山四郎

N01-24644 テレビ 続　ある勇気の記録　挑戦者
混血児ジョー(41)/狙われた町

(42)
41・42 1967/(?)/(?) NET 深沢一夫(41)、今村文人(42)

N01-24645 テレビ 続　ある勇気の記録　挑戦者
混血児ジョー(41)/狙われた町

(42)
41・42 1967/(?)/(?) NET 深沢一夫(41)、今村文人(42)

N01-24646 テレビ 続　ある勇気の記録　挑戦者 乗っとり(47)/入院戦術(48) 47・48 1967/(?)/(?) NET 深沢一夫(47)、押川國秋(48)

N01-24647 テレビ 続　ある勇気の記録　挑戦者
それから三年――(49)/柿沼

逮捕(50)
49・50 1967/(?)/(?) NET 深沢一夫(49)、岡本克己(50)

M007 N01-40148 ラジオ 続　うちのおばあちゃん 物好きな女 1 1955/1/8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40149 ラジオ 続　うちのおばあちゃん 物には順序 2 1955/1/15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40150 ラジオ 続　うちのおばあちゃん 留守の客 3 1955/1/22 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-13622 テレビ 続　風と樹と空と 準備稿 1 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13623 テレビ 続　風と樹と空と お家の一大事 決定稿 1 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13624 テレビ 続　風と樹と空と お家の一大事 決定稿 1 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13625 テレビ 続　風と樹と空と 準備稿 2 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13626 テレビ 続　風と樹と空と 困った縁談 決定稿 2 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13627 テレビ 続　風と樹と空と 困った縁談 決定稿 2 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13628 テレビ 続　風と樹と空と 準備稿 3 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 山根優一郎

N01-13629 テレビ 続　風と樹と空と 新しいお荷物 決定稿 3 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 山根優一郎

N01-13630 テレビ 続　風と樹と空と 準備稿 4 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 杉本彰

N01-13631 テレビ 続　風と樹と空と 明るい風 4 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 杉本彰

N01-13632 テレビ 続　風と樹と空と 嵐の一日 4 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 山根優一郎

N01-13633 テレビ 続　風と樹と空と 明るい風 4 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 杉本彰

N01-13634 テレビ 続　風と樹と空と 恋せよ乙女 5 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13635 テレビ 続　風と樹と空と 恋せよ乙女 5 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13636 テレビ 続　風と樹と空と ネムの唄 改訂稿 6 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ

N01-13637 テレビ 続　風と樹と空と ネムの唄 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 山根優一郎

N01-13638 テレビ 続　風と樹と空と ああ初恋 8 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 山根優一郎

N01-13639 テレビ 続　風と樹と空と 馬と赤ちゃん 9 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13640 テレビ 続　風と樹と空と あの空に唄声を 10 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 菅野昭彦

N01-13641 テレビ 続　風と樹と空と 海がめの涙 準備稿 11 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 山根優一郎

N01-13642 テレビ 続　風と樹と空と 男と女に乾杯！ 準備稿 12 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 石田守良
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N01-13643 テレビ 続　風と樹と空と 男と女に乾杯！ 決定稿 12 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 石田守良

N01-13644 テレビ 続　風と樹と空と 娘さん、よくきけよ 準備稿 13(終) [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13645 テレビ 続　風と樹と空と 娘さん、よくきけよ 13(終) [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-13646 テレビ 続　風と樹と空と 娘さん、よくきけよ 13(終) [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-51403 資料 続　風と樹と空と 1966/12/27 椎名利夫、杉本彰、山根優一郎

N01-26525 テレビ 続　けったいな人々 1 1975/4/7 NHK大阪 茂木草介

N01-26526 テレビ 続　けったいな人々 2 1975/4/14 NHK大阪 茂木草介

N01-26527 テレビ 続　けったいな人々 3 1975/4/21 NHK大阪 茂木草介

N01-26528 テレビ 続　けったいな人々 4 1975/4/28 NHK大阪 茂木草介

N01-26529 テレビ 続　けったいな人々 5 1975/5/5 NHK大阪 茂木草介

N01-26530 テレビ 続　けったいな人々 6 1975/5/12 NHK大阪 茂木草介

N01-26531 テレビ 続　けったいな人々 7 1975/5/19 NHK大阪 茂木草介

N01-26532 テレビ 続　けったいな人々 8 1975/5/26 NHK大阪 茂木草介

N01-26533 テレビ 続　けったいな人々 9 1975/6/2 NHK大阪 茂木草介

N01-26534 テレビ 続　けったいな人々 10 1975/6/9 NHK大阪 茂木草介

N01-26535 テレビ 続　けったいな人々 11 1975/6/16 NHK大阪 茂木草介

N01-26536 テレビ 続　けったいな人々 12 1975/6/23 NHK大阪 茂木草介

N01-26537 テレビ 続　けったいな人々 13 1975/6/30 NHK大阪 茂木草介

N01-26538 テレビ 続　けったいな人々 14 1975/7/7 NHK大阪 茂木草介

N01-26539 テレビ 続　けったいな人々 15 1975/7/14 NHK大阪 茂木草介

N01-26540 テレビ 続　けったいな人々 16 1975/7/21 NHK大阪 茂木草介

N01-26541 テレビ 続　けったいな人々 17 1975/8/11 NHK大阪 茂木草介

N01-26542 テレビ 続　けったいな人々 18 1975/8/18 NHK大阪 茂木草介

N01-26543 テレビ 続　けったいな人々 19 1975/8/25 NHK大阪 茂木草介

N01-26544 テレビ 続　けったいな人々 20 1975/9/1 NHK大阪 茂木草介

N01-26545 テレビ 続　けったいな人々 21 1975/9/8 NHK大阪 茂木草介

N01-26546 テレビ 続　けったいな人々 22 1975/9/15 NHK大阪 茂木草介

N01-26547 テレビ 続　けったいな人々 23 1975/9/22 NHK大阪 茂木草介

N01-26548 テレビ 続　けったいな人々 24 1975/9/29 NHK大阪 茂木草介

N01-26549 テレビ 続　けったいな人々 25 1975/10/13 NHK大阪 茂木草介

N01-26550 テレビ 続　けったいな人々 26 1975/10/20 NHK大阪 茂木草介

N01-26551 テレビ 続　けったいな人々 27 1975/11/10 NHK大阪 茂木草介

N01-26552 テレビ 続　けったいな人々 28 1975/11/17 NHK大阪 茂木草介

N01-26553 テレビ 続　けったいな人々 29 1975/11/[24] NHK大阪 茂木草介

N01-26554 テレビ 続　けったいな人々 30 1975/12/1 NHK大阪 茂木草介

N01-26555 テレビ 続　けったいな人々 31 1975/12/8 NHK大阪 茂木草介

N01-26556 テレビ 続　けったいな人々 32 1975/12/15 NHK大阪 茂木草介
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N01-26557 テレビ 続　けったいな人々 33 1975/12/22 NHK大阪 茂木草介

N01-26558 テレビ 続　けったいな人々 34 1976/1/5 NHK大阪 茂木草介

N01-26559 テレビ 続　けったいな人々 35 1976/1/12 NHK大阪 茂木草介

N01-26560 テレビ 続　けったいな人々 36 1976/1/19 NHK大阪 茂木草介

N01-26561 テレビ 続　けったいな人々 37 1976/1/26 NHK大阪 茂木草介

N01-26562 テレビ 続　けったいな人々 38 1976/2/2 NHK大阪 茂木草介

N01-26563 テレビ 続　けったいな人々 39 1976/2/9 NHK大阪 茂木草介

N01-26564 テレビ 続　けったいな人々 40 1976/2/16 NHK大阪 茂木草介

N01-26565 テレビ 続　けったいな人々 41 1976/2/23 NHK大阪 茂木草介

N01-26566 テレビ 続　けったいな人々 42 1976/3/1 NHK大阪 茂木草介

N01-26567 テレビ 続　けったいな人々 43 1976/3/8 NHK大阪 茂木草介

N01-26568 テレビ 続　けったいな人々 44 1976/3/15 NHK大阪 茂木草介

N01-26569 テレビ 続　けったいな人々 45 1976/3/22 NHK大阪 茂木草介

N01-26570 テレビ 続　けったいな人々 46(終) 1976/3/29 NHK大阪 茂木草介

N01-17584 テレビ 続　事件 1 1979/6/10 NHK 早坂暁
デジタル
化（館内）

N01-17585 テレビ 続　事件 2 1979/6/17 NHK 早坂暁

N01-17586 テレビ 続　事件 3 1979/6/24 NHK 早坂暁

N01-17587 テレビ 続　事件 4 1979/7/1 NHK 早坂暁

N01-17588 テレビ 続　事件 5(終) 1979/7/8 NHK 早坂暁

N01-13846 テレビ 続　父 778 1971/11/7 TBS 山田洋次

N01-13861 テレビ 続　父 決定稿 778 1971/11/7 TBS 山田洋次

N01-13862 テレビ 続　父 778 1971/11/7 TBS 山田洋次

N01-13863 テレビ 続　父 決定稿 778 1971/11/7 TBS 山田洋次

N01-16013 テレビ 続　父 スタッフ稿 778 1971/11/7 TBS 山田洋次

N01-02305 テレビ 続　地方記者 第二稿 1 1962/9/1 日本テレビ 池田一朗

N01-02306 テレビ 続　地方記者 準備稿 1 1962/9/1 日本テレビ 池田一朗

N01-02307 テレビ 続　地方記者 第一稿 2 1962/9/8 日本テレビ

N01-02308 テレビ 続　地方記者 改訂稿 2 1962/9/8 日本テレビ 椎名龍治

N01-02309 テレビ 続　地方記者 休刊日の記者達 第三稿 3 1962/9/15 日本テレビ 大和久守正

N01-02310 テレビ 続　地方記者 休刊日の記者(仮題) 準備稿 3 1962/9/15 日本テレビ 大和久守正

N01-02311 テレビ 続　地方記者 休刊日の記者達 3 1962/9/15 日本テレビ 大和久守正、工藤道夫

N01-02312 テレビ 続　地方記者 準備稿 4 1962/9/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-02313 テレビ 続　地方記者 準備稿 4 1962/9/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-02314 テレビ 続　地方記者 大地に育つ娘たち 改訂稿 4 1962/9/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-02315 テレビ 続　地方記者 天翔ける願い 改訂稿 6 1962/10/6 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02316 テレビ 続　地方記者 第二稿 7 (?) 日本テレビ 椎名竜治

N01-02317 テレビ 続　地方記者 台風記者 8 (?) 日本テレビ 池田一朗

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104233
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104233
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104233
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104233
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N01-02318 テレビ 続　地方記者 県境記者 準備稿 9 (?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-02319 テレビ 続　地方記者 県境記者 訂正稿 9 (?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-02320 テレビ 続　地方記者 県境記者 再訂稿 9 (?) 日本テレビ 柳沢類寿

N01-02321 テレビ 続　地方記者 幻の女(仮題) 準備稿 10 (?) 日本テレビ 伊藤清

N01-02322 テレビ 続　地方記者 雨の夜の女 改訂稿 10 (?) 日本テレビ 伊藤清

N01-02323 テレビ 続　地方記者 馬鹿な娘 11 (?) 日本テレビ 伊藤清

N01-02324 テレビ 続　地方記者 支局長ぐらし 改訂稿 11 [1962]/(?)/(?) 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02325 テレビ 続　地方記者 悲しき殊勲賞 訂正稿 11 [1962]/(?)/(?) 日本テレビ 阿部桂一

N01-02339 テレビ 続　地方記者 11 (?) 日本テレビ 阿部桂一

N01-02326 テレビ 続　地方記者 ハイウエイ記者 第二稿 12 [1962]/12/22 日本テレビ 柳沢類寿

N01-02327 テレビ 続　地方記者 宿直記者 改訂稿 14 [1962]/1/11 日本テレビ 窪田篤人

N01-02328 テレビ 続　地方記者 改訂稿 15 (?) 日本テレビ 池田一朗

N01-02329 テレビ 続　地方記者 オーケストラ記者 初稿 17 [1963]/1/5 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02330 テレビ 続　地方記者 オーケストラ記者 改訂稿 17 [1963]/1/5 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02331 テレビ 続　地方記者 観光記者 改訂稿 18 [1963]/1/19 日本テレビ 椎名利夫

N01-02332 テレビ 続　地方記者 観光記者 改訂稿 18 [1963]/1/19 日本テレビ 椎名利夫

N01-02333 テレビ 続　地方記者 雪山3号応答なし 第二稿 23 [1963]/2/23 日本テレビ 森本吉彦、山崎忠昭

N01-03221 テレビ 続　地方記者 選挙記者 準備稿 24 (?) 日本テレビ

N01-02334 テレビ 続　地方記者 (?) 日本テレビ

N01-02335 テレビ 続　地方記者 あの人は、どうなった 準備稿 (?) 日本テレビ 椎名竜治

N01-02336 テレビ 続　地方記者 任侠記者 訂正稿 (?) 日本テレビ 池田一朗

N01-02337 テレビ 続　地方記者 (?) 日本テレビ 椎名竜治

N01-02338 テレビ 続　地方記者 任侠記者 (?) 日本テレビ 池田一朗

N01-07963 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 1 [1963]/6/3 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07964 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 1 [1963]/6/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-07965 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 1 [1963]/6/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-07966 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 2 [1963]/6/4 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07967 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 2 [1963]/6/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-07968 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 3 [1963]/6/5 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07969 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 3 [1963]/6/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-07970 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 3 [1963]/6/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-07971 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 4 [1963]/6/6 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07972 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 4 [1963]/6/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-07973 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 5 [1963]/6/7 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07974 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 5 [1963]/6/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-07975 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 6 [1963]/6/10 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07976 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 6 [1963]/6/10 毎日放送 石浜恒夫
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N01-07977 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 7 [1963]/6/11 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07978 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 7 [1963]/6/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-07979 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 7 [1963]/6/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-07980 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 7 [1963]/6/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-07981 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 8 [1963]/6/12 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07982 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 8 [1963]/6/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-07983 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 8 [1963]/6/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-07984 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 8 [1963]/6/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-07985 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 9 [1963]/6/13 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07986 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 9 [1963]/6/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-07987 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 10 [1963]/6/14 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07988 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 10 [1963]/6/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-07989 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 11 [1963]/6/17 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07990 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 11 [1963]/6/17 毎日放送 石浜恒夫

N01-07991 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 12 [1963]/6/18 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07992 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 12 [1963]/6/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-07993 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 13 [1963]/6/19 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07994 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 13 [1963]/6/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-07995 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 14 [1963]/6/20 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07996 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 14 [1963]/6/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-07997 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 15 [1963]/6/21 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-07998 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 15 [1963]/6/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-07999 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 15 [1963]/6/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-08000 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 15 [1963]/6/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-08001 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 16 [1963]/6/24 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08002 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 16 [1963]/6/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-08003 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 17 [1963]/6/25 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08004 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 17 [1963]/6/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-08005 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 18 [1963]/6/26 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08006 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 18 [1963]/6/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08007 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 18 [1963]/6/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08008 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 19 [1963]/6/27 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08009 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 19 [1963]/6/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-08010 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 20 [1963]/6/28 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08011 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 20 [1963]/6/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-08012 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 21 [1963]/7/1 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08013 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 21 [1963]/7/1 毎日放送 石浜恒夫



「そ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08014 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 22 [1963]/7/2 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08015 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 22 [1963]/7/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-08016 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 23 [1963]/7/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-08017 テレビ 続　炎の河　第一部 秘められた炎 23 [1963]/7/3 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08018 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(1) 24 [1963]/7/4 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08019 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(1) 24 [1963]/7/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-08020 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(2) 25 [1963]/7/5 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08021 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(2) 25 [1963]/7/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-08022 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(3) 26 [1963]/7/8 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08023 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(4) 27 [1963]/7/9 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08024 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(5) 28 [1963]/7/10 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08025 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(6) 29 [1963]/7/11 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08026 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(7) 30 [1963]/7/12 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08027 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(7) 30 [1963]/7/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08028 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(7) 30 [1963]/7/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08029 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(8) 31 [1963]/7/15 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08030 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(9) 32 [1963]/7/16 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08031 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(10) 33 [1963]/7/17 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08032 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(10) 33 [1963]/7/17 毎日放送 石浜恒夫

N01-08033 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(11) 34 [1963]/7/18 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08034 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(11) 34 [1963]/7/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-08035 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(12) 35 [1963]/7/19 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08036 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(12) 35 [1963]/7/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-08037 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(13) 36 [1963]/7/22 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08038 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(13) 36 [1963]/7/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-08039 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(14) 37 [1963]/7/23 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08040 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(14) 37 [1963]/7/23 毎日放送 石浜恒夫

N01-08041 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(15) 38 [1963]/7/24 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08042 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(15) 38 [1963]/7/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-08043 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(16) 39 [1963]/7/25 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08044 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(16) 39 [1963]/7/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-08045 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(16) 39 [1963]/7/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-08046 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(17) 40 [1963]/7/26 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08047 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(17) 40 [1963]/7/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08048 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(17) 40 [1963]/7/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08049 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(18) 41 [1963]/7/29 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08050 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(18) 41 [1963]/7/29 毎日放送 石浜恒夫
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N01-08051 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(18) 41 [1963]/7/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-08052 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(18) 41 [1963]/7/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-08053 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(19) 42 [1963]/7/30 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-51143 テレビ [続　炎の河] 42 [1963]/(?)/(?)

N01-08054 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(20) 43 [1963]/7/31 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08055 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(20) 43 [1963]/7/31 毎日放送 石浜恒夫

N01-51142 テレビ [続　炎の河] 43 [1963]/(?)/(?)

N01-51144 テレビ [続　炎の河] 43 [1963]/(?)/(?)

N01-08056 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(21) 44 [1963]/(?)/(?) 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08057 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(21) 44 [1963]/(?)/(?) 毎日放送 石浜恒夫

N01-51145 テレビ [続　炎の河] 44 [1963]/(?)/(?)

N01-51151 テレビ [続　炎の河] 44 [1963]/(?)/(?)

N01-08058 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(22) 45 [1963]/(?)/(?) 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08059 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(22) 新稿 45 [1963]/8/2 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08060 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(22) 新稿 45 [1963]/8/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-08061 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(23) 46 [1963]/8/5 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08062 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(23) 46 [1963]/8/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-08063 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(23) 新稿 46 [1963]/8/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-08064 テレビ 続　炎の河　第二部 黒と赤の炎(24) 決定稿 47 [1963]/8/6 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08219 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(1) 準備稿 47 [1963]/8/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-08220 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(1) 47 [1963]/8/6 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08221 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(1) 47 [1963]/8/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-08222 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(2) 48 [1963]/8/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-08223 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(2) 48 [1963]/8/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-08224 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(2) 48 [1963]/8/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-08225 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(1) 決定稿 48 [1963]/8/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-08226 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(1) 決定稿 48 [1963]/8/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-08227 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(3) 49 [1963]/8/8 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08228 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(3) 49 [1963]/8/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-08229 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(2) 決定稿 49 [1963]/8/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-08230 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(2) 決定稿 49 [1963]/8/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-08231 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(4) 50 [1963]/8/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-08232 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(4) 50 [1963]/8/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-08233 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(3) 決定稿 50 [1963]/8/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-08234 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(3) 決定稿 50 [1963]/8/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-08235 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(5) 51 [1963]/8/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08236 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(5) 51 [1963]/8/12 毎日放送 石浜恒夫
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N01-08237 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(4) 決定稿 51 [1963]/8/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08238 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(4) 決定稿 51 [1963]/8/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08239 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(5) 52 [1963]/8/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08240 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(5) 52 [1963]/8/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08241 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(6) 53 [1963]/8/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-08242 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(6) 53 [1963]/8/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-08243 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(7) 54 [1963]/8/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-08244 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(7) 54 [1963]/8/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-08245 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(8) 55 [1963]/8/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-08246 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(8) 55 [1963]/8/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-08247 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(9) 56 [1963]/8/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-08248 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(9) 56 [1963]/8/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-08249 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(10) 57 [1963]/8/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-08250 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(10) 57 [1963]/8/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-08251 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(11) 58 [1963]/8/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-08252 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(12) 59 [1963]/8/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-08253 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(13) 60 [1963]/8/23 毎日放送 石浜恒夫

N01-08254 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(14) 61 [1963]/8/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08255 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(15) 62 [1963]/8/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-08256 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(15) 62 [1963]/8/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-08257 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(16) 63 [1963]/8/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-08258 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(16) 63 [1963]/8/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-08259 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(17) 64 [1963]/8/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-08260 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(17) 64 [1963]/8/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-08261 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(18) 65 [1963]/8/30 毎日放送 石浜恒夫

N01-08262 テレビ 続　炎の河　第三部 蒼い炎(18) 65 [1963]/8/30 毎日放送 石浜恒夫

N01-08263 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(1) 66 [1963]/9/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-08264 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(1) 66 [1963]/9/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-08265 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(2) 67 [1963]/9/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-08266 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(2) 67 [1963]/9/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-08267 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(3) 68 [1963]/9/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-08268 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(3) 68 [1963]/9/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-08269 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(4) 69 [1963]/9/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-08270 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(5) 70 [1963]/9/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-08271 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(5) 70 [1963]/9/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-08272 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(5) 70 [1963]/9/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-08273 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(6) 71 [1963]/9/9 毎日放送 石浜恒夫
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N01-08274 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(6) 71 [1963]/9/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-08275 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(7) 72 [1963]/9/10 毎日放送 石浜恒夫

N01-08276 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(7) 72 [1963]/9/10 毎日放送 石浜恒夫

N01-08277 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(8) 73 [1963]/9/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-08278 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(8) 73 [1963]/9/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-08279 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(8) 73 [1963]/9/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-08280 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(9) 74 [1963]/9/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08281 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(9) 74 [1963]/9/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08282 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(9) 74 [1963]/9/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-08283 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(10) 75 [1963]/9/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08284 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(10) 75 [1963]/9/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08285 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(10) 75 [1963]/9/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08286 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(10) 75 [1963]/9/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08287 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(11) 76 [1963]/9/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-08288 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(11) 76 [1963]/9/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-08289 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(11) 76 [1963]/9/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-08290 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(11) 76 [1963]/9/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-08291 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(12) 77 [1963]/9/17 毎日放送 石浜恒夫

N01-08292 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(12) 77 [1963]/9/17 毎日放送 石浜恒夫

N01-08293 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(13) 78 [1963]/9/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-08294 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(13) 78 [1963]/9/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-08295 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(14) 79 [1963]/9/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-08296 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(14) 79 [1963]/9/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-08297 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(15) 80 [1963]/9/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-08298 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(15) 80 [1963]/9/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-08299 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(16) 81 [1963]/9/23 毎日放送 石浜恒夫

N01-08300 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(16) 81 [1963]/9/23 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08301 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(17) 82 [1963]/9/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-08302 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(17) 82 [1963]/9/24 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08303 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(18) 83 [1963]/9/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-08304 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(18) 83 [1963]/9/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-08305 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(19) 84 [1963]/9/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08306 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(19) 84 [1963]/9/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-08307 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(20) 85 [1963]/9/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-08308 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(20) 85 [1963]/9/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-08309 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(21) 86 [1963]/9/30 毎日放送 石浜恒夫

N01-08310 テレビ 続　炎の河　第四部 愛のきらめき(21) 86 [1963]/9/30 毎日放送 石浜恒夫



「そ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M018 N01-40439 ラジオ 続　幻の音 1956/12/13 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-17589 テレビ 続・続　事件　月の景色 1 1980/9/14 NHK 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-17590 テレビ 続・続　事件　月の景色 2 1980/9/21 NHK 早坂暁

N01-17591 テレビ 続・続　事件　月の景色 3 1980/9/28 NHK 早坂暁

N01-17592 テレビ 続・続　事件　月の景色 3 1980/9/28 NHK 早坂暁

N01-17593 テレビ 続・続　事件　月の景色 4(終) 1980/10/5 NHK 早坂暁

N01-05688 ラジオ 即席ことば辞典
終戦処理費/ハイ・ミス/エア・
バス/不漁年/ノイローゼ/プレ

イ・ボーイ
1962/1/22～27 TBS 遠藤淳、城悠輔、野坂昭如

デジタル
化（館
内）

N01-05689 ラジオ 即席ことば辞典
シャンソン/前向き/ゼッケン/

現物支給/スパイ/番長制
1961/12/4～9 TBS 遠藤淳、城悠輔、野坂昭如

N01-05690 ラジオ 即席ことば辞典
戦争老人/七ツ道具/コトナ/師

走/カチンコ/左巻き
1961/11/27～

12/2
TBS 遠藤淳、城悠輔、野坂昭如

N01-05691 ラジオ 即席ことば辞典
クーキー・ガール/表音派/心

中/スペクタクル/十七屋/ハギ
トリ屋

1961/11/20～25 TBS 遠藤淳、城悠輔、野坂昭如

N01-05692 ラジオ 即席ことば辞典
ハイ・ジャック/公害/ジッツ/姉
妹都市/特異日/カンニング

1961/9/4～9 TBS 城悠輔、野坂昭如

N01-05817 ラジオ 即席ことば辞典
アフター・ユース/殺陣師/パン
チがきく/アニメーション/人前

結婚/ノック・ダウン
1962/2/5～10 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05818 ラジオ 即席ことば辞典
もとの木阿弥/コンボ/ぜんざ
い/ものぐさ/スタンドイン/四

十八手
1961/1/8～13 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05819 ラジオ 即席ことば辞典
土性骨/パーフェクトゲーム/メ
ロ・ドラマ/近代五種/ランデ

ブー/オート・クチュール
1961/7/3～8 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05820 ラジオ 即席ことば辞典
サーカス/ムームー/スタミナ/
トロイカ方式/コンビナート/ス

リーＳ運動
1961/6/19～24 TBS 野坂昭如、城悠輔

N01-05821 ラジオ 即席ことば辞典
コールド・ショック/災害救助法
/コーラ/八個師団/ツーリズム

/スリラー
1961/7/10～15 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05822 ラジオ 即席ことば辞典
銀四郎タイプ/SOS/モデル・

チェンジ/アイドフォア/男の銘
柄/近代的合理的消費

1961/7/24～29 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05823 ラジオ 即席ことば辞典
赤切符/BCR兵器/BBルック/
マイクロエレクトロニクス/クラ

ゲ/キャンディッド・カメラ
1961/7/7～12 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05824 ラジオ 即席ことば辞典
スカウト/君が代/ドヤ街/覚書

/国産愛用法/クロレラ
1961/8/14～19 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05825 ラジオ 即席ことば辞典
アースシック/手配師/迷宮/

パーキンソンの法則/音頭/モ
ニター

1961/8/21～26 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05826 ラジオ 即席ことば辞典

クーデター/スモッグ/アクロ
バット/おはこ/年末調整/七面

鳥/フォルティーン/福引き/
アート・シアター

1961/12/18～
23、25～27

TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳



「そ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05827 ラジオ 即席ことば辞典
お布施/人生ね/好塩菌/さくら

/タレント/トサカさきちゃう
1961/9/25～30 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05828 ラジオ 即席ことば辞典
裸の王様/あこぎ/さよなら/お
めでとう/姫はじめ/お年玉/一
張羅/ジャンケンポン/木遣り

1961/12/28～
30、1962/1/1～6

TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05829 ラジオ 即席ことば辞典
宿題/モンタージュ/ジンクス/
ダイヤ/震度/ヒッチ・ハイク

1961/8/28～9/2 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05830 ラジオ 即席ことば辞典
タコグラフ/やぶ入り/金色夜
叉/イースタン/ツウイスト/事

故屋
1962/1/15～20 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05831 ラジオ 即席ことば辞典

コミッショナー/教条主義/ヤク
ザ/サバをよむ/ゴッド・セー

ヴ・ザ・クインについて/空気投
げ

1961/11/13～18 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05832 ラジオ 即席ことば辞典
オフ・レコ/総会ヤ/明鏡止水/

オペラ/掛売り/白パーマ
1961/10/9～14 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05833 ラジオ 即席ことば辞典
二三月危機説/政治献金/偶
然音楽/IBM/ハイツ/アンシン

カブル/バイパス

1961/10/21、23
～28

TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05834 ラジオ 即席ことば辞典
リンチ/強くなる/アイヴィー・

ルック/プロンプター/相撲のコ
トバ/おかめ

1961/11/6～11 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05835 ラジオ 即席ことば辞典
ホンコン・シャツ/圧力団体/結

婚二回説/ペーパー・ドライ
バー/P・R/夏バテ

1961/7/17～22 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05836 ラジオ 即席ことば辞典
太公望/ズーム/ハネー・ムー
ン/トチリ/カスタム/健全なる
精神は健全な肉体にやどる

1961/10/2～7 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05837 ラジオ 即席ことば辞典
産学協同/アテレコ/職業病/
呼び屋/ゴールデン・ウィーク/

日曜はダメよ
1961/4/24～29 TBS 野坂昭如、城悠輔

デジタル
化（館
内）

N01-05838 ラジオ 即席ことば辞典
土性骨/パーフェクトゲーム/メ
ロ・ドラマ/近代五種/ランデ

ブー/オート・クチュール
1961/7/3～8 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05839 ラジオ 即席ことば辞典
三役/入会権/ジェット・スト

リーム/オシャカ/オブジェ/ペ
ンダント

1961/9/11～16 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05840 ラジオ 即席ことば辞典
ダウ平均/放棄試合/丹前/カ
クテル/赤赤白赤/十三七ツ

1961/9/18～23 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05841 ラジオ 即席ことば辞典
著作権/シャーベット・トーン/
ショウ・ビジネス/二・八/マア

満足夫人/ダンピング
1962/1/29～2/3 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05842 ラジオ 即席ことば辞典
プップクプップク/シリーズ/二・
三月危機説/ギロチン・トゥー/

チャージ/CC時代
1961/10/16～21 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05843 ラジオ 即席ことば辞典
ノミ屋/背番号/三冠王/痴漢/
パラリンピック/シビレゼーショ

ン/国辱

1961/7/29、31～
8/5

TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05844 ラジオ 即席ことば辞典
ムー帝国/へそくり/酒のことば
/シームレス/文化/薄型時代

1961/10/30～
11/4

TBS 野坂昭如、城悠輔



「そ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05845 ラジオ 即席ことば辞典
渋滞指数/スコッチ/ダブル・
トーク/ネ、ハイ運動/一点豪

華主義/フラフラ族
1961/12/11～16 TBS 城悠輔、野坂昭如、遠藤淳

N01-05846 ラジオ 即席ことば辞典 クーデター 1961/12/18 TBS 野坂昭如

N01-19874 テレビ 速報！！第21回　日本レコード大賞 決定稿 1979/11/21 TBS 保富康午

N01-19864 テレビ 速報！！日本レコード大賞
日本レコード大賞20周年　今

夜決定！金賞10曲
第二稿 [1978]/11/22 TBS 保富康午、河村シゲル

N01-20985 テレビ 速報！！日本レコード大賞 決定稿 (?)/11/19 TBS 保富康午、河村シゲル

N01-21870 テレビ 速報！！日本レコード大賞
今夜決定！金賞10曲　日本レ

コード大賞20周年記念
決定稿 (?)/11/22 TBS 保富康午、河村シゲル

N01-22118 テレビ 速報！！日本レコード大賞 二稿 (?)/11/19 TBS

N01-22130 テレビ 速報！！日本レコード大賞 決定稿 (?)/11/19 TBS 松原史明

N01-23201 テレビ 速報！！日本レコード大賞 決定稿 [1976]/11/19 TBS 保富康午、河村シゲル

N01-26499 テレビ 速報！！日本レコード大賞 決定稿 1977/11/22 TBS 保富康午、河村シゲル

N01-20970 テレビ
速報！’74日本レコード大賞―部門賞発表

―
改訂稿 1974/11/19 TBS 保富康午

N01-20983 テレビ
速報！’74日本レコード大賞―部門賞発表

―
決定稿 1974/11/19 TBS 保富康午、松原史明

N01-20950 テレビ 速報！日本レコード大賞―部門賞発表― 準備稿 1974/11/19 TBS 保富康午

N01-20958 テレビ 速報！日本レコード大賞―部門賞発表― 準備稿 1974/11/19 TBS 保富康午

N01-10460 テレビ ソクラティスの妻 1966/8/11 NHK 茂木草介

N01-10461 テレビ ソクラティスの妻 1966/8/11 NHK 茂木草介

N01-08327 テレビ “ソクラテスの妻”より　“悪妻万歳！” コンテ 1964/4/18 日本テレビ 椎名竜治

M018 N01-40454 ラジオ そこで・うららは ボーイ・フレンドに誘はれた時 1 1953/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40453 ラジオ そこで・うららは 勇気を発揮する時 2 1953/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40459 ラジオ そこで・うららは 勇気を発揮する時 2 1953/(?) NCB 内村直也

M018 N01-40452 ラジオ そこで・うららは 仕事が嫌になった時 3 1953/5/17 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00534 ラジオ そこで・うららは 自由が重荷になる時 4 [1953]/(?)/(?) NCB 内村直也

N01-00535 ラジオ そこで・うららは 自由が重荷になる時 4 [1953]/(?)/(?) NCB 内村直也

M018 N01-40450 ラジオ そこで・うららは 父と母がいさかいをする時 5 1953/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40456 ラジオ そこで・うららは 運命の嵐に吹きまくられた時 6 1953/6/9 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40449 ラジオ そこで・うららは 自制しなければならないとき 7 1953/(?) NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40447 ラジオ そこで・うららは 父に恋人ができた時 8 1953/6/23 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40448 ラジオ そこで・うららは 父に恋人ができた時、２冊目 8 1953/6/23 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40445 ラジオ そこで・うららは 選挙をしたい人がいないとき 9 1953/6/30 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40446 ラジオ そこで・うららは
選挙をしたい人がいないとき、

２冊目
9 1953/6/30 NCB 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-00538 ラジオ そこで・うららは 先生を好きになった時 10 [1953]/7/7 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M018 N01-40444 ラジオ そこで・うららは 先生を好きになった時 10 1953/7/7 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00532 ラジオ そこで・うららは 男性の心が掴めない時 11 [1953]/7/14 NCB 内村直也

M018 N01-40457 ラジオ そこで・うららは 男性の心が掴めない時 11 1953/7/14 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00533 ラジオ そこで・うららは 初めて給料を貰った時 12 [1953]/7/21 NCB 内村直也

M018 N01-40455 ラジオ そこで・うららは 初めて給料を貰った時 12 1953/7/21 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）



「そ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M018 N01-40458 ラジオ そこで・うららは 人生の岐路に立つ時 13 1953/7/28 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M006 N01-40114 ラジオ そこでうちらは 人生の岐路に立つ時 13 [1953]/7/28 NCB 内村直也
デジタル
化（館
内）

M042 N01-40952 テレビ 底抜け清水港 4 1957/12/28 JOKR-TV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

平028 N01-45209 ラジオ そこぬけ人生 1951/11/1 NHK 南順介、御荘金吾、大島得郎

N01-12627 テレビ そしてあしたは 1967/11/28 フジテレビ 依田義賢
デジタル
化（館
内）

N01-12780 ラジオ そして薔薇タバコの日々 1～15 (?)/8/25～9/12
ニッポン放

送
津川泉

N01-02450 ラジオ 即興詩人 1955/4/14 NHK 岸宏子

N01-02940 テレビ 卒塔婆小町 1958/10/30 NHK 三島由紀夫
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40217 ラジオ 卒塔婆小町 1958/9/18 NHK 観阿弥清次、内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02037 テレビ その愛とその美 1964/3/12 TBS 津田幸夫

N01-02038 テレビ その愛とその美 前編 1964/3/5 TBS 津田幸夫

N01-20016 テレビ 園井啓介セブンショー 24 (?)/5/4 フジテレビ

N01-20396 テレビ 園井啓介セブンショー 25 (?)/5/5 フジテレビ

N01-50724 テレビ その時、私は… 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50725 テレビ その時、私は… 最終決定稿 1 (?)/3/23 フジテレビ 大野靖子

N01-50726 テレビ その時、私は… 改訂稿 2 (?)/3/30 フジテレビ 大野靖子

N01-50727 テレビ その時、私は… 2 (?)/3/30 フジテレビ 大野靖子

N01-50728 テレビ その時、私は… 3 (?)/4/6 フジテレビ 大野靖子

N01-50729 テレビ その時、私は… 3 (?)/4/6 フジテレビ 大野靖子

N01-50730 資料 その時、私は… (?) フジテレビ 大野靖子

N01-01924 テレビ その灯は消えない まんだらげ咲く 改訂稿 4 1964/5/7
東京12チャ

ンネル
津田幸夫

N01-01925 テレビ その灯は消えない まんだらげ咲く 改訂稿 4 1964/5/7
東京12チャ

ンネル
津田幸夫

N01-01926 テレビ その灯は消えない まんだらげ咲く 改訂稿 4 1964/5/7
東京12チャ

ンネル
津田幸夫

N01-17626 テレビ その夏の日に 決定稿 661 [1969]/8/10 TBS 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-24023 ラジオ ソフト・コーナー 6 1959/12/10 ラジオ東京 神吉拓郎
デジタル
化（館
内）

N01-07859 ラジオ 染五郎の 僕と貴方と音楽と 5 (?)/10/29 文化放送
デジタル
化（館
内）

N01-26502 ラジオ そよ風の吹く頃 (?) 吉田みき

N01-15853 ラジオ 空飛び幸吉 1980/4/5 NHK-FM 竹内日出男

N01-09467 資料 空飛ぶピーター(仮題)/彼女は妖精(仮題) (?) 東京放送 佐々木守、長坂秀佳ほか

N01-20026 テレビ 空の音楽祭 愛をうたおう 1977/10/15 TBS 保富康午

N01-22053 テレビ 空の音楽祭―旅をうたおう― 1976/11/13 TBS 林叡作

N01-09704 テレビ それ行け!カッチン（仮題） 空を飛ぶロバ 1 (?) TBS 佐々木守

N01-09770 テレビ それ行け！カッチン（仮題） 空を飛ぶロバ 1 [1975/11/24] TBS 佐々木守

N01-09712 テレビ それ行け!カッチン（仮題） カッチンは船長さん 2 (?) TBS 佐々木守

N01-09771 テレビ それ行け！カッチン（仮題） カッチンは船長さん 2 [1975/12/1] TBS 佐々木守

N01-09588 テレビ それ行け！カッチン 木のぼりカッチン 4 (?)/[12/15] TBS 佐々木守

N01-09589 テレビ それ行け！カッチン ありがとうママ 6 (?)/[12/29] TBS 佐々木守



「そ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-09590 テレビ それ行け！カッチン 先生のお年玉 7 (?)/[1/5] TBS 長坂秀佳

N01-09591 テレビ それ行け！カッチン 叱ってね、パパ 11 (?) TBS 佐々木守

N01-09592 テレビ それ行け！カッチン 兄さんていいな 14 (?) TBS 阿井文瓶

N01-09769 テレビ それ行け！カッチン 真珠といもうと 15 [1976/3/1] TBS 佐々木守

N01-09613 テレビ それ行け！カッチン わたしのお母さん 18 (?)/[3/22] TBS 佐々木守

N01-09616 テレビ それ行け！カッチン うそついたのだアれ？ 20 (?) TBS 佐々木守

N01-09586 テレビ それ行け！カッチン 友情のサインボール 25 (?)/5/10 TBS 佐々木守

N01-09587 テレビ それ行け！カッチン 魔法の教室バンザイ！ 28 (?)/5/31 TBS 佐々木守

N01-08110 テレビ それが言えない 1960/11/18 NHK 藤田敏雄(藤田敏夫)、藤本義一

N01-03127 テレビ 孫悟空 (?)

N01-00102 テレビ そんなとき私は 12 1960/(?)/(?) 光畑碩郎

N01-00103 テレビ そんなとき私は 改訂稿 18 1961/1/31 TBS 光畑碩郎

N01-00104 テレビ そんなとき私は 21 1961/2/21 TBS 光畑碩郎

N01-00149 テレビ そんなとき私は 21 1961/2/21 TBS 光畑碩郎



「た」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-22595 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 2 1964/1/26
ニッポン放

送
保富康午

N01-22591 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 3 1964/2/2
ニッポン放

送
保富康午

N01-22592 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 4 1964/2/9
ニッポン放

送
保富康午

N01-22601 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 4 1964/2/9
ニッポン放

送
保富康午

N01-22598 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 5 1964/2/16
ニッポン放

送
保富康午

N01-22597 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 7 1964/3/1
ニッポン放

送
保富康午

N01-22593 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 8 1964/3/8
ニッポン放

送
保富康午

N01-22596 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 10 1964/3/22
ニッポン放

送
保富康午

N01-22599 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 12 1964/4/5
ニッポン放

送
保富康午

N01-22600 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 12 1964/4/5
ニッポン放

送
保富康午

N01-22594 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 18 1964/5/17
ニッポン放

送
保富康午

N01-22583 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 39 1964/10/25
ニッポン放

送
保富康午

N01-22580 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 40 1964/11/1
ニッポン放

送
保富康午

N01-22581 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 41 1964/11/8
ニッポン放

送
保富康午

N01-22582 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 42 1964/11/15
ニッポン放

送
保富康午

N01-22577 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 43 1964/11/22
ニッポン放

送
保富康午

N01-06923 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 44 1964/11/29
ニッポン放

送
保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-22576 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 45 1964/12/6
ニッポン放

送
保富康午

N01-22584 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 51 1965/1/17
ニッポン放

送
保富康午

N01-22588 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 53 1965/1/31
ニッポン放

送
保富康午

N01-22579 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 54 1965/2/7
ニッポン放

送
保富康午

N01-22586 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 55 1965/2/14
ニッポン放

送
保富康午

N01-22585 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 56 1965/2/21
ニッポン放

送
保富康午

N01-22587 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 57 1965/2/28
ニッポン放

送
保富康午

N01-22589 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 60 1965/3/21
ニッポン放

送
保富康午

N01-22578 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 61 1965/3/28
ニッポン放

送
保富康午

N01-07392 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ (?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-22590 ラジオ ダーク ミュージック・ステーション アウルで行こう！ 1964/(?)/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06403 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 春のよろこび 1月1週 (?)/1/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06407 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 若い僕等にゃ 1月2週 (?)/1/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06408 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ハワイで逢いましょう 1月3週 (?)/1/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06428 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 恋のとりこ 1月4週 (?)/1/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06401 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 誰も知らぬ悩み 2月1週 (?)/2/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06427 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 映画音楽集 2月2週 (?)/2/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06404 ラジオ ダーク・ダックス・ショー はるかなるサンタ・ルチア 2月3週 (?)/2/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06421 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 歌を忘れたカナリヤ 2月4週 (?)/2/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06414 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 初恋 3月1週 (?)/3/(?)
ニッポン放

送
保富康午



「た」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-06424 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 蛍の光 3月2週 (?)/3/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06425 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ネッカチーフの花 3月3週 (?)/3/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06433 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 花 3月4週 (?)/3/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06419 ラジオ ダーク・ダックス・ショー バケーション 5月1週 (?)/5/(?)
中部日本放

送
保富康午

N01-06417 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 小粋なレディ 5月2週 (?)/5/(?)
中部日本放

送
保富康午

N01-06420 ラジオ ダーク・ダックス・ショー サンゴ礁の彼方 5月3週 (?)/5/18
中部日本放

送
保富康午

N01-06429 ラジオ ダーク・ダックス・ショー まっくろ黒猫 5月4週 (?)/5/25
中部日本放

送
保富康午

N01-06434 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 雨のおしゃれ 6月3週 (?)/6/15
中部日本放

送
保富康午

N01-06418 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 職場の殿方たち 6月4週 (?)/6/22
中部日本放

送
保富康午

N01-06405 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ロシヤの歌声 6月5週 (?)/6/29
中部日本放

送
保富康午

N01-06413 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 七夕様 7月1週 (?)/7/6
中部日本放

送
保富康午

N01-06415 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ハワイは招く 7月2週 (?)/7/13
ニッポン放

送
保富康午

N01-06402 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 歌声は世界を結んで 10月1週 (?)/10/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06435 ラジオ ダーク・ダックス・ショー サンマの歌 10月2週 (?)/10/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06406 ラジオ ダーク・ダックス・ショー わが幼き日 10月3週 (?)/10/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06422 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 山男の歌医 10月4週 (?)/10/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06423 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ロマンの秋 10月5週 (?)/10/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06411 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 旅と汽車と民謡と 11月1週 (?)/11/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06416 ラジオ ダーク・ダックス・ショー タイヤキの歌 11月2週 (?)/11/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06412 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 枯葉 11月3週 (?)/11/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06426 ラジオ ダーク・ダックス・ショー お伽話のふるさと 11月4週 (?)/11/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06431 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ゆりかごの歌 12月1週 (?)/12/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06432 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 師走のラプソディ 12月2週 (?)/12/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06410 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 雪の降る町を 12月3週 (?)/12/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06430 ラジオ ダーク・ダックス・ショー 赤鼻のトナカイ 12月4週 (?)/12/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-06409 ラジオ ダーク・ダックス・ショー ホーム・スイート・ホーム 12月5週 (?)/12/(?)
ニッポン放

送
保富康午

N01-21536 テレビ
ダーク・ダックス・ショー　－あひるのお正

月ー
1974/1/1 テレビ朝日 保富康午

N01-20495 テレビ 第10回日本歌謡大賞前夜祭 決定稿 10 1979/11/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午、岩井晃

N01-20482 テレビ 第11回日本歌謡大賞新人祭り 決定稿 11 1980/7/16 フジテレビ 保富康午

N01-17909 テレビ
第11回ポピュラーソングコンテストつま恋

本選会
1976/5/16 内海譲司

N01-20984 テレビ 第13回　輝く日本レコード大賞 決定稿 1971/12/31 TBS 松原雅彦、曽我部博士

N01-23596 テレビ 第13回NHK青年の主張全国コンクール 全国大会発表文集（発表順） 1967/1/15 NHK
複写
不可

N01-20946 テレビ 第14回　輝く日本レコード大賞 決定稿 1972/12/31 TBS 保富康午、松原史明

N01-20982 テレビ 第14回　輝く日本レコード大賞 改訂稿 1972/12/31 TBS

N01-20997 テレビ 第14回　輝く日本レコード大賞 準備稿 1972/12/31 TBS 保富康午、松原史明

N01-20647 テレビ 第16回　輝く日本レコード大賞 決定稿 1974/12/31 TBS 松原史明、保富康午

N01-20994 テレビ 第16回　輝く日本レコード大賞 第一稿 1974/12/31 TBS 松原史明、保富康午
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N01-23909 テレビ 第17回紅白歌合戦 1966/12/31 NHK

N01-19872 テレビ 第19回　輝く日本レコード大賞 1977/12/31 TBS 保富康午

N01-19915 テレビ 第19回　輝く日本レコード大賞 第一稿 1977/12/31 TBS

N01-20007 テレビ 第19回　輝く日本レコード大賞 1977/12/31 TBS

N01-21525 テレビ 第19回　輝く日本レコード大賞 1977/12/31 TBS 保富康午

N01-19875 テレビ 第20回　輝く日本レコード大賞 1978/12/31 TBS 保富康午、河村達樹、吉田秀穂

N01-19873 テレビ 第21回　輝く日本レコード大賞 1979/12/31 TBS 保富康午

N01-16433 テレビ 第21回NHK青年の主張全国コンクール 東京地方大会
1974/11/24、

12/8
NHK

N01-22070 テレビ 第2回全国ヤング歌謡フェスティバル 決勝大会 準備稿 [1971]/5/8 TBS 保富康午、たかたかし、林圭一

N01-19720 テレビ 第2回ちびっこ歌まね大賞!! 決定稿 1977/3/6 テレビ東京 奥山侊伸、つかさけんじ

N01-22863 テレビ 第３３回衆議院議員選挙 ＦＮＮ開票速報
この子らの明日のための総選

挙
[1972]/(?)/11 フジテレビ

N01-21349 テレビ 第3回　思い出のメロディー 3 1971/8/14 NHK 思い出のメロディー企画チーム
デジタル
化（館
内）

N01-19936 テレビ 第3回　日本歌謡大賞　決戦　5分前！ 3 1972/11/16 テレビ東京 保富康午

N01-23301 テレビ 第3回　日本民謡の祭典 3 1977/10/10 NHK 杉紀彦

N01-20979 テレビ 第四回　橋幸夫チャリティショウ 恵まれない子供達に愛の手を 1965/12/5 フジテレビ

N01-22135 テレビ 第4回日本歌謡大賞 1973/11/20

N01-19943 テレビ 第6回　日本演歌大賞　～秋の祭典～ 決定稿 6 1980/9/21 TBS 松原史明

N01-20718 テレビ 第6回日本歌謡大賞前夜特集
泣くか！笑うか！全候補マル

秘情報！
1975/11/23 テレビ東京 保富康午

N01-19869 テレビ 第8回　思い出のメロディー 1976/8/7 NHK 保富康午、松原敏春、大岩賞介

N01-22084 テレビ 第8回思い出のメロディー 1976/8/7 NHK 保富康午

N01-22151 テレビ 第8回決定!!日本歌謡大賞入賞者 第二稿 1977/11/3 日本テレビ

N01-22153 テレビ 第9回日本歌謡大賞新人祭り
発表!上半期優秀新人ベスト

30!!
決定稿 1978/7/5 テレビ朝日 小西たくま

N01-02749 テレビ 大安小僧 春遠からじ 1962/2/2 TBS 塚田茂

M008 N01-40197 ラジオ 第一号機関車義経号　カンタータ(交声曲) 1956/(?)/(?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-20685 テレビ 第一回オールスター紅白そっくり大会 準備稿 1 (?)/4/8 TBS 大倉徹也、保富康午、今村清

N01-20374 テレビ 第一回オールスター紅白そっくり大会 第二稿 2 (?)/4/8 TBS 大倉徹也、保富康午、今村清

N01-06682 テレビ 第一回オールスター紅白そっくり大会 準備稿 (?)/4/8 TBS 大倉徹也、保富康午、今村清

N01-21867 テレビ 第一回オールスター紅白そっくり大会 決定稿 (?)/4/8 TBS 大倉徹也、保富康午、今村清

N01-22397 テレビ 第一回オールスター戦後歌謡ヒットメロディ 第二稿 (?)/3/25 TBS 高田文夫、松岡孝

N01-05291 テレビ 大海獣ゲボラ 1～3 (?) 柳田寿、小川英

N01-05292 テレビ 大海獣ゲボラ 7～10 (?)

N01-01036 テレビ 大学生諸君 若さで行こう スタッフ稿 1 1963/7/1 TBS 矢代静一

N01-01037 テレビ 大学生諸君 乾杯！学生夫人 スタッフ決定稿 2 1963/7/3 TBS 矢代静一

N01-01038 テレビ 大学生諸君 学生やくざ気貭 決定稿 3 1963/7/15 TBS 西島大

N01-01039 テレビ 大学生諸君 平家の末裔 決定稿 4 1963/7/22 TBS 西島大

N01-01040 テレビ 大学生諸君 青の計画書 決定稿 5 1963/7/29 TBS 矢代静一

N01-01041 テレビ 大学生諸君 ふたりだけの日記 決定稿 6 1963/8/5 TBS
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N01-01042 テレビ 大学生諸君 誤算の償い スタッフ決定稿 7 1963/8/12 TBS 西島大

N01-01043 テレビ 大学生諸君 井の中の蛙 スタッフ決定稿 8 1963/8/19 TBS 西島大

N01-01044 テレビ 大学生諸君 親父の縁談 スタッフ決定稿 9 1963/8/26 TBS 矢代静一

N01-01045 テレビ 大学生諸君 別れも愉し 決定稿 10 1963/9/2 TBS 矢代静一

N01-01046 テレビ 大学生諸君 未完成の朝 スタッフ決定稿 11 1963/9/9 TBS 西島大

N01-01047 テレビ 大学生諸君 男と女の間 スタッフ決定稿 12 1963/9/16 TBS 西島大

N01-01048 テレビ 大学生諸君 ハートを持った女性 決定稿 13 1963/9/23 TBS 矢代静一

N01-01049 テレビ 大学生諸君 へんな大人たち 決定稿 14 1963/9/30 TBS 矢代静一

N01-01050 テレビ 大学生諸君 争いの季節 決定稿 15 1963/10/7 TBS 西島大

N01-01051 テレビ 大学生諸君 孤独な人たち 決定稿 16 1963/10/14 TBS 西島大

N01-01052 テレビ 大学生諸君 野性の娘 決定稿 17 1963/10/21 TBS 矢代静一

N01-01053 テレビ 大学生諸君 月の中の兎 決定稿 18 1963/10/28 TBS 矢代静一

N01-01054 テレビ 大学生諸君 決定稿 19 1963/11/4 TBS 西島大

N01-01055 テレビ 大学生諸君 思索と行動の間 スタッフ決定稿 20 1963/11/11 TBS 西島大

N01-01056 テレビ 大学生諸君 灰色の構図 決定稿 21 1963/11/18 TBS 矢代静一

N01-01057 テレビ 大学生諸君 屋根裏部屋の天使 決定稿 22 1963/11/25 TBS 矢代静一

N01-01058 テレビ 大学生諸君 戦いの序曲 決定稿 23 1963/12/2 TBS 西島大

N01-01059 テレビ 大学生諸君 人間復活 決定稿 24 1963/12/9 TBS 西島大

N01-01060 テレビ 大学生諸君 突飛な療法 25 1963/12/16 TBS 矢代静一

N01-01061 テレビ 大学生諸君 かたい花びら（仮題） 決定稿 26 1963/12/23 TBS 矢代静一

N01-01062 テレビ 大学生諸君 未来に向って スタッフ決定稿 27(終) 1963/12/30 TBS 矢代静一

N01-01035 資料 大学生諸君　新番組の紹介 (?)

N01-03342 テレビ 太閤記 孤猿の春 1 1965/1/3 NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03394 テレビ 太閤記 孤猿の春 1 1965/1/3 NHK 茂木草介

N01-04188 テレビ 太閤記 孤猿の春 1 1965/1/3 NHK 茂木草介

N01-03343 テレビ 太閤記 京の針 2 1965/1/10 NHK 茂木草介

N01-03395 テレビ 太閤記 2 1965/1/10 NHK 茂木草介

N01-17328 テレビ 太閤記 京の針 2 1965/1/10 NHK 茂木草介

N01-03344 テレビ 太閤記 天文群雄 3 1965/1/17 NHK 茂木草介

N01-17329 テレビ 太閤記 天文群雄 3 1965/1/17 NHK 茂木草介

N01-03345 テレビ 太閤記 わが君 4 1965/1/24 NHK 茂木草介

N01-17330 テレビ 太閤記 わが君 4 1965/1/24 NHK 茂木草介

N01-03346 テレビ 太閤記 閑日月 5 1965/1/31 NHK 茂木草介

N01-17331 テレビ 太閤記 閑日月 5 1965/1/31 NHK 茂木草介

N01-17332 テレビ 太閤記 閑日月 5 1965/1/31 NHK 茂木草介

N01-03347 テレビ 太閤記 秋の嵐 6 1965/2/7 NHK 茂木草介

N01-17333 テレビ 太閤記 秋の風 6 1965/2/7 NHK 茂木草介
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N01-03401 テレビ 太閤記 ロケ用① 6～11 (?) NHK 茂木草介

N01-03348 テレビ 太閤記 三日普請 7 1965/2/14 NHK 茂木草介

N01-04193 テレビ 太閤記 三日普請 7 1965/2/14 NHK 茂木草介

N01-17334 テレビ 太閤記 三日普請 7 1965/2/14 NHK 茂木草介

N01-03349 テレビ 太閤記 死のうは一定 8 1965/2/21 NHK 茂木草介

N01-17335 テレビ 太閤記 死のうは一定 8 1965/2/21 NHK 茂木草介

N01-03350 テレビ 太閤記 聟の君 9 1965/2/28 NHK 茂木草介

N01-03351 テレビ 太閤記 州股築城 10 1965/3/7 NHK 茂木草介

N01-04196 テレビ 太閤記 州股築城 10 1965/3/7 NHK 茂木草介

N01-17336 テレビ 太閤記 州股築城 10 1965/3/7 NHK 茂木草介

N01-03352 テレビ 太閤記 母の駕籠 11 1965/3/14 NHK 茂木草介

N01-04197 テレビ 太閤記 母の籠駕 11 1965/3/14 NHK 茂木草介

N01-03353 テレビ 太閤記 竿頭一瓢 12 1965/3/21 NHK 茂木草介

N01-17337 テレビ 太閤記 竿頭一瓢 12 1965/3/21 NHK 茂木草介

N01-03354 テレビ 太閤記 伊勢軍功帳 13 1965/3/28 NHK 茂木草介

N01-17338 テレビ 太閤記 伊勢軍功帳 13 1965/3/28 NHK 茂木草介

N01-03355 テレビ 太閤記 堺町人 14 1965/4/4 NHK 茂木草介

N01-04200 テレビ 太閤記 堺待人 14 1965/4/4 NHK 茂木草介

N01-17339 テレビ 太閤記 堺町人 14 1965/4/4 NHK 茂木草介

N01-03356 テレビ 太閤記 琴線 15 1965/4/11 NHK 茂木草介

N01-17340 テレビ 太閤記 琴線 15 1965/4/11 NHK 茂木草介

N01-03357 テレビ 太閤記 動中の静 16 1965/4/18 NHK 茂木草介

N01-17341 テレビ 太閤記 動中の静 16 1965/4/18 NHK 茂木草介

N01-03358 テレビ 太閤記 四面楚歌 17 1965/4/25 NHK 茂木草介

N01-17342 テレビ 太閤記 四面楚歌 17 1965/4/25 NHK 茂木草介

N01-03359 テレビ 太閤記 時々刻々 18 1965/5/2 NHK 茂木草介

N01-17343 テレビ 太閤記 時々刻々 18 1965/5/2 NHK 茂木草介

N01-03360 テレビ 太閤記 旧閣瓦解 19 1965/5/9 NHK 茂木草介

N01-17344 テレビ 太閤記 旧閣瓦解 19 1965/5/9 NHK 茂木草介

N01-03361 テレビ 太閤記 珠 20 1965/5/16 NHK 茂木草介

N01-17345 テレビ 太閤記 珠 20 1965/5/16 NHK 茂木草介

N01-03362 テレビ 太閤記 春の輪 21 1965/5/23 NHK 茂木草介

N01-03363 テレビ 太閤記 三万八千 22 1965/5/30 NHK 茂木草介

N01-17346 テレビ 太閤記 三万八千 22 1965/5/30 NHK 茂木草介

N01-03364 テレビ 太閤記 長篠 23 1965/6/6 NHK 茂木草介

N01-03403 テレビ 太閤記 ロケ用③ 23～25 (?) NHK 茂木草介

N01-03365 テレビ 太閤記 湖南湖北 24 1965/6/13 NHK 茂木草介
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N01-17347 テレビ 太閤記 湖南湖北 24 1965/6/13 NHK 茂木草介

N01-03366 テレビ 太閤記 灸 25 1965/6/20 NHK 茂木草介

N01-17348 テレビ 太閤記 灸 25 1965/6/20 NHK 茂木草介

N01-03367 テレビ 太閤記 中国入 26 1965/6/27 NHK 茂木草介

N01-04205 テレビ 太閤記 中国入 26 1965/6/27 NHK 茂木草介

N01-04206 テレビ 太閤記 中国入 26 1965/6/27 NHK 茂木草介

N01-17349 テレビ 太閤記 中国入 26 1965/6/27 NHK 茂木草介

N01-03368 テレビ 太閤記 苦境 27 1965/7/4 NHK 茂木草介

N01-17350 テレビ 太閤記 苦境 27 1965/7/4 NHK 茂木草介

N01-03369 テレビ 太閤記 誓紙 28 1965/7/11 NHK 茂木草介

N01-17351 テレビ 太閤記 誓紙 28 1965/7/11 NHK 茂木草介

N01-03370 テレビ 太閤記 南蛮寺 29 1965/7/18 NHK 茂木草介

N01-17352 テレビ 太閤記 南蛮寺 29 1965/7/18 NHK 茂木草介

N01-03371 テレビ 太閤記 官兵衛救出 30 1965/7/25 NHK 茂木草介

N01-03372 テレビ 太閤記 秋風平井山 31 1965/8/1 NHK 茂木草介

N01-04207 テレビ 太閤記 秋風平井山 31 1965/8/1 NHK 茂木草介

N01-03373 テレビ 太閤記 丹波・丹後 32 1965/8/8 NHK 茂木草介

N01-17353 テレビ 太閤記 丹波・丹後 32 1965/8/8 NHK 茂木草介

N01-03374 テレビ 太閤記 機微 33 1965/8/15 NHK 茂木草介

N01-17354 テレビ 太閤記 機微 33 1965/8/15 NHK 茂木草介

N01-03375 テレビ 太閤記 若獅子 34 1965/8/22 NHK 茂木草介

N01-03376 テレビ 太閤記 埋言 35 1965/8/29 NHK 茂木草介

N01-03377 テレビ 太閤記 大気者 36 1965/9/5 NHK 茂木草介

N01-17355 テレビ 太閤記 大気者 36 1965/9/5 NHK 茂木草介

N01-03378 テレビ 太閤記 春騒譜 37 1965/9/12 NHK 茂木草介

N01-03379 テレビ 太閤記 漣波 38 1965/9/19 NHK 茂木草介

N01-03380 テレビ 太閤記 五月雨 39 1965/9/26 NHK 茂木草介

N01-03381 テレビ 太閤記 心闇 40 1965/10/3 NHK 茂木草介

N01-03382 テレビ 太閤記 天機刻々 41 1965/10/10 NHK 茂木草介

N01-17356 テレビ 太閤記 天機刻々 41 1965/10/10 NHK 茂木草介

N01-03383 テレビ 太閤記 本能寺 42 1965/10/17 NHK 茂木草介

N01-03384 テレビ 太閤記 憤涙 43 1965/10/24 NHK 茂木草介

N01-17357 テレビ 太閤記 憤涙 43 1965/10/24 NHK 茂木草介

N01-03385 テレビ 太閤記 悲歌 44 1965/10/31 NHK 茂木草介

N01-03386 テレビ 太閤記 折鶴 45 1965/11/7 NHK 茂木草介

N01-17358 テレビ 太閤記 折鶴 45 1965/11/7 NHK 茂木草介

N01-03387 テレビ 太閤記 驕兵 46 1965/11/14 NHK 茂木草介
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N01-17359 テレビ 太閤記 驕兵 46 1965/11/14 NHK 茂木草介

N01-03388 テレビ 太閤記 淋しい人々 47 1965/11/21 NHK 茂木草介

N01-03389 テレビ 太閤記 心と形 48 1965/11/28 NHK 茂木草介

N01-03390 テレビ 太閤記 愛憎 49 1965/12/5 NHK 茂木草介

N01-04208 テレビ 太閤記 愛憎 49 1965/12/5 NHK 茂木草介

N01-03391 テレビ 太閤記 世継ぎ 50 1965/12/12 NHK 茂木草介

N01-17360 テレビ 太閤記 世継ぎ 50 1965/12/12 NHK 茂木草介

N01-03392 テレビ 太閤記 凡愚の情 51 1965/12/19 NHK 茂木草介

N01-12121 テレビ 太閤記 夢生夢死 最終回 1965/12/26 NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03393 テレビ 太閤記 夢生夢死 最終回 1965/12/26 NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03396 テレビ 太閤記
日吉から太閤まで　総集編(前

編)
1965/12/30 NHK 茂木草介

N01-03397 テレビ 太閤記
日吉から太閤まで　総集編(前

編)
1965/12/30 NHK 茂木草介

N01-03398 テレビ 太閤記
日吉から太閤まで　総集編(後

編)
1965/12/31 NHK 茂木草介

N01-03399 テレビ 太閤記 黒髪・北の庄 1965/10/(?) NHK 茂木草介

N01-03400 テレビ 太閤記 黒髪・北の庄 1965/10/(?) NHK 茂木草介

N01-03402 テレビ 太閤記 ロケ用② (?) NHK 茂木草介

N01-04210 テレビ 太閤記 ロケ用① (?) NHK 茂木草介

N01-04211 テレビ 太閤記 ロケ用② (?) NHK 茂木草介

N01-17327 テレビ 太閤記 ロケ用 [1965]/(?)/(?) NHK 茂木草介

平生原
稿001

N01-45252 舞台 太閤記 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-19616 テレビ 大サハラ京大探検隊とともに 砂漠B 3 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 野村六助

N01-19647 テレビ 大サハラ 母なるニジェール(仮題) テスト版訂正稿 7 1969/(?)/(?) フジテレビ 杉山利久郎

N01-23587 テレビ 大サハラ―京大学術探検隊とともに― 母なるニジェール 7 1969/2/16 フジテレビ

N01-23588 テレビ 大サハラ―京大学術探検隊とともに― アフリカ最後の秘境 9 1969/3/2 フジテレビ

N01-19615 テレビ 大サハラ京大探検隊とともに ラクダの谷 10 1969/3/9 野村六助

N01-19617 テレビ 大サハラ京大探検隊とともに 10 1969/3/9 野村六助

N01-19618 テレビ 大サハラ ソロモンとシバの末裔 12 1969/3/23 野村六助

N01-13396 テレビ 大市民 1966/11/24 NHK 山田信夫
デジタル
化（館
内）

N01-12564 資料 第十九回芸術祭 [1965]/(?)/(?)

M025 N01-40599 ラジオ 第十交響楽 1952/9/23 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-19955 テレビ 大全集50年50人50曲 昭和の美女と共に 決定稿 1975/4/29 フジテレビ 保富康午

N01-15001 テレビ 大捜査線 青春の墓標（仮題） [1980/3/(?)] 津田幸夫(津田幸於)

N01-12165 ラジオ 大地に生きる 蜂の巣先生 2 1970/9/4 NHK 斎藤明

N01-24879 テレビ 大追跡（1） 1～13 (?) 日本テレビ 播磨幸治、金子成人、ほか

N01-24880 テレビ 大追跡（2） 14～26(終) (?) 日本テレビ 峯尾基三、柏原寛司、ほか

N01-12466 テレビ 大盗賊 改訂稿 (?) フジテレビ 竹内進

N01-16808 テレビ 大盗賊 決定稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 田坂啓

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104223
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104223
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104223
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104223
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N01-16809 テレビ 大盗賊 決定稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 田上雄

N01-16810 テレビ 大盗賊 決定稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 服部一久

N01-16811 テレビ 大盗賊 改訂稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 竹内一進

N01-16812 テレビ 大盗賊 決定稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 村尾昭、和久田正明

N01-16813 テレビ 大盗賊 アディオス号の詩 改訂稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ 尾中洋一

N01-05400 テレビ 大盗大助 1955/(?)/(?) NHK 菊田一夫

N01-05388 ラジオ 大盗はかまだれ 1963/8/23 NHK 知切光歳

N01-01721 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの就職 1 1964/9/5 フジテレビ 横田弘行

N01-04237 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの就職 1 1964/9/5 フジテレビ 横田弘行

N01-03685 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと鉄棒 2 1964/9/12 フジテレビ 横田弘行

N01-04239 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと鉄棒 2 1964/9/12 フジテレビ 横田弘行

N01-03688 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの留守番 3 1964/9/9 フジテレビ 横田弘行

N01-04231 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの留守番 3 1964/9/9 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04249 テレビ だいどころ天使 抜き取り分台本 3 1964/9/9 フジテレビ 横田弘行

N01-03660 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと受験勉強 4 1964/9/26 フジテレビ 横田弘行

N01-03689 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと受験勉強 4 1964/9/26 フジテレビ 横田弘行

N01-04260 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと受験勉強 4 1964/9/26 フジテレビ 横田弘行

N01-03463 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと家族会議 5 1964/10/3 フジテレビ 横田弘行

N01-03690 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと家族会議 5 1964/10/3 フジテレビ 横田弘行

N01-04227 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと家族会議 カット割り稿 5 1964/10/3 フジテレビ 横田弘行

N01-03459 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの仲裁 6 1964/10/17 フジテレビ 横田弘行

N01-03696 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの仲裁 6 1964/10/17 フジテレビ 横田弘行

N01-03697 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの仲裁 6 1964/10/17 フジテレビ 横田弘行

N01-03692 テレビ だいどころ天使 みっちゃんとの社長接待 7 1964/10/24 フジテレビ 横田弘行

N01-04242 テレビ だいどころ天使 みっちゃんとの社長接待 7 1964/10/24 フジテレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01722 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと発明工夫展 8 1964/10/31 フジテレビ 横田弘行

N01-01723 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと馬こゆる秋 9 1964/11/7 フジテレビ 横田弘行

N01-01724 テレビ だいどころ天使 みっちゃんと馬こゆる秋 9 1964/11/7 フジテレビ 横田弘行

N01-01725 テレビ だいどころ天使 みっちゃんの冬仕度 10 1964/11/14 フジテレビ 横田弘行

N01-01726 テレビ だいどころ天使 みっちゃんのよろず相談 11 1964/11/21 フジテレビ 横田弘行

N01-03693 テレビ だいどころ天使 みっちゃんのよろず相談 11 1964/11/21 フジテレビ 横田弘行

N01-01727 テレビ だいどころ天使 みっちゃん 12 1964/11/28 フジテレビ 横田弘行

N01-03659 テレビ だいどころ天使 みっちゃん 12 1964/11/28 フジテレビ 横田弘行

N01-03694 資料 だいどころ天使 (?) フジテレビ 横田弘行

N01-04238 資料 だいどころ天使 (?) フジテレビ 横田弘行

N01-03653 資料 だいどころ天使(仮題) (?) フジテレビ 横田弘行

N01-16021 テレビ 台所のおと 決定稿 948 1975/2/9 TBS 田井洋子
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N01-16049 テレビ 台所のおと スタッフ稿 948 1975/2/9 TBS 田井洋子

平029 N01-45215 ラジオ 第二世小言幸兵衛 1951/10/13 NHK 吉田みき
デジタル
化（館
内）

N01-11578 テレビ 大非常線
脱獄囚は報復のバラードを唄

う（仮題）
5 [1976/2/20]

NET(テレビ
朝日)

田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-12722 テレビ 大非常線 勇者は誰か 6 [1976]/(?)/(?) NET 小川英、胡桃哲

N01-12723 テレビ 大非常線 挑戦 7 [1976]/(?)/(?) NET 小川英、杉村のぼる

N01-16284 テレビ 大非常線 高山刑事死す [1976]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、田波靖男、安斉あゆ子

N01-17093 テレビ 大非常線 ダイヤモンドに愛を 改訂稿 [1976]/(?)/(?) NET 田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-19971 テレビ 大ヒット！紅白女ごころの歌大競演！ スタッフ稿 1974/8/25 TBS 保富康午

N01-20419 テレビ 大ヒット！紅白女ごころの歌大競演！ スタッフ稿 1974/8/25 TBS 保富康午

N01-20964 テレビ 大ヒット決定版！ご当地ソング大競演 決定稿 1974/7/21 TBS 保富康午

N01-11288 テレビ 台風家族 隣りは何を…… 12 (?) フジテレビ 山本雪夫

N01-50731 テレビ 台風家族 帰り花 151 (?)/11/16 フジテレビ 大野靖子

N01-50732 テレビ 台風家族 片時雨 154 (?)/12/7 フジテレビ 大野靖子

N01-50733 テレビ 台風家族 お餅でハッスル 157 (?)/12/28 フジテレビ 大野靖子

N01-50734 テレビ 台風家族 二流息子 160 (?)/1/18 フジテレビ 大野靖子

N01-50735 テレビ 台風家族 若い風 163 (?)/2/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50736 テレビ 台風家族 草萌え 166 (?)/2/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50737 テレビ 台風家族 別れ道 169 (?)/3/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50738 テレビ 台風家族 七度探して…… 172 (?)/4/11 フジテレビ 大野靖子

N01-11289 テレビ 台風家族 生きると云うこと 177 (?) フジテレビ 竹内勇太郎

N01-50739 テレビ 台風家族 花のある暮し 178 (?)/5/23 フジテレビ 大野靖子

N01-50740 テレビ 台風家族 六月の空 181 (?)/6/13 フジテレビ 大野靖子

N01-50741 テレビ 台風家族 天の川 184 (?)/7/4 フジテレビ 大野靖子

N01-19828 テレビ 台風持って来い 決定稿 12 (?)/8/30
日本教育テ

レビ
冗談工房

N01-05171 テレビ 大砲と撫子 1960/1/31
日本教育テ

レビ
知切光歳

N01-06995 テレビ 大丸アットホームショー ヒロシと春の汐風 14 1962/3/8 フジテレビ 保富康午

N01-20491 テレビ 大丸アットホームショー ヒロシとエアーターミナル 17 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06289 テレビ 大丸アットホームショー 19 1962/4/12 フジテレビ 保富康午

N01-06288 テレビ 大丸アットホームショー 20 1962/4/19 フジテレビ 保富康午

N01-06287 テレビ 大丸アットホームショー 21 1962/4/26 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06209 テレビ 大丸アットホームショー 22 1962/5/3 フジテレビ 保富康午

N01-07410 テレビ 大丸アットホームショー 23 1962/5/10 フジテレビ 保富康午

N01-06290 テレビ 大丸アットホームショー 24 1962/5/17 フジテレビ 保富康午

N01-07409 テレビ 大丸アットホームショー 25 1962/5/24 フジテレビ 保富康午

N01-07418 テレビ 大丸アットホームショー 25 1962/5/24 フジテレビ 保富康午

N01-06993 テレビ 大丸アットホームショー 26 1962/5/31 フジテレビ 保富康午

N01-06994 テレビ 大丸アットホームショー 27 1962/6/7 フジテレビ 保富康午
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N01-06996 テレビ 大丸アットホームショー 28 1962/6/14 フジテレビ 保富康午

N01-06286 テレビ 大丸アットホームショー 29 1962/6/21 フジテレビ 保富康午

N01-07414 テレビ 大丸アットホームショー 30 1962/6/28 フジテレビ 保富康午

N01-07413 テレビ 大丸アットホームショー 31 1962/7/5 フジテレビ 保富康午

N01-07415 テレビ 大丸アットホームショー 31 1962/7/5 フジテレビ 保富康午

N01-07133 テレビ 大丸アットホームショー 32 1962/7/12 フジテレビ 保富康午

N01-06292 テレビ 大丸アットホームショー 33 1962/7/19 フジテレビ 保富康午

N01-07412 テレビ 大丸アットホームショー 35 1962/8/2 フジテレビ 保富康午

N01-07416 テレビ 大丸アットホームショー 36 1962/8/9 フジテレビ 保富康午

N01-07411 テレビ 大丸アットホームショー 37 1962/8/16 フジテレビ 保富康午

N01-07417 テレビ 大丸アットホームショー 38 1962/8/23 フジテレビ 保富康午

N01-06291 テレビ 大丸アットホームショー 39 1962/8/30 フジテレビ 保富康午

N01-51246 資料 大丸アットホームショー (?)

N01-51247 資料 大丸アットホームショー (?)

N01-51248 資料 大丸アットホームショー 最終稿 (?)

N01-03135 テレビ タイム・マシン
決定稿、オー

ディション
1961/8/13、14 NHK 伊藤海彦

N01-03404 ラジオ タイムハットの冒険 1961/1/3 NHK 井上行夫

N01-23645 テレビ 題名のない音楽会 壮烈！これが即興舞踊だ！ 86 1967/11/24 NET 藤田敏雄

N01-21518 テレビ 題名のない音楽会 あなたの耳は正常ですか？ 113 1968/6/2
NET(テレビ

朝日)
黛敏郎

デジタル
化（館
内）

N01-00087 ラジオ 題名未記入 (?) 内村直也

N01-03074 テレビ 題名未記入 兎がいっぱい!! 24 (?)

N01-06587 ラジオ 題名未記入
オーディション

用
(?) NHK 工藤昌男

N01-22603 ラジオ 題名未記入
(?)/[10/30、31、

11/2～5]

N01-51149 資料 題名未記入 (?)

N01-11439 テレビ 鯛めしの唄 1 (?)/10/2 フジテレビ 松田暢子

N01-11440 テレビ 鯛めしの唄 2 (?)/10/9 フジテレビ 松田暢子

N01-11441 テレビ 鯛めしの唄 3 (?)/10/16 フジテレビ 松田暢子

N01-11442 テレビ 鯛めしの唄 4 (?)/10/23 フジテレビ 松田暢子

N01-11443 テレビ 鯛めしの唄 5 (?)/10/30 フジテレビ 松田暢子

N01-11444 テレビ 鯛めしの唄 6 (?)/11/6 フジテレビ 松田暢子

N01-11445 テレビ 鯛めしの唄 7 (?)/11/13 フジテレビ 松田暢子

N01-11446 テレビ 鯛めしの唄 8 (?)/11/20 フジテレビ 松田暢子

N01-11447 テレビ 鯛めしの唄 9 (?)/11/27 フジテレビ 松田暢子

N01-11448 テレビ 鯛めしの唄 10 (?)/12/4 フジテレビ 松田暢子

N01-11449 テレビ 鯛めしの唄 11 (?)/12/11 フジテレビ 松田暢子

N01-11450 テレビ 鯛めしの唄 12 (?)/12/18 フジテレビ 松田暢子

N01-11451 テレビ 鯛めしの唄 13 (?)/12/25 フジテレビ 松田暢子
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N01-11452 テレビ 鯛めしの唄 14 (?)/1/8 フジテレビ 松田暢子

N01-11453 テレビ 鯛めしの唄 15 (?)/1/15 フジテレビ 松田暢子

N01-11454 テレビ 鯛めしの唄 16 (?)/1/22 フジテレビ 松田暢子

N01-11455 テレビ 鯛めしの唄 17 (?)/1/29 フジテレビ 松田暢子

N01-11162 テレビ 鯛めしの唄 18 [1977]/2/5 フジテレビ 松田暢子

N01-11160 テレビ 鯛めしの唄 19 [1977]/2/12 フジテレビ 松田暢子

N01-11161 テレビ 鯛めしの唄 20 [1977]/2/19 フジテレビ 松田暢子

N01-11159 テレビ 鯛めしの唄 21 [1977]/2/26 フジテレビ 松田暢子

N01-11158 テレビ 鯛めしの唄 22 [1977]/3/5 フジテレビ 松田暢子
デジタル
化（館
内）

N01-11163 テレビ 鯛めしの唄 最終回 [1977]/3/22 フジテレビ 松田暢子

N01-04505 ラジオ 代役張り切る のんきタクシー 34 1955/7/7
NHK第一放

送
大島得郎

N01-02881 ラジオ ダイヤモンド・ミュージック 13 1963/10/4
ニッポン放

送
鈴木道子

デジタル
化（館
内）

N01-08921 テレビ ダイヤル一一〇番 証拠 準備稿 (?) 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08922 テレビ ダイヤル一一〇番 消えた男 (?) 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08924 テレビ ダイヤル一一〇番 踊る炎 (?) 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40817 テレビ ダイヤル一一〇番 銃口 (?) 日本テレビ 桂一郎

M036 N01-40818 テレビ ダイヤル一一〇番 銃口 (?) 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40821 テレビ ダイヤル一一〇番 踊る炎 第一稿 (?) 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08920 テレビ ダイヤル一一〇番 麻薬 (?)/12/22 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40815 テレビ ダイヤル一一〇番 黒い毛糸 (?)/2/9 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-51427 テレビ ダイヤル一一〇番 死体を探せ 準備稿 (?)/3/30 日本テレビ 桂一郎

M036 N01-40816 テレビ ダイヤル一一〇番 疑惑の娘 1957/9/17 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M058 N01-41294 テレビ ダイヤル一一〇番 尾行者 1958/7/5 日本テレビ 桂一郎

M032 N01-40755 テレビ ダイヤル一一〇番 死体を探せ 1958/3/30 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40819 テレビ ダイヤル一一〇番 死体を探せ 準備稿 1958/3/30 日本テレビ 桂一郎

N01-08923 テレビ ダイヤル一一〇番 尾行者 1958/7/5 日本テレビ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08925 テレビ ダイヤル一一〇番 尾行者 1958/7/5 日本テレビ 桂一郎

M036 N01-40820 テレビ ダイヤル一一〇番 準備稿 1960/5/(?) 日本テレビ 松本昭典
デジタル
化（館
内）

N01-00732 テレビ ダイヤル一一〇番 黒い円周 準備稿 1960/5/[1] 日本テレビ 服部弘
デジタル
化（館
内）

N01-03190 テレビ ダイヤル一一〇番 逃亡十二年 準備稿 1960/5/3 日本テレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-05116 テレビ ダイヤル一一〇番 神戸から来た男 決定稿 313 1963/9/15 日本テレビ 大津皓一

N01-11086 テレビ 太陽ともぐら 秘密 カット割り稿 1 [1975]/4/7 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-11085 テレビ 太陽ともぐら カット割り稿 6 1969/11/8 フジテレビ 山根優一郎

N01-11331 テレビ 太陽ともぐら 決定稿 6 1969/11/8 フジテレビ 山田洋次、高橋正圀

N01-24808 テレビ 太陽にほえろ！（1） 1～11 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24809 テレビ 太陽にほえろ！（2） 12～21 (?)

N01-24810 テレビ 太陽にほえろ！（3） 22～31 (?)
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N01-24811 テレビ 太陽にほえろ！（4） 32～42 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24812 テレビ 太陽にほえろ！（5） 43～52 (?)

N01-24813 テレビ 太陽にほえろ！（6） 53～64 (?)

N01-24814 テレビ 太陽にほえろ！（7） 65～76 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24815 テレビ 太陽にほえろ！（8） 77～88 (?)

N01-24816 テレビ 太陽にほえろ！（9） 89～100 (?)

N01-24817 テレビ 太陽にほえろ！（10） 101～111 (?)
デジタル
化（館内）

N01-24818 テレビ 太陽にほえろ！（11） 112～125 (?)

N01-24819 テレビ 太陽にほえろ！（12） 126～139 (?)

N01-24820 テレビ 太陽にほえろ！（13） 140～153 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24821 テレビ 太陽にほえろ！（14） 154～167 (?)

N01-24822 テレビ 太陽にほえろ！（15） 168～180 (?)

N01-24823 テレビ 太陽にほえろ！（16） 181～192 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24824 テレビ 太陽にほえろ！（17） 193～204 (?)

N01-24825 テレビ 太陽にほえろ！（18） 205～216 (?)

N01-24826 テレビ 太陽にほえろ！（19） 217～230 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24827 テレビ 太陽にほえろ！（20） 231～244 (?)

N01-24828 テレビ 太陽にほえろ！（21） 245～255 (?)

N01-24829 テレビ 太陽にほえろ！（22） 256～267 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24830 テレビ 太陽にほえろ！（23） 268～278 (?)

N01-24831 テレビ 太陽にほえろ！（24） 279～289 (?)

N01-24832 テレビ 太陽にほえろ！（25） 290～300 (?)

N01-24833 テレビ 太陽にほえろ！（26） 301～312 (?)

N01-24834 テレビ 太陽にほえろ！（27） 313～324 (?)

N01-24835 テレビ 太陽にほえろ！（28） 325～337 (?)

N01-24836 テレビ 太陽にほえろ！（29） 338～350 (?)

N01-24837 テレビ 太陽にほえろ！（30） 351～363 (?)

N01-24838 テレビ 太陽にほえろ！（31） 364～375 (?)

N01-24839 テレビ 太陽にほえろ！（32） 376～388 (?)

N01-24840 テレビ 太陽にほえろ！（33） 389～401 (?)

N01-24841 テレビ 太陽にほえろ！（34） 402～414 (?)

N01-24842 テレビ 太陽にほえろ！（35） 415～426 (?)

N01-24843 テレビ 太陽にほえろ！（36） 427～438 (?)

N01-24844 テレビ 太陽にほえろ！（37） 439～450 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-24845 テレビ 太陽にほえろ！（38） 451～462 (?)

N01-24846 テレビ 太陽にほえろ！（39） 463～475 (?)

N01-24847 テレビ 太陽にほえろ！（40） 476～488 (?)
デジタル
化（館
内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104244
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104244
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104244
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104244
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N01-24848 テレビ 太陽にほえろ！（41） 489～500 (?)

N01-24849 テレビ 太陽にほえろ！（42） 501～512 (?)

N01-24850 テレビ 太陽にほえろ！（43） 513～525 (?)

N01-24851 テレビ 太陽にほえろ！（44） 526～537 (?)

N01-24852 テレビ 太陽にほえろ！（45） 538～549 (?)

N01-24853 テレビ 太陽にほえろ！（46） 550～561 (?)

N01-24854 テレビ 太陽にほえろ！（47） 562～573 (?)

N01-24855 テレビ 太陽にほえろ！（48） 574～586 (?)

N01-24856 テレビ 太陽にほえろ！（49） 587～598 (?)

N01-24857 テレビ 太陽にほえろ！（50） 599～611 (?)

N01-24858 テレビ 太陽にほえろ！（51） 612～622 (?)

N01-24859 テレビ 太陽にほえろ！（52） 623～634 (?)

N01-24860 テレビ 太陽にほえろ！（53） 635～646 (?)

N01-24861 テレビ 太陽にほえろ！（54） 647～658 (?)

N01-24862 テレビ 太陽にほえろ！（55） 659～670 (?)

N01-24863 テレビ 太陽にほえろ！（56） 671～682 (?)

N01-24864 テレビ 太陽にほえろ！（57） 683～694 (?)

N01-24865 テレビ 太陽にほえろ！（58） 695～705 (?)

N01-24866 テレビ 太陽にほえろ！（59） 706～718 (?)

N01-24807 テレビ 太陽にほえろ！PART2 1～12 (?)

N01-16279 テレビ 太陽にほえろ！ マカロニ刑事登場 改訂稿 1 [1972/7/21] 日本テレビ 小川英、長野洋

N01-14217 テレビ 太陽にほえろ！ 時限爆弾、街に消える 決定稿 2 1972/7/28 日本テレビ 小川英、武末勝

N01-16280 テレビ 太陽にほえろ！ 時限爆弾、街に消える 決定稿 2 [1972/7/28] 日本テレビ 小川英、武末勝

N01-16281 テレビ 太陽にほえろ！ この街のド真中で 決定稿 3 [1972/8]/(?) 日本テレビ 永原秀一

N01-14218 テレビ 太陽にほえろ！ あの女を追え 決定稿 4 1972/8/(?) 日本テレビ 田波靖男、四十物光男

N01-14219 テレビ 太陽にほえろ！ 48時間の青春 決定稿 5 1972/8/(?) 日本テレビ 永原秀一

N01-10776 テレビ 太陽にほえろ！ 手錠と味噌汁 決定稿 6 (?) 日本テレビ 櫻井康裕

N01-14220 テレビ 太陽にほえろ！ 手錠と味噌汁 決定稿 6 1972/8/(?) 日本テレビ 櫻井康裕

N01-14221 テレビ 太陽にほえろ！ きたない奴 決定稿 7 1972/8/(?) 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14222 テレビ 太陽にほえろ！ 酔いどれ美女を追え 決定稿 8 1972/(?)/(?) 日本テレビ 田波靖男、四十物光男

N01-14223 テレビ 太陽にほえろ！ 鬼刑事の子守歌 決定稿 9 1972/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14224 テレビ 太陽にほえろ！ 目撃者は語らず 決定稿 10 1972/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14225 テレビ 太陽にほえろ！ 目撃者は語らず 改訂稿 10 1972/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14226 テレビ 太陽にほえろ！ 愛すればこそ 決定稿 11 1972/(?)/(?) 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14227 テレビ 太陽にほえろ！ その情報を追え 決定稿 12 1972/(?)/(?) 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14228 テレビ 太陽にほえろ！ 殺したいあいつ 決定稿 13 1972/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、武末勝

N01-14229 テレビ 太陽にほえろ！ そして拳銃に弾をこめた 決定稿 14 1972/(?)/(?) 日本テレビ 長野洋、小川英
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N01-14230 テレビ 太陽にほえろ！ 拳銃とトランペット 決定稿 15 1972/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14231 テレビ 太陽にほえろ！ 15年目の疑惑 決定稿 16 1972/(?)/(?) 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14232 テレビ 太陽にほえろ！ 俺たちはプロだ 決定稿 17 1972/(?)/(?) 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14233 テレビ 太陽にほえろ！ つかみそこねた夢 決定稿 18 1972/(?)/(?) 日本テレビ 永原秀一

N01-14234 テレビ 太陽にほえろ！ ライフルが叫ぶとき 決定稿 19 [1972]/11/24 日本テレビ 石森史郎

N01-14236 テレビ 太陽にほえろ！ バスに乗ってたグーなひと 決定稿 21 [1972]/12/8 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14237 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の娘 決定稿 22 [1972]/12/15 日本テレビ 長野洋

N01-14238 テレビ 太陽にほえろ！ 愛あるかぎり 決定稿 23 [1972]/12/22 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14239 テレビ 太陽にほえろ！ ジュンのお手柄 決定稿 24 [1972]/12/29 日本テレビ 田波靖男、四十物光男

N01-14240 テレビ 太陽にほえろ！ 朝日に光る手錠 決定稿 25 [1973]/1/5 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14241 テレビ 太陽にほえろ！ まちがえられた刑事 決定稿 26 [1973]/1/12 日本テレビ 小川英、長野洋

N01-14242 テレビ 太陽にほえろ！ 狙撃者 決定稿 27 [1973]/1/19 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14243 テレビ 太陽にほえろ！ 奪われたマイホーム 決定稿 29 [1973]/2/2 日本テレビ 石松愛弘

N01-14244 テレビ 太陽にほえろ！ また、若者が死んだ 決定稿 30 [1973]/2/9 日本テレビ 長野洋、永岡忍

N01-14245 テレビ 太陽にほえろ！ ただ愛に生きるだけ 決定稿 31 [1973]/2/16 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14246 テレビ 太陽にほえろ！ 愛情の身代金 決定稿 32 [1973]/2/23 日本テレビ 田波靖男、四十物光男

N01-14247 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の指に小鳥が… 決定稿 33 [1973]/3/2 日本テレビ 市川森一

N01-14248 テレビ 太陽にほえろ！ 想い出だけが残った 決定稿 34 [1973]/3/9 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14249 テレビ 太陽にほえろ！ 男の償い 決定稿 35 [1973]/3/16 日本テレビ 永原秀一

N01-14250 テレビ 太陽にほえろ！ 生きるための叫び 決定稿 36 [1973]/3/23 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14251 テレビ 太陽にほえろ！ 危険な旅路 決定稿 37 [1973]/3/30 日本テレビ 市川森一、山田正弘

N01-14252 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事が涙を流すとき 決定稿 38 [1973]/4/6 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14253 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事が涙を流すとき 改訂稿 38 [1973]/4/6 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14254 テレビ 太陽にほえろ！ 仔猫と刑事 決定稿 39 [1973]/4/13 日本テレビ 小川英、長野洋

N01-14255 テレビ 太陽にほえろ！ 帰って来た裏切者 決定稿 40 [1973]/(?)/(?) 日本テレビ 石松愛弘

N01-14256 テレビ 太陽にほえろ！ ある日、女が燃えた 決定稿 41 [1973]/4/27 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14257 テレビ 太陽にほえろ！ 知らない街で… 決定稿 42 [1973]/5/4 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14258 テレビ 太陽にほえろ！ きれいな花にはトゲがある 決定稿 43 [1973]/5/11 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14259 テレビ 太陽にほえろ！ きれいな花にはトゲがある 改訂稿 43 [1973]/5/11 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14260 テレビ 太陽にほえろ！ 闇に向って撃て 決定稿 44 [1973]/5/18 日本テレビ 市川森一

N01-14261 テレビ 太陽にほえろ！ 鉄砲玉と刑事 決定稿 45 [1973]/5/25 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14262 テレビ 太陽にほえろ！ ボスを疑え！！ 決定稿 46 [1973]/6/1 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14263 テレビ 太陽にほえろ！ それは俺の拳銃だ！ 決定稿 47 [1973]/6/8 日本テレビ 小川英、武末勝

N01-14264 テレビ 太陽にほえろ！ 影への挑戦 決定稿 48 [1973]/6/15 日本テレビ

N01-14265 テレビ 太陽にほえろ！ そのとき、時計は止まった 決定稿 49 [1973]/6/22 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14266 テレビ 太陽にほえろ！ 俺の故郷は東京だ！ 決定稿 50 [1973]/6/29 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14267 テレビ 太陽にほえろ！ 危険を盗んだ女 決定稿 51 [1973]/7/6 日本テレビ 田波靖男、四十物光男
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N01-16282 テレビ 太陽にほえろ！ 13日金曜日マカロニ死す 決定稿 52 [1973]/7/13 日本テレビ 小川英

N01-14268 テレビ 太陽にほえろ！ ジーパン刑事登場！ 決定稿 53 [1973]/7/20 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14269 テレビ 太陽にほえろ！ 汚れなき刑事魂 決定稿 54 [1973]/7/27 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14270 テレビ 太陽にほえろ！ 蒸発 決定稿 55 [1973]/8/3 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14271 テレビ 太陽にほえろ！ どぶねずみ 改訂稿 55 [1973]/8/3 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14272 テレビ 太陽にほえろ！ その灯を消すな！ 決定稿 56 [1973]/8/10 日本テレビ 中野顕彰、小川英

N01-14273 テレビ 太陽にほえろ！ その灯を消すな！ 改訂稿 56 [1973]/8/10 日本テレビ 中野顕彰、小川英

N01-14274 テレビ 太陽にほえろ！ 蒸発 決定稿 57 [1973]/8/17 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14275 テレビ 太陽にほえろ！ 生命の代償 決定稿 58 [1973]/8/24 日本テレビ 石松愛弘

N01-14276 テレビ 太陽にほえろ！ 新宿に朝は来るけれど 決定稿 59 [1973]/8/31 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14277 テレビ 太陽にほえろ！ 新宿に朝は来るけれど 改訂稿 59 [1973]/8/31 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14278 テレビ 太陽にほえろ！ 夜明けの青春 決定稿 60 [1973]/9/7 日本テレビ 武田宏一、小川英

N01-14279 テレビ 太陽にほえろ！ 別れは白いハンカチで 決定稿 61 [1973]/9/14 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14280 テレビ 太陽にほえろ！ プロフェッショナル 決定稿 62 [1973]/9/21 日本テレビ 小川英、長野洋

N01-14281 テレビ 太陽にほえろ！ プロフェッショナル 改訂稿 62 [1973]/9/21 日本テレビ 小川英、長野洋

N01-14282 テレビ 太陽にほえろ！ そしてみんな消えてしまった 決定稿 63 [1973]/9/28 日本テレビ 小川英

N01-14283 テレビ 太陽にほえろ！ 大都会の追跡 決定稿 64 [1973]/10/5 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14613 テレビ 太陽にほえろ！ マカロニを殺したやつ 決定稿 65 [1973]/10/12 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14614 テレビ 太陽にほえろ！ 生きかえった白骨美人 決定稿 66 [1973]/10/19 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14615 テレビ 太陽にほえろ！ 1万人の容疑者 決定稿 67 [1973]/10/26 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14616 テレビ 太陽にほえろ！ 純情なる狩人たち 決定稿 68 [1973]/11/2 日本テレビ 市川森一

N01-14617 テレビ 太陽にほえろ！ 純情なる狩人たち 改訂稿 68 [1973]/11/2 日本テレビ 市川森一

N01-14618 テレビ 太陽にほえろ！ 初恋への殺意 決定稿 69 [1973]/11/9 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14619 テレビ 太陽にほえろ！ さよならはいわないで 決定稿 70 [1973]/11/16 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14620 テレビ 太陽にほえろ！ さよならはいわないで 改訂稿 70 [1973]/11/16 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14621 テレビ 太陽にほえろ！ 眠りの中の殺意 決定稿 71 [1973]/11/23 日本テレビ 永原秀一、蘇武路夫

N01-14622 テレビ 太陽にほえろ！ 海を撃て！！　ジーパン 決定稿 72 [1973]/11/30 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14623 テレビ 太陽にほえろ！ 真夜中に愛の唄を 決定稿 73 [1973]/12/7 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14624 テレビ 太陽にほえろ！ 真夜中に愛の唄を 改訂稿 73 [1973]/12/7 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14625 テレビ 太陽にほえろ！ ひとりぼっちの演奏会 決定稿 74 [1973]/12/14 日本テレビ 長野洋

N01-14626 テレビ 太陽にほえろ！ 仕掛けられた銃声 決定稿 75 [1973]/12/21 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14627 テレビ 太陽にほえろ！ おふくろ 決定稿 76 [1973]/12/28 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14628 テレビ 太陽にほえろ！ 五十億円のゲーム 決定稿 77 [1974]/1/4 日本テレビ 小川英、武末勝

N01-14629 テレビ 太陽にほえろ！ 恐怖の瞬間 決定稿 78 [1974]/1/11 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14630 テレビ 太陽にほえろ！ 鶴が飛んだ日 決定稿 79 [1974]/1/18 日本テレビ 長野洋

N01-14631 テレビ 太陽にほえろ！ 女として　刑事として 決定稿 80 [1974]/1/25 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14632 テレビ 太陽にほえろ！ おやじ　バンザイ！ 決定稿 81 [1974]/2/1 日本テレビ 小川英、今村明男
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N01-14633 テレビ 太陽にほえろ！ 最後の標的 決定稿 82 [1974]/2/8 日本テレビ 長野洋

N01-14634 テレビ 太陽にほえろ！ 午前10時爆破予定 決定稿 83 [1974]/2/15 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14635 テレビ 太陽にほえろ！ 午前10時爆破予定 改訂稿 83 [1974]/2/15 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14636 テレビ 太陽にほえろ！ 銀行強盗 決定稿 84 [1974]/2/22 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14637 テレビ 太陽にほえろ！ 銀行強盗 改訂稿 84 [1974]/2/22 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14638 テレビ 太陽にほえろ！ おやじに負けるな 決定稿 85 [1974]/3/1 日本テレビ 田波靖男

N01-14639 テレビ 太陽にほえろ！ おやじに負けるな 改訂稿 85 [1974]/3/1 日本テレビ 田波靖男

N01-14640 テレビ 太陽にほえろ！ 勇気ある賭け 決定稿 86 [1974]/3/8 日本テレビ 長野洋

N01-14641 テレビ 太陽にほえろ！ 明日に向って走れ 決定稿 87 [1974]/3/15 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14642 テレビ 太陽にほえろ！ 息子よ、お前は… 決定稿 88 [1974]/3/22 日本テレビ 小川英、田波靖男、四十物光男

N01-14643 テレビ 太陽にほえろ！ 地獄の再会 決定稿 89 [1974]/3/29 日本テレビ 市川森一

N01-14644 テレビ 太陽にほえろ！ 非常の一発 決定稿 90 [1974]/4/5 日本テレビ 長野洋

N01-14645 テレビ 太陽にほえろ！ おれは刑事だ！ 決定稿 91 [1974]/4/12 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14646 テレビ 太陽にほえろ！ おれは刑事だ！ 改訂稿 91 [1974]/4/12 日本テレビ 小川英、中野顕彰

N01-14647 テレビ 太陽にほえろ！ シンデレラ刑事 決定稿 92 [1974]/4/19 日本テレビ 田波靖男、四十物光男

N01-14648 テレビ 太陽にほえろ！ 真実の詩 決定稿 93 [1974]/4/26 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14649 テレビ 太陽にほえろ！ 裏切り 決定稿 94 [1974]/5/3 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14650 テレビ 太陽にほえろ！ 愛のシルクロード 決定稿 95 [1974]/5/10 日本テレビ 長野洋

N01-14651 テレビ 太陽にほえろ！ 傷つけるボス 決定稿 96 [1974]/5/17 日本テレビ 長野洋

N01-14652 テレビ 太陽にほえろ！ 烙印 決定稿 97 [1974]/5/24 日本テレビ 播磨幸治

N01-14653 テレビ 太陽にほえろ！ 手錠 決定稿 98 [1974]/5/31 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14654 テレビ 太陽にほえろ！ 金で買えないもの 決定稿 99 [1974]/6/7 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14655 テレビ 太陽にほえろ！ 燃える男たち 決定稿 100 [1974]/6/14 日本テレビ 小川英

N01-14656 テレビ 太陽にほえろ！ 燃える男たち 改訂稿 100 [1974]/6/14 日本テレビ 小川英

N01-14657 テレビ 太陽にほえろ！ 狂気 決定稿 101 [1974]/6/21 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14658 テレビ 太陽にほえろ！ 愛が終った朝 決定稿 102 [1974]/6/28 日本テレビ 市川森一

N01-14659 テレビ 太陽にほえろ！ 狼を見た少年 決定稿 103 [1974]/7/5 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14660 テレビ 太陽にほえろ！ 葬送曲 決定稿 104 [1974]/7/12 日本テレビ 播磨幸治

N01-14661 テレビ 太陽にほえろ！ この仕事が好きだから 決定稿 105 [1974]/7/19 日本テレビ 長野洋

N01-14662 テレビ 太陽にほえろ！ 着陸地点なし！ 決定稿 106 [1974]/7/26 日本テレビ 長野洋

N01-14663 テレビ 太陽にほえろ！ 光のなかを歩め 決定稿 107 [1974]/8/2 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14664 テレビ 太陽にほえろ！ 苦しいときも 決定稿 108 [1974]/8/9 日本テレビ 播磨幸治

N01-14665 テレビ 太陽にほえろ！ その日温かい血が流れて 決定稿 109 [1974]/8/16 日本テレビ 小川英、朝倉千筆

N01-14666 テレビ 太陽にほえろ！ 走れ！　猟犬 決定稿 110 [1974]/8/23 日本テレビ 長野洋

N01-16283 テレビ 太陽にほえろ！ ジーパン・シンコ、その愛と死 改訂稿 111 [1974]/8/30 日本テレビ 小川英
デジタル
化（館
内）

N01-14667 テレビ 太陽にほえろ！ テキサス刑事登場 決定稿 112 [1974]/9/6 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14668 テレビ 太陽にほえろ！ 虫けら 決定稿 113 [1974]/9/13 日本テレビ 鎌田敏夫
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N01-14669 テレビ 太陽にほえろ！ 男の斗い 改訂稿 114 [1974]/9/20 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14670 テレビ 太陽にほえろ！ 一枚の名刺 決定稿 115 [1974]/9/27 日本テレビ 小川英、大川ヒロシ

N01-14671 テレビ 太陽にほえろ！ 一枚の名刺 改訂稿 115 [1974]/9/27 日本テレビ 小川英、大川ヒロシ

N01-14672 テレビ 太陽にほえろ！
マカロニ・ジーパン・そしてテキ

サス
決定稿 117 [1974]/10/11 日本テレビ 長野洋

N01-14673 テレビ 太陽にほえろ！ 信じあう仲間 決定稿 117 [1974]/10/11 日本テレビ 長野洋

N01-14674 テレビ 太陽にほえろ！ 父と子の再会 決定稿 118 [1974]/10/18 日本テレビ 小川英、四十物光男、六鹿英雄

N01-14675 テレビ 太陽にほえろ！ 父と子の再会 改訂稿 118 [1974]/10/18 日本テレビ 小川英、四十物光男、六鹿英雄

N01-14676 テレビ 太陽にほえろ！ 厳しさの陰に 決定稿 119 [1974]/10/25 日本テレビ 長野洋

N01-14677 テレビ 太陽にほえろ！ 拳銃の条件 決定稿 120 [1974]/11/1 日本テレビ 小川英

N01-14678 テレビ 太陽にほえろ！ 審判なき罪 決定稿 121 [1974]/11/8 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14679 テレビ 太陽にほえろ！ 信念に賭けろ！ 決定稿 122 [1974]/11/15 日本テレビ 長野洋

N01-14680 テレビ 太陽にほえろ！ 友達 決定稿 122 [1974]/11/15 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14681 テレビ 太陽にほえろ！ 孤独のゲーム 決定稿 123 1974/11/22 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14682 テレビ 太陽にほえろ！ 仰げば尊し 決定稿 124 1974/11/29 日本テレビ 田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-14683 テレビ 太陽にほえろ！ 友達 決定稿 125 1974/12/6 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14684 テレビ 太陽にほえろ！ 跳弾 決定稿 126 1974/12/13 日本テレビ 金子成人

N01-14685 テレビ 太陽にほえろ！ 非情な斗い 決定稿 127 1974/12/20 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14686 テレビ 太陽にほえろ！ 非情な斗い 改訂稿 127 1974/12/20 日本テレビ 柏倉敏之

N01-14687 テレビ 太陽にほえろ！ 夢見る人形たち 決定稿 128 1974/12/27 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14688 テレビ 太陽にほえろ！ 今日も街に陽が昇る 決定稿 129 1975/1/3 日本テレビ 小川英、大山のぶ代、田波靖男

N01-14689 テレビ 太陽にほえろ！ 鳩が呼んでいる 決定稿 130 1975/1/10 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14690 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の胸の底には… 決定稿 131 1975/1/17 日本テレビ 小川英、杉本容子

N01-14691 テレビ 太陽にほえろ！ 走れ！　ナポレオン 決定稿 132 1975/1/24 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14692 テレビ 太陽にほえろ！ 沈黙 決定稿 133 1975/1/31 日本テレビ 長野洋、四十物光男

N01-14693 テレビ 太陽にほえろ！ 正義 決定稿 134 1975/2/7 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14694 テレビ 太陽にほえろ！ ある敗北 決定稿 135 1975/2/14 日本テレビ 小川英、浅井信之、四十物光男

N01-14695 テレビ 太陽にほえろ！ 生命を燃やす時 決定稿 136 1975/2/21 日本テレビ 長野洋

N01-14696 テレビ 太陽にほえろ！ ありがとう　テキサス坊や 決定稿 137 1975/2/28 日本テレビ 田波靖男、四十物光男

N01-14697 テレビ 太陽にほえろ！ 愛こそすべて 決定稿 138 1975/3/7 日本テレビ 長野洋

N01-14698 テレビ 太陽にほえろ！ 墓穴を掘る 決定稿 139 1975/3/14 日本テレビ 播磨幸治

N01-14699 テレビ 太陽にほえろ！ 故郷の父 決定稿 140 1975/3/21 日本テレビ 桃井章

N01-14700 テレビ 太陽にほえろ！ 無実の叫び 決定稿 141 1975/3/28 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14701 テレビ 太陽にほえろ！ 真実はどこに？ 決定稿 142 1975/4/4 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14702 テレビ 太陽にほえろ！ 霧の旅 決定稿 143 1975/4/11 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14703 テレビ 太陽にほえろ！ タレ込み屋 決定稿 144 1975/4/18 日本テレビ 長野洋

N01-14704 テレビ 太陽にほえろ！ 決定的瞬間 決定稿 145 1975/4/25 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14705 テレビ 太陽にほえろ！ 親と子のきずな 決定稿 146 1975/5/2 日本テレビ 柏倉敏之、小川英
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N01-14706 テレビ 太陽にほえろ！ 追跡！拳銃市場 決定稿 147 1975/5/9 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14707 テレビ 太陽にほえろ！ 追跡！拳銃市場 改訂稿 147 1975/5/9 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14708 テレビ 太陽にほえろ！ 友情 決定稿 148 1975/5/16 日本テレビ 長野洋

N01-14709 テレビ 太陽にほえろ！ わかれ 決定稿 150 1975/5/30 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14710 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の妻 決定稿 151 1975/6/6 日本テレビ 小川英、加賀美しげ子

N01-14711 テレビ 太陽にほえろ！ 勇気 決定稿 152 1975/6/13 日本テレビ 長野洋

N01-14712 テレビ 太陽にほえろ！ モナリザの想い出 決定稿 153 1975/6/20 日本テレビ 小川英、田波靖男

N01-14713 テレビ 太陽にほえろ！ 自首 改訂稿 154 1975/6/27 日本テレビ 小川英、大山のぶ代

N01-14714 テレビ 太陽にほえろ！ 自首 決定稿 154 1975/6/27 日本テレビ 大山のぶ代、小川英

N01-14715 テレビ 太陽にほえろ！ 家族 決定稿 155 1975/7/4 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14716 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事狂乱 決定稿 156 1975/7/11 日本テレビ 市川森一

N01-14717 テレビ 太陽にほえろ！ 対決！　6対6 決定稿 157 1975/7/18 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14718 テレビ 太陽にほえろ！ 顔 決定稿 158 1975/7/25 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14719 テレビ 太陽にほえろ！ 顔 改訂稿 158 1975/7/25 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14720 テレビ 太陽にほえろ！ 海のテキサス 決定稿 159 1975/8/1 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14721 テレビ 太陽にほえろ！ 海のテキサス 改訂稿 159 1975/8/1 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14722 テレビ 太陽にほえろ！ 証言 決定稿 160 1975/8/8 日本テレビ 長野洋

N01-14723 テレビ 太陽にほえろ！ 話したい！ 決定稿 161 1975/8/15 日本テレビ 桃井章

N01-14724 テレビ 太陽にほえろ！ したたかな目撃者 決定稿 162 1975/8/22 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14725 テレビ 太陽にほえろ！ 逆転 決定稿 163 1975/8/29 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14726 テレビ 太陽にほえろ！ 逆転 改訂稿 163 1975/8/29 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14727 テレビ 太陽にほえろ！ バラの好きな君へ 決定稿 164 1975/9/5 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14728 テレビ 太陽にほえろ！ 回転木馬の女 決定稿 165 1975/9/12 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14729 テレビ 太陽にほえろ！ 噂 決定稿 166 1975/9/19 日本テレビ 土門鉄郎、小川英

N01-14730 テレビ 太陽にほえろ！ 噂 改訂稿 166 1975/9/19 日本テレビ 土門鉄郎、小川英

N01-14731 テレビ 太陽にほえろ！ 死ぬなよ！　テキサス 決定稿 167 1975/9/26 日本テレビ 長野洋

N01-14732 テレビ 太陽にほえろ！ ぼんぼん刑事登場！ 決定稿 168 1975/10/3 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14733 テレビ 太陽にほえろ！ グローブをはめろ！ 決定稿 169 1975/10/10 日本テレビ 長野洋

N01-14734 テレビ 太陽にほえろ！ 再出発 決定稿 170 1975/10/17 日本テレビ 桃井章

N01-14735 テレビ 太陽にほえろ！ 再出発 改訂稿 170 1975/10/17 日本テレビ 桃井章、小川英

N01-14736 テレビ 太陽にほえろ！ 暴走 決定稿 171 1975/10/24 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14737 テレビ 太陽にほえろ！ 俺たちの仲間 決定稿 172 1975/10/31 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14738 テレビ 太陽にほえろ！ 一発で射殺せよ！ 決定稿 173 1975/11/7 日本テレビ 長野洋

N01-14739 テレビ 太陽にほえろ！ 星の神話 決定稿 174 1975/11/14 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14740 テレビ 太陽にほえろ！ 偶像 決定稿 175 1975/11/21 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14741 テレビ 太陽にほえろ！ 狼の街 決定稿 176 1975/11/28 日本テレビ 小川英、田波靖男、四十物光男

N01-14742 テレビ 太陽にほえろ！ 狼の街 改訂稿 176 1975/11/28 日本テレビ 小川英、田波靖男、四十物光男
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N01-14743 テレビ 太陽にほえろ！ 海に消えたか三億円 決定稿 177 1975/12/5 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14744 テレビ 太陽にほえろ！ 人形の部屋 改訂稿 178 1975/12/12 日本テレビ 小川英、大山のぶ代、四十物光男

N01-14745 テレビ 太陽にほえろ！ リスと刑事 決定稿 179 1975/12/19 日本テレビ 小川英、四十物光男、田波靖男

N01-14746 テレビ 太陽にほえろ！ 山さんがパパになる日 決定稿 180 1975/12/26 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14747 テレビ 太陽にほえろ！ 親と子の條件 改訂稿 180 1975/12/26 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14748 テレビ 太陽にほえろ！ 壁 決定稿 181 1976/1/2 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14749 テレビ 太陽にほえろ！ 訣別 決定稿 182 1976/1/9 日本テレビ 小川英、杉本容子

N01-14750 テレビ 太陽にほえろ！ ボディガード 決定稿 183 1976/1/16 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14751 テレビ 太陽にほえろ！ アリバイ 決定稿 184 1976/1/23 日本テレビ 深見泰、小川英

N01-14752 テレビ 太陽にほえろ！ 金庫破り 決定稿 184 1976/1/23 日本テレビ 長野洋

N01-14753 テレビ 太陽にほえろ！ 虹 決定稿 185 1976/1/30 日本テレビ 小川英、加賀美しげ子

N01-14754 テレビ 太陽にほえろ！ 復讐 決定稿 186 1976/2/6 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14755 テレビ 太陽にほえろ！ 愛 決定稿 187 1976/2/13 日本テレビ 杉村のぼる

N01-14756 テレビ 太陽にほえろ！ 愛 改訂稿 187 1976/2/13 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14757 テレビ 太陽にほえろ！ 切札 決定稿 188 1976/2/20 日本テレビ 長野洋

N01-14758 テレビ 太陽にほえろ！ 切札 改訂稿 188 1976/2/20 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14759 テレビ 太陽にほえろ！ 切札 改訂稿 188 1976/2/20 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14760 テレビ 太陽にほえろ！ パズル 決定稿 189 1976/2/27 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14761 テレビ 太陽にほえろ！ 冬の女 決定稿 190 1976/3/5 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14762 テレビ 太陽にほえろ！ 2・8・5・6・3 決定稿 192 1976/3/19 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14763 テレビ 太陽にほえろ！ 二人の刑事 決定稿 193 1976/3/26 日本テレビ 小川英、田波靖男、安斉あゆ子

N01-14764 テレビ 太陽にほえろ！ 兄妹 決定稿 194 1976/4/2 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14765 テレビ 太陽にほえろ！ 慟哭 決定稿 195 1976/4/9 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14766 テレビ 太陽にほえろ！ ある殺人 改訂稿 195 1976/4/9 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14767 テレビ 太陽にほえろ！ 言葉の波紋 決定稿 196 1976/4/16 日本テレビ 桃井章

N01-14768 テレビ 太陽にほえろ！ ペスト 決定稿 197 1976/4/23 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三

N01-14769 テレビ 太陽にほえろ！ ペスト 決定稿 197 1976/4/23 日本テレビ 永原秀一、峯尾基三、小川英

N01-14770 テレビ 太陽にほえろ！ 死ぬな、ジュン！ 決定稿 198 1976/4/30 日本テレビ 四十物光男、田波靖男、小川英

N01-14771 テレビ 太陽にほえろ！ 女相続人 決定稿 199 1976/5/7 日本テレビ 小川英、中村勝行

N01-14772 テレビ 太陽にほえろ！ すべてを賭けて 改訂稿 200 1976/5/14 日本テレビ

N01-14773 テレビ 太陽にほえろ！ にわか雨 決定稿 201 1976/5/21 日本テレビ 田波靖男、小川英、柏倉敏之

N01-14774 テレビ 太陽にほえろ！ 手紙 決定稿 202 1976/5/28 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14775 テレビ 太陽にほえろ！ 鳩時計 決定稿 203 1976/6/4 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14776 テレビ 太陽にほえろ！ 鳩時計 改訂稿 203 1976/6/4 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14777 テレビ 太陽にほえろ！ 厭な奴 決定稿 204 1976/6/11 日本テレビ 播磨幸治

N01-14778 テレビ 太陽にほえろ！ ジョーズ探偵の悲しい事件簿 決定稿 205 1976/6/18 日本テレビ 市川森一

N01-14779 テレビ 太陽にほえろ！ ジョーズ探偵の悲しい事件簿 改訂稿 205 1976/6/18 日本テレビ 市川森一
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N01-14780 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の妻が死んだ日 改訂稿 206 1976/6/25 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14781 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の妻が死んだ日 決定稿 206 1976/6/25 日本テレビ 鴨井達比古

N01-14782 テレビ 太陽にほえろ！ 絶叫 決定稿 207 1976/7/2 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14783 テレビ 太陽にほえろ！ 絶叫 改訂稿 207 1976/7/2 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14784 テレビ 太陽にほえろ！ ひとり立ち 決定稿 208 1976/7/9 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14785 テレビ 太陽にほえろ！ ひとり立ち 改訂稿 208 1976/7/9 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14786 テレビ 太陽にほえろ！ 働くものの顔 決定稿 209 1976/7/16 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14787 テレビ 太陽にほえろ！ 栄光 決定稿 210 1976/7/23 日本テレビ 小川英、桃井章

N01-14788 テレビ 太陽にほえろ！ 待伏せ捜査 決定稿 211 1976/7/30 日本テレビ 田波靖男、小川英

N01-14789 テレビ 太陽にほえろ！ 待伏せ捜査 改訂稿 211 1976/7/30 日本テレビ 田波靖男、小川英

N01-14790 テレビ 太陽にほえろ！ 情報 決定稿 212 1976/8/6 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14791 テレビ 太陽にほえろ！ 正当防衛 決定稿 213 1976/8/13 日本テレビ 小川英、柏原寛司

N01-14792 テレビ 太陽にほえろ！ 奇妙な友達 決定稿 214 1976/8/20 日本テレビ 播磨幸治

N01-14793 テレビ 太陽にほえろ！ 七曲署一係・その一日 決定稿 215 1976/8/27 日本テレビ 小川英、井筒弥生

N01-14794 テレビ 太陽にほえろ！ テキサスは死なず 決定稿 216 1976/9/3 日本テレビ 小川英、中村勝行

N01-14795 テレビ 太陽にほえろ！ テキサスは死なず 改訂稿 216 1976/9/3 日本テレビ 小川英、中村勝行

N01-14796 テレビ 太陽にほえろ！ スコッチ刑事登場 決定稿 217 1976/9/10 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14797 テレビ 太陽にほえろ！ 殿下とスコッチ 決定稿 218 1976/9/17 日本テレビ 長野洋

N01-14798 テレビ 太陽にほえろ！ 誘拐 決定稿 219 1976/9/24 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14799 テレビ 太陽にほえろ！ ジュンの復讐 決定稿 220 1976/10/1 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14800 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事失格 決定稿 221 1976/10/8 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14801 テレビ 太陽にほえろ！ 蝶 決定稿 222 1976/10/15 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14802 テレビ 太陽にほえろ！ あせり 決定稿 223 1976/10/22 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14803 テレビ 太陽にほえろ！ あせり 改訂稿 223 1976/10/22 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14804 テレビ 太陽にほえろ！ 保証人 改訂稿 224 1976/10/29 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14805 テレビ 太陽にほえろ！ 疑惑 決定稿 225 1976/11/5 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14806 テレビ 太陽にほえろ！ 天国からの手紙 決定稿 226 1976/11/12 日本テレビ 高階秋成、小川英

N01-14807 テレビ 太陽にほえろ！ CQ・CQ・緊急連絡！ 決定稿 227 1976/11/19 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14808 テレビ 太陽にほえろ！ 目撃者 決定稿 228 1976/11/28 日本テレビ 小川英、中村勝行

N01-14809 テレビ 太陽にほえろ！ 結婚 決定稿 229 1976/12/3 日本テレビ 小川英、野瀬州

N01-14810 テレビ 太陽にほえろ！ ピアノソナタ 決定稿 230 1976/12/10 日本テレビ 桃井章

N01-14811 テレビ 太陽にほえろ！ 孤独 決定稿 231 1976/12/17 日本テレビ 峯尾基三

N01-14812 テレビ 太陽にほえろ！ 新しき友 決定稿 232 1976/12/24 日本テレビ 桃井章

N01-14813 テレビ 太陽にほえろ！ 狙撃 決定稿 233 1977/1/7 日本テレビ 鴨井達比古、小川英

N01-14814 テレビ 太陽にほえろ！ おさな子 決定稿 234 1977/1/14 日本テレビ 小川英、高階秋成

N01-14815 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の娘が嫁ぐとき 決定稿 235 1977/1/21 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14816 テレビ 太陽にほえろ！ 砂の城 改訂稿 236 1977/1/28 日本テレビ 小川英、柏倉敏之
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N01-14817 テレビ 太陽にほえろ！ 砂の城 決定稿 236 1977/1/28 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14818 テレビ 太陽にほえろ！ あやまち 決定稿 237 1977/2/4 日本テレビ 長野洋

N01-14819 テレビ 太陽にほえろ！ 東京上空17時00分 決定稿 238 1977/2/11 日本テレビ 小川英、櫻井一孝

N01-14820 テレビ 太陽にほえろ！ 東京上空17時00分 改訂稿 238 1977/2/11 日本テレビ 小川英、櫻井一孝

N01-14821 テレビ 太陽にほえろ！ 挑発 決定稿 239 1977/2/18 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14822 テレビ 太陽にほえろ！ 木枯しの中で 決定稿 240 1977/2/25 日本テレビ 桃井章

N01-14823 テレビ 太陽にほえろ！ 木枯しの中で 改訂稿 240 1977/2/25 日本テレビ 桃井章、小川英

N01-14824 テレビ 太陽にほえろ！ 脅迫 決定稿 241 1977/3/4 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14825 テレビ 太陽にほえろ！ 脅迫 改訂稿 241 1977/3/4 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14826 テレビ 太陽にほえろ！ すれ違った女 決定稿 242 1977/3/11 日本テレビ 小川英、高階秋成、鴨井達比古

N01-14827 テレビ 太陽にほえろ！ その血を返せ 改訂稿 243 1977/3/18 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14828 テレビ 太陽にほえろ！ その血を返せ 決定稿 243 1977/3/18 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14829 テレビ 太陽にほえろ！ さらば、スコッチ！ 決定稿 244 1977/3/25 日本テレビ 桃井章

N01-14830 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事犬対ギャング犬 決定稿 245 1977/4/1 日本テレビ 田波靖男、四十物光男、小川英

N01-14831 テレビ 太陽にほえろ！ 赤ちゃん 決定稿 246 1977/4/8 日本テレビ 小川英、四十物光男、丸田勉

N01-14832 テレビ 太陽にほえろ！ 家出 改訂稿 247 1977/4/15 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14833 テレビ 太陽にほえろ！ 家出 決定稿 247 1977/4/15 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14834 テレビ 太陽にほえろ！ ウエディング・ドレス 決定稿 248 1977/4/22 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14835 テレビ 太陽にほえろ！ 嘘 決定稿 249 1977/4/29 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14836 テレビ 太陽にほえろ！ 民芸店の女 決定稿 250 1977/5/6 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14837 テレビ 太陽にほえろ！ 辞表 決定稿 251 1977/5/13 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14838 テレビ 太陽にほえろ！ 鮫島結婚相談所 決定稿 252 1977/5/20 日本テレビ

N01-14839 テレビ 太陽にほえろ！ 生きがい 決定稿 253 1977/5/27 日本テレビ 小川英、高階秋成

N01-14840 テレビ 太陽にほえろ！ 子連れブルース 決定稿 254 1977/6/3 日本テレビ 播磨幸治

N01-14841 テレビ 太陽にほえろ！ 本日多忙 決定稿 255 1977/6/10 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14842 テレビ 太陽にほえろ！ ロッキー刑事登場！ 決定稿 256 1977/6/17 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14843 テレビ 太陽にほえろ！ ロッキー刑事登場！ 改訂稿 256 1977/6/17 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14844 テレビ 太陽にほえろ！ 山男 決定稿 257 1977/6/24 日本テレビ

N01-14845 テレビ 太陽にほえろ！ 愛の追憶 決定稿 258 1977/7/1 日本テレビ 桃井章

N01-14846 テレビ 太陽にほえろ！ 宝くじ 決定稿 260 1977/7/15 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14847 テレビ 太陽にほえろ！ 偽証 決定稿 261 1977/7/22 日本テレビ 小川英、鴨井達比古

N01-14848 テレビ 太陽にほえろ！ 誇り高き刑事 決定稿 262 1977/7/29 日本テレビ

N01-14849 テレビ 太陽にほえろ！ 罠 決定稿 263 1977/8/5 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14850 テレビ 太陽にほえろ！ 撃てなかった拳銃 決定稿 264 1977/8/12 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-14851 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリ、爆発！ 決定稿 265 1977/8/19 日本テレビ 播磨幸治

N01-14852 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリ、爆発！ 改訂稿 265 1977/8/19 日本テレビ 播磨幸治

N01-14853 テレビ 太陽にほえろ！ 逃亡者 決定稿 266 1977/8/26 日本テレビ 小川英、山崎巌
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N01-14854 テレビ 太陽にほえろ！ 追跡者 決定稿 267 1977/9/2 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14855 テレビ 太陽にほえろ！ 偶然 決定稿 268 1977/9/9 日本テレビ 中村勝行

N01-14856 テレビ 太陽にほえろ！ 偶然 改訂稿 268 1977/9/9 日本テレビ 中村勝行

N01-14857 テレビ 太陽にほえろ！ みつばちの家 決定稿 269 1977/9/16 日本テレビ

N01-14858 テレビ 太陽にほえろ！ 殿下とライオン 決定稿 270 1977/9/23 日本テレビ 小川英、高階秋成

N01-14859 テレビ 太陽にほえろ！ 殿下とライオン 改訂稿 270 1977/9/23 日本テレビ 小川英、高階秋成

N01-14860 テレビ 太陽にほえろ！ 秘密 決定稿 271 1977/9/30 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14861 テレビ 太陽にほえろ！ 警察犬潜入す 決定稿 272 1977/10/7 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-14862 テレビ 太陽にほえろ！ 逆恨み 改訂稿 273 1977/10/21 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14863 テレビ 太陽にほえろ！ 帰ってきたスコッチ刑事 改訂稿 274 1977/10/28 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14864 テレビ 太陽にほえろ！ 迷路 決定稿 275 1977/11/4 日本テレビ 小川英、中村勝行

N01-14865 テレビ 太陽にほえろ！ 迷路 改訂稿 275 1977/11/4 日本テレビ 小川英、中村勝行

N01-14866 テレビ 太陽にほえろ！ 初恋 決定稿 276 1977/11/4 日本テレビ 播磨幸治

N01-14867 テレビ 太陽にほえろ！ 身代り 決定稿 277 1977/11/18 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14868 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事嫌い 改訂稿 278 1977/11/25 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14869 テレビ 太陽にほえろ！ 愛と怒り 決定稿 279 1977/12/2 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14870 テレビ 太陽にほえろ！ 狼 決定稿 280 1977/12/9 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14871 テレビ 太陽にほえろ！ わかれ道 決定稿 281 1977/12/16 日本テレビ 田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-14872 テレビ 太陽にほえろ！ 婚約指輪 決定稿 282 1977/12/23 日本テレビ 小川英、うどふみこ

N01-14873 テレビ 太陽にほえろ！ 激突 決定稿 283 1977/12/30 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14874 テレビ 太陽にほえろ！ 正月の家 決定稿 284 1978/1/6 日本テレビ 小川英、田波靖男、安斉あゆ子

N01-14875 テレビ 太陽にほえろ！ 母の香り 改訂稿 285 1978/1/13 日本テレビ 桃井章

N01-14876 テレビ 太陽にほえろ！ 悪意 決定稿 286 1978/1/20 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14877 テレビ 太陽にほえろ！ ある娘 決定稿 287 1978/1/27 日本テレビ 小川英、柏原寛司

N01-14878 テレビ 太陽にほえろ！ 射殺 決定稿 288 1978/2/3 日本テレビ 長野洋

N01-14879 テレビ 太陽にほえろ！ 殿下と少年 決定稿 289 1978/2/10 日本テレビ 小川英、大山のぶ代

N01-14880 テレビ 太陽にほえろ！ 執念 改訂稿 290 1978/2/17 日本テレビ 桃井章、小川英

N01-14881 テレビ 太陽にほえろ！ トラック刑事 決定稿 292 1978/3/3 日本テレビ 柏倉敏之、小川英

N01-14882 テレビ 太陽にほえろ！ 一流大学 決定稿 292 1978/3/3 日本テレビ 小川英、田波靖男、安斉あゆ子

N01-14883 テレビ 太陽にほえろ！ 汚れなき殺人者 決定稿 293 1978/3/10 日本テレビ 中村勝行

N01-14884 テレビ 太陽にほえろ！ 逮捕 決定稿 294 1978/3/17 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14885 テレビ 太陽にほえろ！ 逮捕 改訂稿 294 1978/3/17 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14886 テレビ 太陽にほえろ！ 二つの顔の男 決定稿 295 1978/3/24 日本テレビ 塩田千種

N01-14887 テレビ 太陽にほえろ！ 二つの顔の男 改訂稿 295 1978/3/24 日本テレビ 塩田千種、小川英

N01-14888 テレビ 太陽にほえろ！ 二つの顔の男 改訂稿 295 1978/3/24 日本テレビ 塩田千種、小川英

N01-14889 テレビ 太陽にほえろ！ ミスプリント 改訂稿 296 1978/3/31 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14890 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリ、爆走！ 決定稿 297 1978/4/7 日本テレビ 小川英、柏原寛司
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N01-14891 テレビ 太陽にほえろ！ ルポタージュ・七曲署 決定稿 298 1978/4/14 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14892 テレビ 太陽にほえろ！ ある出逢い 決定稿 299 1978/4/21 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14893 テレビ 太陽にほえろ！ 男たちの詩 決定稿 300 1978/4/28 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14894 テレビ 太陽にほえろ！ 男たちの詩 改訂稿 300 1978/4/28 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14895 テレビ 太陽にほえろ！ 銀河鉄道 決定稿 301 1978/5/5 日本テレビ 小川英、塩田千種

N01-14896 テレビ 太陽にほえろ！ 殺意の証明 決定稿 302 1978/5/12 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14897 テレビ 太陽にほえろ！ お人好し 決定稿 303 1978/5/19 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14898 テレビ 太陽にほえろ！ バスジャックの日 決定稿 304 1978/5/26 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14899 テレビ 太陽にほえろ！ 勲章 決定稿 305 1978/6/2 日本テレビ 小川英、高階秋成

N01-14900 テレビ 太陽にほえろ！ ある決意 決定稿 306 1978/6/9 日本テレビ 畑嶺明

N01-14901 テレビ 太陽にほえろ！ 反転 決定稿 307 1978/6/16 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14902 テレビ 太陽にほえろ！ 新しき家族 決定稿 308 1978/6/23 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14903 テレビ 太陽にほえろ！ 危険な時期 改訂稿 309 1978/6/30 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14904 テレビ 太陽にほえろ！ 再会 決定稿 310 1978/7/7 日本テレビ 長野洋

N01-14905 テレビ 太陽にほえろ！ ある運命 決定稿 311 1978/7/14 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14906 テレビ 太陽にほえろ！ ある運命 改訂稿 311 1978/7/14 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14907 テレビ 太陽にほえろ！ 凶器 改訂稿 312 1978/7/21 日本テレビ 長野洋

N01-14908 テレビ 太陽にほえろ！ 真夏の悪夢 決定稿 313 1978/7/28 日本テレビ 桃井章、小川英

N01-14909 テレビ 太陽にほえろ！ 拝啓　ロッキー刑事様 決定稿 314 1978/8/4 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14910 テレビ 太陽にほえろ！ ライバル 決定稿 315 1978/8/11 日本テレビ 中村勝行

N01-14911 テレビ 太陽にほえろ！ ある人生 決定稿 316 1978/8/18 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14912 テレビ 太陽にほえろ！ 殺人者に時効はない 決定稿 317 1978/8/25 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14913 テレビ 太陽にほえろ！ カレーライス 決定稿 318 1978/9/1 日本テレビ 小川英、四十物光男、桜井一孝

N01-14914 テレビ 太陽にほえろ！ 年上の女 決定稿 319 1978/9/8 日本テレビ 小川英、大山のぶ代

N01-14915 テレビ 太陽にほえろ！ 翔べないカナリア 決定稿 320 1978/9/15 日本テレビ 小川英、塩田千種

N01-14916 テレビ 太陽にほえろ！ 翔べないカナリア 改訂稿 320 1978/9/15 日本テレビ 小川英、塩田千種

N01-14917 テレビ 太陽にほえろ！ 朝顔 決定稿 321 1978/9/22 日本テレビ 長野洋

N01-14918 テレビ 太陽にほえろ！ 誤射 決定稿 322 1978/9/29 日本テレビ 小川英、うどふみこ

N01-14919 テレビ 太陽にほえろ！ 愛は何処へ 決定稿 323 1978/10/6 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14920 テレビ 太陽にほえろ！ 愛よさらば 決定稿 324 1978/10/13 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14921 テレビ 太陽にほえろ！ 波止場 決定稿 325 1978/10/20 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14922 テレビ 太陽にほえろ！ 波止場 改訂稿 325 1978/10/20 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14923 テレビ 太陽にほえろ！ 捜査 決定稿 326 1978/10/27 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14924 テレビ 太陽にほえろ！ タイムリミット 決定稿 329 1978/11/17 日本テレビ 長野洋

N01-14925 テレビ 太陽にほえろ！ 天使の微笑み 決定稿 330 1978/11/24 日本テレビ 塩田千種、小川英

N01-14926 テレビ 太陽にほえろ！ 新曲 決定稿 331 1978/12/1 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14927 テレビ 太陽にほえろ！ 冬の訪問者 決定稿 332 1978/12/8 日本テレビ 杉村のぼる、小川英
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N01-14928 テレビ 太陽にほえろ！ 刑事の約束 決定稿 333 1978/12/15 日本テレビ 長野洋

N01-14929 テレビ 太陽にほえろ！ 窓 決定稿 334 1978/12/22 日本テレビ 桃井章

N01-14930 テレビ 太陽にほえろ！ ある結末 改訂稿 335 1978/12/29 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14931 テレビ 太陽にほえろ！ ドジな二人 決定稿 336 1979/1/5 日本テレビ 田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-14932 テレビ 太陽にほえろ！ ドジな二人 改訂稿 336 1979/1/5 日本テレビ 田波靖男、安斉あゆ子、小川英

N01-14933 テレビ 太陽にほえろ！ 偽装 改訂稿 337 1979/1/12 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14934 テレビ 太陽にほえろ！ 偽装 決定稿 337 1979/1/12 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14935 テレビ 太陽にほえろ！ 愛と殺人 決定稿 338 1979/1/19 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14936 テレビ 太陽にほえろ！ 愛と殺人 改訂稿 338 1979/1/19 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14937 テレビ 太陽にほえろ！ 愛と殺人 改訂稿 338 1979/1/19 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-14938 テレビ 太陽にほえろ！ 暴発 決定稿 339 1979/1/26 日本テレビ 柏原寛司

N01-14939 テレビ 太陽にほえろ！ 勝利者 決定稿 340 1979/2/2 日本テレビ 小川英、高橋紀子

N01-14940 テレビ 太陽にほえろ！ 同期生 決定稿 341 1979/2/9 日本テレビ 長野洋

N01-14941 テレビ 太陽にほえろ！ 同期生 改訂稿 341 1979/2/9 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14942 テレビ 太陽にほえろ！ 夢 決定稿 342 1979/2/16 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14943 テレビ 太陽にほえろ！ 何故 改訂稿 342 1979/2/16 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14944 テレビ 太陽にほえろ！ 希望のサンバ 決定稿 343 1979/2/23 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14945 テレビ 太陽にほえろ！ 希望のサンバ 改訂稿 343 1979/2/23 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16655 テレビ 太陽にほえろ！ 希望のサンバ 決定稿 343 1979/2/23 日本テレビ

N01-14946 テレビ 太陽にほえろ！ 告発 決定稿 345 1979/3/9 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-14947 テレビ 太陽にほえろ！ 華麗なる証人 決定稿 346 1979/3/16 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14948 テレビ 太陽にほえろ！ 華麗なる証人 改訂稿 346 1979/3/16 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-14949 テレビ 太陽にほえろ！ 謹慎処分 決定稿 347 1979/3/23 日本テレビ 杉村のぼる、小川英

N01-14950 テレビ 太陽にほえろ！ ジュンとキング 決定稿 348 1979/3/30 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-14951 テレビ 太陽にほえろ！ ジュンとキング 改訂稿 348 1979/3/30 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-14952 テレビ 太陽にほえろ！ 見知らぬ乗客 決定稿 349 1979/4/6 日本テレビ 中村勝行

N01-14953 テレビ 太陽にほえろ！ 高校時代 決定稿 350 1979/4/13 日本テレビ 畑嶺明、皆川隆之、小川英

N01-14954 テレビ 太陽にほえろ！ 密室殺人 決定稿 351 1979/4/20 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14955 テレビ 太陽にほえろ！ 密室殺人 改訂稿 351 1979/4/20 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-14956 テレビ 太陽にほえろ！ ラスト・チャンス 決定稿 353 1979/5/4 日本テレビ

N01-14957 テレビ 太陽にほえろ！ 交番爆破 決定稿 354 1979/5/11 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-14958 テレビ 太陽にほえろ！ ボス 決定稿 355 1979/5/18 日本テレビ 鎌田敏夫

N01-14959 テレビ 太陽にほえろ！ 制服を狙え！ 決定稿 356 1979/5/25 日本テレビ 杉村のぼる、小川英、原隆仁

N01-09032 テレビ 太陽にほえろ！ 犯罪スケジュール 決定稿 357 1979/6/1 日本テレビ 中村勝行
デジタル
化（館
内）

N01-09033 テレビ 太陽にほえろ！ 犯罪スケジュール 改訂稿 357 1979/6/1 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-09034 テレビ 太陽にほえろ！ 愛の暴走原案 決定稿 358 1979/6/8 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09035 テレビ 太陽にほえろ！ ジョギング・コース 決定稿 359 1979/6/15 日本テレビ 渡邉由自、小川英



「た」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-09036 テレビ 太陽にほえろ！ 殺人鬼原案 決定稿 361 1979/6/29 日本テレビ 小川英、杉村のぼる

N01-09037 テレビ 太陽にほえろ！ 13日金曜日・ボン最期の日 改訂稿 363 1979/7/13 日本テレビ 長野洋

N01-09038 テレビ 太陽にほえろ！ スニーカー刑事登場！ 決定稿 364 1979/7/20 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09039 テレビ 太陽にほえろ！ その一瞬……！ 決定稿 365 1979/7/27 日本テレビ 中村勝行

N01-09040 テレビ 太陽にほえろ！ 真夜中の殺意 決定稿 366 1979/8/3 日本テレビ 古内一成、小川英

N01-09041 テレビ 太陽にほえろ！ 跳べ！スニーカー 決定稿 367 1979/8/10 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16656 テレビ 太陽にほえろ！ 跳べ！スニーカー 決定稿 367 1979/8/10 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09042 テレビ 太陽にほえろ！ 事件の背景 決定稿 368 1979/8/17 日本テレビ 小川英、柏倉敏之

N01-09043 テレビ 太陽にほえろ！ その一言 決定稿 369 1979/8/24 日本テレビ 長野洋

N01-09044 テレビ 太陽にほえろ！ 恐怖の食卓 決定稿 370 1979/8/31 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-09045 テレビ 太陽にほえろ！ 愛するもののために 決定稿 371 1979/9/7 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09046 テレビ 太陽にほえろ！ 愛するもののために 改訂稿 371 1979/9/7 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16657 テレビ 太陽にほえろ！ 愛するもののために 改訂稿 371 1979/9/7 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09047 テレビ 太陽にほえろ！ 疑わしきは 改訂稿 373 1979/9/21 日本テレビ 中村勝行

N01-09048 テレビ 太陽にほえろ！ 直感 決定稿 374 1979/9/28 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-09049 テレビ 太陽にほえろ！ 護送 決定稿 375 1979/10/5 日本テレビ 長野洋

N01-09050 テレビ 太陽にほえろ！ 右往左往 決定稿 376 1979/10/12 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09051 テレビ 太陽にほえろ！ 秋深く 決定稿 377 1979/10/19 日本テレビ 小川英、渡邉由自

N01-09052 テレビ 太陽にほえろ！ やさしい棘 決定稿 378 1979/10/26 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-09053 テレビ 太陽にほえろ！ 見込捜査 改訂稿 380 1979/11/9 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16658 テレビ 太陽にほえろ！ 見込捜査 改訂稿 380 1979/11/9 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09054 テレビ 太陽にほえろ！ ともしび 決定稿 381 1979/11/16 日本テレビ 尾西兼一、小川英

N01-16659 テレビ 太陽にほえろ！ ともしび 決定稿 381 1979/11/16 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09055 テレビ 太陽にほえろ！ 甘ったれ 決定稿 382 1979/11/23 日本テレビ 長野洋

N01-09056 テレビ 太陽にほえろ！ 兄貴 決定稿 383 1979/11/30 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-09057 テレビ 太陽にほえろ！ 兄貴 改訂稿 383 1979/11/30 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-09058 テレビ 太陽にほえろ！ 命 決定稿 384 1979/12/7 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09059 テレビ 太陽にほえろ！ 死 決定稿 385 1979/12/14 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09060 テレビ 太陽にほえろ！ 死 改訂稿 385 1979/12/14 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09061 テレビ 太陽にほえろ！ 信頼 決定稿 386 1979/12/21 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16660 テレビ 太陽にほえろ！ 信頼 決定稿 386 1979/12/21 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09062 テレビ 太陽にほえろ！ バスを待っていた女 決定稿 387 1979/12/28 日本テレビ 小川英、石川孝人

N01-09063 テレビ 太陽にほえろ！ 雨の中の女 改訂稿 387 1979/12/28 日本テレビ 小川英、石川孝人

N01-09064 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリラ 決定稿 388 1980/1/4 日本テレビ 長野洋

N01-09065 テレビ 太陽にほえろ！ 心の重荷 決定稿 389 1980/1/11 日本テレビ 渡邉由自、小川英

N01-09066 テレビ 太陽にほえろ！ 二十歳の殺人 改訂稿 390 1980/1/18 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16661 テレビ 太陽にほえろ！ 二十歳の殺人 改訂稿 390 1980/1/18 日本テレビ 小川英、尾西兼一
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N01-09067 テレビ 太陽にほえろ！ 黄色いボタン 決定稿 391 1980/1/25 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09068 テレビ 太陽にほえろ！ 黄色いボタン 改訂稿 391 1980/1/25 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09069 テレビ 太陽にほえろ！ 流れ物 決定稿 392 1980/2/1 日本テレビ 柏原寛司

N01-09070 テレビ 太陽にほえろ！ 流れ物 改訂稿 392 1980/2/1 日本テレビ 柏原寛司、小川英

N01-09071 テレビ 太陽にほえろ！ 密偵 決定稿 393 1980/2/8 日本テレビ 長野洋

N01-09072 テレビ 太陽にほえろ！ 鮫やんの受験戦争 決定稿 394 1980/2/15 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-09073 テレビ 太陽にほえろ！ 爆破魔 決定稿 395 1980/2/22 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09074 テレビ 太陽にほえろ！ 記念樹 改訂稿 396 1980/2/29 日本テレビ 塩田千種、小川英

N01-09075 テレビ 太陽にほえろ！ 音の告発 決定稿 397 1980/3/7 日本テレビ 中村勝行、小川英

N01-09076 テレビ 太陽にほえろ！ 名残り雪 決定稿 398 1980/3/14 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09077 テレビ 太陽にほえろ！ 廃墟の決闘 決定稿 399 1980/3/21 日本テレビ 長野洋

N01-09078 テレビ 太陽にほえろ！ スコッチ・イン・沖縄 決定稿 400 1980/3/28 日本テレビ 長野洋

N01-09079 テレビ 太陽にほえろ！ 紙飛行機 決定稿 401 1980/4/4 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09080 テレビ 太陽にほえろ！ 島刑事よ、安らかに 決定稿 402 1980/4/18 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09081 テレビ 太陽にほえろ！ 罪と罰 決定稿 403 1980/4/25 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09082 テレビ 太陽にほえろ！ 鍵のかかった引出し 決定稿 404 1980/5/2 日本テレビ 小川英、畑嶺明

N01-09083 テレビ 太陽にほえろ！ 時効 決定稿 405 1980/5/9 日本テレビ 四十物光男、小川英

N01-09084 テレビ 太陽にほえろ！ 島刑事よ、さようなら 決定稿 406 1980/5/16 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09085 テレビ 太陽にほえろ！ 都会の潮騒 決定稿 407 1980/5/23 日本テレビ 柏原寛司

N01-09086 テレビ 太陽にほえろ！ スコッチ誘拐 決定稿 408 1980/5/30 日本テレビ 中村勝行

N01-09087 テレビ 太陽にほえろ！ スコッチ誘拐 改訂稿 408 1980/5/30 日本テレビ 中村勝行

N01-09088 テレビ 太陽にほえろ！ 英雄 決定稿 409 1980/6/6 日本テレビ 長野洋

N01-09089 テレビ 太陽にほえろ！ 英雄 改訂稿 409 1980/6/6 日本テレビ 長野洋、小川英

N01-09090 テレビ 太陽にほえろ！ 捜査だけが人生じゃない 決定稿 410 1980/6/13 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16662 テレビ 太陽にほえろ！ 捜査だけが人生じゃない 決定稿 410 1980/6/13 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09091 テレビ 太陽にほえろ！ 長さんが人を撃った 決定稿 411 1980/6/20 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09092 テレビ 太陽にほえろ！ 似顔絵 改訂稿 412 1980/6/27 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-09093 テレビ 太陽にほえろ！ エーデルワイズ 決定稿 413 1980/7/4 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09094 テレビ 太陽にほえろ！ エーデルワイズ 改訂稿 413 1980/7/4 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-09095 テレビ 太陽にほえろ！ 島刑事よ、永遠に 決定稿 414 1980/7/11 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-09096 テレビ 太陽にほえろ！ 島刑事よ、永遠に 改訂稿 414 1980/7/11 日本テレビ 畑嶺明、小川英

N01-09097 テレビ 太陽にほえろ！ ドクター刑事登場！ 決定稿 415 1980/7/18 日本テレビ 長野洋

N01-09098 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリさんが殺人犯？ 決定稿 416 1980/7/25 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09099 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリさんが殺人犯？ 改訂稿 416 1980/7/25 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16663 テレビ 太陽にほえろ！ ゴリさんが殺人犯？ 決定稿 416 1980/7/25 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-09100 テレビ 太陽にほえろ！ ボスの誕生日 決定稿 417 1980/8/1 日本テレビ 小川英、尾西兼一、小木曽豊一

N01-16664 テレビ 太陽にほえろ！ ボスの誕生日 決定稿 417 1980/8/1 日本テレビ 小川英、尾西兼一、小木曽豊一
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N01-09101 テレビ 太陽にほえろ！ 恋人 決定稿 418 1980/8/8 日本テレビ 小川英、古内一成、渡邉由自

N01-09102 テレビ 太陽にほえろ！ 禁じられた怒り 決定稿 419 1980/8/15 日本テレビ 長野洋

N01-14164 テレビ 太陽にほえろ！ 禁じられた怒り 改訂稿 419 1980/8/15 日本テレビ 長野洋

N01-14165 テレビ 太陽にほえろ！
あなたは早瀬婦警を妻としま

すか
決定稿 420 1980/8/22 日本テレビ 柏原寛司

N01-14166 テレビ 太陽にほえろ！
あなたは早瀬婦警を妻としま

すか
改訂稿 420 1980/8/22 日本テレビ 柏原寛司

N01-14167 テレビ 太陽にほえろ！ ドックとスニーカー 決定稿 421 1980/8/29 日本テレビ 古内一成、小川英

N01-14168 テレビ 太陽にほえろ！ ドックとスニーカー 改訂稿 421 1980/8/29 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-14169 テレビ 太陽にほえろ！ 令子、俺を思い出せ！！ 決定稿 422 1980/9/5 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14170 テレビ 太陽にほえろ！ 令子、俺を思い出せ！！ 改訂稿 422 1980/9/5 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14171 テレビ 太陽にほえろ！ 心優しき戦士たち 決定稿 423 1980/9/12 日本テレビ 小川英、君塚良一

N01-14172 テレビ 太陽にほえろ！ 拳銃を追え！ 決定稿 424 1980/9/19 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14173 テレビ 太陽にほえろ！ 愛の詩ー島刑事に捧ぐ 決定稿 425 1980/9/26 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-14174 テレビ 太陽にほえろ！ 愛の終曲 決定稿 426 1980/10/3 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16665 テレビ 太陽にほえろ！ 愛の終曲 決定稿 426 1980/10/3 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14175 テレビ 太陽にほえろ！ 小さな目撃者 決定稿 427 1980/10/10 日本テレビ 長野洋

N01-14176 テレビ 太陽にほえろ！ ドック対ドックリ 決定稿 428 1980/10/17 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14177 テレビ 太陽にほえろ！ 不良少年 決定稿 429 1980/10/24 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16666 テレビ 太陽にほえろ！ 不良少年 決定稿 429 1980/10/24 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14178 テレビ 太陽にほえろ！ 東京大追跡 改訂稿 430 1980/10/31 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14179 テレビ 太陽にほえろ！ 誰が彼を殺したか 決定稿 431 1980/11/7 日本テレビ 小川英、古内一成

N01-14180 テレビ 太陽にほえろ！ スリ学入門 決定稿 432 1980/11/14 日本テレビ 古内一成、小川英

N01-14181 テレビ 太陽にほえろ！ 金髪のジェニー 決定稿 433 1980/11/21 日本テレビ 柏原寛司

N01-14182 テレビ 太陽にほえろ！ ある誘拐 決定稿 434 1980/11/28 日本テレビ 小川英、君塚良一

N01-14183 テレビ 太陽にほえろ！ スター 決定稿 435 1980/12/5 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-16667 テレビ 太陽にほえろ！ スター 決定稿 435 1980/12/5 日本テレビ 小川英、尾西兼一

N01-14184 テレビ 太陽にほえろ！ 父親 決定稿 436 1980/12/12 日本テレビ 長野洋

N01-14185 テレビ 太陽にほえろ！ ニセモノ・ほんもの 決定稿 437 1980/12/19 日本テレビ 小川英、四十物光男

N01-14186 テレビ 太陽にほえろ！ 調室 決定稿 438 1980/12/26 日本テレビ 峯尾基三

N01-02166 テレビ 太陽に向って 第一稿 261 1961/12/3 TBS 椎名利夫
デジタル
化（館
内）

N01-02167 テレビ 太陽に向って 第一稿 261 1961/12/3 TBS 椎名利夫

N01-03852 テレビ 太陽の子マタラベ 打合稿 1 1977/9/1 NHK 横田弘行

N01-04135 ラジオ 太陽の子マタラベ ～奄美の民話から～ 決定稿 1
1977/9/1、2、7

～9
NHK 横田弘行

N01-08574 テレビ 太陽の子マタラベ 打合稿 1 1977/9/1 NHK 横田弘行

N01-08575 テレビ 太陽の子マタラベ 決定稿 1 1977/9/1 NHK 横田弘行

N01-03853 テレビ 太陽の子マタラベ ～奄美の民話から～ 打合稿 2 1977/9/14～16 NHK 横田弘行

N01-03854 テレビ 太陽の子マタラベ ～奄美の民話から～ 決定稿 2 1977/9/14～16 NHK 横田弘行

N01-08572 テレビ 太陽の子マタラベ 打合稿 2 1977/9/14 NHK 横田弘行
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N01-08573 テレビ 太陽の子マタラベ 決定稿 2 1977/9/14 NHK 横田弘行

N01-17808 テレビ タウン5 決定稿 (?)/5/30 日本テレビ 玉井冽、内海譲司

N01-17844 テレビ タウン5 決定稿 (?) 日本テレビ

N01-17846 テレビ タウン5 パイロット版 (?) 日本テレビ

N01-17948 テレビ タウン5
決定稿。シュミ
レーション用

1 (?)/3/29 日本テレビ

N01-17936 テレビ タウン5 決定稿 10 (?)/6/6 日本テレビ 玉井冽、内海譲司

N01-19684 テレビ タウンタウン 1970/10/3 TBS 遠藤淳

N01-15847 ラジオ 鷹 1972/5/13 NHK 高橋辰雄

N01-12176 ラジオ 高嶋ヒゲ武のカルメン 1～5 1977/7/18～29
ニッポン放

送
水原明人

N01-12175 ラジオ 高嶋ヒゲ武のオペラ・カルメン 6～10 1977/7/25～29
ニッポン放

送
水原明人

N01-12223 ラジオ 高島ヒゲ武の坊っちゃん 1～5 (?)/6/14～18
ニッポン放

送
水原明人

N01-12224 ラジオ 高島ヒゲ武の坊っちゃん 6～10 (?)/6/21～25
ニッポン放

送
水原明人

M029 N01-40676 ラジオ 高瀬舟 1957/11/3 新日本放送 高橋昇之助

N01-21546 テレビ 高峰三枝子ゴールデンスターショー (?)/8/12 テレビ東京 曽我部博士、野村六助、北英祥

N01-05375 ラジオ 滝口入道 1 1963/3/5 NHK 高山樗牛

N01-05376 ラジオ 滝口入道 2 1963/3/6 NHK 高山樗牛

N01-05377 ラジオ 滝口入道 3 1963/3/7 NHK 高山樗牛

N01-05378 ラジオ 滝口入道 4 1963/3/8 NHK 高山樗牛

N01-05379 ラジオ 滝口入道 5 1963/3/8 NHK 高山樗牛

M021 N01-40519 ラジオ 卓上日記 1953/5/21 NHK 久保田耕一

M054 N01-41190 ラジオ 卓上日記 1953/9/6 NHK 久保田耕一

M054 N01-41196 ラジオ 卓上日記 1953/10/21 NHK 久保田耕一

N01-03125 ラジオ 啄木特集番組 (?) 米内アキ

平014 N01-45103 ラジオ 健の犯罪 1951/9/14 NHK 三好十郎

M054 N01-41192 ラジオ 竹の木戸 1953/10/6 NHK 宇野信夫
デジタル
化（館
内）

N01-18156 テレビ 竹村健一のパワースタジオ 1 (?)/1/20、23 群馬テレビ 柴田昭

N01-18155 テレビ 竹村健一のパワースタジオ 3 (?)/2/3 群馬テレビ 柴田昭

N01-15775 ラジオ 章魚 1967/7/2 NHK 佐藤竜太

N01-15776 ラジオ 章魚 1967/7/2 NHK 佐藤竜太

N01-24628 ラジオ 章魚 1967/7/2 NHK 佐藤竜太

N01-00438 ラジオ 黄昏の名古屋の街よ 1960/9/(?) NHK 内村直也

N01-00501 ラジオ 黄昏の名古屋の街よ 1960/9/(?) 第2放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00110 ラジオ 黄昏れの名古屋の街よ 1959/10/9 NHK 内村直也

N01-00117 ラジオ 黄昏れの名古屋の街よ 1959/10/9 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02387 テレビ ただいま11人 頼りにしてますよ 改訂稿 16 (?)/9/17 TBS 椎名利夫

N01-02388 テレビ ただいま11人 お母さんの賭け 21
1964～

1967/(?)/(?)
TBS 椎名利夫

N01-24234 テレビ ただいま11人
ロケ用アテレコ

稿
71 (?) TBS
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N01-24235 テレビ ただいま11人 愛 スタッフ稿 75 (?)/11/18 TBS 橋田壽賀子

N01-24236 テレビ ただいま11人 愛
ロケ用アテレコ

稿
75 (?)/11/18 TBS 橋田壽賀子

N01-24237 テレビ ただいま11人 美しき結婚 改訂稿 76 (?)/11/25 TBS 橋田壽賀子

N01-24238 テレビ ただいま11人 美しき結婚
ロケ用アテレコ

稿
76 (?)/11/25 TBS 橋田壽賀子

N01-24239 テレビ ただいま11人 美しき結婚 改訂稿 76 (?)/11/25 TBS 橋田壽賀子

N01-24240 テレビ ただいま11人 八つのハンバーグ 77 (?)/12/2 TBS

N01-24241 テレビ ただいま11人 八つのハンバーグ
ロケ用アテレコ

稿
77 (?) TBS

N01-24242 テレビ ただいま11人
ロケ用アテレコ

稿
78 (?) TBS

N01-24243 テレビ ただいま11人 西と東 改訂稿 79 (?)/12/16 TBS 稲葉明子

N01-24244 テレビ ただいま11人 菊かおる 改訂稿 125 (?)/11/3 TBS 高藤彰子

N01-02386 テレビ ただいま11人 母のバカンス (?)/7/23 TBS 椎名利夫
デジタル
化（館
内）

N01-02389 テレビ ただいま11人 こんにちわ、お父さん（仮題） (?)/9/17 TBS 椎名利夫

N01-06605 テレビ ただいま参上！ 1964/12/4 NHK 井上ひさし
デジタル
化（館
内）

N01-11917 テレビ ただいま同居中 4 [1970]/1/27 TBS 田代淳二

N01-11918 テレビ ただいま同居中 改訂稿 5 [1970]/2/3 TBS 田代淳二

N01-11919 テレビ ただいま同居中 6 [1970]/2/10 TBS 田代淳二

N01-18276 テレビ ただいま発言中 国民と政治の接点 1 1969/10/5 テレビ朝日 野村六助

N01-19623 テレビ ただいま発言中 いつ下がるブタ肉価格 2 1969/10/12 テレビ朝日 野村六助

N01-19624 テレビ ただいま発言中 外資攻勢と日本経済 3 1969/10/19 テレビ朝日 野村六助

N01-19625 テレビ ただいま発言中 都市開発とその展望 4 1969/10/26 テレビ朝日 野村六助

N01-19626 テレビ ただいま発言中 6 1969/11/9 テレビ朝日 野村六助

N01-19628 テレビ ただいま発言中 沖縄交渉の核心 7 1969/11/16 テレビ朝日 野村六助

N01-19629 テレビ ただいま発言中 七十年と治安 8 1969/11/23 テレビ朝日 野村六助

N01-19627 テレビ ただいま発言中 70年代の日米経済 11 1969/12/14 テレビ朝日 野村六助

N01-19622 テレビ ただいま発言中 どうなるか…今後の米作り 12 1969/12/21 テレビ朝日 野村六助

N01-20462 テレビ ただ今ヒット中！！水前寺清子LPコーナー 1969/7/23 テレビ東京 田村隆

N01-12286 テレビ ただいま見習い中 花婿見習中
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 永井素夫、瀬川昌治

N01-12287 テレビ ただいま見習い中 ホテルは踊る
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 吉岡道夫

N01-12288 テレビ ただいま見習い中 ヒゲのない女房
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 小宮敬

N01-12289 テレビ ただいま見習い中 歩くな、走れ！
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 鳴子京太

N01-12290 テレビ ただいま見習い中 人生いつも見習中
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 田村多津夫、川崎徹広

N01-12291 テレビ ただいま見習い中 ボクサーものがたり
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 松田暢子

N01-12292 テレビ ただいま見習い中 空は晴れても
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 小松君郎

N01-12293 テレビ ただいま見習い中 マラソン人生
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 新井豊、松元力、川崎徹広

N01-12294 テレビ ただいま見習い中 くたばれハイヒール
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 宮田達男

デジタル
化（館
内）

N01-12295 テレビ ただいま見習い中 大空よこんにちは
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 向田邦子

N01-12296 テレビ ただいま見習い中 社長見習
[1966～

1967]/(?)/(?)
フジテレビ 杉本彰
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N01-05599 テレビ ただいま浪人 2 (?) フジテレビ 鴨三七 BC複写

N01-05600 テレビ ただいま浪人 3 (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-05601 テレビ ただいま浪人 5 (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-05602 テレビ ただいま浪人 8 (?) フジテレビ 鴨三七

N01-05603 テレビ ただいま浪人 9 (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-05604 テレビ ただいま浪人 11(終) (?) フジテレビ 大藪郁子

N01-13661 テレビ 戦いすんで日が暮れて 1 [1969]/11/17 日本テレビ 椎名利夫

N01-13662 テレビ 戦いすんで日が暮れて 2 [1969]/11/24 日本テレビ 椎名利夫

N01-13663 テレビ 戦いすんで日が暮れて 3 [1969]/12/1 日本テレビ 家城巳代治、椎名利夫

N01-13664 テレビ 戦いすんで日が暮れて 4 [1969]/12/8 日本テレビ 家城巳代治、椎名利夫

N01-13665 テレビ 戦いすんで日が暮れて 5 [1969]/12/15 日本テレビ 家城巳代治、椎名利夫

N01-13666 テレビ 戦いすんで日が暮れて 6 [1969]/12/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-13667 テレビ 戦いすんで日が暮れて 7 [1969]/12/29 日本テレビ 椎名利夫

N01-03204 ラジオ ただ一つ永遠なるもの 改訂稿 1956/5/22 ラジオ東京 窪田篤人

N01-03212 ラジオ ただ一つ永遠なるもの 未定稿 1959/5/8 ラジオ東京 窪田篤人

N01-13912 ラジオ ただ一人（仮題） 1975/5/9 NHK 岸宏子

N01-07931 テレビ 立ちんぼ 1961/11/7 フジテレビ 川口松太郎

N01-02748 テレビ 脱線大江戸三人男 カッパ一号機 1962/3/27 TBS 津路嘉郎

N01-02811 テレビ 脱線警察日記 1957/10/23 日本テレビ 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-02816 テレビ 脱線歳末風景 1958/12/10 日本テレビ 酒井俊

N01-02812 テレビ 脱線商売往来 事件記者の巻 1958/11/5 日本テレビ 塚田茂

N01-02813 テレビ 脱線商売往来 そばやの巻 1958/10/22 日本テレビ 塚田茂

N01-02815 テレビ 脱線スキー教室 1958/12/3 日本テレビ 塚田茂

N01-02720 テレビ 脱線トリオショー 脱線スポーツ講座 1961/9/5 TBS 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-02721 テレビ 脱線トリオショー 脱線夏期講座 1 1961/7/4 TBS 塚田茂

N01-02729 テレビ 脱線トリオショー 脱線趣味講座 4 1961/8/1 TBS 塚田茂

N01-02731 テレビ 脱線トリオショー 脱線商売講座 7 1961/8/22 TBS 塚田茂

N01-02730 テレビ 脱線トリオショー 続脱線商売講座 12 1961/9/26 TBS 塚田茂

N01-02814 テレビ 脱線病院は大騒ぎ 1959/1/21 日本テレビ 塚田茂

N01-02810 テレビ 脱線役者稼業 1959/2/11 日本テレビ 塚田茂

N01-00941 テレビ たった一度の逢いびき スタッフ稿 19 1961/2/11 TBS 小野田勇

N01-19857 ラジオ たったひとりの汽車 1976/9/23 NHK 保富康午

N01-02404 ラジオ 辰巳婦言 1953/9/30 TBSラジオ 久保田万太郎
デジタル
化（館
内）

N01-03260 テレビ 蓼喰ふ蟲 1963/4/26 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-24933 テレビ たとえば、愛 1～4 (?)

N01-24934 テレビ たとえば、愛 5～8 (?)

N01-24935 テレビ たとえば、愛 9～13 (?)



「た」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-51103
ビデオ・
DVD・CD

たなばたたんたろう (?) 横田弘行

N01-10882 ラジオ 谷啓のサタデイ・ショック (?)/7/24・31 TBS 津瀬宏、遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-10883 ラジオ 谷啓のサタデイ・ショック (?)/8/14・28 TBS 遠藤淳

N01-08823 テレビ 谷啓のマヌケ人間（仮題） こだまが丘 改訂稿 1 1966/6/27 TBS 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-19673 ラジオ 谷啓のミスター・ラジカル

値上げに賛成/マイホーム主
義よ栄えあれ/男と女/ある会
話/ずいずいずっころばし/傍

観者

23週 [1969]/9/22～27 TBS 八木柊一郎

N01-19675 ラジオ 谷啓のミスター・ラジカル

万博見るなら始まる前かすん
だあとにしろ/そんな先生時代
/いったい誰が悪いんだ/親父
よ、矛盾を犯せ/完全女性上
位時代よ来い/みんな評論家

になるべし

24週
[1969]/9/29～

10/4
TBS 遠藤啄郎

N01-19672 ラジオ 谷啓のミスター・ラジカル

身の上保険のすすめ/ペット飼
うなら猛獣に/ラジカルに怒ろ
う/キミも大作家/ラジカルな童

話/ラジカルなヘソクリ

25週 [1969]/10/6～11 TBS 鎌田忠良

N01-19674 ラジオ 谷啓のミスター・ラジカル

安かろう悪かろう/男は家に入
ろう/若者よ自分の言葉を持と
う/女性よ胸をひらこう/ボーリ
ングはスポーツか/足もとを見

よう

27週
[1969]/10/20～

25
TBS 小沢洋

N01-19671 ラジオ 谷啓のミスター・ラジカル

冒険よコンニチワ/イスラエル
より愛をこめて/ポール・ゴー
ギャン/国えらんで山河あり/
愛国の花/サウス・オブ・ボー

ダー

28週
[1969]/10/27～

11/1
TBS 岩間芳樹

デジタル
化（館
内）

N01-19676 ラジオ 谷啓のミスター・ラジカル

母性愛とは幻にすぎぬ/公正・
中立・客観主義？/この世はな
がら/一人っ子と長男長女は
誘拐されやすい/コンピュー

ターは奴隷だ/お医者さんごっ
こ

32週
[1969]/11/24～

29
TBS 遠藤淳

平029 N01-45214 ラジオ 谷の音 1951/2/1 NHK 水沢草田夫
デジタル
化(一般
公開)

N01-07503 テレビ ダニロヴァからもらったトウ・シューズ 1958/4/29
KRテレビ
（TBS)

桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-01939 テレビ 他人のこと 改訂稿 1964/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-00439 ラジオ 他人の血 1961/6/12 NHK 内村直也

N01-00440 ラジオ 他人の血 訂正台本 1961/6/12 NHK 内村直也

N01-05487 ラジオ 他人の血 1961/6/12 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02947 テレビ たぬき（仮題） 改訂稿 (?) 日本テレビ 大西信行

N01-04152 テレビ 狸と庄助 1953/12/14 日本テレビ 滝沢てるを

M008 N01-40216 ラジオ タネ茄子は残しておけ 1955/4/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-01370 テレビ タネまくゴンベの物語 第一話　鶏とダンプカー 準備稿 1～4 (?) 横田弘行

N01-01371 テレビ タネまくゴンベの物語 第一話　鶏とダンプカー 準備稿 1～4 (?) 横田弘行

N01-21977 テレビ たのきん全力投球 準備稿 40 (?)/1/16 TBS

N01-07134 テレビ 楽しいコーラス
オーディション

用
(?) NHK 保富康午

N01-20658 テレビ 楽しいコーラス 1965/1/10 NHK 堀内完

N01-22711 テレビ 楽しいコーラス 2 1965/1/17 NHK 堀内完

N01-20704 テレビ 楽しさ12か月　歌のグランドフェスティバル 決定稿 1979/4/12 テレビ東京 保富康午、水根重光

N01-24451 テレビ 旅がらす事件帖
晴れて笑顔の目ン無い千鳥

(仮題)
決定稿 1 [1980/10/7] 関西テレビ 宮川一郎

N01-24452 テレビ 旅がらす事件帖 涙に濡れた女鈴 決定稿 4 [1980/10/28] KTV 宮川一郎

N01-11327 テレビ 旅がらす事件帖 決定稿 21 (?) 関西テレビ 星川清司
デジタル
化（館
内）

N01-18268 テレビ 旅に出よう！ 各駅停車の旅 11 1972/12/10 フジテレビ 野村六助

N01-02818 テレビ 旅は青空 7 1961/9/14 フジテレビ 塚田茂



「た」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-22375 テレビ 旅はデリシャス (?)/2/16 朝日放送 南川泰三

N01-23316 テレビ たまりまセブン大放送！ スタッフ稿 1 [1977]/10/5 TBS
奥山侊伸、沢口義明、原すすむ、つ

かさけんじ、居作中一

N01-20509 テレビ 田宮二郎ゴールデンナイトショー 5 1969/5/3 伊藤裕弘

N01-09996 ラジオ 手向ける 1971/5/16 NHK 茂木草介

N01-05497 ラジオ ダムの底に眠りありや 1962/2/24 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-12237 ラジオ タモリのゴルゴ13 1～5 1977/5/30～6/3
ニッポン放

送
水原明人

N01-12231 ラジオ タモリの誓いのチェッカー 1～5 1977/5/23～27
ニッポン放

送
水原明人

N01-08767 ラジオ タラク山の大グマ 1 1977/2/7
NHK第二放

送
横田弘行

N01-51102 ラジオ タラク山の大グマ 1 1977/2/7 NHK 横田弘行

N01-08770 ラジオ タラク山の大グマ 2 1977/2/14 NHK 横田弘行

N01-08558 ラジオ タラク山の大グマ 2 1977/2/14 NHK 横田弘行

N01-15998 ラジオ 多良間しょんかね考 1970/10/31 NHK-FM 山田隆之

N01-15999 ラジオ 多良間しょんかね考 1970/10/31 NHK-FM 山田隆之

N01-16965 ラジオ 多良間しょんかね考 1970/(?)/(?) NHK 山田隆之

N01-11235 テレビ 達磨大助事件帳 地獄の沙汰も銭 決定稿 27 (?) テレビ朝日 石森史郎

N01-09690 ラジオ 誰かとだれか (?) TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-15866 ラジオ 誰もこない部屋 1968/4/6 NHK 安水稔和

N01-02955 ラジオ 弾丸よりも迅く 1962/4/16
ニッポン放

送
神吉拓郎

デジタル
化（館
内）

N01-05591 テレビ 丹下左膳 火の恋は風に舞う 4 (?) 読売テレビ 西沢裕子

N01-05592 テレビ 丹下左膳 火の恋は風に舞う 4 (?) 読売テレビ 西沢裕子

N01-05593 テレビ 丹下左膳 むら雲は月に乱れる 5 (?) 読売テレビ 鴨三七

N01-05594 テレビ 丹下左膳 むら雲は月に乱れる 5 (?) 読売テレビ 鴨三七

N01-19921 テレビ 談志のサラリーマン時間外専科 芸者と遊ぼう 3 1967/10/21 テレビ東京 新沼孝夫

N01-13668 テレビ 暖春 訂正決定稿 1・2 [1969/4/3、10] フジテレビ 椎名利夫

N01-13669 テレビ 暖春 3 [1969/4/17] フジテレビ 椎名利夫

N01-13670 テレビ 暖春 4 [1969/4/24] フジテレビ 椎名利夫

N01-13671 テレビ 暖春 5 [1969/5/1] フジテレビ 椎名利夫

N01-13672 テレビ 暖春 6 [1969/5/8] フジテレビ 菅野昭彦

N01-13673 テレビ 暖春 7 [1969]/5/15 フジテレビ 菅野昭彦

N01-13674 テレビ 暖春 8 [1969]/5/22 フジテレビ 菅野昭彦

N01-13675 テレビ 暖春 9 [1969]/5/29 フジテレビ 菅野昭彦

N01-13676 テレビ 暖春 10 [1969]/6/5 フジテレビ 菅野昭彦

N01-13677 テレビ 暖春 11 [1969]/6/12 フジテレビ 椎名利夫

N01-13678 テレビ 暖春 12 [1969]/6/19 フジテレビ 椎名利夫

N01-13679 テレビ 暖春 13 [1969]/6/26 フジテレビ 椎名利夫

N01-17577 ラジオ 誕生 SFシリーズ② 決定稿 1978/7/14 NHK 佐久間崇

N01-23152 ラジオ 男性諸君 (?)/3/1～5 TBS 佐々木守、水原明人
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N01-07916 テレビ 断層 1962/11/13 東海テレビ 新藤兼人

M040 N01-40911 ラジオ 断層 1956/9/21
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-03145 テレビ ダンチ物語 新しき芽 準備稿 1 (?)/11/10 東京放送 新井一
デジタル
化（館
内）

N01-08102 テレビ 探偵と麻疹 1960/10/28 NHK 羽仁進

N01-11321 テレビ ダンプかあちゃん 1週(1～5) [1969/7/7～11] TBS 秋田佐知子

N01-12315 テレビ ダンプかあちゃん 4 1971/11/11 TBS 稲葉明子
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N01-17084 テレビ チーコの木 未定稿 5 1974/11/26 NET 深沢一夫

N01-04924 テレビ 小さいお嫁さん お仲人の巻 2 1958/5/2 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04925 テレビ 小さいお嫁さん 夫婦げんかの巻 3 1958/5/9 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04926 テレビ 小さいお嫁さん さつま芋の巻 4 1958/5/16 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-26412 テレビ 小さい二つの顔 1962/11/24 フジテレビ 岩間芳樹

N01-03680 テレビ 小さい勇士のものがたり 1 1976/1/19 NHK 横田弘行

N01-08568 テレビ 小さい勇士のものがたり 2 1976/1/26 NHK 横田弘行

N01-03048 テレビ 小さき闘い その二
演出用コンテ
カット割り稿

1964/5/6
フジテレビ
(JOCX-TV)

山中恒
デジタル
化（館
内）

N01-03049 テレビ 小さき闘い その三
演出用コンテ
カット割り稿

1964/5/6
フジテレビ
(JOCX-TV)

山中恒

N01-08530 テレビ ちいさこべ 未定稿 1960/9/27 NET 矢田弥八

N01-03146 ラジオ 小さな嘘 (?)/9/21 東京放送 堀江史朗

N01-08577 テレビ 小さなオルフェ 決定稿 1965/5/5 NHK 横田弘行

N01-16190 テレビ 小さなオルフェ 第二稿 1965/5/5 NHK 横田弘行

N01-16270 テレビ 小さなオルフェ 決定稿 1965/5/5 NHK 横田弘行

N01-16423 テレビ 小さなオルフェ 打合稿 1970/5/5 NHK 横田弘行

N01-16271 テレビ 小さなオルフェ (美術関係メモ) 1965/5/5 NHK 横田弘行

N01-13351 テレビ 小さな世界 1967/11/16 NHK 山田信夫

M034 N01-40779 テレビ 小さな空 (?) フジテレビ 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-00054 テレビ 小さなデイト 1961/8/23 TBS 光畑碩郎

N01-01018 ラジオ 小さな村の小さな出来事 (?) ラジオ高知
デジタル
化（館
内）

N01-01017 ラジオ 小さな勇者たち 1960/1/4
ニッポン放

送
藤田敏雄

デジタル
化（館
内）

N01-11470 テレビ チーちゃん、ごめんね 1 (?)/4/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11471 テレビ チーちゃん、ごめんね 2 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11472 テレビ チーちゃん、ごめんね 3 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11411 テレビ チーちゃん、ごめんね 4 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11473 テレビ チーちゃん、ごめんね 6 (?)/5/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11474 テレビ チーちゃん、ごめんね 7 (?)/5/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11475 テレビ チーちゃん、ごめんね 8 (?)/5/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-11476 テレビ チーちゃん、ごめんね 9 (?)/5/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
田代淳二

N01-09667 テレビ チェックメイト’78 小さな孔を覗く警部 1 [1978]/10/6 朝日放送 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-18060 テレビ ちえの実百科 民家　―本棟造り― 決定稿 1971/6/7 テレビ朝日 野村六助

N01-18065 テレビ ちえの実百科 こども　―大臣になったら― 決定稿 (?) テレビ朝日 野村六助

N01-19641 テレビ ちえの実百科 火の歴史　―信仰の火― (?)/10/2 テレビ朝日 野村六助

N01-22376 テレビ ちえの実百科
アジアのふろさと　―正月のま

つり―
(?)/12/1 テレビ朝日 南川泰三

N01-22377 テレビ ちえの実百科
アジアのふろさとをたずねて

―山神まつり―
未定稿 (?)/1/21 テレビ朝日 南川泰三

N01-22378 テレビ ちえの実百科 日本の動物　―サル― (?)/2/25 テレビ朝日 南川泰三

N01-22379 テレビ ちえの実百科 くらし　―ゆき― 未定稿 1971/2/23 テレビ朝日 南川泰三
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N01-22387 テレビ ちえの実百科 日本の動物　―鵜よ再び― (?)/2/5 テレビ朝日 南川泰三

N01-22388 テレビ ちえの実百科 水　―文明と水― 決定稿 (?)/6/26 テレビ朝日 南川泰三

N01-23108 テレビ ちえの実百科 日本の動物　―鵜よ再び― (?)/2/5 NET 南川泰三

N01-03021 ラジオ チエミと唄えば 13 (?)/(?)/25

N01-05125 テレビ チエミのかわら版太平記 め組の喧嘩 31 (?)/1/16 フジテレビ 河野詮

N01-24627 ラジオ 地下鉄にて 1965/7/21 NHK 安水稔和

N01-24574 ラジオ 地下鉄のアリス 1977/(?)/(?) NHK 別役実
デジタル
化（館
内）

N01-08462 テレビ 近松の女 改訂稿 (?)/7/20 TBS 津田幸夫

N01-02411 ラジオ 近松物語
お島　市郎右ヱ門　二枚絵草

子　上の巻
1 1953/1/10 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-02412 ラジオ 近松物語
お島　市郎右ヱ門　二枚絵草

子　下の巻
2 1953/1/17 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-02413 ラジオ 近松物語 女殺油地獄　上の巻 3 1953/1/24 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-02414 ラジオ 近松物語 女殺油地獄　下の巻 4 1953/1/31 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-02415 ラジオ 近松物語
お千代　半兵ヱ　心中宵庚申

上の巻
5 [1953/2/7] TBSラジオ 巌谷眞一

N01-02416 ラジオ 近松物語
お千代　半兵ヱ　心中宵庚申

下の巻
6 1953/2/14 TBSラジオ 巌谷眞一

N01-02393 ラジオ 近松物語
お夏清十郎　五十年忌歌念仏

上の巻
7 1953/2/21 ラジオ東京 巌谷眞一

N01-02395 ラジオ 近松物語 槍の権三重帷子　下の巻 10 1953/3/14 ラジオ東京 巌谷眞一

N01-02394 ラジオ 近松物語 博多小女郎浪枕　上の巻 11 1953/3/21 ラジオ東京 巌谷眞一

N01-26646 ラジオ 近松物語 博多小女郎浪枕　下の巻 12 1953/3/28 ラジオ東京 巌谷眞一

N01-14068 ラジオ 近松ものがたり 心中天の網島(前) 1 1971/8/29 NHK 岸宏子

N01-14069 ラジオ 近松ものがたり 心中天の網島(中) 2 1971/9/5 NHK 岸宏子

N01-14070 ラジオ 近松ものがたり 心中天の網島(後) 3 1971/9/12 NHK 岸宏子

N01-14066 ラジオ 近松ものがたり 丹波与作待夜の小室節(前) 4 1971/9/19 NHK 岸宏子

N01-14067 ラジオ 近松ものがたり 丹波与作待夜の小室節(後) 5 1971/9/26 NHK 岸宏子

N01-14083 ラジオ 近松ものがたり 堀川波鼓(前) 6 1971/10/3 NHK 岸宏子

N01-14084 ラジオ 近松ものがたり 堀川波鼓(後) 7 1971/10/20 NHK 岸宏子

M034 N01-40789 ラジオ チゴイネル・ワイゼン 1955/3/25 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-24648 テレビ チコちゃん日記 14 1965/4/20 NHK 西島大
デジタル
化（館
内）

N01-24649 テレビ チコちゃん日記 23 1965/4/30 NHK 西島大

N01-24650 テレビ チコちゃん日記 24 1965/5/1 NHK 西島大

N01-08999 テレビ チコといっしょに お母さんの権利 1965/(?)/(?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09000 テレビ チコといっしょに でっかいふるさと 1965/3/8 日本テレビ 佐々木守

N01-09001 テレビ チコといっしょに ああ、民主主義 1965/(?)/(?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09002 テレビ チコといっしょに はじめてのたたかい 第一稿 1965/(?)/(?) 日本テレビ 佐々木守

N01-02941 テレビ 父 1958/11/16 NHK 新藤兼人

N01-12310 テレビ 父 1971/5/9 TBS 山田洋次

N01-16046 テレビ 父 1971/5/9 TBS 山田洋次

N01-16724 テレビ 父 スタッフ決定稿 752 1971/5/9 TBS 山田洋次



「ち」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17611 テレビ 父 決定稿 752 1971/5/9 TBS 山田洋次

平010 N01-45087 ラジオ 父親 [1949]/4/13 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-07929 テレビ 父と子たち [1964]/11/22
中部日本放

送
井手俊郎

デジタル
化（館
内）

N01-07948 資料 父と子たち 1964/11/22 TBS 井手俊郎

N01-04690 ラジオ 父と子の暦 2 (?)/1/15 NCB 木村重夫

N01-04691 ラジオ 父と子の暦 3 (?)/1/22 NCB 木村重夫

N01-04692 ラジオ 父と子の暦 4 (?)/1/29 NCB 木村重夫

N01-04693 ラジオ 父と子の暦 5 (?)/2/5 NCB 木村重夫

N01-04694 ラジオ 父と子の暦 6 (?)/2/12 NCB 木村重夫

N01-04695 ラジオ 父と子の暦 7 (?)/2/19 NCB 木村重夫

N01-04696 ラジオ 父と子の暦 8 (?)/2/26 NCB 木村重夫

N01-04697 ラジオ 父と子の暦 9 (?)/3/5 NCB 木村重夫

N01-04698 ラジオ 父と子の暦 10 (?)/3/12 NCB 木村重夫

N01-04699 ラジオ 父と子の暦 11 (?)/3/19 NCB 木村重夫

N01-04700 ラジオ 父と子の暦 12 (?)/3/26 NCB 木村重夫

N01-04701 ラジオ 父と子の暦 13 (?)/4/2 NCB 木村重夫

N01-04702 ラジオ 父と子の暦 14 (?)/4/9 NCB 木村重夫

N01-04703 ラジオ 父と子の暦 15 (?)/4/16 NCB 木村重夫

N01-04704 ラジオ 父と子の暦 16 (?)/4/23 NCB 木村重夫

N01-04705 ラジオ 父と子の暦 17 (?)/4/30 NCB 木村重夫

N01-04706 ラジオ 父と子の暦 18 (?)/5/7 NCB 木村重夫

N01-04707 ラジオ 父と子の暦 19 (?)/5/28 NCB 木村重夫

N01-04708 ラジオ 父と子の暦 20 (?)/6/4 NCB 木村重夫

N01-04709 ラジオ 父と子の暦 21 (?)/6/11 NCB 木村重夫

N01-04710 ラジオ 父と子の暦 22 (?)/6/18 NCB 木村重夫

N01-04711 ラジオ 父と子の暦 23 (?)/6/25 NCB 木村重夫

N01-19649 テレビ 父よ母よ祖国よ……孤児たちの望郷 決定稿 1980/8/15 テレビ朝日 野村六助

N01-15768 テレビ ちちんぷいぷい (?) 関西テレビ 竹内日出男

M019 N01-40465 ラジオ ちっぽけな悪魔 1955/1/8 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04539 テレビ 血と虹 決定稿 1960/4/1 KRT(TBS) 猪俣勝人、柴英三郎、岡本愛彦

N01-17303 テレビ 千鳥 1 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子
デジタル
化（館
内）

N01-17304 テレビ 千鳥 2 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-17305 テレビ 千鳥 3 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-17306 テレビ 千鳥 4 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-17307 テレビ 千鳥 5 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-17308 テレビ 千鳥 6 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-17309 テレビ 千鳥 7 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子



「ち」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17310 テレビ 千鳥 8 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-17311 テレビ 千鳥 10 1970/(?)/(?) NHK 若城希伊子

N01-15694 テレビ 千葉　周作 (?) 津田幸夫

N01-03865 テレビ ちびくろさんぼ VTR稿 1 1976/6/16～18 NHK 横田弘行

N01-04129 テレビ ちびくろさんぼ 1 1976/6/16～18 NHK 横田弘行

N01-04130 テレビ ちびくろさんぼ 録音稿 1 1976/6/16～18 NHK 横田弘行

N01-04140 テレビ ちびくろさんぼ 1 1976/6/16 NHK 横田弘行

N01-04128 テレビ ちびくろさんぼ VTR稿 1・2
1976/6/16～18、

23～25
NHK 横田弘行

N01-03679 テレビ ちびくろさんぼ 録音稿 2 1976/6/23 NHK 横田弘行

N01-03861 テレビ ちびくろさんぼ VTR稿 2 1976/6/23～25 NHK 横田弘行

N01-04131 テレビ ちびくろさんぼ 2 1976/6/23～25 NHK 横田弘行

N01-04139 テレビ ちびくろさんぼ 2 1976/6/23 NHK 横田弘行

N01-08567 テレビ ちびくろさんぼ VTR稿 2 1976/6/23 NHK 横田弘行

N01-19934 テレビ ちびっこ8ＰＭ（仮題） 第一稿 (?)

N01-51242 資料 ちびっこだより 102 (?) フジテレビ

N01-51243 資料 ちびっこだより 102 (?) フジテレビ

N01-51234 資料 ちびっこだより 103 (?) フジテレビ

N01-51238 資料 ちびっこだより 103 (?) フジテレビ

N01-51235 資料 ちびっこだより 105 (?) フジテレビ

N01-51237 資料 ちびっこだより 105 (?) フジテレビ

N01-51233 資料 ちびっこだより 109 (?) フジテレビ

N01-51236 資料 ちびっこだより 115 (?) フジテレビ

N01-51239 資料 ちびっこだより 116 (?) フジテレビ

N01-51240 資料 ちびっこだより 117 (?) フジテレビ

N01-51241 資料 ちびっこだより 118 (?) フジテレビ

N01-51232 資料 ちびっこだより 122 (?) フジテレビ

N01-20388 テレビ ちびっこトリオクイズ ゲスト大会 1 1966/10/1 フジテレビ 若松静夫

N01-20535 テレビ ちびっこのどじまん 1 (?)/7/27 フジテレビ 保富康午

N01-20536 テレビ ちびっこのどじまん 2 (?)/8/3 フジテレビ 保富康午

N01-21438 テレビ ちびっこのどじまん 日本一大会 準備稿 2 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20545 テレビ ちびっこのどじまん 3 (?)/8/10 フジテレビ 保富康午

N01-20543 テレビ ちびっこのどじまん 4 (?)/8/17 フジテレビ 保富康午

N01-20542 テレビ ちびっこのどじまん 7 (?)/9/7 フジテレビ 保富康午

N01-20556 テレビ ちびっこのどじまん 8 (?)/9/14 フジテレビ 保富康午

N01-20555 テレビ ちびっこのどじまん 11 (?)/10/5 フジテレビ 保富康午

N01-20554 テレビ ちびっこのどじまん 12 (?)/10/12 フジテレビ 保富康午

N01-20553 テレビ ちびっこのどじまん 13 (?)/10/19 フジテレビ 保富康午



「ち」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20552 テレビ ちびっこのどじまん 14 (?)/10/26 フジテレビ 保富康午

N01-20551 テレビ ちびっこのどじまん 23 (?)/12/31 フジテレビ 保富康午

N01-22149 テレビ ちびっこのどじまん 24 (?)/1/7 フジテレビ 保富康午

N01-20541 テレビ ちびっこのどじまん 50 (?)/7/8 フジテレビ 保富康午

N01-20539 テレビ ちびっこのどじまん 88 (?) フジテレビ

N01-20034 テレビ ちびっこのどじまん 114 (?)/9/29 フジテレビ 保富康午

N01-20550 テレビ ちびっこのどじまん 115 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20549 テレビ ちびっこのどじまん 157 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20548 テレビ ちびっこのどじまん 182 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20547 テレビ ちびっこのどじまん 187 (?) フジテレビ 保富康午

N01-20035 テレビ ちびっこのどじまん 199 (?)/5/17 フジテレビ 保富康午

N01-21306 テレビ ちびっこのどじまん 199 (?)/5/17 フジテレビ 保富康午

N01-20036 テレビ ちびっこのどじまん 200 (?)/5/24 フジテレビ 保富康午

N01-21305 テレビ ちびっこのどじまん 思い出のちびっこ大演歌特集 200 (?)/5/24 フジテレビ 保富康午

N01-20527 テレビ ちびっこのどじまん (?) フジテレビ

N01-20528 テレビ ちびっこのどじまん 1967/4/22 フジテレビ

N01-20530 テレビ ちびっこのどじまん 1967/6/1 フジテレビ

N01-20531 テレビ ちびっこのどじまん 1967/9/10 フジテレビ

N01-20532 テレビ ちびっこのどじまん 1967/8/30 フジテレビ

N01-20533 テレビ ちびっこのどじまん 1967/5/25 フジテレビ

N01-20534 テレビ ちびっこのどじまん 1967/5/25 フジテレビ

N01-20537 テレビ ちびっこのどじまん (?) フジテレビ 保富康午

N01-20538 テレビ ちびっこのどじまん 「あつまれ！ちびっこ」紹介 1967/4/1 フジテレビ

N01-51244 資料 ちびっこのどじまん 1965/7/3 フジテレビ

N01-20540 テレビ ちびっこのどじまん (?) フジテレビ 保富康午

N01-20544 テレビ ちびっこのどじまん 準備稿 (?) フジテレビ

N01-20546 テレビ ちびっこのどじまん
フォーマット決

定稿
(?) フジテレビ 保富康午

N01-20930 テレビ ちびっこのどじまん　ちびっこソング第一集
おへそのうた　あつまれ男の

子
(?)

N01-21754 資料 ちびっこのどじまん　番組資料第16号 (?) フジテレビ

N01-21008 資料 ちびっこのどじまん　番組資料第19号 1967/9/25 フジテレビ

N01-21307 資料 ちびっこのどじまん　番組資料第20号 (?) フジテレビ

N01-21308 資料 ちびっこのどじまん　番組資料第21号 (?) フジテレビ

N01-21309 資料 ちびっこのどじまん　番組資料第22号 (?) フジテレビ

N01-20529 テレビ
ちびっこのどじまんにきみのチエをかしてく

れ
(?) フジテレビ

N01-01002 テレビ 地平線がぎらぎらっ 1961/1/21 TBS 生田直親

N01-02277 テレビ 地方記者 地方記者誕生 準備稿 1 1962/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02299 テレビ 地方記者 地方記者誕生 1 1962/1/11 日本テレビ 椎名利夫



「ち」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-02278 テレビ 地方記者 ただいま修業中 2 1962/1/18 日本テレビ 舟橋和郎
デジタル
化（館
内）

N01-02279 テレビ 地方記者 学校荒らし(仮題) 準備稿 3 1962/1/25 日本テレビ 椎名龍治

N01-02280 テレビ 地方記者 電話記者(仮題) 改訂稿 4 1962/2/1 日本テレビ 池田一朗

N01-02300 テレビ 地方記者 電話記者(仮題) 改訂稿 4 1962/2/1 日本テレビ 池田一朗

N01-02301 テレビ 地方記者 書かない記者 準備稿 5 1962/2/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02302 テレビ 地方記者 書かない記者 準備稿 5 1962/2/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02303 テレビ 地方記者 雪山記者 6 1962/2/15 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02304 テレビ 地方記者 海と少女と少年と 改訂稿 7 1962/2/22 日本テレビ 池田一朗

N01-02281 テレビ 地方記者 準備稿 8 1962/3/1 日本テレビ 大和久守正

N01-02282 テレビ 地方記者 準備稿 8 1962/3/1 日本テレビ 大和久守正

N01-02283 テレビ 地方記者 うそつき記者 第一稿 9 1962/3/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02284 テレビ 地方記者 うそつき記者 第一稿 9 1962/3/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02285 テレビ 地方記者 うそつき記者 第一稿 9 1962/3/8 日本テレビ 椎名利夫

N01-02286 テレビ 地方記者 峠の幽霊 改訂稿 10 1962/3/15 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02341 テレビ 地方記者 峠の幽霊 準備稿 10 [1962]/3/15 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02287 テレビ 地方記者 訂正稿 11 1962/3/22 日本テレビ 池田一朗

N01-02340 テレビ 地方記者 訂正稿 11 [1962]/3/22 日本テレビ 池田一朗

N01-02288 テレビ 地方記者 転任記者 第二準備稿 12 1962/3/29 日本テレビ 椎名龍治

N01-02289 テレビ 地方記者 準備稿 12 1962/3/29 日本テレビ 椎名龍治

N01-02290 テレビ 地方記者 身上相談記者 コンテ 13 1962/4/5 日本テレビ 椎名利夫
デジタル
化（館
内）

N01-02291 テレビ 地方記者 畑あらしと少年達(仮題) 改訂稿 14 1962/4/12 日本テレビ 舟橋和郎

N01-02292 テレビ 地方記者 彌次喜多記者 第一稿 15 1962/4/19 日本テレビ 池田一朗

N01-02293 テレビ 地方記者 やじきた記者 改訂稿 15 1962/4/19 日本テレビ 池田一朗

N01-02294 テレビ 地方記者 台風記者 準備稿 16 1962/4/24 日本テレビ 椎名龍治

N01-02295 テレビ 地方記者 妻の座記者 31 1962/5/1 日本テレビ 椎名利夫

N01-02296 テレビ 地方記者 悪徳記者 準備稿 34 1962/5/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-02297 テレビ 地方記者 悪徳記者 準備稿 34 1962/5/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-02298 テレビ 地方記者 悪徳記者 改訂稿 34 1962/5/22 日本テレビ 椎名利夫

N01-05200 テレビ 地方記者 暴走記者 第二稿 37 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-05149 テレビ 地方記者 1959/11/21 東海テレビ 森田龍男

N01-02346 資料 地方記者 1962/5/21

N01-02348 資料 地方記者 1962/2/(?)

N01-02350 資料
日産劇場を私はこう見た(第五集)―各界

名士よりの声―
1962/3/15

N01-02353 資料 地方記者　一般投書・文集その1 (?)/1～2/(?)

N01-02354 資料 地方記者　一般投書・文集その2 (?)/3～4/(?)

N01-51398 資料 地方記者 1962/3/8 NTV

M014 N01-40334 ラジオ 着陸 1957/5/23 NHK 伊藤海彦
デジタル
化（館
内）
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N01-12000 テレビ チャコちゃん ウクレレとスパゲティ 2 [1966]/(?)/(?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-12001 テレビ チャコちゃん わが愛するパパ 5 1966/3/3 TBS 光畑碩郎

N01-12002 テレビ チャコちゃん おにいちゃん 9 1966/3/31 TBS 光畑碩郎

N01-12003 テレビ チャコちゃん 禁酒禁煙 13 1966/4/28 TBS 光畑碩郎

N01-12004 テレビ チャコちゃん お兄ちゃんゴーホーム！ 19 1966/6/9 TBS 光畑碩郎

N01-12005 テレビ チャコちゃん アルバイトはたいへん 25 1966/7/21 TBS 光畑碩郎

N01-12006 テレビ チャコちゃん 好きと嫌い 27 1966/8/4 TBS 光畑碩郎

N01-12007 テレビ チャコちゃん 一番楽しかったこと 31 1966/9/1 TBS 光畑碩郎

N01-12008 テレビ チャコちゃん 一番楽しかったこと(2) 32 1966/9/8 TBS 光畑碩郎

N01-12009 テレビ チャコちゃん 雨傘の歌 41 1966/11/10 TBS 光畑碩郎

N01-12010 テレビ チャコちゃん ペンフレンドさん 44 1966/12/29 TBS 光畑碩郎

N01-12011 テレビ チャコちゃん むかしの世界 46 1966/12/15 TBS 光畑碩郎

N01-12012 テレビ チャコちゃん 男と女とどっちが偉い 51 1967/1/19 TBS 光畑碩郎

N01-12013 テレビ チャコちゃん 仔熊のクリスケ 54 1967/2/9 TBS 光畑碩郎

N01-12014 テレビ チャコちゃん 二日間エジプト旅行 55 1967/2/16 TBS 光畑碩郎、中村定郎

N01-09577 テレビ ちゃこちゃん社長
カックい仲間たち/カギツ子、

カネツ子
1 (?) TBS 佐々木守、石堂淑朗、こうのあきら

N01-09614 テレビ ちゃこちゃん社長 1 (?) TBS 佐々木守、石堂淑朗

N01-09575 テレビ ちゃこちゃん社長 イカすとこやさん 2 (?) TBS こうのあきら、田代重弘

N01-09576 テレビ ちゃこちゃん社長 カックい仲間たち 3 (?) TBS 石堂淑朗、佐々木守

N01-12364 テレビ チャコちゃんハーイ！ パパよ眠れ！ (?) TBS 光畑碩郎

N01-12365 テレビ チャコちゃんハーイ！ 兎のシッポ (?) TBS 光畑碩郎

N01-12366 テレビ チャコちゃんハーイ！ 結婚ってなあに？ 7 (?) TBS 光畑碩郎

N01-12367 テレビ チャコちゃんハーイ！ 白いシャッポ 8 1965/3/25 TBS 光畑碩郎

N01-12368 テレビ チャコちゃんハーイ！ 大きくなったら何になるの？ 11 1965/4/15 TBS 光畑碩郎

N01-12369 テレビ チャコちゃんハーイ！ 本日は特売です 15 1965/5/13 TBS 光畑碩郎

N01-12370 テレビ チャコちゃんハーイ！ おばあちゃん、泣いちゃ、いや 19 1965/6/10 TBS 光畑碩郎

N01-12371 テレビ チャコちゃんハーイ！ わかれ 20 1965/6/17 TBS 光畑碩郎

N01-12372 テレビ チャコちゃんハーイ！ 家族絵日記 27 1965/8/5 TBS 光畑碩郎

N01-12373 テレビ チャコちゃんハーイ！ 大格斗 33 1965/9/16 TBS 光畑碩郎

N01-12374 テレビ チャコちゃんハーイ！ 家の中のもう一つの家 35 1965/10/7 TBS 光畑碩郎

N01-12375 テレビ チャコちゃんハーイ！ 習字のすすめ 37 1965/10/21 TBS 光畑碩郎

N01-12376 テレビ チャコちゃんハーイ！ むかし、むかし 39 1965/10/28 TBS 光畑碩郎

N01-12377 テレビ チャコちゃんハーイ！ ママの休日 43 1965/11/25 TBS 光畑碩郎

N01-12378 テレビ チャコちゃんハーイ！ ジロジロ作戦 48 1965/12/30 TBS 光畑碩郎

N01-12022 テレビ チャコとケンちゃん 四年前のフィルム 6 1968/5/9 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-12023 テレビ チャコとケンちゃん 誰にも言えない 13 1968/6/27 TBS 光畑碩郎

N01-12024 テレビ チャコとケンちゃん おねえちゃんの宿題 20 1968/8/15 TBS 光畑碩郎



「ち」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12025 テレビ チャコとケンちゃん さかさの世界 27 1968/10/3 TBS 光畑碩郎

N01-12026 テレビ チャコとケンちゃん パパよあなたは強かった 37 1968/12/12 TBS 光畑碩郎

N01-12027 テレビ チャコとケンちゃん 二人だけの秘密 38 1968/12/19 TBS 光畑碩郎

N01-12028 テレビ チャコとケンちゃん ボクはサッカー選手 41 1969/1/16 TBS 光畑碩郎

N01-12029 テレビ チャコとケンちゃん エイ　エイ　オウッ！ 50 1969/3/13 TBS 光畑碩郎

N01-12015 テレビ チャコねえちゃん お腹すいたよォ 2 1967/4/13 TBS 光畑碩郎、中村定郎
デジタル
化（館
内）

N01-12016 テレビ チャコねえちゃん たいへんな誕生日 15 1967/7/13 TBS 光畑碩郎、中村定郎

N01-12017 テレビ チャコねえちゃん カブト虫はきらい！ 22 1967/8/31 TBS 光畑碩郎

N01-12018 テレビ チャコねえちゃん パパ叱って 26 1967/9/28 TBS 光畑碩郎

N01-12019 テレビ チャコねえちゃん 百ペンまわれ 32 1967/11/9 TBS 光畑碩郎

N01-12020 テレビ チャコねえちゃん わんぱくせんそう 39 1967/12/28 TBS 光畑碩郎

N01-12021 テレビ チャコねえちゃん ボクの自動車 44 1968/2/1 TBS 光畑碩郎

N01-00856 テレビ チャンスは三度ある 後編 決定稿 1962/5/11 TBS 松浦竹夫

N01-06119 ラジオ チャンピオン 1962/10/17 北海道放送 関根弘
デジタル
化（館
内）

N01-51158 資料 チャンピオン (?)/2/28
RKB毎日放

送
安部公房

N01-13928 テレビ 中学生群像 わたしだけの花壇 8 1969/6/8 NHK 岸宏子

N01-13927 テレビ 中学生群像 20 1969/9/28 NHK 岸宏子

N01-13926 テレビ 中学生群像
たとえ、親子であったとて（仮

題）
23 1969/10/19 NHK 岸宏子

N01-13935 テレビ 中学生群像 1969/5/4 NHK 岸宏子

N01-14081 ラジオ 中学生群像 春の手紙 1972/3/26 NHK 岸宏子

N01-24204 テレビ 中学生日記 親子別居（仮） 23 1974/10/27 NHK 蓬莱泰三

N01-24664 テレビ 中学生日記(三年C組) 24 1975/11/16 有高扶桑

N01-15789 テレビ 中学生日記 純子とおばあちゃん 1980/10/26 NHK 竹内日出男
デジタル
化（館
内）

N01-15810 テレビ 中学生日記 マンガ少年Ｘ 1980/11/23 NHK 竹内日出男

N01-15816 テレビ 中学生日記 他人は他人？ 1980/11/30 NHK 竹内日出男

N01-15817 テレビ 中学生日記 夏・みのりの前に 1980/9/21 NHK 竹内日出男

N01-15818 テレビ 中学生日記 アクシデント 改訂稿 1980/6/8 NHK 竹内日出男

N01-07960 テレビ 駐車禁止 1960/11/27 日本テレビ 市川崑、伊藤清、和田夏十

N01-01137 資料 忠臣蔵雑感 (?)

M018 N01-40451 ラジオ 弔辞 1954/1/3 新日本放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-13945 ラジオ 長者さまとは及びもつかぬ 1968/1/28 NHK 岸宏子

N01-01126 テレビ 蝶の夢 1959/10/14 ラジオ東京 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-05697 テレビ ちょっと奥さま より美しく 8週 (?) フジテレビ

N01-05693 テレビ ちょっと奥さま きょうはボーナスの日 10週 1962/12/3～7 フジテレビ 田口勝彦

N01-05696 テレビ ちょっと奥さま きょうはボーナスの日 10週 1962/12/3～7 フジテレビ
デジタル
化（館
内）

N01-05694 テレビ ちょっと奥さま 忙中の閑 11週 1962/12/10～14 フジテレビ 島崎嘉樹

N01-05699 テレビ ちょっと奥さま 忙中の閑 11週 1962/12/10～14 フジテレビ



「ち」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05698 テレビ ちょっと奥さま 今年こそは…… 14週 1963/1/7～11 フジテレビ 小山内美江子、島崎嘉樹、木田元

N01-05695 テレビ ちょっと奥さま アイデア婦人 17週 1963/1/28～2/1 フジテレビ 小山内美江子

N01-14007 ラジオ ちょんまげと金時計 1968/5/5 NHK名古屋 岸宏子

N01-16373 テレビ ちょんまげと歯車（仮題） 打合稿 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16391 テレビ ちょんまげと歯車（仮題） 打合稿 1 (?) NHK 横田弘行

N01-16429 テレビ ちょんまげと歯車（仮題） 打合稿 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16442 テレビ ちょんまげと歯車 製作台本 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16388 テレビ ちょんまげと歯車 制作台本 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16390 テレビ ちょんまげと歯車 制作台本 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16389 テレビ ちょんまげと歯車（仮題） 準備稿 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16439 テレビ ちょんまげと歯車（仮題） 準備稿 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16441 テレビ ちょんまげと歯車（仮題） 準備稿 1 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16374 テレビ ちょんまげと歯車 リハーサル用 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-16440 テレビ ちょんまげと歯車 リハーサル用 1968/11/25、26 NHK 横田弘行

N01-17775 ラジオ 知覧 1～6 (?)/10/4～9 TBS 佐々木守

N01-18041 テレビ 散りぬるを 14～17 (?) 東海テレビ 岡本克己

N01-10440 テレビ 散る花びらに (?)/5/29 朝日放送 茂木草介

N01-02751 テレビ 珍撃二丁拳銃 列車強盗 7
1960～

1961/(?)/(?)
MBS 塚田茂

N01-13046 テレビ ちんでん(仮題) 初稿 1968/9/26 NHK大阪 椎名利夫
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N01-08988 テレビ 追跡 天使の宝石 7 1973/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-11416 テレビ 追跡 野獣になった刑事 8 (?) フジテレビ 田村多津夫

N01-08819 テレビ 追跡 金谷有情 第一稿 9 1965/9/27 TBS 窪田篤人

N01-08986 テレビ 追跡 天使の仮面 9 1973/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-08987 テレビ 追跡 不道徳な天使 11 1973/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-08985 テレビ 追跡 幻の天使 14 1973/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-05595 テレビ 追跡 天使の賭 (?) 関西テレビ 大藪郁子
デジタル
化（館
内）

N01-05596 テレビ 追跡 天使の賭 (?) 関西テレビ 大藪郁子

N01-05597 テレビ 追跡 天使の宝石 (?) 関西テレビ 佐々木守

N01-05598 テレビ 追跡 天使の裁き (?) 関西テレビ 鴨三七

平025 N01-45190 テレビ [追跡] [1950/11/26] NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40240 テレビ 追跡 1955/11/26 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40241 テレビ 追跡 1950/11/26 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-17010 テレビ 痛快！河内山宗俊 妻恋い、母恋い、風ひとつ
[1975～

1976]/(?)/(?)
フジテレビ 尾中洋一

N01-03100 テレビ 通信高校講座
仲間をつくろう―特別教育活

動―
1964/5/24 NHK教育 横田弘行

N01-03103 テレビ 通信高校講座
特別教育活動　あすの村をつ
くる若者達―ぼくらの学習会

―
1964/7/26 NHK教育 横田弘行

N01-03104 テレビ 通信高校講座
特別教育活動　ぼくらの学習
会　明日の村をつくる若者達

ロケ用 1964/7/26 NHK教育 横田弘行

N01-03108 テレビ 通信高校講座
特別教育活動　伊那谷に歌は
こだまする―サークル活動―

1964/3/29 NHK教育 横田弘行

N01-03109 テレビ 通信高校講座
特別教育活動　支部活動の記

録～わたしは高校6年生～
1964/9/27 NHK教育 横田弘行

N01-24217 テレビ 通信高校講座
特別教育活動　ある通信教育

生の記録　通信教育部
1965/2/28 NHK教育 生田直親

N01-08504-03 ラジオ 通天閣の夢 第一稿 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08504-04 ラジオ 通天閣の夢 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08504-05 ラジオ 通天閣の夢 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-05506 ラジオ 津軽むかし話　猫と鯨餅 1962/8/24 NHK 館田大二郎

N01-15857 ラジオ 月とかがり火 訂正稿 1971/6/12 NHK 伊藤海彦

N01-22996 テレビ 月の征服者かえる 決定稿 [1969]/7/25 日本テレビ

N01-22997 テレビ 月の征服者かえる 最終稿 [1969]/7/25 日本テレビ

N01-03320 テレビ つくられた真実 1964/8/28 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-06221 テレビ 土蜘蛛 スタッフ稿 (?) TBS 保富康午

N01-13427 テレビ 土蜘蛛 決定稿 (?) TBS 保富康午

N01-13428 テレビ 土蜘蛛 決定稿 (?) TBS 保富康午

N01-20473 テレビ 土蜘蛛 (?) TBS 保富康午、林秀彦

N01-01159 テレビ 鼓の里 決定稿 (?) テレビ朝日 榎本虎彦

M017 N01-40404 ラジオ 常に新鮮であるために 1958/(?)/(?) 内村直也

M017 N01-40405 ラジオ 常に新鮮であるために 1958/(?)/(?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-24667 ラジオ 椿姫　四景 1947/5/8、5/14 近江浩一

N01-08115 テレビ 壺 1960/11/23 日本テレビ 舘直志
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N01-08116 テレビ 壺 1960/11/23 日本テレビ 舘直志

M012 N01-40297 ラジオ 坪一円で百坪 [1957]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40298 ラジオ 坪一円で百坪 [1957]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

N01-02392 テレビ 妻たち 11・12週(61～72) 1965/(?)/(?) 日本テレビ 杉本彰

N01-13688 テレビ 妻たち 1～12 [1965/5/17～29] 日本テレビ 椎名利夫、杉本彰

N01-13689 テレビ 妻たち 1～12 [1965/5/17～29] 日本テレビ 椎名利夫、杉本彰

N01-13690 テレビ 妻たち 13～18
[1965]/5/31～

6/5
日本テレビ 椎名利夫

N01-13691 テレビ 妻たち 19～24 [1965]/6/7～12 日本テレビ 杉本彰

N01-13692 テレビ 妻たち 25～30 [1965]/6/14～19 日本テレビ 杉本彰

N01-13693 テレビ 妻たち 31～36 [1965]/6/21～26 日本テレビ 椎名利夫

N01-13694 テレビ 妻たち 37～48
[1965]/6/28～

7/10
日本テレビ 椎名利夫

N01-13695 テレビ 妻たち 49～60 [1965]/7/12～24 日本テレビ 杉本彰

N01-13696 テレビ 妻たち 73～84 [1965]/8/9～21 日本テレビ 杉本彰

N01-13697 テレビ 妻たち 85～90 [1965]/8/23～28 日本テレビ 杉本彰

N01-13698 テレビ 妻たち 91～96
[1965]/8/30～

9/4
日本テレビ 杉本彰

N01-13699 テレビ 妻たち 97～102 [1965]/9/6～11 日本テレビ 杉本彰

N01-13700 テレビ 妻たち 103～108 [1965]/9/13～18 日本テレビ 杉本彰

N01-13701 テレビ 妻たち 103～108 [1965]/9/13～18 日本テレビ 杉本彰

N01-11921 テレビ 妻たちの二・二六事件 雪の別れ 1 1976/10/14 NHK 杉山義法

N01-15732 テレビ 妻たちの二・二六事件 雪の別れ 1 1976/10/14 NHK 杉山義法

N01-15733 テレビ 妻たちの二・二六事件 男たちの退場 2 1976/10/21 NHK 杉山義法

N01-15734 テレビ 妻たちの二・二六事件 燃えつきた人 3 1976/11/4 NHK 杉山義法

N01-11894 テレビ 妻たちの二・二六事件 生けるものの紡ぎ車 4 1976/11/4 NHK 杉山義法
デジタル
化（館内）

N01-15735 テレビ 妻たちの二・二六事件 生けるものの紡ぎ車 4 1976/11/4 NHK 杉山義法

N01-15736 テレビ 妻たちの二・二六事件 秘められた喪章 5 1976/11/25 NHK 杉山義法

N01-02460 ラジオ 妻と良人の物語 此の子の七つのお祝いに 2 1956/11/14 NHK 岸宏子

N01-02461 ラジオ 妻と良人の物語 甚六、二人 1956/12/5 NHK 岸宏子

N01-02466 ラジオ 妻と良人の物語 雪ひととき 1957/1/30 NHK 岸宏子

N01-02467 ラジオ 妻と良人の物語 春遠からじ 1957/1/9 NHK 岸宏子

N01-02468 ラジオ 妻と良人の物語 ロマンチストの家系 1957/3/13 NHK 岸宏子

N01-02474 ラジオ 妻と夫の物語 八百源さんの場合 1958/8/4 NHK 岸宏子

N01-02475 ラジオ 妻と夫の物語 八百源さんの場合 1958/(?)/(?) NHK 岸宏子

N01-02473 ラジオ 妻と夫の物語 八百源さんの場合 その一 82 1958/7/7 NHK 岸宏子

N01-02476 ラジオ 妻と夫の物語 八百源さんの場合 その二 83 1958/7/14 NHK 岸宏子

N01-13773 テレビ 妻にこの日を 26～30 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15046 テレビ 妻にこの日を 改訂稿 21～25 [1968]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15047 テレビ 妻にこの日を 21～25 [1968]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104243
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104243
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104243
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104243
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N01-15048 テレビ 妻にこの日を 8～10 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15049 テレビ 妻にこの日を 1～5 [1967/10/2] TBS 津田幸夫

N01-15050 テレビ 妻にこの日を 11～15 [1967]/(?)/(?) TBS 櫻井康裕

N01-15051 テレビ 妻にこの日を 31～35 [1968]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15052 テレビ 妻にこの日を 36～40 [1968]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15053 テレビ 妻にこの日を 26～30 [1968]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15358 テレビ 妻にこの日を 1～5 [1967/10/2] TBS 津田幸夫

N01-15366 テレビ 妻にこの日を 6・7 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15364 テレビ 妻にこの日を 8～10 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15365 テレビ 妻にこの日を 改訂稿 21～25 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-11326 テレビ 妻の再婚 21～25 (?) フジテレビ 柳川創造、五条雅之

N01-12169 テレビ 妻よ、語れというか 1966/6/25 NHK 筒井敬介

M040 N01-40906 テレビ 妻よ帰れ 1955/(?)/(?) 朝日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

M005 N01-40091 ラジオ 妻をめとらば 1956/11/4 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02039 テレビ 罪な女 後編 1964/2/25 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-02040 テレビ 罪な女 後編 1964/2/25 TBS 津田幸夫

N01-02041 テレビ 罪な女 前編 1964/2/18 TBS 津田幸夫

N01-02042 テレビ 罪な女 前編 1964/2/18 TBS 津田幸夫

M015 N01-40351 ラジオ 罪なき浮浪者 3 1957/5/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-11825 テレビ 紬の里 1～10 (?) フジテレビ 成澤昌茂

N01-11826 テレビ 紬の里 11～15 (?) フジテレビ 成澤昌茂

N01-11827 テレビ 紬の里 16～20 (?) フジテレビ 成澤昌茂

N01-26618 テレビ 露玉の首飾り 1979/6/17 TBS 市川森一

N01-15777 ラジオ 梅雨時 物語 1966/6/25 NHK 三浦哲郎 BC複写

N01-24305 テレビ 梅雨のあと(仮題) 1980/6/15 CBC 宮川一郎

N01-04381 ラジオ 釣巡礼 (?) 茂木草介

N01-04382 ラジオ 釣巡礼 (?) 茂木草介

N01-10009 ラジオ 釣巡礼 (?) 茂木草介

N01-10011 ラジオ 釣巡礼 1969/10/5 NHK 茂木草介

N01-05391 ラジオ 釣橋の幻想 ラジオ的幻想劇 1963/10/29 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-20011 テレビ
鶴田浩二･森進一・男の友情 歌のグランプ

リ
森進一・ＬＰを歌う 改訂稿 1971/3/30 TBS 松原雅彦

N01-03419 テレビ 鶴田浩二アワー ひやめし物語 改訂稿 1958/12/4 日本テレビ 窪田篤人

N01-10722 ラジオ つれづれなるままに～「徒然草」より～ 3 1976/11/19 NHK 茂木草介
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N01-10621 テレビ 亭主の癖が鼻につく（仮題） (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10622 テレビ 亭主の癖が鼻につく (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10436 テレビ 亭主の癖が鼻につく(仮題) (?) 朝日放送 茂木草介

N01-02077 テレビ 貞女 87 1963/3/27 NET 津田幸夫

N01-21789 テレビ テイチク　歌のビッグ・ショウ 抜きどり用台本 (?) フジテレビ 豊島せいじ、藤公之介

N01-15728 テレビ 定年後 1 1977/1/13 NHK 砂田量爾
デジタル
化（館
内）

N01-15729 テレビ 定年後 2 1977/1/20 NHK 砂田量爾

N01-15730 テレビ 定年後 3 1977/1/27 NHK 砂田量爾

N01-15731 テレビ 定年後 4(終) 1977/2/3 NHK 砂田量爾

N01-50749 テレビ 刑事 太陽が見えねえ！ [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-05581 テレビ 刑事 太陽が見えねえ！！ 2 [1965/10/19] フジテレビ 大野靖子

N01-11279 テレビ 刑事 太陽が見えねえ！ 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-05582 テレビ 刑事 手錠に賭けろ(仮題) 改訂稿 4 (?) フジテレビ 内田弘三

N01-12479 テレビ 刑事 刑事部屋 決定稿 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-05583 テレビ 刑事 刑事部屋！！ 5 [1965/10/5] フジテレビ 大野靖子

N01-11280 テレビ 刑事 刑事部屋（でかべや） 決定稿 5 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50742 テレビ 刑事 刑事部屋！！ 5 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-05584 テレビ 刑事 咽ぶ 6 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-50743 テレビ 刑事 女！！ 8 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50744 テレビ 刑事 女！！ 8 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-11281 テレビ 刑事 栄光！ 11 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50747 テレビ 刑事 栄光！ 11 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50748 テレビ 刑事 栄光！ 11 [1965]/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-05585 テレビ 刑事 若い芽 13 (?) フジテレビ 鍛冶昇

N01-07598 テレビ 刑事 救いなき輩 38 1960/3/14 フジテレビ 阿部桂一、加藤有芳
デジタル
化（館
内）

N01-03258 テレビ 手紙 (?) 茂木草介

N01-03465 テレビ 手紙 (?) 茂木草介

N01-04168 テレビ 手紙 1964/3/29 NHK 茂木草介

N01-17766 テレビ
でくまわしのこどもたち＝親の目・子の目

＝
決定稿 347 1977/12/2 北陸放送 佐々木守

N01-02633 テレビ 手錠 1962/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-17787 テレビ でっかい春 日本の子どもの歌　連続37曲 1978/4/1 フジテレビ 佐々木守

N01-09782 テレビ でっかく生きろ その日まで…さよなら 13 (?) TBS 佐々木守

N01-09783 テレビ でっかく生きろ 夢にさわったアポロ 第一稿 (?) TBS 佐々木守

N01-24042 テレビ 手づくりの詩 長崎べっこう 1 1973/5/4 毎日放送 不破三雄

N01-24043 テレビ 手づくりの詩 飛騨・春慶塗り 2 1973/5/11 毎日放送 森美智夫

N01-24044 テレビ 手づくりの詩 出雲和紙 3 1973/5/18 毎日放送 竹内啓二

N01-24045 テレビ 手づくりの詩 竹の芸ｰ別府ｰ 4 1973/5/25 毎日放送 西森康友



「て」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-24046 テレビ 手づくりの詩 高原のはと車ｰ信州・野沢ｰ 5 1973/6/1 毎日放送 森美智夫

N01-24047 テレビ 手づくりの詩 伏見人形 6 1973/6/8 毎日放送 不破三雄

N01-24048 テレビ 手づくりの詩 ガラス細工ｰ倉敷ｰ 8 1973/6/22 毎日放送 竹内啓二

N01-24049 テレビ 手づくりの詩
ニュークラフト
岐阜ちょうちん

9 1973/6/29 毎日放送 西森康友

N01-24050 テレビ 手づくりの詩 屋久杉の年輪 10 1973/7/6 毎日放送 竹内啓二

N01-24051 テレビ 手づくりの詩 花むしろ　岡山 11 1973/7/13 毎日放送 不破三雄

N01-24052 テレビ 手づくりの詩 風鈴と南部鉄―盛岡― 12 1973/7/20 毎日放送 不破三雄

N01-24053 テレビ 手づくりの詩 清水焼 14 1973/8/3 毎日放送 西森康友

N01-24054 テレビ 手づくりの詩 黄八丈 15 1973/8/10 毎日放送 西森康友

N01-24055 テレビ 手づくりの詩 アイヌ彫り 16 1973/8/17 毎日放送 森美智夫

N01-24056 テレビ 手づくりの詩 琉球紅型 17 1973/8/24 毎日放送 竹内啓二

N01-24057 テレビ 手づくりの詩 沖縄の壺 18 1973/8/31 毎日放送 竹内啓二

N01-24058 テレビ 手づくりの詩 肥後象嵌（ぞうがん） 19 1973/9/7 毎日放送 森美智夫

N01-24059 テレビ 手づくりの詩 大島つむぎ 20 1973/9/14 毎日放送 西森康友

N01-24060 テレビ 手づくりの詩 加賀友禅 21 1973/9/21 毎日放送 竹内啓二

N01-24061 テレビ 手づくりの詩 仙台たんす 22 1973/9/28 毎日放送 不破三雄

N01-24062 テレビ 手づくりの詩 輪島塗 23 1973/10/5 毎日放送 森美智夫

N01-24063 テレビ 手づくりの詩 鳴子こけし 24 1973/10/12 毎日放送 不破三雄

N01-24064 テレビ 手づくりの詩 曲げ物ｰ福島・檜枝岐ｰ 25 1973/10/19 毎日放送 森美智夫

N01-24065 テレビ 手づくりの詩 博多人形 26 1973/10/26 毎日放送 竹内啓二

N01-24066 テレビ 手づくりの詩 萩焼の里 27 1973/11/2 毎日放送 西森康友

N01-24067 テレビ 手づくりの詩 紀州のへら竿 28 1973/11/9 毎日放送 森美智夫

N01-24068 テレビ 手づくりの詩 絵ローソクｰ会津若松ｰ 29 1973/11/16 毎日放送 森美智夫

N01-24069 テレビ 手づくりの詩 伊勢型紙　三重・鈴鹿 30 1973/11/23 毎日放送 不破三雄

N01-24070 テレビ 手づくりの詩 羽子板ｰ埼玉ｰ 31 1973/11/30 毎日放送 竹内啓二

N01-24071 テレビ 手づくりの詩 日光彫 32 1973/12/7 毎日放送 西森康友

N01-24072 テレビ 手づくりの詩 有田焼 33 1973/12/14 毎日放送 森美智夫

N01-24073 テレビ 手づくりの詩 若狭塗 34 1973/12/21 毎日放送 不破三雄

N01-24074 テレビ 手づくりの詩 津軽凧 35 1973/12/28 毎日放送 竹内啓二

N01-24075 テレビ 手づくりの詩 張り子とらｰ出雲ｰ 36 1974/1/4 毎日放送 不破三雄

N01-24076 テレビ 手づくりの詩 日本刀 37 1974/1/11 毎日放送 西森康友

N01-24077 テレビ 手づくりの詩 御殿まりｰ山形・鶴岡ｰ 38 1974/1/18 毎日放送 西森康友

N01-24078 テレビ 手づくりの詩 木彫り堆朱ｰ新潟・村上ｰ 39 1974/1/25 毎日放送 森美智夫

N01-24079 テレビ 手づくりの詩 ひな人形ｰ京都ｰ 40 1974/2/1 毎日放送 西森康友

N01-24080 テレビ 手づくりの詩 平沢塗家具ｰ木曾ｰ 41 1974/2/8 毎日放送 森美智夫

N01-24081 テレビ 手づくりの詩 唐津焼その(2)土と炎 43 1974/2/22 毎日放送 不破三雄

N01-24082 テレビ 手づくりの詩 越前人形 44 1974/3/1 毎日放送 西森康友
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N01-24083 テレビ 手づくりの詩 水引き細工ｰ信州 飯田ｰ 45 1974/3/8 毎日放送 森美智夫

N01-24084 テレビ 手づくりの詩 蒔絵ｰ東京ｰ 46 1974/3/15 毎日放送 西森康友

N01-24085 テレビ 手づくりの詩 組みひもｰ伊賀上野ｰ 47 1974/3/22 毎日放送 森美智夫

N01-24086 テレビ 手づくりの詩 かぶと飾りｰ京都ｰ 48 1974/3/29 毎日放送 不破三雄

N01-24087 テレビ 手づくりの詩 舞扇ｰ京都ｰ 49 1974/4/5 毎日放送 西森康友

N01-24088 テレビ 手づくりの詩 節句のぼりｰ高知ｰ 50 1974/4/12 毎日放送 不破三雄

N01-24089 テレビ 手づくりの詩 七宝焼ｰ名古屋ｰ 51 1974/4/19 毎日放送 森美智夫

N01-24090 テレビ 手づくりの詩 印伝細工ｰ甲府ｰ 52 1974/4/26 毎日放送 西森康友

N01-24091 テレビ 手づくりの詩 志野 53 1974/5/3 毎日放送 森美智夫

N01-24092 テレビ 手づくりの詩 結城つむぎ 54 1974/5/10 毎日放送 深田昭

N01-24093 テレビ 手づくりの詩 鎌倉彫 55 1974/5/17 毎日放送 不破三雄

N01-24094 テレビ 手づくりの詩 種子ばさみｰ種子島ｰ 56 1974/5/24 毎日放送 西森康友

N01-24095 テレビ 手づくりの詩 三春人形ｰ福島ｰ 57 1974/5/31 毎日放送 森美智夫

N01-24096 テレビ 手づくりの詩 鐘ｰ桑名ｰ 58 1974/6/7 毎日放送 深田昭

N01-24097 テレビ 手づくりの詩 蛇の目ｰ岐阜ｰ 59 1974/6/14 毎日放送 西森康友

N01-24098 テレビ 手づくりの詩 めのう細工ｰ小浜ｰ 60 1974/6/21 毎日放送 森美智夫

N01-24099 テレビ 手づくりの詩 苗代川焼・黒物ｰ鹿児島ｰ 61 1974/6/28 毎日放送 西森康友

N01-24100 テレビ 手づくりの詩 丸亀の一貫張り 62 1974/7/5 毎日放送 西森康友

N01-24101 テレビ 手づくりの詩 秀衡塗ｰ平泉ｰ 63 1974/7/12 毎日放送 森美智夫

N01-24102 テレビ 手づくりの詩 鋸の名工ｰ兵庫・三木ｰ 64 1974/7/19 毎日放送 深田昭

N01-24103 テレビ 手づくりの詩 ガラスの動物ｰ大阪・和泉ｰ 65 1974/7/26 毎日放送 西森康友

N01-24104 テレビ 手づくりの詩 天童の将棋駒 66 1974/8/2 毎日放送 森美智夫

N01-24105 テレビ 手づくりの詩 碁盤ｰ宮崎ｰ 67 1974/8/9 毎日放送 森美智夫

N01-24106 テレビ 手づくりの詩 石彫ｰ香川・庵治ｰ 68 1974/8/16 毎日放送 西森康友

N01-24107 テレビ 手づくりの詩 千代紙人形 69 1974/8/23 毎日放送 深田昭

N01-24108 テレビ 手づくりの詩 唐機織ｰ千葉・館山ｰ 70 1974/8/30 毎日放送 梅本承平

N01-24109 テレビ 手づくりの詩 能登の鬼瓦 71 1974/9/6 毎日放送 森美智夫

N01-24110 テレビ 手づくりの詩 江戸毛抜き 72 1974/9/13 毎日放送 深田昭

N01-24111 テレビ 手づくりの詩 葛布の里ｰ掛川ｰ 73 1974/9/20 毎日放送 深田昭

N01-24112 テレビ 手づくりの詩 備前の煙ｰ岡山ｰ 74 1974/9/27 毎日放送 森美智夫

N01-24113 テレビ 手づくりの詩 津軽の鳩笛ｰ弘前ｰ 75 1974/10/4 毎日放送 西森康友

N01-24114 テレビ 手づくりの詩 薩摩弓ｰ都城ｰ 76 1974/10/11 毎日放送 深田昭

N01-24115 テレビ 手づくりの詩 久留米絣 77 1974/10/18 毎日放送 森美智夫

N01-24116 テレビ 手づくりの詩 桜皮細工ｰ秋田 角館ｰ 78 1974/10/25 毎日放送 西森康友

N01-24117 テレビ 手づくりの詩 熊野筆ｰ広島ｰ 79 1974/11/1 毎日放送 不破三雄

N01-24118 テレビ 手づくりの詩 でんでん太鼓ｰ犬山ｰ 80 1974/11/8 毎日放送 大川正夫

N01-24119 テレビ 手づくりの詩 民窯の山ｰ小鹿田ｰ 81 1974/11/15 毎日放送 西森康友
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N01-24120 テレビ 手づくりの詩 紫の誕生ｰ八幡平ｰ 82 1974/11/22 毎日放送 森美智夫

N01-24121 テレビ 手づくりの詩 ハイカラ人形ｰ長崎ｰ 83 1974/11/29 毎日放送 森美智夫

N01-24122 テレビ 手づくりの詩 北国の鎚音ｰ新潟燕ｰ 84 1974/12/6 毎日放送 西森康友

N01-24123 テレビ 手づくりの詩 硯三代ｰ陸中雄勝ｰ 85 1974/12/13 毎日放送 森美智夫

N01-24124 テレビ 手づくりの詩 佐賀錦 88 1975/1/3 毎日放送 森美智夫

N01-24125 テレビ 手づくりの詩 阿波の大甕 91 1975/1/24 毎日放送 西森康友

N01-24126 テレビ 手づくりの詩 丹波の紙布―綾部・黒谷― 93 1975/2/7 毎日放送 西森康友

N01-24127 テレビ 手づくりの詩 煙管の大将ｰ東京ｰ 95 1975/2/21 毎日放送 西森康友

N01-24128 テレビ 手づくりの詩 ユーカラ織ｰ旭川ｰ 97 1975/3/7 毎日放送 森美智夫

N01-19640 テレビ 鉄剣をめぐるロマン 1979/4/1 テレビ埼玉 野村六助

N01-05640 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 1 1961/5/6 テレビ朝日 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-07488 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 2 1961/5/13 NETテレビ 野村六助

N01-05631 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 3 1961/5/20 テレビ朝日 野村六助

N01-19650 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 4 1961/5/27 テレビ朝日 野村六助

N01-05637 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 軽量型鋼 5 1961/6/3 テレビ朝日 野村六助

N01-07510 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 6 1961/6/10 テレビ朝日 野村六助

N01-07487 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 7 1961/6/17 NETテレビ 野村六助

N01-07489 テレビ テッチャン、コーチャンのテレビ博物館 8 1961/6/24 NETテレビ

N01-07509 テレビ テッちゃんコーちゃんの社会見学 1961/5/6 テレビ朝日 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-00393 ラジオ デッド・エアー KRアナウンス室ユニット 1960/12/30 東京放送 内村直也、近江正俊

N01-08446 テレビ 鉄道公安36号 孤独のプラットホーム (?) NET 津田幸夫

N01-08423 テレビ 鉄道公安36号 夏の誘惑
1963～

1967/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-05112 テレビ 鉄道公安36号 背信の掟 (?)
NET(テレビ

朝日)
押川國秋

デジタル
化（館
内）

N01-15086 テレビ 鉄道公安36号 誘惑 (?)
NET(テレビ

朝日)

N01-08424 テレビ 鉄道公安36号 愛の裁き
1963～

1967/(?)/(?)
NET 津田幸夫

N01-08440 テレビ 鉄道公安36号 一時預け 1964/10/7 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-08441 テレビ 鉄道公安36号 一時預け 1964/10/7 NET 津田幸夫

N01-08442 テレビ 鉄道公安36号 環状線を張れ 1964/11/4 NET 津田幸夫

N01-08445 テレビ 鉄道公安36号 報復の起点 1965/5/15 NET 津田幸夫

N01-08422 テレビ 鉄道公安36号 面影 1965/6/30 NET 津田幸夫

N01-08443 テレビ 鉄道公安36号 面影 1965/6/30 NET 津田幸夫

N01-08439 テレビ 鉄道公安36号 心の分岐点 1965/11/3 NET 津田幸夫

N01-08471 テレビ 鉄道公安36号 心の分岐点 1965/11/3 NET 津田幸夫

N01-08444 テレビ 鉄道公安36号 レールが呼んでる 1966/3/9 NET 津田幸夫

N01-08484 テレビ 鉄道唱歌物語 1959/11/25 日本テレビ 八田尚之

N01-08857 テレビ テネシーワルツ 1～4 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08856 テレビ テネシーワルツ 決定稿 5～10 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守
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N01-08855 テレビ テネシーワルツ 決定稿 11～15 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08854 テレビ テネシーワルツ 決定稿 16～20 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08853 テレビ テネシーワルツ 決定稿 21～25 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08852 テレビ テネシーワルツ 決定稿 26～30 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08851 テレビ テネシーワルツ 決定稿 31～35 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08850 テレビ テネシーワルツ 決定稿 36～40 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08849 テレビ テネシーワルツ 決定稿 41～45 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08848 テレビ テネシーワルツ 決定稿 46～50 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08847 テレビ テネシーワルツ 決定稿 51～55 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08846 テレビ テネシーワルツ 決定稿 56～60 [1974]/(?)/(?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09411 テレビ てるてる坊主 1 1971/6/7 フジテレビ 佐々木守

N01-09412 テレビ てるてる坊主 2 1971/6/14 フジテレビ 佐々木守

N01-09410 テレビ てるてる坊主 3 1971/6/21 フジテレビ 佐々木守

N01-09413 テレビ てるてる坊主 4 1971/6/28 フジテレビ 佐々木守

N01-09414 テレビ てるてる坊主 5 1971/7/5 フジテレビ 佐々木守

N01-09415 テレビ てるてる坊主 6 [1971]/7/12 フジテレビ 佐々木守

N01-09416 テレビ てるてる坊主 7 [1971]/7/19 フジテレビ 佐々木守

N01-09404 テレビ てるてる坊主 8 [1971]/7/26 フジテレビ 佐々木守

N01-09405 テレビ てるてる坊主 改訂稿 9 [1971]/8/2 フジテレビ 佐々木守

N01-09406 テレビ てるてる坊主 10 [1971]/8/9 フジテレビ 佐々木守

N01-09407 テレビ てるてる坊主 11 [1971]/8/16 フジテレビ 佐々木守

N01-09408 テレビ てるてる坊主 12 [1971]/8/23 フジテレビ 佐々木守

N01-09409 テレビ てるてる坊主 13 [1971]/8/30 フジテレビ 佐々木守

N01-09396 テレビ てるてる坊主 14 [1971]/9/6 フジテレビ 佐々木守

N01-09397 テレビ てるてる坊主 15 [1971]/9/13 フジテレビ 佐々木守

N01-09398 テレビ てるてる坊主 16 [1971]/9/20 フジテレビ 佐々木守

N01-09399 テレビ てるてる坊主 17 [1971]/9/27 フジテレビ 佐々木守

平027 N01-45206 テレビ
テレヴィジョンのためのシルエット セロ弾き

のゴーシュ
1951/12/28 NHK 近江浩一

平027 N01-45205 テレビ テレヴィジョンのためのシルエット 夕鶴 1951/12/7 NHK 近江浩一

M012 N01-40281 テレビ テレビ・プレイ　最後の砦 1955/6/7 JOKR-TV 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-18058 テレビ テレビ安全運転教室 ヤングのリズム車 1973/5/5 テレビ朝日 野村六助

N01-18067 テレビ テレビ安全運転教室
第三のモータースポーツ―

MOL―
第一稿 1972/12/28 テレビ朝日 野村六助

N01-18101 テレビ テレビ安全運転教室 足元にご注意 1973/5/3 テレビ朝日 野村六助

N01-18102 テレビ テレビ安全運転教室 1973/4/30 テレビ朝日 野村六助

N01-18099 テレビ テレビ安全運転教室
安全運転にとりくむ人々―山

形県の場合―
17 1972/3/20 テレビ朝日

N01-18098 テレビ テレビ安全運転教室 色と安全運転 19 1972/5/3 テレビ朝日

N01-18100 テレビ テレビ安全運転教室 ヤングライダー50人の意見 20 1972/5/5 テレビ朝日
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N01-51401 資料 テレビ映画シリーズ番組の制作について 1963/(?)/(?)

N01-20692 テレビ テレビ結婚式　ここに幸あれ 384 1966/11/8 フジテレビ 保富康午

N01-05630 テレビ テレビ結婚式　ここに幸あれ 決定稿 392 1967/1/3 フジテレビ 野村六助

N01-19621 テレビ テレビ結婚式　ここに幸あれ 第一稿 392 1967/1/3 フジテレビ 野村六助

N01-19619 テレビ テレビ結婚式　ここに幸あれ 395 1967/1/24 フジテレビ 野村六助

N01-19620 テレビ テレビ結婚式　ここに幸あれ 403 1967/3/21 フジテレビ 野村六助

N01-23127 テレビ テレビ結婚式　ここに幸あれ バレーボールに結ばれて 決定稿 1965/2/9 関西テレビ 石浜恒夫

M021 N01-40522 テレビ テレビドラマ 神隠しにされた馬 1953/6/24 NHK 秋月桂太

N01-12311 資料 テレビドラマ「父」作品解説 1971/10/9 TBS

N01-16011 資料 テレビドラマ「父」作品解説 1971/10/9 TBS 東京放送

N01-20137 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/2/18 フジテレビ 保富康午

N01-20138 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/3/18 フジテレビ すぎやまこういち

N01-20139 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/1/21 フジテレビ 保富康午

N01-20140 テレビ テレビナイトショー
和田アキ子・それ行けジャン

ボ！
(?)/[8/28] フジテレビ 保富康午、藤公之介

N01-20141 テレビ テレビナイトショー
勝新太郎と二人のグラマーの

夜
(?)/[8/7] フジテレビ 保富康午、藤公之介

N01-20142 テレビ テレビナイトショー 1970/2/6 フジテレビ 企画集団Q、田村映美、倉田洋

N01-20143 テレビ テレビナイトショー (?)/[10/5] フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21100 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/3/11 フジテレビ 保富康午

N01-21101 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/2/11 フジテレビ 保富康午

N01-21102 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/1/14 フジテレビ 保富康午

N01-21103 テレビ テレビナイトショー 浅丘ルリ子と秋の夜長を！ (?)/9/18 フジテレビ 保富康午、藤公之介

N01-21104 テレビ テレビナイトショー 加賀まり子と野次馬の夜 (?)/9/4 フジテレビ 保富康午、藤公之介

N01-21105 テレビ テレビナイトショー 上月晃の華麗なる夜 (?)/7/24 フジテレビ 保富康午、藤公之介

N01-21106 テレビ テレビナイトショー (?)/11/2 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21107 テレビ テレビナイトショー (?)/10/26 フジテレビ 塚田茂、玉井冽

N01-21108 テレビ テレビナイトショー (?)/9/6 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21109 テレビ テレビナイトショー (?)/8/9 フジテレビ 保富康午

N01-21110 テレビ テレビナイトショー (?)/5/17 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21111 テレビ テレビナイトショー (?)/5/3 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21112 テレビ テレビナイトショー (?)/1/11 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21113 テレビ テレビナイトショー (?)/7/26 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21114 テレビ テレビナイトショー (?)/5/31 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-21144 テレビ テレビナイトショー これがスキン・イラストだ (?)/4/15 フジテレビ 保富康午

N01-22061 テレビ テレビナイトショー (?)/11/30 フジテレビ 保富康午、福地美穂子

N01-22097 テレビ テレビナイトショー 決定稿 (?)/7/3 フジテレビ 保富康午、藤公之介

N01-22119 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1970/3/11 フジテレビ 保富康午

N01-22399 テレビ テレビナイトショー (?)/3/4 フジテレビ 保富康午



「て」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23664 テレビ テレビナイトショー 決定稿 1969/8/20 フジテレビ スタッフ東京、塚田茂

N01-24621 テレビ テレビナイトショー
ナンマンダブの芸人―話芸の

源流を探る―
(?)/3/11 CX 柴田伸之

N01-06234 テレビ テレビのおばちゃま ふしぎなメガネ 759 1964/6/2 日本テレビ

N01-07046 テレビ テレビのおばちゃま 酒のふしぎ 806 1964/7/27 日本テレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07040 テレビ テレビのおばちゃま 酒のふしぎ 807 1964/7/28 日本テレビ 保富康午

N01-07039 テレビ テレビのおばちゃま 酒のふしぎ 808 1964/7/29 日本テレビ 保富康午

N01-07038 テレビ テレビのおばちゃま 酒のふしぎ 809 1964/7/30 日本テレビ 保富康午

N01-07037 テレビ テレビのおばちゃま 酒のふしぎ 810 1964/7/31 日本テレビ 保富康午

N01-07036 テレビ テレビのおばちゃま 酒のふしぎ 811 1964/8/1 日本テレビ 保富康午

N01-07035 テレビ テレビのおばちゃま インデアンさんこんにちは 950 1965/1/11 日本テレビ 保富康午

N01-07034 テレビ テレビのおばちゃま インデアンさんこんにちは 951 1965/1/12 日本テレビ 保富康午

N01-07033 テレビ テレビのおばちゃま インデアンさんこんにちは 952 1965/1/13 日本テレビ 保富康午

N01-07032 テレビ テレビのおばちゃま インデアンさんこんにちは 953 1965/1/14 日本テレビ 保富康午

N01-07031 テレビ テレビのおばちゃま インデアンさんこんにちは 954 1965/1/15 日本テレビ 保富康午

N01-07030 テレビ テレビのおばちゃま インデアンさんこんにちは 955 1965/1/16 日本テレビ 保富康午

N01-21317 テレビ テレビのおばちゃま ふしぎなえほん 998・999 1965/3/8、9 日本テレビ 保富康午

N01-21316 テレビ テレビのおばちゃま ふしぎなえほん 1000・1001 1965/3/10、11 日本テレビ 保富康午

N01-21346 テレビ テレビのおばちゃま ふしぎなえほん 1002・1003 1965/3/12、13 日本テレビ

N01-07047 テレビ テレビのおばちゃま ちびくろさんぼ 1034・1035 1965/4/19、20 日本テレビ 保富康午

N01-21345 テレビ テレビのおばちゃま ちびくろさんぼ 1036・1037 1965/4/21、22 日本テレビ

N01-21318 テレビ テレビのおばちゃま ちびくろさんぼ 1038･1039 1965/4/23、24 日本テレビ 保富康午

N01-07022 テレビ テレビのおばちゃま みんなでたべよう 2563・2564 1965/5/3、4 日本テレビ 保富康午

N01-07023 テレビ テレビのおばちゃま みんなでたべよう 2565・2566 1965/5/5、6 日本テレビ 保富康午

N01-07024 テレビ テレビのおばちゃま みんなでたべよう [2567・2568] 1965/5/7、8 日本テレビ 保富康午

N01-20000 テレビ テレビのおばちゃま 宝島のまき 2575・2576 1965/5/17、18 日本テレビ 保富康午

N01-07042 テレビ テレビのおばちゃま 宝島のまき 2577・2578 1965/5/19、20 日本テレビ

N01-07041 テレビ テレビのおばちゃま 宝島のまき 2579・2580 1965/5/21、22 日本テレビ

N01-07045 テレビ テレビのおばちゃま とけいのお話 2593・2594 1965/6/7、8 日本テレビ 保富康午

N01-07044 テレビ テレビのおばちゃま とけいのお話 2595・2596 1965/6/9、10 日本テレビ 保富康午

N01-07043 テレビ テレビのおばちゃま とけいのお話 2597・2598 1965/6/11、12 日本テレビ 保富康午

N01-21348 テレビ テレビのおばちゃま 悪魔にまけるな 2605・2606 1965/6/21、22 日本テレビ

N01-21319 テレビ テレビのおばちゃま 悪魔にまけるな 2607･2608 1965/6/23、24 日本テレビ

N01-21347 テレビ テレビのおばちゃま 悪魔にまけるな 2609・2610 1965/6/25、26 日本テレビ

N01-07029 テレビ テレビのおばちゃま パンドラのはこ 1965/7/12、13 日本テレビ

N01-07028 テレビ テレビのおばちゃま パンドラのはこ 1965/7/14、15 日本テレビ

N01-07027 テレビ テレビのおばちゃま パンドラのはこ 1965/7/16、17 日本テレビ

N01-07026 テレビ テレビのおばちゃま ミミとポポはおともだち 2635・2636 1965/7/26、27 日本テレビ 松谷みよ子
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N01-07025 テレビ テレビのおばちゃま ミミとポポはおともだち 2637・2638 1965/7/28、29 日本テレビ 松谷みよ子

N01-07050 テレビ テレビのおばちゃま ミミとポポはおともだち 2639・2640 1965/7/30、31 日本テレビ 松谷みよ子

N01-07051 テレビ テレビのおばちゃま 夏と冬の出来たわけ 2647・2648 1965/8/9、10 日本テレビ 保富康午

N01-07052 テレビ テレビのおばちゃま 夏と冬の出来たわけ 2649・2650 1965/8/11、12 日本テレビ 保富康午

N01-07053 テレビ テレビのおばちゃま 夏と冬の出来たわけ 2651・2652 1965/8/13、14 日本テレビ 保富康午

N01-07054 テレビ テレビのおばちゃま ミミと風船と手紙 1965/8/23、24 日本テレビ 松谷みよ子

N01-07048 テレビ テレビのおばちゃま ミミと風船と手紙 1965/8/25、26 日本テレビ 松谷みよ子

N01-07049 テレビ テレビのおばちゃま ミミと風船と手紙 1965/8/27、28 日本テレビ 松谷みよ子

N01-21777 テレビ テレビリクエストスタジオ　スター総登場 花吹雪兄弟仁義 決定稿 15 (?)/1/19 TBS 左右田稔

N01-06237 ラジオ テレフォン性格診断　あなた占います (?) ラジオ関東 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-17082 テレビ 手をつなぐ町 未定稿 1973/12/29 NET 深沢一夫

N01-17083 テレビ 手をつなぐ町 決定稿 1973/12/29 NET 深沢一夫

N01-05551 テレビ 手をとりて歌わん（仮題） 1960/7/31 NHK 保富康午

N01-18045 テレビ 田園アルバム 追跡レポート 農地 308 1973/3/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
奥薗守

N01-18044 テレビ 田園アルバム 農薬その安全性を求めて 318 1973/5/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
奥薗守

N01-15801 ラジオ 田園交響楽 1970/4/26 NHK 伊藤海彦

N01-09867 テレビ 天下御免 こんぴら船々 1 1971/10/8 NHK 佐々木守、早坂暁
デジタル
化（館内）

N01-14997 テレビ 天下御免 長崎ぶんちゃっちゃ！ 2 1971/10/15 NHK 早坂暁

N01-14091 テレビ 天下御免 歌謡曲だよ人生は 11
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14092 テレビ 天下御免 真夜中の将軍たち その1 14
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14093 テレビ 天下御免 15
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14200 テレビ 天下御免 巷に雪の降る如く 15 1972/(?)/(?) NHK 早坂暁

N01-14210 テレビ 天下御免 巷に雪の降る如く 15 1972/1/21 NHK 早坂暁

N01-14094 テレビ 天下御免 誰かが北で哭いている 16
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14095 テレビ 天下御免 北にノロシの上るとき 17 1972/2/18 NHK 早坂暁

N01-14097 テレビ 天下御免 17
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14098 テレビ 天下御免 17
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14996 テレビ 天下御免 腕は江戸前キリタンポ 18 1972/(?)/(?) NHK 大西信行

N01-14099 テレビ 天下御免 お江戸の華は真っ赤っか 20
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14100 テレビ 天下御免 20
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14126 テレビ 天下御免 20
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14101 テレビ 天下御免 21
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14102 テレビ 天下御免 21
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14103 テレビ 天下御免 21
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14104 テレビ 天下御免 21
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14105 テレビ 天下御免 22
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14106 テレビ 天下御免 22
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104234
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104234
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104234
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104234


「て」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-14107 テレビ 天下御免 22
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14127 テレビ 天下御免 北西に針路をとれ 22 1972/(?)/(?) NHK 早坂暁

N01-14190 テレビ 天下御免 その3 22 1972/(?)/(?) NHK

N01-14187 テレビ 天下御免 その3 24 1972/(?)/(?) NHK 早坂暁

N01-14191 テレビ 天下御免 試験地獄に花が散る 24 1972/(?)/(?) NHK 早坂暁

N01-14192 テレビ 天下御免 その2 24 1972/(?)/(?) NHK

N01-09866 テレビ 天下御免 武士の魂いまいづこ？ 28 1972/5/5 NHK 佐々木守

N01-09865 テレビ 天下御免 あなた待ち待ち日が暮れた 29 (?) NHK 佐々木守

N01-09864 テレビ 天下御免 いらっしゃいませお隣さん 30 (?) NHK 佐々木守

N01-14188 テレビ 天下御免 ハチのムサシは死んだのさ 31 1972/(?)/(?) NHK 早坂暁

N01-14189 テレビ 天下御免 その2 31 1972/(?)/(?) NHK

N01-14108 テレビ 天下御免 32
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14109 テレビ 天下御免 なぜだか銀が泣いている 33 1972/6/16 NHK 早坂暁

N01-09389 テレビ 天下御免 あヽ和蘭陀ばやし 34 1972/6/23 NHK 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-14110 テレビ 天下御免 和蘭陀ばやし吹き去って 34
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 佐々木守

N01-14195 テレビ 天下御免 品性お下劣物語 35 1972/6/30 NHK 早坂暁

N01-14196 テレビ 天下御免 その2 35 (?)/5/25 NHK

N01-14111 テレビ 天下御免 長持御用心 決定稿 36 1972/7/7 NHK 大西信行

N01-14112 テレビ 天下御免 37
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14990 テレビ 天下御免
ここに立ちたるワシントン　そ

の一
37 1972/7/14 NHK 早坂暁

N01-14113 テレビ 天下御免 蛙のごとき君なりき その1 38
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14114 テレビ 天下御免 蛙のごとき君なりき その2 38
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14115 テレビ 天下御免 父親は悲しからずや 39 1972/7/28 NHK 早坂暁

N01-14116 テレビ 天下御免 あらら富士山大噴火! 40 1972/8/4 NHK 早坂暁

N01-14117 テレビ 天下御免 あらら富士山大噴火! 改訂稿 40 1972/8/4 NHK 早坂暁

N01-14118 テレビ 天下御免 あらら富士山大噴火!　その2 40
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14983 テレビ 天下御免 あらら富士山大噴火 40 1972/8/4 NHK 早坂暁

N01-14119 テレビ 天下御免 それでも地球は動いている 42
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 早坂暁

N01-14120 テレビ 天下御免
それでも地球は動いている

その2
42

1971～
1972/(?)/(?)

NHK

N01-14121 テレビ 天下御免 OH!オランダ事始 43 1972/8/25 NHK 早坂暁

N01-14122 テレビ 天下御免
1971～

1972/(?)/(?)
NHK

N01-14123 テレビ 天下御免 散る花咲く花(仮題) 第二稿
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 能勢紘也

N01-14124 テレビ 天下御免
陽がのぼる時or若ものたちの

歌
1971～

1972/(?)/(?)
NHK 大西信行

N01-14125 テレビ 天下御免 吹けよ恋風帆をあげて 1972/5/26 NHK 大西信行

N01-01076 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 1 1959/(?)/(?) KRT 梅田晴夫、永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-01077 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 2 1959/2/24 KRT 梅田晴夫、前田武彦、永六輔

N01-01078 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 3 1959/3/3 KRT 梅田晴夫、前田武彦、永六輔
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N01-01079 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 4 1959/3/10 KRT 梅田晴夫

N01-01080 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 5 1959/3/17 KRT 梅田晴夫

N01-01081 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 7 1959/3/31 KRT 梅田晴夫

N01-01082 テレビ 殿下と結婚する方法 決定稿 8(終) 1959/4/7 KRT 梅田晴夫、前田武彦

N01-12775 テレビ 天下のご意見番 下郎の槍 40 (?) 毎日放送 浅井昭三郎

N01-12777 テレビ 天下のご意見番 俺も江戸ッ子 41 (?) 毎日放送 はざまたけし

N01-12776 テレビ 天下のご意見番 お江戸日本晴れ 43 (?) 毎日放送 はざまたけし

N01-13379 テレビ 天下の青年 決定稿 12 1967/6/19 フジテレビ 小松君郎

N01-07842 ラジオ 天下晴れて 1～15 1961/5/1～17
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄、秩父久方

N01-07840 ラジオ 天下晴れて 16～19 1961/5/18～22
ニッポン放

送
森進

N01-07838 ラジオ 天下晴れて 20～25 1961/5/23～29
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎

N01-07810 ラジオ 天下晴れて 26～34 1961/5/30～6/8
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、森進、秩父久

方

N01-07847 ラジオ 天下晴れて 35～39 1961/6/9～14
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07846 ラジオ 天下晴れて 40～44 1961/6/15～20
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、水原明人、森

進

N01-07845 ラジオ 天下晴れて 44～53 1961/6/20～30
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07849 ラジオ 天下晴れて 54～59 1961/7/1～7
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、森進

N01-07817 ラジオ 天下晴れて 60～63 1961/7/8～12
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進

N01-07818 ラジオ 天下晴れて 64～68 1961/7/13～18
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人

N01-07811 ラジオ 天下晴れて 79～85 1961/7/31～8/7
ニッポン放

送
水原明人、森進

N01-07852 ラジオ 天下晴れて 86～90 1961/8/8～12
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄

N01-07812 ラジオ 天下晴れて 91～107 1961/8/14～9/1
ニッポン放

送
水原明人、森進、安倍徹郎

N01-07844 ラジオ 天下晴れて 108～110 1961/9/2～5
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎

N01-07853 ラジオ 天下晴れて 111～116 1961/9/6～12
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、森進

N01-07848 ラジオ 天下晴れて 117～121 1961/9/13～18
ニッポン放

送
水原明人、森進

N01-07813 ラジオ 天下晴れて 122～133
1961/9/19～

10/2
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、森進

N01-07814 ラジオ 天下晴れて 134～141 1961/10/3～11
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、水原明人

N01-07815 ラジオ 天下晴れて 142～146 1961/10/12～17
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-07816 ラジオ 天下晴れて 147～150 1961/10/18～21
ニッポン放

送
森進、水原明人

N01-07850 ラジオ 天下晴れて 151～154 1961/10/23～26
ニッポン放

送
水原明人、森進

N01-07843 ラジオ 天下晴れて 155～162
1961/10/27～

11/4
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄

N01-07851 ラジオ 天下晴れて 163～171 1961/11/6～15
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄

N01-07819 ラジオ 天下晴れて 172～178 1961/11/16～23
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、森進

N01-07820 ラジオ 天下晴れて 179～184 (?)
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人

N01-07821 ラジオ 天下晴れて 191～196 1961/12/8～14
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、水原明人

N01-07824 ラジオ 天下晴れて 205～213
1961/12/25～

1962/1/3
ニッポン放

送
森進、水原明人、安倍徹郎、野上龍

雄

N01-07829 ラジオ 天下晴れて 214～226 1962/1/4～18
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進、野上龍

雄

N01-07822 ラジオ 天下晴れて 235～242 1962/1/29～2/6
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人

デジタル
化（館
内）
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N01-07823 ラジオ 天下晴れて 243～250 1962/2/7～15
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07825 ラジオ 天下晴れて 251～260 1962/2/16～27
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄

N01-07826 ラジオ 天下晴れて 261～269 1962/2/28～3/9
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07830 ラジオ 天下晴れて 270～279 1962/3/10～21
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎

デジタル
化（館
内）

N01-07831 ラジオ 天下晴れて 280～288 1962/3/22～31
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07832 ラジオ 天下晴れて 289～295 1962/4/2～9
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、安倍徹郎

デジタル
化（館
内）

N01-07833 ラジオ 天下晴れて 296～302 1962/4/10～17
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07827 ラジオ 天下晴れて 303～309 1962/4/18～25
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07828 ラジオ 天下晴れて 310～318 1962/4/26～5/5
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄

デジタル
化（館
内）

N01-07834 ラジオ 天下晴れて 319～323 1962/5/7～11
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄

デジタル
化（館
内）

N01-07836 ラジオ 天下晴れて 324～329 1962/5/12～18
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07837 ラジオ 天下晴れて 330～341 1962/5/19～6/1
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄

デジタル
化（館
内）

N01-07835 ラジオ 天下晴れて 342～350 1962/6/2～12
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄

デジタル
化（館
内）

N01-07839 ラジオ 天下晴れて (?)
ニッポン放

送
安倍徹郎

N01-07841 ラジオ 天下晴れて
オーディション

用
(?)

ニッポン放
送

水原明人、野上龍雄、森進

N01-08119 テレビ 天からもらった場所で 1963/10/18 NHK 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-06777 ラジオ 電子音楽の秘密 放送芸能祭特集 1960/10/31 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-24475 テレビ 伝七捕物帳 女形の死 7 (?) 朝日放送 宮川一郎

N01-02944 テレビ 伝七捕物帳 無情の花嫁衣裳 決定稿 49 (?) 鳥海尽三

N01-15091 資料 伝七捕物控 (?) 日本テレビ

N01-23685 テレビ 天使と野郎ども！ 「坊ちゃん」だぞなモシ 第一稿 1 (?)/10/5 TBS 塚田茂

N01-23914 テレビ 天使と野郎ども！ ハレンチ脱出大作戦 準備稿 4 [1968]/(?)/(?) TBS たかたかし

N01-23619 テレビ 天使と野郎ども！ 決定稿 20 [1969]/2/15 TBS 佐々木史朗

N01-00550 テレビ 天使とラッパと梅の花 (?)/3/5 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-03206 ラジオ 天上大風 102・103 1961/9/27、28 TBS 窪田篤人

N01-03210 ラジオ 天上大風 118・119 1961/10/16、17 TBS 窪田篤人

N01-03207 ラジオ 天上大風 124・125 1961/10/23、24 TBS 窪田篤人

N01-04151 テレビ 天人女房 1953/12/7 日本テレビ 滝沢てるを

N01-04755 ラジオ デン助のサラリーマン物語 ここにミスあり！ 3 (?)/9/28 KRT 木村重夫

N01-04754 ラジオ デン助のサラリーマン物語 ダルマさん今晩は！ 4 (?) KRT 木村重夫

N01-04753 ラジオ デン助のサラリーマン物語 街の案山子 5 (?)/10/12 KRT 木村重夫

N01-04752 ラジオ デン助のサラリーマン物語 貸間の條件 6 (?)/10/19 KRT 木村重夫

N01-04751 ラジオ デン助のサラリーマン物語 驚くなかれ! 7 (?)/10/26 KRT 木村重夫

N01-04750 ラジオ デン助のサラリーマン物語 娘の作戦 決定稿 8 (?)/11/2 KRT 木村重夫

N01-04749 ラジオ デン助のサラリーマン物語 ベストセラーの季節 9 (?)/11/9 KRT 木村重夫

N01-04748 ラジオ デン助のサラリーマン物語 裸の二等兵 10 (?)/11/16 KRT 木村重夫

N01-04747 ラジオ デン助のサラリーマン物語 恐怖の月給日 11 (?)/11/23 KRT 木村重夫
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N01-04746 ラジオ デン助のサラリーマン物語 お芋と愛情 12 (?)/11/30 KRT 木村重夫

N01-04745 ラジオ デン助のサラリーマン物語 事件のかげに娘あり 13 (?)/12/7 KRT 木村重夫

N01-04744 ラジオ デン助のサラリーマン物語 裏街のプリンセス 14 (?)/12/14 KRT 木村重夫

N01-04743 ラジオ デン助のサラリーマン物語 北風とサンタクロース 15 (?)/12/21 KRT 木村重夫

N01-04741 ラジオ デン助のサラリーマン物語 泣き笑い年の市 16 (?)/12/28 KRT 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-04742 ラジオ デン助のサラリーマン物語 電話に御用心 18 (?)/1/18 KRT 木村重夫

N01-24635 テレビ デン助のドヤ繁昌記 276 1966/10/22 NET 深沢一夫

N01-05101 テレビ デン助のゆうびん配達 1959/12/26 テレビ朝日 八光作家集団
デジタル
化（館
内）

N01-23622 テレビ てんで素敵なショウ 暑さをブッとばせ！ 決定稿 1 [1963]/7/17 日本テレビ 塚田茂

N01-06115 テレビ デンデン虫 1957/8/19 木多内淳

N01-04567 テレビ デンデン虫/台風が来る 1957/8/19、9/2 木多内淳

平026B N01-45197 ラジオ でんでん虫と忍術 1953/10/17
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-17162 テレビ 天と地と 若草の章 その七 11 1969/3/16 NHK 中井多津夫
デジタル
化（館
内）

N01-17163 テレビ 天と地と 栴檀の章 その一 12 1969/3/23 NHK 杉山義法

N01-17164 テレビ 天と地と 栴檀の章 その二 13 1969/3/30 NHK 杉山義法

N01-17165 テレビ 天と地と 栴檀の章 その四 15 1969/4/13 NHK 杉山義法

N01-17166 テレビ 天と地と 栴檀の章 その六 17 1969/4/27 NHK 杉山義法

N01-17167 テレビ 天と地と 栴檀の章 その七 18 1969/5/4 NHK 杉山義法

N01-17168 テレビ 天と地と 火中の章 その一 42 1969/10/19 NHK 中井多津夫

N01-17169 テレビ 天と地と 火中の章 その二 43 1969/10/26 NHK 中井多津夫

N01-05491 ラジオ 天と地の間 1961/8/7 NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-12309 テレビ 天皇の世紀 黒船渡来 1 1971/(?)/(?) TBS 武田敦
デジタル
化（館
内）

N01-11560 テレビ てんぷく珍道中 働け働けの巻 10 1966/9/17
NET(テレビ

朝日)
酒井俊

N01-11309 テレビ てんぷく珍道中 仂け仂けの巻 10 (?) テレビ朝日 酒井俊

N01-10198 テレビ 天への馬車 純子の章 1～5 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10227 テレビ 天へ行く馬車 純子の章 6～10 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10226 テレビ 天へ行く馬車 千秋の章 11～15 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10225 テレビ 天へ行く馬車 千秋の章 改訂稿 16～20 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10224 テレビ 天へ行く馬車 忍の章 改訂稿 21～25 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10223 テレビ 天へ行く馬車 忍の章 26～30 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10222 テレビ 天へ行く馬車 佐知子の章 31～35 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10221 テレビ 天へ行く馬車 佐知子の章 36～40 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10220 テレビ 天へ行く馬車 万里子の章 41～45 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10219 テレビ 天へ行く馬車 万里子の章 46～50 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10218 テレビ 天へ行く馬車 聖子の章 51～54 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-10217 テレビ 天へ行く馬車 聖子の章 55～60 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-17316 テレビ 天保つむじ風 夜に蠢めく 決定稿 1 [1969]/7/5 朝日放送 生田直親
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N01-17317 テレビ 天保つむじ風 夜に蠢めく 1 [1969]/7/5 朝日放送 生田直親

N01-17318 テレビ 天保つむじ風 非情の流れ 決定稿 2 [1969]/7/12 朝日放送 生田直親

N01-17319 テレビ 天保つむじ風 非情の流れ 2 [1969]/7/12 朝日放送 生田直親

N01-17320 テレビ 天保つむじ風 嵐の孤舟 訂正決定稿 3 [1969]/7/19 朝日放送 生田直親

N01-03142 ラジオ 電話討論会　オピニオン (?)/5/15

N01-24142 テレビ 天を斬る 誰も知らない朝 2 (?) NET 結束信二

N01-24143 テレビ 天を斬る 遠い足音 21 (?) NET 結束信二

N01-24140 テレビ 天を斬る 23 1970/(?)/(?) NET 結束信二
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N01-12191 ラジオ 土居まさるの石川啄木詩集 1～5 1977/2/21～3/4
ニッポン放

送
水原明人

N01-12190 ラジオ 土居まさるの石川啄木詩集 6～10 1977/2/21～3/4
ニッポン放

送
水原明人

N01-07587 テレビ 東映☆スターヒットパレード (?) 毎日放送 片岡直彦

M031 N01-40721 ラジオ 灯影の武士 1・2 1957/2/8、15
ニッポン放

送
宇野信夫

デジタル
化（館
内）

N01-01148 ラジオ 東海道中膝栗毛 1955/9/8 KRT

N01-09459 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 姉ちゃんは三代目 決定稿 1 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09247 テレビ 東海道姉ちゃん仁義 涙も抱けない渡り鳥 決定稿 2 [1974]/6/15 フジテレビ 佐々木守

N01-09248 テレビ 東海道姉ちゃん仁義 女心に女が惚れた 決定稿 3 [1974]/6/22 フジテレビ 佐々木守

N01-09249 テレビ 東海道姉ちゃん仁義 月の面影橋なみだ橋 決定稿 4 [1974]/6/29 フジテレビ 佐々木守

N01-09250 テレビ 東海道姉ちゃん仁義 初夏に咲く花親子草 決定稿 5 [1974]/7/6 フジテレビ 佐々木守

N01-09451 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 親が結んだ兄弟だもの 決定稿 6 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09452 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 恋ざんげ風車模様 決定稿 7 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09453 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 朝に地獄の風が吹く 決定稿 8 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09454 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 知らぬが仏の三代目 決定稿 9 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09455 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 おゆき姫危機一髪 決定稿 10 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09456 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 幽霊はなぜ泣く 決定稿 11 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09457 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 死地へ帰って来た男 決定稿 12 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-09458 テレビ 東海道　姉ちゃん仁義 祭ばやしは血の匂い 決定稿 13 1974/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-05106 テレビ 東海道は日本晴 夢の都めでたしの巻 14 (?)/6/11 フジテレビ 吉田史朗

N01-19901 テレビ 東急ゴールデン・ヒット・ショー 三田明ショー 15 1967/1/14 テレビ朝日 保富康午

N01-15821 テレビ 同級生 決定稿 1071 1977/6/19 TBS 高橋正圀

N01-17615 テレビ 同級生 スタッフ稿 1071 1977/6/19 TBS 高橋正圀

N01-17616 テレビ 同級生 スタッフ稿 1071 1977/6/19 TBS 高橋正圀

N01-17617 テレビ 同級生 決定稿 1071 1977/6/19 TBS 高橋正圀

N01-02960 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージックの日 1961/2/15 テレビ朝日 津田幸夫

N01-02961 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージックの日 1961/2/15 テレビ朝日 津田幸夫

N01-02962 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージック 1961/2/22 テレビ朝日 津田幸夫

N01-02963 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージック 1961/3/15 テレビ朝日 津田幸夫

N01-02964 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージック 32 1961/3/(?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02965 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージック 1961/4/12 津田幸夫

N01-02966 テレビ 東京アフタヌーン 特集[アカデミー賞きまる]！ 1961/4/19 津田幸夫

N01-02967 テレビ 東京アフタヌーン リクエストアワー 1961/4/26 津田幸夫

N01-02968 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージック 1961/5/10 津田幸夫

N01-02969 テレビ 東京アフタヌーン
特集「ポーランド映画のすばら

しさ」
1961/5/17 津田幸夫

N01-02970 テレビ 東京アフタヌーン 特集「ナット・キング・コール」 1961/5/24 津田幸夫

N01-02971 テレビ 東京アフタヌーン スクリーン・ミュージック 1961/6/7 津田幸夫

N01-02972 テレビ 東京アフタヌーン 特集[抽象絵画について] 1961/6/28 テレビ朝日 津田幸夫
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N01-02973 テレビ 東京アフタヌーン プレスリー特集 1961/6/(?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02974 テレビ 東京アフタヌーン プレスリー特集 1961/6/(?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02975 テレビ 東京アフタヌーン 特集「片目のジャック」 1961/7/5 テレビ朝日 津田幸夫

N01-02976 テレビ 東京アフタヌーン 特集「片目のジャック」 1961/7/5 テレビ朝日 津田幸夫

N01-02977 テレビ 東京アフタヌーン 特集「ルーズベルト物語」 1961/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02978 テレビ 東京アフタヌーン 特集「ルーズベルト物語」 1961/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02979 テレビ 東京アフタヌーン 特集「汚れた英雄」 (?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02980 テレビ 東京アフタヌーン 特集「忘れな草」 (?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-02981 テレビ 東京アフタヌーン

特集「二十才の火遊び」、第一
特集クラウディアカルディナ―
レの魅力ほか、特集イタリア
映画、特集「汚れた英雄」、特

集「栄光への脱出」

1961/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫

N01-12492 テレビ 東京見物 1965/11/28 TBS 松山善三
デジタル
化（館
内）

M020 N01-40487 ラジオ 東京今昔（二五）　噂の辰巳 1954/10/2 NHK 西川清之

N01-12694 テレビ 東京コンバット 死神は待たない 決定稿
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12695 テレビ 東京コンバット 皆殺しパーティ 決定稿
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12696 テレビ 東京コンバット 五年目の休日 決定稿 11
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12697 テレビ 東京コンバット 蒼い爆発 決定稿 12
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12698 テレビ 東京コンバット 人間標的 決定稿 13
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英

N01-12699 テレビ 東京コンバット 影への挑戦 決定稿 17
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、馬島満

N01-12700 テレビ 東京コンバット 恐怖の週末 決定稿 17
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、大川タケシ

N01-12701 テレビ 東京コンバット 予告犯罪 決定稿 20
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12702 テレビ 東京コンバット 血の告発 決定稿 21
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、根本順善

N01-12703 テレビ 東京コンバット 真黒い炎 決定稿 23
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英

N01-12704 テレビ 東京コンバット 秘宝の謎 決定稿 24
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12705 テレビ 東京コンバット 盗まれざるもの 決定稿 25
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、大川タケシ

N01-12706 テレビ 東京コンバット みごとな女 決定稿 26
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、中野顕彰

N01-12707 テレビ 東京コンバット その女を殺せ！ 決定稿 29
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12708 テレビ 東京コンバット 暗闇からの脱出 決定稿 31
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、胡桃哲

N01-12709 テレビ 東京コンバット そしてゲームは終った 決定稿 32
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、中野顕彰

N01-12710 テレビ 東京コンバット 狙われた妻 決定稿 34
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-12711 テレビ 東京コンバット 悪魔が笑うとき 決定稿 35
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、根本順善

N01-12712 テレビ 東京コンバット ボクお化けを見た 決定稿 36
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋、大川タケシ

N01-12713 テレビ 東京コンバット コンバット・危機一髪 決定稿 39
[1968～

1969]/(?)/(?)
フジテレビ 小川英、長野洋

N01-00078 テレビ 東京新撰組 [1960]/(?)/(?) 光畑碩郎、岸東助

N01-00052 テレビ 東京シンデレラ 準備稿 1962/(?)/(?) TBS 光畑碩郎

N01-00053 テレビ 東京シンデレラ 準備稿 1962/(?)/(?) TBS 光畑碩郎

N01-05123 テレビ 東京タワーは知っている 遠い道 (?) フジテレビ 中川順夫

N01-26399 テレビ 東京タワーは知っている 迷子(仮題) (?) フジテレビ 橋本光夫､シナリオグループ5
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N01-00334 ラジオ 道鏡と女帝 [1959]/9/21 内村直也

N01-19702 ラジオ 東京二〇〇一年 1978/11/23 TBS 遠藤敦司
デジタル
化（館
内）

N01-19703 ラジオ 東京二〇〇一年 1978/11/23 TBS 遠藤敦司

N01-13789 テレビ 東京のこだま 小さな親切を 改訂稿 325 1965/6/21
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15346 テレビ 東京のこだま 小さな親切を 決定稿 325 1965/6/21
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-17217 テレビ 東京のこだま 小さな親切を 決定稿 325 1965/6/21 NET 津田幸夫

N01-13790 テレビ 東京のこだま しつけ 326 1965/7/5
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-17218 テレビ 東京のこだま しつけ 326 1965/7/5 NET 津田幸夫

N01-13791 テレビ 東京のこだま 遠雷 決定稿 330 1965/7/26
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13781 テレビ 東京のこだま 秋深く 未定稿 336 1965/9/6
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13782 テレビ 東京のこだま 女のしあわせ 決定稿 338 1965/9/20
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15035 テレビ 東京のこだま 女のしあわせ 決定稿 338 1965/9/20
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15198 テレビ 東京のこだま 女のしあわせ 決定稿 338 1965/9/20 NET 津田幸夫

N01-13783 テレビ 東京のこだま 年輪 未定稿 340 1965/10/18
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13784 テレビ 東京のこだま ある日曜日の午後 未定稿 341 1965/10/11
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13785 テレビ 東京のこだま 愛と信頼と 未定稿 342 1965/11/1
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13786 テレビ 東京のこだま 愛と信頼と 未定稿 342 1965/11/1
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13787 テレビ 東京のこだま 共かせぎ 未定稿 346 1965/11/15
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-13788 テレビ 東京のこだま 親と子 未定稿 350 1965/12/13
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫、小山美江子

N01-07396 ラジオ 東京の新春大阪の新春 (?)/1/2 ラジオ関東 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-19697 ラジオ 東京の道産子 1970/12/25 北海道放送 遠藤淳

N01-19699 ラジオ 東京の道産子 1970/12/25 北海道放送 遠藤淳

N01-19770 ラジオ 東京の道産子 1969/12/27 北海道放送 遠藤淳

N01-12308 テレビ  東京バイパス指令 拳銃の秘密 決定稿
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 阿部桂一

N01-12301 テレビ  東京バイパス指令 恐喝（かつあげ） 準備稿 5
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 滝沢真里

N01-12302 テレビ  東京バイパス指令 墓場への招待状 改訂稿 8
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 阿部桂一

N01-12303 テレビ  東京バイパス指令 危機一髪 決定稿 9
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 阿部桂一

N01-12304 テレビ  東京バイパス指令 謀殺 決定稿 14
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 須崎勝彌

N01-12305 テレビ  東京バイパス指令 黄金に手を出すな 決定稿 15
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 蘇武路夫

N01-12306 テレビ  東京バイパス指令 コールガール 決定稿 20
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 田代淳二

N01-12307 テレビ  東京バイパス指令 イヌは誰だ 決定稿 21
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 山田正弘

N01-11565 テレビ 東京バイパス指令 スパイは貴方のそばにいる 決定稿 52 [1969/10/31] 日本テレビ 小川英、長野洋
デジタル
化（館
内）

N01-12724 テレビ 東京バイパス指令 闇の中の口笛 決定稿 63
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 小川英、長野洋

N01-12725 テレビ 東京バイパス指令 もう一つの顔 決定稿 60
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 小川英、胡桃哲

N01-16293 テレビ 東京バイパス指令 殺るか殺られるか 決定稿 54
[1968～

1970]/(?)/(?)
日本テレビ 小川英

N01-20397 テレビ 東京ぼん太ショー [1967]/12/31 フジテレビ 前川宏司

N01-13423 テレビ 東京メグレ警視シリーズ 警視とガールフレンド 5 [1978/5/12] テレビ朝日 小川英、安斉あゆ子
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N01-05559 テレビ 東京メリー・ゴーラウンド 第一稿 1960/11/28 NHK 保富康午

M035 N01-40795 テレビ 東京物語 ある執念 12 1961/4/5 日本テレビ 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-11436 テレビ 凍原 改訂稿 11 (?)/12/11
NET(テレビ

朝日)
生田直親

N01-23676 テレビ 東西歌合戦 13 1965/4/24 フジテレビ 塚田茂、宮田達男、若松静夫

平027 N01-45204 テレビ 東西廻り舞台 初雪 114 1951/12/13 NHK 石川年
デジタル
化（館
内）

M027 N01-40624 テレビ 童子 1958/11/30 NHK 北條秀司
デジタル
化（館
内）

N01-05750 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 9 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05687 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 10 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05745 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 18 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05752 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 19 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05754 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 20 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05744 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 21 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05749 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 22 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05747 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 23 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05746 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 24 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05748 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 24 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05753 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 25 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-05743 ラジオ 東芝歌のシャンデリヤ 26 (?) TBS 遠藤啄郎

N01-06112 ラジオ [東芝歌のシャンデリヤ] (?) TBS 遠藤啄郎

N01-18975 ラジオ 東芝サンデーミュージック
オーディション

用
(?) ファーストライターグループ

N01-01156 テレビ 藤十郎の恋 準備稿 (?) テレビ朝日 菊池寛

N01-13812 テレビ 同乗者 スタッフ稿 1517 1986/2/2 TBS 清水曙美
デジタル
化（館
内）

N01-17226 テレビ 同心部屋御用帳　江戸の旋風 めおと提灯 決定稿 (?) フジテレビ 櫻井康裕、高木良子

N01-00853 テレビ 同棲時代 1973/2/18 TBS 山田太一

N01-13011 テレビ 同棲時代 [1973]/2/18 TBS 山田太一

N01-13012 テレビ 同棲時代 [1973]/2/18 TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16550 テレビ 同棲時代 [1973/2/18] TBS 山田太一

N01-16551 テレビ 同棲時代 1973/2/18 TBS 山田太一

N01-51391 資料 同棲時代 1973/2/18 TBS 山田太一

N01-10619 ラジオ 同窓会まで 1979/4/21 茂木草介

N01-12629 テレビ 銅たく 1969/10/2 関西テレビ 梅林貴久生

N01-12630 資料 銅たく 1969/10/2
関西テレビ

放送

N01-10368 テレビ 父ちゃんがゆく 決定稿 2 [1969/4/13] フジテレビ

N01-10380 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 4 [1969]/4/27 フジテレビ 橋田寿賀子

N01-10366 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 5 [1969]/5/5 フジテレビ 橋田壽賀子

N01-10373 テレビ 父ちゃんがゆく 第二稿 5 [1969]/5/4 フジテレビ 橋田壽賀子

N01-10367 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 6 [1969/5/11] フジテレビ 橋田寿賀子
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N01-10379 テレビ 父ちゃんがゆく 第二稿 6 [1969]/5/11 フジテレビ 橋田寿賀子

N01-10372 テレビ 父ちゃんがゆく 第二稿 7 [1969]/5/18 フジテレビ 橋田壽賀子

N01-10378 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 7 [1969]/5/18 フジテレビ 橋田寿賀子

N01-10376 テレビ 父ちゃんがゆく 第二稿 8 [1969]/5/25 フジテレビ 橋田寿賀子

N01-10377 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 8 [1969]/5/25 フジテレビ 橋田寿賀子

N01-10371 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 9 [1969]/6/1 フジテレビ 大藪郁子

N01-11127 テレビ 父ちゃんがゆく 決定稿 10 [1969/6/8] フジテレビ 大藪郁子

N01-10375 テレビ 父ちゃんがゆく 第一稿 11 [1969]/6/15 フジテレビ 大藪郁子

N01-10369 テレビ 父ちゃんがゆく 第二稿 12 [1969]/6/22 フジテレビ 大藪郁子

N01-10374 テレビ 父ちゃんがゆく カット割り稿 12 [1969]/6/22 フジテレビ 大藪郁子

N01-10370 テレビ 父ちゃんがゆく 決定稿 13 [1969]/6/29 フジテレビ 大藪郁子

N01-24030 ラジオ 父ちゃん東京でなにしてる(仮題) 1969/3/22 NHK-FM 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-13680 テレビ 堂々たる人生 1 [1965/10/27] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13681 テレビ 堂々たる人生 3 [1965/11/10] 日本テレビ 椎名利夫

N01-13682 テレビ 堂々たる人生 8 [1965/12/25] 日本テレビ 杉本彰

N01-13683 テレビ 堂々たる人生 9 [1965/12/22] 日本テレビ 杉本彰

N01-13684 テレビ 堂々たる人生 10 [1965/12/29] 日本テレビ 杉本彰

N01-13685 テレビ 堂々たる人生 11 [1965/1/5] 日本テレビ 杉本彰

N01-13686 テレビ 堂々たる人生 12 [1965/1/12] 日本テレビ 杉本彰

N01-13687 テレビ 堂々たる人生 13 [1965/1/19] 日本テレビ 杉本彰

N01-11897 テレビ 逃亡 決定稿 2 [1966]/6/9 NET 成澤昌茂
デジタル
化（館
内）

N01-13187 テレビ 逃亡 決定稿 6 1966/7/7 NET 成澤昌茂

N01-13188 テレビ 逃亡 決定稿 7 1966/7/14 NET 成澤昌茂

N01-13189 テレビ 逃亡 準備稿 8 1966/7/21 NET 成澤昌茂

N01-13190 テレビ 逃亡 準備稿 9 1966/7/28 NET 成澤昌茂

N01-03313 テレビ 逃亡者 1964/8/21 朝日放送 茂木草介

N01-04367 テレビ 逃亡者 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10441 テレビ 逃亡者 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-10442 テレビ 逃亡者 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-23577 ラジオ 東レ・ノンフィクションアワー ある演出家　大島渚 録音稿 1970/8/5 日本テレビ 佐々木守

M029 N01-40682 ラジオ 遠いギター・遠い顔 或る初恋の物語 1958/(?)/(?) ラジオ九州 谷川俊太郎
デジタル
化（館
内）

N01-12343 テレビ 遠い接近 1975/10/18 NHK 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50159 テレビ 遠い接近 1975/10/11 NHK 大野靖子

N01-50160 テレビ 遠い接近 改訂稿 1975/10/11 NHK 大野靖子

N01-01029 ラジオ 遠い音色 民謡お岳まいりに寄せる幻想 1959/2/18 ラジオ熊本 墨屋二郎
デジタル
化（館
内）

N01-02057 テレビ 遠い人 最終稿 396 1964/7/5 TBS 津田幸夫

N01-08393 テレビ 遠い人 改訂稿 396 1964/7/5 TBS 津田幸夫
デジタル
化（館
内）
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N01-08433 テレビ 遠い人 改訂稿 396 1964/7/5 TBS 津田幸夫

N01-51127 テレビ 遠くからの声 決定稿 [1966/1/18] 関西テレビ 茂木草介

N01-24620 テレビ 遠くへ行きたい 伊丹十三の日本人の顔 100 1972/9/3
よみうりテレ

ビ

デジタル
化（館
内）

N01-21872 ラジオ トークロータリー　話題のチャンネル 非行！うちの子にかぎって… [13] (?)/6/26 毎日放送
海野洋司、大倉徹也、宋景子、田村

晋也、村山敬(映像作家集団)

N01-21873 ラジオ トークロータリー　話題のチャンネル 今すぐ出来る「逆転の発想」 [24] (?)/9/18 毎日放送
海野洋司、大倉徹也、宋景子、田村

晋也、村山敬(映像作家集団)

N01-06203 テレビ トースト冗談 37～42 (?)/11/14～19 毎日放送 三木トリロー

N01-06204 テレビ トースト冗談 175～180 (?)/4/23～29 毎日放送 三木トリロー

N01-06205 テレビ トースト冗談 229～234 (?)/6/26～7/1 毎日放送 三木トリロー

N01-01622 テレビ トーマス・アルバ・エジソン ママ・ごめんよ 1 1960/8/4 NHK 横田弘行

N01-01623 テレビ トーマス・アルバ・エジソン ママ・ごめんよ 1 1960/8/4 NHK 横田弘行

N01-01624 テレビ トーマス・アルバ・エジソン 仲間がだんだんふえてくネ 2 1960/8/11 NHK 横田弘行

N01-03677 テレビ トーマス・アルバ・エジソン 仲間がだんだんふえていくね 1960/8/11 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03678 テレビ トーマス・アルバ・エジソン 坊やパパの声だよ 3 1960/8/18 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-08821 テレビ 遠山君江戸を走る！（仮題） (?) TBS 窪田篤人

N01-08978 テレビ 遠山の金さん 女狐を追いつめろ！ [3] [1975/10/16] NET 小川英、胡桃哲

N01-08973 テレビ 遠山の金さん 神隠しをあばけ！ [4] [1975/10/23] NET 池田一朗、小川英
デジタル
化（館
内）

N01-08975 テレビ 遠山の金さん 花嫁を攫え！ [5] [1975/10/30] NET 鴨井達比古、小川英

N01-08980 テレビ 遠山の金さん その錠を破れ！ [7] [1975/11/13] NET 坪島孝、遠藤仁、小川英

N01-08974 テレビ 遠山の金さん 鬼火を消せ！ [8] [1975/11/20] NET 池田一朗、小川英

N01-08982 テレビ 遠山の金さん 裏入学をあばけ！ [17] [1976/1/22] NET 津田幸夫(津田幸於)、小川英

N01-15302 テレビ 遠山の金さん 裏入学をあばけ！ [17] [1976/1/22] NET 津田幸夫(津田幸於)、小川英

N01-08977 テレビ 遠山の金さん 島帰りを探れ！ [18] [1976/7/29] NET 小川英、胡桃哲

N01-12913 テレビ 遠山の金さん 渡る世間の鬼を斬れ！！ [19] [1976/2/5]
NET(テレビ

朝日)
押川國秋、小川英

N01-08981 テレビ 遠山の金さん 一六勝負で闇を裂け！ [20] [1976/2/12] NET 小川英、吉岡昭三

N01-08976 テレビ 遠山の金さん 地獄の炎を消せ！ [21] [1976/2/19] NET 中野顕彰、小川英

N01-08979 テレビ 遠山の金さん 死神を封じ込め！ [25] [1976/3/18] NET 坪島孝、小川英

N01-15069 テレビ 遠山の金さん 折鶴の謎を追え！！ [28] [1976/4/8]
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫(津田幸於)

N01-12959 テレビ 遠山の金さん 怨念の裏をあばけ！ (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、茶木克彰

N01-12912 テレビ 遠山の金さん捕物帳 鼠が愛した女（仮題） [3] [1970/7/26]
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-12948 テレビ 遠山の金さん捕物帳 花嫁を食う男 [4] [1970/8/2]
NET(テレビ

朝日)
小川英、鴨井達比古

N01-12920 テレビ 遠山の金さん捕物帳 夢を慕う女 [5] [1970/8/9]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12947 テレビ 遠山の金さん捕物帳 踊らされた男 [6] [1970/8/16]
NET(テレビ

朝日)
小川英、鴨井達比古

N01-12940 テレビ 遠山の金さん捕物帳 天下を狙う男 [8] [1970/8/30]
NET(テレビ

朝日)
小川英、鴨井達比古

N01-12949 テレビ 遠山の金さん捕物帳 最後に笑った男 [10] [1970/9/13]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12929 テレビ 遠山の金さん捕物帳 若様を消す女 [11] [1970/9/20]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12939 テレビ 遠山の金さん捕物帳 白州で殺された男 [13] [1970/10/4]
NET(テレビ

朝日)
小川英、鴨井達比古

N01-12915 テレビ 遠山の金さん捕物帳 悪い目に賭けた女 [22] [1970/12/6]
NET(テレビ

朝日)
小川英、中野顕彰
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N01-12925 テレビ 遠山の金さん捕物帳 幽霊に好かれた男 [25] [1970/12/27]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12950 テレビ 遠山の金さん捕物帳 桜を散らした女 [26] [1971/1/3]
NET(テレビ

朝日)
小川英、中野顕彰

N01-12916 テレビ 遠山の金さん捕物帳 狼が狙った女 [27] [1971/1/10]
NET(テレビ

朝日)
小川英、中野顕彰

N01-12927 テレビ 遠山の金さん捕物帳 亭主を追う女 [28] [1971/1/17]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12922 テレビ 遠山の金さん捕物帳 寝返った女 [36] [1971/3/14]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12977 テレビ 遠山の金さん捕物帳 片棒を担いだ女 [39] [1971/4/4]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12975 テレビ 遠山の金さん捕物帳 駈落ちした女 [43] [1971/5/2]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12943 テレビ 遠山の金さん捕物帳 地獄から来た女 [44] [1971/5/9]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12951 テレビ 遠山の金さん捕物帳 奉行に挑んだ女 [45] [1971/5/16]
NET(テレビ

朝日)
小川英、中野顕彰

N01-12957 テレビ 遠山の金さん捕物帳 遠眼鏡で見た女 [47] [1971/5/30]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12952 テレビ 遠山の金さん捕物帳 桜小僧が選んだ男 [50] [1971/6/20]
NET(テレビ

朝日)
小川英、中野顕彰

N01-12928 テレビ 遠山の金さん捕物帳 白州で抱かれた女 [51] [1971/6/27]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12976 テレビ 遠山の金さん捕物帳 お岩に化けた男 [52] [1971/7/4]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12926 テレビ 遠山の金さん捕物帳 のぞかれた女 [56] [1971/8/1]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12918 テレビ 遠山の金さん捕物帳 幻におどる男 [57] [1971/8/8]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12967 テレビ 遠山の金さん捕物帳 牡丹燈籠の女 [58] [1971/8/15]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12961 テレビ 遠山の金さん捕物帳 次郎長を振った女 [59] [1971/8/22]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12970 テレビ 遠山の金さん捕物帳 次郎長を振った女 [59] [1971/8/22]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12914 テレビ 遠山の金さん捕物帳 鼻ッつまみの男 [65] [1971/10/3]
NET(テレビ

朝日)
小川英、中野顕彰

N01-12953 テレビ 遠山の金さん捕物帳 燃える髪の女 [66] [1971/10/10]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12980 テレビ 遠山の金さん捕物帳 世にも気楽な男 [67] [1971/10/17]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12965 テレビ 遠山の金さん捕物帳 うっちゃられた男 [75] [1971/12/12]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12963 テレビ 遠山の金さん捕物帳 夢を見た男 [80] [1972/1/16]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12924 テレビ 遠山の金さん捕物帳 虎に化けた男 [83] [1972/2/6]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12979 テレビ 遠山の金さん捕物帳 三ん下を男にした女 [84] [1972/2/13]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12945 テレビ 遠山の金さん捕物帳 代貸に惚れた女 [86] [1972/2/27]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12931 テレビ 遠山の金さん捕物帳 涙を見せなかった女 [90] [1972/3/26]
NET(テレビ

朝日)
小川英、四十物光男

N01-12960 テレビ 遠山の金さん捕物帳 シャモを愛した女 [91] [1972/4/2]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12978 テレビ 遠山の金さん捕物帳 幽霊にされた女 [92] [1972/4/9]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12958 テレビ 遠山の金さん捕物帳 虎が惚れた女 [93] [1972/4/16]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12986 テレビ 遠山の金さん捕物帳 二人の亭主をもつ女 [95] [1972/4/30]
NET(テレビ

朝日)
小川英、蘇武路夫

N01-12972 テレビ 遠山の金さん捕物帳 おかげ参りの女 [96] [1972/5/7]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12944 テレビ 遠山の金さん捕物帳 福を拾った男 [97] [1972/5/14]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12966 テレビ 遠山の金さん捕物帳 奉行を子分にした男 [98] [1972/5/21]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12971 テレビ 遠山の金さん捕物帳 桜吹雪に泣く女 [104] [1972/7/2]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12933 テレビ 遠山の金さん捕物帳 女房と二度別れた男 [106] [1972/7/16]
NET(テレビ

朝日)
小川英、四十物光男

N01-12962 テレビ 遠山の金さん捕物帳 かんざしに泣いた女 [107] [1972/7/23]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝
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N01-12973 テレビ 遠山の金さん捕物帳 かんざしに泣いた女 [107] [1972/7/23]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-13426 テレビ 遠山の金さん捕物帳 瓜二つの女 [109] [1972/8/6] NET 小川英

N01-12969 テレビ 遠山の金さん捕物帳 あの世から招く女 [110] [1972/8/13]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12974 テレビ 遠山の金さん捕物帳 鬼を宿らせた女 [111] [1972/8/20]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12919 テレビ 遠山の金さん捕物帳 競馬に恋を賭けた女 改訂稿 [112] [1972/8/27]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12942 テレビ 遠山の金さん捕物帳 亭主に狙われた女 [113] [1972/9/3]
NET(テレビ

朝日)
小川英、長野洋

N01-12923 テレビ 遠山の金さん捕物帳 笑って死んだ女 [114] [1972/9/10]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12981 テレビ 遠山の金さん捕物帳 平手造酒を斬った男 [119] [1972/10/15]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12932 テレビ 遠山の金さん捕物帳 惚れて憎んで又惚れた女 [120] [1972/10/22]
NET(テレビ

朝日)
小川英、四十物光男

N01-12937 テレビ 遠山の金さん捕物帳 大安吉日に裁かれた女 [123] [1972/11/12]
NET(テレビ

朝日)
小川英、遠藤仁

N01-12935 テレビ 遠山の金さん捕物帳 緋桜を狙う男 [125] [1972/11/26]
NET(テレビ

朝日)
小川英、遠藤仁

N01-12955 テレビ 遠山の金さん捕物帳 尼になった男 [127] [1972/12/10]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12934 テレビ 遠山の金さん捕物帳 江戸の花を咲かせた女 [131] [1973/1/7]
NET(テレビ

朝日)
小川英、四十物光男

N01-12941 テレビ 遠山の金さん捕物帳 過去を失った男 [134] [1973/1/28]
NET(テレビ

朝日)
小川英、長野洋

N01-12984 テレビ 遠山の金さん捕物帳 天井天下に命を張った男 [138] [1973/2/25]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12985 テレビ 遠山の金さん捕物帳 孔子を裏切った男 [141] [1973/3/18]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12930 テレビ 遠山の金さん捕物帳 岡っ引が惚れた女 [143] [1973/4/1]
NET(テレビ

朝日)
小川英、四十物光男

N01-12917 テレビ 遠山の金さん捕物帳 海の向うから来た女 [144] [1973/4/8]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12988 テレビ 遠山の金さん捕物帳 毒で出世する男 [146] [1973/4/22]
NET(テレビ

朝日)
小川英、茶木克彰

N01-12936 テレビ 遠山の金さん捕物帳 殺しを引受けた女 [148] [1973/5/6]
NET(テレビ

朝日)
小川英、遠藤仁

N01-12921 テレビ 遠山の金さん捕物帳 面をかぶった男 [151] [1973/5/27]
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12987 テレビ 遠山の金さん捕物帳 文三親分を狙った男 [152] [1973/6/3]
NET(テレビ

朝日)
小川英、茶木克彰

N01-12938 テレビ 遠山の金さん捕物帳 顔のつぶれた男 [157] [1973/7/8]
NET(テレビ

朝日)
小川英、遠藤仁

N01-12982 テレビ 遠山の金さん捕物帳 かわいそうな女 [159] [1973/7/22]
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12946 テレビ 遠山の金さん捕物帳 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12954 テレビ 遠山の金さん捕物帳 大船に乗った男 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、胡桃哲

N01-12956 テレビ 遠山の金さん捕物帳 坊主を踊らせた女 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12964 テレビ 遠山の金さん捕物帳 血の海にわらう女 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12968 テレビ 遠山の金さん捕物帳 次郎長と呼ばれた男 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-12983 テレビ 遠山の金さん捕物帳 我が子を追いつめる男 (?)
NET(テレビ

朝日)
小川英、武末勝

N01-11323 テレビ 通りゃんせ 1 [1973]/4/21 フジテレビ 柴英三郎

N01-18072 テレビ 都議会正副議長にきく
都議会議長、副議長へのイン

タビュー番組
1973/8/16

NET(テレビ
朝日)

N01-00387 ラジオ 時と緋笠一家 [1960]/(?)/(?) 朝日放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00388 ラジオ 時と緋笠一家 [1960]/(?)/(?) 朝日放送 内村直也

N01-12394 テレビ 時には母のない子のように (?) 光畑碩郎

平026B N01-45200 ラジオ 時の動き 133 1950/9/3 NHK 井上佐野
複写不

可

N01-17772 ラジオ ときの声 1～6 (?)/10/18～23 佐々木守
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N01-23576 ラジオ ときの声 ベストセラーを聴こう 7～12 (?)/10/25～30 TBS 佐々木守

N01-08396 ラジオ 時の雫 1964/10/20 NHK 福永武彦
デジタル
化（館
内）

N01-10244 テレビ 時のなかの風景 (?) NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10245 テレビ 時のなかの風景 改訂稿 1969/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-12631 テレビ 時のなかの風景 1969/10/11 NHK 茂木草介

N01-01175 ラジオ 特今也桔梗旗揚 1956/10/21 NHK

N01-00298 ラジオ 時は延宝中条流医術異聞 [1960]/6/6
中部日本放

送
内村直也

N01-09635 テレビ 時は水無月(仮題) 711 1970/7/26 TBS 佐々木守

N01-24584 テレビ ときめきに死す (?) NHK 黛りんたろう

N01-24603 テレビ
ドキュメンタリー・ドラマ

二・二六(仮題）
岡田首相救出秘話 決定稿 1976/3/7 NTV 山元清多、倉内均

N01-07399 テレビ ドキュメンタリー劇場 道頓堀進行進曲 1966/9/30 関西テレビ 石浜恒夫

N01-07400 テレビ ドキュメンタリー劇場 祇園の勝っあん 1965/12/26 関西テレビ 石浜恒夫

N01-07401 テレビ ドキュメンタリー劇場 祇園の勝っあん 1965/12/26 関西テレビ 石浜恒夫

N01-07402 テレビ ドキュメンタリー劇場 祇園の勝っあん 1965/12/26 関西テレビ 石浜恒夫

N01-07403 テレビ ドキュメンタリー劇場 大阪の残侠 1964/11/22 関西テレビ 石浜恒夫

N01-07405 テレビ ドキュメンタリー劇場 南海の絆　潜水艦伊号35 第一稿 (?) 関西テレビ

N01-07406 テレビ ドキュメンタリー劇場 南海の絆　潜水艦伊号35 第二稿 1965/10/24 関西テレビ

N01-19679 テレビ ドキュメンタリー劇場 孤独な槌音―箪笥と彫金師― 1971/5/23 フジテレビ 遠藤淳

N01-19680 テレビ ドキュメンタリー劇場 孤独な槌音―箪笥と彫金師― 1971/5/[23] フジテレビ 遠藤淳

N01-19717 テレビ ドキュメンタリー劇場
海が死んで行く！―或る漁師

の転業―
1971/8/1 フジテレビ 遠藤淳

N01-23109 テレビ ドキュメンタリー劇場　映像6.23 1970/6/28 フジテレビ 岩間芳樹

N01-23110 テレビ ドキュメンタリー劇場　映像6.23 1970/6/28 フジテレビ 岩間芳樹

N01-07404 資料 ドキュメンタリー劇場
祇園の勝っあん/釜ヶ崎一座/

空飛ぶ円盤
(?) 関西テレビ

N01-03032 テレビ ドキュメンタリーフィルム　日本１９６０ 決定稿 1960/11/25 TBS 白坂依志夫

N01-03033 テレビ ドキュメンタリーフィルム　日本１９６０ 最終決定稿 1960/11/25 TBS 白坂依志夫

N01-01016 資料
ドキュメントによるファンタジー ベソにさ

わった子ども
1959/3/14 ラジオ東京 羽仁進

デジタル
化（館
内）

N01-10178 テレビ 時よ炎のごとく！ 1 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10177 テレビ 時よ炎のごとく！ 2 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10176 テレビ 時よ炎のごとく！ 3 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10175 テレビ 時よ炎のごとく！ 4 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10174 テレビ 時よ炎のごとく！ 5 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10173 テレビ 時よ炎のごとく！ 6 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10172 テレビ 時よ炎のごとく！ 7 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10171 テレビ 時よ炎のごとく！ 8 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10170 テレビ 時よ炎のごとく！ 9 1980/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

N01-10169 テレビ 時よ炎のごとく！ 10 1980/5/17 フジテレビ 佐々木守

N01-10168 テレビ 時よ炎のごとく！ 11 1980/5/24 フジテレビ 佐々木守
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N01-10167 テレビ 時よ炎のごとく！ 12 1980/5/31 フジテレビ 佐々木守

N01-10166 テレビ 時よ炎のごとく！ 13 1980/6/7 フジテレビ 佐々木守

N01-10165 テレビ 時よ炎のごとく！ 14 1980/6/14 フジテレビ 佐々木守

N01-10164 テレビ 時よ炎のごとく！ 15 1980/6/21 フジテレビ 佐々木守

N01-10163 テレビ 時よ炎のごとく！ 16 1980/6/28 フジテレビ 佐々木守

N01-10162 テレビ 時よ炎のごとく！ 17 1980/7/5 フジテレビ 佐々木守

N01-10161 テレビ 時よ炎のごとく！ 18 1980/7/12 フジテレビ 佐々木守

N01-10160 テレビ 時よ炎のごとく！ 19 1980/7/19 フジテレビ 佐々木守

N01-10159 テレビ 時よ炎のごとく！ 最終回 1980/7/26 フジテレビ 佐々木守

N01-11060 テレビ 時よ燃えて！ 11(終) 1979/3/31 フジテレビ 石松愛弘

N01-07946 テレビ 徳川家康 朝露の巻 決定稿 21 1964/11/21
NET(テレビ

朝日)
阿木翁助

デジタル
化（館
内）

N01-08321 テレビ 徳川家康 朝露の巻 準備稿 23 1964/12/5 NET 阿木翁助
デジタル
化（館
内）

N01-08322 テレビ 徳川家康 朝露の巻 準備稿 23 1964/12/5 NET 阿木翁助

N01-08323 テレビ 徳川家康 葦かびの巻 準備稿 25 (?) NET 阿木翁助

N01-08324 テレビ 徳川家康 葦かびの巻 決定稿 25 1964/12/19 NET 阿木翁助

N01-05091 テレビ 徳川家康 葦かびの巻 決定稿 28 1965/1/9
NET(テレビ

朝日)
阿木翁助

N01-11428 テレビ 徳川家康 葦かびの巻 30・31 1964/12/19
NET(テレビ

朝日)
阿木翁助

N01-11429 テレビ 徳川家康 葦かびの巻 準備稿 35 1965/2/27 毎日放送 阿木翁助

N01-11430 テレビ 徳川家康 葦かびの巻 38 1965/3/20
NET(テレビ

朝日)
阿木翁助

N01-07592 テレビ 徳川家康 燃ゆる土の巻 準備稿 39 1965/3/27
NET(テレビ

朝日)
阿木翁助

N01-11427 テレビ 徳川家康 落花有情 53 1965/7/3
NET(テレビ

朝日)
阿木翁助

N01-07947 資料 徳川家康 鑑賞のしおり 1964/10/10
NET(テレビ

朝日)

N01-24432 テレビ 徳川おんな絵巻(40)　―高遠篇1― 女相続人の恐怖(仮題) 1971/7/3
関西テレビ

放送
宮川一郎

N01-05127 テレビ 独航船 1959/10/30 NHK 若杉光夫

N01-11577 テレビ とく妻さん 10 1967/7/13 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-12750 テレビ とく妻さん 改訂稿 13 1967/8/3 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-12751 テレビ とく妻さん 14 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-12752 テレビ とく妻さん 準備稿 15 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英

N01-12753 テレビ とく妻さん 改訂稿 16 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-12754 テレビ とく妻さん 21 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英

N01-16292 テレビ とく妻さん 改訂稿 20 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、山崎忠昭

N01-17177 ラジオ 特集 言葉の海へ 大槻文彦 明治二十三年 1979/3/24
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-05967 ラジオ 特集 第3夜 フランク永井 1960/5/4 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07539 ラジオ 特集 第3夜 ペギー葉山 1960/5/5
NHK第一放

送
薩摩忠

N01-21154 テレビ 特集 第4回思い出のメロディー 1972/7/29 NHK
保富康午、思い出のメロディー企画

プロジェクト

N01-22128 ラジオ 特集　ひるの歌謡曲1977 1977/12/30、31 NHK-FM 保富康午

N01-10726 テレビ 特集　横堀川 1 1966/12/4 NHK 茂木草介
デジタル
化（館
内）
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N01-10727 テレビ 特集　横堀川 2 1966/12/11 NHK 茂木草介

N01-10728 テレビ 特集　横堀川 3 1966/12/18 NHK 茂木草介

N01-10729 テレビ 特集　横堀川 4 1966/12/25 NHK 茂木草介

N01-10730 テレビ 特集　横堀川 5 1967/1/8 NHK 茂木草介

N01-10731 テレビ 特集　横堀川 6 1967/1/15 NHK 茂木草介

N01-10732 テレビ 特集　横堀川 7 1967/1/29 NHK 茂木草介

N01-10733 テレビ 特集　横堀川 8 1967/2/[5] NHK 茂木草介

N01-10734 テレビ 特集　横堀川 9 1967/2/12 NHK 茂木草介

N01-10735 テレビ 特集　横堀川 10 1967/2/19 NHK 茂木草介

N01-10736 テレビ 特集　横堀川 11 1967/2/26 NHK 茂木草介

N01-10737 テレビ 特集　横堀川 12 1967/3/5 NHK 茂木草介

N01-10738 テレビ 特集　横堀川 13 1967/3/26 NHK 茂木草介

N01-10739 テレビ 特集　横堀川 14 1967/4/2 NHK 茂木草介

N01-10740 テレビ 特集　横堀川 最終回 1967/4/(?) NHK 茂木草介

N01-05576 テレビ 独身のスキャット 10 (?)/3/11 TBS 長野洋

N01-05577 テレビ 独身のスキャット 11 (?)/3/18 TBS 石松愛弘

N01-09280 テレビ 独身の嫁たち 1 1969/11/29 日本テレビ 佐々木守

N01-09281 テレビ 独身の嫁たち 改訂稿 2 [1969/12/6] 日本テレビ 佐々木守、細川すみ

N01-09282 テレビ 独身の嫁たち 3 1969/12/13 日本テレビ 佐々木守、細川すみ

N01-09283 テレビ 独身の嫁たち 4 1969/12/20 日本テレビ 佐々木守、細川すみ

N01-09284 テレビ 独身の嫁たち 決定稿 5(終) 1969/12/27 日本テレビ 佐々木守、細川すみ

N01-21780 テレビ 独占！オールスターどんと大集合！ 1976/3/30 テレビ東京 保富康午

N01-19954 テレビ 独占中継　第15回　ゴールデンアロー賞 15 1978/2/4 テレビ東京 曽我部博士

N01-19944 テレビ
独占生中継　第16回　ゴールデンアロー大

賞
16 (?)/2/10 テレビ東京 保富康午

N01-50752 テレビ 特捜最前線 俺の拳銃を返せ(前編)(仮題) 準備稿 101 (?) テレビ朝日 大野靖子

N01-50750 テレビ 特捜最前線
拳銃哀歌Ⅰ・狼たちは跳ん

だ！！(前編)(仮題)
102 (?)/3/(?) テレビ朝日 大野靖子

N01-50753 テレビ 特捜最前線 俺の拳銃を返せ(後編)(仮題) 準備稿 102 (?) テレビ朝日 大野靖子

N01-11067 テレビ 特捜最前線 痴漢になった警官！ 改訂稿 122 [1979/8/1] テレビ朝日 阿井文瓶

N01-11066 テレビ 特捜最前線 完全犯罪・350ヤードの凶弾！ 155 [1980/3/26] テレビ朝日 長坂秀佳
デジタル
化（館
内）

N01-11767 テレビ 特捜最前線 天才犯罪者・未決囚1004号！ 177 (?) テレビ朝日 長坂秀佳

N01-12726 テレビ 特捜最前線 娘よ！父の罪を赦せ（仮題）
[1977～

1987]/(?)/(?)
テレビ朝日 江里明

N01-50751 テレビ 特捜最前線
拳銃哀歌Ⅱ・狼たちの決算！

(後編)(仮題)
(?) テレビ朝日 大野靖子

N01-05561 テレビ 特ダネ記者 黒いフィルム 1
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 宮田達男

N01-05562 テレビ 特ダネ記者 夜の狼 5
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 満井宏

N01-05563 テレビ 特ダネ記者 混血児トム（仮題） 7
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 渡辺臣蔵

N01-15580 テレビ 特ダネ記者 冷たい手 8 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15630 テレビ 特ダネ記者 冷たい手 8
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫
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N01-15579 テレビ 特ダネ記者 冷たい手 準備稿 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-05564 テレビ 特ダネ記者 歪んだ愛情 9
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫

N01-15581 テレビ 特ダネ記者 歪んだ愛情 9 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15582 テレビ 特ダネ記者 歪んだ愛情 9 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15583 テレビ 特ダネ記者 孤独の映像 準備稿 10 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15584 テレビ 特ダネ記者 けだもの 10 (?) 日本テレビ 北泉優子、津田幸夫

N01-15585 テレビ 特ダネ記者 孤独の映像 11 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15586 テレビ 特ダネ記者 夜の顔の男 12 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15587 テレビ 特ダネ記者 夜の顔の男 12 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15588 テレビ 特ダネ記者 夜の顔の男 12 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-05565 テレビ 特ダネ記者 チャンスは二度ない 35
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 北村浩

N01-05566 テレビ 特ダネ記者 裏切りの代償 36
[1966～

1967]/(?)/(?)
日本テレビ 大津皓一

N01-15589 テレビ 特ダネ記者 二つの顔 (?) 日本テレビ 有本靖彦

N01-15590 テレビ 特ダネ記者 ダイヤモンド作戦 (?) 日本テレビ 阿部桂一

M035 N01-40802 テレビ 特ダネをにがすな！ 第2話 復讐に来た男(前編) 決定稿 3 1956/11/2 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

M034 N01-40784 テレビ 特ダネをにがすな！ 第2話 復讐に来た男(後編) 決定稿 4 [1956]/11/9 KRT 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-03421 テレビ 特ダネをにがすな！ 第24話　狙われた家 決定稿 44 1957/8/16 KRT 窪田篤人

N01-12799 テレビ どくとる親子奮闘記 17 [1972]/1/26 フジテレビ 布勢博一

N01-11052 テレビ どくとる親子奮闘記 最終回 (?)/3/29 フジテレビ 松田暢子

N01-50755 テレビ 徳の市始末 渡る世間に鬼一杯 決定稿 1 (?) 朝日放送 浅間虹児

N01-50756 テレビ 徳の市始末 座頭は何度も勝負しろ 決定稿 2 (?) 朝日放送 山田隆之

N01-50757 テレビ 徳の市始末 悪い奴につかまるな 決定稿 5 (?) 朝日放送 山田隆之

N01-50758 テレビ 徳の市始末 眼には眼でやっつけろ 改訂稿 6 (?) 朝日放送 山田隆之

N01-50759 テレビ 徳の市始末 ニセ金は上手に使え 改訂稿 7 (?) 朝日放送 山田隆之

N01-50760 テレビ 徳の市始末 金のなる木で首つるな 改訂稿 8 (?) 朝日放送 山田隆之

M017 N01-40412 ラジオ 毒の花園　ラパチニの娘 アメリカの文学＃94 [1956]/10/5 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-13730 テレビ 特別企画ドラマ 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-51384 テレビ 特別企画ドラマ　暁に翔る 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-51385 テレビ 特別企画ドラマ　暁に翔る 1978/9/28 TBS 廣澤榮

N01-05102 テレビ 特別機動捜査隊 停年 75 [1963/4/3]
NET(テレビ

朝日)
柄沢嘉平太

N01-15090 テレビ 特別機動捜査隊 不在証明(仮題) 準備稿 215 [1965/12/1]
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫

N01-15611 テレビ 特別機動捜査隊 残された女 215 [1965/12/1] NET 津田幸夫

N01-15612 テレビ 特別機動捜査隊 残された女 215 [1965/12/1] NET 津田幸夫

N01-15613 テレビ 特別機動捜査隊 富士の見える街 526
[1971～

1974]/(?)/(?)
NET 元持栄美

N01-11830 テレビ 特別機動捜査隊 初笑いトバッチリ三船班 591 (?) NET 横山保朗

N01-00567 ラジオ 特別教養特集　映画とこども 1959/5/6 NHK

N01-20447 テレビ 特別番組　オールスター　世紀の祭典 第二稿 [1974]/(?)/(?) フジテレビ
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M030 N01-40690 資料 特別番組　啄木をしのんで 1958/4/13 岩手放送
デジタル
化（館
内）

N01-21795 テレビ 特別番組　旅立ちの詩！　森進一 決定稿 1979/10/10 TBS 保富康午

N01-19655 テレビ 特報！’76　歌謡祭の栄冠は誰に！！ 決定稿 1976/9/29 奥山侊伸、小西たくま

N01-19719 テレビ 特報’76　歌謡祭の栄冠は誰に!! 決定稿 1976/9/29

N01-21115 テレビ トクホン かえうた大合戦 (?)/5/30
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21331 テレビ トクホンかえうた大合戦 準備稿 1 (?)/5/2
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21332 テレビ トクホンかえうた大合戦 カット割り稿 1 (?)/5/2
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-12242 ラジオ 毒蝮三太夫の四谷怪談 1～5 (?)/7/7～11
ニッポン放

送
水原明人

N01-12233 ラジオ 毒蝮三太夫の四谷怪談 6～10 (?)/7/14～18
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-16000 ラジオ 時計 決定稿 1969/6/7 NHK 佐藤竜太

N01-16968 テレビ 時計 [1968/4/4] NHK 家城巳代治

N01-04221 ラジオ 道修町のトンビ（仮題） 第一稿 (?)
毎日放送ラ

ジオ
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-10713 ラジオ 道修町のトンビ(仮題) 第一稿 (?) 毎日放送 茂木草介

N01-21337 テレビ 年忘れ ひるのプレゼント この人この曲 1978/12/25 NHK 保富康午

N01-21811 テレビ
年忘れ！オールスター歌って笑って大合

戦
(?)/12/30 フジテレビ 保富康午

N01-22129 テレビ
年忘れ！オールスターなつメロ紅白歌合

戦
1976/12/28 フジテレビ 塚田茂、玉井冽

N01-22101 テレビ 年忘れ！なつメロ紅白歌合戦 1972/12/26 フジテレビ 保富康午

N01-22116 テレビ 年忘れ！なつメロ紅白歌合戦 決定稿 1972/12/26 フジテレビ 保富康午

M041 N01-40936 ラジオ 年を越す宿題”進まぬ売春婦厚生対策” 1956/12/25 北海道放送 遠藤淳

N01-17221 テレビ ドタンチ親子 パパ書くわよ 8 1967/6/21 朝日放送 塚田茂

N01-05507 ラジオ 栃平の怖れ 1962/8/31 NHK 堀江林之助

N01-06108 テレビ 嫁ぎゆく日 (?) 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-10871 テレビ 嫁ぎゆく日 (?) 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-10874 テレビ 嫁ぎゆく日 (?) 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-00296 テレビ 嫁ぐ日まで 娘の寿命 第一稿 5 [1963]/3/6 フジテレビ 内村直也

N01-00297 テレビ 嫁ぐ日まで 娘の寿命 第一稿 5 [1963]/3/6 フジテレビ 内村直也

N01-06238 テレビ 嫁ぐ日まで 準備稿 15 [1963]/5/13 井手俊郎

N01-06218 テレビ 嫁ぐ日まで 家畜小舎 決定稿 26 1963/7/29 フジテレビ 寺山修司

N01-07707 テレビ 嫁ぐ日まで 幸代の青春 決定稿 31 1963/9/2 フジテレビ 田波靖男

N01-50761 テレビ 嫁ぐ日まで 残夏 33 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50762 テレビ 嫁ぐ日まで 残夏 33 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-01744 テレビ 嫁ぐ日まで 風雪に薫る 改訂稿 46 1963/12/16 フジテレビ 横田弘行

N01-01745 テレビ 嫁ぐ日まで 風雪に薫る 改訂稿 46 1963/12/16 フジテレビ 横田弘行

N01-23612 テレビ 突撃！ドリフターズ 決定稿 4 [1969]/1/7 TBS 塚田茂

N01-11924 テレビ 嫁げよ！姉ちゃん コンテ 1972/[9/7、8] 日本テレビ 山内久

N01-13191 テレビ 嫁げよ！姉ちゃん コンテ 1972/(?)/(?) 日本テレビ 山内久

N01-19361 ラジオ どっちもどっち (?)/8/18～24 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲
デジタル
化（館
内）
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N01-19362 ラジオ どっちもどっち
オーディション

用
(?) 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19363 ラジオ どっちもどっち (?)/9/8～14 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19364 ラジオ どっちもどっち (?)/6/9～15 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19365 ラジオ どっちもどっち (?)/6/2～8 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19366 ラジオ どっちもどっち (?)/7/14～20 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19367 ラジオ どっちもどっち (?)/7/7～13 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19368 ラジオ どっちもどっち (?)/7/21～27 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19369 ラジオ どっちもどっち (?)/8/11～17 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19370 ラジオ どっちもどっち (?)/6/30～7/6 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19371 ラジオ どっちもどっち (?)/8/25～31 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19372 ラジオ どっちもどっち (?)/9/15～21 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19373 ラジオ どっちもどっち (?)/5/9～25 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19374 ラジオ どっちもどっち (?)/5/12～18 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19375 ラジオ どっちもどっち (?)/3/2～3/8 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19376 ラジオ どっちもどっち (?)/3/9～14 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19377 ラジオ どっちもどっち (?)/8/4～10 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19378 ラジオ どっちもどっち (?)/7/28～8/3 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19379 ラジオ どっちもどっち (?)/10/1～3 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19380 ラジオ どっちもどっち (?)/4/7～13 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19381 ラジオ どっちもどっち (?)/9/22～30 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19382 ラジオ どっちもどっち (?)/3/31～4/6 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19383 ラジオ どっちもどっち (?)/5/26～6/1 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19384 ラジオ どっちもどっち (?)/9/1～7 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19385 ラジオ どっちもどっち (?)/5/5～11 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19386 ラジオ どっちもどっち (?)/3/24～30 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19387 ラジオ どっちもどっち (?)/4/21～4/27 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19388 ラジオ どっちもどっち (?)/3/14～23 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19389 ラジオ どっちもどっち (?)/4/28～5/4 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19390 ラジオ どっちもどっち (?)/6/16～22 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

N01-19391 ラジオ どっちもどっち (?)/6/23～29 ラジオ日本 遠藤淳、菅沼定憲

M005 N01-40092 ラジオ とっておきの話　おもらし 1957/3/12 朝日放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00647 ラジオ トップ・スター・ショー 宮城まり子 1963/1/25 NHK みかわひろし

N01-02882 ラジオ トップ・スター・ショー スリー・グレイセス 1962/9/7 NHK みかわひろし

N01-05964 ラジオ トップ・スター・ショー 三浦洸一 1962/6/29 NHK みかわひろし

N01-05968 ラジオ トップ・スター・ショー 森山加代子 1962/6/8 NHK みかわひろし

N01-05986 ラジオ トップ・スター・ショー 藤島桓夫 1962/12/14 NHK みかわひろし

N01-05987 ラジオ トップ・スター・ショー 水原弘 1962/5/25 NHK みかわひろし
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N01-05994 ラジオ トップ・スター・ショー 越路吹雪 1962/10/5 NHK みかわひろし

N01-05995 ラジオ トップ・スター・ショー アイ・ジョージ 1962/4/20 NHK みかわひろし

N01-06382 ラジオ トップ・スター・ショー 三橋美智也 1962/4/6 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06390 ラジオ トップ・スター・ショー 弘田三枝子 1962/12/7 NHK みかわひろし

N01-06394 ラジオ トップ・スター・ショー 藤木孝 1963/2/22 NHK みかわひろし

N01-06620 ラジオ トップ・スター・ショー 春日八郎 1962/8/17 NHK みかわひろし

N01-06621 ラジオ トップ・スター・ショー バッキー白片 1962/6/22 NHK みかわひろし

N01-06738 ラジオ トップ・スター・ショー 弘田三枝子 1962/12/7 NHK みかわひろし

N01-06739 ラジオ トップ・スター・ショー 島倉千代子 1962/4/27 NHK みかわひろし

N01-06740 ラジオ トップ・スター・ショー 西田佐知子 1962/4/13 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06928 ラジオ トップ・スター・ショー ダーク・ダックス 1962/6/1 NHK みかわひろし

N01-06933 ラジオ トップ・スター・ショー ザ・ピーナッツ 1962/5/11 NHK みかわひろし

N01-07432 ラジオ トップ・スター・ショー ペギー葉山 1962/5/4 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-21921 テレビ トップ・ヒット・ショウ (?)/3/4 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-13889 テレビ 突風 準備稿 1084 1977/9/18 TBS 服部佳

N01-17607 テレビ 突風 スタッフ稿 1084 1977/9/18 TBS 服部佳

N01-17608 テレビ 突風 ロケ用 1084 1977/9/18 TBS 服部佳

N01-17609 テレビ 突風 決定稿 1084 1977/9/18 TBS 服部佳

N01-17610 テレビ 突風 決定稿 1084 1977/9/18 TBS 服部佳

N01-19969 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 1 (?)/9/24 TBS 菊地美穂子

N01-22164 テレビ トップスターショー歌ある限り 第一稿 1 (?)/10/7 TBS
福地美穂子、松原史明、奥山侊伸、

保富康午

N01-20109 テレビ トップスターショー歌ある限り スタッフ決定稿 3 (?)/10/21 TBS 福地美穂子

N01-20107 テレビ トップスターショー歌ある限り スタッフ稿 10 (?)/12/9 TBS 松原史明

N01-19888 テレビ トップスターショー歌ある限り 改訂稿 26 (?)/[3/31] TBS 保富康午

N01-19885 テレビ トップスターショー歌ある限り 準備稿 27 (?)/[4/7] TBS 保富康午

N01-20108 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 27 (?)/4/7 TBS 保富康午

N01-51393 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 28 1977/4/14 TBS 奥山侊伸

N01-19735 テレビ トップスターショー歌ある限り 準備稿 33 (?)/5/19 TBS 奥山侊伸

N01-22165 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 35 (?)/6/2 TBS 奥山侊伸

N01-21527 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 36 (?)/[6/9] TBS 保富康午、松原史明

N01-23005 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 39 (?)/6/30 TBS 松原史明

N01-51394 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 39 1977/6/30 TBS 奥山侊伸

N01-21339 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 42 (?)/7/21 TBS 保富康午

N01-19982 テレビ トップスターショー歌ある限り 第一稿 46 (?)/8/18 TBS 奥山侊伸

N01-51395 テレビ トップスターショー歌ある限り 決定稿 52 1977/9/29 TBS 奥山侊伸

N01-06393 ラジオ トップスター登場 西田佐知子 第一稿 1962/4/13 NHK 保富康午

N01-06768 ラジオ トップスター登場 西田佐知子 第一稿 1962/4/13 NHK 保富康午
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N01-05122 テレビ トップ屋 聖医師 決定稿 59 (?)/3/12 フジテレビ 竹内勇太郎

N01-26398 テレビ トップ屋 ひかり 59 (?)/3/12 フジテレビ 阿部桂一

N01-04715 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 1 (?)/11/3 ラジオ東京 木村重夫

N01-04716 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 2 (?)/11/10 ラジオ東京 木村重夫

N01-04717 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 3 (?)/11/17 ラジオ東京 木村重夫

N01-04718 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 4 (?)/11/24 ラジオ東京 木村重夫

N01-04719 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 5 (?)/12/1 ラジオ東京 木村重夫

N01-04720 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 6 (?)/12/8 ラジオ東京 木村重夫

N01-04721 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 7 (?)/12/15 ラジオ東京 木村重夫

N01-04722 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 8 (?)/12/22 ラジオ東京 木村重夫

N01-04723 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 9 (?)/12/29 ラジオ東京 木村重夫

N01-04724 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 10 (?)/1/5 ラジオ東京 木村重夫

N01-04725 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 11 (?)/1/12 ラジオ東京 木村重夫

N01-04726 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 12 (?)/1/19 ラジオ東京 木村重夫

N01-04727 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 13 (?)/1/26 ラジオ東京 木村重夫

N01-04728 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 14 (?)/2/2 ラジオ東京 木村重夫

N01-04729 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 15 (?)/2/9 ラジオ東京 木村重夫

N01-04730 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 16 (?)/2/16 ラジオ東京 木村重夫

N01-04731 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 17 (?)/2/23 ラジオ東京 木村重夫

N01-04732 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 18 (?)/3/2 ラジオ東京 木村重夫

N01-04733 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 19 (?)/3/9 ラジオ東京 木村重夫

N01-04734 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 20 (?)/3/16 ラジオ東京 木村重夫

N01-04735 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 21 (?)/3/23 ラジオ東京 木村重夫

N01-04736 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 22 (?)/3/30 ラジオ東京 木村重夫

N01-04737 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 23 (?)/4/6 ラジオ東京 木村重夫

N01-04738 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 24 (?)/4/13 ラジオ東京 木村重夫

N01-04739 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 25 (?)/4/20 ラジオ東京 木村重夫

N01-04740 ラジオ トップライトのオトボケ探偵社 26(終) (?)/4/27 ラジオ東京 木村重夫

N01-16557 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 スタッフ決定稿 (?)/10/17 TBS 永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-16558 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 (?)/10/17 TBS 永六輔

N01-16559 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 改訂稿 (?)/10/17 TBS 永六輔

N01-16560 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン 改訂稿 (?)/10/17 TBS 永六輔

N01-16561 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 改訂稿 (?)/[10/17] TBS 永六輔

N01-16562 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 改訂稿 (?)/[10/17] TBS 永六輔

N01-16563 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 改訂稿 (?)/10/3、10、17 TBS 永六輔

N01-24622 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン トッポジージョ作戦 1966/10/3 TBS 岡田憲和

N01-24623 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン [1966]/10/10 TBS 松原雅彦
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N01-24624 テレビ トッポ・ジージョ・イン・ジャパン その愛その詩 [1966]/10/15 TBS 永六輔

N01-12117 テレビ どてかぼちゃ (?) NET 松木ひろし

N01-12118 テレビ どてかぼちゃ 11 1971/1/15 NET 松木ひろし

N01-24302 テレビ となり同志 1978/12/17 CBC 宮川一郎

N01-04264 テレビ 隣のおばさん 1959/8/28 日本テレビ 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-14016 ラジオ 隣りのひと 1975/4/25 NHK 岸宏子

N01-13004 ラジオ 隣の部屋 1970/12/26 NHK 岸宏子

N01-09309 テレビ となりは隣り 七年目は失踪宣言 改訂稿 1 (?) テレビ東京 佐々木守

N01-24528 テレビ となりは隣り 七年目は失踪宣告 改訂稿 1 [1972]/10/3
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09310 テレビ となりは隣り 宣戦布告の男と女 改訂稿 2 (?)/10/10 テレビ東京 佐々木守

N01-24529 テレビ となりは隣り 宣戦布告の男と女 改訂稿 2 [1972]/10/10
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09311 テレビ となりは隣り 仲よし小道はどこの道 初稿 3 (?)/10/17 テレビ東京 佐々木守

N01-24530 テレビ となりは隣り 仲よし小道はどこの道 改訂稿 3 [1972]/10/17
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09320 テレビ となりは隣り あの子はだァれ？ 改訂稿 4 (?)/10/24 テレビ東京 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-24531 テレビ となりは隣り あの子はだァれ？ 第一稿 4 [1972]/10/24
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09322 テレビ となりは隣り 海山千里に風が吹く 第一稿 5 (?)/10/31 テレビ東京 佐々木守

N01-24532 テレビ となりは隣り 海山千里に風が吹く 第一稿 5 [1972]/10/31
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09321 テレビ となりは隣り 森の木陰でドンジャラホイ 改訂稿 6 (?)/11/7 テレビ東京 佐々木守

N01-24533 テレビ となりは隣り 森の木陰でドンジャラホイ スタッフ稿 6 [1972]/11/7
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09314 テレビ となりは隣り ゆりかごの歌を… 決定稿 7 (?)/11/14 テレビ東京 佐々木守

N01-24534 テレビ となりは隣り ゆりかごの歌を… 決定稿 7 [1972]/11/14
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09313 テレビ となりは隣り 海は広いな大きいな スタッフ稿 8 (?)/11/21 テレビ東京 佐々木守

N01-24535 テレビ となりは隣り 海は広いな大きいな 初稿 8 [1972]/11/21
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09323 テレビ となりは隣り ふたァつふたァつ 初稿 9 (?) テレビ東京 佐々木守

N01-24536 テレビ となりは隣り ふたァつ　ふたァつ 改訂稿 9 [1972]/11/28
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09316 テレビ となりは隣り たんぽぽのお酒 改訂稿 10 (?)/12/5 テレビ東京 佐々木守

N01-24537 テレビ となりは隣り たんぽぽのお酒 スタッフ稿 10 [1972]/12/5
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09315 テレビ となりは隣り 花嫁御寮はなぜ泣くのだろ スタッフ稿 11 (?)/12/12 テレビ東京 佐々木守

N01-24538 テレビ となりは隣り 花嫁御寮はなぜ泣くのだろ スタッフ稿 11 [1972]/12/12
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09318 テレビ となりは隣り 雨降りお月さん 決定稿 12 (?)/12/19 テレビ東京 佐々木守

N01-24539 テレビ となりは隣り 雨降りお月さん 決定稿 12 [1972]/12/19
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-09317 テレビ となりは隣り めだかの学校は川の中 初稿 13(終) (?) テレビ東京 佐々木守

N01-24540 テレビ となりは隣り めだかの学校は川の中 初稿 13(終) [1972/12/26]
東京12チャ

ンネル
佐々木守

N01-04673 ラジオ トニー歌謡読本 7 (?)/5/17 ラジオ東京 木村重夫

N01-08728 ラジオ トニオ・クレーゲル 1974/11/15 NHK 横田弘行

N01-18324 テレビ 殿さまキングス・ショー 1977/12/2～5 奥山侊伸

M054 N01-41209 テレビ 飛び出した紳士たち 1956/8/31 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）
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N01-18290 テレビ 飛びだしマガジン12 12 1980/6/22 テレビ東京 奥山侊伸、小川美篤

N01-10777 テレビ 飛び出せ！青春 あのパンツを取れ！ 決定稿 1 1972/2/20 日本テレビ 鎌田敏夫
デジタル
化（館
内）

N01-04379 テレビ 飛田附近（仮題） 1964/10/16 フジテレビ 茂木草介

N01-26387 ラジオ とびの小二郎 2 1952/3/10
新日本放送

(MBS)
茂木草介

N01-04313 ラジオ とびの小二郎 8 (?)/4/29 新日本放送 茂木草介

平024 N01-45185 ラジオ とびの小二郎 9 1952/5/5 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

平024 N01-45184 ラジオ とびの小二郎 10 1952/5/12 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04312 ラジオ とびの小二郎 11 (?)/5/19 茂木草介

N01-26386 ラジオ とびの小二郎 11 (?)/5/19 茂木草介

N01-09611 テレビ 土俵の砂が知っている 1～6 (?)/5/10～15 TBS 佐々木守

N01-50764 テレビ 扉の中の風景 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50765 テレビ 扉の中の風景 改訂稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50766 テレビ 扉の中の風景 改訂稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-24639 テレビ とぼけた奴ら
謎の女に命を賭けた(11)/甘
い香りが危険をはこぶ(12)

11・12
1967～

1968/(?)/(?)
NET 深沢一夫(11)、岡本克己(12)

N01-24640 テレビ とぼけた奴ら
悪魔が赤い蝶を呼ぶ(19)/殺

人現場に俺がいた(20)
19・20

1967～
1968/(?)/(?)

NET 横山保朗(19)、深沢一夫(20)

N01-24641 テレビ とぼけた奴ら
悪魔が赤い蝶を呼ぶ(19)/殺

人現場に俺がいた(20)
改訂稿 19・20

1967～
1968/(?)/(?)

NET 横山保朗(19)、深沢一夫(20)

N01-15336 テレビ とぼけた奴ら
王女は裸で勝負する(23)/女

は魔物というけれど(24)
23・24 [1968]/(?)/(?)

NET(テレビ
朝日)

押川國秋(23)、津田幸夫(24)

N01-22413 テレビ トモ子　話のらくがき 4週 1979/4/23～26 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22414 テレビ トモ子　話のらくがき 5週 1979/4/30～5/3 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22415 テレビ トモ子　話のらくがき 6週 1979/5/7～10 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22416 テレビ トモ子　話のらくがき 14週 1979/7/2～5 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22417 テレビ トモ子　話のらくがき 16週 1979/7/16～19 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22418 テレビ トモ子　話のらくがき 17週 1979/7/23～26 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22419 テレビ トモ子　話のらくがき 18週 1979/7/30～8/2 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22420 テレビ トモ子　話のらくがき 19週 1979/8/6～9 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22421 テレビ トモ子　話のらくがき 20週 1979/8/13～16 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22422 テレビ トモ子　話のらくがき 39週 1979/12/24～28 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22423 テレビ トモ子　話のらくがき 40週(170～174)
1979/12/31～

1980/1/4
テレビ東京 奥山侊伸

N01-22424 テレビ トモ子　話のらくがき 41週(175～179) 1980/1/7～11 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22425 テレビ トモ子　話のらくがき 42週(180～184) 1980/1/14～18 テレビ東京 奥山侊伸

N01-22426 テレビ トモ子　話のらくがき 43週(185～189) 1980/1/21～25 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23053 テレビ トモ子　話のらくがき 45週(195～199) 1980/2/4～8 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23055 テレビ トモ子　話のらくがき 47週(205～209) 1980/2/18～22 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23056 テレビ トモ子　話のらくがき 48週(210～214) 1980/2/25～29 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23057 テレビ トモ子　話のらくがき 49週(215～219) 1980/3/3～7 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23054 テレビ トモ子　話のらくがき 220～224 1980/3/10～14
東京12チャ

ンネル

N01-23058 テレビ トモ子　話のらくがき 51週(225～229) 1980/3/17～21 テレビ東京 奥山侊伸
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N01-18322 テレビ トモ子　話のらくがき 52週(230～234) 1980/3/24～28 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23059 テレビ トモ子　話のらくがき 52週(230～234) 1980/3/24～28 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23060 テレビ トモ子　話のらくがき 53週 1980/3/31～4/4 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23061 テレビ トモ子　話のらくがき 54週 1980/4/7～11 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23062 テレビ トモ子　話のらくがき 55週 1980/4/14～18 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23063 テレビ トモ子　話のらくがき 56週 1980/4/21～25 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23064 テレビ トモ子　話のらくがき 57週 1980/4/28～5/2 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23065 テレビ トモ子　話のらくがき 58週 1980/5/5～9 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23066 テレビ トモ子　話のらくがき 58週 1980/5/5～9 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23067 テレビ トモ子　話のらくがき 59週 1980/5/12～16 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23068 テレビ トモ子　話のらくがき 59週 1980/5/12～16 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23069 テレビ トモ子　話のらくがき 60週 1980/5/19～23 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23070 テレビ トモ子　話のらくがき 60週 1980/5/19～23 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23071 テレビ トモ子　話のらくがき 61週(275～279) 1980/5/26～30 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23072 テレビ トモ子　話のらくがき 62週(280～284) 1980/6/2～6 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23073 テレビ トモ子　話のらくがき 63週(285～289) 1980/6/9～13 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23074 テレビ トモ子　話のらくがき 65週(295～299) 1980/6/23～27 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23075 テレビ トモ子　話のらくがき 66週(300～304) 1980/6/30～7/4 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23076 テレビ トモ子　話のらくがき 67週(305～309) 1980/7/7～11 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23077 テレビ トモ子　話のらくがき 68週(310～314) 1980/7/14～18 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23078 テレビ トモ子　話のらくがき 69週(315～319) 1980/7/21～25 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23079 テレビ トモ子　話のらくがき 70週(320～324) 1980/7/28～8/1 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23080 テレビ トモ子　話のらくがき 71週(325～329) 1980/8/4～8 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23081 テレビ トモ子　話のらくがき 72週(330～334) 1980/8/11～15 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23082 テレビ トモ子　話のらくがき 73週(335～339) 1980/8/18～22 テレビ東京 奥山侊伸

N01-18323 テレビ トモ子　話のらくがき 74週(340～344) (?)/8/25～29 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23083 テレビ トモ子　話のらくがき 75週(345～349) 1980/9/1～5 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23084 テレビ トモ子　話のらくがき 76週(350～354) 1980/9/8～12 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23085 テレビ トモ子　話のらくがき 77週(355～359) 1980/9/15～19 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23086 テレビ トモ子　話のらくがき 78週 1980/9/22～26 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23087 テレビ トモ子　話のらくがき 79週(365～369)
1980/9/29～

10/3
テレビ東京 奥山侊伸

N01-23088 テレビ トモ子　話のらくがき 80週(370～374) 1980/10/6～10 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23089 テレビ トモ子　話のらくがき 81週(375～379) 1980/10/13～17 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23090 テレビ トモ子　話のらくがき 81週(375～379) 1980/10/13～17 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23091 テレビ トモ子　話のらくがき 82週(380～384) 1980/10/20～24 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23092 テレビ トモ子　話のらくがき 82週(380～384) 1980/10/20～24 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23093 テレビ トモ子　話のらくがき 83週(385～389) 1980/10/27～31 テレビ東京 奥山侊伸
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N01-23094 テレビ トモ子　話のらくがき 84週(390～394) 1980/11/3～7 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23095 テレビ トモ子　話のらくがき 85週(395～399) 1980/11/10～14 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23096 テレビ トモ子　話のらくがき 86週(400～404) 1980/11/17～21 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23097 テレビ トモ子　話のらくがき 87週(405～409) 1980/11/24～28 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23098 テレビ トモ子　話のらくがき 88週(410～414) 1980/12/1～5 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23099 テレビ トモ子　話のらくがき 89週(415～419) 1980/12/8～12 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23100 テレビ トモ子　話のらくがき 90週(420～424) 1980/12/15～19 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23101 テレビ トモ子　話のらくがき 91週(425～429) 1980/12/22～26 テレビ東京 奥山侊伸

N01-23102 テレビ トモ子　話のらくがき 92週(430～432) 1980/12/29～31 テレビ東京 奥山侊伸

M009 N01-40222 テレビ 灯今も消えず 福澤諭吉(1)黎明 決定稿 5 1958/10/2 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M010 N01-40252 テレビ 灯今も消えず 福澤諭吉(1)黎明 決定稿 5 1958/10/2 日本テレビ 内村直也

M009 N01-40223 テレビ 灯今も消えず 福澤諭吉(2)青春 決定稿 6 1958/10/9 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40224 テレビ 灯今も消えず 福澤諭吉(3)砲声 決定稿 7 1958/10/16 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40225 テレビ 灯今も消えず 福澤諭吉(4)自由の鐘 第一稿 8 1958/10/23 日本テレビ 内村直也

M010 N01-40253 テレビ 灯今も消えず 福澤諭吉(4)自由の鐘 決定稿 8 1958/10/23 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00143 テレビ 灯今も消えず 吉田松陰(1)ますらをの旅 決定稿 27 1959/3/5 日本テレビ 内村直也

N01-00144 テレビ 灯今も消えず 吉田松陰(2)花さけど 決定稿 28 1959/3/12 日本テレビ 内村直也

N01-00145 テレビ 灯今も消えず 吉田松陰(3)かくすれば 決定稿 29 1959/3/19 日本テレビ 内村直也

N01-00330 テレビ 灯今も消えず 吉田松陰(4)身はたとい 30 1959/3/26 日本テレビ 内村直也

M013 N01-40309 資料 灯今も消えず [1958]/(?)/(?)
デジタル
化（館
内）

N01-02478 ラジオ 灯のある部屋 或る女の日記から(1) 1959/4/8 NHK 岸宏子

N01-02479 ラジオ 灯のある部屋 或る日記帳から(1) 1959/4/8 NHK 岸宏子

N01-02480 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(2) 1959/4/15 NHK 岸宏子

N01-02481 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(2) 1959/4/15 NHK 岸宏子

N01-02482 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(3) 1959/4/22 NHK 岸宏子

N01-02483 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(3) 1959/4/22 NHK 岸宏子

N01-02484 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帖から(4) 1959/4/29 NHK 岸宏子

N01-02485 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帖から(4) 1959/4/29 NHK 岸宏子

N01-02486 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(5) 1959/5/6 NHK 岸宏子

N01-02487 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(5) 1959/5/6 NHK 岸宏子

N01-02488 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(6) 1959/5/13 NHK 岸宏子

N01-02489 ラジオ 灯のある部屋 ある日記帳から(6) 1959/5/13 NHK 岸宏子

N01-02490 ラジオ 灯のある部屋 ある女の日記から(7) 1959/5/20 NHK 岸宏子

N01-02491 ラジオ 灯のある部屋 ある女の日記から(7) 1959/5/20 NHK 岸宏子

N01-02492 ラジオ 灯のある部屋 ある女の日記から(7) 1959/5/20 NHK 岸宏子

N01-02493 ラジオ 灯のある部屋 ある女の日記帳から(最終回) 1959/5/27 NHK 岸宏子

N01-02494 ラジオ 灯のある部屋 ある女の日記帳から(最終回) 1959/5/27 NHK 岸宏子
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N01-02498 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(1) 1959/10/7 NHK 岸宏子

N01-02499 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(2) 1959/10/14 NHK 岸宏子

N01-02500 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(3) 1959/10/21 NHK 岸宏子

N01-02501 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(3) 1959/10/21 NHK 岸宏子

N01-02502 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(4) 1959/10/28 NHK 岸宏子

N01-02503 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(4) 1959/10/28 NHK 岸宏子

N01-02504 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(5) 1959/11/11 NHK 岸宏子

N01-02505 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(5) 1959/11/11 NHK 岸宏子

N01-02506 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(6) 1959/11/18 NHK 岸宏子

N01-02507 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(6) 1959/11/18 NHK 岸宏子

N01-02508 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(7) 1959/11/25 NHK 岸宏子

N01-02509 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(7) 1959/11/25 NHK 岸宏子

N01-02510 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(8) 1959/12/2 NHK 岸宏子

N01-02511 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(8) 1959/12/2 NHK 岸宏子

N01-02512 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(9) 1959/12/9 NHK 岸宏子

N01-02513 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(9) 1959/12/9 NHK 岸宏子

N01-02514 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(10) 1959/12/16 NHK 岸宏子

N01-02515 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(10) 1959/12/16 NHK 岸宏子

N01-02516 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(11) 1959/12/23 NHK 岸宏子

N01-02517 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(最終回) 1959/12/30 NHK 岸宏子

N01-02518 ラジオ 灯のある部屋 遠い星の下(最終回) 1959/12/30 NHK 岸宏子

N01-02544 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(1) 1961/1/6 NHK 岸宏子

N01-02545 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(1) 1961/1/6 NHK 岸宏子

N01-02546 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(2) 1961/1/13 NHK 岸宏子

N01-02547 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(3) 1961/1/20 NHK 岸宏子

N01-02548 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(4) 1961/1/27 NHK 岸宏子

N01-02549 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(5) 1961/2/3 NHK 岸宏子

N01-02550 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(6) 1961/2/10 NHK 岸宏子

N01-02551 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(7) 1961/2/17 NHK 岸宏子

N01-02553 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(6) 1961/2/10 NHK 岸宏子

N01-02554 ラジオ 灯のある部屋 霧がはれたら(8) 1961/2/24 NHK 岸宏子

N01-12339 テレビ 灯の橋 1974/11/10 TBS 水木洋子
デジタル
化（館
内）

N01-15842 ラジオ 友よ 1978/4/21 NHK-FM 竹内日出男

N01-15850 ラジオ 友よ 1978/4/21 NHK-FM 竹内日出男

N01-24634 ラジオ
友よ

（After a long silence)
1978/4/21 NHK 竹内日出男

N01-21271 テレビ 土曜ショー
ようこそ、ボリショイ氷上サー

カス
1967/4/29

NET(テレビ
朝日)

羽柴秀彦

N01-21253 テレビ 土曜ショー 若さでハッスル 1967/5/6
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦
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N01-21260 テレビ 土曜ショー
「母と子とケロヨンと」―ギロギ

ロバチン―
1967/5/13

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21257 テレビ 土曜ショー 美容と健康のために 1967/5/20
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21256 テレビ 土曜ショー 強きもの汝の名は…… 決定稿 1967/5/27
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21273 テレビ 土曜ショー 夏をたのしく 決定稿 1967/6/3
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21270 テレビ 土曜ショー 南太平洋の若大将 決定稿 1967/6/24
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21262 テレビ 土曜ショー 今日の特集「東西踊り競べ」 決定稿 1967/7/8
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21255 テレビ 土曜ショー 暑気ばらい落語教室 決定稿 1967/7/22
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21211 テレビ 土曜ショー 夏休み動物ショー 決定稿 1967/8/12
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21228 テレビ 土曜ショー ウエディング・ドレス 決定稿 112 1967/9/16
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21212 テレビ 土曜ショー 明治の歌・明治の音 決定稿 114 1967/9/30
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21264 テレビ 土曜ショー あなたでもやせられる!! 決定稿 115 1967/10/7
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21224 テレビ 土曜ショー 円楽の落語教室 決定稿 116 1967/10/14
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21252 テレビ 土曜ショー 心にかぎを！ 決定稿 117 1967/10/21
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21254 テレビ 土曜ショー 心にかぎを！ 決定稿 117 1967/10/21
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21225 テレビ 土曜ショー チビッコNo.1 決定稿 118 1967/10/28
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21213 テレビ 土曜ショー ヒゲを生やせ！！ 準備稿 119 1967/11/4
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

デジタル
化（館
内）

N01-21223 テレビ 土曜ショー 萩原賢次漫画教室 決定稿 120 1967/11/11
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21259 テレビ 土曜ショー 奥さまお脚をどうぞ!! 決定稿 121 1967/11/18
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21258 テレビ 土曜ショー すぐに役立つかくし芸教室 決定稿 122 1967/11/25
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21209 テレビ 土曜ショー モダンダンス入門 決定稿 124 1967/12/9
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21269 テレビ 土曜ショー 大評判！円楽落語教室 決定稿 125 1967/12/16
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21208 テレビ 土曜ショー パパにも育児が出来る 決定稿 126 1967/12/23
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21236 テレビ 土曜ショー 年忘れ土曜ショー 決定稿 127 1967/12/30
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21235 テレビ 土曜ショー サル年でごザル 決定稿 128 1968/1/6
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21234 テレビ 土曜ショー 占い百科 決定稿 129 1968/1/13
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-20296 テレビ 土曜ショー お笑い考現学 決定稿 130 1968/1/20 NET 保富康午

N01-21277 テレビ 土曜ショー
’68日本人のための水着

ショー
決定稿 131 1968/1/27

NET(テレビ
朝日)

羽柴秀彦

N01-21276 テレビ 土曜ショー 曲芸五十年 準備稿 132 1968/2/3
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21233 テレビ 土曜ショー
グループサウンズのベスト・ド

レーサーたち
決定稿 133 1968/2/10

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-20291 テレビ 土曜ショー ２１世紀のウエディングドレス 決定稿 136 1968/3/2 NET 保富康午

N01-20292 テレビ 土曜ショー 落語長屋宝ものコンクール 決定稿 138 1968/3/16 NET 保富康午

N01-20295 テレビ 土曜ショー 時は春 第4回　円楽落語教室 決定稿 139 1968/3/23 NET 保富康午

N01-21278 テレビ 土曜ショー 時は春 第4回 円楽落語教室 決定稿 139 1968/3/23
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-20294 テレビ 土曜ショー
〈特集〉すぐにうたえる民謡教

室
決定稿 142 1968/4/13 NET 保富康午

N01-21232 テレビ 土曜ショー <特集>音楽書道 決定稿 144 1968/4/27
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21261 テレビ 土曜ショー <特集>貴方にも写せます 準備稿 146 1968/5/11
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21265 テレビ 土曜ショー <特集>貴方にも写せます 決定稿 146 1968/5/11
NET(テレビ

朝日)
保富康午
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N01-21279 テレビ 土曜ショー <特集>世界びっくり競べ 決定稿 148 1968/5/25
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21274 テレビ 土曜ショー <特集>ようこそ、オリバー！ 決定稿 149 1968/6/1
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-20297 テレビ 土曜ショー 〈特集〉奥様はウルトラ女房 決定稿 151 1968/6/15 NET 羽柴秀彦

N01-21250 テレビ 土曜ショー <特集>奥様はウルトラ女房 決定稿 151 1968/6/15
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21249 テレビ 土曜ショー <特集>長生きしまショー 決定稿 152 1968/6/22
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21248 テレビ 土曜ショー
<特集>サーカス・ビックリ

ショー
決定稿 154 1968/7/6

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21247 テレビ 土曜ショー <特集>夏を楽しく！ 決定稿 155 1968/7/13
NET(テレビ

朝日)
羽柴秀彦

N01-21246 テレビ 土曜ショー <特集>女そこのけ！ 決定稿 156 1968/7/20
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21245 テレビ 土曜ショー <特集>盆踊り民踊教室 決定稿 157 1968/7/27
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21214 テレビ 土曜ショー <特集>おヘソにも顔がある 決定稿 158 1968/8/3
NET(テレビ

朝日)
滝沢ふじお

N01-21244 テレビ 土曜ショー <特集>夏休みびっくりケン法 決定稿 158 1968/8/10
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21243 テレビ 土曜ショー <特集>チャンピオン大行進 決定稿 159 1968/8/17
NET(テレビ

朝日)
滝沢ふじお

N01-21242 テレビ 土曜ショー <特集>アツアツ真夏の結婚式 決定稿 160 1968/8/24
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21239 テレビ 土曜ショー
<特集>ああ！この猛烈女性た

ち
決定稿 162 1968/9/7

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21227 テレビ 土曜ショー <特集>ドッグ・ショーの秋 決定稿 164 1968/9/21
NET(テレビ

朝日)
滝沢ふじお

N01-21251 テレビ 土曜ショー <特集>あなたも幸福になれる 決定稿 165 1968/9/28
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21218 テレビ 土曜ショー
<特集>ストレス解消『意地悪

大作戦』
決定稿 167 1968/10/12

NET(テレビ
朝日)

滝沢ふじお

N01-21217 テレビ 土曜ショー
<特集>あなたも金持ちになれ

る
171 1968/11/9

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21263 テレビ 土曜ショー
<特集 あなたもお金持になれ
る 第2弾>奥様ビジネス大学

決定稿 172 1968/11/23
NET(テレビ

朝日)
多村映美

N01-21275 テレビ 土曜ショー
<特集 あなたもお金持になれ
る 第2弾>奥様ビジネス大学

決定稿 172 1968/11/23
NET(テレビ

朝日)
多村映美

N01-21216 テレビ 土曜ショー
<特集>フィルムレポート傑作

集
決定稿 174 1968/11/30

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21215 テレビ 土曜ショー
<特集>クリスマスが日本に

やってくる
決定稿 177 1968/12/20

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21238 テレビ 土曜ショー <特集>スター初夢診断 決定稿 179 1969/1/4
NET(テレビ

朝日)
滝沢ふじお

N01-21266 テレビ 土曜ショー
<特集>”もらってよかった”国

際結婚体験記
決定稿 180 1969/1/11

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21222 テレビ 土曜ショー
<特集>NETテレビ開局十周年

記念<十歳の目>
決定稿 183 1969/2/1

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21221 テレビ 土曜ショー
一人で着物を着よう―きもの

着付けコンテスト―
決定稿 186 1969/2/22

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21220 テレビ 土曜ショー
<特集>あなたもマイホームが

もてる
決定稿 188 1969/3/8

NET(テレビ
朝日)

滝沢ふじお

N01-20298 テレビ 土曜ショー 〈特集〉まだまだある埋蔵金 191 1969/3/29 NET 滝沢ふじお

N01-20293 テレビ 土曜ショー
〈特集〉ついに出た！世紀のア

テレコ大会
決定稿 194 1969/4/19 NET 滝沢ふじお

N01-21240 テレビ 土曜ショー
<特集>ついに出た！世紀のア

テレコ大会
決定稿 194 1969/4/19

NET(テレビ
朝日)

滝沢ふじお

N01-21219 テレビ 土曜ショー
<特集>明日のファッションはこ

れだ！
決定稿 195 1969/4/26

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-21210 テレビ 土曜ショー
<特集>お笑いグランドベスト

ヒット
決定稿 196 1969/5/3

NET(テレビ
朝日)

多村映美

N01-21237 テレビ 土曜ショー
<特集>200回記念「ファンと一

緒に」
決定稿 200 1969/5/31

NET(テレビ
朝日)

滝沢ふじお

N01-21231 テレビ 土曜ショー <特集>大笑いモーレツ寄席 決定稿 202 1969/6/14
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21230 テレビ 土曜ショー
<特集>ああ華麗なるこの背

中！
決定稿 204 1969/6/28

NET(テレビ
朝日)

多村映美

N01-21267 テレビ 土曜ショー <特集>思い出の童謡 決定稿 205 1969/7/5
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21268 テレビ 土曜ショー <特集>いろはにおへそ？ 決定稿 210 1969/8/9
NET(テレビ

朝日)
多村映美
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N01-21229 テレビ 土曜ショー 思い出の童謡集 第2回 決定稿 229 1969/12/20
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21207 テレビ 土曜ショー 世界の国からおめでとう！ 決定稿 231 1970/1/3
NET(テレビ

朝日)
多村映美

N01-21206 テレビ 土曜ショー 爆笑エレベーター寄席 決定稿 232 1970/1/10
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21226 テレビ 土曜ショー なんでもマル珍日本一大会 決定稿 235 1970/1/31
NET(テレビ

朝日)
保富康午

N01-21241 テレビ 土曜ショー
<特集>スターはかくて生れ

る！
決定稿 238 1970/2/21

NET(テレビ
朝日)

保富康午

N01-22112 テレビ 土曜ショー　－曲芸五十年ー 決定稿 132(96) 1968/2/3 テレビ朝日 保富康午

N01-22943 テレビ 土曜ショー 特集　ヒモ人生考 未定稿 1970/8/29
NET(テレビ

朝日)
行動作家の会

N01-22982 テレビ 土曜ショー
特集　それにつけても金の欲

しさよ!!
決定稿 1970/12/12

NET(テレビ
朝日)

行動作家の会

N01-21272 テレビ 土曜ショー　レギュラー コント (?)
NET(テレビ

朝日)

N01-21750 テレビ 土曜スペシャル
スター歌手 花のデビュー大せ

り市
1970/9/12 フジテレビ 保富康午

N01-21937 テレビ 土曜スペシャル
芸能博物館(1)―ヤングミュー

ジック三代
決定稿 1971/4/10 NHK 井上頌一、下山啓

N01-21938 テレビ 土曜スペシャル にっぽんのジャズ 1971/10/16 NHK 企画チーム、牛窪成弘

N01-21939 テレビ 土曜スペシャル 芸能博物館―日本のポップス 1971/9/(?) NHK 井上頌一

N01-21940 テレビ 土曜スペシャル 芸能博物館―流行歌誕生 決定稿 1971/(?)/(?) NHK 松原敏春、喰始

N01-21941 テレビ 土曜スペシャル 芸能博物館(3)―歌謡曲誕生 打合稿 1971/(?)/(?) NHK 松原敏春、喰始

N01-21942 テレビ 土曜スペシャル 芸能博物館―寄席かいわい 改訂決定稿 1971/5/22 NHK 井上頌一、下山啓

N01-19645 テレビ 土曜デポルテ 福原美和、楠本憲吉 決定稿 80 1972/10/28 TBS 野村六助

N01-07957 テレビ 土曜と月曜の間 1964/11/29 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-24951 テレビ 土曜日曜月曜 1～6 (?)

N01-24027 テレビ 土曜ひる席 63 1968/6/22 NHK 池田幾三、織田正吉

N01-20907 テレビ 土曜をあなたに 52 (?)/3/5 フジテレビ 松本重美

N01-20925 テレビ 土曜をあなたに＜宇治かほるショウ＞ 53 (?)/[3/12] フジテレビ 保富康午

N01-05366 ラジオ ドライ･ママ 1 1963/2/1 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05367 ラジオ ドライ･ママ 2 1963/2/2 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05368 ラジオ ドライ･ママ 3 1963/2/4 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05369 ラジオ ドライ･ママ 5 1963/2/6 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-09006 テレビ ドライ・ママ 家出の季節 最終稿 5 (?)/4/5 NET 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-05370 ラジオ ドライ･ママ 42 1963/3/22 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05371 ラジオ ドライ・ママ 43 1963/3/22 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05372 ラジオ ドライ・ママ 44 1963/3/(?) NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05373 ラジオ ドライ・ママ 45 1963/3/25 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05374 ラジオ ドライ・ママ 49(終) 1963/3/30 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-20909 ラジオ ドライビングドライビング（仮題） (?) 保富康午

N01-08500 ラジオ トラブル　―ある対話― 1962/2/16 ABC 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-12637 テレビ ドラマ・てれびじょん69 1969/11/4 毎日放送 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-12638 資料 ドラマ・てれびじょん69 1969/11/4 毎日放送 早坂暁

M030 N01-40703 ラジオ ドラマ組曲　銀座の森の物語 星とカトレヤ 6 1953/2/12 ラジオ東京 並河亮
デジタル
化（館
内）
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M006 N01-40120 テレビ ドラマチックバレエ　真昼の人魚 1954/8/28 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40468 テレビ とらんく物語 1954/10/20 NHK 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04813 テレビ とらんぷのジョーカーくん 1961/1/8
NHK大阪放

送
石浜恒夫

M019 N01-40471 ラジオ とらんぷのジョーカーくん 1956/12/29
NHK大阪中
央放送局

石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-15770 ラジオ トランペットよ 決定稿 1971/5/30 NHK-FM 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-10779 テレビ トリオ・ヤング・ミュージック 赤い少女と五人の小僧 (?) TBS 伊藤直樹、飯島雅之

N01-10780 テレビ トリオ・ヤング・ミュージック 季節はずれの怪談夜話 (?) TBS 伊藤直樹、飯島雅之

N01-24565 テレビ 鳥が… 決定稿 1967/11/26 TBS 大津皓一

N01-13355 テレビ 鳥が…… 決定稿 1967/11/26 TBS 大津皓一

N01-23610 テレビ ドリフターズGO！ 花の幡随院長兵衛 (?)

N01-23611 テレビ ドリフのお祭り兄弟 (?)

N01-23598 テレビ ドリフのコント・コーナー
我は海の子/花いちもんめ/柔

道教室
第一稿 (?)/10/16 フジテレビ

N01-23600 テレビ
ドリフも泳ぐよ！新春グァム島水上競技大

会
決定稿 [1974]/1/1

NET(テレビ
朝日)

塚田茂、松岡孝

N01-23601 テレビ
ドリフも泳ぐよ！新春グァム島水上競技大

会
決定稿 [1974]/1/1

NET(テレビ
朝日)

塚田茂、松岡孝

N01-23599 テレビ
ドリフもすべるよ！オールスター氷上芸能

大会!!
準備稿 [1975]/2/17

NET(テレビ
朝日)

塚田茂、松岡孝、鈴木哲

N01-13932 ラジオ 鳥辺山のからす　今昔物語より 決定稿 1973/4/7 NHK 岸宏子

N01-04460 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談結婚読本 811～816 (?)/11/3～8
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04459 ラジオ トリロー・サンドイッチ ビルブルース 817～822 (?)/11/10～15
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04480 ラジオ トリロー・サンドイッチ 免許皆伝いつのこと 823～828 (?)/11/17～22
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04483 ラジオ トリロー・サンドイッチ それにつけても金の欲しさヨ 835～840 (?)/12/1～6
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04495 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談歳末非常警戒 841～846 (?)/12/8～13
ニッポン放

送
冗談工房

N01-06199 テレビ トリロー・サンドイッチ 冗談歳末非常警戒 841～846 (?)/12/8～13
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04458 ラジオ トリロー・サンドイッチ 雪のワルツ 847～852 (?)/12/15～20
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04482 ラジオ トリロー・サンドイッチ 新聞ロカンボ 865～870 (?)/1/5～10
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04451 ラジオ トリロー・サンドイッチ ボクは町の郵便屋さん 883～888 (?)/1/26～31
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04497 ラジオ トリロー・サンドイッチ おみくじ小唄 889～894 (?)/2/2～7
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04481 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談入学試験 895～900 (?)/2/9～14
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04449 ラジオ トリロー・サンドイッチ 春のプレリュード 901～906 (?)/2/16～21
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05651 ラジオ トリロー・サンドイッチ あの鍵　この鍵 907～912 (?)/2/23～28
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05655 ラジオ トリロー・サンドイッチ おあと交替お時間で 913～918 (?)/3/2～7
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04478 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談国土計画 919～924 (?)/3/9～14
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04427 ラジオ トリロー・サンドイッチ 青い春のワルツ 925～930 (?)/3/16～21
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04477 ラジオ トリロー・サンドイッチ 花見音頭 931～936 (?)/3/23～28
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04452 ラジオ トリロー・サンドイッチ 履歴書の唄 937～942 (?)/3/30～4/4
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04476 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談秘境読本 943～948 (?)/4/6～11
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04428 ラジオ トリロー・サンドイッチ 糸のきれた風船玉 949～954 (?)/4/13～18
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04486 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談選挙節 955～960 (?)/4/20～25
ニッポン放

送
冗談工房
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N01-04488 ラジオ トリロー・サンドイッチ 伝言板マンボ 961～966 (?)/4/27～5/2
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04455 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談国際見本市 973～978 (?)/5/11～16
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04489 ラジオ トリロー・サンドイッチ ハイウェイ・ドライブ 979～984 (?)/5/18～23
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04454 ラジオ トリロー・サンドイッチ ボクは横丁の陽気な床屋 985～990 (?)/5/25～30
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04487 ラジオ トリロー・サンドイッチ ボクは横丁の陽気な床屋 985～990 (?)/5/25～30
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04479 ラジオ トリロー・サンドイッチ 24時の唄 991～996 (?)/6/1～6
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04485 ラジオ トリロー・サンドイッチ 24時の唄 991～996 (?)/6/1～6
ニッポン放

送
冗談工房

N01-06200 テレビ トリロー・サンドイッチ センセンセン 997～1002 (?)/6/8～13
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04470 ラジオ トリロー・サンドイッチ ハイティーン読本 1003～1008 (?)/6/15～20
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04475 ラジオ トリロー・サンドイッチ アー、アー、あくび 1015～1020 (?)/6/29～7/4
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04472 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談育児読本 1027～1032 (?)/7/13～18
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04471 ラジオ トリロー・サンドイッチ アイスクリーム 1033～1038 (?)/7/20～25
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04473 ラジオ トリロー・サンドイッチ おとうふリズム 1039～1044 (?)/7/27～8/1
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04474 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談オリンピック 1051～1056 (?)/8/10～15
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04468 ラジオ トリロー・サンドイッチ パンのパンのパン 1063～1068 (?)/8/24～29
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05649 ラジオ トリロー・サンドイッチ 水族館 1069～1074 (?)/8/31～9/5
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05650 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談ファッションショウ 1075～1080 (?)/9/7～12
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04429 ラジオ トリロー・サンドイッチ かげぼうし 1081～1086 (?)/9/14～19
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04469 ラジオ トリロー・サンドイッチ ボクは町のペンキ屋さん 1087～1092 (?)/9/21～26
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04426 ラジオ トリロー・サンドイッチ マネービル・ブルース 1093～1098 (?)/9/28～10/3
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04453 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談ウエディング・ベル 1099～1104 (?)/10/5～10
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04494 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談ウエディング・ベル 1099～1104 (?)/10/5～10
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04496 ラジオ トリロー・サンドイッチ こおろぎ 1105～1110 (?)/10/12～17
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05654 ラジオ トリロー・サンドイッチ お寿司屋サンバ 1111～1116 (?)/10/19～24
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04457 ラジオ トリロー・サンドイッチ 運動会の唄 1117～1122 (?)/10/26～31
ニッポン放

送
冗談工房

N01-06201 テレビ トリロー・サンドイッチ 運動会の唄 1117～1122 (?)/10/26～31
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04467 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談カミナリ族 1123～1128 (?)/11/2～7
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04420 ラジオ トリロー・サンドイッチ ジャンケンポン
1129～1131・1133・

1134
(?)/11/9～14

ニッポン放
送

冗談工房
デジタル
化（館
内）

N01-04490 ラジオ トリロー・サンドイッチ 僕は街の消防士 1141～1146 (?)/11/23～28
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04466 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談ストーブ・リーグ 1153～1158 (?)/12/7～12
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04432 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冬が来たよ… 1159～1164 (?)/12/14～19
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04434 ラジオ トリロー・サンドイッチ ブランク・カレンダー 1165～1170 (?)/12/12～16
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04435 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談スキー読本 1183～1188 (?)/1/11～16
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04444 ラジオ トリロー・サンドイッチ 玩具のチャチャチャ 1189～1194 (?)/1/18～23
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04424 ラジオ トリロー・サンドイッチ ほかほかリズム 1201～1206 (?)/2/1～6
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04421 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談独身白書 1207～1212 (?)/2/8～13
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04422 ラジオ トリロー・サンドイッチ 夜汽車 1213～1218 (?)/2/15～18
ニッポン放

送
冗談工房



「と」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04450 ラジオ トリロー・サンドイッチ ウッカリあわてんぼ 1225～1230 (?)/2/29～3/5
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04491 ラジオ トリロー・サンドイッチ 遊園地 1231～1236 (?)/3/7～12
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04423 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談チャーム・スクール 1237～1242 (?)/3/14～19
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04462 ラジオ トリロー・サンドイッチ ゆりかごの唄 1243～1248 (?)/3/21～26
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04439 ラジオ トリロー・サンドイッチ 僕は今日から新入社員 1249～1254 (?)/3/28～4/2
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04461 ラジオ トリロー・サンドイッチ 東西東西チンドン屋さん 1255～1260 (?)/4/4～9
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04425 ラジオ トリロー・サンドイッチ 1272 (?)/4/23
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04484 ラジオ トリロー・サンドイッチ デート東京 1279～1284 (?)/4/2～7
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04492 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談暴力団 1285～1290 (?)/5/9～14
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04456 ラジオ トリロー・サンドイッチ 古道具屋さんの唄 1297～1301 (?)/5/23～28
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04436 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談現代病 1309～1314 (?)/6/6～11
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05652 ラジオ トリロー・サンドイッチ 二人の雨 1315～1320 (?)/6/13～18
ニッポン放

送
冗談工房

N01-05653 ラジオ トリロー・サンドイッチ 手紙のチャチャチャ 1321～1326 (?)/6/20～25
ニッポン放

送
冗談工房

N01-06202 テレビ トリロー・サンドイッチ 手紙のチャチャチャ 1321～1326 (?)/6/20～25
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04440 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談赤信号 1333～1338 (?)/7/4～9
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04441 ラジオ トリロー・サンドイッチ 山のぼりの唄 1345～1350 (?)/7/18～23
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04433 ラジオ トリロー・サンドイッチ ボンバ 1351～1356 (?)/7/25～30
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04448 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談立身出世 1357～1362 (?)/8/1～6
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04437 ラジオ トリロー・サンドイッチ むぎわら帽子の夏休 1369～1374 (?)/8/15～20
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04438 ラジオ トリロー・サンドイッチ ハンコがポン 1375～1380 (?)/8/22～27
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04446 ラジオ トリロー・サンドイッチ 冗談シリーズ　あなたも出来る 1381～1386 (?)/8/29～9/3
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04493 ラジオ トリロー・サンドイッチ ブランコ 1387～1392 (?)/9/5～10
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04442 ラジオ トリロー・サンドイッチ 山の駅長さん 1393～1398 (?)/9/12～17
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04430 ラジオ トリロー・サンドイッチ お風呂は… 1399～1404 (?)/9/19～24
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04465 ラジオ トリロー・サンドイッチ おしゃれなしゃれこうべ 1411～1416 (?)/10/3～8
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04447 ラジオ トリロー・サンドイッチ カントクサンバ 1423～1428 (?)/10/17～22
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04498 ラジオ トリロー・サンドイッチ ポンポン山のこおろぎ 1435～1440 (?)/10/31～11/5
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04464 ラジオ トリロー・サンドイッチ 高砂行進曲 1441～1447 (?)/11/7～12
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04463 ラジオ トリロー・サンドイッチ サラリーマンドドンパ 1447～1452 (?)/11/14～19
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04445 ラジオ トリロー・サンドイッチ ボクは今日から大学生 1573～1578 (?)/4/10～15
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04431 ラジオ トリロー・サンドイッチ 私はウソを申しません 1579～1584 (?)/4/17～22
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04499 ラジオ トリロー・サンドイッチ あかんぼ 1615～1626 (?)/5/29～6/3
ニッポン放

送
冗談工房

N01-04443 ラジオ トリロー・サンドイッチ 焚火かこんで 1633～1638 (?)/6/19～24
ニッポン放

送
冗談工房

N01-11824 テレビ 泥棒育ち　ドロボーイ キジも描かずば盗られまい [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし

M061 N01-41323 テレビ どろんこ姫 母恋唄 1 (?)/10/1

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲



「と」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M061 N01-41324 テレビ どろんこ姫 母を尋ねて 2 (?)/10/8

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41325 テレビ どろんこ姫 白刃の地 3 (?)/10/15

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41326 テレビ どろんこ姫 妖婆の囁き 4 (?)/10/22

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41327 テレビ どろんこ姫 浮雲の幻想 5 (?)/10/29

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41328 テレビ どろんこ姫 絶壁の谷（其の一） 6 (?)/11/5

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41329 テレビ どろんこ姫 絶壁の谷（其の二） 7 (?)/11/12

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41330 テレビ どろんこ姫 謎の手裏剣 8 (?)/11/19

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41331 テレビ どろんこ姫 泡雪の母 9 (?)/11/26

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41332 テレビ どろんこ姫 怒涛の月 10 (?)/12/3

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41333 テレビ どろんこ姫 踊る鱗頭巾 11 (?)/12/10

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41334 テレビ どろんこ姫 轟く地雷火 12 (?)/12/17

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

M061 N01-41335 テレビ どろんこ姫 天守閣の決斗 13 (?)/12/24

JOKR、
JOAR、
JOBX、
JOHR

佐々木憲

N01-26500 テレビ どんぐり兄弟 お目出度い季節 41 1960/11/8
中部日本放

送
吉田みき

N01-13401 テレビ とんころの歌 1968/10/24 NHK 岡本克己

N01-02989 ラジオ とんだ災難 1958/12/4 文化放送 堀江史朗
デジタル
化（館
内）

N01-26513 ラジオ とんだ濡れ衣 1953/10/13
NHK第一放

送
吉田みき

N01-11364 テレビ ドンチョー 1 1965/1/3 TBS 藤田敏雄

M055 N01-41219 ラジオ とんちんかん赤城山 (?) 島海彦

N01-04927 ラジオ トンテンカンちゃん 人魚の靴の巻 11 1959/3/23 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04928 ラジオ トンテンカンちゃん カッパ・ロケット第2号 12 1959/3/30 毎日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-51118 テレビ どんと行こうぜ 1 (?)

N01-09018 テレビ どんといこうぜ！ めでためでたの下宿人 1 1969/1/6 TBS 佐々木守

N01-09017 テレビ どんといこうぜ！ 男の意地だ！つっ走れ！ 2 1969/1/13 TBS 佐々木守

N01-09016 テレビ どんといこうぜ！ 男度胸だ！！一発勝負 3 1969/1/20 TBS 佐々木守

N01-09015 テレビ どんといこうぜ！ タコ焼き甘いかしょっぱいか 4 1969/1/27 TBS 佐々木守
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N01-09338 テレビ どんといこうぜ！ ママだっておセンチになる 7 1969/2/17 TBS 佐々木守

N01-09339 テレビ どんといこうぜ！ 甘えんぼABC 8 1969/2/24 TBS 佐々木守

N01-09340 テレビ どんといこうぜ！ がんこものどうし 9 1969/3/3 TBS 佐々木守

N01-09341 テレビ どんといこうぜ！ ママの青春 10 1969/3/10 TBS 佐々木守

N01-09342 テレビ どんといこうぜ！ ママのハネムーン 11 1969/3/17 TBS 佐々木守

N01-09343 テレビ どんといこうぜ！ 木のぼりジュン 12 1969/3/24 TBS 佐々木守

N01-09344 テレビ どんといこうぜ！ 夜のバイオリン 13 1969/3/31 TBS 佐々木守

N01-09345 テレビ どんといこうぜ！ おしゃべりピー子 16 1969/4/21 TBS 佐々木守

N01-09346 テレビ どんといこうぜ！ おしゃべりピー子 改訂稿 17 1969/4/28 TBS 佐々木守

N01-09347 テレビ どんといこうぜ！ 一日だけのパパ 21 1969/5/26 TBS 佐々木守

N01-09348 テレビ どんといこうぜ！ 星になったママ 24 1969/6/16 TBS 佐々木守

N01-09349 テレビ どんといこうぜ！ ヒョウタンからコマ 26(終) 1969/6/30 TBS 佐々木守

N01-24746 テレビ ドンドン道中記 花の吉野でサクラ剣法 決定稿 23 (?)/3/30 日本テレビ 加藤文治

N01-12488 テレビ どんなもんじゃい 1965/(?)/(?) 日本テレビ 蓬莱泰三

N01-09691 ラジオ トンネル (?)/2/14 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

平003 N01-45013 ラジオ 隧道 1949/12/22 NHK 水沢草田夫
デジタル
(一般公
開）

N01-02496 ラジオ トンネル窯 1959/6/17 NHK 岸宏子

N01-04219 ラジオ とんび 1964/(?)/(?)
毎日放送ラ

ジオ
茂木草介

デジタル
化（館
内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104220
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104220
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N01-19807 ラジオ ナイター裏番組 (?)

N01-22893 ラジオ
ナイター裏番組 ロイ・ジェームスのキャノ

ン・ジョーク・ボックス
1 (?)

ラジオ関東
(ラジオ日本)

水原明人

N01-22894 ラジオ
ナイター裏番組 ロイ・ジェームスのキャノ

ン・ジョーク・ボックス
2 (?)

ラジオ関東
(ラジオ日本)

水原明人

N01-22895 ラジオ ナイター裏番組 ロイのJOKE BOX 1 (?)
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12351 テレビ 泣いてたまるか 先生、お金を貸す 決定稿 1 1967/4/9 TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

N01-13376 テレビ 泣いてたまるか 先生ラブレターを書く 2 1967/4/16 TBS 橋田寿賀子

N01-12352 テレビ 泣いてたまるか 先生、ニッポンへ帰る 決定稿 3 1967/4/23 TBS 光畑碩郎、高岡尚平

N01-13047 テレビ 泣いてたまるか かわいい怪獣・ナキラ 3 (?)/10/16 TBS 菅野昭彦

N01-12353 テレビ 泣いてたまるか 先生しごかれる 決定稿 4 1967/5/7 TBS 高岡尚平、光畑碩郎

N01-12354 テレビ 泣いてたまるか 先生仲人をする 6 1967/6/4 TBS 光畑碩郎

N01-12355 テレビ 泣いてたまるか 先生推理する 9 1967/7/16 TBS 光畑碩郎

N01-13374 テレビ 泣いてたまるか さらば飛行服 10 1966/8/14 TBS 家城巳代治

N01-13373 テレビ 泣いてたまるか 先生、勇気を出す 決定稿 12 1967/8/20 TBS 家城巳代治、入江昭夫

N01-13377 テレビ 泣いてたまるか 豚とマラソン 19 1966/11/6 TBS 清水邦夫

N01-12356 テレビ 泣いてたまるか まんが人生 決定稿 36 1967/3/5 TBS 光畑碩郎

N01-13378 テレビ 泣いてたまるか ああ純情くん 決定稿 38 1967/3/19 TBS 家城巳代治

N01-12358 テレビ 泣いてたまるか 東京よいとこ(仮題) 準備稿 (?) TBS 光畑碩郎

N01-12359 テレビ 泣いてたまるか 東京よいとこ 決定稿 (?) TBS 光畑碩郎

N01-12360 テレビ 泣いてたまるか ぼくのお父さん 決定稿 (?) TBS 光畑碩郎

N01-13375 テレビ 泣いてたまるか 仰げば尊し 決定稿 [1967/10/8] TBS 家城巳代治

M020 N01-40489 ラジオ ナウマン参事官の再婚（Ⅱ） 1954/(?) NHK
デジタル
化（館
内）

N01-22062 テレビ 直純コーナー (?) フジテレビ 保富康午

N01-08140 テレビ 長い悪路 1963/11/24 NHK 山内久
デジタル
化（館
内）

N01-05138 テレビ 永い黒い雨 1959/11/6 NHK 寺田信義

N01-09615 資料 長い長い旅 (?) TBS 佐々木守

N01-04532 テレビ 長唄「賎機帯」 (?)/1/3 TBS

N01-06254 ラジオ 長崎詩集 1962/5/24 NHK 門田ゆたか

N01-17092 テレビ 長崎犯科帳 決定稿 4 [1975]/(?)/(?) 日本テレビ 小川英、胡桃哲

N01-13498 テレビ 長崎犯科帳 毒蜘蛛の糸を斬れ！ 決定稿 10 [1975/6/8] 日本テレビ 小川英、胡桃哲

N01-24472 テレビ 長崎犯科帳 決闘　思案橋(仮題) 決定稿 17 (?) 日本テレビ 宮川一郎

N01-18177 テレビ
中曽根さんおめでとう 代議士生活25年で

表彰
1972/4/12 群馬テレビ

N01-12559 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女

幽霊（早めに）(114)/女性のタ
バコ吸い(115)/セーター(117)/
ストッキング(119)/女房の目方
（面白い）(122)/ベントウ（面白
い）(125)/いい奥さん、いい夫

(129)/もてて?(130)

114～131
(?)/8/11～14、
16～21、23～

28、30、31

ニッポン放
送

岡本克己、水原明人、倉本聰、北川
伸介、窪田耕一、来宮洋一

デジタル
化（館
内）

N01-22903 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
140～158

1965/9/10、11、
13～18、20～
25、27～10/1

ニッポン放
送

水原明人、倉本聰、北川伸介、岡本
克己、窪田耕一

N01-22904 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
210～219

1965/12/1～4、6
～11

ニッポン放
送

北川伸介（210、212、214、216、
218）、水原明人（211、213、215、

217、219）

N01-22905 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
1965/(?)/(?)

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22962 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
1965/4/1～3、5

～7
ニッポン放

送
倉本聰、水原明人
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N01-22963 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
1965/4/1～3、5

～7
ニッポン放

送
倉本聰、水原明人

N01-22964 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
1965/(?)/(?)

ニッポン放
送

水原明人

N01-22965 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
1965/5/1、3～

8、10～15
ニッポン放

送
岡本克己、倉本聰、水原明人、窪田

耕一

N01-22966 ラジオ
長門勇と河内桃子のすべてこの世は男と

女
1965/4/17、19～

24、26～30
ニッポン放

送
水原明人

N01-12182 ラジオ 長門裕之のあゝ玉杯に花うけて 1～5 (?)/11/17～21
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12183 ラジオ 長門裕之のあゝ玉杯に花うけて 6～10 (?)/11/24～28
ニッポン放

送
水原明人

N01-12170 ラジオ 長門裕之の男の話 1～7 (?)/10/1～9
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12551 ラジオ 長門裕之の男の話
(?)/11/19～23、

26～28
ニッポン放

送
水原明人、池田淳

N01-12552 ラジオ 長門裕之の男の話 (?)
ニッポン放

送
水原明人、池田淳

N01-12553 ラジオ 長門裕之の男の話
(?)/12/24～28、
31～1/4、7～10

ニッポン放
送

水原明人、池田淳

N01-12554 ラジオ 長門裕之の男の話
(?)/2/1、4～8、

11～14
ニッポン放

送
水原明人、池田淳

N01-12555 ラジオ 長門裕之の男の話
(?)/11/26～30、

12/3～6
ニッポン放

送
水原明人、池田淳

N01-21875 ラジオ 長門裕之のクイズ＆ミュージック 1969/8/10、17 TBS 水原明人

N01-22967 ラジオ 長門裕之のクイズ＆ミュージック [1969]/5/18、25 TBS 水原明人

N01-22968 ラジオ 長門裕之のクイズ＆ミュージック 1969/6/1、8 TBS 水原明人、秋田健

N01-22969 ラジオ 長門裕之のクイズ＆ミュージック 1969/5/4、11 TBS 水原明人

N01-22970 ラジオ 長門裕之のクイズ＆ミュージック 1969/7/20、27 TBS 水原明人

N01-22971 ラジオ 長門裕之のクイズ＆ミュージック 1969/4/20、21 TBS 水原明人

N01-12238 ラジオ 長門裕之の三四郎 1～10 (?)/3/17～28
ニッポン放

送
水原明人

N01-07937 テレビ ”中之島ニッポン”―明日を賭ける人々― 最終稿 1964/11/8 TBS 寺田信義

N01-03097 テレビ 仲間がほしい
決定稿、オー

ディション
1962/(?)/(?) NHK 谷岡由規

N01-03098 テレビ 仲間がほしい 決定稿 1963/(?)/(?) NHK 横田弘行、吉川徳、米山精観

N01-03099 テレビ 仲間がほしい 1964/(?)/(?) NHK 横田弘行、吉川徳

N01-01030 ラジオ 中村一郎 1959/2/10 RKB毎日 寺山修司
デジタル
化（館
内）

N01-01031 資料 中村一郎 1959/2/10 RKB毎日 寺山修司

N01-03817 テレビ なかよしチャッピイ 1975/5/5 NHK 横田弘行

N01-06555 テレビ なかよし広場 音楽二人三脚 1961/6/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06266 テレビ なかよしボンゴ 1 1965/8/14 NHK 佐木敏

M025 N01-40600 ラジオ 流れ 1952/7/19 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-10534 テレビ 流れ雲 1 1968/4/1 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10535 テレビ 流れ雲 2 1968/4/8 NHK大阪 茂木草介

N01-10536 テレビ 流れ雲 3 1968/4/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10537 テレビ 流れ雲 4 1968/4/22 NHK大阪 茂木草介

N01-10538 テレビ 流れ雲 5 1968/4/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10539 テレビ 流れ雲 6 1968/5/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10540 テレビ 流れ雲 7 1968/5/13 NHK大阪 茂木草介

N01-10541 テレビ 流れ雲 7 1968/5/13 NHK大阪 茂木草介
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N01-10542 テレビ 流れ雲 8 1968/5/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10543 テレビ 流れ雲 8 1968/5/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10544 テレビ 流れ雲 9 1968/5/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10545 テレビ 流れ雲 10 1968/6/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10546 テレビ 流れ雲 11 1968/6/10 NHK大阪 茂木草介

N01-10547 テレビ 流れ雲 12 1968/6/17 NHK大阪 茂木草介

N01-10548 テレビ 流れ雲 13 1968/6/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10549 テレビ 流れ雲 14 1968/7/1 NHK大阪 茂木草介

N01-10550 テレビ 流れ雲 15 1968/7/8 NHK大阪 茂木草介

N01-10551 テレビ 流れ雲 16 1968/7/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10552 テレビ 流れ雲 17 1968/7/22 NHK大阪 茂木草介

N01-10553 テレビ 流れ雲 18 1968/7/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10554 テレビ 流れ雲 19 1968/8/5 NHK大阪 茂木草介

N01-10555 テレビ 流れ雲 20 1968/8/12 NHK大阪 茂木草介

N01-10556 テレビ 流れ雲 20 1968/8/12 NHK大阪 茂木草介

N01-10557 テレビ 流れ雲 21 1968/8/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10558 テレビ 流れ雲 21 1968/8/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10559 テレビ 流れ雲 22 1968/8/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10560 テレビ 流れ雲 22 1968/8/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10561 テレビ 流れ雲 23 1968/9/2 NHK大阪 茂木草介

N01-10562 テレビ 流れ雲 24 1968/9/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10563 テレビ 流れ雲 25 1968/9/16 NHK大阪 茂木草介

N01-10564 テレビ 流れ雲 26 1968/9/23 NHK大阪 茂木草介

N01-10565 テレビ 流れ雲 27 1968/9/30 NHK大阪 茂木草介

N01-10566 テレビ 流れ雲 28 1968/10/7 NHK大阪 茂木草介

N01-10567 テレビ 流れ雲 28 1968/10/7 NHK大阪 茂木草介

N01-10568 テレビ 流れ雲 30 1968/10/21 NHK大阪 茂木草介

N01-10569 テレビ 流れ雲 31 1968/10/28 NHK大阪 茂木草介

N01-10570 テレビ 流れ雲 31 1968/10/28 NHK大阪 茂木草介

N01-10571 テレビ 流れ雲 32 1968/11/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10572 テレビ 流れ雲 33 1968/11/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10573 テレビ 流れ雲 34 1968/11/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10574 テレビ 流れ雲 35 1968/11/25 NHK大阪 茂木草介

N01-10575 テレビ 流れ雲 36 1968/12/2 NHK大阪 茂木草介

N01-10576 テレビ 流れ雲 37 1968/12/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10577 テレビ 流れ雲 38 1968/12/16 NHK大阪 茂木草介

N01-10578 テレビ 流れ雲 39 1968/12/23 NHK大阪 茂木草介
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N01-10579 テレビ 流れ雲 40 1968/12/30 NHK大阪 茂木草介

N01-10580 テレビ 流れ雲 41 1969/1/13 NHK大阪 茂木草介

N01-10581 テレビ 流れ雲 42 1969/1/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10582 テレビ 流れ雲 42 1969/1/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10583 テレビ 流れ雲 43 1969/1/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10584 テレビ 流れ雲 43 1969/1/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10585 テレビ 流れ雲 44 1969/2/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10586 テレビ 流れ雲 45 1969/2/10 NHK大阪 茂木草介

N01-10587 テレビ 流れ雲 46 1969/2/17 NHK大阪 茂木草介

N01-10588 テレビ 流れ雲 47 1969/2/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10589 テレビ 流れ雲 48 1969/3/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10590 テレビ 流れ雲 48 1969/3/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10591 テレビ 流れ雲 49 1969/3/10 NHK大阪 茂木草介

N01-10592 テレビ 流れ雲 49 1969/3/10 NHK大阪 茂木草介

N01-10593 テレビ 流れ雲 50 1969/3/17 NHK大阪 茂木草介

N01-10594 テレビ 流れ雲 51 1969/3/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10595 テレビ 流れ雲 52 1969/3/31 NHK大阪 茂木草介

N01-26573 テレビ 流れ雲 29 1968/10/14 NHK大阪 茂木草介

N01-26574 テレビ 流れ雲 30 1968/10/21 NHK大阪 茂木草介

平001 N01-45002 ラジオ 流れに浮ぶ星 1 1947/(?)/(?) NHK 菊田一夫

平001 N01-45001 ラジオ 流れに浮ぶ星 2 1947/7/28 NHK 菊田一夫

N01-16014 テレビ 流れゆく日々　懐かしの名場面集 決定稿 1099 1978/1/1 TBS 折戸伸弘

N01-16719 テレビ 流れゆく日々　懐かしの名場面集 決定稿 1099 1978/1/1 TBS 折戸伸弘

N01-15826 テレビ 流れゆく日々―懐かしの名場面集― 決定稿 1099 1978/1/1 TBS 折戸伸弘

N01-24922 テレビ 流れる雲とともに 1～54 (?) 内村直也

N01-24923 テレビ 流れる雲とともに 55～107 (?) 内村直也

N01-24924 テレビ 流れる雲とともに 108～163 (?) 内村直也

N01-07926 テレビ 〓（なぎ）※さんずいに嵐 1962/11/30 NHK 水木洋子

N01-15016 テレビ 泣虫小僧 1 [1971/1/18] 日本テレビ 津田幸夫

N01-15017 テレビ 泣虫小僧 2 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-17219 テレビ 泣虫小僧 準備稿 1 (?) 津田幸夫

N01-12470 テレビ 泣き虫さっちゃん―温泉の豆俳優― (?)/3/14 関西テレビ 石浜恒夫

N01-17788 テレビ 泣き笑いご対面特集 (?)/12/3 フジテレビ 佐々木守

N01-17789 テレビ 泣き笑いご対面特集 (?)/12/3 フジテレビ 佐々木守

N01-00050 テレビ 泣くなマックス 私の名は情婦 第一稿 1963/1/12 TBS 光畑碩郎

N01-00699 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場
ひょう六捕物帖 その九 南無

武士道(前編)
30 (?)/8/14 CBC 大島得郎

N01-00697 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場
ひょう六捕物帖 その十 南無

武士道(中編)
31 (?)/8/21 CBC 大島得郎
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N01-00693 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場
ひょう六捕物帖 その十一 南

無武士道(後編)
32 (?)/8/28 CBC 大島得郎

N01-00692 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場 クレオパトラの目(前編) 33 (?)/9/4 CBC 大島得郎

N01-00700 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場 クレオパトラの目(前編) 33 (?)/9/4 CBC 大島得郎

N01-00701 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場 クレオパトラの目(後編) 34 (?)/9/11 CBC 大島得郎

N01-00698 テレビ ナゴヤ・ユーモア劇場 ゲンナマに手を出せ(下の巻) 36 (?)/9/25 CBC 大島得郎

N01-12244 ラジオ 名古屋章の坊ちゃん 6～10 (?)/10/28～11/1
ニッポン放

送
川崎洋

N01-10718 テレビ 名古屋城　お土居下の十八人(仮題) (?) NHK名古屋

N01-09495 テレビ なぜなぜおじさん 「日本全国八時です」特集 1～5 (?)/4/25～29 TBS 佐々木守

M053 N01-41183 ラジオ なぜなぜ座談會 (?)/2/8 JOAK放送 柚木卯馬

M053 N01-41182 ラジオ なぜなぜ座談会 1936/9/22
デジタル
化（館
内）

M053 N01-41186 ラジオ なぜなぜ座談会 (?)
デジタル
化（館内）

N01-05199 テレビ なぞときクラブ
春休みの巻(1)　―納屋のス

ピード王―
準備稿 1962/3/27 テレビ朝日 田中清之助

N01-08134 テレビ 夏 1963/11/16 フジテレビ 山内久

N01-18140 テレビ なつかしの歌声 1969/12/31
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
永来重明

N01-19986 テレビ なつかしの歌声　夏の紅白大行進 後編 決定稿 10 1979/7/15
東京12チャ

ンネル
曽我部博士

N01-19987 テレビ なつかしの歌声　夏の紅白大行進 前編 決定稿 10 1979/7/14
東京12チャ

ンネル
曽我部博士

N01-22409 ラジオ なつかしのヒット・メロディ　NO2 思い出のダンス音楽 (?) 保富康午

N01-19806 テレビ
なつかしの名場面！＜橋幸夫・潮来笠より

20年＞
決定稿 (?)/8/3 TBS 奥山侊伸

N01-18971 ラジオ 夏川かおるの月曜ミュージック・マーケット (?) 北海道放送

N01-18972 ラジオ 夏川かおるの月曜ミュージック・マーケット (?) 北海道放送

N01-18973 ラジオ 夏川かおるの月曜ミュージック・マーケット (?) 北海道放送

N01-18974 ラジオ 夏川かおるの月曜ミュージック・マーケット (?) 北海道放送

N01-11337 テレビ なっちゃんの写真館 31・32 1980/5/12、13 NHK 寺内小春
デジタル
化（館
内）

N01-00292 テレビ 夏のエピソード [1961]/10/18 朝日放送 内村直也

N01-00293 テレビ 夏のエピソード 決定稿 [1961]/10/11 朝日放送 内村直也

N01-11328 テレビ 夏の家族（仮） 改訂稿 1 [1974]/7/6 フジテレビ 山田正弘

N01-15870 ラジオ 夏の流れ 1967/8/(?) NHK 矢代静一

N01-16018 テレビ 夏の日 改訂稿 606 [1968]/7/21 TBS 平岩弓枝

N01-08956 テレビ 夏の光に 1980/8/(?) NHK広島 杉山義法
デジタル
化（館
内）

N01-07440 ラジオ 夏の夜の詩情 ちょうちん 1962/7/13 NHK 小川乃倫子
デジタル
化（館
内）

N01-00269 ラジオ 夏の夜のくちづけ [1959]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

N01-00270 ラジオ 夏の夜のくちづけ [1959]/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

N01-00107 ラジオ 夏の夜の星 [1959]/7/13
中部日本放

送
内村直也

N01-00267 ラジオ 夏の夜の星 1959/7/13
中部日本放

送
内村直也

N01-00268 ラジオ 夏の夜の星 1959/7/13
中部日本放

送
内村直也

N01-06263 ラジオ 夏のレポート① 山小舍のおばさん 1962/8/27 NHK 保富康午

N01-22714 ラジオ 夏のレポート③ 若い仲間 (?)/9/5 NHK みかわひろし

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104228
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104228
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104228
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104228
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N01-24608 テレビ 夏の別れを コンテ [1969/9/11] NTV 八木柊一郎
デジタル
化（館
内）

N01-02402 ラジオ 夏祭浪花鑑　住吉鳥居の場 1954/6/30 NHK

N01-22114 テレビ
夏まつり　日本レコード大賞新人賞全員集

合！
1973/7/15 TBS 保富康午

N01-02409 ラジオ 夏祭浪花鑑 1954/6/30 NHK

N01-22336 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル お初でござんす！三度笠 決定稿 1 1970/6/6 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-20410 テレビ なつメロ・ヒット・フェスティバル お初でござんす！三度笠 準備稿 1 1970/6/6 フジテレビ 保富康午

N01-21064 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 青春の歌、恋の歌 準備稿 2 1970/6/13 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22334 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 青春の歌　恋の歌 決定稿。別冊 2 1970/6/13 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22335 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 青春の歌　恋の歌 決定稿 2 1970/6/13 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21065 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 心にしみる雨の歌 準備稿 3 1970/6/20 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22333 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 心にしみる雨の歌 決定稿 3 1970/6/20 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21066 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 花の学園ソング 決定稿 4 1970/6/27 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22332 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 花の学園ソング 準備稿 4 1970/6/27 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21062 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 星空にうたう 準備稿 5 1970/6/27 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21063 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル あなたと夜となつメロと 決定稿 6 1970/7/11 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22331 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル あなたと夜となつメロ 準備稿 6 1970/7/11 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22330 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 男の歌・女の歌 決定稿 7 1970/7/18 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22329 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル なつメロ大行進 決定稿 8 1970/7/25 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22328 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル なつメロベストテン中間発表 決定稿 9 1970/8/1 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21061 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 泣き笑い兵隊ソング 準備稿 10 1970/8/8 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-22327 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 泣き笑い兵隊ソング 決定稿 10 1970/8/8 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21060 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 演歌一筋 決定稿 11 1970/8/15 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-21059 テレビ なつメロ　ヒットフェスティバル 別れの歌 決定稿 13 1970/8/29 フジテレビ 保富康午、松本重美

N01-20461 テレビ
なつメロ大行進！－喜怒哀楽でつづる日

本歌謡史ー
準備稿 1970/2/5

N01-15306 テレビ 七回目の見合い 決定稿 1972/8/5 日本テレビ 津田幸夫

N01-17213 テレビ 七回目の見合い（仮題） 改訂稿 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15200 テレビ 七回目の見合い 決定稿 1972/8/5 日本テレビ 津田幸夫

N01-04568 テレビ 七ころび八起き 決定稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04581 テレビ 七ころび八起き 第一稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04582 テレビ 七ころび八起き 改訂稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04583 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04584 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04585 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04586 テレビ 七ころび八起き 決定稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-04587 テレビ 七ころび八起き 決定稿 6 [1964]/5/12 TBS 竹内勇太郎

N01-04578 テレビ 七ころび八起き 改訂稿 7 [1964]/5/19 TBS 竹内勇太郎

N01-04579 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 7 [1964]/5/19 TBS 竹内勇太郎
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N01-04580 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 7 [1964]/5/19 TBS 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-04575 テレビ 七ころび八起き 改訂稿 8 [1964]/5/26 TBS 竹内勇太郎

N01-04576 テレビ 七ころび八起き 改訂稿 8 [1964]/5/26 TBS 竹内勇太郎

N01-04577 テレビ 七ころび八起き 改訂稿 8 [1964]/5/26 TBS 竹内勇太郎

N01-04570 テレビ 七ころび八起き 第一稿 9 [1964]/6/2 TBS 竹内勇太郎

N01-04571 テレビ 七ころび八起き 改訂稿 9 [1964]/6/2 TBS 竹内勇太郎

N01-04572 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 9 [1964]/6/2 TBS 竹内勇太郎

N01-04573 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 9 [1964]/6/2 TBS 竹内勇太郎
デジタル
化（館
内）

N01-04574 テレビ 七ころび八起き スタッフ決定稿 9 [1964]/6/2 TBS 竹内勇太郎

N01-12255 テレビ 奈々とその母（仮題） 1～7 1968/1/4～ TBS 林秀彦

N01-12256 テレビ 奈々とその母（仮題） 8～12 1968/1/15～19 TBS 林秀彦

N01-12257 テレビ 奈々とその母（仮題） 13～17 1968/1/22～26 TBS 林秀彦

N01-12258 テレビ 奈々とその母（仮題） 18～22 1968/1/29～2/2 TBS 林秀彦

N01-12259 テレビ 奈々とその母（仮題） 23～27 1968/2/5～9 TBS 林秀彦

N01-12260 テレビ 奈々とその母（仮題） 28～30 1968/2/12～14 TBS 林秀彦

N01-12261 テレビ 奈々とその母（仮題） 31～33 1968/2/15～19 TBS 林秀彦

N01-12262 テレビ 奈々とその母（仮題） 34～37 1968/2/20～25 TBS 林秀彦

N01-16003 テレビ 七年目の再会 改訂稿 1222 1980/5/11 TBS 高橋正圀

N01-16004 テレビ 七年目の再会 スタッフ稿 1222 1980/5/11 TBS 高橋正圀

M054 N01-41194 ラジオ 七曲り 1953/10/19 NHK 高橋昇之助

N01-19738 テレビ 何かいいことありそうな 1978/12/16 STV 奥山侊伸

N01-12390 テレビ 何がなんでも 準備稿 7 1972/2/27 TBS 光畑碩郎

N01-13424 テレビ なにやらおかし夫婦傘 巻之壱 (?) 小川英、長野洋

N01-20638 テレビ 浪花　友あれ50年
服部良一・音楽生活五十年記

念
スタッフ稿 1977/10/16 TBS 保富康午、西田公久

N01-10724 ラジオ なにわ・大坂菊屋町 (?) 茂木草介

N01-04966 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ ああ初恋 1 1961/8/2
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04967 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ ああ青春 2 1961/8/9
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04968 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ 3 1961/8/23
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04969 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ 3 1961/8/23
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-04970 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ 5 1961/9/6
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04971 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ 5 1961/9/6
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-04972 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ 7 1961/9/20
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-04973 ラジオ 浪花っ子　あかんたれ 8 1961/9/27
大阪中央放

送局
石浜恒夫

デジタル
化（館
内）

N01-02410 ラジオ 難波の蘆 1954/2/2 NHK 宇野信夫

N01-11074 テレビ 菜の花の女 最終回 1977/6/28 フジテレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-01900 テレビ 菜穂子 決定稿 1961/4/23 NET 津田幸夫、和田矩衛

N01-02728 テレビ ナポリの青い風 改訂稿 1961/10/20 TBS 塚田茂
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N01-05156 テレビ ナポリの青い風 決定稿 1961/10/20 TBS 飯田茂

M006 N01-40108 テレビ 並木 [1953]/2/11 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40345 テレビ 並木が見ている 葉子の事件 1 1957/9/30 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40337 テレビ 並木が見ている 葉子の事件 1957/9/30 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M015 N01-40350 テレビ 並木が見ている 木崎の事件 2 1957/10/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M021 N01-40511 テレビ 並木が見ている（二） 木崎の事件 1957/10/7 NHK 内村直也

M014 N01-40336 テレビ 並木が見ている マリ子の事件 3 1957/10/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40338 テレビ 並木が見ている マリ子の事件 3 1957/10/14 NHK 内村直也

M014 N01-40346 テレビ 並木が見ている 峰の事件 最終回 1957/10/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40347 テレビ 並木が見ている 峰の事件 最終回 1957/10/21 NHK 内村直也

N01-01940 テレビ 涙 改訂稿 1963/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-00283 テレビ 波之上宮の丘にのぼろう 第二稿 1961/[7/31] 日本テレビ 内村直也

N01-00441 テレビ 波之上宮の丘にのぼろう 第一稿 1961/[7/31] 日本テレビ 内村直也

M009 N01-40238 ラジオ 波の女 1957/7/24 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40239 ラジオ 波の女 1957/7/24 NHK 内村直也

N01-00561 ラジオ 名もなき母の記録 1959/8/7 NHK たなべまもる
デジタル
化（館
内）

N01-05495 ラジオ 名もなき母の記録 (?) NHK たなべまもる

N01-11839 テレビ 名もなく貧しく美しく 1～5 (?) 梅林貴久生

N01-05036 テレビ ナルシス1960 第一稿 1960/9/8 NHK 保富康午

N01-11299 テレビ 鳴門秘帖
三ッのつづらのその中で(前

編)
38 1978/2/3 NHK 石山透

N01-11292 テレビ 鳴門秘帖
三ッのつづらのその中で(後

編)
39 1978/[2/10] NHK 石山透

デジタル
化（館
内）

N01-11300 テレビ 鳴門秘帖
三ッのつづらのその中で(後

編)
39 1978/2/10 NHK 石山透

N01-19705 ラジオ 南極越冬記 1968/3/25 NHK 遠藤淳

M058 N01-41297 ラジオ ナンセンス文学　世界珍探検 27・28 (?)/9/10、11 ラジオ東京 服部浩夫
デジタル
化（館
内）

N01-26506 テレビ なんだかんだ どっちもどっち 8 (?)/1/25 日本テレビ 吉田みき

N01-12588 テレビ なんでも引きうけ候 1968/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦

N01-12589 テレビ なんでも引きうけ候 道場破り 1 1969/4/7 毎日放送 迫間健

N01-12590 テレビ なんでも引きうけ候 本命の男 2 1969/4/14 毎日放送 迫間健

N01-12591 テレビ なんでも引きうけ候 スイカ異聞 3 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦、迫間健

N01-12592 テレビ なんでも引きうけ候 十六文の用心棒 4 1969/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-12593 テレビ なんでも引きうけ候 月夜の虎 5 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦、迫間健

N01-12594 テレビ なんでも引きうけ候 どくとる・がんこ 6 1969/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-12595 テレビ なんでも引きうけ候 珍佐度情話 7 1969/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-12596 テレビ なんでも引きうけ候 新内流しの女 7 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦、迫間健

N01-12597 テレビ なんでも引きうけ候 ああ恐妻！ 8 1969/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-12598 テレビ なんでも引きうけ候 汐鳴の男 9 1969/(?)/(?) 毎日放送 迫間健

N01-12599 テレビ なんでも引きうけ候 本陣ふぐ騒動 10 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦、迫間健
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N01-12600 テレビ なんでも引きうけ候 上げ底経営法 11 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦

N01-12601 テレビ なんでも引きうけ候 地蔵が谷の決闘 改訂稿 12 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦

N01-12602 テレビ なんでも引きうけ候 新内流しの女 13(終) 1969/(?)/(?) 毎日放送 浅見安彦、迫間健
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N01-03047 テレビ にあんちゃん 演出用コンテ 1 1960/11/27
フジテレビ
(JOCX-TV)

松田暢子

N01-21838 テレビ 新潟の歌とともに (?)/9/12

N01-15796 ラジオ にがい塩 1966/[11/20] NHK 安水稔和

N01-15797 ラジオ にがい塩 1966/11/20 NHK 安水稔和

N01-15798 資料 にがい塩 1966/11/20 NHK 安水稔和

N01-02230 テレビ 二階の他人 1961/2/15 日本テレビ 椎名利夫、渡辺臣蔵

N01-24867 テレビ 憎いあんちくしょう 1～5 (?)

N01-01914 テレビ 憎しみは誘う 1961/4/3 NET 津田幸夫

N01-01915 テレビ 憎しみは誘う 1961/4/3 NET 津田幸夫

N01-13586 ラジオ 肉体の悪魔 1977/8/18 NHK 川崎洋

N01-09605 テレビ 肉体の門 1～3 (?)/1/31～2/2 TBS 佐々木守

N01-09606 テレビ 肉体の門 4～9
(?)/2/3～5、7～

9
TBS 佐々木守

N01-09607 テレビ 肉体の門 10～15 (?)/2/10～16 TBS 佐々木守

N01-09608 テレビ 肉体の門 16～18 (?)/2/17～19 TBS 佐々木守

N01-09609 テレビ 肉体の門 19～24 (?)/2/21～26 TBS 佐々木守

N01-51121 資料 憎まれながら二百年 (?) 東海ラジオ 茂木草介

N01-02956 ラジオ 逃げる (?)/4/22
中部日本放
送東京支社

神吉拓郎

N01-19392 ラジオ ニコン・ミュージック・タイム
第1部パット・ブーン特集/第2

部オリンピック・ジョッキー
20 [1964/2/24] 遠藤淳

N01-19393 ラジオ ニコン・ミュージック・タイム

第1部世界音楽の旅シリーズ
＃1ハワイへの旅、アメリカへ
の旅/第2部コーヒー・ア・ラ・カ

ルト

21 (?) 遠藤淳、中純一、石井きよし

N01-19666 ラジオ ニコン・ミュージック・タイム ミュージカル・ヒット・メロディ集 (?)/5/29～6/2 遠藤淳
デジタル
化（館内）

N01-04216 テレビ 西陣の蝶 準備稿 14 1963/4/8 毎日放送 茂木草介

N01-12219 ラジオ 西田敏行の石中先生行状記 1～5 1977/3/21～4/1
ニッポン放

送
水原明人

N01-12220 ラジオ 西田敏行の石中先生行状記 1～5 1977/3/21～4/1
ニッポン放

送
水原明人

N01-12221 ラジオ 西田敏行の石中先生行状記 6～10 1977/3/21～4/1
ニッポン放

送
水原明人

N01-12222 ラジオ 西田敏行の石中先生行状記 6～10 1977/3/21～4/1
ニッポン放

送
水原明人

N01-22156 テレビ 虹のスポットライト スターと私 ディック・ミネ 23 1982/8/13 テレビ東京 保富康午

N01-05202 テレビ 虹の設計 夜の地図 8 1964/5/25 NHK 北條誠
デジタル
化（館
内）

N01-22123 テレビ 虹のフェスティバル 準備稿 (?)

M015 N01-40354 テレビ 虹の都 1 1956/12/7 日本テレビ P.N.M.
デジタル
化（館
内）

M015 N01-40353 テレビ 虹の都 2 1956/12/14 日本テレビ P.N.M.
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40322 テレビ 虹の都 3 1956/12/21 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40323 テレビ 虹の都 4 1956/12/28 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-19881 テレビ 虹はいかが？（仮題） 第二稿 1968/1/3 NHK 松木ひろし

N01-09689 ラジオ 西村巷談 勝海舟 (?)/1/28～2/1 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-17715 ラジオ 西村巷談 愛の詩人・ゲーテ 1～5 (?)/2/18～22 TBSラジオ 佐々木守

N01-17716 ラジオ 西村巷談 東洋の哲人・孔子 1～5 (?)/3/25～29 TBSラジオ 佐々木守

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104210
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104210
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104210
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104210
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N01-10139 ラジオ 西村晃の西村巷談 忍法・奥の細道 1～5 (?)/12/10～14 TBS 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09610 テレビ 二十一番目の子 (?)/1/26 TBS 佐々木守

N01-03023 ラジオ 二十四の瞳 ある晴れた日に 最終回 1953/6/29 ラジオ東京 戌井市郎
デジタル
化（館
内）

N01-11130 テレビ 二十四の瞳 31～33 (?)

N01-15779 ラジオ 二十年の影 歌に生きる 2 1965/3/12 NHK 横光晃

N01-12491 テレビ 二十年目の収穫 決定稿 1965/11/27 日本テレビ 布勢博一

N01-01014 資料 二世の縁 1959/12/8 ABC 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-01015 ラジオ 二世の縁 1959/12/8 ABC 秋元松代

N01-19826 テレビ にせ札持って来い 決定稿 13 (?)/9/6
日本教育テ

レビ
冗談工房

N01-09664 テレビ ニセモノご両親 1 1974/4/2 TBS 佐々木守

N01-09665 テレビ ニセモノご両親 2 1974/4/9 TBS 佐々木守

N01-09663 テレビ ニセモノご両親 3 1974/4/16 TBS 佐々木守

N01-09709 テレビ ニセモノご両親 4 1974/4/23 TBS 佐々木守

N01-09789 テレビ ニセモノご両親 少女ドラゴン無敵拳 9 1974/5/28 TBS 佐々木守

N01-09788 テレビ ニセモノご両親 母に捧げるバラード 11 1974/6/11 TBS 佐々木守

N01-09711 テレビ ニセモノご両親 21 1974/8/20 TBS 佐々木守

N01-09710 テレビ ニセモノご両親 22 1974/8/27 TBS 佐々木守

N01-17918 テレビ 日米対抗!スーパースペシャル90分！ 準備稿 (?) フジテレビ 玉井冽、内海譲司

N01-12389 テレビ 日曜8時　笑っていただきます 第一稿 12
1970～

1971/(?)/(?)
TBS 光畑碩郎

N01-23294 ラジオ 日曜喫茶室
津軽っ子と江戸っ子の噛まな

いようで噛むよなお話
1979/11/25 NHK-FM 清田英夫

デジタル
化（館
内）

N01-04307 テレビ 日曜大工 16 1959/6/5 毎日放送 茂木草介

N01-23609 テレビ 日曜日だよドリフターズ!! 第二稿 2 1971/5/2 日本テレビ

N01-10873 ラジオ 日輪はむらさき (?)/2/16 TBS 遠藤淳

N01-10879 ラジオ 日輪はむらさき (?)/2/16 TBS 遠藤淳

N01-08416 テレビ 日光中宮祠事件 1959/12/8
NET(テレビ

朝日)
深沢一夫

デジタル
化（館
内）

N01-02819 資料 にっこり右門 (?)

N01-17222 テレビ にっこり捕物帳 金四郎乗り出す 1960/11/26 フジテレビ 塚田茂

N01-17223 テレビ にっこり捕物帳 大江戸の夢の球宴 1960/7/26 フジテレビ 塚田茂

N01-22850 ラジオ 日産ＭＤイン
弥次喜多多全国の旅①“みち

のく”
(?)/7/5 TBS(ラジオ) 水原明人

N01-51399 資料
日産劇場を私はこう見た(第四集)―各界

名士よりの声―
1962/2/14 NTV

N01-51400 資料
日産劇場を私はこう見た(第七集)―各界

名士よりの声―
1962/5/19 NTV

N01-19321 ラジオ 日産パーキング・タイム

あなたと私の合言葉/ピアスイ
ヤリング/指輪と性格/人間の
香りと車の香り/お金の値打ち
/ウソ発見器の効用/忠告/世
界ぶ男コンテスト/馬子にも衣
裳/ヘアスタイルについて/結
婚式のいろいろ/身の上相談

97～108
1967/11/20～
25、27～12/2

TBS

N01-19322 ラジオ 日産パーキング・タイム

ドライバー百態/必要は発明
の母/声美人/上手なお金の
使い方/男性五つのタイプ/着
物のおシャレ/スキーシーズン
/宝石は飾りにあらず/ダンス
マラソン/昔はハシゴ、今はサ
ニー/やせても枯れても貴族/

女性のヒザ

109～120
1967/12/4～9、

11～16
TBS
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N01-19314 ラジオ 日産パーキング・タイム

女の変化/プレゼント/靴は走
らない/法律時代/ラインと女
性/女性を讃えよう/手の平の
タコ/人間の記憶力/オットセイ
の魅力/タッチ・アンド・タッチ/
ドライ・ボーンズ/今年のトピッ

クス

121～132
1967/12/18～

23、25～30
TBS

N01-19323 ラジオ 日産パーキング・タイム

アメリカのお正月/南アフリカ
のお正月/オーストラリアのお
正月/不眠症/恋は電話で/お
金について/科学的考察/二
十一世紀/不満すべてうけた
まわり/揃いのセーター/対手

次第/チャーム・ポイント

133～144
1968/1/1～6、8

～13
TBS

N01-19324 ラジオ 日産パーキング・タイム

金の延べ棒/価値ある静/女
性の欲望/若者の車/履き心

地満点/キングサイズ物語/趣
味の集まり/恋愛高周波作戦/
煙が目にしみる/恋ありて/略

式電報/独りも楽し

145～156
1968/1/15～20、

22～27
TBS

N01-19317 ラジオ 日産パーキング・タイム

仲良くいこう/アメリカの日本語
/お金と利息/スカイラインで面
倒みよう/嘘!嘘!嘘!/通の方ご
遠慮下さい/女ごころ/キング・

ロイ・ジェームス/値下げ実
施！/ヒマ人に一言/トップス

ター/学生社長

157～168
1968/1/29～
2/4、6～10

TBS

N01-19315 ラジオ 日産パーキング・タイム

パチンコの話/忍者まかり通る
/お化粧について/快活にいこ
う/犬猫ホテル/鍵っ子/全ても
たれつ/美人今昔物語/神は

金髪・目はブルー/恋人クーペ
/祝祭日の活用/電子計算機

に問えば

158～169
1968/2/26～

3/2、4～9
TBS

N01-19316 ラジオ 日産パーキング・タイム

やせるために/ズバリは駄目
ヨ！/理想主義者/幸せをはこ
ぶ車/すべてワイド化/最高級
品でいこう/サニークーペ誕生
/S・Fオリンピック/現代格言集
/チップの価値/空間とストレス

/宝クジ

169～180
1968/2/12～17、

19～24
TBS

N01-19325 ラジオ 日産パーキング・タイム

プロポーズ/ローレル誕生/パ
イプの煙/慈善事業/自然の美
しさ/迷うことなかれ/外国語あ
れこれ/ピンク・ピンク・ピンク/
人間の運について/魅力のサ
ニークーペ/オリンピックとロー

レル/お手伝いさん異変

170～181
1968/3/11～16、

18～23
TBS

N01-19319 ラジオ 日産パーキング・タイム

体力テスト/事実は小説より奇
なり/目ざまし枕/人生の演出/
サッカーの話/赤と青/いたず
ら天国/落書きについて/人生
のムダについて/春は3Sに

乗って/ローレル新発売/コー
ヒー談議

182～193
1968/3/25～30、

4/1～6
TBS

N01-19318 ラジオ 日産パーキング・タイム

本当のサービス/腹芸/七つの
ポイント/男の美容整形/春来
たりなば/私は幸せ/ストレス
解消法/逞しい若者/もてる悩
み/ドライブも演出次第/ニッサ
ンローレル新発売/オシャレの

基本

194～205
1968/4/8～13、

15～20
TBS

N01-19320 ラジオ 日産パーキング・タイム

釣りの話/女房操縦法/特急道
路/文明の利器/夫婦相和し/
現代の英雄/現代感覚のこな
し方/レジャー作戦/快適なお
買物/辞書にかかれた車/車も

タレント/バッハとセドリック

206～217
1968/4/22～27、

29～5/4
TBS

N01-22899 ラジオ
日産パック・イン・ミュージック 日産パーキ

ング タイム

手紙・電話・車/嫁になれる女
性/気分解消ガシャーン/スバ
ラシキ自叙伝/サウド国王の

伝説/優雅な趣味/あなたの価
値/ジェラシー転じて仇となる/
頭の使い方/美人の品定め/

国際珍レース/…らしさ

517～528
1969/3/24～29、

31～4/5
TBS(ラジオ)

N01-22900 ラジオ
日産パック・イン・ミュージック 日産パーキ

ング タイム

レジャー・ドライブ/動物好き/
カッコいい!/現代のサムライ/

奇抜なアイデア/土地の切り売
り/心理分析/有料道路のはじ
まり/煙にまく話/夢のゲーム/
風変わりな喫茶店/役割の象

徴

529～540
1969/4/7～12、

14～19
TBS(ラジオ)

N01-22848 ラジオ 日産ミュージック・ドライブ・イン 日曜版 (?)/2/11 TBS(ラジオ) 水原明人
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N01-22849 ラジオ 日産ミュージック・ドライブ・イン ダットサン意外史 (?) TBS(ラジオ) 水原明人

N01-22851 ラジオ 日産ミュージック・ドライブ・イン
終戦記念日特集 八月十五日

の歴史
1969/8/15 TBS(ラジオ) 水原明人

N01-20681 テレビ 日清ちびっこ紅白歌合戦 準備稿 (?) 保富康午

N01-21935 テレビ 日清ちびっこ紅白歌合戦 準備稿 (?) 保富康午

N01-23049 ラジオ 日石チューン・アップ・タイム（仮題） (?) TBS

N01-02192 テレビ にっぽん製 第二稿 1963/1/11 NHK 椎名利夫

N01-02195 テレビ にっぽん製 第一稿 1963/1/11 NHK 椎名利夫

N01-19643 テレビ ニッポン特派員 タラナアサクサ 3 1965/1/22 フジテレビ 野村六助

N01-21378 テレビ にっぽんの歌 決定稿 1 (?)/10/4 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21377 テレビ にっぽんの歌 準備稿 3 (?)/10/18 テレビ朝日

N01-20600 テレビ にっぽんの歌 決定稿 4 (?)/10/25 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21376 テレビ にっぽんの歌 準備稿 4 (?)/10/25 テレビ朝日

N01-21375 テレビ にっぽんの歌 準備稿 5 (?) テレビ朝日

N01-21374 テレビ にっぽんの歌 準備稿 6 (?)/11/8 テレビ朝日

N01-21373 テレビ にっぽんの歌 決定稿 7 (?)/11/15 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21364 テレビ にっぽんの歌 未定稿 8 (?)/11/22 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21369 テレビ にっぽんの歌 準備稿 11 (?)/12/13 テレビ朝日

N01-21371 テレビ にっぽんの歌 決定稿 13 (?)/12/27 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21370 テレビ にっぽんの歌 決定稿 14 (?)/1/3 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21368 テレビ にっぽんの歌 準備稿 16 (?)/1/17 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21367 テレビ にっぽんの歌 準備稿 18 (?)/1/31 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21366 テレビ にっぽんの歌 準備稿 19 (?)/2/7 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21365 テレビ にっぽんの歌 準備稿 20 (?)/2/14 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21372 テレビ にっぽんの歌 準備稿 22 (?)/2/28 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21363 テレビ にっぽんの歌 準備稿 24 (?)/3/13 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-20116 テレビ にっぽんの歌 準備稿 25 (?)/3/20 NET 保富康午、松本重美

N01-21815 テレビ にっぽんの歌 準備稿 26 (?)/3/27 NET 保富康午、松本重美

N01-21362 テレビ にっぽんの歌 準備稿 28 (?)/4/10 テレビ朝日 保富康午、松本重美

N01-21814 テレビ にっぽんの歌 準備稿 28 (?)/4/10 NET 保富康午、松本重美

N01-20113 テレビ にっぽんの歌 決定稿 29 (?)/4/17 NET 保富康午、松本重美

N01-20114 テレビ にっぽんの歌 準備稿 29 (?)/4/17 NET 保富康午、松本重美

N01-20115 テレビ にっぽんの歌 準定稿 31 (?)/5/1 NET 保富康午、松本重美

N01-21751 テレビ にっぽんの歌 決定稿 31 (?)/5/1
NET(テレビ

朝日)
保富康午、松本重美

N01-21139 テレビ にっぽんの歌 決定稿 38 (?)/6/19
NET(テレビ

朝日)
保富康午、松本重美

N01-21752 テレビ にっぽんの歌 決定稿 39 (?)/6/26
NET(テレビ

朝日)
保富康午、松本重美

N01-06320 テレビ にっぽんの歌
わが心のうた－美空ひばり・

新春に歌う－
決定稿 66 (?)/1/1

NET(テレビ
朝日)

松本重美、夛村映美

N01-20628 テレビ ニッポン非行少年の20年（仮題） 河村契善の実践 (?) フジテレビ 泉田昌慶
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N01-07902 テレビ にのしまっこ 1962/(?)/(?) NHK たなべまもる

N01-08488 テレビ 日本一九六〇 決定稿 1960/11/25 KRT 白坂依志夫

N01-08491 テレビ 日本一九六〇 決定稿 1960/11/25 KRT 白坂依志夫

N01-08492 テレビ 日本一九六〇 第一稿 1960/11/25 KRT 白坂依志夫

N01-26626 テレビ 日本一九六〇 最終決定稿 1960/11/25 KRT 白坂依志夫

N01-08497-01 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと火星人 1 1954/12/16 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-01 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんとアンデルセン 1 1957/6/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08497-02 ラジオ 日本アンデルセン物語 クリスマスの鏡 2 1954/12/23 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-02 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと火星人 2 1957/7/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08497-03 ラジオ 日本アンデルセン物語 手ぶくろと天使たち 3 1954/12/30 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-03 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんとペリカン 3 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08497-04 ラジオ 日本アンデルセン物語 赤鼻の道化師 4 1955/1/6 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-04 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと落雷 4 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08497-05 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと四十人の盗賊 5 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-05 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんとプロ野球 5 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-06 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと海賊船 6 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-07 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんとロケット 7 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-08 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと南極 8 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-09 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんときりぎりす 9 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-10 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと彗星 10 1957/9/13 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-11 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと黒い犬 11 [1957]/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-12 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンの薔薇 12 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-13 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンの鏡 13 1957/10/2 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-14 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンのコオロギ 14 1957/10/9 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-15 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんと通天閣 15 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-16 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンの手ぶくろ 16 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-17 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんとペンギン鳥 17 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-18 ラジオ 日本アンデルセン物語
アンデルセンのアラビアン・ナ

イト
18 [1957]/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-19 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンの靴 19 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-20 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんの靴 20 1957/11/20 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-21 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンの將棋 21 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-22 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんとスケート 22 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-23 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンのシェパード 23 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-24 ラジオ 日本アンデルセン物語 アンデルセンのサーカス 24 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-24690-25 ラジオ 日本アンデルセン物語 ノンさんのクリスマス 25 1957/(?)/(?) 朝日放送 石浜恒夫

M016 N01-40362 ラジオ 日本意外史 日本零年の巻 1 1952/7/9 ラジオ東京 我国意外団同人

M016 N01-40366 テレビ 日本意外史 天の岩戸の巻 1 (?)/8/26 NTV 菜川作太郎
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M016 N01-40363 ラジオ 日本意外史 男は道鏡の巻 2 (?)/7/17 ラジオ東京 我国意外団同人

M016 N01-40367 テレビ 日本意外史 二等兵むかしむかしの巻 2 (?)/9/2 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40368 テレビ 日本意外史 百鬼夜行の巻 3 (?)/9/9 NTV 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40369 テレビ 日本意外史 ベストセラー誕生の巻 4 (?)/9/16 NTV 菜川作太郎
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40370 テレビ 日本意外史 放浪児べんけいの巻 5 (?)/9/23 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40364 ラジオ 日本意外史 出世閉口記の巻 6 1952/8/9 ラジオ東京 我国意外団同人

M016 N01-40371 テレビ 日本意外史 恐妻将軍の巻 8 (?)/10/14 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40365 ラジオ 日本意外史 サムライ・ニッポンの巻 10 (?)/9/9 ラジオ東京 我国意外団同人

M016 N01-40372 テレビ 日本意外史 教祖ご誕生の巻 11 (?)/11/4 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40373 テレビ 日本意外史 迷刀五郎正宗の巻 14 (?)/11/25 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-03420 テレビ 日本意外史 正成売り出すの巻 15 1956/12/7 日本テレビ 窪田篤人

M016 N01-40374 テレビ 日本意外史 出世閉口記の巻 17 (?)/12/21 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

M016 N01-40375 テレビ 日本意外史 千姫に手を出すな！の巻 20 (?)/1/11 NTV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-20479 テレビ 日本歌謡大賞
上半期話題の有力候補勢ぞ

ろい！
決定稿 6 1975/7/11

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-20489 テレビ 日本歌謡大賞
花の新人賞 上半期の有力候

補を占う 新人祭り
決定稿。会場用

台本
6 1975/7/10

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-20480 テレビ 日本歌謡大賞 今年の行くえは！ 第一稿 (?)/8/9 日本テレビ 保富康午

N01-19938 テレビ 日本歌謡大賞　第4回新人祭り！ 決定稿 4 1974/7/17 保富康午

N01-19939 テレビ 日本歌謡大賞　第4回新人祭り！ 準備稿 4 1974/7/17 保富康午

N01-20965 テレビ 日本歌謡大賞　第4回新人祭り！ 準備稿 4 1974/7/17 保富康午

N01-20995 テレビ 日本歌謡大賞＝新人祭り＝
準備稿。会場用

台本
6 1975/7/10 テレビ東京 保富康午

N01-20661 テレビ 日本歌謡大賞今年の行くえは！ 決定稿 1973/8/9 日本テレビ 保富康午

N01-24474 テレビ 日本剣客伝 伊藤一刀斉(その1、その2) (?) NET 宮川一郎

N01-15000 テレビ 日本剣客伝 中村半次郎（その一） [1969]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15151 テレビ 日本剣客伝 中村半次郎(その一) 準備稿 1969/1/26 津田幸夫

N01-15152 テレビ 日本剣客伝 中村半次郎(その二) 準備稿 1969/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15150 テレビ 日本剣客伝 中村半次郎(その三) 準備稿 1969/(?)/(?) 津田幸夫

N01-24361 テレビ 日本剣客伝 伊藤一刀斉(その3、その4) 1969/[3/5、12]
日本テレビ
(NETテレビ)

宮川一郎

N01-05177 ラジオ 日本少年 赤ランプを消せ 47・48 1962/5/25、26 矢口捷平

N01-05180 ラジオ 日本少年 赤ランプを消せ 49～51 1962/5/28～30 TBSラジオ 矢口捷平

N01-05183 ラジオ 日本少年 赤ランプを消せ 52～54 1962/5/31～6/2 矢口捷平

N01-05179 ラジオ 日本少年 死の脱出 91～93 1962/7/16～18 TBSラジオ 河野詮

N01-05178 ラジオ 日本少年 死の脱出 94～95 1973/7/19、20
東京放送

(TBSラジオ)
河野詮

N01-03039 ラジオ 日本少年 死の脱出 1962/8/3、4 TBS 河野証

N01-05182 ラジオ 日本少年 熱血日本魂 136～138 1962/9/6～8 矢口捷平

N01-05181 ラジオ 日本少年 目には目を 139・140 1962/9/10、11 河野詮

N01-21535 テレビ 日本人の心　不滅の古賀メロディ 決定稿 1978/8/26 フジテレビ フジ制作

N01-05184 テレビ 日本人の歴史 板垣退助 36 1961/2/11
NET(テレビ

朝日)
阿坂卯一郎



「に」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-00003 テレビ 日本人の歴史 石川啄木 40 1961/3/11 NET 重森孝

N01-00004 テレビ 日本人の歴史 尾崎行雄 41 1961/3/18 NET 阿坂卯一郎

N01-23051 資料 日本石油提供(企画案) 改訂稿 (?) TBS

N01-04541 テレビ 日本一九六〇 決定稿 1960/11/25 KRT 白坂依志夫
デジタル
化（館
内）

N01-17786 テレビ 日本の愛唱歌
望郷・手紙と歌でつづる母と子

と恩師のこころ
1979/4/28 NHK 佐々木守、井上頌一

N01-51230 テレビ 日本の愛唱歌
望郷・手紙と歌でつづる母と子

と恩師のこころ
1979/4/28 NHK 佐々木守、井上頌一

N01-05187 テレビ 日本のあゆみ 奈良の大仏 1962/6/13 NHK 大洲安吾

N01-19989 テレビ 日本のうた心 (?)/3/15 朝日放送 保富康午

N01-00383 ラジオ 日本の音（仮題） [1963]/(?)/(?) 文化放送 内村直也

N01-06916 ラジオ 日本のオペラ　～第三日～ 1960/2/26 NHK

N01-13409 テレビ 日本の幸福 1968/11/24 日本テレビ 福田善之、佐藤信

N01-24607 テレビ 日本の幸福 第二稿 1966/(?)/(?) NTV 山田正弘、都築忠彦

N01-22048 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 男の人生劇場 1977/2/6 TBS 保富康午

N01-22041 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 青春の旅立ち 1 1977/10/4 TBS 保富康午

N01-22040 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて ふるさとの幼い日々 2 1977/10/11 TBS 保富康午

N01-22039 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 父恋し母恋し 3 1977/10/18 TBS 保富康午

N01-22038 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 学園の青春 5 1977/11/1 TBS 保富康午

N01-22037 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 最初の黄金時代 6 1977/11/8 TBS 保富康午

N01-22036 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 二人の詩人・八十・惚之助 7 1977/11/15 TBS 保富康午

N01-22035 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 黄金コンビ復活 9 1977/12/29 TBS 保富康午

N01-22034 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 戦火の日々に 12 1977/12/20 TBS 保富康午

N01-22031 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて ヒット・パレード/男心の歌 13 1977/12/27 TBS 保富康午

N01-21143 ラジオ 日本の心 古賀メロディーのすべて ヒットパレード/女心の歌 14 1978/1/3 TBS 保富康午

N01-22030 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 平和を待って 15 1978/1/15 TBS 保富康午

N01-22029 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 焼けあとの歌声 16 1978/1/17 TBS 保富康午

N01-22032 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 私の思い出の歌 17 1978/1/24 TBS 保富康午

N01-22047 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて あふれる抒情 19 1978/2/7 TBS 保富康午

N01-22046 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて かぎりなき前進 20 1978/2/14 TBS 保富康午

N01-22045 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 日本を愛して 21 1978/2/21 TBS 保富康午

N01-22042 テレビ 日本の心 古賀メロディーのすべて 夢の紅白歌合戦 26 1978/3/28 TBS 保富康午

N01-20903 テレビ 日本の心・古賀政男 決定稿 (?)/7/25、8/4 TBS 保富康午

N01-20904 テレビ 日本の心・古賀政男 第二稿 (?)/7/25、8/4 TBS 保富康午

N01-20920 テレビ
日本の心・古賀政男～古賀賞入選曲発表

音楽会～
決定稿 (?)/[6/13] TBS 保富康午、太田イサム

N01-19999 テレビ 日本の心演歌のすべて 熱唱！絶唱！涙唱！ 決定稿 (?)/1/2 TBS 保富康午

N01-22803 テレビ 日本の山村社会 1966/5/28 NHK 宇津木元

N01-18270 テレビ 日本の資源 戦前と戦後の対話 打合稿 1 1965/10/31 テレビ東京 野村六助

N01-18271 テレビ 日本の資源（仮） 捨てる神と拾う神
オーディション

用
(?)
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N01-18273 テレビ 日本の資源を考える（仮題） 復活のうた 決定稿 1965/10/(?) テレビ東京 野村六助

N01-18272 テレビ 日本の資源を考える① 百年の流れ 1965/10/31 テレビ東京 野村六助

N01-18075 テレビ 日本の島 姫島 決定稿 1971/8/21 テレビ朝日 野村六助

N01-22402 テレビ
日本の抒情を歌う　～涙を愛した詩人たち

～
1974/11/3 NHK 保富康午

N01-23579 テレビ 日本の青春 わたしひとりの街 9 1965/4/24
名古屋テレ

ビ
佐々木守

デジタル
化（館
内）

N01-24196 テレビ 日本の戦後
くにのあゆみ　戦後教育の幕

明け
第一稿 1977/10/27 NHK 盛善吉

N01-05500 ラジオ 日本の太鼓 1962/5/(?) NHK 佐藤竜太

N01-23578 テレビ 日本の動物記 (?)/5/17～22 TBS 佐々木守

N01-02942 テレビ 日本の日蝕 1959/10/9 NHK 安部公房
デジタル
化（館
内）

N01-02925 ラジオ 日本の村を行く 曲がり家の里
1961/2/4、11、

18、25
NHK 内村直也

N01-02928 ラジオ 日本の村を行く
奥美濃と飛騨の婦人たち　そ

の三、その四
1961/3/18、25 NHK 内村直也

N01-02929 ラジオ 日本の村を行く
奥美濃と飛騨の婦人たち　そ

の一、その二
1961/3/4、11 NHK 内村直也

N01-20901 テレビ 日本のメロディー 古賀祭り
第9回古賀賞受賞曲発表音楽

会
決定稿 9 1976/6/19 TBS 保富康午、太田イサム

N01-19900 テレビ 日本のメロディー古賀祭り 決定稿 9 1976/6/19 TBS 保富康午、太田イサム

N01-22392 テレビ 日本のメロディ　古賀祭り 決定稿 1978/7/1 TBS 保富康午、太田イサム

N01-22088 テレビ 日本のメロディー 古賀祭り 決定稿 1978/7/1 TBS 保富康午、太田イサム

N01-22074 テレビ 日本のメロディー 古賀祭り 決定稿 1977/7/2 TBS 保富康午、太田イサム

N01-22033 テレビ [日本の心 古賀メロディーのすべて] よみがえる青春 18 (?) TBS

N01-22043 テレビ [日本の心 古賀メロディーのすべて] ひばりと共に～その2～ 23 (?) TBS

N01-22044 テレビ [日本の心 古賀メロディーのすべて] ひばりと共に～その1～ 22 (?) TBS

N01-00410 ラジオ 日本の雪 第一案 (?) 文化放送 内村直也

N01-00437 ラジオ 日本の雪 第一案 (?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-18053 資料 日本の旅情 (?) 横田弘行

N01-07949 テレビ 日本は知らず只一機 1964/11/22
NET(テレビ

朝日)
松山善三

N01-24041 資料 日本百年 (?) 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-22089 テレビ 日本レコード大賞記念 絶唱・栄冠・涙！ 都はるみ・八代亜紀二大競演 決定稿 1977/2/11 TBS 後藤正義

N01-23138 テレビ 日本をつくる 白い動脈―名神高速道路― 第一稿 4 (?)/7/22 関西テレビ 石浜恒夫

N01-23139 テレビ 日本をつくる 白い動脈―名神高速道路― 第二稿 4 (?)/7/22 関西テレビ 石浜恒夫

N01-19933 テレビ
ニャロメ！ちびっこ！！（仮題）＜イメージ

展開のための試稿＞
サンプル録画用

第一稿
(?) フジテレビ 保富康午

N01-02991 テレビ 入学試驗 1956/3/29 朝日放送 堀江史朗

N01-12312 テレビ 入場無料 1971/10/17 NHK 岩間芳樹

N01-24596 テレビ 入場無料 [1971/10/17] NHK 岩間芳樹

N01-05947 ラジオ ニュース風土記 浦河町 13 (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-05949 ラジオ ニュース風土記 浦河町 13 (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-06101 ラジオ ニュース風土記 浦河町 13 (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-06102 ラジオ ニュース風土記 浦河町 13 (?) 北海道放送 遠藤淳

N01-22858 テレビ ニューモナリザコンテスト 1 (?)/3/2 フジテレビ
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N01-22859 テレビ ニューモナリザコンテスト 20 (?)/7/15 フジテレビ

N01-07561 テレビ ニューモナリザコンテスト 21 (?)/7/22 フジテレビ

N01-00537 ラジオ 紐育の日本人 1953/(?)/(?) ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-03321 ラジオ ニューヨークの日本人 1964/6/2
大阪中央放

送局
茂木草介

N01-02747 テレビ 女系家族 決定稿 2
1963～

1964/(?)/(?)
フジテレビ 山田信夫

N01-03261 テレビ 女人幻想 第二稿 1972/(?)/(?) NHK 茂木草介

M030 N01-40713 テレビ 女人連祷 [1958]/10/19
中部日本放

送
並河亮

デジタル
化（館
内）

M025 N01-40609 資料 女人連祷について 1958/10/19
中部日本放

送
中部日本放送

デジタル
化（館
内）

N01-16999 テレビ 楡家の人びと 1 [1965]/8/21 TBS 宮本研
デジタル
化（館
内）

N01-17000 テレビ 楡家の人びと 2 1965/7/28 TBS 宮本研

N01-17001 テレビ 楡家の人びと 3 [1965]/(?)/(?) TBS 宮本研

N01-17002 テレビ 楡家の人びと 第一稿 4 1965/(?)/(?) TBS 宮本研

N01-16998 資料 楡家の人びと ～ノート～ 第一部 [1965]/(?)/(?)

N01-16974 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 1 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16975 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 2 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16976 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 3 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16977 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 4 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一

N01-16978 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 決定稿 4 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16979 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 5 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16980 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 6 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16981 テレビ 俄―浪華遊侠伝― スタッフ稿 5・6 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一

N01-16982 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 7 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16983 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 8 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16984 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 9 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16985 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 10 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16986 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 11 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16987 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 12 [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-16988 テレビ 俄―浪華遊侠伝― 13(終) [1970]/(?)/(?) TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-07589 ラジオ 人気歌手ヒットソング 1961/1/12 TBS 遠藤淳

N01-07671 ラジオ 人気歌手ヒットソング 1961/1/12 TBS 遠藤淳

N01-07716 ラジオ 人気歌手ヒットソング 1961/1/12 TBS 遠藤淳

N01-20401 テレビ 人気スター！今週のベストテン 第二稿 1 (?)/10/14 TBS

N01-20915 テレビ 人気スター！今週のベストテン 第二稿 1 (?)/[10/14] TBS

N01-21862 テレビ 人気スター！今週のベストテン 第四稿 1 (?)/10/14 TBS
大倉徹也、奥山侊伸、田村隆、つか

さけんじ

N01-22134 テレビ 人気スター！今週のベストテン 改訂稿 1 (?)/10/14 TBS
大倉徹也、奥山侊伸、田村隆、つか

さけんじ

N01-20400 テレビ 人気スター！今週のベストテン 決定稿 2 (?)/10/21 TBS
田村隆、奥山侊伸、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-20476 テレビ 人気スター！今週のベストテン 再改訂稿 3 (?)/10/28 TBS
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N01-21871 テレビ 人気スター！今週のベストテン 4 (?)/11/4

N01-20914 テレビ 人気スター！今週のベストテン 決定稿 5 (?)/[11/18] TBS
田村隆、奥山侊伸、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-22099 テレビ 人気スター！今週のベストテン 準備稿 5 (?)/11/18 TBS
田村隆、奥山侊伸、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-21863 テレビ 人気スター！今週のベストテン 改訂稿 7 (?)/12/9 TBS
大倉徹也、奥山侊伸、田村隆、つか

さけんじ

N01-20913 テレビ 人気スター！今週のベストテン 改訂稿 10 (?)/[1/6] TBS
田村隆、奥山侊伸、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-22100 テレビ 人気スター！今週のベストテン 改訂稿 11 (?)/1/13 TBS
田村隆、奥山侊伸、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-05402 ラジオ 人形ガ呼ンデイル 1959/(?)/(?) NHK 木村嘉長

N01-07713 テレビ 人形佐七捕物帳 二人お信乃 決定稿 [1960]/(?)/(?) NET 小川英

N01-07714 テレビ 人形佐七捕物帳 怪談　猫屋敷 決定稿 [1960]/(?)/(?) NET 小川英

N01-07715 テレビ 人形佐七捕物帳 離魂病 準備稿 [1960]/(?)/(?) NET 小川英

N01-05107 テレビ 人形佐七捕物帳 大凶鶴の千番 13 1961/4/5 テレビ朝日 永崎夏郎

N01-16670 テレビ 人形佐七捕物帳 河童の捕物 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
櫻井康裕

N01-16671 テレビ 人形佐七捕物帳 謎の銀かんざし 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
大川久男

デジタル
化（館
内）

N01-16672 テレビ 人形佐七捕物帳 折れた扇子 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
安藤日出男

N01-16673 テレビ 人形佐七捕物帳 花嫁草紙 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
櫻井康裕

N01-16674 テレビ 人形佐七捕物帳 雷の宿 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
松山威、茶木克彰

N01-16675 テレビ 人形佐七捕物帳 離魂病 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-16676 テレビ 人形佐七捕物帳 飾り羽子板三人娘 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
須崎勝彌

N01-16677 テレビ 人形佐七捕物帳 怪談・花扇人形 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
廣澤榮

N01-16678 テレビ 人形佐七捕物帳 変幻地蔵 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
廣澤榮

N01-16679 テレビ 人形佐七捕物帳 捕物三つ巴 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
安藤日出男

N01-16680 テレビ 人形佐七捕物帳 鶴の千番 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-16681 テレビ 人形佐七捕物帳 ほおづき大尽 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
須崎勝彌

N01-16682 テレビ 人形佐七捕物帳 二人お信乃 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-16683 テレビ 人形佐七捕物帳 血染めの似顔絵 改訂稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
大川久男

N01-16684 テレビ 人形佐七捕物帳 黒猫を抱く娘 改訂稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
佐々木武観

N01-16685 テレビ 人形佐七捕物帳 八ッ目鰻 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
大川久男

N01-16686 テレビ 人形佐七捕物帳 死のかぞえ唄 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
松山威、茶木克彰

N01-16687 テレビ 人形佐七捕物帳 女虚無僧 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)

N01-16688 テレビ 人形佐七捕物帳 狂女の舞扇 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
浅井昭三郎

N01-16689 テレビ 人形佐七捕物帳 怪盗・むささび小僧 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
川西正純

N01-16690 テレビ 人形佐七捕物帳 音羽の猫 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
国弘威雄

N01-16691 テレビ 人形佐七捕物帳 悲恋短冊 改訂稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
国弘威雄

N01-16692 テレビ 人形佐七捕物帳 怪談　猫屋敷 決定稿 [1971]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-13509 テレビ 人形佐七捕物帳 鶴の千番 決定稿 [12] 1971/6/26
NET(テレビ

朝日)
小川英

N01-15711 テレビ 人形佐七捕物帳 逆夢を買った女 [1977]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15142 テレビ 人形佐七捕物帳
羽子板娘より―錦絵美人は恨

みを買った
2 1977/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)
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N01-15141 テレビ 人形佐七捕物帳 寅の日は御用の日 12 1977/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15232 テレビ 人形佐七捕物帳 火事を出した幽霊 [15] [1977]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15233 テレビ 人形佐七捕物帳 贋金を裂く仮親子 [20] [1977]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15143 テレビ 人形佐七捕物帳 障子を開けた不幸 23 1977/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15234 テレビ 人形佐七捕物帳 はぐれた二人の絆 [26] [1977]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-12124 テレビ 人形姉妹 1 1966/(?)/(?) フジテレビ 山田信夫

N01-11896 テレビ 人形姉妹 3 [1966]/(?)/(?) フジテレビ 山田信夫

N01-04091-01 テレビ 人形といっしょに (?)/6/3
朝日放送テ

レビ
吉岡たすく

N01-04091-02 テレビ 人形といっしょに 校長室の時計 (?)/6/10
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-03 テレビ 人形といっしょに クマの子はクマの子 (?)/6/17
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-04 テレビ 人形といっしょに ライオンのこぶ (?)/6/24
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-05 テレビ 人形といっしょに いたずら子豚 (?)/7/1
朝日放送テ

レビ
香村菊雄

N01-04091-06 テレビ 人形といっしょに わにと少年 (?)/7/8
朝日放送テ

レビ
香村菊雄

N01-04091-07 テレビ 人形といっしょに 泣き虫とおこり虫 (?)/7/8
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-08 テレビ 人形といっしょに 泣き虫とおこり虫 (?)/7/15
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-09 テレビ 人形といっしょに ボール紙の王様 (?)/7/29
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-10 テレビ 人形といっしょに 道化師 (?)/8/12
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-11 テレビ 人形といっしょに てるてる坊主と風見鶏 (?)/9/2
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-12 テレビ 人形といっしょに 泣き虫とおこり虫 (?)/7/15
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04091-13 テレビ 人形といっしょに すてられ仲間 (?)/8/19
朝日放送テ

レビ
香村菊雄

N01-04091-14 テレビ 人形といっしょに だるまと豆行司 (?)/9/23
朝日放送テ

レビ
石浜恒夫

N01-04092 テレビ 人形といっしょに コブラと蛇使い (?)/10/7 朝日放送 石浜恒夫

N01-04092 テレビ 人形といっしょに まめだと小僧 (?)/10/21 朝日放送 石浜恒夫

N01-04092 テレビ 人形といっしょに 月と山猫とインデヤン (?)/10/28 朝日放送 石浜恒夫

N01-09596 テレビ にんげん市場 パイロット版 (?) TBS 佐々木守

N01-09597 資料 にんげん市場 (?)

N01-00114 ラジオ 人間喜劇 1959/3/2 NHK 内村直也

N01-00115 ラジオ 人間喜劇 1959/3/2 NHK 内村直也

N01-00554 ラジオ 人間喜劇 1959/3/2 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M027 N01-40631 テレビ 人間動物園 1958/11/28 NHK 菊島隆三
デジタル
化（館
内）

N01-00001 テレビ 人間の條件 2 [1962]/(?)/(?) 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-03161 テレビ 人間の條件 3 [1962]/(?)/(?) 桂一郎、赤坂長義

N01-03162 テレビ 人間の條件 未定稿 3 [1962]/(?)/(?) 桂一郎、赤坂長義

N01-00002 テレビ 人間の條件 4 [1962]/(?)/(?) 桂一郎

N01-03163 テレビ 人間の條件 4 [1962]/(?)/(?) 桂一郎

N01-03164 テレビ 人間の條件 5 [1962]/(?)/(?) 桂一郎、赤坂長義

N01-03165 テレビ 人間の條件 6 [1962]/(?)/(?) 桂一郎、赤坂長義
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N01-03166 テレビ 人間の條件 決定稿 7 [1962]/(?)/(?) 桂一郎、土居通芳

N01-03167 テレビ 人間の條件 改訂稿 8 [1962]/(?)/(?) 桂一郎、土居通芳

N01-03168 テレビ 人間の條件 9 (?) 桂一郎、赤坂長義

N01-03169 テレビ 人間の條件 10 (?) 桂一郎、赤坂長義

N01-03170 テレビ 人間の條件 11 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03171 テレビ 人間の條件 12 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03172 テレビ 人間の條件 13 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03173 テレビ 人間の條件 14 (?) 桂一郎、土居通芳、阿部毅

N01-03174 テレビ 人間の條件 15 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03175 テレビ 人間の條件 16 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03176 テレビ 人間の條件 17 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03177 テレビ 人間の條件 18 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03178 テレビ 人間の條件 19 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03179 テレビ 人間の條件 20 (?) 桂一郎、赤坂長義、阿部毅

N01-03180 テレビ 人間の條件 21 (?) 桂一郎、土居通芳

N01-03181 テレビ 人間の條件 22 (?) 桂一郎、土居通芳

N01-03182 テレビ 人間の條件 23 (?) 桂一郎、赤坂長義

N01-03183 テレビ 人間の條件 24 (?) 桂一郎

N01-03184 テレビ 人間の條件 25 (?) 桂一郎

N01-03185 テレビ 人間の條件 26 (?) 桂一郎

N01-04530 テレビ 人間の条件 1958/9/7 KRT(TBS) 小幡欣治
デジタル
化（館
内）

N01-07911 テレビ 人間の土地 1962/(?)/(?) ABC 田村孟

N01-05067 テレビ 忍者部隊月光 まぼろし作戦(前・後編) 11・12 1964/3/13、20 フジテレビ 西田一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02497 ラジオ 忍術使いの六兵ヱ 1959/9/23 NHK 岸宏子

N01-00683 テレビ 人情往診鞄 鞄のあくび その一 3 1959/4/19 NET 大島得郎

N01-00687 テレビ 人情往診鞄 鞄のあくび その二 4 1959/4/26 NET 大島得郎

N01-00725 テレビ 人情往診鞄 泰山鳴動して その一 5 1959/4/2 NET 大島得郎

N01-00723 テレビ 人情往診鞄 泰山鳴動して その二 6 1959/4/9 NET 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-00706 テレビ 人情往診鞄 かぼちゃの当り年 その一 7 1959/4/16 NET 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-00684 テレビ 人情往診鞄 かぼちゃの当り年 その二 決定稿 8 1959/4/23 NET 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-00724 テレビ 人情往診鞄 かぼちゃの当り年 その二 8 1959/4/23 NET 大島得郎

N01-00686 テレビ 人情往診鞄 かぼちゃの当り年 その三 決定稿 9 1959/4/30 NET 大島得郎

N01-00682 テレビ 人情往診鞄 本日休診の巻 16 1959/6/18 NET 大島得郎

N01-00726 テレビ 人情往診鞄 おまつりさわぎの巻 17 1959/6/25 NET 大島得郎

M025 N01-40606 ラジオ 人情買います 16～20 1958/6/23～27
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M025 N01-40607 ラジオ 人情買います 万事よろしく 26～30 1958/7/7～11
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

M025 N01-40598 ラジオ 人情買います みんな陽気のせいですの巻 41～45 1958/7/28～8/1
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）
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M022 N01-40533 ラジオ 人情買います ナベ底ですの巻 56～60 1958/8/18～22
ニッポン放

送
大島得郎

デジタル
化（館
内）

N01-24678 ラジオ 人情買います
買いものに御用心の巻　その

一～その五
71～75 1958/9/8～9/12

ニッポン放
送

大島得郎

M025 N01-40597 ラジオ 人情買います
先の出様での巻(その一～そ

の五)
81～85 1958/9/22～26

ニッポン放
送

大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-24677 ラジオ 人情買います
防犯ベルの巻　その一～その

五
91～95

1958/10/6～
10/10

ニッポン放
送

大島得郎
デジタル
化（館
内）

M054 N01-41214 ラジオ 人情買います
鉄砲かついでの巻　その一～

その五
106～110 1958/10/27、31

ニッポン放
送

大島得郎
デジタル
化（館
内）

M002 N01-40054 ラジオ 人情夜話　敦子と春子 1～3
1957/12/23～

12/25
ラジオ東京 世田忠夫

M002 N01-40050 ラジオ 人情夜話　陽のあたる坂道 1～3
1958/3/10～

3/12
ラジオ東京 谷麻夫

M002 N01-40051 ラジオ 人情夜話　陽のあたる坂道 4～6
1958/3/17～

3/19
ラジオ東京 谷麻夫

M002 N01-40055 ラジオ 人情夜話　恋愛青写真 1 1957/(?)/(?) ラジオ東京 世田忠夫

M002 N01-40056 ラジオ 人情夜話　恋愛青写真 2・3 1957/(?)/(?) ラジオ東京 世田忠夫

N01-00025 ラジオ 人情夜話　若い素顔 1～3 1959/8/31～9/2 ラジオ東京 世田忠夫

N01-16705 テレビ 忍法かげろう斬り [1972/9]/(?) フジテレビ 高田宏治

N01-09578 テレビ 忍法相伝 99の巻 準備稿 (?) 日本テレビ 大島渚、佐々木守

N01-09579 テレビ 忍法相伝73 準備稿 (?) 日本テレビ 大島渚、佐々木守



「ぬ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13930 ラジオ ぬけてまいろう 1974/10/26 NHK 岸宏子

N01-15855 ラジオ ヌブシャへの道 1967/5/7 NHK 須知徳平

N01-50767 テレビ 沼津兵学校 前編 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50768 テレビ 沼津兵学校 後編 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50769 テレビ 沼津兵学校 後編 (?) フジテレビ 大野靖子



「ね」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11437 テレビ 姉さん、乾杯！ (?) 日本テレビ 高橋正圀
デジタル
化（館
内）

N01-13181 テレビ 寝顔が可愛い（仮題） 3 1973/1/19 毎日放送 寺島アキ子

N01-13182 テレビ 寝顔が可愛い（仮題） 4 1973/1/26 毎日放送 尾中洋一

N01-13183 テレビ 寝顔が可愛い 8 1973/2/23 毎日放送 近藤多喜男

N01-13184 テレビ 寝顔が可愛い 9 1973/3/2 毎日放送 寺島アキ子

N01-13185 テレビ 寝顔が可愛い 11 1973/3/16 毎日放送 近藤多喜男

N01-00524 ラジオ 猫とパイプ職人 1966/8/24 NHK名古屋 内村直也

M026 N01-40612 テレビ ねずみ経 1954/1/8 日本テレビ 滝沢てるを
デジタル
化（館
内）

N01-09103 テレビ 熱愛 むらさき情話 1 1978/1/12 日本テレビ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-10958 テレビ 熱愛　むらさき情話 1 1978/11/12

N01-09104 テレビ 熱愛 むらさき情話 2 1978/1/19 日本テレビ 佐々木守

N01-10959 テレビ 熱愛　むらさき情話 2 1978/11/19

N01-09105 テレビ 熱愛 むらさき情話 3 1978/1/26 日本テレビ 佐々木守

N01-10960 テレビ 熱愛　むらさき情話 3 1978/1/26

N01-09106 テレビ 熱愛 むらさき情話 4 1978/2/2 日本テレビ 佐々木守

N01-10961 テレビ 熱愛　むらさき情話 4 1978/2/2

N01-09107 テレビ 熱愛 むらさき情話 5 1978/2/9 日本テレビ 佐々木守

N01-10962 テレビ 熱愛　むらさき情話 5 1978/2/9

N01-09108 テレビ 熱愛 むらさき情話 6 1978/2/16 日本テレビ 佐々木守

N01-10964 テレビ 熱愛　むらさき情話 6 1978/2/16

N01-09109 テレビ 熱愛 むらさき情話 7 1978/2/23 日本テレビ 佐々木守

N01-10965 テレビ 熱愛　むらさき情話 7 1978/2/23

N01-09110 テレビ 熱愛 むらさき情話 8 1978/3/2 日本テレビ 佐々木守

N01-10966 テレビ 熱愛　むらさき情話 8 1978/3/2

N01-09111 テレビ 熱愛 むらさき情話 9 1978/3/9 日本テレビ 佐々木守

N01-10967 テレビ 熱愛　むらさき情話 9 1978/3/9

N01-09112 テレビ 熱愛 むらさき情話 10 1978/3/16 日本テレビ 佐々木守

N01-09113 テレビ 熱愛 むらさき情話 11 1978/3/23 日本テレビ 佐々木守

N01-09114 テレビ 熱愛 むらさき情話 12(終) 1978/3/30 日本テレビ 佐々木守

N01-10968 テレビ 熱愛　むらさき情話 12(終) 1978/3/30

N01-10963 テレビ 熱愛　むらさき情話 改訂稿 (?)

N01-24739 テレビ 熱血・猿飛佐助 恋路はるかに 準備稿 6 1972/(?)/(?) 市川森一

N01-19998 テレビ
熱唱！愛・涙・母―島倉千代子・五木ひろ

し―
準備稿 (?)/11/28 日本テレビ 保富康午

N01-20711 テレビ
熱唱！絶唱！涙唄！日本の心　演歌のす

べて
準備稿 (?)/1/2 TBS 保富康午

N01-22095 テレビ
熱唱！絶唱！涙唱！日本の心 演歌のす

べて
改訂稿 (?)/1/2 TBS 保富康午

N01-20639 テレビ
熱唱！絶唱！涙唱！日本の心演歌のす

べて
(?)/1/2 TBS 保富康午

N01-12790 テレビ 熱中時代 30 1980/7/26 日本テレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）



「ね」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12791 テレビ 熱中時代 31 1980/8/2 日本テレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-17849 テレビ 熱中チャレンジ90分！若さで激突！！ 1979/5/8 フジテレビ 新野隆司、内海譲司、柊達雄

N01-00023 テレビ 熱風 (?)

N01-11091 テレビ 眠狂四郎 贋金づくりの女 決定稿 [1967]/7/31 フジテレビ 新藤兼人

N01-22147 テレビ 合歓の詩 (?)

平002 N01-45007 ラジオ 眠られぬ夜のために 1948/5/31 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平生原
稿003

N01-45262 ラジオ 眠られぬ夜のために (?) 内村直也
デジタル
化（館内）

N01-50771 テレビ 眠狂四郎 おこよ慕情 第一稿 [1] (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50772 テレビ 眠狂四郎 おこよ菩薩 決定稿 [1] (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11013 テレビ 眠狂四郎 おこよ菩薩 決定稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-24544 テレビ 眠狂四郎 おこよ菩薩 決定稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11020 テレビ 眠狂四郎 おこよ菩薩 決定稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11028 テレビ 眠狂四郎 犬死 決定稿 2 [1967/4/10] フジテレビ 星川清司

N01-50773 テレビ 眠狂四郎 犬死 準備稿 [2] (?) フジテレビ 星川清司

N01-50774 テレビ 眠狂四郎 犬死 決定稿 [2] (?) フジテレビ 星川清司

N01-50775 テレビ 眠狂四郎 地獄舟 決定稿 [3] (?)/4/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50776 テレビ 眠狂四郎 地獄舟 [3] (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11018 テレビ 眠狂四郎 地獄舟 決定稿 1967/4/10(予定) フジテレビ 大野靖子

N01-11113 テレビ 眠狂四郎 白首の宿 決定稿 [1967]/4/24 フジテレビ 柴英三郎

N01-11024 テレビ 眠狂四郎 白首の宿 決定稿 [1967]/4/24 フジテレビ 柴英三郎

N01-50777 テレビ 眠狂四郎 花博奕 準備稿 [5] (?)/5/1 フジテレビ 大野靖子

N01-11021 テレビ 眠狂四郎 花博奕 決定稿 (?)/5/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50778 テレビ 眠狂四郎 無明剣 [6] (?) フジテレビ 田坂啓

N01-11010 テレビ 眠狂四郎 無明剣 最終決定稿 [1967/5/8] フジテレビ 田坂啓

N01-50779 テレビ 眠狂四郎 能面夜桜 準備稿 [7] (?) フジテレビ 星川清司

N01-50780 テレビ 眠狂四郎 能面夜桜 [7] (?)/5/15 フジテレビ 星川清司

N01-11032 テレビ 眠狂四郎 能面夜桜 決定稿 [1967]/5/15 フジテレビ 星川清司

N01-50781 テレビ 眠狂四郎 紅蓮燈籠 [9] (?)/5/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50782 テレビ 眠狂四郎 紅蓮燈籠 決定稿 [9] (?)/5/29 フジテレビ 大野靖子

N01-11008 テレビ 眠狂四郎 紅蓮燈籠 決定稿 1967/5/29 フジテレビ 大野靖子
デジタル
化（館
内）

N01-50783 テレビ 眠狂四郎 悲恋譜 決定稿 [10] (?)/6/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50784 テレビ 眠狂四郎 悲恋譜 決定稿 [10] (?)/6/5 フジテレビ 大野靖子

N01-11019 テレビ 眠狂四郎 悲恋譜 決定稿 [1967]/6/5 フジテレビ 柴田錬三郎

N01-11027 テレビ 眠狂四郎 虚宝（仮題） 決定稿 (?) フジテレビ 星川清司

N01-50801 テレビ 眠狂四郎 虚宝 (?) フジテレビ 星川清司

N01-50802 テレビ 眠狂四郎 虚宝 決定稿 (?)/6/5 フジテレビ 星川清司

N01-11112 テレビ 眠狂四郎 悪魔祭 決定稿 [1967]/6/12 フジテレビ 大垣肇

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104216
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104216
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104216
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104216


「ね」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50785 テレビ 眠狂四郎 朽ち花 [11] (?)/6/19 フジテレビ 下飯坂菊馬、播磨幸治

N01-50786 テレビ 眠狂四郎 夢幻花火 [12] (?)/6/19 フジテレビ 大野靖子

N01-11031 テレビ 眠狂四郎 夢幻花火 [1967]/6/19 フジテレビ 大野靖子

N01-24541 テレビ 眠狂四郎 夢幻花火 [1967]/6/19 フジテレビ 大野靖子

N01-50803 テレビ 眠狂四郎 黒賽呪縛 (?)/6/19 フジテレビ 大野靖子

N01-50787 テレビ 眠狂四郎 時雨女 決定稿 [13] (?)/6/26 フジテレビ 星川清司

N01-11111 テレビ 眠狂四郎 時雨女 決定稿 [1967]/6/26 フジテレビ 星川清司

N01-11016 テレビ 眠狂四郎 あやつり流転 決定稿 [1967]/7/10 フジテレビ 柴英三郎

N01-50804 テレビ 眠狂四郎 あやつり流転 決定稿 (?)/7/10 フジテレビ 柴英三郎

N01-11025 テレビ 眠狂四郎 生々流転（仮題） (?)/7/10 フジテレビ 柴英三郎

N01-11012 テレビ 眠狂四郎 鬼剣法 (?)/7/17 フジテレビ 田坂啓

N01-11014 テレビ 眠狂四郎 流れ者 [1967]/7/17 フジテレビ 田坂啓

N01-24542 テレビ 眠狂四郎 流れ者 カット割り稿 [1967]/7/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50788 テレビ 眠狂四郎 夫恋暮色 決定稿 [17] (?)/7/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50789 テレビ 眠狂四郎 夫恋暮色 準備稿 [17] (?)/7/24 フジテレビ 大野靖子

N01-11023 テレビ 眠狂四郎 夫恋暮色 決定稿 (?)/7/24 フジテレビ 大野靖子

N01-11110 テレビ 眠狂四郎 夫恋暮色 カット割り稿 [1967]/7/24 フジテレビ 大野靖子

N01-24543 テレビ 眠狂四郎 夫恋暮色 準備稿 [1967]/7/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50790 テレビ 眠狂四郎 贋金づくりの女 決定稿 [18] (?)/7/31 フジテレビ 新藤兼人

N01-11026 テレビ 眠狂四郎 三花無情 決定稿 (?)/8/4 フジテレビ 大野靖子

N01-50791 テレビ 眠狂四郎 修羅の道 [19] (?)/8/7 フジテレビ 星川清司

N01-11017 テレビ 眠狂四郎 修羅の道 カット割り稿 [1967]/8/7 フジテレビ 星川清司

N01-11030 テレビ 眠狂四郎 修羅の道 決定稿 [1967]/8/7 フジテレビ 星川清司
デジタル
化（館
内）

N01-50792 テレビ 眠狂四郎 芙蓉乱れ 決定稿 [20] (?)/8/14 フジテレビ 大野靖子

N01-50793 テレビ 眠狂四郎 芙蓉乱れ 準備稿 [20] (?)/8/14 フジテレビ 大野靖子

N01-11022 テレビ 眠狂四郎 芙蓉乱れ 決定稿 [1967]/8/14 フジテレビ 大野靖子

N01-50794 テレビ 眠狂四郎 水月剣(仮題) 準備稿 [21] (?)/8/21 フジテレビ 田坂啓

N01-50795 テレビ 眠狂四郎 水月剣 決定稿 [21] (?)/8/21 フジテレビ 田坂啓

N01-11011 テレビ 眠狂四郎 水月剣 決定稿 [1967]/8/21 フジテレビ 田坂啓

N01-50805 テレビ 眠狂四郎 裸女変身 (?)/8/28 フジテレビ 星川清司

N01-50796 テレビ 眠狂四郎 三花無情 第一稿 [23] (?)/9/4 フジテレビ 大野靖子

N01-50797 テレビ 眠狂四郎 円月殺法右廻り [24] (?)/9/11 フジテレビ

N01-11015 テレビ 眠狂四郎 円月殺法逆廻り 1967/9/11 フジテレビ 大垣肇

N01-50798 テレビ 眠狂四郎 二人の刺客 準備稿 [25] (?)/9/18 フジテレビ 大野靖子

N01-50799 テレビ 眠狂四郎 二人の刺客 決定稿 [25] (?)/9/18 フジテレビ 大野靖子

N01-11009 テレビ 眠狂四郎 二人の刺客 最終決定稿 1967/9/18 フジテレビ 大野靖子

N01-51425 テレビ 眠狂四郎 二人の刺客 準備稿 (?)/9/18 フジテレビ 大野靖子



「ね」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-50800 テレビ 眠狂四郎 狂四郎無惨 決定稿 [26] (?)/9/25 フジテレビ 大野靖子

N01-11029 テレビ 眠狂四郎 狂四郎無惨 決定稿 (?)/9/25 フジテレビ 大野靖子

N01-17618 テレビ 眠り人形 1073 1977/7/3 TBS 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-06919 テレビ 「眠りの森の美女」から　オーロラ姫の結婚 1958/5/29 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-51133 資料 年間企画番組提案 1978/(?)/(?)

N01-51409 資料 「年輪の秘密」に関する現況報告 1959/10/6



「の」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-22049 テレビ 納涼演歌一本勝負 決定稿 1978/8/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
保富康午

N01-01668 ラジオ 野菊の墓 1964/12/20 NHK 横田弘行

N01-01647 テレビ のこぎり先生 1963/5/19 NHK 横田弘行

N01-01648 テレビ のこぎり先生 1963/5/19 NHK 横田弘行

N01-01676 テレビ のこぎり先生と子どもたち 高島巌 決定稿 1961/5/11 NHK 横田弘行

N01-01677 テレビ のこぎり先生と子どもたち 高島巌 打合稿 1961/5/11 NHK 横田弘行

N01-00279 テレビ 遺されたもの (?) NHK 内村直也

M013 N01-40316 テレビ 遺されたもの 決定稿 1958/2/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40317 テレビ 遺されたもの 第二稿 1958/2/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-04992 ラジオ のどかな春の話 1～4 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-05205 テレビ 野に咲けいとし子 決定稿 1963/7/8 フジテレビ 西条道彦

N01-02576 ラジオ 野のほとけ 1963/2/1 NHK 岸宏子

N01-23120 テレビ 伸びゆく子供 ぼくたちの映画 1 (?)/11/29 関西テレビ

N01-23121 テレビ 伸びゆく子供 手足の不自由な子供 1 (?)/11/29 関西テレビ

N01-23122 テレビ 伸びゆく子供 子供とクリスマス 4 (?)/12/20 関西テレビ 石浜恒夫

N01-23123 テレビ 伸びゆく子供 幸せを待つ子供たち 5 (?) 関西テレビ

N01-23124 テレビ 伸びゆく子供 (?)/1/10 関西テレビ

N01-23125 テレビ 伸びゆく子供 五郎と太鼓 打合稿 9 (?)/1/31 関西テレビ

N01-23126 テレビ 伸びゆく子供 五郎と太鼓 打合稿 9 (?)/1/31 関西テレビ

N01-03867 テレビ のびる仲間 ジャン・バルジャン 未定稿 1967/9/5 NET 田下豪

N01-03868 テレビ のびる仲間 ジャン・バルジャン 1969/9/8 NET 田下豪

N01-03869 テレビ のびる仲間 ジャン・バルジャン 決定稿 1969/9/8 NET 田下豪

N01-05196 テレビ のびる仲間 人は何で生きるか 決定稿 25 1962/11/24
NET(テレビ

朝日)
目黒大吉

N01-24748 テレビ のびる仲間 あるパーティで 決定稿 30 1962/12/15
NET(テレビ

朝日)
目黒大吉

N01-03655 ラジオ 伸子 1964/8/16 NHK 横田弘行

平016 N01-45130 ラジオ ノラ [1952]/3/12 ラジオ九州 内村直也

平016 N01-45131 ラジオ ノラ [1952]/3/12 ラジオ九州 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02717 テレビ のらくら南方作戦 金ふり一番勝負 5 1963/7/16 TBS 品田喜一

N01-02342 テレビ のれんと息子 1962/(?)/(?) NHK 椎名利夫

M055 N01-41226 ラジオ のんきタクシー すべりだし 1 1954/11/8 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M025 N01-40591 ラジオ のんきタクシー 縁は異なもの 4 1954/11/29 NHK 大島得郎

M055 N01-41232 ラジオ のんきタクシー 縁は異なもの 4 1954/11/29 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40532 ラジオ のんきタクシー 熊の玩具 13 1955/2/7 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41224 ラジオ のんきタクシー 大穴物語 15 1955/2/21 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41220 ラジオ のんきタクシー 山道でこぼこ 28 1955/5/26 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41228 ラジオ のんきタクシー 一日一善 31 1955/6/16 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M023 N01-40561 ラジオ のんきタクシー 君に限る 改訂稿 42 1955/9/1 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）



「の」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M025 N01-40590 ラジオ のんきタクシー はてさて 61 1956/1/19 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-01773 テレビ 暢気眼鏡 女の四季(後編) 1960/12/20 NET 津田幸夫

N01-01774 テレビ 暢気眼鏡 女の四季(前編) 1960/12/20 NET 津田幸夫

N01-01775 テレビ 暢気眼鏡 女の四季(前編) 1961/1/3 NET 津田幸夫

N01-01776 テレビ 暢気眼鏡 女の四季(後編) 1961/1/10 NET 津田幸夫

N01-01777 テレビ 暢気眼鏡 女の四季(後編) 1961/1/10 NET 津田幸夫

N01-01778 テレビ 暢気眼鏡 女の四季(前編) 1961/1/21 NET 津田幸夫

N01-17038 テレビ 暢気眼鏡 準備稿 1 [1967/8/16] TBS 西島大

N01-17039 テレビ 暢気眼鏡 準備稿 2 [1967]/(?)/(?) TBS 西島大

N01-17040 テレビ 暢気眼鏡 2 1967/8/23 TBS 西島大

N01-17041 テレビ 暢気眼鏡 2 1967/8/23 TBS 西島大

N01-04974 ラジオ ノンコと歩けば 3 1958/11/21 朝日放送 土井行夫
デジタル
化（館
内）

N01-04975 ラジオ ノンコと歩けば 4 1958/11/28 朝日放送 土井行夫
デジタル
化（館
内）

N01-04976 ラジオ ノンコと歩けば クリスマス誘拐事件の巻（１） 5 1958/12/5 朝日放送 京都伸夫
デジタル
化（館
内）

N01-04977 ラジオ ノンコと歩けば クリスマス誘拐事件の巻（2） 6 1958/12/12 朝日放送 京都伸夫
デジタル
化（館
内）

N01-04978 ラジオ ノンコと歩けば クリスマス誘拐事件（3） 7 1958/12/19 朝日放送 京都伸夫
デジタル
化（館
内）

N01-04979 ラジオ ノンコと歩けば クリスマス誘拐事件（4） 8 1958/12/26 朝日放送 京都伸夫
デジタル
化（館
内）



「は」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-16564 テレビ はーいただいま 決定稿 (?)/5/20 TBS 井手俊郎

N01-16565 テレビ はーいただいま スタッフ決定稿 (?)/5/20 TBS 井手俊郎

N01-50806 テレビ はーいただいま 4 (?)/4/12 TBS 大野靖子

N01-50807 テレビ はーいただいま 決定稿 7 (?)/5/3 TBS 大野靖子

N01-50808 テレビ はーいただいま 決定稿 7 (?)/5/3 TBS 大野靖子

N01-50809 テレビ はーいただいま 10 (?)/5/24 TBS 大野靖子

N01-50810 テレビ はーいただいま 10 (?)/5/24 TBS 大野靖子

N01-26617 テレビ バースディ・カード 1977/2/13 TBS 市川森一

N01-12472 テレビ ばあちゃんの星 改訂稿 4 [1975]/10/24 TBS

N01-12473 テレビ ばあちゃんの星 第一稿 5 [1975]/10/31 TBS 南川泰三

N01-12474 テレビ ばあちゃんの星 改訂第二稿 9 [1975]/11/28 TBS 鹿水晶子

N01-12475 テレビ ばあちゃんの星 第一稿 10 [1975]/12/5 TBS ジェームス三木

N01-12476 テレビ ばあちゃんの星 改訂稿 11 [1975]/12/12 TBS 山元清多

N01-12477 テレビ ばあちゃんの星 第一稿 12 [1975]/12/19 TBS 南川泰三

N01-12478 テレビ ばあちゃんの星 決定稿 12 [1975]/12/19 TBS 南川泰三

M054 N01-41206 ラジオ ハート・ブレイクホテル 第一稿 1956/11/11 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-21783 テレビ
バーブ佐竹リサイタルー心嬉しき、秋の宵

に（全3部）－
1965/10/25 フジテレビ 野口いさを

N01-06036 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 1 1962/11/6 北海道放送 遠藤淳

N01-06037 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 2 1962/11/13 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-06090 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 3 1962/11/27 北海道放送 遠藤淳

N01-06044 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 4 1962/12/4 北海道放送 遠藤淳

N01-06093 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 4 1962/12/4 北海道放送 遠藤淳

N01-06089 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 5 1962/12/11 北海道放送 遠藤淳

N01-06091 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 5 1962/12/11 北海道放送 遠藤淳

N01-06051 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 6 1962/12/18 北海道放送 遠藤淳

N01-06049 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 7 1962/12/26 北海道放送 遠藤淳

N01-06045 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 8 1963/1/8 北海道放送 遠藤淳

N01-06052 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 9 1963/1/15 北海道放送 遠藤淳

N01-06047 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 10 1963/1/22 北海道放送 遠藤淳

N01-06039 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 11 1963/1/22 北海道放送 遠藤淳

N01-06042 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 11 1963/1/29 北海道放送 遠藤淳

N01-06088 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 12 1963/2/5 北海道放送 遠藤淳

N01-06092 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 12 1963/2/5 北海道放送 遠藤淳

N01-06029 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 13 1963/2/12 北海道放送 遠藤淳

N01-06050 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 13 1963/2/12 北海道放送 遠藤淳

N01-06048 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 14 1963/2/19 北海道放送 遠藤淳

N01-06040 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 15 1963/2/24 北海道放送 遠藤淳
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N01-06034 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 16 1963/3/5 北海道放送 遠藤淳

N01-06035 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 17 1963/3/12 北海道放送 遠藤淳

N01-06046 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 18 1963/3/19 北海道放送 遠藤淳

N01-06079 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 18 1963/3/19 北海道放送 遠藤淳

N01-06080 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 19 1963/3/26 北海道放送 遠藤淳

N01-06094 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 20 1963/4/2 北海道放送 遠藤淳

N01-06082 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 21 1963/4/9 北海道放送 遠藤淳

N01-06031 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 22 1963/4/16 北海道放送 遠藤淳

N01-06032 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 23 1962/4/22 北海道放送 遠藤淳

N01-06076 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 24 1963/4/29 北海道放送 遠藤淳

N01-06081 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 25 1963/5/6 北海道放送 遠藤淳

N01-06086 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 25 1963/5/6 北海道放送 遠藤淳

N01-06072 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 26 1963/5/13 北海道放送 遠藤淳

N01-06078 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 26 1963/5/13 北海道放送 遠藤淳

N01-06085 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 27 1963/5/20 北海道放送 遠藤淳

N01-06084 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 28 1963/5/27 北海道放送 遠藤淳

N01-06074 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 29 1963/6/3 北海道放送 遠藤淳

N01-06077 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 29 1963/6/3 北海道放送 遠藤淳

N01-06030 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 30 1963/6/10 北海道放送 遠藤淳

N01-06033 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 30 1963/6/10 北海道放送 遠藤淳

N01-06038 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 31 1963/6/17 北海道放送 遠藤淳

N01-06073 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 31 1963/6/17 北海道放送 遠藤淳

N01-06075 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 32 1963/6/24 北海道放送 遠藤淳

N01-06083 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 32 1963/6/24 北海道放送 遠藤淳

N01-06041 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 33 1963/7/1 北海道放送 遠藤淳

N01-06087 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 33 1963/7/1 北海道放送 遠藤淳

N01-06043 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 34 1963/7/8 北海道放送 遠藤淳

N01-06053 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 特集・夏です！ビールです 35 1963/7/15 北海道放送 遠藤淳

N01-06060 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 35 1963/7/15 北海道放送 遠藤淳

N01-06071 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 35 1963/7/15 北海道放送 遠藤淳

N01-06056 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 36 1963/7/22 北海道放送 遠藤淳

N01-06054 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 38 1963/8/12 北海道放送 遠藤淳

N01-06055 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 38 1963/8/12 北海道放送 遠藤淳

N01-06028 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 39 1963/8/19 北海道放送 遠藤淳

N01-06068 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 39 1963/8/19 北海道放送 遠藤淳

N01-06065 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 40 1963/8/26 北海道放送 遠藤淳

N01-06070 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 40 1963/8/26 北海道放送 遠藤淳



「は」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-06064 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 41 1963/9/2 北海道放送 遠藤淳

N01-26404 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 41 1963/9/2 北海道放送 遠藤淳

N01-06066 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 42 1963/9/9 北海道放送 遠藤淳

N01-06069 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 42 1963/9/9 北海道放送 遠藤淳

N01-06057 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 43 1963/9/16 北海道放送 遠藤淳

N01-06058 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 43 1963/9/16 北海道放送 遠藤淳

N01-06063 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 44 1963/9/23 北海道放送 遠藤淳

N01-06067 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 44 1963/9/23 北海道放送 遠藤淳

N01-06061 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 45 1963/9/30 北海道放送 遠藤淳

N01-06059 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 46(終) 1963/10/7 北海道放送 遠藤淳

N01-06062 ラジオ ハイ！メイコの空飛ぶ郵便です 46(終) 1963/10/7 北海道放送 遠藤淳

N01-09395 テレビ ハイ！やりました。 決定稿 1 (?)/10/1 NET 佐々木守

N01-09400 テレビ ハイ！やりました。 準備稿 2 (?) NET 佐々木守

N01-09401 テレビ ハイ！やりました。 決定稿 3 (?)/10/15 NET 佐々木守

N01-09402 テレビ ハイ！やりました。 決定稿 1970/10/1 NET 佐々木守

N01-08152 資料 ハイ、夕刊です！ 1961/(?)/(?) TBS 高橋辰雄

N01-08516 テレビ 廃市 1961/10/18 NHK 尾崎甫

N01-01006 テレビ 灰色に見える猫 準備稿 2 1960/10/8 KRT 長谷川公之
デジタル
化（館
内）

N01-00376 テレビ 灰色のクローバー 1960/4/15 NHK 内村直也

N01-00452 テレビ 灰色のクローバー 1960/4/(?)
大阪中央放

送局
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-08117 テレビ 廃液 1960/11/25 NHK 松本清張
デジタル
化（館
内）

N01-10532 テレビ 廃屋の島 改訂稿 (?) NHK 茂木草介

N01-10533 テレビ 廃屋の島 (?) NHK 茂木草介

N01-10641 テレビ 廃屋の島 (?) NHK 茂木草介

N01-01503 テレビ バイオリンとどじょっこ 1962/3/29 NHK 秋山龍三

N01-03128 テレビ バイオリンとどじょっこ 1962/3/29 NHK 秋山龍三
デジタル
化（館
内）

N01-03136 テレビ バイオリンとどじょっこ 1962/3/29 NHK教育局 秋山龍三

N01-04281 テレビ バイオリンとどじょっこ 1962/3/29 NHK 秋山龍三

N01-00084 テレビ 陪音（四人で二人）　一幕 (?)

N01-05617 ラジオ ハイカラ・バラエティ 今年こそは今年こそは 48 1962/1/3 遠藤啄郎

N01-23648 テレビ
拝啓チャップリン様　コント55号只今参

上！
準備稿 1971/2/18 フジテレビ 塚田茂

N01-23660 テレビ ハイステップ・ミコちゃん スポーツカーでハイステップ 6 1962/7/12 フジテレビ 松本重美
デジタル
化（館
内）

N01-07389 ラジオ ハイスピードジョッキー (?)/12/14～20 ラジオ関東 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22602 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/11/3～6、8、

13、20、27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22604 ラジオ ハイスピードジョッキー (?)/10/11～13 保富康午

N01-22605 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/27～29、

11/1、2
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22606 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/11/24～26、

29、30
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午
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N01-22607 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/19～22、

25、26
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22608 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/14、15、

18、23、30
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22609 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/27～29、

11/1、2
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22610 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/19～22、

25、26
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22611 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/11/30～

12/3、6
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22612 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/27～29、

11/1、2
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22613 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/10/14～18、

23、30
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22614 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/11/3～6、8、

13、20、27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22615 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/11/30～

12/3、6
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22616 ラジオ ハイスピードジョッキー
(?)/12/14～17、

20
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-10786 ラジオ 灰とダイヤモンド 1978/2/10
NHK第一放

送
高谷信之

デジタル
化（館
内）

N01-06253 ラジオ
ハイランドの乙女　ーワーズワース詩集よ

りー
1963/(?)/(?) NHK 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-15844 ラジオ ばうめん波を叩け 1972/6/2 NHK 高橋辰雄
デジタル
化（館
内）

N01-03141 テレビ 破戒 1～9
1961/11/3、10、
17、24、12/１、
8、15、22、29

日本テレビ 和田夏十
デジタル
化（館
内）

N01-08622 ラジオ 破戒 1965/4/4 NHK 横田弘行

N01-16239 ラジオ 破戒 1965/4/4 NHK 横田弘行

N01-12168 ラジオ 墓場のない死者 1968/(?)/(?) NHK 鎌田忠良

N01-02403 ラジオ 馬鹿囃子昇天 1953/5/13 TBSラジオ 斉藤豊吉
デジタル
化（館
内）

N01-08149 ラジオ 爆音の町のポール 1960/11/7
中部日本放

送
高橋昇之助

N01-17952 テレビ 爆笑!!初め良ければ… 決定稿 (?)/1/3 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17805 テレビ 爆笑!!マンガヒーロー大集合 決定稿 1979/1/3 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-17806 テレビ 爆笑!!まんがヒーロー大集合! 第二稿 1979/1/3 日本テレビ

N01-19835 テレビ 爆笑！！夢の10年ひと昔 決定稿 1976/1/3 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-21753 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 改訂稿 4 [1974]/2/10 TBS
奥山侊伸、つかさけんじ、大倉徹

也、田村隆

N01-21140 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 改訂稿 5 (?)/2/17 TBS
大倉徹也、田村隆、奥山侊伸、つか

さけんじ

N01-21141 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 改訂稿 6 (?)/2/24 TBS
田村隆、奥山侊伸、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-20418 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 改訂稿 8 (?)/3/10 TBS
大倉徹也、田村隆、つかさけんじ、

奥山侊伸

N01-19996 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 決定稿 (?)/1/27 TBS
奥山侊伸、田村隆、大倉徹也、つか

さけんじ

N01-20001 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 準備稿 (?)/1/20 TBS
大倉徹也、奥山侊伸、田村隆、つか

さけんじ

N01-20002 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 改訂稿 (?)/1/20 TBS
大倉徹也、奥山侊伸、田村隆、つか

さけんじ

N01-20003 テレビ 爆笑！歌うスター選手権 改訂稿 (?)/2/3 TBS
大倉徹也、奥山侊伸、田村隆、つか

さけんじ

N01-19800 ラジオ 爆笑！ウルトラアニメ傑作座 4 (?)/11/3
ニッポン放

送
沢口義明、花輪こうじ、清水智之、

清田英夫

N01-19878 テレビ 爆笑エレベーター 準備稿 3 (?)/[4/22] テレビ朝日
保富康午、斉木克巳、萩原津年武、

峰順一

N01-22321 テレビ 爆笑エレベーター 準備稿 4 (?)/4/29 テレビ朝日
保富康午、峰順一、斉木克巳、萩原

津年武

N01-22324 テレビ 爆笑エレベーター 大声選手権大会　第7回 17 (?)/7/29 テレビ朝日 保富康午、峰順一

N01-22325 テレビ 爆笑エレベーター
暑気ばらい大声選手権大会

第8回
決定稿 18 (?)/8/5 テレビ朝日 保富康午、峰順一

N01-22326 テレビ 爆笑エレベーター 大声選手権チビッコ大会 決定稿 23 (?)/9/9 テレビ朝日 保富康午、峰順一
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N01-21533 テレビ 爆笑エレベーター 24 (?)/9/16 テレビ朝日 保富康午、峰順一

N01-21534 テレビ 爆笑エレベーター (?) テレビ朝日
保富康午、斉木克巳、萩原津年武、

新野隆司

N01-22322 テレビ 爆笑エレベーター
オーディション

用予定稿
(?) テレビ朝日

保富康午、斉木克巳、萩原津年武、
新野隆司

N01-22323 テレビ 爆笑エレベーターショー (?) テレビ朝日
保富康午、斉木克巳、萩原津年武、

新野隆司

N01-08941 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 本日欠航 (?) テレビ東京

N01-08942 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 本日欠航 (?) テレビ東京 花登筐

N01-08943 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 本日欠航
リハーサル用

VTR稿
(?) テレビ東京 花登筐

N01-08944 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 珍婚旅行 (?) テレビ東京 花登筐

N01-08945 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 珍婚旅行 (?) テレビ東京 花登筐

N01-08946 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 恋のドラレス (?)/12/5 テレビ東京 花登筐

N01-08947 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 新宿のヘソ
リハーサル用

VTR稿
(?) テレビ東京 花登筐

N01-08948 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! あゝ離婚 (?) テレビ東京 花登筐

N01-08949 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!!
旧婚さん御案内―旅館シリー

ズ
(?) テレビ東京 花登筐

N01-08950 テレビ 爆笑愚連隊キン、コン、カン!! 三匹のチンピラ (?) テレビ東京 花登筐

N01-21653 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 21 (?)/5/26 フジテレビ 保富康午

N01-21652 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 23 (?)/6/9 フジテレビ 保富康午

N01-21651 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 25 (?)/6/23 フジテレビ 保富康午

N01-21661 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 26 (?)/6/30 フジテレビ 稲穂みのり

N01-21660 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 27 (?)/7/7 フジテレビ 保富康午

N01-21659 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 28 (?)/7/14 フジテレビ 稲穂みのり

N01-21650 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 29 (?)/7/21 フジテレビ 保富康午

N01-21658 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 31 (?)/8/4 フジテレビ 保富康午

N01-21657 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 32 (?)/8/11 フジテレビ 稲穂みのり

N01-21656 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 33 (?)/8/18 フジテレビ 保富康午

N01-21655 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 37 (?)/9/15 フジテレビ 保富康午

N01-21654 テレビ 爆笑ダイヤモンド・ショー 39 (?)/9/29 フジテレビ 保富康午

N01-05516 ラジオ 白鳥の死 1962/10/7 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40190 ラジオ 白鳥夫人　ボヴァリイ夫人による 1 1957/3/15 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40191 ラジオ 白鳥夫人　ボヴァリイ夫人による 2 1957/3/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40192 ラジオ 白鳥夫人　ボヴァリイ夫人による 3 1957/(?)/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M007 N01-40193 ラジオ 白鳥夫人　ボヴァリイ夫人による 4 1957/(?)/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00158 テレビ 白鳥を撃たないで!! 決定稿 (?) NHK 横田弘行

N01-01360 テレビ 白鳥を撃たないで!! 打合稿 1962/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-01361 テレビ 白鳥を撃たないで!! 決定稿 1962/(?)/(?) NHK 横田弘行

N01-26385 テレビ 白鳥を撃たないで!! 最終決定稿 (?) NHK 横田弘行

N01-09560 テレビ 白髪鬼 (?) 佐々木守

N01-14001 ラジオ 白米城幻想 1969/3/1 NHK名古屋 江夏美好
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N01-03153 テレビ 幕末出世物語 [1962]/11/18 朝日放送 茂木草介

N01-03317 資料 幕末出世物語 (?) 朝日放送

N01-07918 テレビ 幕末出世物語 1962/11/18 朝日放送 茂木草介

N01-09373 テレビ バケタン家族 解散風が吹きまくる 改訂決定稿 4 1976/8/2 NET 佐々木守

N01-05135 テレビ はげやまちゃんちき 決定稿 1959/11/18
中部日本放

送
水木洋子

デジタル
化（館
内）

N01-14970 テレビ 函館の女 1 (?) 津田幸夫

N01-24675 ラジオ 葉櫻 1955/4/26 NHK 内村直也

N01-06123 ラジオ 橋の上の男たち 第五話 1～6 1962/3/5～10 TBS 吉岡治

N01-13591 テレビ はじめまして 17 [1975]/8/21 [TBS] 服部佳
デジタル
化（館
内）

N01-13592 テレビ はじめまして 19 [1975]/9/4 [TBS] 服部佳

N01-13593 テレビ はじめまして 20 [1975]/9/11 [TBS] 服部佳

N01-06267 テレビ 橋幸夫リサイタル＜舞台台本＞ 1965/10/25 フジテレビ 保富康午

N01-02648 資料 走れ！源太 1963/(?)/(?)
NHKラジオ

第一
須藤出穂

複写不
可

N01-02649 ラジオ 走れ！源太 1 1963/4/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

複写不
可

N01-17191 ラジオ 走れ源太 1～3 1963/4/1～3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02650 ラジオ 走れ！源太 2 1963/4/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02651 ラジオ 走れ！源太 3 1963/4/3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17192 ラジオ 走れ源太 4～11
1963/4/4、5、8

～12、15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02652 ラジオ 走れ！源太 21 1963/4/29
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17193 ラジオ 走れ源太 21・23～25
1963/4/29、5/1

～3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02653 ラジオ 走れ！源太 23 1963/5/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02654 ラジオ 走れ！源太 24 1963/5/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02655 ラジオ 走れ！源太 26 1963/5/6
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17194 ラジオ 走れ源太 26・28～30・33
1963/5/6、8～

10、15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02656 ラジオ 走れ！源太 28 1963/5/8
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02657 ラジオ 走れ！源太 29 1963/5/9
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02658 ラジオ 走れ！源太 30 1963/5/10
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02659 ラジオ 走れ！源太 33 1963/5/15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02660 ラジオ 走れ！源太 41・42 1963/5/27、28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17195 ラジオ 走れ源太 41・42 1963/5/27、28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02661 ラジオ 走れ！源太 42 1963/5/28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02662 ラジオ 走れ！源太 59 1963/6/20
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17196 ラジオ 走れ源太 59・60 1963/6/20、21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02663 ラジオ 走れ！源太 60 1963/6/21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02664 ラジオ 走れ！源太 84 1963/7/25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17197 ラジオ 走れ源太 84・85・103～105
1963/7/25、26、

8/21～23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02665 ラジオ 走れ！源太 85 1963/7/26
NHKラジオ

第一
須藤出穂
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N01-02666 ラジオ 走れ！源太 103 1963/8/21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02668 ラジオ 走れ！源太 104 1963/8/22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02667 ラジオ 走れ！源太 105 1963/8/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02669 ラジオ 走れ！源太 106 1963/8/26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17198 ラジオ 走れ源太 106～108 1963/8/26～28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02670 ラジオ 走れ！源太 107 1963/8/27
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02671 ラジオ 走れ！源太 108 1963/8/28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02672 ラジオ 走れ！源太 118 1963/9/11
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17199 ラジオ 走れ源太
118・126・127・138・

139・151
1963/9/11、23、
24、10/9、10、28

NHKラジオ
第一

須藤出穂

N01-02673 ラジオ 走れ！源太 126 1963/9/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-26647 ラジオ 走れ！源太 127 1963/9/24
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02674 ラジオ 走れ！源太 138 1963/10/9
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02675 ラジオ 走れ！源太 139 1963/10/10
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02676 ラジオ 走れ！源太 151 1963/10/28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02677 ラジオ 走れ！源太 156 1963/11/4
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02678 ラジオ 走れ！源太 156 1963/11/4
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17200 ラジオ 走れ源太 156～160 1963/11/4～8
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02679 ラジオ 走れ！源太 157 1963/11/5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02680 ラジオ 走れ！源太 158 1963/11/6
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02681 ラジオ 走れ！源太 159 1963/11/7
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02682 ラジオ 走れ！源太 160 1963/11/8
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02683 ラジオ 走れ！源太 162 1963/11/12
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17201 ラジオ 走れ源太 162～165・187
1963/11/12～

15、12/18
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02684 ラジオ 走れ！源太 163 1963/11/13
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02685 ラジオ 走れ！源太 164 1963/11/14
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02686 ラジオ 走れ！源太 165 1963/11/15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02687 ラジオ 走れ！源太 187 1963/12/18
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02688 ラジオ 走れ！源太 190 1963/12/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17202 ラジオ 走れ源太 190～193 1963/12/23～26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02689 ラジオ 走れ！源太 191 1963/12/24
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02690 ラジオ 走れ！源太 192 1963/12/25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02691 ラジオ 走れ！源太 193 1963/12/26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02692 ラジオ 走れ！源太 215 1964/2/3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17203 ラジオ 走れ源太 215～217 1964/2/3～5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02693 ラジオ 走れ！源太 216 1964/2/4
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02694 ラジオ 走れ！源太 217 1964/2/5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02695 ラジオ 走れ！源太 249 1964/3/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂



「は」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17204 ラジオ 走れ源太 249～253 1964/3/23～27
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02696 ラジオ 走れ！源太 250 1964/3/24
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02697 ラジオ 走れ！源太 251 1964/3/25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02698 ラジオ 走れ！源太 252 1964/3/26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02699 ラジオ 走れ！源太 253 1964/3/27
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02700 ラジオ 走れ！源太 254 1964/3/30
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17205 ラジオ 走れ源太 254～258(終) 1964/3/30～4/3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02701 ラジオ 走れ！源太 [255] 1964/3/31
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02702 ラジオ 走れ！源太 256 1964/4/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-02703 ラジオ 走れ！源太 257 1964/4/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

デジタル
化（館
内）

N01-02704 ラジオ 走れ！源太 258(終) 1964/4/3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

複写不
可

N01-24686 テレビ 走れ！熱血刑事
夢のアメリカ西海岸(ウエスト

コースト)
2 (?) テレビ朝日 山崎巌

N01-12639 テレビ 走れ玩具 1969/11/8 NHK東京 岡本克己
デジタル
化（館
内）

N01-08143 テレビ 走れ健ちゃん 最終稿 1963/11/29
朝日放送テ

レビ
小田和生、保利吉紀、松本明

N01-02645 テレビ バス通り裏 春があしもとまで　その二 771 1961/3/7 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-02646 テレビ バス通り裏　第2部 209 1962/12/6 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-15055 テレビ 外れた輪の中で―ふたりだけの秘密― 第二稿 (?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-15054 テレビ 外れた輪の中で―冬の熱い涙― 第一稿 (?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-24439 テレビ 長谷川伸シリーズ⑨　改訂版 抱き寝の長脇差 [1973/2/28] NET マキノ雅弘、滝沢一

N01-00386 ラジオ はた織りの墓 1962/6/4 NHK 内村直也

N01-05501 ラジオ はた織りの墓 1962/6/4 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-14008 ラジオ はだかの功徳 1968/10/19 NHK名古屋 岸宏子

N01-09020 テレビ 肌は死なない 1～5 (?) TBS 佐々木守

N01-09021 テレビ 肌は死なない 6～10 (?)/7/8～12 TBS 佐々木守

N01-09022 テレビ 肌は死なない 11～15 (?)/7/15～19 TBS 佐々木守

N01-09023 テレビ 肌は死なない 16～20 (?)/7/22～26 TBS 佐々木守

N01-09024 テレビ 肌は死なない 21～25 (?)/7/29～8/2 TBS 佐々木守

N01-13504 テレビ 旗本退屈男 お目付道中 16 1971/1/19 フジテレビ 小川英

N01-13505 テレビ 旗本退屈男 山椒小僧 20 1971/2/16 フジテレビ 小川英

N01-04515 テレビ 旗本退屈男 母(後編) 改訂稿 31 1960/3/8 KRT(TBS) 小松君郎

N01-04516 テレビ 旗本退屈男 母(前編) 第一稿 31 1960/3/1 KRT(TBS) 小松君郎

N01-04517 テレビ 旗本退屈男 母(前編) 改訂稿 31 1960/3/1 KRT(TBS) 小松君郎

N01-04514 テレビ 旗本退屈男 母(後編) 32 1960/3/8 KRT(TBS) 小松君郎

N01-04510 テレビ 旗本退屈男 青嵐(後編) 準備稿 44 1960/9/13 KRT(TBS) 安田多苗

N01-04511 テレビ 旗本退屈男 青嵐(後編) 改訂稿 44 1960/9/13 KRT(TBS) 安田多苗

N01-04512 テレビ 旗本退屈男 青嵐(前編) スタッフ稿 44 1960/9/6 KRT(TBS) 安田多苗

N01-04513 テレビ 旗本退屈男 青嵐(前編) 決定稿 44 1960/9/6 KRT(TBS) 安田多苗
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N01-51140 テレビ 旗本退屈男 母(前編) 決定稿 61 1960/3/1 KRT(現TBS) 小松君郎

N01-51139 テレビ 旗本退屈男 母(後編) 決定稿 62 1960/3/8 KRT(現TBS) 小松君郎

M002 N01-40049 ラジオ 蜂雀 1957/1/4 NHK 久生十蘭
デジタル
化（館
内）

N01-15846 ラジオ 鉢をかずく女 1978/6/2 NHK福岡FM 竹内日出男

N01-19784 テレビ 初あわせ民謡絵姿 1965/1/1 NHK 保富康午

N01-22017 テレビ 初顔合せ ひばり・森繁ショー 決定稿 (?)/3/16 保富康午
デジタル
化（館
内）

平030 N01-45220 テレビ 白球は飛ぶ 1954/8/8 水沢草田夫
デジタル
化(一般
公開)

N01-09496 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 宿なしのハック 1 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09498 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 こわいお父さん 2 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09499 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 幻のお母さん 16 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09497 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 荒野の少年たち 17 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09500 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 黒猫のおまじない 18 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09501 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 ジム、待っててくれ 19 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09502 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 射たれたハック 25 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-09503 テレビ ハックルベリィ・フィンの冒険 旅の終り 最終回 (?) フジテレビ 佐々木守

M006 N01-40109 ラジオ 初恋 1 1953/10/5 ラジオ東京 内村直也

M006 N01-40110 ラジオ 初恋 1 1953/10/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M061 N01-41336 ラジオ 初恋椿 1952/12/16 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-11902 テレビ 初恋物語 五つの恋 決定稿 1 [1973]/(?)/(?) TBS 井手俊郎

N01-05992 テレビ 初姿千両絵巻 1964/1/3 NHK 保富康午

N01-06765 テレビ 初姿千両絵巻 最終稿 1964/1/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

平020 N01-45151 ラジオ 初旅 (?)/4/4 NHK 三好十郎

N01-15253 テレビ 八丁堀暴れ軍団 13 [1979]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫(津田幸於)

N01-22094 資料 服部良一・音楽生活五十年 (?) TBS

N01-21926 テレビ 服部良一・音楽生活五十年記念番組 改訂稿 1977/10/16 TBS 保富康午

N01-22093 テレビ 服部良一・音楽生活五十年記念番組 改訂稿 1977/10/16 TBS 保富康午

N01-02577 テレビ 初音の鼓 1963/3/17 NHK 岸宏子

M029 N01-40663 テレビ 初花 隅田公園の初春 1959/1/5 KRT 富田百姓

N01-06268 テレビ 初春はひばりとともに！ 決定稿 1972/1/7 テレビ東京 保富康午

M013 N01-40332 テレビ ハッピーバースデー 12 1957/2/22 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

N01-20923 テレビ ハッピーマンデー　あつまれ！ドミッコ 1 1976/4/5 フジテレビ 鈴木悦夫

N01-20908 テレビ ハッピーマンデー　あつまれ！ドミッコ 2 1976/4/12 フジテレビ 鈴木悦夫

N01-20671 テレビ ハッピーマンデーあつまれ！ドレミッコ 5 1976/5/3 フジテレビ 堀英伸

N01-20918 テレビ ハッピーマンデー　あつまれ！ドミッコ 6 1976/5/10 フジテレビ 鈴木悦夫

N01-21818 テレビ 発表！’74音楽大賞上期賞 第一回FNS歌謡祭 準備稿 1 1974/7/2 フジテレビ 保富康午

N01-20954 テレビ
発表！’74音楽大賞上期賞～第1回　FNS

歌謡祭～
決定稿 1 1974/7/2 フジテレビ 保富康午

N01-21819 テレビ 発表！’74音楽大賞下期賞 第二回FNS歌謡祭 準備稿 2 1974/12/10 フジテレビ 保富康午
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N01-21936 テレビ 発表！’74音楽大賞下期賞 第2回FNS歌謡祭 決定稿 1974/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-20955 テレビ
発表！’74音楽大賞下期賞～第2回　FNS

歌謡祭～
準備稿 2 1974/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-20968 テレビ
発表！’74音楽大賞下期賞～第2回　FNS

歌謡祭～
決定稿 2 1974/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-20969 テレビ
発表！’74音楽大賞年間グランプリ～FNS

歌謡祭～
決定稿 1974/12/19 フジテレビ 保富康午

N01-19935 テレビ
発表！’75音楽大賞上期賞～第三回

FNS歌謡祭～
3 1975/7/1 フジテレビ 保富康午

N01-20971 テレビ
発表！’75音楽大賞上期賞～第三回

FNS歌謡祭～
3 1975/7/1 フジテレビ 保富康午

N01-20006 テレビ 発表！FNS歌謡祭’76優秀賞 決定稿 1976/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-19862 テレビ 発表！レコード大賞ノミネート・全国生中継
日曜★特バン日本レコード大

賞20周年記念
再訂稿（スタッフ

打合用）
[1978]/10/29 TBS 保富康午、宮下康仁

N01-19863 テレビ 発表！レコード大賞ノミネート・全国生中継
日曜★特バン日本レコード大

賞20周年記念
決定稿 [1978]/10/29 TBS 保富康午、宮下康仁

M043 N01-40954 テレビ バッファロー・ビルの冒険 アリゾナからの客 3 1957/(?)/(?) JOKR-TV
デジタル
化（館
内）

M043 N01-40955 テレビ バッファロー・ビルの冒険 土地を買う男 5 1957/(?)/(?) JOKR-TV
デジタル
化（館
内）

M043 N01-40956 テレビ バッファロー・ビルの冒険 雨を呼ぶ車 6 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40957 テレビ バッファロー・ビルの冒険 町へ来た男 7 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40958 テレビ バッファロー・ビルの冒険 覆面団"KKK" 8 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40959 テレビ バッファロー・ビルの冒険 ロデオの勝者 9 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40960 テレビ [バッファロー・ビルの冒険] ロデオの勝者 9 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40961 テレビ バッファロー・ビルの冒険 キャリコキット 10 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40962 テレビ バッファロー・ビルの冒険 キャリコキット 10 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40963 テレビ バッファロー・ビルの冒険 土地開放 11 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40964 テレビ バッファロー・ビルの冒険 酋長ジェロニモ 12 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40965 テレビ バッファロー・ビルの冒険 インディアンの養子 13 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40966 テレビ バッファロー・ビルの冒険 インディアンの養子 13 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40967 テレビ バッファロー・ビルの冒険 保安官のバッジ 14 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40968 テレビ バッファロー・ビルの冒険 保安官のバッジ 14 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40969 テレビ バッファロー・ビルの冒険 駅馬車売ります 15 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40970 テレビ バッファロー・ビルの冒険 駅馬車売ります 15 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40971 テレビ バッファロー・ビルの冒険 厄介な手錠 16 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40972 テレビ バッファロー・ビルの冒険 厄介な手錠 16 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

M043 N01-40973 テレビ バッファロー・ビルの冒険 スカートをはいた豪傑 17 1957/(?)/(?) JOKR-TV 市橋久智

N01-17879 テレビ 初夢だヨ！アイドル登場 紅白対抗びっくり合戦！！ 決定稿 1976/1/2 日本テレビ 玉井冽、内海譲司、鵜沢茂郎

N01-05998 ラジオ 初夢ディスクパレード 1963/1/3 NHK 工藤昌男

N01-23604 テレビ 初笑い！新年だよドリフターズ 準備稿 (?)/1/1
NET(テレビ

朝日)
スタッフ東京

N01-07586 テレビ 初笑い宇宙旅行 1962/1/3
NET(テレビ

朝日)
工藤昌男

N01-23613 テレビ 初笑い幡随院長兵衛 (?)/1/1 日本テレビ 塚田茂

N01-12489 テレビ 果てしなき孤独に 1965/(?)/(?) TBS 山田信夫
デジタル
化（館
内）

N01-15849 ラジオ 果無山脈 改訂稿 1980/7/5 NHK大阪FM 竹内日出男

M033 N01-40774 ラジオ 涯にある港 1953/5/8 NHK 大林清
デジタル
化（館
内）
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N01-15771 ラジオ ハト 決定稿 1966/7/3 NHK 佐藤竜太

N01-50811 テレビ ハトに豆鉄砲 1 1969/4/26 フジテレビ 大野靖子

N01-50812 テレビ ハトに豆鉄砲 1 1969/4/26 フジテレビ 大野靖子

N01-50813 テレビ ハトに豆鉄砲 2 1969/5/3 フジテレビ 大野靖子

N01-50814 テレビ ハトに豆鉄砲 2 1969/5/3 フジテレビ 大野靖子

N01-50815 テレビ ハトに豆鉄砲 3 1969/5/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50816 テレビ ハトに豆鉄砲 3 1969/5/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50817 テレビ ハトに豆鉄砲 4 1969/5/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50818 テレビ ハトに豆鉄砲 4 1969/5/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50819 テレビ ハトに豆鉄砲 5 1969/5/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50820 テレビ ハトに豆鉄砲 5 1969/5/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50821 テレビ ハトに豆鉄砲 6 1969/5/31 フジテレビ 大野靖子

N01-50822 テレビ ハトに豆鉄砲 6 1969/5/31 フジテレビ 大野靖子

N01-50823 テレビ ハトに豆鉄砲 7 1969/6/7 フジテレビ 大野靖子

N01-50824 テレビ ハトに豆鉄砲 7 1969/6/7 フジテレビ 大野靖子

N01-50825 テレビ ハトに豆鉄砲 8 1969/6/14 フジテレビ 大野靖子

N01-50826 テレビ ハトに豆鉄砲 8 1969/6/14 フジテレビ 大野靖子

N01-50827 テレビ ハトに豆鉄砲 9(終) 1969/6/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50828 テレビ ハトに豆鉄砲 9(終) 1969/6/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50829 資料 ハトに豆鉄砲 1969/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-10881 ラジオ 波止場のためいき (?)/3/24 TBS 八木柊一郎

N01-02451 ラジオ 花 さくら (?) NHK 岸宏子

N01-02452 ラジオ 花 きりしま 2 1955/4/28 NHK 岸宏子

N01-02453 ラジオ 花 菖蒲(1)/山吹(2) 1955/5/26 NHK 岸宏子

N01-02454 ラジオ 花 あけびの花 5 1955/6/14 NHK 岸宏子

N01-02455 ラジオ 花 あざみ(1)/カンナ(2) 1955/7/28 NHK 岸宏子

N01-02458 ラジオ 花 岩躑躅 6 1955/6/23 NHK 岸宏子

N01-02572 ラジオ 花 1962/8/19 NHK 岸宏子

N01-02459 ラジオ 花 けしの花 1955/9/22 NHK 岸宏子

N01-21778 テレビ 花・ロマン・世界―池坊芸術展記念― 決定稿 (?)/5/12 フジテレビ 保富康午

N01-24261 テレビ 花が実を結ぶとき スタッフ決定稿 720 1970/9/27 TBS 稲葉明子

N01-11048 テレビ 花くれないに 1 1969/6/28 フジテレビ 宮崎晃

N01-11559 テレビ 花子ちゃん 21 [1969]/4/21 フジテレビ 服部佳

N01-12800 テレビ 花しぼり 決定稿 16 [1968/1/18] 日本テレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-06008 テレビ 花椿ショウ　あなたとよしえ
第三稿＝決定

稿
36 1961/1/10 日本テレビ 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-06362 テレビ 花椿ショウ　東は東 島 決定稿 12 (?)/8/20 フジテレビ 松本重美

N01-06357 テレビ 花椿ショウ　東は東 太鼓 決定稿 26 (?)/11/26 フジテレビ 松田さえこ
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N01-21517 テレビ 花椿ショウ 東は東 お正月さんさよなら 決定稿 32 (?)/12/24 フジテレビ 松本重美

N01-06356 テレビ 花椿ショウ　東は東 空も港も 決定稿 50 (?)/5/13 フジテレビ 松田暢子

N01-06361 テレビ 花椿ショウ　東は東 この世はタイミング 決定稿 54 (?)/6/10 フジテレビ 津瀬宏

N01-06358 テレビ 花椿ショウ　東は東 放浪画家の目 決定稿 56 (?)/6/24 フジテレビ 牛島孝之

N01-06370 テレビ 花椿ショウ　東は東 放浪画家の目 決定稿 56 (?)/6/24 フジテレビ 牛島孝之

N01-21516 テレビ 花椿ショウ 東は東 秋が来ています 決定稿 65 (?)/8/11 フジテレビ 松本重美

N01-21513 テレビ 花椿ショウ 東は東 あの空この空 第二稿 66 (?)/8/18 フジテレビ 牛島孝之

N01-06360 テレビ 花椿ショウ　東は東 彼岸花 69 1961/9/23 フジテレビ 保富康午

N01-06371 テレビ 花椿ショウ　東は東 彼岸花 決定稿 69 (?)/9/23 フジテレビ 保富康午

N01-21514 テレビ 花椿ショウ 東は東 ひがんばな 69 (?)/9/15 フジテレビ 保富康午

N01-21515 テレビ 花椿ショウ 東は東 ひがんばな 69 (?)/9/15 フジテレビ 保富康午

N01-06354 テレビ 花椿ショウ　東は東 縁の下の力持ち 決定稿 70 (?)/9/30 フジテレビ 松本重美

N01-06363 テレビ 花椿ショウ　東は東 今年も豊年満作で 決定稿 73 (?)/10/21 フジテレビ ふじたあさや

N01-06355 テレビ 花椿ショウ　東は東 旗 第一稿 74 (?)/10/28 フジテレビ 保富康午

N01-06359 テレビ 花椿ショウ　東は東 ひるがえる旗は 決定稿 74 (?)/10/28 フジテレビ 保富康午

N01-06364 テレビ 花椿ショウ　東は東 旗 第一稿 74 (?)/10/28 フジテレビ 保富康午

N01-06365 テレビ 花椿ショウ　東は東 夕焼小焼 第一稿 77 (?)/11/18 フジテレビ 保富康午

N01-06373 テレビ 花椿ショウ　東は東 子供天国 決定稿 82 (?)/12/23 フジテレビ 保富康午

N01-06372 テレビ 花椿ショウ　東は東 明けゆく日本 決定稿 84 (?)/1/6 フジテレビ 保富康午

N01-06367 テレビ 花椿ショウ　東は東 スーダラ裁判 決定稿 87 (?)/1/27 フジテレビ 保富康午

N01-06366 テレビ 花椿ショウ　東は東 坊さん繁昌記 決定稿 90 (?)/2/17 フジテレビ 松本重美

N01-06368 テレビ 花椿ショウ　東は東 花いっぱい 決定稿 92 (?)/3/3 フジテレビ 保富康午

N01-06369 テレビ 花椿ショウ　東は東 幼き日の歌 決定稿 99 (?)/4/21 フジテレビ 保富康午

N01-11782 テレビ 花と果実 愛の充つる時 5 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 生田直親

N01-11783 テレビ 花と果実 愛の充つる時 5 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 生田直親

N01-11784 テレビ 花と果実 風騒ぐ季節 準備稿 6 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 生田直親

N01-11785 テレビ 花と果実 風騒ぐ季節 6 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 生田直親

N01-11786 テレビ 花と果実 夏が近づけば 7 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 生田直親

N01-11187 テレビ 花と剣 謎の雛人形(前編) 5 (?) フジテレビ 沢島忠

N01-11190 テレビ 花と剣 謎の雛人形(後編) 6 (?)/3/5 フジテレビ 沢島忠

N01-11189 テレビ 花と剣 京の春 11(終) (?)/4/9 フジテレビ 沢島忠

N01-11123 テレビ 花と剣 カット割り稿 (?) フジテレビ 宮川一郎
デジタル
化（館
内）

N01-11124 テレビ 花と剣 謎の唐人形 決定稿 (?) フジテレビ 結束信二

N01-11125 テレビ 花と剣 (?) フジテレビ 宮川一郎

N01-11188 テレビ 花と剣 面影恋し 決定稿 (?) フジテレビ 有高扶桑

N01-19892 テレビ
花と咲け！歌と涙の人生劇場～古賀政男

一代記～
第一稿 (?) 保富康午

N01-19893 テレビ
花と咲け！歌と涙の人生劇場～古賀政男

一代記～
決定稿 1971/9/9 フジテレビ 保富康午
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N01-19975 テレビ
花と咲け！歌と涙の人生劇場～古賀政男

一代記～
決定稿 1971/9/9 フジテレビ 保富康午

N01-22014 テレビ
花と咲け！歌と涙の人生劇場～古賀政男

一代記～
決定稿 1971/9/9 フジテレビ 保富康午

M015 N01-40361 ラジオ 花と都会 1956/4/20
大阪中央放

送局
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-00278 資料 花と光と 1959/10/2 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00266 テレビ 花と光と 秋の微笑 1 1959/10/2 日本テレビ 内村直也

N01-00265 テレビ 花と光と 白いベンチ 2 1959/10/9 日本テレビ 内村直也

N01-00264 テレビ 花と光と 安らかな眠りへ 3 1959/10/16 日本テレビ 内村直也

N01-00263 テレビ 花と光と 後ろの席の人 4 1959/10/23 日本テレビ 内村直也

N01-00262 テレビ 花と光と 青春の窓 5 1959/10/30 日本テレビ 内村直也

N01-00261 テレビ 花と光と 乙女の祈り 6 1959/11/6 日本テレビ 内村直也

N01-00260 テレビ 花と光と 心ごころ 7 1959/11/13 日本テレビ 内村直也

N01-00259 テレビ 花と光と 柿 8 1959/11/20 日本テレビ 内村直也

N01-00258 テレビ 花と光と プロポーズ 9 1959/11/27 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40409 テレビ 花と光と 1961/12/4 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00333 テレビ 花と光と 落葉の日 11 1959/12/11 日本テレビ 内村直也

N01-00332 テレビ 花と光と 天国えの階段 12 1959/12/18 日本テレビ 内村直也

N01-00331 テレビ 花と光と 人形よ　さようなら 13 1959/12/25 日本テレビ 内村直也

M053 N01-41181 ラジオ 花日記 (?) JOAK放送 結城きぬを

N01-13720 テレビ 花の雨 決定稿 1063 1977/4/24 TBS 田井洋子

N01-13886 テレビ 花の雨 スタッフ稿 1063 1977/4/24 TBS 田井洋子

N01-13887 テレビ 花の雨 決定稿 1063 1977/4/24 TBS 田井洋子

N01-13888 テレビ 花の雨 スタッフ稿 1063 1977/4/24 TBS 田井洋子

N01-04914 テレビ 花の詐欺師 1963/3/29 朝日放送 石浜恒夫

N01-04915 テレビ 花の詐欺師 1963/3/29 朝日放送 石浜恒夫

N01-04916 テレビ 花の詐欺師 1963/3/29 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-11040 テレビ 花の旅路 3 1972/1/3～7 フジテレビ 砂田量爾

N01-11083 テレビ 花の旅路 4 1972/1/3～7 フジテレビ 砂田量爾

N01-11078 テレビ 花の旅路 最終回 1972/1/3～7 フジテレビ 砂田量爾

N01-11057 テレビ 花のながれ 1 1973/1/1 フジテレビ 平岩弓枝

N01-11082 テレビ 花のながれ 4・5 (?) フジテレビ 平岩弓枝

N01-13186 テレビ 花の森台地（仮題） 1 1974/7/1
よみうりテレ

ビ
山田太一

デジタル
化（館
内）

N01-21544 テレビ
花のライバル嵐のタッグマッチ　司会者ベ

ストテンテン！
準備稿 (?)/1/1 TBS 保富康午

N01-22109 テレビ
花のライバル嵐のタッグマッチ！司会者ベ

ストテン！
準備稿 (?)/1/1 TBS 保富康午

N01-22120 テレビ
花のライバル嵐のタッグマッチ！司会者ベ

ストテン！
決定稿 (?)/1/1 TBS 保富康午

M059 N01-41302 テレビ 鼻の六兵衛 1958/3/8 JOKR-TV 一堺漁人
デジタル
化（館
内）

N01-09634 テレビ 花は紅、柳は緑 第二稿 698 1970/4/26 TBS 佐々木守
BC

複写

N01-11926 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1970/11/30～

12/5、7～12、14
ニッポン放

送
水原明人
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N01-11927 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/6/24～26、
28～7/3、5～7

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11928 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1970/12/15～

19、21～26
ニッポン放

送
藤本良一、水原明人

N01-11929 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1970/11/12～
14、16～21、23

～28

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11930 ラジオ ハナ肇の男ならどうする 1970/10/3、5～8
ニッポン放

送
水原明人

N01-11931 ラジオ ハナ肇の男ならどうする パイロット版 (?) 水原明人

N01-11932 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/2/27、3/1

～6、8～12
ニッポン放

送
藤本良一、水原明人

N01-11933 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/3/25～27、
29～4/3、5～7

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11934 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/2/12、13、
15～20、22～25

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11935 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1970/12/29～
1971/1/2、4～

9、11、12

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11936 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/1/14～16、
19～23、25～28

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11937 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/3/25～27、
29～4/3、5～7

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11938 ラジオ ハナ肇の男ならどうする 1970/10/13、14
ニッポン放

送
藤本良一、水原明人

N01-11939 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/6/9～12、
14～19、21、22

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11940 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/2/12、13、
15～20、22～25

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11941 ラジオ ハナ肇の男ならどうする (?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-11942 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/5/26～29、

31～6/5、7、8
ニッポン放

送
藤本良一、水原明人

N01-11943 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/7/5～10、

12～16
ニッポン放

送
藤本良一、水原明人

N01-11944 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/2/26、

3/13、15～20、
22～24

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11945 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/7/16、17、
19～24、26～
31、8/2～5

ニッポン放
送

水原明人、伊奈洸、藤本良一

N01-11946 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/5/12～15、
17～22、24、25

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11947 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1970/10/26～
31、11/2～4

ニッポン放
送

水原明人

N01-11948 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1970/11/5～7、9

～11
ニッポン放

送
水原明人

N01-11949 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/9/22、23、
29、30、10/6、7

ニッポン放
送

水原明人、伊奈洸

N01-11950 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/1/29、30、
2/1～6、8～11

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11951 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/4/20～24、
26、28、30、5/1

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11952 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/4/27、29、
5/3～8、10～12

ニッポン放
送

藤本良一、水原明人

N01-11953 ラジオ ハナ肇の男ならどうする
1971/8/25～28、

30～9/4、6～
11、13、14

ニッポン放
送

水原明人、伊奈洸、藤本良一

N01-21876 ラジオ ハナ肇のザックバラリン
1971/11/25～

12/14
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-21877 ラジオ ハナ肇のザックバラリン 1971/11/3～25
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-22986 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1972/2/15～18、
21～25、28～3/1

ニッポン放
送

水原明人、大岩賞介

N01-22987 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1972/1/6、7、10
～14、17～21、

24～26

ニッポン放
送

水原明人、大岩賞介

N01-22988 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1972/1/27、28、
31～2/4、7～

11、14

ニッポン放
送

水原明人、大岩賞介

N01-22989 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1972/1/27、28、
31～2/4、7～

11、14

ニッポン放
送

水原明人、大岩賞介

N01-22990 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1972/3/2、3、6

～9、16
ニッポン放

送
水原明人、大岩賞介

N01-22991 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1971/12/2、3、6

～10
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-22992 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1971/12/20～
24、27～31、
1972/1/3～5

ニッポン放
送

水原明人、大岩賞介

N01-22993 テレビ ハナ肇のザックバラリン
1972/3/20～24、
27～31、4/3～7

ニッポン放
送

水原明人、大岩賞介
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N01-23175 ラジオ ハナ肇の新番組　只今タイトル募集中
1971/10/29～

11/11
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-23176 ラジオ ハナ肇の新番組　只今タイトル募集中 1971/10/4～8
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-23177 ラジオ ハナ肇の新番組　只今タイトル募集中 1971/10/18～29
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-23178 ラジオ ハナ肇の新番組　只今タイトル募集中 1971/10/11～15
ニッポン放

送
水原明人、柴田昭

N01-18968 ラジオ ハナ肇の童話はどうだ 1～4 (?) TBS 宮田達男

N01-05169 テレビ ハナ肇の馬鹿まるだし 改訂稿 7 (?)/11/9 TBS 奥山浩

N01-09291 テレビ 華々しき一族 改訂稿 1 1970/4/4 日本テレビ 佐々木守

N01-09292 テレビ 華々しき一族 改訂稿 2 1970/4/11 日本テレビ 佐々木守

N01-09305 テレビ 華々しき一族 改訂稿 3 1970/4/[18] NTV 佐々木守

N01-09307 テレビ 華々しき一族 改訂稿 4 1970/4/25 NTV 佐々木守

N01-09306 テレビ 華々しき一族 改訂稿 5 1970/5/2 NTV 佐々木守

N01-09308 テレビ 華々しき一族 6 1970/[5/9] NTV 佐々木守

N01-11841 テレビ 花々と星々と 3 1978/12/17 NHK 田中澄江

N01-01140 ラジオ 花火の街 1955/9/4
ニッポン放

送
高橋博

デジタル
化（館
内）

N01-02419 ラジオ 花街模様薊色縫　十六夜清心 1953/8/15 ラジオ東京 久保田万太郎
デジタル
化（館
内）

N01-22015 テレビ
花まつり なつメロ大行進―見て聞く昭和歌

謡史―
準備稿 1970/4/7 保富康午

N01-21522 テレビ 花まつりなつメロ紅白歌合戦 (?)/[3/27] フジテレビ 保富康午

平016 N01-45133 ラジオ 花物語　カンナ 8 [1952]/(?)/(?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-50830 資料 華やかな挑戦 (?) [フジテレビ] 大野靖子

N01-09285 テレビ 華やかな春 決定稿 1 1969/1/9 日本テレビ 佐々木守

N01-09286 テレビ 華やかな春 決定稿 2 1969/1/16 日本テレビ 佐々木守

N01-09287 テレビ 華やかな春 決定稿 3 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09288 テレビ 華やかな春 決定稿 4 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09289 テレビ 華やかな春 決定稿 5 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09290 テレビ 華やかな春 改訂稿 6 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-24918 テレビ 華やかに咲け 1～4週 (?) TBS 内村直也

N01-15147 テレビ 花嫁 1
[1967～

1973]/(?)/(?)
日本テレビ 津田幸夫

N01-15536 テレビ 花嫁 準備稿 1 1972/2/15 日本テレビ 津田幸夫

N01-13769 テレビ 花嫁 決定稿 2 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15298 テレビ 花嫁 準備稿 2 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15335 テレビ 花嫁 準備稿 2 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15537 テレビ 花嫁 準備稿 2 [1972]/2/22 日本テレビ 津田幸夫

N01-00184 ラジオ 花嫁のひとりごと

保険屋さんがやって来ての巻
(1)/題して忘れてった週刊誌
(2)/旦那様のお小遣いの巻
(3)/友だちの結婚の巻(4)/結
婚写真をみなおせばの巻(5)/

電話の巻(6)

1～6 1959/9/14～19
ニッポン放

送
安倍徹郎（1、2、4）、天野妙子（3）、

水原明人（5）、野上龍雄（6）

デジタル
化（館
内）



「は」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-00185 ラジオ 花嫁のひとりごと

ラブレターの巻(7)/そろそろ
セーターですの巻(8)/借金騒
動の巻(9)/亭主の好きなプロ
野球の巻(10)/昔の恋人に逢
うの巻(11)/ペンをとれの巻

(12)/お電話ですよの巻(13)/
臨時収入の巻(14)/本日発表

の巻(15)

7～15 1959/9/21～30
ニッポン放

送

野上龍雄（7、12、13）、安倍徹郎
（8、10、15）、水原明人（9）、石橋謙

一（11、14）

N01-00186 ラジオ 花嫁のひとりごと

ラブレターの巻(7)/そろそろ
セーターですの巻(8)/借金騒
動の巻(9)/亭主の好きなプロ
野球の巻(10)/昔の恋人に逢
うの巻(11)/ペンをとれの巻

(12)/お電話ですよの巻(13)/
臨時収入の巻(14)/本日発表

の巻(15)

7～15 1959/9/21～30
ニッポン放

送

野上龍雄（7、12、13）、安倍徹郎
（8、10、15）、水原明人（9）、石橋謙

一（11、14）

N01-00187 ラジオ 花嫁のひとりごと

ラブレターの巻(7)/そろそろ
セーターですの巻(8)/借金騒
動の巻(9)/亭主の好きなプロ
野球の巻(10)/昔の恋人に逢
うの巻(11)/ペンをとれの巻

(12)/お電話ですよの巻(13)/
臨時収入の巻(14)/本日発表

の巻(15)

7～15 1959/9/21～30
ニッポン放

送

野上龍雄（7、12、13）、安倍徹郎
（8、10、15）、水原明人（9）、石橋謙

一（11、14）

N01-00188 ラジオ 花嫁のひとりごと

お隣さん今日はの巻(16)/お月
さまはすぐそこですの巻(17)/
花嫁衣装はどこへ行ったの巻
(18)/読書の秋の巻(19)/ひと
我を肥えたというの巻(20)/初
ものは如何の巻(21)/履歴書
を書くの巻(22)/我もし丁髷時
代に生れなばの巻(23)/さては

浮気の巻(24)

16～24 1959/10/1～10
ニッポン放

送

伊藤裕弘（16、22）、安倍徹郎（17、
20）、野上龍雄（18、23）、水原明人
（19）、天野好子（21）、石橋謙一

（24）

N01-00189 ラジオ 花嫁のひとりごと

お隣さん今日はの巻(16)/お月
さまはすぐそこですの巻(17)/
花嫁衣装はどこへ行ったの巻
(18)/読書の秋の巻(19)/ひと
我を肥えたというの巻(20)/初
ものは如何の巻(21)/履歴書
を書くの巻(22)/我もし丁髷時
代に生れなばの巻(23)/さては

浮気の巻(24)

16～24 1959/10/1～10
ニッポン放

送

伊藤裕弘（16、22）、安倍徹郎（17、
20）、野上龍雄（18、23）、水原明人
（19）、天野好子（21）、石橋謙一

（24）

N01-00190 ラジオ 花嫁のひとりごと

お隣さん今日はの巻(16)/お月
さまはすぐそこですの巻(17)/
花嫁衣装はどこへ行ったの巻
(18)/読書の秋の巻(19)/ひと
我を肥えたというの巻(20)/初
ものは如何の巻(21)/履歴書
を書くの巻(22)/我もし丁髷時
代に生れなばの巻(23)/さては

浮気の巻(24)

16～24 1959/10/1～10
ニッポン放

送

伊藤裕弘（16、22）、安倍徹郎（17、
20）、野上龍雄（18、23）、水原明人
（19）、天野好子（21）、石橋謙一

（24）

N01-00191 ラジオ 花嫁のひとりごと

正体みたりの巻(25)/試写会
の招待状の巻(26)/遅くなった
晩御飯の巻(27)/お祭り騒ぎが
大好きでの巻(28)/朝寝坊の
巻(29)/夫とデイトの巻(30)

25～30 1959/12/12～17
ニッポン放

送

伊藤裕弘（25）、森進（26）、野上龍
雄（27）、安倍徹郎（28、29）、石橋謙

一（30）

N01-00192 ラジオ 花嫁のひとりごと

正体みたりの巻(25)/試写会
の招待状の巻(26)/遅くなった
晩御飯の巻(27)/お祭り騒ぎが
大好きでの巻(28)/朝寝坊の
巻(29)/夫とデイトの巻(30)

25～30 1959/12/12～17
ニッポン放

送

伊藤裕弘（25）、森進（26）、野上龍
雄（27）、安倍徹郎（28、29）、石橋謙

一（30）

N01-00193 ラジオ 花嫁のひとりごと

正体みたりの巻(25)/試写会
の招待状の巻(26)/遅くなった
晩御飯の巻(27)/お祭り騒ぎが
大好きでの巻(28)/朝寝坊の
巻(29)/夫とデイトの巻(30)

25～30 1959/12/12～17
ニッポン放

送

伊藤裕弘（25）、森進（26）、野上龍
雄（27）、安倍徹郎（28、29）、石橋謙

一（30）

N01-00194 ラジオ 花嫁のひとりごと

ゼッタイ反対の巻(31)/走れ走
れの巻(32)/恋化出現の巻

(33)/友あり近所より来るの巻
(34)/奥様のアルバイトの巻
(35)/チリンチリンの巻(36)

31～36 1959/10/19～24
ニッポン放

送
安倍徹郎（31）、水原明人（32、35）、
天野妙子（33）、野上龍雄（34、36）

N01-00195 ラジオ 花嫁のひとりごと

ゼッタイ反対の巻(31)/走れ走
れの巻(32)/恋化出現の巻

(33)/友あり近所より来るの巻
(34)/奥様のアルバイトの巻
(35)/チリンチリンの巻(36)

31～36 1959/10/19～24
ニッポン放

送
安倍徹郎（31）、水原明人（32、35）、
天野妙子（33）、野上龍雄（34、36）

N01-00196 ラジオ 花嫁のひとりごと

ゼッタイ反対の巻(31)/走れ走
れの巻(32)/恋化出現の巻

(33)/友あり近所より来るの巻
(34)/奥様のアルバイトの巻
(35)/チリンチリンの巻(36)

31～36 1959/10/19～24
ニッポン放

送
安倍徹郎（31）、水原明人（32、35）、
天野妙子（33）、野上龍雄（34、36）
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N01-00197 ラジオ 花嫁のひとりごと

美しくなりたいの巻(37)/イ
ヤーな感じですの巻(38)/質札
騒動の巻(39)/ファッションショ
ウの巻(40)/美術の秋も酣とか
です(41)/私じゃ如何ですの巻

(42)

37～42 1959/10/26～31
ニッポン放

送
天野妙子（37）、安倍徹郎（.38、

41）、森進（39、42）、水原明人（40）

N01-00198 ラジオ 花嫁のひとりごと

美しくなりたいの巻(37)/イ
ヤーな感じですの巻(38)/質札
騒動の巻(39)/ファッションショ
ウの巻(40)/美術の秋も酣とか
です(41)/私じゃ如何ですの巻

(42)

37～42 1959/10/26～31
ニッポン放

送
天野妙子（37）、安倍徹郎（.38、

41）、森進（39、42）、水原明人（40）

N01-00199 ラジオ 花嫁のひとりごと

美しくなりたいの巻(37)/イ
ヤーな感じですの巻(38)/質札
騒動の巻(39)/ファッションショ
ウの巻(40)/美術の秋も酣とか
です(41)/私じゃ如何ですの巻

(42)

37～42 1959/10/26～31
ニッポン放

送
天野妙子（37）、安倍徹郎（.38、

41）、森進（39、42）、水原明人（40）

N01-00200 ラジオ 花嫁のひとりごと

つもり貯金の巻(43)/同窓会は
すばらしいの巻(44)/オーバー
を作りましょうの巻(45)/奥様
は迷探偵の巻(46)/Tシャツに
恨みは深しの巻(47)/トンカチ

持てばの巻(48)

43～48 1959/11/2～7
ニッポン放

送
伊藤裕弘（43、48）、天野妙子（44）、

安倍徹郎（45、47）、森進（46）

N01-00201 ラジオ 花嫁のひとりごと

つもり貯金の巻(43)/同窓会は
すばらしいの巻(44)/オーバー
を作りましょうの巻(45)/奥様
は迷探偵の巻(46)/Tシャツに
恨みは深しの巻(47)/トンカチ

持てばの巻(48)

43～48 1959/11/2～7
ニッポン放

送
伊藤裕弘（43、48）、天野妙子（44）、

安倍徹郎（45、47）、森進（46）

N01-00202 ラジオ 花嫁のひとりごと

つもり貯金の巻(43)/同窓会は
すばらしいの巻(44)/オーバー
を作りましょうの巻(45)/奥様
は迷探偵の巻(46)/Tシャツに
恨みは深しの巻(47)/トンカチ

持てばの巻(48)

43～48 1959/11/2～7
ニッポン放

送
伊藤裕弘（43、48）、天野妙子（44）、

安倍徹郎（45、47）、森進（46）

N01-00203 ラジオ 花嫁のひとりごと 49～54 1959/11/9～14
ニッポン放

送

N01-00204 ラジオ 花嫁のひとりごと 49～54 1959/11/9～14
ニッポン放

送

N01-00205 ラジオ 花嫁のひとりごと 49～54 1959/11/9～14
ニッポン放

送

N01-00206 ラジオ 花嫁のひとりごと

今晩はおかずですの巻(55)/
虫干しの巻(56)/夫婦げんか
は犬も喰わないの巻(57)/趣
味についての巻(58)/うるさい
うるさいの巻(59)/旅行のシー

ズンですの巻(60)

55～60 1959/11/16～21
ニッポン放

送
安倍徹郎（55、59）、天野妙子（56、

58）、高橋辰雄（57）、森進（60）

N01-00207 ラジオ 花嫁のひとりごと

今晩はおかずですの巻(55)/
虫干しの巻(56)/夫婦げんか
は犬も喰わないの巻(57)/趣
味についての巻(58)/うるさい
うるさいの巻(59)/旅行のシー

ズンですの巻(60)

55～60 1959/11/16～21
ニッポン放

送
安倍徹郎（55、59）、天野妙子（56、

58）、高橋辰雄（57）、森進（60）

N01-00208 ラジオ 花嫁のひとりごと

ブーブーブーの巻(61)/拾った
までは良いけれどの巻(62)/可
愛い赤ちゃんの巻(63)/内助の
功も楽じゃないの巻(64)/逃げ
るが負けの巻(65)/今日は定

休日の巻(66)

61～66 1959/11/23～28
ニッポン放

送
安倍徹郎（61）、伊藤裕好（62、65）、

水原明人（63、66）、森進（64）

N01-00209 ラジオ 花嫁のひとりごと

ブーブーブーの巻(61)/拾った
までは良いけれどの巻(62)/可
愛い赤ちゃんの巻(63)/内助の
功も楽じゃないの巻(64)/逃げ
るが負けの巻(65)/今日は定

休日の巻(66)

61～66 1959/11/23～28
ニッポン放

送
安倍徹郎（61）、伊藤裕好（62、65）、

水原明人（63、66）、森進（64）

N01-00210 ラジオ 花嫁のひとりごと

ブーブーブーの巻(61)/拾った
までは良いけれどの巻(62)/可
愛い赤ちゃんの巻(63)/内助の
功も楽じゃないの巻(64)/逃げ
るが負けの巻(65)/今日は定

休日の巻(66)

61～66 1959/11/23～28
ニッポン放

送
安倍徹郎（61）、伊藤裕好（62、65）、

水原明人（63、66）、森進（64）
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N01-00211 ラジオ 花嫁のひとりごと

雨降りお迎えまだこないの巻
(67)/お弁当騒動の巻(68)/言
い訳無用の巻(69)/早呑みこ
みは…の巻(70)/ちょっと一杯
の巻(71)/沈黙は金なりの巻

(72)

67～72
1959/11/30～

12/5
ニッポン放

送

野上龍雄（67）、天野妙子（68）、高
橋辰雄（69、72）、伊藤裕弘（70）、安

倍徹郎（71）

N01-00212 ラジオ 花嫁のひとりごと

雨降りお迎えまだこないの巻
(67)/お弁当騒動の巻(68)/言
い訳無用の巻(69)/早呑みこ
みは…の巻(70)/ちょっと一杯
の巻(71)/沈黙は金なりの巻

(72)

67～72
1959/11/30～

12/5
ニッポン放

送

野上龍雄（67）、天野妙子（68）、高
橋辰雄（69、72）、伊藤裕弘（70）、安

倍徹郎（71）

N01-00213 ラジオ 花嫁のひとりごと

雨降りお迎えまだこないの巻
(67)/お弁当騒動の巻(68)/言
い訳無用の巻(69)/早呑みこ
みは…の巻(70)/ちょっと一杯
の巻(71)/沈黙は金なりの巻

(72)

67～72
1959/11/30～

12/5
ニッポン放

送

野上龍雄（67）、天野妙子（68）、高
橋辰雄（69、72）、伊藤裕弘（70）、安

倍徹郎（71）

N01-00214 ラジオ 花嫁のひとりごと

スカウトは辛いの巻(73)/あな
たは煙草がやめられないの巻
(74)/屑屋お払いの巻(75)/ふ
ところに御用心の巻(76)/人の
気も知らないでの巻(77)/用心

/用心/御用心の巻(78)

73～78 1959/12/7～12
ニッポン放

送

安倍徹郎（73）、高橋辰雄（74）、野
上龍雄（75）、天野妙子（76）、森進

（77）、伊藤裕弘（78）

N01-00215 ラジオ 花嫁のひとりごと

スカウトは辛いの巻(73)/あな
たは煙草がやめられないの巻
(74)/屑屋お払いの巻(75)/ふ
ところに御用心の巻(76)/人の
気も知らないでの巻(77)/用
心、用心、御用心の巻(78)

73～78 1959/12/7～12
ニッポン放

送

安倍徹郎（73）、高橋辰雄（74）、野
上龍雄（75）、天野妙子（76）、森進

（77）、伊藤裕弘（78）

N01-00216 ラジオ 花嫁のひとりごと

スカウトは辛いの巻(73)/あな
たは煙草がやめられないの巻
(74)/屑屋お払いの巻(75)/ふ
ところに御用心の巻(76)/人の
気も知らないでの巻(77)/用
心、用心、御用心の巻(78)

73～78 1959/12/7～12
ニッポン放

送

安倍徹郎（73）、高橋辰雄（74）、野
上龍雄（75）、天野妙子（76）、森進

（77）、伊藤裕弘（78）

N01-00217 ラジオ 花嫁のひとりごと

歳末となりましたの巻(79)/奥
様は御病気の巻(80)/命あっ
ての…巻(81)/誰がために赤
んぼは泣くの巻(82)/チュウ

チュウチュウの巻(83)/とんだ
お客さんの巻(84)

79～84 1959/12/14～19
ニッポン放

送
安倍徹郎（79、81）、水原明人（80、

84）、高橋辰雄（82）、森進（83）

N01-00218 ラジオ 花嫁のひとりごと

歳末となりましたの巻(79)/奥
様は御病気の巻(80)/命あっ
ての…巻(81)/誰がために赤
んぼは泣くの巻(82)/チュウ

チュウチュウの巻(83)/とんだ
お客さんの巻(84)

79～84 1959/12/14～19
ニッポン放

送
安倍徹郎（79、81）、水原明人（80、

84）、高橋辰雄（82）、森進（83）

N01-00219 ラジオ 花嫁のひとりごと

歳末となりましたの巻(79)/奥
様は御病気の巻(80)/命あっ
ての…巻(81)/誰がために赤
んぼは泣くの巻(82)/チュウ

チュウチュウの巻(83)/とんだ
お客さんの巻(84)

79～84 1959/12/14～19
ニッポン放

送
安倍徹郎（79、81）、水原明人（80、

84）、高橋辰雄（82）、森進（83）

N01-00220 ラジオ 花嫁のひとりごと

忙しきかな年の暮の巻(85)/風
邪ひくべからずの巻(86)/古い
手紙の巻(87)/巷にジングルベ
ルはみちみちての巻(88)/嬉し

恥し日本髪の巻(89)

85～89 1959/12/21～25
ニッポン放

送

森進（85）、高橋辰雄（86）、水原明
人（87）、安倍徹郎（88）、伊藤裕弘

（89）

N01-00221 ラジオ 花嫁のひとりごと

忙しきかな年の暮の巻(85)/風
邪ひくべからずの巻(86)/古い
手紙の巻(87)/巷にジングルベ
ルはみちみちての巻(88)/嬉し

恥し日本髪の巻(89)

85～89 1959/12/21～25
ニッポン放

送

森進（85）、高橋辰雄（86）、水原明
人（87）、安倍徹郎（88）、伊藤裕弘

（89）

N01-00222 ラジオ 花嫁のひとりごと

忙しきかな年の暮の巻(85)/風
邪ひくべからずの巻(86)/古い
手紙の巻(87)/巷にジングルベ
ルはみちみちての巻(88)/嬉し

恥し日本髪の巻(89)

85～89 1959/12/21～25
ニッポン放

送

森進（85）、高橋辰雄（86）、水原明
人（87）、安倍徹郎（88）、伊藤裕弘

（89）
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N01-00223 ラジオ 花嫁のひとりごと

ペッタンペッタンの巻(91)/忙中
ポカンありの巻(92)/今日は大
掃除の巻(93)/忙しかな大晦
日の巻(94)/明けましての巻

(95)/いろんな人がやって来る
の巻(96)

91～96
1959/12/28～

1960/1/2
ニッポン放

送

森進（91）、伊藤裕弘（92）、水原明
人（93）、天野妙子（94）、高橋辰雄

（95）、安倍徹郎（96）

N01-00224 ラジオ 花嫁のひとりごと

ペッタンペッタンの巻(91)/忙中
ポカンありの巻(92)/今日は大
掃除の巻(93)/忙しかな大晦
日の巻(94)/明けましての巻

(95)/いろんな人がやって来る
の巻(96)

91～96
1959/12/28～

1960/1/2
ニッポン放

送

森進（91）、伊藤裕弘（92）、水原明
人（93）、天野妙子（94）、高橋辰雄

（95）、安倍徹郎（96）

N01-00225 ラジオ 花嫁のひとりごと

ペッタンペッタンの巻(91)/忙中
ポカンありの巻(92)/今日は大
掃除の巻(93)/忙しかな大晦
日の巻(94)/明けましての巻

(95)/いろんな人がやって来る
の巻(96)

91～96
1959/12/28～

1960/1/2
ニッポン放

送

森進（91）、伊藤裕弘（92）、水原明
人（93）、天野妙子（94）、高橋辰雄

（95）、安倍徹郎（96）

N01-00226 ラジオ 花嫁のひとりごと

明けまして虫歯です(97)/今度
生まれて来る時は(98)/ツモリ
も楽し(99)/今晩おひま(100)/
ハクションの季節です(101)/ト
レード施風(102)/はっけよいよ

い(103)/車で行きましょう
(104)/奥様は商売上手(105)

97～105 1960/1/4～13
ニッポン放

送

野上龍雄（97、102）、伊藤裕弘
（98）、水原明人（99）、高橋辰雄

（100、104）、天野妙子（101）、安倍
徹郎（103）、森進（105）

N01-00227 ラジオ 花嫁のひとりごと

明けまして虫歯です(97)/今度
生まれて来る時は(98)/ツモリ
も楽し(99)/今晩おひま(100)/
ハクションの季節です(101)/ト
レード施風(102)/はっけよいよ

い(103)/車で行きましょう
(104)/奥様は商売上手(105)

97～105 1960/1/4～13
ニッポン放

送

野上龍雄（97、102）、伊藤裕弘
（98）、水原明人（99）、高橋辰雄

（100、104）、天野妙子（101）、安倍
徹郎（103）、森進（105）

N01-00228 ラジオ 花嫁のひとりごと

明けまして虫歯です(97)/今度
生まれて来る時は(98)/ツモリ
も楽し(99)/今晩おひま(100)/
ハクションの季節です(101)/ト
レード施風(102)/はっけよいよ

い(103)/車で行きましょう
(104)/奥様は商売上手(105)

97～105 1960/1/4～13
ニッポン放

送

野上龍雄（97、102）、伊藤裕弘
（98）、水原明人（99）、高橋辰雄

（100、104）、天野妙子（101）、安倍
徹郎（103）、森進（105）

N01-00229 ラジオ 花嫁のひとりごと

横文字には弱いのですの巻
(106)/お礼奉公の巻(107)/

当った年賀はがきの巻(108)/
がめつく行こうぜの巻(109)/当
るも八卦の巻(110)/ゲップゲッ
プの巻(111)/寒い寒いの巻

(112)/真相はこうだの巻(113)/
鶯が啼きましたの巻(114)

106～114 1960/1/14～23
ニッポン放

送

森進（106、111）、野上龍雄（107）、
天野妙子（108、114）、安倍徹郎

（109）、伊藤裕弘（110）、高橋辰雄
（112）、水原明人（113）

N01-00230 ラジオ 花嫁のひとりごと

横文字には弱いのですの巻
(106)/お礼奉公の巻(107)/

当った年賀はがきの巻(108)/
がめつく行こうぜの巻(109)/当
るも八卦の巻(110)/ゲップゲッ
プの巻(111)/寒い寒いの巻

(112)/真相はこうだの巻(113)/
鶯が啼きましたの巻(114)

106～114 1960/1/14～23
ニッポン放

送

森進（106、111）、野上龍雄（107）、
天野妙子（108、114）、安倍徹郎

（109）、伊藤裕弘（110）、高橋辰雄
（112）、水原明人（113）

N01-00231 ラジオ 花嫁のひとりごと

横文字には弱いのですの巻
(106)/お礼奉公の巻(107)/

当った年賀はがきの巻(108)/
がめつく行こうぜの巻(109)/当
るも八卦の巻(110)/ゲップゲッ
プの巻(111)/寒い寒いの巻

(112)/真相はこうだの巻(113)/
鶯が啼きましたの巻(114)

106～114 1960/1/14～23
ニッポン放

送

森進（106、111）、野上龍雄（107）、
天野妙子（108、114）、安倍徹郎

（109）、伊藤裕弘（110）、高橋辰雄
（112）、水原明人（113）

N01-00232 ラジオ 花嫁のひとりごと

あヽ大学生の巻(115)/御愁傷
様ですの巻(116)/奥様は勉強
中の巻(117)/内緒内緒の巻

(118)

115～118 1960/1/25～28
ニッポン放

送
安倍徹郎（115）、森進（116）、水原

明人（117）、伊藤裕弘（118）

N01-00233 ラジオ 花嫁のひとりごと

あヽ大学生の巻(115)/御愁傷
様ですの巻(116)/奥様は勉強
中の巻(117)/内緒内緒の巻

(118)

115～118 1960/1/25～28
ニッポン放

送
安倍徹郎（115）、森進（116）、水原

明人（117）、伊藤裕弘（118）

N01-00234 ラジオ 花嫁のひとりごと

あヽ大学生の巻(115)/御愁傷
様ですの巻(116)/奥様は勉強
中の巻(117)/内緒内緒の巻

(118)

115～118 1960/1/25～28
ニッポン放

送
安倍徹郎（115）、森進（116）、水原

明人（117）、伊藤裕弘（118）
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N01-00235 ラジオ 花嫁のひとりごと

金のなる木の巻(119)/コレク
ションの巻(120)/暴力につい
ての巻(121)/他人のおめでた
の巻(122)/行きすぎは困りま
すの巻(123)/お稽古事の巻

(124)/タデ食う虫も好き好きの
巻(125)/お高くなりましたの巻

(126)

119～126 1960/1/29～2/6
ニッポン放

送

上條逸雄（119）、森進（120）、高橋
辰雄（121、125）、野上龍雄（122）、
水原明人（123）、天野妙子（124）、
高橋辰雄（121、125）、安倍徹郎

（126）

N01-00236 ラジオ 花嫁のひとりごと

金のなる木の巻(119)/コレク
ションの巻(120)/暴力につい
ての巻(121)/他人のおめでた
の巻(122)/行きすぎは困りま
すの巻(123)/お稽古事の巻

(124)/タデ食う虫も好き好きの
巻(125)/お高くなりましたの巻

(126)

119～126 1960/1/29～2/6
ニッポン放

送

上條逸雄（119）、森進（120）、高橋
辰雄（121、125）、野上龍雄（122）、
水原明人（123）、天野妙子（124）、
高橋辰雄（121、125）、安倍徹郎

（126）

N01-00237 ラジオ 花嫁のひとりごと

金のなる木の巻(119)/コレク
ションの巻(120)/暴力につい
ての巻(121)/他人のおめでた
の巻(122)/行きすぎは困りま
すの巻(123)/お稽古事の巻

(124)/タデ食う虫も好き好きの
巻(125)/お高くなりましたの巻

(126)

119～126 1960/1/29～2/6
ニッポン放

送

上條逸雄（119）、森進（120）、高橋
辰雄（121、125）、野上龍雄（122）、
水原明人（123）、天野妙子（124）、
高橋辰雄（121、125）、安倍徹郎

（126）

N01-00238 ラジオ 花嫁のひとりごと

旦那さまの悪いくせ(127)/出
世しない秘訣(128)/寒さなん
か吹きとばせ(129)/女はそれ
を我慢出来ない(130)/一円を
わらうものは(131)/世はまさに

試験地獄(132)

127～132 1960/2/8～13
ニッポン放

送

水原明人（127）、安倍徹郎（128、
130）、伊藤裕弘（129）、天野妙子

（131）、森進（132）

N01-00239 ラジオ 花嫁のひとりごと

旦那さまの悪いくせ(127)/出
世しない秘訣(128)/寒さなん
か吹きとばせ(129)/女はそれ
を我慢出来ない(130)/一円を
わらうものは(131)/世はまさに

試験地獄(132)

127～132 1960/2/8～13
ニッポン放

送

水原明人（127）、安倍徹郎（128、
130）、伊藤裕弘（129）、天野妙子

（131）、森進（132）

N01-00240 ラジオ 花嫁のひとりごと

旦那さまの悪いくせ(127)/出
世しない秘訣(128)/寒さなん
か吹きとばせ(129)/女はそれ
を我慢出来ない(130)/一円を
わらうものは(131)/世はまさに

試験地獄(132)

127～132 1960/2/8～13
ニッポン放

送

水原明人（127）、安倍徹郎（128、
130）、伊藤裕弘（129）、天野妙子

（131）、森進（132）

N01-07294 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 133～138 1960/2/15～20
ニッポン放

送
水原明人、高橋辰雄、天野妙子、森

進、野上龍雄

N01-07292 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 133～138 1960/2/15～20
ニッポン放

送
水原明人、高橋辰雄、天野妙子、森

進、野上龍雄

N01-07293 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 133～138 1960/2/15～20
ニッポン放

送
水原明人、高橋辰雄、天野妙子、森

進、野上龍雄

N01-07298 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 139～144 1960/3/1～7
ニッポン放

送
天野妙子、森進、伊藤裕弘、安倍徹

郎、高橋辰雄、水原明人

N01-07300 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 139～144 1960/3/1～7
ニッポン放

送
天野妙子、森進、伊藤裕弘、安倍徹

郎、高橋辰雄、水原明人

N01-07299 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 139～144 1960/3/1～7
ニッポン放

送
天野妙子、森進、伊藤裕弘、安倍徹

郎、高橋辰雄、水原明人

N01-07296 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 139～145 1960/2/22～29
ニッポン放

送
水原明人、伊藤裕弘、高橋辰雄、安

倍徹郎、森進

N01-07297 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 139～145 1960/2/22～29
ニッポン放

送
水原明人、伊藤裕弘、高橋辰雄、安

倍徹郎、森進

N01-07295 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 139～145 1960/2/22～29
ニッポン放

送
水原明人、伊藤裕弘、高橋辰雄、安

倍徹郎、森進

N01-07301 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 145～149 1960/3/8～12
ニッポン放

送
森進、水原明人、高橋辰雄、安倍徹

郎、野上龍雄

N01-07303 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 145～149 1960/3/8～12
ニッポン放

送
森進、水原明人、高橋辰雄、安倍徹

郎、野上龍雄

N01-07302 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 145～149 1960/3/8～12
ニッポン放

送
森進、水原明人、高橋辰雄、安倍徹

郎、野上龍雄

N01-07305 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 157～161 1960/3/13～17
ニッポン放

送
安倍徹郎、高橋辰雄、森進、伊藤裕

弘、野上龍雄

N01-07304 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 157～161 1960/3/13～17
ニッポン放

送
安倍徹郎、高橋辰雄、森進、伊藤裕

弘、野上龍雄

N01-07306 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 157～161 1960/3/13～17
ニッポン放

送
安倍徹郎、高橋辰雄、森進、伊藤裕

弘、野上龍雄

N01-07307 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 162～167 1960/3/19～25
ニッポン放

送
水原明人、伊藤裕弘、森進、高橋辰

雄、安倍徹郎、野上龍雄

N01-07308 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 162～167 1960/3/19～25
ニッポン放

送
水原明人、伊藤裕弘、森進、高橋辰

雄、安倍徹郎、野上龍雄

N01-07309 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 162～167 1960/3/19～25
ニッポン放

送
水原明人、伊藤裕弘、森進、高橋辰

雄、安倍徹郎、野上龍雄

N01-07901 ラジオ 花嫁のひとりごと 168～171 1960/3/26～30
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、森進、水原明

人

N01-07311 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 168～171 1960/3/26～30
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、森進、水原明

人
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N01-07313 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 168～171 1960/3/26～30
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、森進、水原明

人

N01-07310 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 168～171 1960/3/26～30
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、森進、水原明

人

N01-07312 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 168～171 1960/3/26～30
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、森進、水原明

人

N01-07314 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 172～177 1960/3/31～4/6
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、天野妙

子、野上龍雄

N01-07315 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 172～177 1960/3/31～4/6
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、天野妙

子、野上龍雄

N01-07316 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 172～177 1960/3/31～4/6
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、天野妙

子、野上龍雄

N01-07318 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 178～183 1960/4/7～13
ニッポン放

送
水原明人、天野妙子、伊藤裕弘、野

上龍雄、森進、安倍徹郎

N01-07319 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 178～183 1960/4/7～13
ニッポン放

送
水原明人、天野妙子、伊藤裕弘、野

上龍雄、森進、安倍徹郎

N01-07317 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 178～183 1960/4/7～13
ニッポン放

送
水原明人、天野妙子、伊藤裕弘、野

上龍雄、森進、安倍徹郎

N01-07321 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 184～189 1960/4/14～20
ニッポン放

送
野上龍雄、平林敏彦、安倍徹郎、水

原明人、天野妙子

N01-07320 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 184～189 1960/4/14～20
ニッポン放

送
野上龍雄、平林敏彦、安倍徹郎、水

原明人、天野妙子

N01-07322 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 184～189 1960/4/14～20
ニッポン放

送
野上龍雄、平林敏彦、安倍徹郎、水

原明人、天野妙子

N01-07325 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 190～193 1960/4/21～25
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人

N01-07323 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 190～193 1960/4/21～25
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人

N01-07324 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 190～193 1960/4/21～25
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人

N01-07328 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 194～197 1960/4/26～29
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄、水原明

人

N01-07327 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 194～197 1960/4/26～29
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄、水原明

人

N01-07326 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 194～197 1960/4/26～29
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄、水原明

人

N01-07331 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 198～203 1960/4/30～5/6
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進、伊藤裕弘

N01-07330 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 198～203 1960/4/30～5/6
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進、伊藤裕弘

N01-07329 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 198～203 1960/4/30～5/6
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進、伊藤裕弘

N01-07334 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 204～209 1960/5/7～13
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、野上龍

雄

N01-07333 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 204～209 1960/5/7～13
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、野上龍

雄

N01-07332 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 204～209 1960/5/7～13
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、野上龍

雄

N01-07335 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 210～214 1960/5/14～19
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07337 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 210～214 1960/5/14～19
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07336 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 210～214 1960/5/14～19
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07338 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 215～219 1960/5/20～25
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎、水沢杏子

N01-07339 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 215～219 1960/5/20～25
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎、水沢杏子

N01-07340 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 215～219 1960/5/20～25
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎、水沢杏子

N01-07342 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 220～224 1960/5/26～31
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07346 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 220～224 1960/5/26～31
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07341 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 220～224 1960/5/26～31
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07345 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 220～224 1960/5/26～31
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07343 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 220～224 1960/5/26～31
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07347 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 220～224 1960/5/26～31
ニッポン放

送
森進、水原明人、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07348 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 225～230 1960/6/1～7
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、北沢杏子、水原明

人



「は」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-07344 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 225～230 1960/6/1～7
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、北沢杏子、水原明

人

N01-07349 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 225～230 1960/6/1～7
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、北沢杏子、水原明

人

N01-07443 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 231～237 1960/6/8～15
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、北沢杏子、森

進、安倍徹郎

N01-07351 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 231～237 1960/6/8～15
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、北沢杏子、森

進、安倍徹郎

N01-07350 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 231～237 1960/6/8～15
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、北沢杏子、森

進、安倍徹郎

N01-07445 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 237～242 1960/6/16～22
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、北沢杏

子、野上龍雄

N01-07444 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 237～242 1960/6/16～22
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、北沢杏

子、野上龍雄

N01-07446 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 237～242 1960/6/16～22
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、北沢杏

子、野上龍雄

N01-07449 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 243～248 1960/6/23～29
ニッポン放

送
森進、北沢杏子、野上龍雄、安倍徹

郎、水原明人

N01-07448 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 243～248 1960/6/23～29
ニッポン放

送
森進、北沢杏子、野上龍雄、安倍徹

郎、水原明人

N01-07447 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 243～248 1960/6/23～29
ニッポン放

送
森進、北沢杏子、野上龍雄、安倍徹

郎、水原明人

N01-07453 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 250～254 1960/6/30～7/4
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07454 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 250～254 1960/6/30～7/4
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07451 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 250～254 1960/6/30～7/4
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07450 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 250～254 1960/6/30～7/4
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07452 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 250～254 1960/6/30～7/4
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-07455 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 255～258 1960/7/6～9
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進

N01-07456 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 255～264 [1960]/7/6～16
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進

デジタル
化（館
内）

N01-07458 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 255～264 1960/7/6～16
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進

N01-07457 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 259～264 1960/7/11～16
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進

N01-07460 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 265～269 1960/7/18～22
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-07461 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 265～269 1960/7/18～22
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-07459 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 265～269 1960/7/18～22
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-07463 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 270～272 1960/7/23～26
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人

N01-07464 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 270～272 1960/7/23～26
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人

N01-07462 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 270～272 1960/7/23～26
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人

N01-07467 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 273～276 1960/7/27～30
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-07465 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 273～276 1960/7/27～30
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-07466 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 273～276 1960/7/27～30
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-07468 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 277～284 1960/8/1～9
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07470 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 277～284 1960/8/1～9
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07469 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 277～284 1960/8/1～9
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07471 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 285～289 1960/8/10～15
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07472 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 285～289 1960/8/10～15
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07473 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 285～289 1960/8/10～15
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07474 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 290～297 1960/8/16～24
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07475 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 290～297 1960/8/16～24
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進
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N01-07476 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 290～297 1960/8/16～24
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07478 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 298～303 1960/8/25～31
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-07477 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 298～303 1960/8/25～31
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-07479 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 298～303 1960/8/25～31
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-07353 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 300・304～309
1960/8/24、9/1

～7
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07352 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 304～309 1960/9/1～7
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07354 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 304～309 1960/9/1～7
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07356 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 310～315 1960/9/8～14
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07355 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 310～315 1960/9/8～14
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07357 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 310～315 1960/9/8～14
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07360 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 316～321 1960/9/15～21
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07358 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 316～321 1960/9/15～21
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07359 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 316～321 1960/9/15～21
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07363 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 322～326 1960/9/22～27
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07361 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 322～326 1960/9/22～27
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07362 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 322～326 1960/9/22～27
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-07366 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 327～329 1960/9/28～30
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、安倍徹郎

N01-07365 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 327～329 1960/9/28～30
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、安倍徹郎

N01-07364 ラジオ 花嫁のひとりごと　江利チエミ 327～329 1960/9/28～30
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、安倍徹郎

N01-07367 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 330～334 1960/10/1～6
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、森進、水原明

人

N01-07370 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 330～334 1960/10/1～6
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、森進、水原明

人

N01-07369 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 334～343 1960/10/7～16
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07368 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 334～343 1960/10/7～16
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-07372 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 344～351 1960/10/18～26
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07371 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 344～351 1960/10/18～26
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07374 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 352～356
1960/10/27～

11/1
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎

N01-07373 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 決定稿 352～356
1960/10/27～

11/1
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎

N01-07375 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 357～363 1960/11/2～9
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人、野上龍

雄

N01-07383 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 357～363 1960/11/2～9
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人、野上龍

雄

N01-07377 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 364～367 1960/11/10～14
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、水原明人

N01-07376 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 364～367 1960/11/10～14
ニッポン放

送
野上龍雄、森進、水原明人

N01-07378 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 368～376 1960/11/15～24
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-07379 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 決定稿 368～376 1960/11/15～24
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-07380 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 377～384
1960/11/25～

12/3
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄、水原明

人

N01-07381 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 377～384
1960/11/25～

12/3
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、野上龍雄、水原明

人

N01-07382 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 385～389 1960/12/5～9
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-07385 ラジオ 花嫁のひとりごと　若水ヤエ子 390～394 1960/12/10～15
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進
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N01-07384 ラジオ 花嫁のひとりごと　水谷良重 390～394 1960/12/10～15
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-00648 ラジオ 花嫁のひとりごと 395～399 1960/12/16～21
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、森進、安倍徹

郎

N01-00649 ラジオ 花嫁のひとりごと 400～404 1960/12/22～27
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-00650 ラジオ 花嫁のひとりごと 400～404 1960/12/22～27
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、野上龍雄、水原明

人

N01-00651 ラジオ 花嫁のひとりごと 405～415
1960/12/28～

1961/1/9
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎、

N01-00652 ラジオ 花嫁のひとりごと 405～415
1960/12/28～

1961/1/9
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、水原明人、安倍徹

郎、

N01-00653 ラジオ 花嫁のひとりごと 416～421 1961/1/10～16
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、水原明人、森

進

N01-00654 ラジオ 花嫁のひとりごと 416～421 1961/1/10～16
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、水原明人、森

進

N01-00655 ラジオ 花嫁のひとりごと 422～428 1961/1/17～24
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、野上龍

雄

N01-00656 ラジオ 花嫁のひとりごと 422～428 1961/1/17～24
ニッポン放

送
森進、安倍徹郎、水原明人、野上龍

雄

N01-00657 ラジオ 花嫁のひとりごと 429～433 1961/1/25～30
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、森進、安倍徹

郎

N01-00658 ラジオ 花嫁のひとりごと 429～433 1961/1/25～30
ニッポン放

送
水原明人、野上龍雄、森進、安倍徹

郎

N01-00659 ラジオ 花嫁のひとりごと 434～438 1961/1/31～2/4
ニッポン放

送
森進、水原明人、安倍徹郎、野上龍

雄

N01-00660 ラジオ 花嫁のひとりごと 434～438 1961/1/31～2/4
ニッポン放

送
森進、水原明人、安倍徹郎、野上龍

雄

N01-00661 ラジオ 花嫁のひとりごと 439～443 1961/2/6～10
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄

N01-00662 ラジオ 花嫁のひとりごと 465～470 1961/3/8～14
ニッポン放

送
森進、水原明人、安倍徹郎

N01-00663 ラジオ 花嫁のひとりごと 439～443 1961/2/6～10
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄

N01-00664 ラジオ 花嫁のひとりごと 444～448 1961/2/11～16
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-00665 ラジオ 花嫁のひとりごと 444～448 1961/2/11～16
ニッポン放

送
水原明人、森進、野上龍雄、安倍徹

郎

N01-00666 ラジオ 花嫁のひとりごと 449～453 1961/2/17～22
ニッポン放

送
安倍徹郎、野上龍雄、森進、水原明

人

N01-00667 ラジオ 花嫁のひとりごと 454～459 1961/2/23～3/1
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、安倍徹郎、水原明

人

N01-00668 ラジオ 花嫁のひとりごと 454～459 1961/2/23～3/1
ニッポン放

送
森進、野上龍雄、安倍徹郎、水原明

人

N01-00669 ラジオ 花嫁のひとりごと 460～464 1961/3/2～7
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-00670 ラジオ 花嫁のひとりごと 460～464 1961/3/2～7
ニッポン放

送
野上龍雄、水原明人、安倍徹郎、森

進

N01-00671 ラジオ 花嫁のひとりごと 465～470 1961/3/8～14
ニッポン放

送
森進、水原明人、安倍徹郎

N01-00672 ラジオ 花嫁のひとりごと 471～474 1961/3/15～18
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人、野上龍

雄

N01-00673 ラジオ 花嫁のひとりごと 475～479 1961/3/20～24
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-00674 ラジオ 花嫁のひとりごと 475～479 1961/3/20～24
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、野上龍雄、森

進

N01-00675 ラジオ 花嫁のひとりごと 480～486 1961/3/25～4/1
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-00676 ラジオ 花嫁のひとりごと スタジオ収録稿 480～486 1961/3/25～4/1
ニッポン放

送
水原明人、安倍徹郎、森進、野上龍

雄

N01-00677 ラジオ 花嫁のひとりごと リハーサル用 481～484 1961/4/3～6
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進、野上龍

雄

N01-00678 ラジオ 花嫁のひとりごと ロケ用 481～484 1961/4/3～6
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、森進、野上龍

雄

N01-00679 ラジオ 花嫁のひとりごと 485～497 1961/4/7～21
ニッポン放

送
野上龍雄、安倍徹郎、森進、水原明

人

N01-00680 ラジオ 花嫁のひとりごと 385～389 1960/12/5～9
ニッポン放

送
安倍徹郎、水原明人、野上龍雄、森

進

N01-00681 ラジオ 花嫁のひとりごと 471～474 1961/3/15～18
ニッポン放

送
安倍徹郎、森進、水原明人、野上龍

雄

N01-11059 テレビ 花嫁のれん 1 1971/4/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50831 テレビ 花嫁のれん 1 1971/4/1 フジテレビ 大野靖子
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N01-50832 テレビ 花嫁のれん 2 1971/4/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50833 テレビ 花嫁のれん 3 1971/4/15 フジテレビ 大野靖子

N01-50834 テレビ 花嫁のれん 4 1971/4/22 フジテレビ 大野靖子

N01-50835 テレビ 花嫁のれん 改訂稿 5 1971/4/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50836 テレビ 花嫁のれん 改訂稿 6 1971/5/6 フジテレビ 大野靖子

N01-50837 テレビ 花嫁のれん 7 1971/5/13 フジテレビ 大野靖子

N01-50838 テレビ 花嫁のれん 改訂稿 8 1971/5/20 フジテレビ 大野靖子

N01-50839 テレビ 花嫁のれん 9 1971/5/27 フジテレビ 大野靖子

N01-50840 テレビ 花嫁のれん 10 1971/6/3 フジテレビ 大野靖子

N01-50841 テレビ 花嫁のれん 11 1971/6/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50842 テレビ 花嫁のれん 12 1971/6/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50843 テレビ 花嫁のれん 13 1971/6/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50844 テレビ 花嫁のれん 14 1971/7/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50845 テレビ 花嫁のれん 15 1971/7/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50846 テレビ 花嫁のれん 16 1971/7/15 フジテレビ 大野靖子

N01-50847 テレビ 花嫁のれん 17 1971/7/22 フジテレビ 大野靖子

N01-50848 テレビ 花嫁のれん 18 1971/7/29 フジテレビ 大野靖子

N01-50849 テレビ 花嫁のれん 友子の霧と影 19 1971/8/5 フジテレビ 大野靖子

N01-50850 テレビ 花嫁のれん 20 1971/8/12 フジテレビ 大野靖子

N01-50851 テレビ 花嫁のれん 21 1971/8/19 フジテレビ 大野靖子

N01-50852 テレビ 花嫁のれん 22 1971/8/26 フジテレビ 大野靖子

N01-50853 テレビ 花嫁のれん 23 1971/9/2 フジテレビ 大野靖子

N01-50854 テレビ 花嫁のれん 24 1971/9/9 フジテレビ 大野靖子

N01-50855 テレビ 花嫁のれん 25 1971/9/16 フジテレビ 大野靖子

N01-50856 テレビ 花嫁のれん 26 1971/9/23 フジテレビ 大野靖子

N01-11058 テレビ 花嫁のれん 27(終) 1971/9/30 フジテレビ 大野靖子

N01-50857 資料 花嫁のれん (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11410 テレビ 花嫁はおかみさん 恋のイロハ教えます 決定稿 1 1972/4/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50859 テレビ 花嫁はおかみさん 恋のイロハ教えます 決定稿 1 1972/4/1 フジテレビ 大野靖子

N01-50860 テレビ 花嫁はおかみさん 気になるあいつ！ 決定稿 2 1972/4/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50861 テレビ 花嫁はおかみさん 恋の狩人達 3 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50862 テレビ 花嫁はおかみさん ああ初恋！ 4 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50863 テレビ 花嫁はおかみさん ヘンなヘンな結婚 カット割り稿 5 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50864 テレビ 花嫁はおかみさん 子連れタヌキ 6 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50865 テレビ 花嫁はおかみさん 7 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50866 テレビ 花嫁はおかみさん 8 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50867 テレビ 花嫁はおかみさん いつも二人で… 9 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子
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N01-50868 テレビ 花嫁はおかみさん 昔の恋人 10 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50869 テレビ 花嫁はおかみさん 11 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50870 テレビ 花嫁はおかみさん 12 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-11056 テレビ 花嫁はおかみさん 最終回 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50871 テレビ 花嫁はおかみさん 最終回 1972/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-19646 テレビ 花より結婚キビダンゴ
信州女はどう生きるか！ＰＡＲ

ＴⅡ
1984/3/20 テレビ信州 野村六助

N01-23792 テレビ 花よりだんご（仮題） 3 1972/10/(?) 毎日放送 八木柊一郎

N01-23793 テレビ 花よりだんご（仮題） 4 1972/10/(?) 毎日放送 松田暢子

N01-23794 テレビ 花よりだんご（仮題） 5 1972/10/(?) 毎日放送 八木柊一郎

N01-23795 テレビ 花よりだんご 6 1972/11/10 毎日放送 松田暢子
デジタル
化（館
内）

N01-23796 テレビ 花よりだんご（仮題） 7 1972/11/17 毎日放送 八木柊一郎

N01-23797 テレビ 花よりだんご 8 1972/11/24 毎日放送 松田暢子

N01-23798 テレビ 花よりだんご 11 1972/12/15 毎日放送 八木柊一郎

N01-23799 テレビ 花よりだんご 12 1972/12/21 毎日放送 松田暢子

N01-23800 テレビ 花よりだんご 13 1972/12/29 毎日放送 八木柊一郎

N01-10602 テレビ 埴生の宿 1 [1978]/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10603 テレビ 埴生の宿 2 [1978]/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10604 テレビ 埴生の宿 3 [1978]/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10605 テレビ 埴生の宿 4(終) [1978]/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-05545 テレビ パノラマ劇場～手をとりて歌わん（仮題）～ 第一稿 1960/7/31 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-09700 テレビ パパ愛してる！！ いつかあなたもネ… 4 1974/(?)/(?) NET 佐々木守

N01-09701 テレビ パパ愛してる！！ 裏切ってごめん！ 3 1974/(?)/(?) NET 佐々木守

N01-09703 テレビ パパ愛してる！！ 弟ができる？ 6 1974/(?)/(?) NET 佐々木守

N01-09702 テレビ パパ愛してる！！ パパは恋人のよう 9 1974/(?)/(?) NET 佐々木守

N01-17227 ラジオ 母子像 1～5 1975/6/9～13 文化放送 川崎洋

N01-01128 ラジオ パパだまってて 1 1962/(?)/(?) TBS 小松君郎

N01-12381 テレビ 母という名の女 1～6 1968/12/16～23 TBS 高岡尚平、光畑碩郎

N01-03213 テレビ 母と子 結婚指輪 15 1959/4/20 KRT 窪田篤人

N01-02268 テレビ 母と子 ぶどうの秋 39 1959/10/5 KRT 椎名利夫

N01-02269 テレビ 母と子 ぶどうの秋 39 1959/10/5 KRT 椎名利夫

N01-02270 テレビ 母と子 祝いの夜 1959/9/28 KRT 橋田寿賀子

N01-03148 テレビ 母と子 星空 (?) 大阪テレビ 堀江史朗

N01-03423 ラジオ パパとママのミュージック 12 (?)/11/17 TBS 窪田篤人

N01-02168 テレビ パパの育児手帖 大人は知らない
[1962～

1963]/(?)/(?)
TBS 椎名利夫

N01-02169 テレビ パパの育児手帖 チャコの初舞台
[1962～

1963]/(?)/(?)
TBS 椎名利夫

N01-02170 テレビ パパの育児手帖 大人は知らない
[1962～

1963]/(?)/(?)
TBS 椎名利夫

N01-02171 テレビ パパの育児手帖 チャコの初舞台
[1962～

1963]/(?)/(?)
TBS 椎名利夫
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N01-02172 テレビ パパの育児手帖 ママ目をつぶって
[1962～

1963]/(?)/(?)
TBS 椎名利夫

N01-02173 テレビ パパの育児手帖 ママ目をつぶって
[1962～

1963]/(?)/(?)
TBS 椎名利夫

N01-11313 テレビ パパの育児手帖 五歳児のおねえちゃん (?) TBS 棟明郎

平023 N01-45166 ラジオ 母の肖像 本当の勇気 10 1952/12/8 ラジオ東京 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

平023 N01-45167 ラジオ 母の肖像 友情の限界 11 1952/12/15 ラジオ東京 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

平023 N01-45168 ラジオ 母の肖像 ボーナスの季節 12 1952/12/22 ラジオ東京 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

N01-04331 資料 パパの人生(仮題) (?) 朝日放送 茂木草介

M021 N01-40517 ラジオ 母の心配 1953/4/10 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

平024 N01-45186 ラジオ 母のない子と子のない母と その一　オリーブに吹く風 1 1952/6/9 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-16552 テレビ 母の夏 スタッフ決定稿 868 1973/7/29 TBS 田井洋子

平生原
稿003

N01-45266 ラジオ 母の笛 1949/11/11
大阪中央放

送局
小山祐士

デジタル
化（館
内）

N01-20702 ラジオ パブリカ・ハイウェイ・コント 262～267 (?)/6/3～6/8
はかま満緒、冗談工房、中島竜美、

來宮洋一

N01-20703 ラジオ パブリカ・ハイウェイ・コント 256～261 (?)/5/27～6/1
はかま満緒、冗談工房、中島竜美、

來宮洋一

N01-02463 ラジオ 馬糞石 1957/6/7 NHK 岸宏子

N01-05478 ラジオ バベルの塔 1961/4/3 NHK 鶉野昭彦
デジタル
化（館
内）

N01-02933 ラジオ ハマースタイン物語 1960/4/28 NHK 保富康午

N01-15783 ラジオ 浜鳴り 1971/4/18 NHK 三浦哲郎

N01-02571 ラジオ はみだし順造 1962/6/17 NHK 岸宏子

N01-02199 テレビ 波紋 打合稿 1963/7/5 NHK 椎名利夫
デジタル
化（館
内）

N01-02200 テレビ 波紋 1963/7/12 NHK 椎名利夫

N01-24438 テレビ 隼人が来る⑱ [1973/2/1] フジテレビ 宮川一郎

N01-15764 テレビ 早筆右三郎 盆燈籠の消える夜は 21 1978/8/30 NHK 竹内日出男

N01-13726 テレビ 早筆右三郎 なんだ神田の藪の中 22 1978/9/6 NHK 柴英三郎

N01-15763 テレビ 早筆右三郎 夢の機巧風まかせ 23 1978/9/13 NHK 竹内日出男

N01-19891 テレビ バヤリース　グランドバラエティ 1 (?)/[11/7] フジテレビ 塚田茂

N01-19889 テレビ バヤリース　グランドバラエティ STREET SCENE 5 (?)/[12/5] フジテレビ 松本重美

N01-19890 テレビ バヤリース　グランドバラエティ BYE-BYE 8 (?)/[12/26] フジテレビ 松本重美

N01-05515 ラジオ 波羅葦僧雲 (?) NHK 福田善之

N01-02722 テレビ バラ色の招待状 花の田原坂 1 1959/4/7 JOEX-TV 塚田茂

N01-01953 テレビ バラ色夫婦 おふくろ上京 1962/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01954 テレビ バラ色夫婦 転勤騒動 第二稿 1963/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01955 テレビ バラ色夫婦 転勤騒動 第二稿 1963/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01959 テレビ バラ色夫婦 今年も楽しく 決定稿 1964/1/4 NET 津田幸夫

N01-01960 テレビ バラ色夫婦 おふくろ上京 1962/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-01961 テレビ バラ色夫婦 美人登場 1964/2/29 NET 津田幸夫

N01-01963 テレビ バラ色夫婦 ある日曜日の午後 決定稿 1964/1/25 NET 津田幸夫

N01-01957 テレビ バラ色夫婦 恩師来訪 決定稿 2 1963/10/12 NET 津田幸夫
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N01-01958 テレビ バラ色夫婦 小さな窓に幸せを 決定稿 6 1963/11/(?) NET 津田幸夫

N01-01956 テレビ バラ色夫婦 転勤騒動 49 1963/3/23 NET 津田幸夫

N01-01962 テレビ バラ色夫婦 喜びを胸に 最終回 1964/3/28 NET 津田幸夫

N01-18969 ラジオ バラエティ　マンガしんちょう とかく愛というものは…… 10 (?)/6/7 境田昭造

N01-18970 ラジオ バラエティ　マンガしんちょう 雨が降ります雨が降る 11 (?)/6/14 城悠輔

N01-19775 テレビ バラエティ　マンガしんちょう お盆だ!祭りだ!!フェスティバル!! 15 (?)/7/12 マンガしんちょう作家グループ

N01-10880 テレビ バラエティ　マンガしんちょう 工事だ!破壊だ!建設だ! 20 (?)/8/16 石山透

N01-19809 テレビ
バラエティ笑！映画・テレビ驚け!?　ザ・ベ

ストテン
改訂稿 (?)/4/6 TBS 奥山侊伸、河村達樹、松本茂樹

N01-23666 テレビ バラエティはいかが（仮題） パイロット版 (?) TBS 塚田茂

N01-10136 テレビ 薔薇海峡 1 (?)/12/22 TBS 佐々木守

N01-10135 テレビ 薔薇海峡 こころ揺れる夜 2 (?)/12/29 TBS 佐々木守

N01-10134 テレビ 薔薇海峡 ふりおろされた斧 3 1979/1/5 TBS 佐々木守

N01-10133 テレビ 薔薇海峡 4 1979/1/12 TBS 佐々木守

N01-10132 テレビ 薔薇海峡 5 1979/1/19 TBS 佐々木守

N01-10131 テレビ 薔薇海峡 6 1979/1/26 TBS 佐々木守

N01-12487 テレビ はらから 1965/11/20 NHK 山内久
デジタル
化（館
内）

N01-13204 テレビ 原宿初恋探偵社（仮題） 決定稿 (?) フジテレビ 渡辺千明、扇澤延男

N01-13421 テレビ 薔薇夫人（仮題） 準備稿 (?) 小川英、佐伯俊道

M055 N01-41222 ラジオ パリーのアジヤア人 (?) 島海彦

M035 N01-40804 ラジオ 巴里の手帖 サナトリウムを訪ねて 1953/3/27 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40809 ラジオ 巴里の手帖 パリのマチス 1953/5/29 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-04945-01 テレビ パリの秘密 居酒屋 1 [1957]/12/30 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04945-02 テレビ パリの秘密 陰謀 2 1958/1/6 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-03 テレビ パリの秘密 穴倉 3 1958/1/13 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-04 テレビ パリの秘密 後家横町 4 1958/1/20 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-05 テレビ パリの秘密 リゴレット 5 1958/1/27 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-06 テレビ パリの秘密 女囚 6 1958/2/3 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-07 テレビ パリの秘密 面会人 7 1958/2/10 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-08 テレビ パリの秘密 屋根裏 8 1958/2/17 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-09 テレビ パリの秘密 ラ・セーヌ 9 1958/2/24 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-10 テレビ パリの秘密 結婚衣装 10 1958/3/3 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-11 テレビ パリの秘密 地下キャバレー 11 [1958]/3/10 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-12 テレビ パリの秘密 悪の末路 12 1958/3/17 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-04945-13 テレビ パリの秘密 ある晴れた日に 13 1958/3/24 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-05552 テレビ 春風とピアノと 1958/3/6 NHK 永六輔
デジタル
化（館
内）

N01-03138 テレビ 春風の吹く町 1964/1/2 NHK 横田弘行

N01-02642 テレビ はるかなるあけび平 1961/11/11 NHK 須藤出穂
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N01-15837 ラジオ 遥かなる西部 1967/3/21 NHK 田村定行

N01-10796 ラジオ 遥かなるペテルブルグ 1976/11/13 NHK-FM 山田正弘

N01-10799 ラジオ 遥かなるペテルブルグ 1976/11/13 NHK-FM 山田正弘

N01-10800 ラジオ 遥かなるペテルブルグ 1976/11/13 NHK-FM 山田正弘

N01-51132 ラジオ 遥かなるペテルブルグ 1976/11/13 NHKFM 山田正弘

N01-51134 ラジオ 遥かなるペテルブルグ 1976/11/13 NHKFM 山田正弘

N01-13010 テレビ 遙かなるわが町 決定稿 1 [1973]/4/13 TBS 山田洋次

N01-24955 テレビ 遙かなるわが町 1～3 (?)

N01-24936 テレビ 遙かなるわが町 4～6 (?)

N01-24956 テレビ 遙かなるわが町 4～6 (?)

N01-24937 テレビ 遙かなるわが町 7～9 (?)

N01-24957 テレビ 遙かなるわが町 7～9 (?)

N01-24958 テレビ 遙かなるわが町 10～13 (?)

N01-23673 テレビ 春だ！！桜だ！！青空フェスティバル 西武ライオンズ球場完成記念 決定稿 1979/4/12 フジテレビ 塚田茂、吉仲賢三、スタッフ東京

N01-22080 テレビ 春だ！ひばりだ！オールスター！ (?) フジテレビ 保富康午

N01-22110 テレビ 春だ！ひばりだ！オールスター！ (?) フジテレビ 保富康午

N01-15498 資料 春の海鳴り 1979/(?)/(?) 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15145 テレビ 春の海鳴り 1週(1～5) 1979/4/2～6 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15499 テレビ 春の海鳴り 2週(6～10) 1979/4/9～13 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15500 テレビ 春の海鳴り 3週(11～15) 1979/4/23～27 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15501 テレビ 春の海鳴り 4週(16～20) 1979/4/30～5/4 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15502 テレビ 春の海鳴り 5週(21～25) 1979/5/7～11 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15503 テレビ 春の海鳴り 6週(26～30) 1979/5/14～18 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15504 テレビ 春の海鳴り 7週(31～35) 1979/5/21～25 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15505 テレビ 春の海鳴り 8週(36～40) 1979/5/28～6/1 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15506 テレビ 春の海鳴り 9週(41～45) 1979/6/4～8 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15507 テレビ 春の海鳴り 改訂稿 10週(46～50) 1979/6/11～15 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15508 テレビ 春の海鳴り 11週(51～55) 1979/6/18～22 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15509 テレビ 春の海鳴り 改訂稿 11週(51～55) 1979/6/18～22 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15510 テレビ 春の海鳴り 12週(56～60) 1979/6/25～29 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15511 テレビ 春の海鳴り 13週(61～最終回) 1979/7/2～6 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

M054 N01-41205 資料 春の踊り
プロデューサー

講習会用
(?) 真船豊

N01-19911 テレビ 春の歌謡スターパレードⅠ (?) 保富康午

N01-19910 テレビ 春の歌謡スターパレードⅡ (?) 保富康午

N01-19968 テレビ 春の歌謡まつり 畠山みどりテレビリサイタル (?)/5/23 フジテレビ 保富康午

N01-22126 テレビ 春の歌謡まつり　－恋はムードでー (?)/5/16 フジテレビ 保富康午

N01-19906 テレビ 春の歌謡まつりー恋はムードでー (?)/5/16 フジテレビ 保富康午
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N01-14147 テレビ 春の坂道 大和の蛙 その2 2 1971/1/10 NHK 杉山義法
デジタル
化（館
内）

N01-14148 テレビ 春の坂道 人間戦争 その5 20 (?) NHK 杉山義法

N01-14149 テレビ 春の坂道 柳生の風 その3 24 (?) NHK 杉山義法

N01-14150 テレビ 春の坂道 戦争と平和 その1 27 (?) NHK 杉山義法

N01-14982 テレビ 春の坂道　柳生宗矩の生涯 大阪の陣　その三 29 1971/7/18 NHK 杉山義法

N01-14985 テレビ 春の坂道 人間曼荼羅　その一 30 1971/7/25 NHK 杉山義法

N01-14151 テレビ 春の坂道 子の陰・父の陰 その1 37 (?) NHK 杉山義法

N01-14986 テレビ 春の坂道　柳生宗矩の生涯 子の陰・父の陰　その一 37 1971/9/12 NHK 杉山義法

N01-14152 テレビ 春の坂道 子の陰・父の陰 その2 38 1971/(?)/(?) NHK 杉山義法

N01-14153 テレビ 春の坂道 寛永武士道 その1 42 (?) NHK 杉山義法

N01-14154 テレビ 春の坂道 寛永武士道 その3 44 (?) NHK 杉山義法

N01-14155 テレビ 春の坂道
柳生宗矩の生涯 かくれんぼ

その2
51 1971/12/19 NHK 杉山義法

N01-26521 テレビ 春の作曲まつり (?)/4/3 TBS 古城一兵

N01-14009 ラジオ 春の太鼓 1975/1/3 NHK 岸宏子

N01-03412 ラジオ
春の燈台/もしもし電話物語/体の中のナ
ナ子さん/科学物語飛行機物語/科学物語

電気機関車物語/パトロール・カー物語

1956/4/11、
5/9、8/15、

9/12、11/14、
12/12

NHK

N01-05510 ラジオ 春の鳥 1962/10/8 NHK 国木田独歩
デジタル
化（館
内）

N01-13810 テレビ 春の日の恋 改訂稿 840 1973/1/14 TBS 松山善三

N01-13843 テレビ 春の日の恋 準備稿 840 1973/1/14 TBS 松山善三

N01-50872 テレビ 春の雪 1 [1970/2/27～] フジテレビ 大野靖子

N01-50873 テレビ 春の雪 2 [1970/2/27～] フジテレビ 大野靖子

N01-50874 テレビ 春の雪 3 [1970/2/27～] フジテレビ 大野靖子

N01-50875 テレビ 春の雪 4 [1970/2/27～] フジテレビ 大野靖子

N01-50876 テレビ 春の雪 5 [1970/2/27～] フジテレビ 大野靖子

N01-50877 テレビ 春の雪 最終回 [1970/2/27～] フジテレビ 大野靖子

N01-13845 テレビ 春の別れ 891 1974/1/6 TBS 松山善三

N01-13856 テレビ 春の別れ 891 1974/1/6 TBS 松山善三

N01-05550 テレビ 春は山にも 改訂稿 1958/3/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-11314 テレビ 春ひらく 1 (?) フジテレビ 高橋玄洋
デジタル
化（館
内）

N01-12270 テレビ 春ふたたび（仮題） 決定稿 1～5 1971/7/26～30 フジテレビ 生田直親

N01-12271 テレビ 春ふたたび（仮題） 決定稿 6～10 1971/8/1～6 フジテレビ 生田直親

N01-12272 テレビ 春ふたたび（仮題） 決定稿 11～15 1971/8/9～13 フジテレビ 生田直親

N01-12773 テレビ 春よこい、早くこい（仮題） 決定稿 1 1973/1/5 毎日放送 寺島アキ子

N01-13194 テレビ 春よこい、早くこい（仮題） 1 1973/1/5 毎日放送 寺島アキ子

N01-13195 テレビ 春よこい、早くこい（仮題） 決定稿 1 1973/1/5 毎日放送 寺島アキ子

N01-12774 テレビ 春よこい、早くこい（仮題） 改訂稿 2 1973/1/12 毎日放送 尾中洋一

N01-02931 テレビ バレエ　不死鳥 1960/10/30 NHK 保富康午
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N01-06628 テレビ バレエ　不死鳥 打合せ第二稿 1960/10/30 NHK 保富康午

N01-07388 テレビ バレエ　ペーターと狼 準備台本 1958/1/26 TBS

M022 N01-40526 テレビ バレエ　真夏の夜の夢 1958/8/21 NHK 保富康午、横井茂

M026 N01-40615 テレビ バレエ　雪の中の少女 1956/1/16 NHK
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40525 テレビ バレエ　六月のポエム 1957/6/28 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07395 資料 バレー“シンデレラ” 1958/(?)/(?) ラジオ東京 西野皓三

N01-06764 テレビ 晴姿からくり人形 1964/1/3 NHK 北村寿夫

N01-10362 テレビ 晴れて歌えば（仮題） (?) 毎日放送 大西信行

N01-26421 テレビ 晴れて二人は（仮題） [1980/6/15] 毎日放送 大西信之

N01-22657 ラジオ
ハロー・ドライバー ブリヂストン・アラウン

ド・ザ・ワールド
オーディション

用
(?)

ニッポン放
送

保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22698 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/4/1、2、4～9

ニッポン放
送

保富康午

N01-21011 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
(?)/4/25

N01-22676 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/5/16～21

ニッポン放
送

N01-22685 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/5/23～28

ニッポン放
送

N01-22682 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/6/27～7/2

ニッポン放
送

N01-22692 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
(?)/6/6～11

ニッポン放
送

保富康午

N01-22678 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/7/11～16

ニッポン放
送

保富康午

N01-22700 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/7/18～23

ニッポン放
送

保富康午

N01-22411 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
(?)/7/25

N01-22650 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
(?)/7/25～30

ニッポン放
送

デジタル
化（館
内）

N01-22690 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/(?)/(?)

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22705 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/11/1～6

ニッポン放
送

岡本克己

N01-21012 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/11/8～13

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22681 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/11/15～20

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22673 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/11/22～27

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22706 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/3/22～27

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22667 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/3/29～4/3

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22665 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/4/5～10

ニッポン放
送

岡本克己

N01-21010 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/4/12～17

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22688 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/4/19～24

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22664 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/4/26～5/1

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22702 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/4/26～5/1

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22691 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/5/3～8

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22701 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/5/10～15

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22687 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
編集用 1965/5/24～29

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22653 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/5/31～6/5

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22689 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/6/7～12

ニッポン放
送

成尾魏
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N01-22651 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/7/12～17

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22670 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/7/5～10

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22666 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/8/9～14

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22684 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/8/23～28

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22652 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1965/8/30～9/4

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22703 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/1/17～22

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22671 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/1/31～2/5

ニッポン放
送

岡本克己

N01-22668 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/2/7～12

ニッポン放
送

成尾魏

N01-22693 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/4/1、2、4

～9
ニッポン放

送
保富康午

N01-20565 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/4/1～9

ニッポン放
送

保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-22697 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/4/11～16

ニッポン放
送

保富康午

N01-22679 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/4/18～23

ニッポン放
送

保富康午

N01-22660 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/4/25～30

ニッポン放
送

保富康午

N01-22686 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/5/2～7

ニッポン放
送

保富康午

N01-22696 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/5/16～21

ニッポン放
送

保富康午

N01-22654 ラジオ
[ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン]
1966/5/23～28

ニッポン放
送

N01-22655 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
[1966]/5/30～

6/4
ニッポン放

送
保富康午

N01-20586 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/6/13～18

ニッポン放
送

保富康午

N01-20573 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/6/20～25

ニッポン放
送

保富康午

N01-22669 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/6/27～7/2

ニッポン放
送

保富康午

N01-22707 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/6/27～7/2

ニッポン放
送

保富康午

N01-20572 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/7/11～16

ニッポン放
送

保富康午

N01-22677 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/8/1～6

ニッポン放
送

保富康午

N01-20583 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/8/22～27

ニッポン放
送

保富康午

N01-22674 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/8/29～9/3

ニッポン放
送

保富康午

N01-22675 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/8/8～13

ニッポン放
送

保富康午

N01-22699 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/8/8～13

ニッポン放
送

保富康午

N01-22708 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/9/5～[10]

ニッポン放
送

保富康午

N01-22656 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/9/12～17

ニッポン放
送

保富康午

N01-20566 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/9/19～24

ニッポン放
送

保富康午

N01-22659 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/9/26～

10/1
ニッポン放

送
保富康午

N01-20571 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/10/3～8

ニッポン放
送

保富康午

N01-20587 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/10/10～15

ニッポン放
送

保富康午

N01-20585 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/10/17～22

ニッポン放
送

保富康午

N01-22683 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/10/24～29

ニッポン放
送

保富康午

N01-22704 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/10/24～29

ニッポン放
送

保富康午

N01-22661 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/10/31～

11/5
ニッポン放

送
保富康午



「は」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-22662 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/11/7～12

ニッポン放
送

保富康午

N01-22695 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/11/21～26

ニッポン放
送

保富康午

N01-22680 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/11/28～

12/3
ニッポン放

送
保富康午

N01-20582 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/12/12～17

ニッポン放
送

保富康午

N01-22694 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/12/19～24

ニッポン放
送

保富康午

N01-22658 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1966/12/26～31

ニッポン放
送

保富康午

N01-20570 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/1/16～21

ニッポン放
送

保富康午

N01-22648 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/1/2～7

ニッポン放
送

保富康午

N01-22663 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/1/9～14

ニッポン放
送

保富康午

N01-20569 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/1/30～2/4

ニッポン放
送

保富康午

N01-20567 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/2/20～25

ニッポン放
送

保富康午

N01-20584 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/2/27～3/4

ニッポン放
送

保富康午

N01-20568 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/2/6～11

ニッポン放
送

保富康午

N01-22649 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/3/6～11

ニッポン放
送

保富康午

N01-22709 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/3/13～18

ニッポン放
送

保富康午

N01-22672 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/3/27～4/1

ニッポン放
送

保富康午

N01-20581 ラジオ
ハロー・ドライバー ミュージック・オン・ブリ

ヂストン
1967/4/10～15

ニッポン放
送

保富康午

N01-20627 テレビ ハローミュージック 5 1970/2/4 フジテレビ 保富康午

N01-20931 テレビ ハワイでなつメロ紅白歌合戦！ 準備稿 1973/12/18 フジテレビ 保富康午

N01-21541 テレビ ハワイでなつメロ紅白歌合戦！ 決定稿 1973/12/4 フジテレビ 保富康午

N01-22146 テレビ ハワイでなつメロ紅白歌合戦！ 決定稿 1973/12/18 フジテレビ 保富康午

N01-05556 テレビ ハワイの夢 1960/8/15 NHK 保富康午

N01-06915 ラジオ ハワイの夢 1960/8/15 NHK 保富康午

M055 N01-41236 ラジオ ハワイの夢 1953/8/(?) 島海彦

N01-12329 テレビ ばんえい 1973/11/10 TBS 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-15725 テレビ 晩夏
[1964～

1968]/(?)/(?)
NHK 津田幸夫

N01-21529 テレビ 晩夏 小林旭・八代亜紀 ふたりきり 第一稿 (?)/[9/10] TBS 保富康午

平017 N01-45134 ラジオ 晩夏 1952/9/13 内村直也

平017 N01-45135 ラジオ 晩夏 1952/9/13 内村直也
デジタル
化（館
内）

平017 N01-45136 ラジオ 晩夏 1952/6/26 内村直也

平017 N01-45137 ラジオ 晩夏 1952/6/26 内村直也
デジタル
化（館
内）

平017 N01-45138 ラジオ 晩夏 1952/9/13 内村直也

N01-04588 テレビ 盤嶽江戸に住む 第二稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎

N01-04589 テレビ 盤嶽江戸に住む 第一稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎

N01-04590 テレビ 盤嶽江戸に住む 第一稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎

N01-04591 テレビ 盤嶽江戸に住む 改訂稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎

N01-04592 テレビ 盤嶽江戸に住む 改訂稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎
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N01-04593 テレビ 盤嶽江戸に住む スタッフ決定稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎

N01-04594 テレビ 盤嶽江戸に住む スタッフ決定稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎
デジタル
化（館
内）

N01-04595 テレビ 盤嶽江戸に住む 決定稿 1961/2/22 TBS 柴英三郎

N01-03115 ラジオ 番組のお知らせ
ムード・イン・キョート/京ジョッ

キー
(?) 近藤滝夫

N01-26638 資料 判決 1962/(?)/(?) NET

N01-02585 テレビ 判決 哭くものは 1962/(?)/(?) NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02586 テレビ 判決 装われた証言（仮題） 1962/(?)/(?) NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02587 テレビ 判決 殺意の証言 2 1962/10/12 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02588 テレビ 判決 ひき裂かれて 決定稿 5 1962/11/13 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02589 テレビ 判決 ひき裂かれて 5 1962/11/13 NET 深沢一夫

N01-02590 テレビ 判決 相剋のきずな 10 1962/12/18 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02591 テレビ 判決 相剋のきずな 10 1962/12/18 NET 深沢一夫

N01-15710 テレビ 判決 疑惑の空間 決定稿 11
[1978～

1979]/(?)/(?)
テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

デジタル
化（館
内）

N01-02592 テレビ 判決 悲の扇 第二稿 14 1963/1/15 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-03434 テレビ 判決
何も書かれてない手紙　小学

生の自殺
決定稿 18 (?) テレビ朝日 深沢一夫

デジタル
化（館
内）

N01-08522 テレビ 判決 決定稿 18 1963/2/12 NET 高橋玄洋
デジタル
化（館
内）

N01-02593 テレビ 判決 地面師 19 1963/2/19 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-03435 テレビ 判決 老いの孤独(仮題) 22 (?) テレビ朝日 椋露地桂子
デジタル
化（館
内）

N01-02594 テレビ 判決 納沙布岬 24 1963/3/26 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02595 テレビ 判決 遍歴 30 1963/5/8 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02596 テレビ 判決
白い粉の密に群れて（白い

粉）
33 1963/5/29 NET 深沢一夫

デジタル
化（館
内）

N01-02597 テレビ 判決 乗車拒否 [35] [1963/6/12] NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02600 テレビ 判決 夜から朝 41 1963/7/6 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02598 テレビ 判決 1963/7/26 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02602 テレビ 判決 いやされぬ傷 48 1963/9/11 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02599 テレビ 判決 いやされぬ傷 [48] [1963/9/11] NET 深沢一夫

N01-08126 テレビ 判決 55 1963/10/16 NET 生田直親
デジタル
化（館
内）

N01-02601 テレビ 判決 愛のかたち 56 1963/11/6 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02603 テレビ 判決 命うけしもの 62 1963/12/18 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02604 テレビ 判決 赤い瓦 67 1964/1/8 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02605 テレビ 判決 わかれ 74 1964/3/11 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02606 テレビ 判決 火の裡 77 1964/4/1 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02607 テレビ 判決 志野の里 83 1964/5/13 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-26645 テレビ 判決 くだかれぬ日 85 1964/5/9 NET 深沢一夫

N01-02608 テレビ 判決 ダムサイト 94 1964/7/29 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02609 テレビ 判決 酬われざる人 97 1964/8/19 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02610 テレビ 判決 生きぬく 102 1964/9/23 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）
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N01-02611 テレビ 判決 夜へ赴く [109] [1964/11/11] NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02612 テレビ 判決 ひとすじ [113] [1964/12/9] NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02613 テレビ 判決 座標なく… 114 1964/12/16 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02614 テレビ 判決 鉄 119 1965/1/20 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02615 テレビ 判決 血に叛くもの 121 1965/2/3 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02616 テレビ 判決 老いた愛 127 1965/3/17 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02617 テレビ 判決 貧しき者の手に 133 1965/4/28 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02618 テレビ 判決 求めあい [137] 1965/5/26 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-11597 テレビ 判決 罠 138 1965/(?)/(?) NET 本田英郎
デジタル
化（館
内）

N01-02619 テレビ 判決 許しあえる日を 150 1965/8/25 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02620 テレビ 判決 残されたきず 156 1965/9/26 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02621 テレビ 判決 えぐられた土地 159 1965/10/18 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02622 テレビ 判決 失われた過去へ 164 1965/12/1 NET 本田英郎
デジタル
化（館
内）

N01-02623 テレビ 判決 ニセ医者 170 1966/1/12 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02624 テレビ 判決 ニセ医者 170 1966/1/12 NET 深沢一夫

N01-02625 テレビ 判決 あに・弟 173 1966/2/2 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02626 テレビ 判決 還れ 177 1966/3/2 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02627 テレビ 判決 ねがい 188 1966/5/18 NET 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-02628 テレビ 判決 息子の反逆　受験戦争 決定稿 1978/(?)/(?) テレビ朝日 深沢一夫
デジタル
化（館
内）

N01-15039 テレビ 判決 背の青い魚（後編） 決定稿 [1979/11/15] テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)
デジタル
化（館
内）

N01-15040 テレビ 判決 背の青い魚（前編） 決定稿 [1979/11/8] テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)
デジタル
化（館
内）

N01-16703 テレビ 半七捕物帳 青梅の片袖 4 [1966]/(?)/(?) TBS 八住利雄
デジタル
化（館
内）

N01-12115 テレビ 半七捕物帳 春の雪解け 最終決定稿
1971～

1972/(?)/(?)
TBS 小松君郎

N01-11238 テレビ 半七捕物帳 金の蝋燭 (?) テレビ朝日 竹内勇太郎

N01-50878 テレビ 半七捕物帳 白蝶怪
[1971/10/6～
1972/3/29]

NET 大野靖子

N01-50879 テレビ 半七捕物帳 白蝶怪 改訂稿
[1971/10/6～
1972/3/29]

NET 大野靖子

N01-50880 テレビ 半七捕物帳 白蝶怪 準備稿
[1971/10/6～
1972/3/29]

NET 大野靖子

N01-50881 テレビ 半七捕物帳 唐人飴 (?) NET 大野靖子

N01-50882 テレビ 半七捕物帳 唐人飴 (?) NET 大野靖子

N01-51414 テレビ 半七捕物帳 弁天娘 NET 大野靖子

N01-03661 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン ガラスのかけら 1960/10/27 NHK 横田弘行

N01-03676 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 二つのローソク 1 1960/10/6 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03703 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 二つのローソク 1 1960/10/6 NHK 横田弘行

N01-08813 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 王様の新しい着物 2 1960/10/13 NHK 横田弘行

N01-01625 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン うぐいすと少女 3 1960/10/20 NHK 横田弘行

N01-01627 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン うぐいすと少女 3 1960/10/20 NHK 横田弘行

N01-01628 テレビ ハンス・クリスチャン・アンデルセン ガラスのかけら 最終回 1960/10/27 NHK 横田弘行
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05121 テレビ ハンマー・キット 原始Qの秘密 (?) 沢賢介

N01-06771 ラジオ ハンメルンの笛吹き　ドイツの昔話から 1958/8/30 NHK 西澤實
デジタル
化（館
内）

N01-13107 テレビ パン屋のケンちゃん おじいちゃんのトンチ 21 1977/7/21 TBS 三宅直子

N01-13108 テレビ パン屋のケンちゃん おじいちゃんのトンチ 21 1977/7/21 TBS 三宅直子

N01-13109 テレビ パン屋のケンちゃん お母さんの勲章 22 1977/7/28 TBS 加瀬高之

N01-13110 テレビ パン屋のケンちゃん お母さんの勲章 22 1977/7/28 TBS 加瀬高之
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04674 テレビ ピアス笑劇場 黄門珍道中 39 (?)/11/28 JOKR-TV 木村重夫

N01-04675 テレビ ピアス笑劇場 ろまん泥棒 35 (?)/10/31 JOKR-TV 木村重夫

N01-04676 テレビ ピアス笑劇場 恋のガス燈 37 (?)/11/14 JOKR-TV 木村重夫
デジタル
化（館
内）

N01-04677 テレビ ピアス笑劇場 歳末狂騒曲 (?) JOKR-TV 木村重夫

N01-21934 テレビ ビートポップス テレビ・ディスコティーク・ショー 2 (?)/4/9 フジテレビ

N01-19796 テレビ ビートポップス
ファンクラブ集まれ！その①

ローリングストーンズ
105 1969/10/25 フジテレビ 田村隆、奥山侊伸

N01-23690 テレビ ひーふー美代ちゃーん (?)/10/2
東京12チャ

ンネル
塚田茂

N01-09733 テレビ ピーマン白書 決定稿 1 1980/10/4 フジテレビ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09734 テレビ ピーマン白書
戒厳令下の中学生集団結婚

式
決定稿 2 1980/10/11 フジテレビ 佐々木守

N01-09735 テレビ ピーマン白書 決定稿 5 1980/11/1 フジテレビ 佐々木守

N01-09736 テレビ ピーマン白書 決定稿 7 1980/11/15 フジテレビ 佐々木守

N01-09737 テレビ ピーマン白書 決定稿 8 1980/11/22 フジテレビ 佐々木守

N01-09738 テレビ ピーマン白書 決定稿 最終回 (?) フジテレビ 佐々木守

N01-06010 テレビ ピエロ氏の恋 1958/5/8 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-00958 テレビ 東・西家の系図 (?)/6/2
東京放送テ
レビ、朝日放

送テレビ
舘直志

N01-23130 テレビ 東と西のお友だち クリスマス大会 5 (?)/12/23 関西テレビ 駒敏郎

N01-23131 テレビ 東と西のお友だち インドネシアのお友だち 11 (?)/2/7 関西テレビ 中森清志

N01-23132 テレビ 東と西のお友だち インドネシアのお友だち 11 (?)/2/7 関西テレビ 中森清志

N01-23133 テレビ 東と西のお友だち フランスのお友だち 12 (?)/2/14 関西テレビ 中森清志

N01-23134 テレビ 東と西のお友だち ペルーのお友達 最終回 (?)/2/21 関西テレビ 中森清志

N01-07059 テレビ 東は東 島 決定稿 12 (?)/8/20 フジテレビ 松本重美

N01-07060 テレビ 東は東 天高く 決定稿 14 (?)/9/3 フジテレビ 高橋辰雄

N01-07055 テレビ 東は東 暖かいです 決定稿 35 (?)/1/28 フジテレビ 松田暢子

N01-07057 テレビ 東は東 みやぎの冬 決定稿 38 (?)/2/18 フジテレビ 松田暢子

N01-07058 テレビ 東は東 30分間の日本一周 決定稿 53 (?)/6/3 フジテレビ 津瀬宏

N01-07056 テレビ 東は東 この世はタイミング 決定稿 54 (?)/6/10 フジテレビ 津瀬宏

N01-07063 テレビ 東は東 この世はタイミング 決定稿 54 (?)/6/10 フジテレビ 津瀬宏

N01-07064 テレビ 東は東 太鼓叩けや　笛吹けや 決定稿 59 (?)/7/15 フジテレビ 松本重美

N01-07066 テレビ 東は東 ひるがえる旗は 第二稿 74 (?)/10/28 フジテレビ 保富康午

N01-07069 資料 東は東
”母と子の集い”招待者アン

ケート集
1960/(?)/(?)

N01-07061 資料 東は東 (?) フジテレビ

N01-07062 資料 東は東　番組研究No6 1961/9/(?) フジテレビ

N01-07065 資料 ”東は東”のための企画案 (?)

N01-23624 テレビ ビクター　トップ・バラエティ スキー・イン・パラダイス 準備稿 4 1968/2/23 TBS
たかたかし、河野洋、田村隆、なか

にし礼、塚田茂

N01-23913 テレビ ビクター　トップ・バラエティ 透明人間 第一稿 18 [1968]/5/31 TBS 塚田茂

N01-06934 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 253 1962/3/29 日本テレビ 新倉イワオ

N01-02939 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 256 1962/4/19 日本テレビ 新倉イワオ
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-02937 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 1962/4/26 日本テレビ 高田哲男

N01-06938 テレビ ビクター歌のパレード 第一稿 259 1962/5/10 日本テレビ 保富康午

N01-02938 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 262 1962/5/31 日本テレビ 保富康午

N01-06937 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 263 1962/6/7 日本テレビ 保富康午

N01-06936 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 268 1962/7/12 日本テレビ 保富康午

N01-06943 テレビ ビクター歌のパレード 274 1962/8/30

N01-06942 テレビ ビクター歌のパレード 281 1962/10/18

N01-06935 テレビ ビクター歌のパレード 決定稿 283 1962/11/1 日本テレビ 保富康午

N01-02726 テレビ ビクターヒットパレード 2 1964/7/12 NET 塚田茂

N01-13414 テレビ 羆嵐 準備稿 1980/11/27 日本テレビ 小川英

M054 N01-41204 ラジオ 茅蜩 1953/12/11 NHK 野崎氏治

N01-24685 テレビ ひげ 1968/12/22 TBS 窪田篤人

N01-22795 ラジオ 悲劇の英雄たち(1) 商鞅 1965/3/22 NHK 若林一郎

N01-22796 ラジオ 悲劇の英雄たち(2) ハンニバル 1965/3/23 NHK 横光晃

N01-22830 ラジオ 悲劇の英雄たち(3) 皇帝ユリアヌス [1965]/3/24 NHK 田内初義

N01-22797 ラジオ 悲劇の英雄たち(5) ヴァレンシュタイン 決定稿 1965/3/26 NHK 小川乃倫子

N01-03122 テレビ 悲劇の本質 1968/3/29 NHK

N01-01150 ラジオ 彦市ばなし (?)/2/13 ラジオ東京 木下順二
デジタル
化（館
内）

M008 N01-40195 ラジオ 日頃の心臓（赤い信号を訂正） 1956/8/10 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M035 N01-40803 ラジオ 美女と野郎ども 脱線三銃士誕生の巻(後編) 2 (?) 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-10215 テレビ 美人はいかが？ 暴力的でごめんね 1 1971/10/24 TBS 佐々木守

N01-10214 テレビ 美人はいかが？ 女なんてくそくらえ 2 1971/10/31 TBS 佐々木守

N01-10213 テレビ 美人はいかが？ なぜ妹が気になるの 3 1971/11/7 TBS 佐々木守

N01-10212 テレビ 美人はいかが？ 父のなぞなぞ 4 1971/11/14 TBS 佐々木守

N01-10211 テレビ 美人はいかが？ 初めて兄貴にシットした 5 1971/11/21 TBS 佐々木守

N01-10210 テレビ 美人はいかが？ ひどくボケた日曜日 6 1971/11/28 TBS 佐々木守

N01-10209 テレビ 美人はいかが？ ヒミツがバレた！ 7 1971/12/5 TBS 佐々木守

N01-10208 テレビ 美人はいかが？ 女じゃないヨ、妹だ！ 8 1971/12/12 TBS 佐々木守

N01-10207 テレビ 美人はいかが？ ひとりぼっちのギター 13 1972/1/16 TBS 佐々木守

N01-10206 テレビ 美人はいかが？ スキになんかならない 16 1972/2/6 TBS 佐々木守

N01-10205 テレビ 美人はいかが？ 夕日の中のデート 17 1972/2/13 TBS 佐々木守

N01-10204 テレビ 美人はいかが？ 妹はナゼ女なのだ！？ 18 1972/2/20 TBS 佐々木守

N01-10203 テレビ 美人はいかが？ マロはもらわれていく… 20 1972/3/5 TBS 佐々木守

N01-10202 テレビ 美人はいかが？ 私はみなしごだった 22 1972/3/19 TBS 佐々木守

N01-10201 テレビ 美人はいかが？ 兄妹とはナンだ！ 23 1972/3/26 TBS 佐々木守

N01-10200 テレビ 美人はいかが？ ホントのお父さん 24 1972/4/2 TBS 佐々木守

N01-10199 テレビ 美人はいかが？ マロの船出 26(終) 1972/4/16 TBS 佐々木守
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N01-04870-06 テレビ ピストル買います 5 1958/9/25 YTV 藤沢桓夫

N01-15445 テレビ 日高川 準備稿 1～3 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15446 テレビ 日高川 1～5 1967/9/18～22 TBS 津田幸夫

N01-15447 テレビ 日高川 6・7 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15111 テレビ 日高川 8～10 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15448 テレビ 日高川 8～10 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15112 テレビ 日高川 11～13 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15113 テレビ 日高川 11～13 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15449 テレビ 日高川 11～13 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15114 テレビ 日高川 14・15 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15450 テレビ 日高川 14・15 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15115 テレビ 日高川 16・17 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15451 テレビ 日高川 16・17 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15452 テレビ 日高川 18～20 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15453 テレビ 日高川 18～20 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15120 テレビ 日高川 21～25 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15454 テレビ 日高川 21～25 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15121 テレビ 日高川 26 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15122 テレビ 日高川 26～30 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15123 テレビ 日高川 改訂稿 26～30 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15455 テレビ 日高川 26～30 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15330 テレビ 日高川 30後半 [1967]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15331 テレビ 日高川 改訂稿 31 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15433 テレビ 日高川 改訂稿 31 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15144 テレビ 日高川 31～35 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15124 テレビ 日高川 31～35 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15456 テレビ 日高川 31～35 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15116 テレビ 日高川 改訂稿 32 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15434 テレビ 日高川 改訂稿 32 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15435 テレビ 日高川 改訂稿 33 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15436 テレビ 日高川 改訂稿 33 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15117 テレビ 日高川 改訂稿 34 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15437 テレビ 日高川 改訂稿 34 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15118 テレビ 日高川 改訂稿 35 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15438 テレビ 日高川 改訂稿 35 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15119 テレビ 日高川 準備稿 36 [1967]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15125 テレビ 日高川 準備稿 36 [1967]/(?)/(?) TBS
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N01-15126 テレビ 日高川 準備稿 37 [1967]/(?)/(?) TBS

N01-15439 テレビ 日高川 準備稿 37 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15127 テレビ 日高川 準備稿 38 [1967]/(?)/(?) TBS

N01-15440 テレビ 日高川 準備稿 38 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15441 テレビ 日高川 準備稿 39 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15442 テレビ 日高川 準備稿 39 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15443 テレビ 日高川 準備稿 40 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15444 テレビ 日高川 準備稿 40 1967/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-26583 テレビ 飛騨古系 1968/11/2 東海テレビ 花登筐

N01-12611 資料 飛騨古系について 1968/11/2 東海テレビ

N01-12787 テレビ 日立スペシャル 三時間ドラマ (?) 木下恵介

N01-19931 テレビ
日立ファミリーショー　キングスターパレー

ド
(?)/12/29 フジテレビ 保富康午

N01-22864 テレビ
日立ホームコンテスト 女の力をみせま

ショー
2 1966/11/5 フジテレビ 水原明人

N01-22865 テレビ
日立ホームコンテスト 女の力をみせま

ショー
年忘れ爆笑女形大会 10 1966/12/31 フジテレビ 水原明人

N01-20691 テレビ 日立ミュージックプレゼント 決定稿 1966/5/15 日本テレビ 保富康午

N01-22127 テレビ 日立ミュージックプレゼント　詩の灯 1966/6/5 日本テレビ 保富康午

N01-02519 ラジオ 飛弾の朝市 1960/2/3 NHK 岸宏子

N01-02522 ラジオ ひだのたくみ 1960/1/6 NHK 岸宏子

N01-14087 ラジオ 飛騨は雪 1965/12/5 NHK 岸宏子

N01-04088 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 1・2 1961/7/17、18 TBS 滝井純

N01-04089 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 1・2 1961/7/17、18 TBS 滝井純

N01-04090 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 1・2 1961/7/17、18 TBS 滝井純

N01-04087 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 3・4 1961/7/19、20 TBS 滝井純、小川信夫

N01-04086 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 5・6 1961/7/21、22 TBS 小川信夫、滝井純

N01-04085 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 7・8 1961/7/24、25 TBS ふじたあさや、滝井純

N01-04084 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 9・10 1961/7/26、27 TBS ふじたあさや、安田多苗

N01-03948 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 11・12 1961/7/28、29 TBS 小川信夫、滝井純

N01-03949 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 13・14 1961/7/31、8/1 TBS ふじたあさや、安田多苗

N01-03950 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 15・16 1961/8/2、3 TBS 安田多苗

N01-03951 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 17・18 1961/8/4、5 TBS 小川信夫、ふじたあさや

N01-03952 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 18・19 1961/8/5、7 TBS 小川信夫、滝井純

N01-04054 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 20・21 1961/8/8、9 TBS 安田多苗、小川信夫

N01-04053 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 22・23 1961/8/10、11 TBS 滝井純

N01-04052 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 26・27 1961/8/15、16 TBS ふじたあさや、安田多苗

N01-04051 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 28・29 1961/8/17、18 TBS ふじたあさや、安田多苗

N01-04050 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 30・31 1961/8/19、21 TBS 滝井純

N01-04031 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 32・33 1961/8/22、23 TBS 小川信夫、滝井純



「ひ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04030 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 34・35 [1961]/8/24、25 TBS ふじたあさや

N01-04029 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 36・37 1961/8/26、28 TBS 安田多苗

N01-04055 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 38・39 1961/8/29、30 TBS 滝井純

N01-04056 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 40・41 1961/8/31、9/1 TBS 安田多苗、小川信夫

N01-04039 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 42・43 1961/9/2、4 TBS 小川信夫、安田多苗

N01-04038 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 44・45 1961/9/5、6 TBS 小川信夫

N01-04037 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 46・47 1961/9/7、8 TBS 滝井純

N01-04036 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 48・49 1961/9/9、11 TBS ふじたあさや、安田多苗

N01-04043 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 50・51 1961/9/12、13 TBS 安田多苗

N01-04042 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 52・53 1961/9/14、15 TBS 滝井純、高橋克雄

N01-04041 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 54・55 1961/9/16、18 TBS 安田多苗

N01-04040 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 56・57 1961/9/19、20 TBS 高橋克雄、安田多苗

N01-04035 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 58・59 1961/9/21、22 TBS 安田多苗

N01-04034 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 60・61 [1961]/9/23、25 TBS ふじたあさや、佐々木陽子

N01-04033 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 62・63 1961/9/26、27 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-04032 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 64・65 1961/9/28、29 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03897 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 66・67 1961/9/30、10/2 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03898 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 68・69 1961/10/3、4 TBS 滝井純

N01-03899 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 70・71 1961/10/5、6 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03900 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 72・73 1961/10/7、9 TBS 小川陽子、高橋克雄

N01-03901 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 74・75 1961/10/10、11 TBS 安田多苗、小川信夫

N01-03902 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 76・77 1961/10/12、13 TBS 高橋克雄

N01-03903 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 78・79 1961/10/14、16 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-03904 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 80・81 1961/10/17、18 TBS 安田多苗

N01-03920 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 82・83 1961/10/19、20 TBS 高橋克雄、小川信夫

N01-03921 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 84・85 1961/10/21、23 TBS 佐々木陽子、高橋克雄

N01-03923 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 86・87 1961/10/24、25 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03924 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 88・91 1961/10/26、30 TBS 高橋克雄

N01-03925 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 89・90 1961/10/27、28 TBS 高橋克雄

N01-03926 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 92・93
1961/10/31、

11/1
TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03927 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 94・95 1961/11/2、3 TBS 安田多苗

N01-03928 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 96・97 1961/11/4、6 TBS 佐々木陽子

N01-04066 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 98・99 1961/11/7、8 TBS 安田多苗

N01-04065 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 100・101 1961/11/9、10 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-04064 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 102・103 1961/11/11、13 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-04061 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 104・105 1961/11/14、15 TBS 佐々木陽子

N01-04083 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 106・107 1961/11/17、18 TBS のじましげこ
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N01-04081 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 108・109 1961/11/20、21 TBS 佐々木陽子、高橋克雄

N01-04080 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 110・111 1961/11/22、23 TBS 高橋克雄

N01-04079 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 112・113 1961/11/24、25 TBS のじましげこ、小川信夫

N01-04078 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 114・115 1961/11/27、28 TBS のじましげこ、佐々木陽子

N01-04077 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 116・117 1961/11/29、30 TBS 高橋克雄

N01-04076 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 118・119 1961/12/1、2 TBS 安田多苗

N01-04075 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 120・121 1961/12/4、5 TBS 佐々木陽子

N01-04074 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 122・124 1961/12/6、8 TBS 佐々木陽子

N01-04073 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 123・125 1961/12/7、9 TBS 佐々木陽子

N01-04072 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 126・127 1961/12/11、12 TBS 安田多苗

N01-04071 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 128・130 1961/12/13、15 TBS 高橋克雄

N01-04070 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 129・131 1961/12/14、16 TBS 高橋克雄

N01-04062 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 132・133 1961/12/18、19 TBS 佐々木陽子

N01-04068 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 134・135 1961/12/20、21 TBS 安田多苗

N01-04067 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 136・137 1961/12/22、23 TBS 高橋克雄

N01-03944 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 138・139 1961/12/25、26 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-03945 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 140・143 1961/12/27、30 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03946 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 141・142 1961/12/28、29 TBS 佐々木陽子

N01-03947 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 144・150 1961/1/4、11 TBS 安田多苗

N01-03905 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 145・146 1962/1/5、6 TBS 安田多苗

N01-03906 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 147 1962/1/8 TBS 安田多苗

N01-03907 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 148・149 1962/1/9、10 TBS のじましげこ

N01-03908 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 151・152 1962/1/12、13 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03909 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 153・154 1962/1/15、16 TBS 佐々木陽子

N01-03929 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 155・156 1962/1/17、18 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-03930 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 157・158 1962/1/19、20 TBS 安田多苗

N01-03922 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 159・160 1962/1/22、23 TBS のじましげこ、佐々木陽子

N01-03932 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 161・162 1962/1/24、25 TBS のじましげこ、佐々木陽子

N01-03933 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 163・164 1962/1/26、27 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03934 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 165・166 1962/1/29、30 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03935 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 167・170 1962/1/31、2/3 TBS 高橋克雄

N01-03936 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 168・169 1962/2/1、2 TBS 高橋克雄

N01-03937 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 171・172 1962/2/5、6 TBS 佐々木陽子

N01-03938 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 173・174 1961/2/7、8 TBS のじましげこ

N01-03910 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 175・176 1962/2/9、10 TBS 安田多苗

N01-03911 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 177・178 1962/2/12、13 TBS 高橋克雄

N01-03912 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 177・178 1962/2/12、13 TBS 高橋克雄
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N01-03913 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 179・180 1962/2/14、15 TBS 安田多苗

N01-03914 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 181・182 1962/2/16、17 TBS のじましげこ

N01-03915 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 181・182 1962/2/16、17 TBS のじましげこ

N01-03939 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 183・184 1962/2/19、20 TBS 佐々木陽子

N01-03940 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 185・186 1962/2/21、22 TBS 安田多苗

N01-03941 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 187・188 1962/2/23、24 TBS 高橋克雄

N01-03942 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 189・195 1962/2/26、3/5 TBS のじましげこ、安田多苗

N01-03943 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 190・191 1962/2/27、28 TBS のじましげこ

N01-04060 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 192・193 1962/3/1、2 TBS 佐々木陽子

N01-04057 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 194 1962/3/3 TBS 安田多苗

N01-04058 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 194 1962/3/3 TBS 安田多苗

N01-04059 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 194 1962/3/3 TBS 安田多苗

N01-04082 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 194 1962/3/3 TBS 安田多苗

N01-03916 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 196・197 1962/3/6、7 TBS
安田多苗、高橋克雄、佐々木陽子、

のじましげこ

N01-03917 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 198・201 1962/3/8、12 TBS 佐々木陽子

N01-03918 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 199・200 1962/3/9、10 TBS 佐々木陽子

N01-03919 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 202・203 1962/3/13、14 TBS 安田多苗

N01-03874 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 204・207 1962/3/15、19 TBS 佐々木陽子

N01-03893 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 204・207 1962/3/15、19 TBS 佐々木陽子

N01-03953 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 204・207 1962/3/15、19 TBS 佐々木陽子

N01-03931 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 205・206 1962/3/16、17 TBS 安田多苗

N01-03955 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 205・206 1962/3/16、17 TBS 安田多苗

N01-03999 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 205・206 1962/3/16、17 TBS 安田多苗

N01-03960 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 208・209 1962/3/20、21 TBS のじましげこ

N01-03967 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 208・209 1962/3/20、21 TBS のじましげこ

N01-03959 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 210・212 1962/3/22、24 TBS 佐々木陽子

N01-03884 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 211・218 1962/3/23、31 TBS のじましげこ

N01-03957 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 213・214 1962/3/26、27 TBS 安田多苗

N01-03877 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 215・216 1962/3/28、29 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-03958 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 217・220 1962/3/30、4/3 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03888 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 219・221 1962/4/2、4 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-03891 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 222・223 1962/4/5、6 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-03875 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 224・225 1962/4/7、9 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03876 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 226・229 1962/4/10、13 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03963 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 226・229 1962/4/10、13 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-04001 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 227・228 1962/4/11、12 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03980 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 230・231 1962/4/14、16 TBS のじましげこ、佐々木陽子
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N01-03964 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 232・233 1962/4/17、18 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-04023 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 232・233 1962/4/17、18 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-04004 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 234・235 1962/4/19、20 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03894 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 236・237 1962/4/21、23 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03878 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 238・239 1962/4/24、25 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-03966 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 240・241 1962/4/26、27 TBS 佐々木陽子、中野健次

N01-03889 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 242・245 1962/4/28、5/2 TBS 中野健次、安田多苗

N01-03896 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 243・244 1962/4/30、5/1 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-03965 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 243・244 1962/4/30、5/1 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-04007 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 246～251
1962/5/3～5、7

～9
TBS 佐々木陽子、安田多苗、中野健次

N01-03895 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 246・248 1962/5/3、5 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03880 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 247・251 1962/5/4、9 TBS 安田多苗、佐々木陽子

N01-03879 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 249・250 1962/5/7、8 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03973 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 252～257
1962/5/10～12、

14、15、16
TBS

安田多苗、高橋克雄、佐々木陽子、
のじましげこ

N01-03993 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 252・253 1962/5/10、11 TBS 高橋克雄

N01-03886 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 254・255 1962/5/12、14 TBS 高橋克雄

N01-03971 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 256・257 1962/5/15、16 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-04020 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 258・259 1962/5/17、18 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-04002 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 262・263 1962/5/22、23 TBS 中野健次

N01-03974 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 264～269
1962/5/24～26、

28～30
TBS

安田多苗、中野健次、高橋克雄、
佐々木陽子

N01-03890 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 264・265 1962/5/24、25 TBS 高橋克雄

N01-04021 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 266・267 1962/5/26、28 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03976 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 268・269 1962/5/29、30 TBS 佐々木陽子

N01-03977 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 268・269 1962/5/29、30 TBS 佐々木陽子

N01-03885 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 270～275
1962/5/31～

6/2、4～6
TBS

安田多苗、佐々木陽子、中野健次、
高橋克雄

N01-04026 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 270・271 1962/5/31、6/1 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-04003 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 272・273 1962/6/2、4 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03998 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 274・275 1962/6/5、6 TBS 高橋克雄

N01-04024 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 276・277 1962/6/7、8 TBS 佐々木陽子、中野健次

N01-03975 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 278・279 1962/6/9、11 TBS 中野健次、佐々木陽子

N01-04022 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 280・281 1962/6/12、13 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-03887 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 282・283 1962/6/14、15 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03954 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 284・287 1962/6/16、20 TBS 高橋克雄

N01-04000 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 285・286 1962/6/18、19 TBS 佐々木陽子

N01-03883 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 288～292 1962/6/21～27 TBS
安田多苗、中野健次、佐々木陽子、

のじましげこ

N01-04069 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 288・289 1962/6/21、22 TBS 安田多苗、中野健次

N01-04063 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 290・291 [1962]/6/23、25 TBS 佐々木陽子、のじましげこ
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N01-04015 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 292・293 1962/6/26、27 TBS 佐々木陽子、のじましげこ

N01-04014 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 294・295 1962/6/28、29 TBS 中野健次

N01-03956 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 296・297 1962/6/30、7/2 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-03892 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 298・299 1962/7/3、4 TBS 高橋克雄

N01-03882 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 300・301 [1962]/7/5、6 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-03961 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 302・303 1962/7/7、9 TBS のじましげこ、安田多苗

N01-04008 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 304・305 1962/7/10、11 TBS 中野健次、高橋克雄

N01-03881 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 306・307 [1962]/7/12、13 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-04018 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 308・309 1962/7/14、16 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-04006 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 310・311 1962/7/17、18 TBS 中野健次、高橋克雄

N01-03984 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 312・314 1962/7/19、21 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03985 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 313・317 1962/7/20、25 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03968 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 315・316 1962/7/23、24 TBS のじましげこ、中野健次

N01-03983 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 318・319 1962/7/26、27 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-03988 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 320・321 1962/7/28、30 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-04011 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 322・323
[1962]/7/31、

8/1
TBS 佐々木陽子、中野健次

N01-03982 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 324・325 1962/8/2、3 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-04028 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 326・327 1962/8/4、6 TBS 中野健次

N01-04027 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 328・329 1962/8/7、8 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-04025 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 330・331 1962/8/9、10 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03994 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 332・333 1962/8/11、13 TBS 高橋克雄

N01-03995 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 334・335 1962/8/14、15 TBS 佐々木陽子

N01-03981 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 336～340・343
1962/8/16～18、

20、21、24
TBS 中野健次、高橋克雄

N01-03996 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 336・338 1962/8/16、18 TBS 中野健次、高橋克雄

N01-03997 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 337・343 1962/8/17、24 TBS 中野健次

N01-03986 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 341・342 1962/8/22、23 TBS 安田多苗

N01-04017 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 341・342・344～347
1962/8/22、23、

25、27～29
TBS

佐々木陽子、安田多苗、高橋克雄、
のじましげこ

N01-03962 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 344・346 1962/8/25、28 TBS 高橋克雄、佐々木陽子

N01-03972 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 348・349 1962/8/30、31 TBS 安田多苗、高橋克雄

N01-03979 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 350・351 1962/9/1、3 TBS のじましげこ、佐々木陽子

N01-04019 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 352・353 1962/9/4、5 TBS 高橋克雄

N01-04016 テレビ ぴっきぃちゃん 第一稿 354～359
1962/9/6～8、10

～12
TBS

のじましげこ、中野健次、高橋克
雄、佐々木陽子、安田多苗

N01-03978 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 354・358 1962/9/6、11 TBS のじましげこ、中野健次

N01-03987 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 355・356 1962/9/7、8 TBS 高橋克雄

N01-04009 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 361・364 1962/9/14、18 TBS 安田多苗

N01-04013 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 362・365 1962/9/15、19 TBS 佐々木陽子、安田多苗

N01-03990 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 366・369 1962/9/20、24 TBS 中野健次、佐々木陽子
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N01-03991 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 370・371 1962/9/25、26 TBS 佐々木陽子

N01-04005 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 372・373 1962/9/27、28 TBS 佐々木陽子

N01-03992 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 374・375 1962/9/29、10/1 TBS 中野健次、高橋克雄

N01-03969 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 376・377 1962/10/2、3 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03970 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 376・377 1962/10/2、3 TBS 安田多苗、中野健次

N01-03989 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 378・382 1962/10/4、9 TBS 安田多苗

N01-04012 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 384・386・388
1962/10/11、

13、16
TBS 佐々木陽子、安田多苗、高橋克雄

N01-04010 テレビ ぴっきぃちゃん 決定稿 385・387・389
1962/10/12、

15、17
TBS 佐々木陽子、中野健次

N01-22131 テレビ ビッグ・スペシャル-演歌の魅力- 1980/4/8 フジテレビ 保富康午

N01-08953 ラジオ ビック・プレゼント　滅びの笛 1978/1/16
NHK第一放

送
山田正弘

N01-17922 テレビ ビッグサタデー 熱唱!石川さゆり 第一稿 28 (?)/11/5 日本テレビ

N01-17923 テレビ ビッグサタデー 涙の熱唱!石川さゆり 決定稿 28 (?)/11/5 日本テレビ

N01-21116 テレビ ビッグショー
吟遊詩人　ジョルジュ・ムスタ

キ　生きる時代
1975/5/11 NHK 保富康午

N01-21117 テレビ ビッグショー 堺正章　28才の序章 1975/5/4 NHK 大倉徹也

N01-21118 テレビ ビッグショー 小畑実　永遠のロマンチスト 1975/4/6 NHK 保富康午

N01-21119 テレビ ビッグショー
藤浦洸作品集　優しさと哀しみ

と…
1975/12/21 NHK 保富康午

N01-21120 テレビ ビッグショー
古賀政男　歌の人生劇場①青

春編②雄飛編
1976/2/22、29 NHK 保富康午

N01-21121 テレビ ビッグショー ダークダックスのロシア歌の旅 1975/3/9 NHK 保富康午

N01-21122 テレビ ビッグショー
藤浦洸作品集　優しさと哀しみ

と…
1975/12/21 NHK 保富康午

N01-21123 テレビ ビッグショー 和田弘と愉快な仲間たち 1974/8/18 NHK 保富康午

N01-21124 テレビ ビッグショー お手を拝借！　三波春夫 準備稿 1974/4/7 NHK 保富康午

N01-21125 テレビ ビッグショー
デューク・エイセス　愛のハー

モニー
1974/11/17 NHK 保富康午

N01-21126 テレビ ビッグショー
春日八郎　演歌でいこう人生

は
1974/8/11 NHK 保富康午

N01-21127 テレビ ビッグショー 島倉千代子　涙と恋と母さんと 1974/4/21 NHK 保富康午

N01-21128 テレビ ビッグショー 島倉千代子　愛と悲しみの詩 1975/6/8 NHK 保富康午

N01-21129 テレビ ビッグショー
内山田洋とクールファイブ　出

逢い・そして友情
1975/6/1 NHK 保富康午

N01-21130 テレビ ビッグショー 笑う門には　柳家小さん 1974/5/26 NHK 大西信行

N01-21131 テレビ ビッグショー 吉田正　「異国の丘」から30年 1975/5/18 NHK 保富康午

N01-21157 テレビ ビッグショー 藤田まさと　詩は心のドラマ 1975/8/10 NHK 保富康午

N01-21158 テレビ ビッグショー 淡谷のり子　歌ありて… 1975/9/21 NHK 大倉徹也

N01-21159 テレビ ビッグショー 橋幸夫　男のまわり舞台 1974/9/1 NHK 大倉徹也

N01-21160 テレビ ビッグショー 田端義夫　健在なり田端ぶし 1975/1/19 NHK 松原敏春

N01-21161 テレビ ビッグショー 沢田研二　歌のあるかぎり 1974/8/25 NHK 保富康午

N01-21162 テレビ ビッグショー 森進一　さすらいの詩 1974/11/17 NHK 保富康午

N01-21163 テレビ ビッグショー
佐良直美　わが心のクリスマ

ス
1974/12/22 NHK 保富康午

N01-21164 テレビ ビッグショー
春日八郎　演歌でいこう人生

は
1974/8/11 NHK 保富康午

N01-21165 テレビ ビッグショー 北島三郎　演歌魂 1974/10/6 NHK 松原敏春
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N01-21166 テレビ ビッグショー
田端義夫　ギターかかえて37

年
1976/5/9 NHK 松原敏春

N01-21167 テレビ ビッグショー 佐良直美　私の好きなもの 1975/12/14 NHK 保富康午

N01-21168 テレビ ビッグショー 佐良直美　私の好きなもの 1975/12/14 NHK 保富康午

N01-21169 テレビ ビッグショー
林伊佐緒　ダンスパーティー

の夜
1976/3/14 NHK 保富康午

N01-21170 テレビ ビッグショー 淡路吹雪　愛そして… 1976/3/21 NHK 岩谷時子

N01-21171 テレビ ビッグショー
服部良一　若く明るい歌声

に！
1974/7/7 NHK 保富康午

N01-21172 テレビ ビッグショー 都はるみ　歌は女の心だよ 1974/6/9 NHK 大倉徹也

N01-21173 テレビ ビッグショー 布施明　夜をあなたと 1975/3/30 NHK 大倉徹也

N01-21174 テレビ ビッグショー お手を拝借！　三波春夫 1974/4/7 NHK 保富康午

N01-21175 テレビ ビッグショー
服部良一　若く明るい歌声

に！
1974/7/7 NHK 保富康午

N01-21176 テレビ ビッグショー 倍賞千恵子　私の好きな夜 1975/1/12 NHK 大倉徹也

N01-21177 テレビ ビッグショー 藤山一郎　歌は涙か青春か 1975/1/5 NHK 保富康午

N01-21178 テレビ ビッグショー ハイライト 1974/11/14 NHK
広田康男、大倉徹也、杉紀彦、保富

康午

N01-21179 テレビ ビッグショー 小柳ルミ子　二十四歳の四季 1976/10/3 NHK 大倉徹也、大岩賞介

N01-21180 テレビ ビッグショー 日本の詩情～はる～ 1977/3/20 NHK 保富康午

N01-21181 テレビ ビッグショー 三波春夫　歌の夏祭り 1975/8/3 NHK 保富康午

N01-21182 テレビ ビッグショー 遠藤実　演歌人生 1975/7/6 NHK 保富康午

N01-21183 テレビ ビッグショー お手を拝借！　三波春夫 1974/4/7 NHK 保富康午

N01-21184 テレビ ビッグショー 森繁久彌　歌は語礼 1974/4/14 NHK 大倉徹也

N01-21185 テレビ ビッグショー 島倉千代子　涙と恋と母さんと 1974/4/21 NHK 保富康午

N01-21186 テレビ ビッグショー 近江俊郎　忘れじの歌声 1976/11/14 NHK 保富康午

N01-21187 テレビ ビッグショー
ブラザース・フォア　青春の日

のために
1976/11/7 NHK 大倉徹也

N01-21188 テレビ ビッグショー
朝丘雪路　ひとすじの白い道

…
1976/1/11 NHK 保富康午

N01-21189 テレビ ビッグショー ディック・ミネ　永遠の青春 1976/1/4 NHK 保富康午

N01-21190 テレビ ビッグショー
三波春夫　遥かなりわが歌の

道
1976/10/24 NHK 大倉徹也

N01-21191 テレビ ビッグショー 島倉千代子　歌、ひとすじ 1976/6/13 NHK 保富康午

N01-21192 テレビ ビッグショー 八代亜紀　いつの日も歌を 1975/11/30 NHK 大倉徹也

N01-21193 テレビ ビッグショー 日本の詩情～望郷～ 1975/11/23 NHK 保富康午

N01-21194 テレビ ビッグショー 舟木一夫　愛の絶唱 1975/11/16 NHK 保富康午

N01-21195 テレビ ビッグショー 梓みちよ　そして今は… 1975/11/2 NHK 大倉徹也

N01-21196 テレビ ビッグショー 五木ひろし　こころの旅路 1975/10/19 NHK 大倉徹也

N01-21197 テレビ ビッグショー 松尾和子　女のこころ 1975/10/5 NHK 保富康午

N01-21198 テレビ ビッグショー 日本の詩情～はる～ 1976/2/8 NHK 保富康午

N01-21199 テレビ ビッグショー
高嶺三枝子　優しく・美しく・懐

しく
1976/2/1 NHK 大倉徹也

N01-21200 テレビ ビッグショー 小林旭 1976/1/25 NHK 大倉徹也

N01-21201 テレビ ビッグショー
船村徹　演歌…ロマン、夢を

…
1975/9/28 NHK 大倉徹也

N01-21202 テレビ ビッグショー 森山良子　愛さえあれば 1975/9/14 NHK 保富康午
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N01-21203 テレビ ビッグショー
石原裕次郎　あの青春の詩―

そして今も―
1975/9/7 NHK 杉紀彦

N01-21204 テレビ ビッグショー 遠藤実　演歌の旅人 1977/6/19 NHK 保富康午

N01-21205 テレビ ビッグショー
古賀政男　歌の人生劇場①青

春編②雄飛編
1976/2/22、29 NHK 保富康午

N01-21310 テレビ ビッグショー 藤圭子　二十三歳の演歌 1974/12/1 NHK 大倉徹也

N01-21311 テレビ ビッグショー
水前寺清子　人生いっぽん

どっこ
1974/9/29 NHK 杉紀彦

N01-21312 テレビ ビッグショー MILVA　歌う心はひとつ 1974/5/26 NHK 保富康午

N01-22170 テレビ ビッグショー 島倉千代子　歌、ひとすじ 1976/6/13 NHK 保富康午

N01-22174 テレビ ビッグショー 星野哲郎　人生の応援歌 1976/4/4 NHK 保富康午

N01-23303 テレビ ビッグショー
高峰三枝子　明日も花のよう

に
1977/5/15 NHK 大倉徹也

N01-22011 テレビ ビッグスター顔合せ 1970/6/9 フジテレビ 保富康午

N01-20935 テレビ
ビッグバラエティショウ　シャンソンと笑い

の花束
決定稿 (?) TBS 保富康午

N01-20937 テレビ
ビッグバラエティショウ　シャンソンと笑い

の花束
準備稿 (?) TBS 保富康午

N01-23633 テレビ ビッグベストテン 1 (?) フジテレビ 塚田茂、高田文夫、スタッフ東京

N01-21865 テレビ ビックリッ子大集合！ これがネッシーだ！ 32 [1975]/12/24 テレビ東京 多村映美

N01-16717 テレビ びっくり箱 スタッフ稿 1087 1977/10/9 TBS 向田邦子

N01-02945 テレビ びっくり百科
コミックコーラス　黑いアヒルた

ち
1958/5/24 岩林一郎

N01-06929 テレビ びっくり百科 9 1958/3/12 NHK ピノキオくらぶ
デジタル
化（館
内）

N01-06770 テレビ びっくり百科 54 1959/2/7 NHK ピノキオくらぶ
デジタル
化（館
内）

N01-20390 テレビ ビッグワンショー 浪花節だよ人生は 17 1972/7/26 関西テレビ 尼子成夫

N01-08113 テレビ 日付変更線　第二部 雲行（ささかね） 1960/11/20 KRT(TBS)
デジタル
化（館
内）

N01-01901 テレビ 引越し屋 1961/4/29 NET 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15296 テレビ 必殺・仕掛人 四本指の謎 準備稿
1972～

1973/(?)/(?)
朝日放送 津田幸夫

N01-15140 テレビ 必殺仕掛人 27 1973/(?)/(?) 朝日放送 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-05164 テレビ ヒット・エンド・ラン！ 1960/6/14 フジテレビ 樫原一郎

N01-19965 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲！ 決定稿 1 (?)/2/24 TBS 保富康午、たかたかし

N01-19916 テレビ ヒット歌謡NO.1 改訂稿 14 (?)/9/9 TBS たかたかし

N01-21390 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 16 (?)/9/30 TBS たかたかし

N01-21389 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 17 (?)/10/7 TBS 保富康午

N01-21388 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 18 (?)/10/14 TBS 保富康午

N01-21391 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 18 (?)/6/2 TBS 保富康午

N01-21404 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 19 (?)/10/21 TBS 保富康午

N01-21808 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 20 (?)/10/28 TBS 保富康午

N01-21552 テレビ ヒット歌謡NO.1 改訂稿 21 (?)/11/4 TBS 保富康午

N01-21403 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 22 (?)/11/11 TBS 保富康午

N01-21402 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 23 (?)/11/18 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21401 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 25 (?)/12/2 TBS 保富康午

N01-21545 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 25 (?)/12/2 TBS 保富康午
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N01-22058 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 26 1970/12/9 TBS 保富康午

N01-19883 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 27 (?)/[12/16] TBS 保富康午

N01-19866 テレビ ヒット歌謡NO.1 決定稿 28 (?)/12/23 TBS 保富康午

N01-22057 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 29 1970/12/30 TBS 保富康午

N01-22082 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 30 1970/12/30 TBS 保富康午

N01-21400 テレビ ヒット歌謡NO.1
体を張った歌謡曲！（体を張

るとは何か！）
準備稿 34 (?)/2/3 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21351 テレビ ヒット歌謡NO.1　－体を張った歌謡曲！－ （体を張るとは何か！） 準備稿 34 (?)/2/3 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21807 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲！ 準備稿 35 (?)/2/10 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21398 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲 決定稿 38 (?)/3/3 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21397 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲 準備稿 39 (?)/3/10 TBS 保富康午、たかたかし

N01-20189 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲 準備稿 40 (?)/[3/17] TBS たかたかし、保富康午、林圭一

N01-21396 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲 準備稿 40 (?)/3/17 TBS 林圭一、保富康午、たかたかし

N01-21395 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲 改訂稿 42 (?)/3/31 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21393 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 43 (?)/4/21 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21394 テレビ ヒット歌謡NO.1 体を張った歌謡曲 準備稿 43 (?)/4/7 TBS 保富康午、たかたかし

N01-21399 テレビ ヒット歌謡NO.1 改訂稿 46 (?)/5/12 TBS 林圭一、保富康午、たかたかし

N01-21392 テレビ ヒット歌謡NO.1 準備稿 47 (?)/5/19 TBS 林圭一、保富康午、たかたかし

N01-22081 資料 ”ヒット歌謡NO.1”後企画 (?)

N01-23677 テレビ ヒットキットショウ 91 1960/12/25 フジテレビ 塚田茂

N01-23678 テレビ ヒット曲登場 20～ 1966/8/18 フジテレビ 塚田茂

N01-23679 テレビ ヒット曲登場 1～ 1967/4/6 フジテレビ 塚田茂

N01-24135 ラジオ ピッポピッポボンボン おはなし 1979/1/20 NHK 旗ひさし

N01-24728 ラジオ ピッポピッポボンボン あったかいな 1979/1/27 NHK 旗ひさし

N01-00398 資料 ヒデちゃん(仮題) (?) 内村直也

N01-09696 ラジオ 秀吉の首 1964/9/6 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-51131 資料 人(16回以後あらすじ) (?) 茂木草介

N01-51130 資料 人(4～5月あらすじ) (?) 茂木草介

N01-12616 テレビ 人斬り [1967/7/6] NHK 深沢幸男

N01-16702 テレビ 人斬り伊太郎 [1972]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
鈴木兵吾

N01-08464 テレビ 人知れずこそ(仮題) 11 (?) フジテレビ

N01-08470 テレビ 人知れずこそ(仮題) 改訂稿 1～10 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-07920 テレビ 一坪の空 決定稿 1962/11/20 関西テレビ 土井行夫

N01-00401 ラジオ 人と人との間 [1962/5/28] 内村直也

N01-20991 テレビ 人に歴史あり 決定稿 352 (?)/2/21 テレビ東京 佐良順

N01-23003 テレビ 人に歴史あり 北条秀司―演劇界の王将― 577 (?)/6/20 テレビ東京 千葉茂樹

N01-09854 テレビ 人はそれをスキャンダルという 12 1979/2/6 TBS 佐々木守

N01-09853 テレビ 人はそれをスキャンダルという 子別れ船 撮影台本 13 1979/2/20 TBS 佐々木守
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N01-09852 テレビ 人はそれをスキャンダルという この幼い命 14 1979/2/27 TBS 佐々木守

N01-09851 テレビ 人はそれをスキャンダルという 改訂稿 15 1979/3/6 TBS 佐々木守

N01-09850 テレビ 人はそれをスキャンダルという 夕風のさよなら 16 1979/3/13 TBS 佐々木守

N01-09849 テレビ 人はそれをスキャンダルという 幼いさすらい 17 1979/3/20 TBS 佐々木守

N01-09848 テレビ 人はそれをスキャンダルという 19 1979/4/3 TBS 佐々木守

N01-09847 テレビ 人はそれをスキャンダルという 20 1979/4/10 TBS 佐々木守

N01-09846 テレビ 人はそれをスキャンダルという 21 1979/4/17 TBS 佐々木守

N01-07940 テレビ ひとびとの葬送 1964/11/13 TBS 生田直親

N01-13349 テレビ 人吉隊始末 1967/11/2 NHK 滝口康彦

N01-07925 テレビ ひとりぼっち 1962/11/29 [日本テレビ] 西島大、伊奈洸

M019 N01-40464 ラジオ ひとりぼっちの悪魔 1954/2/6
NHK大阪中
央放送局

石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

平026A N01-45192 ラジオ ひとりぼっちの悪魔　一幕 1948/9/25
NHK大阪中
央放送局

石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40466 ラジオ ひとりぼっちの王さま 1955/2/(?) 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-15828 テレビ ひとり娘 決定稿 1054 1977/2/20 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-16024 テレビ ひとり娘 スタッフ稿 1054 1977/2/20 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-16025 テレビ ひとり娘 スタッフ稿 1054 1977/2/20 TBS 山田洋次、高橋正圀
デジタル
化（館
内）

N01-13203 テレビ 陽のあたる場所（仮題） 改訂稿 (?) フジテレビ 土屋斗紀雄

N01-50161 テレビ 火の記憶 1978/10/(?) NHK 大野靖子

N01-24566 テレビ 火の国の女 高群逸枝伝 決定稿 (?)/3/13 TBS 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-12236 ラジオ 火の鳥 6～10 (?)/5/29～6/2
ニッポン放

送
藤川桂介

デジタル
化（館
内）

N01-17634 テレビ ビバ・シネマ！青春を配達した女 改訂稿 [1980]/4/18 TBS 池田一朗、岡田光治

N01-05211 テレビ 日は沈まず 13 1962/1/5 NHK 小幡欣治
デジタル
化（館
内）

N01-05505 ラジオ 日は高く空にあり　第二部 1962/8/12 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

M053 N01-41187 ラジオ 雲雀 1936/4/9 JOAK 堀江林之助
デジタル
化（館
内）

N01-20426 テレビ
ひばり！新しい魅力のすべて！！～マ

チャアキと4人のボーイフレンド～
1972/3/9 フジテレビ 保富康午

N01-22103 テレビ ひばり芸能生活二十年　歌は我がいのち 準備稿 4 (?) フジテレビ

N01-21425 テレビ ひばり絶唱！古賀政男・故郷に帰る 第10回古賀賞入選曲発表 (?) TBS 保富康午、太田イサム

N01-22163 テレビ ひばり絶唱！古賀政男・故郷に帰る 決定稿 [1977]/6/11 TBS 保富康午、太田イサム

N01-19924 テレビ
ひばり誕生日に歌う！！今日涙して明日

又笑をうぞ！！
1977/5/29 テレビ東京 保富康午

N01-17782 テレビ ひばりと共に日本は歩んだ (?)/1/1 朝日放送 佐々木守

N01-17783 テレビ ひばりと共に日本は歩んだ (?)/1/1 朝日放送 佐々木守

M058 N01-41288 ラジオ ひばりは歌う 山彦物語 6 1960/(?)/(?)
ニッポン放

送
寺島信夫

N01-21483 テレビ ひばりはひばり ひばりは踊る… (?)
NETテレビ

(テレビ朝日)
加藤喜美枝

N01-21484 テレビ ひばりはひばり ひばりの流し (?)
NETテレビ

(テレビ朝日)
中村メイコ

N01-21485 テレビ ひばりはひばり シャープと共に… (?)
NETテレビ

(テレビ朝日)
中村メイコ

N01-21486 テレビ ひばりはひばり その時ひばりは (?)
NETテレビ

(テレビ朝日)
加藤喜美枝

N01-21487 テレビ ひばりはひばり 百年の足あとを (?)
NETテレビ

(テレビ朝日)
阿久悠

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104212
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104212
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104212
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104212
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N01-07914 テレビ 日々の平安 1962/11/11
中部日本放

送
水木洋子

N01-15513 テレビ 美貌の影 [1967]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15012 テレビ 美貌の影 1～5 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15009 テレビ 美貌の影 6～10 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15008 テレビ 美貌の影 11～15 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15011 テレビ 美貌の影 11～15 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15070 テレビ 美貌の影 21～25 1967/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15514 テレビ 美貌の影 26～30 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15515 テレビ 美貌の影 31～35 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15037 テレビ 美貌の影 36～40 (?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15013 テレビ 美貌の影 41～45 [1967]/(?)/(?)
よみうりテレ

ビ
津田幸夫

N01-15072 テレビ 美貌の影 46～50 1967/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15025 テレビ 美貌の影 51～53 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15105 テレビ 美貌の影 56～60 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15057 テレビ 美貌の影 61～65 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15058 テレビ 美貌の影 66～70 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15059 テレビ 美貌の影 71～75 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15060 テレビ 美貌の影 76～80 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15061 テレビ 美貌の影 81～85 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15071 テレビ 美貌の影 86～90 1967/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15062 テレビ 美貌の影 91～95 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15063 テレビ 美貌の影 96～100 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15064 テレビ 美貌の影 101～105 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15065 テレビ 美貌の影 106～110 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15066 テレビ 美貌の影 111～115 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15067 テレビ 美貌の影 116～120 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15068 テレビ 美貌の影 121～125 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15106 テレビ 美貌の影 126～130 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-11760 テレビ ひまわりの道 7 1976/11/29 日本テレビ 楠田芳子

N01-11761 テレビ ひまわりの道 8 1976/12/6 日本テレビ 楠田芳子

N01-11762 テレビ ひまわりの道 12 1977/1/3 日本テレビ 楠田芳子

N01-11763 テレビ ひまわりの道 16 1977/1/31 日本テレビ 楠田芳子

N01-11764 テレビ ひまわりの道 17 1977/2/7 日本テレビ 楠田芳子

N01-10803 ラジオ 秘密 1977/10/1 NHK-FM 梅本重信

N01-10804 ラジオ 秘密 1977/10/1 NHK-FM 梅本重信

N01-18042 ラジオ 秘密 1977/10/1 NHK-FM 梅本重信

N01-17085 テレビ 秘密 決定稿 1 [1975/3/31] NET 深沢一夫
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N01-17086 テレビ 秘密 決定稿 2 [1975]/(?)/(?) NET 深沢一夫

N01-17087 テレビ 秘密 決定稿 3 [1975]/(?)/(?) NET 深沢一夫

N01-17088 テレビ 秘密 決定稿 3 [1975]/(?)/(?) NET 深沢一夫

N01-17089 テレビ 秘密 決定稿 最終回 1975/4/21 NET 深沢一夫

N01-17090 テレビ 秘密 決定稿 最終回 1975/4/21 NET 深沢一夫

N01-08874 テレビ 秘密指令883 はるかなる故郷 5 (?) フジテレビ 佐々木守

M034 N01-40790 ラジオ 姫君と足軽 1955/7/28 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-02582 テレビ 日めくり 1964/2/11 NHK 岸宏子

N01-14023 ラジオ 姫と鬼と 1966/7/9 NHK 岸宏子

M054 N01-41191 ラジオ 日も月も 3 1953/10/3 NHK
デジタル
化（館
内）

M054 N01-41201 ラジオ 日も月も 27(終) 1953/10/31 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-00056 テレビ 百円で結婚しましょう(仮題) 準備稿 215 1960/1/15 TBS 光畑碩郎

N01-09845 ラジオ 百人一首の謎 1979/1/1 TBS 佐々木守

N01-10137 テレビ 百人一首の謎 織田正吉 絢爛たる暗号より 1979/1/1 TBS 佐々木守

N01-20406 テレビ 百年の歌声 第一稿 1968/1/1 NHK 保富康午

N01-20413 テレビ 百年の歌声 第一稿 1968/1/1 NHK 保富康午

N01-07127 テレビ 百万ドル歌謡曲大会　第三部 [1962]/12/31 フジテレビ 塚田茂

N01-21812 テレビ 百万枚突破歌手大集合 お富さんから個人授業まで 決定稿 (?)/4/7 TBS 保富康午

N01-21137 テレビ 百万枚突破歌手大集合！ お富さんから個人授業まで 準備稿 (?)/4/7 TBS 保富康午

N01-21774 テレビ
百万枚突破歌手大集合！～お富さんから

個人授業まで～
第2稿 (?)/4/7 TBS 保富康午

N01-04816 テレビ 百米道路 1961/11/11 NHK 開高健、角谷定夫、内田栄一、ほか

N01-06581 テレビ 白夜 1961/3/9 NHK

N01-05284 テレビ 白虎 稲妻 15 [1979]/(?)/(?) 日本テレビ 新井豊

N01-08328 テレビ ひやみず作戦 決定稿 1964/(?)/(?) 日本テレビ 林秀彦
デジタル
化（館
内）

N01-05504 ラジオ 病院船高砂丸 久米利郎・余生随想より 1962/8/4 NHK 野上彰
デジタル
化（館
内）

N01-24597 ラジオ 病院のある風景 1970/(?)/(?) NHK 別役実

N01-01009 テレビ 表紙なし (?)

N01-02930 ラジオ 表紙なし (?)

N01-11068 テレビ ひょうたん通り 1 (?)
よみうりテレ

ビ
水木洋子

N01-11069 テレビ ひょうたん通り 13 (?)
よみうりテレ

ビ
水木洋子

N01-24395 テレビ 標的 報復の宴 決定稿 1 1979/2/4 関西テレビ 宮川一郎

N01-24396 テレビ 標的 ライフルに涙! 決定稿 2 1979/2/11 関西テレビ 宮川一郎

N01-24397 テレビ 標的 決定稿 3 1979/2/18 関西テレビ 宮川一郎

N01-24398 テレビ 標的 決定稿 4 1979/2/25 関西テレビ 宮川一郎

N01-24399 テレビ 標的 決定稿 5 1979/3/4 関西テレビ 宮川一郎

N01-24400 テレビ 標的 決定稿 6 1979/3/11 関西テレビ 宮川一郎

N01-24401 テレビ 標的 決定稿 7 1979/3/18 関西テレビ 宮川一郎
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N01-24402 テレビ 標的 決定稿 最終回 1979/3/25 関西テレビ 宮川一郎

N01-17179 ラジオ 漂流 1980/11/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17180 ラジオ 漂流 [1980/11/23]
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-18073 テレビ ひらけ！ポンキッキ 準・決定稿 (?) フジテレビ 野村六助

N01-16704 テレビ ビルダナショー (?) 高島千世子

N01-50883 テレビ 昼と夜の巡礼 1 [1971]/1/8 フジテレビ 大野靖子

N01-20593 テレビ ひるの歌謡曲 美空ひばりショー 1969/9/16 NHK

M027 N01-40625 テレビ ビルの谷間 1958/11/30
大阪テレビ

放送
依田義賢

デジタル
化（館
内）

N01-21764 テレビ ひるのプレゼント ひばりと映画 1971/2/23 NHK 水根重光

N01-21767 テレビ ひるのプレゼント
ひばりの五日間―③ひばりと

作詩・作曲家
1971/2/24 NHK 保富康午

N01-21768 テレビ ひるのプレゼント ふるさと拝見～金沢の巻～ 1971/5/5 NHK

N01-21760 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン
グ～映画主題歌 その1～

1971/5/10 NHK 保富康午

N01-21758 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン
グ～映画主題歌 その2～

1971/5/11 NHK 保富康午

N01-20364 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン
グ④～来日歌手ヒット・ソング

～
4 1971/5/13 NHK 保富康午

N01-21757 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン
グ～ディック・ミネと共に～

1971/5/14 NHK 保富康午

N01-21816 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン

グ～リズム今昔～
1971/5/12 NHK 保富康午

N01-21763 テレビ ひるのプレゼント 美智也の民謡スタジオ⑤ 1972/1/14 NHK 杉紀彦

N01-21759 テレビ ひるのプレゼント バラエティ～冬～③ 1972/1/19 NHK たなべまもる

N01-21762 テレビ ひるのプレゼント
ミニ・リサイタルの五日間 植木

等ショー
1972/1/25 NHK 保富康午

N01-21761 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン

グ
1972/4/3 NHK 保富康午

N01-21766 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン

グ②
1972/4/4 NHK 保富康午

N01-20516 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン

グ③
3 1972/4/5 NHK 保富康午

N01-20515 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン

グ④
4 1972/4/6 NHK 保富康午

N01-21765 テレビ ひるのプレゼント
楽し!なつかし!ポピュラーソン

グ⑤
1972/4/7 NHK 保富康午

N01-20514 テレビ ひるのプレゼント お笑い!おせんにキヤラメル⑤ 5 1973/5/18 NHK 大西信行、三田純一

N01-20517 テレビ ひるのプレゼント 1973/6/25 NHK 山崎博史

N01-21336 テレビ ひるのプレゼント 私と映画音楽 4 1973/7/5 NHK 保富康午

N01-21335 テレビ ひるのプレゼント 私と映画音楽 5 1973/7/6 NHK 保富康午

N01-20519 テレビ ひるのプレゼント 私と映画音楽① 1 1973/7/2 NHK 保富康午

N01-20518 テレビ ひるのプレゼント 私と映画音楽② 2 1973/7/3 NHK 保富康午

N01-20448 テレビ ひるのプレゼント 私と映画音楽③ 1973/7/4 NHK 保富康午

N01-21334 テレビ ひるのプレゼント
歌謡ジョッキー 東西おしゃべ

りレディー大集合
1973/11/5 NHK 東龍男

N01-20427 テレビ ひるのプレゼント 思い出のヒット・メロディー 1 1973/12/17 NHK 保富康午

N01-21333 テレビ ひるのプレゼント
思い出のヒット・メロディー

コーラス
1973/12/19 NHK 保富康午

N01-20521 テレビ ひるのプレゼント
思い出のヒット・メロディー　ス

タンダード・ジャズとラテン
4 1973/12/20 NHK 保富康午

N01-20520 テレビ ひるのプレゼント
思い出のヒット・メロディー　タ

ンゴとシャンソン
5 1973/12/21 NHK 保富康午

N01-22105 テレビ ひるのプレゼント
思い出のヒット・メロディー　コ

ンボでジャズを！
2 1973/12/18 NHK 保富康午
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N01-23004 テレビ ひるのプレゼント
わたしの愛唱歌　三田佳子さ

んの日
1 1975/5/26 NHK 東龍男

N01-23307 テレビ ひるのプレゼント 歌の花便り 1976/3/22 NHK 杉紀彦

N01-23308 テレビ ひるのプレゼント ファミリークリスマス 1978/12/21 NHK 杉紀彦

M012 N01-40302 ラジオ 悲恋 1958/(?)/(?)
中部日本放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

M012 N01-40303 ラジオ 悲恋 1958/2/21
中部日本放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-02054 テレビ 悲恋無情 決定稿 1963/11/13 NHK 津田幸夫

M030 N01-40687 ラジオ ヒロシマの霧 [1958/3/22] 朝日放送 梶山季之

M030 N01-40688 資料 ヒロシマの霧 [1958/3/22] 朝日放送 梶山季之

N01-07480 テレビ 拾った金魚 [1963]/7/24 TBS 奥薗守、毛利恒之
デジタル
化（館
内）

N01-24304 テレビ 枇杷の花けむる 1979/10/28 CBC 宮川一郎

N01-18280 テレビ ピンキー・カクテルPARTⅠ トライアングル 第一稿 1978/10/22 日本テレビ 奥山侊伸

N01-02713 テレビ ピンクアンドブルーショウ ミュージカル・ア・ラ・カルト 準備稿 1959/10/27 JOEX-TV 塚田茂

N01-02715 テレビ ピンクアンドブルーショウ アメリカへの招待 準備稿 1959/(?)/(?) JOEX-TV 塚田茂

N01-02714 テレビ ピンクアンドブルーショウ 帽子とロマンス 5 1959/5/3 JOEX-TV 塚田茂
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M020 N01-40504 ラジオ ファース　大福と予言者 1956/(?) NHK 三好十郎

N01-19685 テレビ ファイトの記録 斗将復活（江藤慎一選手） 1970/7/18 フジテレビ 遠藤淳

N01-19688 テレビ ファイトの記録 柔道・その兄弟 1970/5/30 フジテレビ 遠藤淳

N01-19695 テレビ ファイトの記録
よそのチームが大きく見え

まーす！
1970/4/25 フジテレビ 遠藤淳

N01-19698 テレビ ファイトの記録 柔道・その兄弟 1970/5/30 フジテレビ 遠藤淳

N01-19700 テレビ ファイトの記録 柔道・その兄弟 1970/5/30 フジテレビ 遠藤淳

N01-23590 テレビ ファミリー 123 (?)/8/13

N01-26436 テレビ ファミリー・アングル
おもちゃのマーチ、ママのおひ

ざ
65、66 (?)/6/26、7/3

N01-23591 テレビ ファミリーアングル 結婚記念日 120 (?)/7/23

N01-06220 資料 ファミリーゲーム　テレビすごろく (?)

N01-06219 テレビ ファミリーゲーム　テレビ村 7 1963/1/24 テレビ朝日 ダイヤモンドクラブ

N01-20651 テレビ ファミリーショー 1967/10/23 NHK

N01-21006 テレビ ファミリーショー 打合稿 1967/10/23 NHK

N01-21770 テレビ ファミリーショー 心の歌 打合稿 1967/5/15 NHK

N01-21857 テレビ ファミリーショー 1967/4/10 NHK

N01-21858 テレビ ファミリーショー 放送記念日特集 1967/3/20 NHK

N01-22178 テレビ ファミリーショー 職業 打合稿 1967/4/24 NHK

N01-22179 テレビ ファミリーショー ショービジネス 1967/5/1 NHK

N01-22180 テレビ ファミリーショー 旅 決定稿 1967/4/17 NHK

N01-22184 テレビ ファミリーショー 決定稿 1968/3/11 NHK

N01-22185 テレビ ファミリーショー 決定稿 1968/2/19 NHK

N01-22186 テレビ ファミリーショー 決定稿 1968/2/12 NHK

N01-22187 テレビ ファミリーショー 決定稿 1967/12/25 NHK

N01-21859 テレビ ファミリーショー 1 1967/4/3 NHK

N01-22181 テレビ ファミリーショー ファッション 6 1967/5/8 NHK

N01-22183 テレビ ファミリーショー 釣り 決定稿 9 1967/5/29 NHK

N01-22182 テレビ ファミリーショー ふるさと 決定稿 12 1967/6/19 NHK

N01-20135 テレビ ファミリーショー 笑い 決定稿 13 1967/6/26 NHK 林清

N01-22177 テレビ ファミリーショー 星 決定稿 14 1967/7/3 NHK

N01-22176 テレビ ファミリーショー 打合稿 16 1967/7/31 NHK

N01-21772 テレビ ファミリーショー 海へ山へ 決定稿 17 1967/7/31 NHK

N01-20375 テレビ ファミリーショー 決定稿 18 1967/8/7 NHK 林清

N01-21771 テレビ ファミリーショー 田盆にちなんで 決定稿 19 1967/8/14 NHK

N01-22175 テレビ ファミリーショー 味覚の秋 決定稿 23 1967/9/25 NHK

N01-21848 テレビ ファミリーショー
打合稿。改訂後

第2回分
25 1967/10/9 NHK

N01-21854 テレビ ファミリーショー 決定稿 25 1967/10/9 NHK

N01-21851 テレビ ファミリーショー 打合稿 26 1967/10/16 NHK
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N01-21855 テレビ ファミリーショー 決定稿 26 1967/10/16 NHK

N01-21849 テレビ ファミリーショー 決定稿 27 1967/10/23 NHK

N01-21856 テレビ ファミリーショー 打合稿 27 1967/10/23 NHK

N01-21769 テレビ ファミリーショー 打合稿 28 1967/10/30 NHK

N01-21850 テレビ ファミリーショー 打合稿 31 1967/11/20 NHK 保富康午

N01-21852 テレビ ファミリーショー 打合稿 31 1967/11/20 NHK 保富康午

N01-21853 テレビ ファミリーショー 打合稿 32 1967/11/27 NHK 保富康午

N01-20609 テレビ ファミリーショー 打合稿 37 1968/1/8 NHK

N01-20924 テレビ ファミリーミュージック　ハッピーマンデー
第一稿、オー
ディション用

(?) フジテレビ
保富康午、山川啓介、山元護久、月

丘真夫、関矢幸男

N01-06392 ラジオ ファンキー＆ソウル 1961/3/21 NHK 久保田二郎、保富康午

N01-23593 テレビ ファンタジー　四次元のノア 第二稿 (?) 日本テレビ
小川英、中原弓彦、山崎忠昭、井上

ひさし、城悠輔、河野洋

N01-06395 ラジオ フィオレロ 1962/1/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-21147 テレビ フィナーレ’70 1970年の出来事を振り返る 準備稿 (?) NHK 保富康午

N01-11770 テレビ フィルム・ドラマ『　』 改訂稿 (?) NHK
デジタル
化（館
内）

N01-02165 テレビ 風琴と魚の町 1961/9/23 日本テレビ 椎名利夫

N01-05380 ラジオ 風穴の対話 1963/4/2 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-11330 テレビ 風神の門 殲滅指令 10 1980/6/11 NHK 金子成人
デジタル
化（館
内）

M005 N01-40101 ラジオ 風雪 1948/3/25 NHK 古川良範
デジタル
化（館
内）

N01-02820 テレビ 風雪
今晩わ電報です　スピード来

たる（仮題）
打合稿 6 1964/(?)/(?) NHK 盛善吉

N01-02821 テレビ 風雪 郵便往来 決定稿 6 1964/5/14 NHK 盛善吉
デジタル
化（館
内）

N01-02822 テレビ 風雪 紳士の旗 11 1964/6/18 NHK 盛善吉

N01-02823 テレビ 風雪 廃刀居士　森有礼 第一稿 11 1964/6/18 NHK 盛善吉

N01-02824 テレビ 風雪 銀座古事記 14 1964/7/9 NHK 盛善吉

N01-02825 テレビ 風雪 銀座古事記 打合初稿 14 1964/7/9 NHK 盛善吉

N01-02834 テレビ 風雪 銀座古事記 14 1964/7/9 NHK 盛善吉

平生原
稿004

N01-45273 テレビ 風雪 銀座古事記 14 1964/7/9 NHK 盛善吉
デジタル
化（館
内）

N01-02826 テレビ 風雪 万機公論 22 1964/9/3 NHK 盛善吉

N01-02827 テレビ 風雪 萬機公論 検討稿 22 1964/9/3 NHK 盛善吉

N01-02828 テレビ 風雪 明治22年2月11日　憲法発布 決定稿 30 1964/11/3 NHK 盛善吉

N01-02829 テレビ 風雪 万民億民兆民 32 1964/11/19 NHK 盛善吉

N01-02830 テレビ 風雪 開拓勅語 第二稿 34 1964/12/3 NHK 盛善吉

N01-02831 テレビ 風雪 開拓勅語 34 1964/12/3 NHK 盛善吉

N01-02584 テレビ 風雪 炎の女 改訂稿 1964/12/24 NHK 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-02832 テレビ 風雪 よろず重宝　吟香と涙香 決定稿 42 1965/2/4 NHK 盛善吉

N01-10393 テレビ 風雪 金色夜叉 44 1965/2/18 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04174 テレビ 風雪 金色夜叉 1965/2/18 NHK 茂木草介

N01-04176 テレビ 風雪 金色夜叉 1965/2/18 NHK 茂木草介
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N01-04171 テレビ 風雪 1965/2/18 NHK 茂木草介

N01-04172 テレビ 風雪 1965/2/18 NHK 茂木草介

N01-04173 テレビ 風雪 1965/2/18 NHK 茂木草介

N01-02833 テレビ 風雪
敵艦見ゆ　君死にたまうこと勿

れ
51 1965/4/8 NHK 盛善吉

N01-13009 テレビ 風雪 火の国の恋 決定稿 73 1965/8/26 NHK大阪 岸宏子

M039 N01-40875 ラジオ 風雪の暦 6 1956/5/7
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40876 ラジオ 風雪の暦 54 1957/4/29
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40877 ラジオ 風雪の暦 55 1957/5/6
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40878 ラジオ 風雪の暦 56 1957/5/13
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40879 ラジオ 風雪の暦 57 1957/5/20
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40880 ラジオ 風雪の暦 58 1957/5/27
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40881 ラジオ 風雪の暦 59 1957/6/3
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40882 ラジオ 風雪の暦 60 1957/6/10
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40883 ラジオ 風雪の暦 61 1957/6/17
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40884 ラジオ 風雪の暦 62 1957/6/24
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40885 ラジオ 風雪の暦 63 1957/7/1
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40886 ラジオ 風雪の暦 64 1957/7/8
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40887 ラジオ 風雪の暦 65 1957/7/22
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40888 ラジオ 風雪の暦 67 1957/8/5
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40889 ラジオ 風雪の暦 68 1957/8/12
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40890 ラジオ 風雪の暦 69 1957/8/19
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40891 ラジオ 風雪の暦 70 1957/8/26
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40892 ラジオ 風雪の暦 71 1957/9/2
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40893 ラジオ 風雪の暦 72 1957/9/9
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40894 ラジオ 風雪の暦 73 1957/9/16
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40895 ラジオ 風雪の暦 74 1957/9/30
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40896 ラジオ 風雪の暦 75 1957/10/7
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40897 ラジオ 風雪の暦 76 1957/10/14
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40898 ラジオ 風雪の暦 77 1957/10/21
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-13722 テレビ 風前の灯 924 1974/8/25 TBS 山田太一

N01-13816 テレビ 風前の灯 924 1974/8/25 TBS 山田太一
デジタル
化（館
内）

N01-01500 テレビ 風船は何時にのぼったか 1960/5/5 NHK 横田弘行

N01-01502 テレビ 風船は何時にのぼったか 1960/5/5 NHK 横田弘行

N01-07924 テレビ 不知道 1962/11/30 HBC 山川方夫

N01-08538 ラジオ 瘋癲老人日記（放送台本の参） 1963/[5/18]
朝日放送、
東京放送

谷崎潤一郎

N01-08539 資料 瘋癲老人日記(放送台本の参) 1963/5/18
朝日放送、
東京放送

N01-50884 テレビ 風描 (?) フジテレビ 大野靖子
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N01-50885 テレビ 風描 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-13725 テレビ 夫婦 改訂稿 782 1971/12/5 TBS 平岩弓枝

N01-13850 テレビ 夫婦 782 1971/12/5 TBS 平岩弓枝

N01-13851 テレビ 夫婦 782 1971/12/5 TBS 平岩弓枝

N01-13890 テレビ 夫婦 第二稿 782 1971/12/5 TBS 平岩弓枝

N01-16012 テレビ 夫婦 スタッフ決定稿 1082 1971/12/5 TBS 平岩弓枝

N01-10448 テレビ 夫婦学校 けちんぼ人生 (?) 日本テレビ 茂木草介

N01-11895 テレビ 夫婦学校 めでたい夫婦 改訂稿 (?)/1/6 日本テレビ 北村篤子

N01-05410 ラジオ 夫婦天気図 34 1960/5/12 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-05411 ラジオ 夫婦天気図 218 1960/12/15 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-10714 テレビ 夫婦日記 たまには大立廻りを(仮題) 1973/6/9 日本テレビ 茂木草介

N01-13023 テレビ 夫婦の四季(仮題) 準備稿 1 (?) 椎名利夫

N01-13024 テレビ 夫婦の四季(仮題) 準備稿 2 (?) 椎名利夫

N01-13025 テレビ 夫婦の四季(仮題) 焼きいもの味 準備稿 3 (?) 椎名利夫、駒田博之

N01-13026 テレビ 夫婦の四季(仮題) おばあちゃんの贈り物 4 (?) 駒田博之

N01-13027 テレビ 夫婦の四季(仮題) 忘れ物の名人 5 (?) 菅野昭彦

N01-02223 テレビ 夫婦百景 逃避行夫婦 (?) NET 椎名利夫

N01-02224 テレビ 夫婦百景 現代子宝物語(仮題) (?) NET 椎名利夫

N01-02225 テレビ 夫婦百景 逃避行夫婦 (?) NET 椎名利夫

N01-02220 テレビ 夫婦百景 天使夫婦 7 [1958]/6/23 NET 椎名利夫

N01-02221 テレビ 夫婦百景 天使夫婦 7 [1958]/6/23 NET 椎名利夫

N01-02222 テレビ 夫婦百景 天使夫婦 7 [1958]/6/23 NET 椎名利夫
デジタル
化（館
内）

N01-02219 テレビ 夫婦百景 お父さんの嘘 第一稿 1959/6/22 NET 椎名利夫

N01-04384 テレビ 夫婦百景 居候と夫婦(仮題) (?) 日本テレビ 茂木草介

N01-09981 テレビ 夫婦百景 凡夫凡婦 1960/5/30 日本テレビ 茂木草介

N01-03257 テレビ 夫婦百景 失敗はしたけれど(仮題) 211 1962/5/21 日本テレビ 茂木草介

N01-04169 テレビ 夫婦百景 箱入女房 300 (?)/2/3 日本テレビ 茂木草介

N01-04214 テレビ 夫婦百景 1962/12/24 日本テレビ 茂木草介

N01-04366 テレビ 夫婦百景 養子組合 1963/10/2 日本テレビ 茂木草介

N01-05203 テレビ 夫婦百景 準備稿 1964/7/6 日本テレビ 長谷川幸延、津路喜郎、大石隆一

N01-13422 テレビ 夫婦百景 あなた横をむいてて（その六） 1967/9/6 日本テレビ 小川英

N01-16295 テレビ 夫婦百景 あなた横をむいてて　その二 改訂稿 [1967]/4/26 日本テレビ 小川英

N01-02992 テレビ 夫婦物語 1961/3/5 堀江史朗
デジタル
化（館
内）

N01-09994 テレビ 夫婦屋台 3 (?)/12/5 朝日放送 茂木草介

N01-11558 テレビ 夫婦ようそろ 決定稿 17週(81～85) [1978]/7/24～28 TBS 横光晃

N01-02355 テレビ 風来坊先生 決定稿 1964/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02356 テレビ 風来坊先生 2 1964/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫
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N01-02357 テレビ 風来坊先生 3 1964/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02358 テレビ 風来坊先生 3 1964/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02359 テレビ 風来坊先生 準備稿 4 1964/8/24 日本テレビ 椎名利夫

N01-02360 テレビ 風来坊先生 準備稿 5 1964/8/31 日本テレビ 椎名利夫

N01-02361 テレビ 風来坊先生 準備稿 6 1964/9/7 日本テレビ 椎名利夫

N01-02362 テレビ 風来坊先生 7 1964/9/14 日本テレビ 杉本彰

N01-02363 テレビ 風来坊先生 7 1964/9/14 日本テレビ 杉本彰

N01-02364 テレビ 風来坊先生 7 1964/9/14 日本テレビ 杉本彰

N01-02365 テレビ 風来坊先生 7 1964/9/14 日本テレビ 杉本彰

N01-02366 テレビ 風来坊先生 8 1964/9/21 日本テレビ 椎名利夫

N01-02367 テレビ 風来坊先生 9 1964/9/28 日本テレビ 椎名利夫

N01-02368 テレビ 風来坊先生 10 1964/9/14 日本テレビ 杉本彰

N01-02369 テレビ 風来坊先生 決定稿 11 1964/10/5 日本テレビ 杉本彰

N01-02370 テレビ 風来坊先生 決定稿 12 1964/(?)/(?) 日本テレビ 三浦大輔

N01-02371 テレビ 風来坊先生 決定稿 13 1964/(?)/(?) 日本テレビ 中村定郎

N01-02372 テレビ 風来坊先生 決定稿 13 1964/(?)/(?) 日本テレビ 中村定郎

N01-02373 テレビ 風来坊先生 決定稿 14 1964/(?)/(?) 日本テレビ 杉本彰

N01-02374 テレビ 風来坊先生 決定稿 15 1964/(?)/(?) 日本テレビ 三浦大輔

N01-02375 テレビ 風来坊先生 16 1964/(?)/(?) 日本テレビ 中村定郎

N01-02376 テレビ 風来坊先生 準備稿 17 1964/(?)/(?) 日本テレビ 杉本彰

N01-02377 テレビ 風来坊先生 18 1964/(?)/(?) 日本テレビ 三浦大輔

N01-02378 テレビ 風来坊先生 19 1964/12/21 日本テレビ 中村定郎

N01-02379 テレビ 風来坊先生 20 (?) 日本テレビ 三浦大輔

N01-02380 テレビ 風来坊先生 21 (?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02381 テレビ 風来坊先生 21
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-02382 テレビ 風来坊先生 21
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 椎名利夫

N01-02383 テレビ 風来坊先生 22
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 田代淳二

N01-02384 テレビ 風来坊先生 決定稿 25
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 渡辺臣蔵

N01-02385 テレビ 風来坊先生 26(終)
1964～

1965/(?)/(?)
日本テレビ 杉本彰

N01-00634 テレビ 風来坊の天使 VTR稿 1958/3/16 NHK 保富康午

M033 N01-40771 テレビ 風来坊の天使 第1稿 1958/3/16 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-01364 テレビ 風流あばれ奉行 第十七話　夜叉面 スタッフ稿 22 1961/3/7 TBS 横田弘行

N01-01365 テレビ 風流あばれ奉行 第十七話　夜叉面 22 1961/3/7 TBS 横田弘行

N01-01366 テレビ 風流あばれ奉行 第十七話　夜叉面 22 1961/3/7 TBS 横田弘行

N01-04557 テレビ 風流あばれ奉行 密通 第一稿 24 1961/4/25 TBS 柴英三郎

N01-04558 テレビ 風流あばれ奉行 不義 改訂稿 24 1961/4/25 TBS 柴英三郎

N01-04559 テレビ 風流あばれ奉行 不義 スタッフ決定稿 24 1961/4/25 TBS 柴英三郎
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N01-04560 テレビ 風流あばれ奉行 旅は春風 26 1961/5/9 TBS 小松君郎

N01-04561 テレビ 風流あばれ奉行 姫とそよ風 改訂稿 26 1961/5/9 TBS 小松君郎

N01-04562 テレビ 風流あばれ奉行 姫とそよ風 スタッフ決定稿 26 1961/5/9 TBS 小松君郎

N01-04563 テレビ 風流あばれ奉行 鬼 準備稿 28 1961/5/23 TBS 安田多苗

N01-04564 テレビ 風流あばれ奉行 鬼 改訂稿 28 1961/5/23 TBS 安田多苗

N01-04565 テレビ 風流あばれ奉行 鬼 決定稿 28 1961/5/23 TBS 安田多苗

N01-04566 テレビ 風流あばれ奉行 鬼 決定稿 28 1961/5/23 TBS 安田多苗
デジタル
化（館
内）

N01-13910 ラジオ 風流歌草紙 1968/6/24 岸宏子

N01-13929 ラジオ 風流歌草紙 ゆかりの月 1968/12/30 NHK 岸宏子

N01-14000 ラジオ 風流歌草紙 夏は近くに 1968/5/27 NHK 岸宏子

N01-14021 ラジオ 風流歌草紙 おぼろ夜 1967/3/13 NHK 岸宏子

N01-14042 ラジオ 風流歌草紙 若葉匂ふ 1966/4/25
大阪中央放

送局
岸宏子

N01-14043 ラジオ 風流歌草紙 秋ふかし 1967/10/30
大阪中央放

送局
岸宏子

平028 N01-45207 ラジオ 風流大学 人間の祖先は猿か？ 5 1951/(?)/(?) 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41223 ラジオ 風流大学 バナナに種があるか 6 (?) 大島得郎、牧野不二夫

平029 N01-45210 ラジオ 風流大学 瀬戸もの 7 1951/10/26 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平021 N01-45159 ラジオ 風流大学 エチケットに就いて 11 1952/6/13 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-13589 ラジオ 風流深川唄 1976/6/4 NHK 山田正弘

N01-09995 ラジオ 風鈴 1965/9/18
大阪中央放

送局
茂木草介

N01-03477 テレビ 風鈴三代記(仮題) (?) 茂木草介

N01-03478 テレビ 風鈴三代記(仮題) (?) 茂木草介

N01-15272 テレビ 風鈴捕物帖 10
1978～

1979/(?)/(?)
テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15273 テレビ 風鈴捕物帖 冬の橋（仮題） 12
1978～

1979/(?)/(?)
テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-04533 テレビ プールサイドの納涼祭典 (?)/7/17 TBS サン･アート事業部

N01-04534 テレビ プールサイドの納涼祭典 (?)/7/17 TBS サン･アート事業部

N01-04535 テレビ プールサイドの納涼祭典 (?)/7/17 TBS サン･アート事業部

N01-00502 ラジオ 風蓮湖 1961/2/27 HBC 内村直也

N01-06122 ラジオ 不運な旅館 第六話 1～6 1962/3/12～17 TBS 黒川敏郎
デジタル
化（館
内）

平003 N01-45014 ラジオ 笛吹川 1950/9/28 NHK 水沢草田夫 デジタル

N01-20460 ラジオ フォーク＆カントリー (?)/5/21、22 FM東京 嵯峨芳香、川島敏

N01-21820 テレビ フォーク・カプセル (?)/7/4～9 ラジオ関東 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-03067 ラジオ フォークカプセル

投書の詩について/男性のオ
シャレについて/女性のオシャ
レについて/興味を持った本に
ついて/ピート・シーガーにつ
いて/千円あれば―の予告

(?)/5/16～21 ラジオ関東 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-19948 テレビ
ブギウギ・ロック・ブルース　Japanポップス

60年　服部良一リズム人生
決定稿 (?)/10/17 TBS 保富康午

M030 N01-40692 ラジオ ブギウキ太平記 落城の巻 1 1953/4/7 ラジオ東京 岡田教和

M030 N01-40693 ラジオ ブギウギ太平記 花の都の巻 2 1953/4/14 ラジオ東京 岡田教和

N01-50886 テレビ 不帰の門 (?)/7/8 フジテレビ 大野靖子
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N01-50887 テレビ 不帰の門 準備稿 (?)/7/8 フジテレビ 大野靖子

N01-50888 テレビ 復讐計画完了 決定稿 1962/6/9 フジテレビ 大野靖子

N01-50889 テレビ 復讐計画完了 決定稿 1962/6/9 フジテレビ 大野靖子

N01-02732 テレビ フクロウ部隊 25 (?)/8/16 フジテレビ 塚田茂

N01-12214 ラジオ 藤岡琢也の忠臣蔵 11～15 (?)/2/23～27
ニッポン放

送
水原明人

N01-12215 ラジオ 藤岡琢也の忠臣蔵 1～5 (?)/2/9～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-12216 ラジオ 藤岡琢也の忠臣蔵 6～10 (?)/2/16～20
ニッポン放

送
水原明人

N01-12174 ラジオ 藤岡琢也の野菊の墓 (?)/1/20～31
ニッポン放

送
水原明人

N01-12243 ラジオ 藤岡琢也の吾輩は猫である 1～5 (?)
ニッポン放

送
川崎洋

N01-11740 テレビ ふしぎ犬トントン 泣き虫よわ虫本の虫 決定稿 (?) フジテレビ 高橋二三、前田陽一

N01-11751 テレビ ふしぎ犬トントン こてんぱんチャンピオン 決定稿 (?) フジテレビ 長坂秀佳

N01-11739 テレビ ふしぎ犬トントン 宇宙からきた犬 決定稿 [1] [1978/10/30] フジテレビ 高橋二三、前田陽一

N01-11741 テレビ ふしぎ犬トントン ワンちゃん大脱走 決定稿 [2] [1978/11/6] フジテレビ 雪室俊一

N01-11746 テレビ ふしぎ犬トントン 男と男の国際デート 決定稿 [6] [1978/12/4] フジテレビ 雪室俊一

N01-11747 テレビ ふしぎ犬トントン ドタバタ楽団大さわぎ 決定稿 [7] [1978/12/11] フジテレビ 長坂秀佳

N01-11742 テレビ ふしぎ犬トントン にせもの　ほんもの 決定稿 [8] [1978/12/18] フジテレビ 長坂秀佳

N01-11753 テレビ ふしぎ犬トントン タローのクリスマスプレゼント 決定稿 [9] [1978/12/25] フジテレビ 市川靖

N01-11743 テレビ ふしぎ犬トントン 青い目をしたお人形 決定稿 [10] [1979/1/8] フジテレビ 高橋二三

N01-11745 テレビ ふしぎ犬トントン わんぱく戦争どかん 決定稿 [11] [1979/1/15] フジテレビ 長坂秀佳

N01-11744 テレビ ふしぎ犬トントン カウボーイとお弁当 決定稿 [12] [1979/1/22] フジテレビ 長坂秀佳

N01-11748 テレビ ふしぎ犬トントン 愛の逆転ホームラン 決定稿 [13] [1979/1/29] フジテレビ 高橋二三

N01-11749 テレビ ふしぎ犬トントン ちょうだい！そのマイホーム 決定稿 [14] [1979/2/5] フジテレビ 雪室俊一

N01-11750 テレビ ふしぎ犬トントン 鬼さんへのプレゼント 決定稿 [15] [1979/2/12] フジテレビ 長坂秀佳

N01-11755 テレビ ふしぎ犬トントン 算数×０点＝家庭教師 決定稿 [16] [1979/2/19] フジテレビ 雪室俊一

N01-11754 テレビ ふしぎ犬トントン 忠犬ハチ公知ってるかい 決定稿 [18] [1979/3/5] フジテレビ 雪室俊一

N01-11752 テレビ ふしぎ犬トントン 赤ちゃんがいっぱい 決定稿 [19] [1979/3/12] フジテレビ 雪室俊一

N01-11756 テレビ ふしぎ犬トントン トントン大集合 決定稿 [20] [1979/3/19] フジテレビ 高橋二三

N01-11757 テレビ ふしぎ犬トントン ぼくたちのガールフレンド 決定稿 [21] [1979/3/26] フジテレビ 雪室俊一

N01-11758 テレビ ふしぎ犬トントン カミシバイの名探偵 決定稿 [22] [1979/4/16] フジテレビ 雪室俊一

N01-11759 テレビ ふしぎ犬トントン ひとり一匹春の海 決定稿 [23] [1979/4/23] フジテレビ 雪室俊一

N01-01712 テレビ 不思議なパック おすもう電車 決定稿 8 1960/5/23 NHK 富田じろ

N01-01713 テレビ 不思議なパック チャンバラ・くわばら 9 1960/5/30 NHK 富田じろ

N01-01714 テレビ 不思議なパック ドキ・ドキ・ドクター 13 1960/6/(?) NHK 富田じろ

N01-01716 テレビ 不思議なパック 地底工場 決定稿 19 1960/8/8 NHK 富田じろ

N01-03723 テレビ 不思議なパック パックの汽車 21 1960/8/22 NHK 富田じろ
デジタル
化（館
内）

N01-01711 テレビ 不思議なパック ドリームごっこ 1960/4/25 NHK 富田じろ

N01-01715 テレビ 不思議なパック アリと牛乳ビン 1960/7/11 NHK 富田じろ
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N01-04994 ラジオ ふしぎのくにのペス 1958/1/1 朝日放送 石浜恒夫

N01-19964 テレビ フジサンケイグループ広告大賞　贈賞式 8 1979/2/3 フジテレビ 保富康午

N01-19963 テレビ フジサンケイグループ広告大賞　贈賞式 9 1980/2/2 フジテレビ 保富康午

N01-10116 テレビ 富士山大爆発殺人事件 決定稿 (?) TBS 佐々木守

N01-10117 テレビ 富士山大爆発殺人事件(仮題) 準備稿 (?) TBS 佐々木守

N01-12240 ラジオ 藤田まことの山椒太夫 1～10 (?)/12/16～27
ニッポン放

送
水原明人

N01-11576 テレビ 藤田まことの兵隊漫才奮戦す（仮題） 第一稿 1 (?)/5/22 TBS 小川英

N01-06318 テレビ フジテレビ･ハイライト ちびっこのどじまん 80 (?)/7/27 フジテレビ

N01-20449 テレビ フジテレビ開局記念　世紀の祭典 1973/3/6 フジテレビ 保富康午

N01-15593 テレビ 富士に立つ影 6 [1967]/5/9 毎日放送 津田幸夫

N01-15594 テレビ 富士に立つ影 8 [1967]/5/23 毎日放送

N01-02987 ラジオ 富士に立つ影 運命の子の巻 9 (?)/12/27 ラジオ東京 西島大

N01-24404 テレビ 富士に立つ影 11 [1967]/6/13 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-15595 テレビ 富士に立つ影 13 [1967]/6/27 毎日放送 津田幸夫、宮川一郎、本山大生

N01-15596 テレビ 富士に立つ影 13 [1967]/6/27 毎日放送 津田幸夫

N01-15597 テレビ 富士に立つ影 13 [1967]/6/27 毎日放送 津田幸夫

N01-15598 テレビ 富士に立つ影 13 [1967]/6/27 毎日放送 津田幸夫

N01-15599 テレビ 富士に立つ影 いのち 14 [1967]/7/4 毎日放送 津田幸夫

N01-15600 テレビ 富士に立つ影 改訂稿 14 [1967]/7/4 毎日放送

N01-24405 テレビ 富士に立つ影 伊豆暴れ者 15 [1967]/7/11 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-24406 テレビ 富士に立つ影 上州無頼 16 [1967]/7/18 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-15601 テレビ 富士に立つ影 罠 20 [1967]/8/15 毎日放送 津田幸夫

N01-15602 テレビ 富士に立つ影 罠 20 [1967]/8/15 毎日放送 津田幸夫

N01-15603 テレビ 富士に立つ影 罠 改訂稿 20 [1967]/8/15 毎日放送 津田幸夫、浅井昭三郎

N01-24407 テレビ 富士に立つ影 深川夜話 22 [1967]/8/29 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-24408 テレビ 富士に立つ影 秋日和 23 [1967]/9/5 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-24409 テレビ 富士に立つ影 24 [1967]/9/12 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-24410 テレビ 富士に立つ影 挑戦 25 [1967]/9/19 毎日放送 宮川一郎、井上博

N01-24411 テレビ 富士に立つ影 大江戸の朝 26(終) [1967]/9/26 毎日放送 宮川一郎、井上博

平022 N01-45165 ラジオ 富士額男女繁山 1952/3/16 TBSラジオ 靑江舜二郎

N01-07877 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1～6 1961/4/3～8
ニッポン放

送
安倍徹郎

デジタル
化（館
内）

N01-07878 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 7～13 1961/4/10～15
ニッポン放

送
安倍徹郎

デジタル
化（館
内）

N01-07882 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 14～20 1961/4/17～22
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07872 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1962/1/1～6
ニッポン放

送
宇津木澄

デジタル
化（館
内）

N01-07873 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/8/28～9/2
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07874 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/5/8～13
ニッポン放

送
中山淳太朗

N01-07875 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/10/2～7
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）
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N01-07876 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/7/10～15
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07879 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07880 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/(?)/(?)
ニッポン放

送
加藤文治

デジタル
化（館
内）

N01-07881 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/12/11～16
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07883 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/4/(?)
ニッポン放

送
宇津木澄

デジタル
化（館
内）

N01-07884 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-07885 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/4/(?)
ニッポン放

送
宇津木澄

N01-07886 ラジオ 藤村有弘の 覚えてますかこの歌を 1961/(?)/(?)
ニッポン放

送
水原明人

N01-12245 ラジオ 藤村有弘の婦系図 1～5 (?)/11/18～22
ニッポン放

送
津瀬宏

デジタル
化（館
内）

N01-12241 ラジオ 藤村有弘の舞姫 1～5 (?)/7/21～8/1
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-12249 ラジオ 藤村有弘の舞姫 6～10 (?)/7/21～8/1
ニッポン放

送
水原明人

N01-05482 ラジオ 不自由な雲 この子等に光を 1961/5/7 NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-02887 ラジオ 風情歌草紙 1963/6/30 NHK 西川清之

N01-05407 ラジオ 舞台 1960/4/6 NHK 鶉野昭彦
デジタル
化（館
内）

N01-07941 テレビ ふたたび五月が…… 1964/11/14 NHK 羽仁進

N01-24431 テレビ 二ツの顔(仮題) [1969/10/11] NET 宮川一郎

N01-13405 テレビ ふたり 1968/11/14 NHK大阪 中島貞夫

N01-12802 テレビ 二人だけの儀式 1979/10/6 関西テレビ 布勢博一

N01-15056 テレビ ふたりだけの秘密 決定稿 (?) 日本テレビ 津田幸夫(津田幸於)

N01-13834 テレビ 二人だけの道 スタッフ稿 819 1972/8/20 TBS 橋田寿賀子

N01-13855 テレビ 二人だけの道 819 1972/8/20 TBS 橋田寿賀子

N01-16005 テレビ 二人だけの道 スタッフ稿 819 1972/8/20 TBS 橋田寿賀子

N01-26586 テレビ 二人だけの道 決定稿 819 1972/8/20 TBS 橋田寿賀子

N01-51388 テレビ 二人だけの道 準備稿 1973/7/1 TBS 橋田寿賀子

N01-13853 テレビ 二人だけの道　最終回 864 1973/7/1 TBS 橋田寿賀子

N01-13852 テレビ 二人だけの道　その二 スタッフ決定稿 837 1972/12/24 TBS 橋田寿賀子

N01-13854 テレビ 二人だけの道　その二 改訂稿 837 1972/12/24 TBS 橋田寿賀子

N01-16038 テレビ ふたりの愛 決定稿 1074 1977/7/10 TBS 松山善三

N01-16039 テレビ ふたりの愛 スタッフ稿 1074 1977/7/10 TBS 松山善三

N01-17620 テレビ ふたりの愛 決定稿 1074 1977/7/10 TBS 松山善三
デジタル
化（館
内）

N01-04220 ラジオ 二人の詩 (?)
ニッポン放

送
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-13880 テレビ 二人の縁 改訂稿 694 1970/3/28 TBS 橋田寿賀子

N01-13883 テレビ 二人の縁 初稿 695 1970/4/4 TBS 橋田寿賀子

N01-16052 テレビ 二人の縁 スタッフ稿 694 1970/3/29 TBS 橋田寿賀子

N01-16054 テレビ 二人の縁 改訂稿 694 1970/3/29 TBS 橋田寿賀子

N01-10596 テレビ ふたりの女 1 1979/9/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10597 テレビ ふたりの女 2 1979/9/16 NHK大阪 茂木草介
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N01-10598 テレビ ふたりの女 3 1979/9/23 NHK大阪 茂木草介

N01-10599 テレビ ふたりの女 4 1979/9/30 NHK大阪 茂木草介

N01-10600 テレビ ふたりの女 5 1979/10/7 NHK大阪 茂木草介

N01-10601 テレビ ふたりの女 6(終) 1979/10/14 NHK大阪 茂木草介

N01-13016 テレビ 二人の刑事 雨 スタッフ稿 4 [1970]/(?)/(?) [TBS] 棟明郎

N01-13015 テレビ 二人の刑事 罠 スタッフ稿 7 [1970]/(?)/(?) [TBS] 山浦弘靖

N01-51389 テレビ 二人の刑事 まきぞえ 12 (?)/8/12 TBS 岡田光治

N01-50890 テレビ 二人の刑事 白い壁 15 (?) TBS 大野靖子

N01-50891 テレビ 二人の刑事 白い壁 15 (?) TBS 大野靖子

N01-50892 テレビ 二人の刑事 白い壁 15 [1970]/9/16 TBS 大野靖子

N01-51390 テレビ 二人の刑事 白い壁 15 (?)/9/16 TBS 大野靖子

N01-10232 テレビ 二人の事件簿 1 1975/4/1 ABC 佐々木守

N01-10233 テレビ 二人の事件簿 少女架刑 2 1975/4/8 ABC 佐々木守

N01-10235 テレビ 二人の事件簿 戦後30年の逆さ吊り 7 1975/5/13 ABC 佐々木守

N01-24437 テレビ 二人の素浪人 決定稿 4 [1972/9/23] フジテレビ 宮川一郎、安西英夫

N01-13508 テレビ 二人の素浪人 [女人村の謎] 5 1972/9/30 フジテレビ 小川英

N01-15201 テレビ 二人の素浪人 謎の飾り駒 7
[1972～

1973]/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫

N01-15333 テレビ 二人の素浪人 謎の飾り駒 7 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-16711 テレビ 二人の素浪人 謎の双つぼくろ 改訂稿 8 (?) フジテレビ 津田幸夫、金田昭

N01-15343 テレビ 二人の素浪人 乱斗・地蔵の辻(仮題) 14 (?) フジテレビ 津田幸夫

N01-24453 資料 ふたりの母 1980/11/17
中部日本放

送
宮川一郎

N01-05139 テレビ 二人の胸にバラを　－交響曲新世界－ 1959/10/31 フジテレビ 広渡常敏、松本昭典

N01-11132 テレビ ふたりは夫婦 (?) フジテレビ 杉山義法

N01-11133 テレビ ふたりは夫婦 私達の叔父さん(仮題) 第一稿 (?)/10/7 フジテレビ 山田洋次

N01-11134 テレビ ふたりは夫婦 くされ縁(仮題) 決定稿 (?) フジテレビ 成澤昌茂

N01-11135 テレビ ふたりは夫婦 古都の女(仮題) 決定稿 (?) フジテレビ 中島丈博

N01-11136 テレビ ふたりは夫婦 はみだし夫婦(仮題) (?)/10/14 フジテレビ 岡本克己

N01-11137 テレビ ふたりは夫婦 七年目のお荷物(仮題) (?)/1/20 フジテレビ 才賀明

N01-11138 テレビ ふたりは夫婦 古都の女(仮題) (?) フジテレビ 中島丈博

N01-11139 テレビ ふたりは夫婦 くされ縁(仮題) 準備稿 (?) フジテレビ 成澤昌茂

N01-11140 テレビ ふたりは夫婦 手前姓名と発しましては (?) フジテレビ 若杉光夫

N01-11141 テレビ ふたりは夫婦 イサムよりよろしく 改訂稿 (?)/2/24 フジテレビ 小林俊一

N01-11142 テレビ ふたりは夫婦 ニセモノ夫婦 (?)/12/9 フジテレビ 北村篤子

N01-11143 テレビ ふたりは夫婦 妻の見合い (?)/12/16 フジテレビ ジェームス三木

N01-11144 テレビ ふたりは夫婦
奥様はギャンブルがお好き

（仮題）
(?) フジテレビ 中島丈博

N01-11145 テレビ ふたりは夫婦 仲なおり (?)/10/14 フジテレビ 北村篤子

N01-11146 テレビ ふたりは夫婦 妻の見合い (?)/12/16 フジテレビ ジェームス三木
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N01-11147 テレビ ふたりは夫婦 一本の傘(仮題) (?)/10/14 フジテレビ 岡本克己

N01-11148 テレビ ふたりは夫婦 ヤバイ伝　第1章(仮題) (?)/10/28 フジテレビ ジェームス三木

N01-11149 テレビ ふたりは夫婦 仮面 (?) フジテレビ 高林雅俊

N01-11431 テレビ ふたりは夫婦 きれた電話でこんばんは！ [1975]/2/3 フジテレビ 奥山侊伸

N01-05000 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 幼い渡り鳥 改訂稿 1 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05008 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 幼い渡り鳥 第一稿 1 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05010 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 幼い渡り鳥 第一稿 1 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05011 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 幼い渡り鳥 第一稿 1 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05012 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 幼い渡り鳥 第一稿 1 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-07700 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 幼い渡り鳥 改訂稿 1 [1963/4/21] フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05005 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― さよなら姉さん 第一稿 2 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05016 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― さよなら姉さん 第一稿 2 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05017 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― さよなら姉さん 第一稿 2 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05020 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 霧笛の港町 第一稿 3 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05027 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 霧笛の港町 改訂稿 3 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-08557 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 霧笛の港町 第一稿 3 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05007 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 二つのいのち 改訂稿 4 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05015 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 二つのいのち 第一稿 4 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05019 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 二つのいのち 第一稿 4 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05021 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 二つのいのち 第一稿 4 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-08556 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 二つのいのち 第一稿 4 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-11072 テレビ ふたりぼっち 5 1970/8/15 フジテレビ 小幡欣治

N01-05002 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 涙のラーメン 第一稿 5 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05006 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 涙のラーメン 第一稿 5 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-06243 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― ふるさとの唄 第一稿 5 [1963]/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-08555 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― ふるさとは遠い 改訂稿 5 1963/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05024 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― さすらいの渡り鳥 決定稿 7 1963/6/2 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-06606 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 決定稿 7 (?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-06241 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 大好きなラーメン 決定稿 8 1963/6/9 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-06244 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 涙のラーメン 決定稿 8 [1963]/(?)/(?) フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05026 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 思い出雲 9 1963/6/16 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05025 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 夕焼け学習帖 10 1963/6/23 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05014 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 泣くな潮風 11 1963/6/30 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-08553 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 東京へ行こうョ 15 1963/7/28 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-07699 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― コタンの灯は消えない 16 1963/8/4 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05001 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― ああ連絡船 18 1963/8/18 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05013 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 山谷の宿 19 1963/8/25 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
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N01-05028 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― きびしい掟 20 1963/9/1 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05018 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― ピンクのセーター 21 1963/9/8 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05004 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 裏町は夢がいっぱい 22 1963/9/15 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-08554 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 夕月観音 24 1963/9/29 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05003 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 星と茨の道 決定稿 25 1963/10/6 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹

N01-05009 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語― 運命の人々 26 1963/10/19 フジテレビ 保富康午、千葉茂樹
デジタル
化（館
内）

N01-05022 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語―
北海道ロケ・コ

ンテ
(?) フジテレビ

N01-05023 テレビ ふたりぼっち―こまどり姉妹物語―
北海道ロケ・コ

ンテ
(?) フジテレビ

N01-02990 ラジオ ぶたれた頬 1960/1/25 堀江史朗
デジタル
化（館
内）

N01-03217 テレビ 不断草 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-51152 資料 部長刑事 俺は言えない 1 (?)/9/6 佐川桓彦

N01-04762 テレビ 部長刑事 その妻を見張れ 11 [1958]/11/15 大阪テレビ 葉月一郎
デジタル
化（館
内）

N01-04763 テレビ 部長刑事 ドラムに消えた男（前編） 12 [1958]/11/22 大阪テレビ 佐川桓彦

N01-04764 テレビ 部長刑事 ドラムに消えた男（後編） 12 [1958]/11/29 大阪テレビ 佐川桓彦

N01-04765 テレビ 部長刑事 にいちゃんの子守唄 13 [1958]/12/6 大阪テレビ 葉月一郎

N01-04766 テレビ 部長刑事 生きていた入墨 14 [1958]/12/13 大阪テレビ 葉月一郎

N01-04767 テレビ 部長刑事 俺を殺した男 38 [1959]/5/30 大阪テレビ 若槻文三

N01-04768 テレビ 部長刑事 ピラニヤ 44 [1959]/7/11 朝日放送 若槻文三

N01-04769 テレビ 部長刑事 夜が笑っている 45 [1959]/7/18 朝日放送 葉月一郎

N01-04770 テレビ 部長刑事 二十三番目の女 46 [1959]/7/25 朝日放送 石浜恒夫

N01-04771 テレビ 部長刑事 盆おどりの夜 47 [1959]/8/1 朝日放送 若槻文三

N01-13731 テレビ 部長刑事 殺意の条件 499 [1968]/5/4 朝日放送 住吉浩

N01-13732 テレビ 部長刑事 ある青春 507 [1968]/6/29 朝日放送 住吉浩

N01-15329 テレビ 部長刑事 夜の死角 575 [1969]/10/18 朝日放送 津田幸夫

N01-15328 テレビ 部長刑事 黒の拠点 595 [1969]/3/7 朝日放送 津田幸夫

N01-13733 テレビ 部長刑事 ある女の死 改訂稿 647 [1971]/3/6 朝日放送 住吉浩

N01-09126 テレビ 部長刑事 夏の予感 711 [1972]/5/27 朝日放送 佐々木守

N01-09127 テレビ 部長刑事 グレープフルーツ・ビギン 715 [1972]/6/24 朝日放送 佐々木守

N01-09128 テレビ 部長刑事 虐殺の夏 719 [1972]/7/22 朝日放送 佐々木守

N01-09129 テレビ 部長刑事 夏の終り 723 [1972]/8/19 朝日放送 佐々木守

M021 N01-40506 ラジオ 復活 4(終) 1958/1/27 NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-03187 テレビ ぶっつけ本番 決定稿 1957/10/27
ラジオ東京

テレビ
桂一郎、赤坂長義

N01-03188 テレビ ぶっつけ本番 決定稿 1957/10/27
ラジオ東京

テレビ
桂一郎、赤坂長義

N01-03189 テレビ ぶっつけ本番 [1957/10/27] 桂一郎、赤坂長義

N01-08360 テレビ ぶっつけ本番 決定稿 1957/10/27 TBS 桂一郎、赤坂長義
デジタル
化（館
内）

M032 N01-40754 テレビ ぶっつけ本番 決定稿 (?)/10/27 桂一郎、赤坂長義
デジタル
化（館
内）

N01-09859 ラジオ フットボール鷹 1～6 1977/8/14～19 NHK 佐々木守
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M025 N01-40601 テレビ 舞踊劇　命懸色の二番目 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-03259 テレビ 踏切 1963/5/16 茂木草介

N01-04371 テレビ 踏切の目 [1963/11/29] NHK 茂木草介

N01-26420 テレビ 踏切の目 (?) NHK 茂木草介

N01-20417 テレビ 不滅のメロディ大競演
古賀政男・遠藤実・平尾昌晃・

大ヒット集
決定稿 1974/6/2 TBS 保富康午

N01-20648 テレビ
不滅のメロディ大競演～古賀政男・遠藤

実・平尾昌晃・大ヒット集～
改訂稿 1974/6/2 TBS 保富康午

N01-20663 テレビ
不滅のメロディ大競演～古賀政男・遠藤

実・平尾昌晃・大ヒット集～
準備稿 1974/6/2 TBS 保富康午

N01-21804 テレビ
不滅のメロディ大競演～古賀政男・遠藤

実・平尾昌晃・大ヒット集～
準備稿 1974/6/2 TBS 保富康午

N01-01158 テレビ 冬木心中 決定稿 (?) テレビ朝日 額田六福

N01-15765 テレビ 冬来りなば（仮題） (?) NHK 竹内日出男

N01-15766 テレビ 冬来りなば（仮題） (?) NHK 竹内日出男

N01-04993 ラジオ 冬の絵本 1～4 1961/12/25 朝日放送 石浜恒夫

N01-08347 テレビ 冬の音 決定稿 1961/12/22 日本テレビ 川崎俊祐

N01-26619 テレビ 冬の時刻表 1975/3/9 TBS 市川森一

M013 N01-40328 テレビ 冬の真珠 9 1957/2/8 日本テレビ 梅田晴夫
デジタル
化（館
内）

N01-12116 ラジオ 冬の花火 1976/7/2 NHK 朝倉賢

N01-24303 テレビ 冬の微笑　(改訂分) 1978/12/10 CBC 宮川一郎

N01-15745 テレビ 冬の桃 1 1977/4/7 NHK 早坂暁
デジタル
化（館内）

N01-15746 テレビ 冬の桃 2 1977/4/14 NHK 早坂暁

N01-15747 テレビ 冬の桃 3 1977/4/21 NHK 早坂暁

N01-15748 テレビ 冬の桃 4 1977/4/28 NHK 早坂暁

N01-15749 テレビ 冬の桃 5 1977/5/5 NHK 早坂暁

N01-15750 テレビ 冬の桃 6 1977/5/12 NHK 早坂暁

N01-15751 テレビ 冬の桃 7(終) 1977/5/19 NHK 早坂暁

N01-02417 ラジオ 冬の宿 1954/11/1
ニッポン放

送
大佛次郎

デジタル
化（館
内）

N01-02524 ラジオ 冬の夜話 おくにの重宝 6 1960/1/20 NHK 岸宏子

N01-02542 ラジオ 冬の夜ばなし おくにの重宝 改訂稿 1960/12/14 NHK 岸宏子

N01-02543 ラジオ 冬の夜ばなし おくにの重宝 1960/12/14 NHK 岸宏子

N01-05408 ラジオ 舞踊曲　ヘトルーシュカ（一） 1960/4/7 NHK 鈴木松子

M062 N01-41339 テレビ 舞踊詩劇　おやゆび姫 1955/4/2 ラジオ東京 並河亮
デジタル
化（館
内）

N01-06909 テレビ 舞踊なぞなぞばなし（花の巻） 1964/1/3 フジテレビ
デジタル
化（館
内）

N01-00022 テレビ 不用の紳士 (?)

M059 N01-41300 テレビ 無頼漢大名　世直し善左 1958/4/13 JOKR-TV 尾崎倉三

N01-01125 テレビ フラスコの中のモルモット 1960/5/29 ラジオ東京 藤田敏雄

N01-15250 テレビ ブラックチェンバー 殺人への招待 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-15350 テレビ ブラックチェンバー 白昼の暗殺者 1969/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫

N01-24021 ラジオ フランキー・バイブル
オーディション

用
(?)

ニッポン放
送

岡本克己

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104232
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104232
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104232
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104232
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N01-24022 ラジオ フランキー・バイブル 人生いかに生きるべきか (?) 神吉拓郎

N01-22948 テレビ
フランキー・モレシャンのまじめなまじめな

ゼミナール
ニッポン・エネルギー事情 (?)/2/11

CBC(中部日
本放送)

水原明人

N01-22972 テレビ
フランキー・モレシャンのまじめなまじめな

ゼミナール
ニッポン・エネルギー事情 (?)/2/11

CBC(中部日
本放送)

水原明人

M025 N01-40603 ラジオ フランキー占い (?)/7/2 文化放送 おらくる道人

N01-01034 ラジオ フランキー劇場 カチカチ山 1959/2/6 文化放送 矢代静一

N01-09493 テレビ フランキー堺の男性諸君 男はなぜに民宿に憧れるか (?)/9/1～5 TBS 佐々木守

N01-09494 テレビ フランキー堺の男性諸君
男はなぜロードマップが嫌い

か
(?)/10/13～17 TBS 佐々木守

N01-09514 テレビ フランキー堺の男性諸君
男はなぜウーマンリブが好き

か
(?)/11/5～7 TBS 佐々木守

N01-09515 テレビ フランキー堺の男性諸君 男はなぜポリドールに弱いか (?)/11/3～4 TBS 佐々木守

N01-09516 テレビ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ師走にあはれを感じ

るか
(?)/12/15～19 TBS 佐々木守

N01-09517 テレビ フランキー堺の男性諸君 男はなぜ暴力とエロを好むか (?)/2/16～20 TBS 佐々木守

N01-09518 テレビ フランキー堺の男性諸君 男はなぜ初物にあこがれるか (?)/1/7～9 TBS 佐々木守

N01-09519 テレビ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ卒業式シーズンが好

きか
(?)/3/1～5 TBS 佐々木守

N01-09520 テレビ フランキー堺の男性諸君 男はなぜ忍耐するか (?)/3/8～10 TBS 佐々木守

N01-09521 テレビ フランキー堺の男性諸君 男はなぜ飾りたてたがるか (?)/3/29～4/2 TBS 佐々木守

N01-09524 テレビ フランキー堺の男性諸君
男はなぜコメのメシにこだわる

か
(?)/12/19、
(?)/1/5、6

TBS 佐々木守

N01-23153 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/2/9～11 TBS 水原明人

N01-23154 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/1/26～30 TBS 水原明人

N01-23155 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/1/19～23 TBS 水原明人

N01-23156 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/3/11～12 TBS 水原明人

N01-23157 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/10/2、3、6、7 TBS 水原明人

N01-23158 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?) TBS 水原明人

N01-23159 ラジオ フランキー堺の男性諸君
(?)/2/12、13、23

～27
TBS 水原明人

N01-23160 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/2/9～11 TBS 水原明人

N01-23161 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/12/29～1/2 TBS 水原明人

N01-23162 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/12/8～12 TBS 水原明人

N01-23163 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/12/22～26 TBS 水原明人

N01-23164 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/11/17～21 TBS 水原明人

N01-23165 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/9/29～10/1 TBS 水原明人

N01-23166 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/9/8～12 TBS 安倍徹郎

N01-23167 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/12/8～12 TBS 水原明人

N01-23168 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/11/10～14 TBS 安倍徹郎

N01-23169 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/3/22～26 TBS 水原明人

N01-23170 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/3/15～17 TBS 水原明人

N01-23171 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/3/18、19 TBS 水原明人

N01-23172 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/12/1～3 TBS 安倍徹郎

N01-23173 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/1/12～16 TBS 水原明人
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N01-23174 ラジオ フランキー堺の男性諸君 (?)/10/27～31 TBS 水原明人

N01-51167 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男は何故反省しないか/男は
何故節約しないか/男は何故
嘘をつくか/男は何故グリーン
車に乗らないか/男は何故旅
が嫌いか/男は何故ラブホテ

ルへ行くか

(?)/12/30、1/8
～10、13、14

TBS 佐々木守

N01-51168 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男は何故ペットが嫌いか/男
は何故野球が好きか/男は何

故多数決に反対するか
(?)/12/23～25 TBS 佐々木守

N01-51169 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男は何故食事をしながら新聞
を読むか/男は何故本屋が嫌

いか
(?)/12/26、27 TBS 佐々木守

N01-51170 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男は何故耐え忍ぶことができ
るか/男は何故演歌が好きか

(?) TBS 佐々木守

N01-51171 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜおもちゃを買わない

か/男は何故祭が好きか
(?)/1/22、23 TBS 佐々木守

N01-51172 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男は何故伏目がちか/男は何
故孤独を愛するか/男は何故
弁当を食べたがるか/男は何
故他人に親切か/男は何故お

しぼりを使うか

(?)/1/15～17、
20、21

TBS 佐々木守

N01-51173 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜせっかちか/ 男はな
ぜ万才が好きか/男はなぜ恥
を知るか/男はなぜ男の子を
ほしがるか/男はなぜ本が好

きか

(?)/7/14～18、
21、22

TBS 佐々木守

N01-51174 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ仁義に篤いか/男は
なぜ妻をつれて外出したがら
ないか/男はなぜ荷物にこだ

わるか

(?)/5/12～14 TBS 佐々木守

N01-51175 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ鞄にこるか/男はな
ぜドン＝キホーテになりたがる
か/男はなぜ手紙を書きたが
らないか/男はなぜ雨の日が
好きか/男はなぜ動植物に弱

いか

(?)/6/2～6 TBS 佐々木守

N01-51176 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ修学旅行をいつまで
も忘れないか/男はなぜリ

リー・マルレーンをなつかしむ
か/男はなぜ判官びいきをす

るか/男はなぜうちの子に限っ
てと思うか/男はなぜちょっと

そこまでというか

(?)/6/23～27 TBS 佐々木守

N01-51177 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜアドレスブックを大切
にするか/男はなぜごはんに
みそ汁をかけてたべたがるか

(?)/4/28、29 TBS 佐々木守

N01-51178 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ賭け事が好きか/男
はなぜ祝日が好きか/男はな

ぜ母親と住みたがるか
(?)/4/23～25 TBS 佐々木守

N01-51179 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜサングラスをかける
か/男はなぜ誕生日を忘れる

か
(?)/4/21、22 TBS 佐々木守

N01-51180 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜナツメロが好きか/男
はなぜ軍歌が好きか/男はな
ぜ立ち食いができないか/男
はなぜ家庭サービスをいやが
るか/男はなぜ子どもを叱らな

いか

(?)/4/14～18 TBS 佐々木守

N01-51181 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男は何故寝正月をするか/男
は何故喫茶店が嫌いか/男は
何故料理を食べたがらないか
/男は何故歩道橋を歩かない

か

115・116・122・123
(?)/1/6、7、15、

16
TBS 佐々木守

N01-51184 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ電子レンジが嫌いか
/男はなぜ情事のあとひけ目

を感じるか
(?)/5/15、16 TBS 佐々木守

N01-51185 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ理想が低いか/男は
なぜ生きざまを大切にするか/
男はなぜ女にうるさいか/男は

なぜ騒音にうるさいか/

(?)/6/9～13 TBS 佐々木守

N01-51186 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男は何故名詞をほしがるか/
男はなぜぬいぐるみが嫌いか
/男は何故深夜放送が好きか
/男はなぜ”どうもどうも”という
か/男はなぜ方言にこだわる

か

(?)/3/13、14、17
～19

TBS 佐々木守
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N01-51187 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ新幹線にこだわるか
/男はなぜ紅茶キノコを飲むか
/男はなぜやりすぎを警戒する
か/男はなぜ義務的な行為を
いやがるか/男はなぜ女より

弱いか

(?)/7/7～11 TBS 佐々木守

N01-51190 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜなぞなぞが好きか/
男はなぜおふくろの味にこだ

わるか
(?)/4/10、11 TBS 佐々木守

N01-51191 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ同性にこだわるか/
男はなぜ先生にこだわるか/

男はなぜ小道具に凝るか
(?)/3/20、21、31 TBS 佐々木守

N01-51192 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ物忘れがはげしいか
/男はなぜこまかなことをよく

覚えているか/男はなぜすぐに
開き直るか/男はなぜ好き嫌
いのないことを美徳と思うか/
男はなぜ今敢えて過保護を奨

励するか

(?)/8/25～29 TBS 佐々木守

N01-51193 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ買い物を面倒くさが
るか/男はなぜ上品下品にこ
だわるか/男はなぜ高校野球

に夢中になるのか

(?)/8/20～22 TBS 佐々木守

N01-51194 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜジャイアンツにこだわ
るか/男はなぜ座席を気にす
るか/男はなぜ立身出世を望
まないか/男はなぜのれんが
気になるか/男はなぜ廊下に

こだわるか

(?)/5/19～23 TBS 佐々木守

N01-51195 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ浮気をするか/男は

なぜ出し惜みをするか/男はな
ぜ一輪の花を愛でるか

(?)/4/30～5/2 TBS 佐々木守

N01-51196 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男は何故ブレザーを好むか/
男はなぜ後生を願うか/男は
なぜ不老長寿を願うか/男は
なぜこまかなことによく気がつ
くか/男はなぜあやとりをする
か/男はなぜ街をぶらぶらする

か/男はなぜ物見高いか

(?) TBS 佐々木守

N01-51197 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ内助の功を求めるか
/男はなぜ一芸に秀でたがる
か/男は何故借金するか/男
は何故小説を読まないか/男
は何故整理整頓が下手か

(?)/2/12～14、
17、18

TBS 佐々木守

N01-51198 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男は何故ため息をつくか/男
は何故電気に弱いか/男は何
故電話が気がかりか/男は何
故別荘にこだわるか/男は何

故カメラが嫌いか

(?)/2/5～7、10、
11

TBS 佐々木守

N01-51199 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男性は何故愛してると言わな
いか/男は何故浮気をするか/
男は何故食べものにうるさい
か/男は何故高速道路が嫌い
か/男は何故スポーツを愛好

するか

(?)/1/28～31、
2/3、4

TBS 佐々木守

N01-51200 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ小銭にこだわるか/
男はなぜ中年になるか/男は
なぜ一人遊びが好きか/男は
なぜ留守番電話に途惑うか

(?)/6/16～20 TBS 佐々木守

N01-51201 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜピンナップが好きか/
男はなぜカオにこだわるか/男
はなぜ腹芸が好きか/男はな
ぜ単純か/男はなぜやせがま

んをするか

(?)/8/13～15、
18、19

TBS 佐々木守

N01-51202 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ過ちにこだわらぬか/
男はなぜ算数が嫌いか/男は
なぜ超能力を信じるか/男は
なぜ夏休みが嫌いか/男はな

ぜ嫉妬しないか

(?)/8/6～8、11、
12

TBS 佐々木守

N01-51203 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ一筆啓上をめんどう
がるか/男はなぜ一人の女で
我慢できないか/男はなぜ一

人の女で我慢できないか
Part2

(?)/7/23～25 TBS 佐々木守

N01-51204 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ歯医者が嫌いか/男
はなぜパパといわれるのが嫌
か/男はなぜ進歩発展がない
か/男はなぜ身体のことをい
われるのが嫌いか/男はなぜ

公衆道徳に弱いか

(?)/6/2～6 TBS 佐々木守

N01-51205 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ不道徳か/男はなぜ
爪をかくしたがるか/男は何故
せっかちか/男は何故SFが好

きか

(?)/2/19～21、
24

TBS 佐々木守

N01-51206 ラジオ フランキー堺の男性諸君
男はなぜ夜歩きたがるか/男
はなぜつくろいものが上手い

か
(?)/2/25、26 TBS 佐々木守
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N01-51207 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ技術に弱いか/男は
何故外国旅行が嫌いか/男は
何故同期の桜にこだわるか/
君はなぜふるさとを思うか/男
はなぜ主人と呼ばれたがらな

いのか

(?)/3/6、7、10～
12

TBS 佐々木守

N01-51208 ラジオ フランキー堺の男性諸君

男はなぜ教育に無関心か/男
はなぜゴルフが好きか/男は
なぜ煙草をやめられないか/

男はなぜ解禁に興味があるか
/男はなぜ黄色にこだわるか

(?)/2/27、28、
3/3～5

TBS 佐々木守

N01-12396 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/2/21～3/1 文化放送

N01-12397 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/3/3～15 文化放送

N01-12398 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1980/3/17～27 文化放送

N01-12399 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/19～24 文化放送

N01-12400 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/9/25～30 文化放送

N01-12401 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/1～20 文化放送

N01-12402 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/12 文化放送

N01-12403 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/18～23 文化放送

N01-12404 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/18～23 文化放送

N01-12405 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/7/31～8/5 文化放送

N01-12406 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/8/7～12 文化放送

N01-12407 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/8/14～19 文化放送

N01-12408 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/8/21～26 文化放送

N01-12409 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/8/28～9/2 文化放送

N01-12410 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/22～27 文化放送

N01-12411 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/12/17～21 文化放送

N01-12412 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/12/31～1/8 文化放送

N01-12413 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/1/14～26 文化放送

N01-12414 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/14～19 文化放送

N01-12415 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/2/4～6 文化放送

N01-12416 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/5～10 文化放送

N01-12417 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/26 文化放送

N01-12419 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/7/16～21 文化放送

N01-12420 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/7/23～8/4 文化放送

N01-12421 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/2～7 文化放送

N01-12422 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/9～11 文化放送

N01-12423 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1978/10/12～18 文化放送

N01-12424 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/16～21 文化放送

N01-12425 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/23～28 文化放送

N01-12426 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/1/28～2/2 文化放送

N01-12427 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/27～12/2 文化放送

N01-12428 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/9/18～23 文化放送

N01-12429 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/30～11/4 文化放送
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N01-12430 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー
1978/12/25～

1979/1/3
文化放送

N01-12431 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/1/4～10 文化放送

N01-12432 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/12/18～23 文化放送

N01-12433 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/12/18～23 文化放送

N01-12434 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/25～28 文化放送

N01-12435 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/25～28 文化放送

N01-12436 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/7/9～14 文化放送

N01-12437 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/22～24 文化放送

N01-12438 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/14～19 文化放送

N01-12439 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー
(?)/8/13～18、

20～24
文化放送

N01-12440 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/8/6～11 文化放送

N01-12441 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/9～14 文化放送

N01-12442 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/29～6/3 文化放送

N01-12443 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/22～27 文化放送

N01-12444 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/1～20 文化放送

N01-12445 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/7～12 文化放送

N01-12446 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/5～17 文化放送

N01-12447 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/7/17～29 文化放送

N01-12448 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/26～7/1 文化放送

N01-12449 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/7/3～15 文化放送

N01-12450 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー
(?)/9/24～29、

10/1～6
文化放送

N01-12451 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/24～29 文化放送 水原明人

N01-12452 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/21～26 文化放送

N01-12453 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/28～6/2 文化放送

N01-12454 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/11～16 文化放送

N01-12455 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/6/4～9 文化放送

N01-12456 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/3/5～10 文化放送

N01-12457 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/9～11 文化放送

N01-12458 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/30～5/5 文化放送

N01-12459 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/5/7～12 文化放送

N01-12460 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/2/19～24 文化放送

N01-12461 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/2/26～3/3 文化放送

N01-12462 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1978/12/4～9 文化放送

N01-12463 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/12/11～16 文化放送

N01-12497 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/8～13 文化放送

N01-12498 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/15～20 文化放送

N01-12499 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/22～27 文化放送



「ふ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12500 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/9/3～8 文化放送

N01-12501 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/9/10～15 文化放送

N01-12502 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/3/26～/31 文化放送

N01-12503 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/2～7 文化放送

N01-12504 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/9～14 文化放送

N01-12505 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/16～21 文化放送

N01-12506 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/10/15～20 文化放送

N01-12507 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/4/17～22 文化放送 水原明人

N01-12508 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/9/4～9 文化放送

N01-12509 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/9/11～16 文化放送

N01-12510 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/3/12～17 文化放送

N01-12511 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/3/19～24 文化放送

N01-12512 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/20～25 文化放送

N01-12513 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー
(?)/2/11～16、

18～20
文化放送

N01-12514 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/6～11 文化放送

N01-12515 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/6～11 文化放送

N01-12516 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/11/13～18 文化放送

N01-12517 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/1/11～17 文化放送

N01-12518 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/1/18～20 文化放送

N01-12519 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/1/22～27 文化放送

N01-12520 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/1/29～2/3 文化放送

N01-12521 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー 1979/2/5～10 文化放送

N01-12522 ラジオ フランキーのさわやかジョッキー (?)/2/12～17 文化放送

N01-21478 テレビ フランキーの人生交通法 (?) TBS 保富康午

N01-21477 テレビ フランキーの人生交通法 7～12 (?) TBS 保富康午(7～9)、大倉徹也(10～12)

N01-21469 テレビ フランキーの人生交通法

車の定員(25)/車のスマートな
乗り方(26)/あせって追越しを
しないこと(27)/割り込み運転
(28)/ドライバーをほめぬ事
(29)/高速道路での追突(30)

25～30 (?) TBS
中島龍美(25～27)、大倉徹也(28～

30)

N01-21468 テレビ フランキーの人生交通法

暗示にかかりやすい人は注意
すること(31)/勝手にバック

オーライをしないこと(32)/ドラ
イブに行くには用意万たんとと
のえて(33)/横断歩道で一時

停止(34)/週に一度はエンジン
まわりを調べよう(35)/ワックス

について(36)

31～36 (?) TBS 保富康午
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N01-21467 テレビ フランキーの人生交通法

お守り札には家族の写真を
(37)/キチッとした性格(てんか
ん性性格)の人は事故を起こさ
ない(38)/80％の自信で運転
すること(39)/なれた道を通る
こと(40)/ドライブ中のオシャベ
リはタアイのないものであるこ
と(41)/車はあなたの性格に似

る(42)

37～42 (?) TBS
中島龍美(37～39)、大倉徹也(40～

42)

N01-21466 テレビ フランキーの人生交通法

運転のクセ(44)/女性ドライ
バーは自分本位になりがち

(45)/事故が起きたらまず警察
へ(46)/車の修理はサービス

カーに(47)

43～48 (?) TBS

N01-21465 テレビ フランキーの人生交通法

人と場所を選び楽しいドライブ
を(一時間平均30キロ)(51)/事
故を起さぬよう自分の限界を

知ること(52)/5秒に一回はバッ
クミラーへ(53)

49～54 (?) TBS

N01-21473 テレビ フランキーの人生交通法

かみかぜ運転はやめましょう
(55)/ドロンコ道の上手な運転
法(56)/保安部品には純正部
品を(57)/車がたてこんでいて
もアセらない事(58)/ガソンリン

タンクがこわれた時の工夫
(59)/犬や猫にも気をつけよう

(60)

55～60 (?) TBS

N01-21472 テレビ フランキーの人生交通法

話しのくどい人は運転も攻撃
的(61)/レンタカーはよく注意し
て乗ること(62)/女性ドライバー
はからかわれがち(63)/盗難に

遭わぬよう、デストリビュー
ターのキャップと車検証をもっ
て出ること(64)/事故はすぐ警
察へ(65)/点火のタイミングに

注意(66)

61～66 (?) TBS

N01-21471 テレビ フランキーの人生交通法

他の車や歩行者の動きをすば
やくキャッチして運転すること
(67)/車の事故発見には鼻の
役目も大切(68)/必要時間をし
らべ余裕を持って出かける事
(69)/踏切では途中でギヤーを
かえぬ事(70)/車は生物(71)/
知らないところで道をきくコツ

(72)

67～72 (?) TBS

N01-21470 テレビ フランキーの人生交通法

車にウソをつくな(73)/カーラジ
オを聞くときは大きめに(74)/
車で釣りに行こう(76)/スポー
ツマンシップ ドライビング(77)/

バックミラーはきちんと(78)

73～78 (?) TBS

N01-21464 テレビ フランキーの人生交通法

エゴイステックな運転…(91)/
交通事故の減少法は？(92)/
タイヤはあなたの命(93)/車に
対しては神経質に…(94)/車内

に紙屑かごを…(96)

91～96 (?) TBS

N01-21482 テレビ フランキーの人生交通法

車のかげに車あり…(98)/後輩
への教育過剰は(99)/コーチに
限らず人のいうことはよくきく
事(100)/スピード違反は事故
のもと(101)/待たされる踏切り

(102)

97～102 (?) TBS

N01-21481 テレビ フランキーの人生交通法

身体と同じで、車も変調を来た
したら、すぐ調べるべき(115)/
世界のスピード記録(116)/お
世辞より遵法運転(117)/事故

115～120 (?) TBS

N01-21480 テレビ フランキーの人生交通法

駐車の仕方(121)/サッパリとし
た心と身体で運転を(122)/追
越されても意地をはらない

(123)/酒を飲んだことを忘れず

121～126 (?) TBS

N01-21479 テレビ フランキーの人生交通法

愛車の手入れ(127)/バッテ
リーの手入れ(128)/愛車精神
でいきませう(129)/初夢にド

リーム・カー(130)/経済運転の
コツ(131)/バッテリーの電圧不

足(132)

127～132 (?) TBS

N01-21476 テレビ フランキーの人生交通法

ガソリンとお酒は混りません
(133)/路面から目をはなさぬ
事(134)/たまには車の後も見
ましょう(135)/運転中のタバコ
は注意しましょう(136)/雪道は
チエンをつけましょう(137)/冬

は冬期用オイルを…(138)

133～138 (?) TBS
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N01-21475 テレビ フランキーの人生交通法

クギ拾い運動の提案(162)/昨
年の事故統計(163)/強制保険
支払額の値上げ(164)/風邪薬
は御用心(165)/免許証の更新
(166)/事故頻発者(167)/助手
席に乗った場合ドライバーの

目や耳に…(168)

162～168 (?) TBS

N01-21474 テレビ フランキーの人生交通法

カーブのスピード(169)/三十年
無事故の運転者の話(170)/運
転前には心と身体の準備を

(171)/追越された時の心の持
ち方(172)/ひき逃げと云うのは
…(173)/白バイにつかまらな

い法…(174)

169～174 (?) TBS

N01-22847 テレビ フランキーのバラエティ実験室 1971/10/16 NHK 前川宏司

N01-00055 テレビ フランキーの無闇弥太郎 ワンワン道中 4 1959/4/22 鼓三兵

N01-00072 テレビ フランキーの無闇弥太郎 ドライにゆこう！！の巻 14 [1959]/7/1 朝日放送 鼓三兵

N01-20506 テレビ フランク・永井ショー 決定稿 1 (?)/3/16 日本テレビ 保富康午

N01-19928 テレビ フランク永井ショー 決定稿 2 (?)/3/23 日本テレビ 保富康午

N01-15627 テレビ ふりかえった狼 準備稿 2 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 松木ひろし

N01-15245 テレビ ふりかえった娘 改訂稿 2 [1969]/1/20 日本テレビ 津田幸夫

N01-15246 テレビ ふりかえった娘 2 [1969]/1/20 日本テレビ 津田幸夫

N01-15345 テレビ ふりかえった娘 2 (?)/1/20 日本テレビ 津田幸夫

N01-15247 テレビ ふりかえった娘 3 [1969]/1/27 日本テレビ 津田幸夫

N01-15344 テレビ ふりかえった娘 改訂稿 3 [1969]/1/27 日本テレビ 津田幸夫、八木美津雄

N01-15244 テレビ ふりかえった娘 4 [1969]/2/3 日本テレビ 津田幸夫、山根優一郎

N01-26523 テレビ ふり袖剣法 美美津河原の夜嵐（后） 13 (?)/11/27 朝日放送 坂本晃一

N01-14209 テレビ ふりむくな鶴吉 あぶら照り 39 1975/8/8 NHK 須藤出穂
デジタル
化（館
内）

N01-15862 ラジオ 俘虜記 1968/8/25 NHK 矢代静一

N01-23680 テレビ プリンス　ミュージックショウ (?)/4/16 フジテレビ 塚田茂

N01-06584 ラジオ プリンス名神ハイウェイ・スコープ 1 (?) 保富康午

平生原
稿001

N01-45251 テレビ 古い日記帳 (?)
デジタル
化（館
内）

N01-13101 テレビ フルーツケンちゃん お掃除パトロール 21 1976/7/22 TBS 三宅直子
デジタル
化（館
内）

N01-13102 テレビ フルーツケンちゃん お掃除パトロール 21 1976/7/22 TBS 三宅直子

N01-13103 テレビ フルーツケンちゃん おとうさんの宝物 42 1976/12/16 TBS 三宅直子

N01-13104 テレビ フルーツケンちゃん おとうさんの宝物 42 1976/12/16 TBS 三宅直子

N01-13105 テレビ フルーツケンちゃん あの日 あの時 51 1977/2/17 TBS 多地映一

N01-13106 テレビ フルーツケンちゃん 春に向って走れ！ 52 1977/2/24 TBS 富田義朗

N01-09844 テレビ ブルートレイン寝台特急殺人事件 1979/10/20 テレビ朝日 佐々木守

N01-06906 テレビ ふるさとの歌　―三橋美智也ショー― (?) フジテレビ 保富康午

N01-10360 テレビ ふるさとの海の景色は… 1972/2/9 大西信行

N01-02528 ラジオ ふるさとの女性 飛騨高山の女 1960/6/9 NHK 岸宏子

N01-10791 ラジオ 故里まとめて花一匁 1977/6/11 NHK-FM 高谷信之

N01-10806 ラジオ 故里まとめて花一匁 1977/6/11 NHK-FM 高谷信之

N01-13951 ラジオ ブルム・ハウス 1970/11/12
中部日本放

送
岸宏子
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N01-03727 テレビ プルルくん 1 1973/4/9 NHK 横田弘行

N01-04160 テレビ プルルくん 1 1973/4/9 NHK 横田弘行

N01-03728 テレビ プルルくん 決定稿 2 1973/4/16 NHK 横田弘行

N01-03731 テレビ プルルくん VTR稿 3 1973/4/23 NHK 横田弘行

N01-03733 テレビ プルルくん 決定稿 4 1973/4/30 NHK 横田弘行

N01-03734 テレビ プルルくん 5 1973/5/7 NHK 横田弘行

N01-03735 テレビ プルルくん 6 1973/5/14 NHK 横田弘行

N01-03736 テレビ プルルくん 7 1973/5/21 NHK 横田弘行

N01-03737 テレビ プルルくん 8 1973/5/28 NHK 横田弘行

N01-03738 テレビ プルルくん 9 1973/6/4 NHK 横田弘行

N01-03739 テレビ プルルくん 10 1973/6/11 NHK 横田弘行

N01-03740 テレビ プルルくん 11 1973/6/18 NHK 横田弘行

N01-03741 テレビ プルルくん 12 1973/6/25 NHK 横田弘行

N01-03742 テレビ プルルくん 13 1973/7/2 NHK 横田弘行

N01-03744 テレビ プルルくん 14 1973/7/9 NHK 横田弘行

N01-03743 テレビ プルルくん 15 1973/7/16 NHK 横田弘行

N01-03746 テレビ プルルくん 決定稿 16 1973/9/3 NHK 横田弘行

N01-03749 テレビ プルルくん 決定稿 17 1973/9/10 NHK 横田弘行

N01-03752 テレビ プルルくん 決定稿 18 1973/9/17 NHK 横田弘行

N01-03753 テレビ プルルくん 19 1973/10/1 NHK 横田弘行

N01-03755 テレビ プルルくん 20 1973/10/8 NHK 横田弘行

N01-03756 テレビ プルルくん 21 1973/10/15 NHK 横田弘行

N01-03757 テレビ プルルくん 22 1973/10/22 NHK 横田弘行

N01-03758 テレビ プルルくん 23 1973/10/29 NHK 横田弘行

N01-03759 テレビ プルルくん 24 1973/11/12 NHK 横田弘行

N01-03760 テレビ プルルくん 25 1973/11/19 NHK 横田弘行

N01-03761 テレビ プルルくん 狙われた島のお話 26 1973/11/19 NHK 横田弘行

N01-03764 テレビ プルルくん 大地震の話 27 1973/11/26 NHK 横田弘行

N01-03766 テレビ プルルくん 南の島に雪が降る話 28 1973/12/3 NHK 横田弘行

N01-03767 テレビ プルルくん リリィのプレゼント 29 1973/12/10 NHK 横田弘行

N01-03769 テレビ プルルくん 母の秘密 30 1973/12/17 NHK 横田弘行

N01-03792 テレビ プルルくん 1 1974/4/8 NHK 横田弘行

N01-03793 テレビ プルルくん 2 1974/4/15 NHK 横田弘行

N01-03770 テレビ プルルくん 見張りはごめんだ 31 1974/1/8 NHK 横田弘行

N01-03771 テレビ プルルくん 不思議な動物たちの話 32 1974/1/8 NHK 横田弘行

N01-03772 テレビ プルルくん 寒さがやって来た 33 1974/1/28 NHK 横田弘行

N01-03790 テレビ プルルくん ニョッポの帽子 34 1974/2/4 NHK 横田弘行
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N01-03791 テレビ プルルくん ハト時計がなくなった 35 1974/2/18 NHK 横田弘行

N01-03773 テレビ プルルくん 遊び場をさがせ! 36 1974/2/25 NHK 横田弘行

N01-03774 テレビ プルルくん 親切がいっぱい… 37 1974/3/4 NHK 横田弘行

N01-03775 テレビ プルルくん 貝がらのうた 38 1974/3/11 NHK 横田弘行

N01-03776 テレビ プルルくん リリィに会いたいナ 39 1974/3/18 NHK 横田弘行

N01-03777 テレビ プルルくん 42 1974/4/22 NHK 横田弘行

N01-03778 テレビ プルルくん 43 1974/5/7 NHK 横田弘行

N01-03779 テレビ プルルくん 44 1974/5/20 NHK 横田弘行

N01-03780 テレビ プルルくん 45 1974/5/27 NHK 横田弘行

N01-04119 テレビ プルルくん 46 1974/6/3 NHK 横田弘行

N01-04120 テレビ プルルくん 47 1974/6/10 NHK 横田弘行

N01-04121 テレビ プルルくん 48 1974/6/17 NHK 横田弘行

N01-04125 テレビ プルルくん 49 1974/6/24 NHK 横田弘行

N01-04122 テレビ プルルくん 50 1974/7/1 NHK 横田弘行

N01-04123 テレビ プルルくん 51 1974/7/8 NHK 横田弘行

N01-04124 テレビ プルルくん 52 1974/7/15 NHK 横田弘行

N01-03796 テレビ プルルくん 53 1974/9/2 NHK 横田弘行

N01-03781 テレビ プルルくん 54 1974/9/9 NHK 横田弘行

N01-03782 テレビ プルルくん 55 1974/9/24 NHK 横田弘行

N01-03783 テレビ プルルくん 56 1974/10/7 NHK 横田弘行

N01-03784 テレビ プルルくん 57 1974/10/14 NHK 横田弘行

N01-03785 テレビ プルルくん 58 1974/10/21 NHK 横田弘行

N01-03786 テレビ プルルくん 59 1974/10/28 NHK 横田弘行

N01-03787 テレビ プルルくん 60 1974/11/11 NHK 横田弘行

N01-03788 テレビ プルルくん 61 1974/11/18 NHK 横田弘行

N01-03789 テレビ プルルくん 62 1974/11/25 NHK 横田弘行

N01-03797 テレビ プルルくん 63 1974/12/2 NHK 横田弘行

N01-03798 テレビ プルルくん 64 1974/12/9 NHK 横田弘行

N01-03799 テレビ プルルくん 65 1974/12/16 NHK 横田弘行

N01-03800 テレビ プルルくん 66 1974/12/23 NHK 横田弘行

N01-03810 テレビ プルルくん カモメのダンナさん 1975/3/3 NHK 横田弘行

N01-03811 テレビ プルルくん 夢はまた楽し 1975/3/10 NHK 横田弘行

N01-03812 テレビ プルルくん ミニジャンボ 1975/3/17 NHK 横田弘行

N01-03813 テレビ プルルくん 全員集合の巻 1 1975/4/7 NHK 横田弘行

N01-03814 テレビ プルルくん 魔法のアルバム 2 1975/4/14 NHK 横田弘行

N01-03815 テレビ プルルくん 温泉騒動 3 1975/4/21 NHK 横田弘行

N01-03816 テレビ プルルくん 新しい仲間たち 4 1975/4/28 NHK 横田弘行



「ふ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03819 テレビ プルルくん トナリの奥さんは… 6 1975/5/19 NHK 横田弘行

N01-03820 テレビ プルルくん 漂着物の正体… 7 1975/5/26 NHK 横田弘行

N01-03822 テレビ プルルくん みんなが二人… 9 1975/6/9 NHK 横田弘行

N01-03823 テレビ プルルくん 規則がいっぱい… 10 1975/6/16 NHK 横田弘行

N01-03824 テレビ プルルくん ぼくは魔法使い 11 1975/6/23 NHK 横田弘行

N01-03825 テレビ プルルくん さらばミニゴン! 12 1975/6/30 NHK 横田弘行

N01-03826 テレビ プルルくん 星まつり 13 1975/7/7 NHK 横田弘行

N01-03827 テレビ プルルくん 良い人わるい人 14 1975/7/14 NHK 横田弘行

N01-03830 テレビ プルルくん 砂漠の島 17 1975/9/16 NHK 横田弘行

N01-03831 テレビ プルルくん プルル探険隊 18 1975/9/29 NHK 横田弘行

N01-03832 テレビ プルルくん さびしい運動会 19 1975/10/6 NHK 横田弘行

N01-03833 テレビ プルルくん 絵地図は危険 20 1975/10/13 NHK 横田弘行

N01-03837 テレビ プルルくん 遊び場を守れ!、書き込みあり 24 1975/11/17 NHK 横田弘行

N01-03818 テレビ プルルくん 孤独なギャオ 51 1975/5/12 NHK 横田弘行

N01-03801 テレビ プルルくん 67 1975/1/13 NHK 横田弘行

N01-03802 テレビ プルルくん 68 1975/1/20 NHK 横田弘行

N01-03803 テレビ プルルくん お化けをみた! 69 1975/1/27 NHK 横田弘行

N01-03804 テレビ プルルくん 冒険ごっこ 70 1975/2/3 NHK 横田弘行

N01-03805 テレビ プルルくん 弱いものいじめ 71 1975/2/10 NHK 横田弘行

N01-03807 テレビ プルルくん 人のふりみて 72 1975/2/17 NHK 横田弘行

N01-03809 テレビ プルルくん 男らしさ 73 1975/2/24 NHK 横田弘行

N01-03821 テレビ プルルくん 健康の喜び 81 1975/6/2 NHK 横田弘行

N01-03828 テレビ プルルくん 91 1975/7/21 NHK

N01-03829 テレビ プルルくん ギャオよろしく! 1975/9/8 NHK 横田弘行

N01-03834 テレビ プルルくん タンケンさん来訪の巻 1975/10/20 NHK 横田弘行

N01-03835 テレビ プルルくん タンケン旅行の巻 1975/10/27 NHK 横田弘行

N01-03836 テレビ プルルくん 1975/11/10 NHK 横田弘行

N01-03838 テレビ プルルくん 宿題をやってくれる魔法 1975/12/1 NHK 横田弘行

N01-03839 テレビ プルルくん 下手くそダン 1975/12/8 NHK 横田弘行

N01-03840 テレビ プルルくん 雪の子とプルル 1975/12/15 NHK 横田弘行

N01-03841 テレビ プルルくん さあ、クリスマス!! 1975/12/22 NHK 横田弘行

N01-03842 テレビ プルルくん 105 1976/1/12 NHK 横田弘行

N01-03843 テレビ プルルくん キャンプに行く… 106 1976/1/19 NHK 横田弘行

N01-03844 テレビ プルルくん お説教はキライ… 107 1976/1/26 NHK 横田弘行

N01-03845 テレビ プルルくん 手ごわい奴はいないか 108 1976/2/2 NHK 横田弘行

N01-03846 テレビ プルルくん 109 1976/2/9 NHK 横田弘行

N01-03847 テレビ プルルくん 110 1976/2/16 NHK 横田弘行
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03848 テレビ プルルくん 111 1976/2/23 NHK 横田弘行

N01-03849 テレビ プルルくん タンケン号来航 112 1976/3/1 NHK 横田弘行

N01-03850 テレビ プルルくん プルル悩むの巻 113 1976/3/8 NHK 横田弘行

N01-03851 テレビ プルルくん 114(終) 1976/3/15 NHK 横田弘行

N01-04159 資料 プルルくん (?) 横田弘行

N01-13877 テレビ ふれあい 決定稿 1016 1976/5/30 TBS 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-15820 テレビ ふれあい スタッフ稿 1016 1976/5/30 TBS 山田洋次

N01-15545 テレビ プレイガール BWH作戦 13 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15088 テレビ プレイガール 女の裸は高くつく 改訂稿 14 [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-15546 テレビ プレイガール 女の裸は高くつく 改訂稿 14 [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15547 テレビ プレイガール 女の裸は高くつく 14 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15548 テレビ プレイガール 女の虫が騒ぐとき 準備稿 19 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15549 テレビ プレイガール 女の虫が騒ぐとき 20 [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15550 テレビ プレイガール 女が裸を賭けるとき 22 [1970]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫、原田雄一

N01-15631 テレビ プレイガール 女が裸を賭けるとき 22
[1969～

1974]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫、原田雄一

N01-02915 ラジオ ブロードウェイ・ミュージカルの流れ 最終回 1963/4/26 NHK 関光夫

N01-02896 ラジオ ブロードウェイ・ミュージカルの流れ　NO、2 音楽鑑賞 1963/4/12 NHK 関光夫

N01-08865 テレビ プロフェッショナル 真夜中に愛を！(仮題) (?) TBS 佐々木守

N01-08866 テレビ プロフェッショナル 真夜中に愛を！(仮題) (?) TBS 佐々木守

N01-08867 テレビ プロフェッショナル ギターが私を殺す(仮題) (?) TBS 佐々木守

N01-08868 テレビ プロフェッショナル 真冬の青春（仮題） (?) TBS 佐々木守

N01-09554 テレビ プロフェッショナル 東京セブンティーン (?) 佐々木守

N01-09555 テレビ プロフェッショナル 午前六時死す(仮題) (?) 佐々木守

N01-09556 テレビ プロフェッショナル 受験番号○番 (?) 佐々木守

N01-09557 テレビ プロフェッショナル おかあさーん (?) 佐々木守

N01-09558 テレビ プロフェッショナル 春を呼ぶ拳銃(仮題) (?) 佐々木守

N01-09559 テレビ プロフェッショナル 反抗の条件(仮題) (?) 佐々木守

N01-05580 テレビ プロフェッショナル　―野獣と狩人― (?) TBS 永原秀一

N01-05145 テレビ プロペラ船物語　堰 1959/11/23 関西テレビ 茂木草介

N01-26577 資料 プロペラ船物語　堰 (?) 関西テレビ

N01-02647 テレビ 文学のふるさと 大阪 1 1961/4/24 NHK 須藤出穂

N01-17250 テレビ 文五捕物絵図 蛇
[1967～

1968]/(?)/(?)
NHK 横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-17251 テレビ 文五捕物絵図 蛇
[1967～

1968]/(?)/(?)
NHK 横田弘行

N01-26384 テレビ 文士劇 白浪五人男 稲瀬川の場 1953/12/30 NHK

N01-26652 テレビ 文士劇 白浪五人男 稲瀬川の場 1953/12/30 NHK
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N01-13398 テレビ 塀 1966/11/26 日本テレビ 安倍徹郎

N01-12120 テレビ 平四郎　危機一発 拾った女 改訂稿 1 (?)/12/2 TBS 福田純

N01-08148 ラジオ 平太祝言　おたか祝言 改訂稿 1961/2/25 北海道放送 矢代静一

N01-07390 ラジオ 平凡アワー　スター・ハイライト・ショー 1963/12/8
ニッポン放

送

デジタル
化（館
内）

N01-02809 テレビ 平凡歌のバースデーショー 1961/(?)/(?) フジテレビ

N01-23629 テレビ 平凡歌のバースデーショー [1963]/11/8 フジテレビ

N01-06844 テレビ 平凡歌のバースデーショー 1 (?)/11/1 フジテレビ

N01-06129 テレビ 平凡歌のバースデーショー 2 1961/2/14 フジテレビ 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-06912 テレビ 平凡歌のバースデーショー 2 (?)/11/8 フジテレビ

N01-06128 テレビ 平凡歌のバースデーショー 3 1961/2/21 フジテレビ 保富康午

N01-06833 テレビ 平凡歌のバースデーショー 3 (?)/11/15 フジテレビ

N01-06130 テレビ 平凡歌のバースデーショー 4 1961/2/28 フジテレビ 井崎博之

N01-06832 テレビ 平凡歌のバースデーショー 4 (?)/11/22 フジテレビ

N01-06160 テレビ 平凡歌のバースデーショー 5 1961/3/7 フジテレビ 塚田茂

N01-06845 テレビ 平凡歌のバースデーショー 5 (?)/11/29 フジテレビ

N01-06151 テレビ 平凡歌のバースデーショー 6 1961/3/14 フジテレビ 保富康午

N01-06849 テレビ 平凡歌のバースデーショー 6 (?)/12/6 フジテレビ

N01-06152 テレビ 平凡歌のバースデーショー 7 1961/3/21 フジテレビ

N01-06831 テレビ 平凡歌のバースデーショー 7 (?)/12/13 フジテレビ

N01-06147 テレビ 平凡歌のバースデーショー 8 1961/3/28 フジテレビ 塚田茂

N01-06159 テレビ 平凡歌のバースデーショー 9 1961/4/4 フジテレビ 保富康午

N01-06846 テレビ 平凡歌のバースデーショー 9 (?)/12/27 フジテレビ

N01-06158 テレビ 平凡歌のバースデーショー 10 1961/4/11 フジテレビ こうやまひろし

N01-06847 テレビ 平凡歌のバースデーショー 10 (?)/1/3 フジテレビ 保富康午

N01-06157 テレビ 平凡歌のバースデーショー 11 1961/4/18 フジテレビ 青島幸男

N01-06843 テレビ 平凡歌のバースデーショー 12 (?)/1/17 フジテレビ 保富康午

N01-06851 テレビ 平凡歌のバースデーショー 12 (?)/1/17 フジテレビ 保富康午

N01-06850 テレビ 平凡歌のバースデーショー 14 (?)/1/31 フジテレビ 保富康午

N01-06141 テレビ 平凡歌のバースデーショー 15 1961/5/16 フジテレビ 保富康午

N01-06839 テレビ 平凡歌のバースデーショー 15 (?)/2/7 フジテレビ 保富康午

N01-06853 テレビ 平凡歌のバースデーショー 18 (?)/2/28 フジテレビ 保富康午

N01-06145 テレビ 平凡歌のバースデーショー 19 1961/6/13 フジテレビ 保富康午

N01-06830 テレビ 平凡歌のバースデーショー 19 (?)/3/6 フジテレビ 保富康午

N01-06854 テレビ 平凡歌のバースデーショー 20 (?)/3/13 フジテレビ 保富康午

N01-06840 テレビ 平凡歌のバースデーショー 21 (?)/3/20 フジテレビ 塚田茂

N01-06848 テレビ 平凡歌のバースデーショー 22 (?)/3/27 フジテレビ 保富康午

N01-06144 テレビ 平凡歌のバースデーショー 23 1961/7/9 フジテレビ 保富康午
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N01-06837 テレビ 平凡歌のバースデーショー 26 (?)/4/24 フジテレビ 塚田茂

N01-06838 テレビ 平凡歌のバースデーショー 28 (?)/5/8 フジテレビ 塚田茂

N01-06143 テレビ 平凡歌のバースデーショー 30 1961/8/27 フジテレビ 保富康午

N01-06841 テレビ 平凡歌のバースデーショー 31 (?)/5/29 フジテレビ 保富康午

N01-06142 テレビ 平凡歌のバースデーショー 32 1961/9/10 フジテレビ 保富康午

N01-06836 テレビ 平凡歌のバースデーショー 34 (?)/6/19 フジテレビ 塚田茂

N01-06127 テレビ 平凡歌のバースデーショー 37 1961/10/15 フジテレビ 保富康午

N01-06842 テレビ 平凡歌のバースデーショー 37 (?)/7/10 フジテレビ 保富康午

N01-06835 テレビ 平凡歌のバースデーショー 38 (?)/7/17 フジテレビ 保富康午

N01-06126 テレビ 平凡歌のバースデーショー 40 1961/11/5 フジテレビ 保富康午

N01-06852 テレビ 平凡歌のバースデーショー 40 (?)/7/31 フジテレビ 保富康午

N01-06131 テレビ 平凡歌のバースデーショー 41 1961/11/12 フジテレビ 保富康午

N01-06470 テレビ 平凡歌のバースデーショー 43 (?)/8/21 フジテレビ 塚田茂

N01-06834 テレビ 平凡歌のバースデーショー 44 (?)/8/28 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06146 テレビ 平凡歌のバースデーショー 45 1961/12/10 フジテレビ 保富康午

N01-06473 テレビ 平凡歌のバースデーショー 45 (?)/9/4 フジテレビ 塚田茂

N01-06132 テレビ 平凡歌のバースデーショー 46 1961/12/17 フジテレビ 保富康午

N01-06478 テレビ 平凡歌のバースデーショー 47 (?)/9/18 フジテレビ 塚田茂

N01-06133 テレビ 平凡歌のバースデーショー 48 1962/1/2 フジテレビ 保富康午

N01-06472 テレビ 平凡歌のバースデーショー 48 (?)/9/25 フジテレビ 保富康午

N01-06471 テレビ 平凡歌のバースデーショー 50 (?)/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-06475 テレビ 平凡歌のバースデーショー 50 (?)/10/9 フジテレビ 保富康午

N01-06134 テレビ 平凡歌のバースデーショー 51 1962/1/21 フジテレビ 保富康午

N01-06477 テレビ 平凡歌のバースデーショー 51 (?)/10/16 フジテレビ 保富康午

N01-06469 テレビ 平凡歌のバースデーショー 52 (?)/10/30 フジテレビ 塚田茂

N01-06476 テレビ 平凡歌のバースデーショー 54 (?)/11/13 フジテレビ 保富康午

N01-06474 テレビ 平凡歌のバースデーショー 55 (?)/11/20 フジテレビ 保富康午

N01-06153 テレビ 平凡歌のバースデーショー 57 1962/3/4 フジテレビ 保富康午

N01-06481 テレビ 平凡歌のバースデーショー 57 (?)/12/2 フジテレビ 塚田茂

N01-06480 テレビ 平凡歌のバースデーショー 58 (?)/12/9 フジテレビ 保富康午

N01-06479 テレビ 平凡歌のバースデーショー 59 (?)/12/16 フジテレビ 塚田茂

N01-06172 テレビ 平凡歌のバースデーショー 60 1962/3/25 フジテレビ 保富康午

N01-06527 テレビ 平凡歌のバースデーショー 62 (?)/1/4 フジテレビ 塚田茂

N01-06497 テレビ 平凡歌のバースデーショー 63 (?)/1/11 フジテレビ 保富康午

N01-06163 テレビ 平凡歌のバースデーショー 64 1962/4/22 フジテレビ 保富康午

N01-06518 テレビ 平凡歌のバースデーショー 64 (?)/1/18 フジテレビ 塚田茂

N01-06468 テレビ 平凡歌のバースデーショー 65 1962/4/29 フジテレビ こうやまひろし
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N01-06494 テレビ 平凡歌のバースデーショー 65 (?)/1/25 フジテレビ 保富康午

N01-06156 テレビ 平凡歌のバースデーショー 66 1962/5/6 フジテレビ 保富康午

N01-06489 テレビ 平凡歌のバースデーショー 66 (?)/2/1 フジテレビ 保富康午

N01-06521 テレビ 平凡歌のバースデーショー 67 (?)/2/8 フジテレビ 塚田茂

N01-06155 テレビ 平凡歌のバースデーショー 68 1962/5/20 フジテレビ 保富康午

N01-06528 テレビ 平凡歌のバースデーショー 68 (?)/2/15 フジテレビ 塚田茂

N01-06154 テレビ 平凡歌のバースデーショー 69 1962/5/27 フジテレビ 保富康午

N01-06482 テレビ 平凡歌のバースデーショー 69 (?)/2/22 フジテレビ 塚田茂

N01-06150 テレビ 平凡歌のバースデーショー 70 1962/6/3 フジテレビ 保富康午

N01-06493 テレビ 平凡歌のバースデーショー 70 (?)/3/1 フジテレビ 保富康午

N01-06525 テレビ 平凡歌のバースデーショー 71 (?)/3/8 フジテレビ 保富康午

N01-06149 テレビ 平凡歌のバースデーショー 72 1962/6/17 フジテレビ 保富康午

N01-06139 テレビ 平凡歌のバースデーショー 73 1962/6/24 フジテレビ 保富康午

N01-06162 テレビ 平凡歌のバースデーショー 73 1962/6/24 フジテレビ 保富康午

N01-06495 テレビ 平凡歌のバースデーショー 73 (?)/3/22 フジテレビ 保富康午

N01-06505 テレビ 平凡歌のバースデーショー 75 (?)/4/5 フジテレビ 保富康午

N01-06506 テレビ 平凡歌のバースデーショー 75 (?)/4/5 フジテレビ 保富康午

N01-06520 テレビ 平凡歌のバースデーショー 75 (?)/4/5 フジテレビ 保富康午

N01-06137 テレビ 平凡歌のバースデーショー 76 1962/7/15 フジテレビ 保富康午

N01-06136 テレビ 平凡歌のバースデーショー 77 1962/7/22 フジテレビ 塚田茂

N01-06503 テレビ 平凡歌のバースデーショー 77 (?)/4/19 フジテレビ 保富康午

N01-06498 テレビ 平凡歌のバースデーショー 78 (?)/4/26 フジテレビ 塚田茂

N01-06138 テレビ 平凡歌のバースデーショー 79 1962/8/5 フジテレビ 保富康午

N01-06514 テレビ 平凡歌のバースデーショー 79 (?)/5/3 フジテレビ 保富康午

N01-06140 テレビ 平凡歌のバースデーショー 80 1962/8/12 フジテレビ 保富康午

N01-06486 テレビ 平凡歌のバースデーショー 80 (?)/5/10 フジテレビ 塚田茂

N01-06135 テレビ 平凡歌のバースデーショー 81 1962/8/19 フジテレビ 塚田茂

N01-06485 テレビ 平凡歌のバースデーショー 81 (?)/5/17 フジテレビ 塚田茂

N01-06519 テレビ 平凡歌のバースデーショー 82 (?)/5/24 フジテレビ 塚田茂

N01-06488 テレビ 平凡歌のバースデーショー 83 (?)/5/31 フジテレビ 保富康午

N01-06492 テレビ 平凡歌のバースデーショー 83 (?)/5/31 フジテレビ 保富康午

N01-06515 テレビ 平凡歌のバースデーショー 83 (?)/5/31 フジテレビ 保富康午

N01-06148 テレビ 平凡歌のバースデーショー 84 1962/9/9 フジテレビ 保富康午

N01-06487 テレビ 平凡歌のバースデーショー 84 (?)/6/7 フジテレビ 保富康午

N01-06168 テレビ 平凡歌のバースデーショー 85 1962/9/16 フジテレビ 保富康午

N01-06491 テレビ 平凡歌のバースデーショー 85 (?)/6/14 フジテレビ 保富康午

N01-06516 テレビ 平凡歌のバースデーショー 86 (?)/6/21 フジテレビ 保富康午



「へ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-06171 テレビ 平凡歌のバースデーショー 88 1962/10/7 フジテレビ 保富康午

N01-06169 テレビ 平凡歌のバースデーショー [86] 1962/9/23 フジテレビ 保富康午

N01-06170 テレビ 平凡歌のバースデーショー 89 1962/10/14 フジテレビ 保富康午

N01-06161 テレビ 平凡歌のバースデーショー 90 1962/10/21 フジテレビ 保富康午

N01-06483 テレビ 平凡歌のバースデーショー 92 (?)/8/2 フジテレビ 保富康午

N01-06511 テレビ 平凡歌のバースデーショー 92 (?)/8/2 フジテレビ 保富康午

N01-06501 テレビ 平凡歌のバースデーショー 95 (?)/8/23 フジテレビ 保富康午

N01-06164 テレビ 平凡歌のバースデーショー 96 1962/12/2 フジテレビ 保富康午

N01-06166 テレビ 平凡歌のバースデーショー 97 1962/12/9 フジテレビ 保富康午

N01-06165 テレビ 平凡歌のバースデーショー 98 1962/12/16 フジテレビ 保富康午

N01-06532 テレビ 平凡歌のバースデーショー 100 (?)/9/27 フジテレビ 塚田茂

N01-06499 テレビ 平凡歌のバースデーショー 102 (?)/10/11 フジテレビ 保富康午

N01-06167 テレビ 平凡歌のバースデーショー 103 1963/1/20 フジテレビ 保富康午

N01-06500 テレビ 平凡歌のバースデーショー 103 (?)/10/18 フジテレビ 保富康午

N01-06524 テレビ 平凡歌のバースデーショー 104 (?)/10/25 フジテレビ 保富康午

N01-06504 テレビ 平凡歌のバースデーショー 105 (?)/11/1 フジテレビ 保富康午

N01-06496 テレビ 平凡歌のバースデーショー 107 (?)/11/15 フジテレビ 保富康午

N01-06502 テレビ 平凡歌のバースデーショー 107 (?)/11/15 フジテレビ 保富康午

N01-06512 テレビ 平凡歌のバースデーショー 109 (?)/11/29 フジテレビ 保富康午

N01-06484 テレビ 平凡歌のバースデーショー 110 (?)/12/6 フジテレビ 保富康午

N01-06507 テレビ 平凡歌のバースデーショー 111 (?)/12/13 フジテレビ 塚田茂

N01-06513 テレビ 平凡歌のバースデーショー 112 (?)/12/20 フジテレビ 保富康午

N01-06517 テレビ 平凡歌のバースデーショー 114 (?)/1/3 フジテレビ 塚田茂

N01-06526 テレビ 平凡歌のバースデーショー 116 (?)/1/17 フジテレビ 保富康午

N01-06508 テレビ 平凡歌のバースデーショー 118 (?)/1/31 フジテレビ 保富康午

N01-06529 テレビ 平凡歌のバースデーショー 119 (?)/2/7 フジテレビ 塚田茂

N01-06510 テレビ 平凡歌のバースデーショー 120 (?)/2/14 フジテレビ 保富康午

N01-06523 テレビ 平凡歌のバースデーショー 121 (?)/2/21 フジテレビ 保富康午

N01-06490 テレビ 平凡歌のバースデーショー 決定稿 123 (?)/3/7 フジテレビ 保富康午

N01-06509 テレビ 平凡歌のバースデーショー 123 (?)/3/7 フジテレビ 保富康午

N01-06530 テレビ 平凡歌のバースデーショー 124 (?)/3/14 フジテレビ 保富康午

N01-06522 テレビ 平凡歌のバースデーショー 125 (?)/3/21 フジテレビ 保富康午

N01-06531 テレビ 平凡歌のバースデーショー 126(終) (?)/3/28 フジテレビ 保富康午

N01-03250 テレビ 平和な物語 (?)/3/11 朝日放送 茂木草介

N01-05141 テレビ 平和屋さん 1959/11/20 NHK 遠藤周作
デジタル
化（館
内）

N01-22054 資料 ”ペギー・マーチ”の御紹介 可愛いいマリア (?)

N01-02735 テレビ ペギーに逢いましょう 決定稿 20 1960/2/12 KRT 塚田茂



「へ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M021 N01-40516 ラジオ 北京の鶯 1953/1/9 NHK 菊田一夫

N01-13949 ラジオ 舳倉島の夏 1967/8/12 NHK 岸宏子

N01-19831 テレビ ヘソはセンター (?)/7/6 フジテレビ 三木トリロー

N01-20027 テレビ ベッツィ＆クリス リサイタル 中継用台本 (?)/9/12 フジテレビ 保富康午

N01-20028 テレビ ベッツィ＆クリス リサイタル (?)/9/12 フジテレビ 保富康午

N01-01919 テレビ ペトリ・セブン・ショウ 16 1961/6/16 NET 津田幸夫

M055 N01-41218 ラジオ ベニスの河童 1953/6/(?) 島海彦

N01-05403 ラジオ 蛇女房 1959/(?)/(?) NHK 筒井敬介
デジタル
化（館
内）

N01-24433 テレビ 蛇姫様 真岡の決斗 3 [1972/1/16]
東京12チャ

ンネル
宮川一郎

N01-15251 テレビ 蛇姫様 7 [1972]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15259 テレビ 蛇姫様 8 [1972]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-13348 テレビ 部屋 1967/10/19 NHK 山崎正和

N01-24576 テレビ 部屋（仮題） (?) NHK 能勢紘也

N01-26509 テレビ べらんめぇ横丁（仮題） 泪の乾杯！ 準備稿 3 (?) 日本テレビ 吉田みき

N01-05489 ラジオ ベルの一生 1961/9/4 NHK 田中澄江
デジタル
化（館
内）

N01-01601 テレビ ペンキのついた十円玉 打合稿 1960/11/3 NHK 横田弘行

N01-01604 テレビ ペンキのついた十円玉 1960/11/3 NHK 横田弘行

平022 N01-45164 ラジオ 弁慶 秋遷（ゆきふり）其一 47 1952/11/16 TBSラジオ 富田常雄
デジタル
化（館
内）

N01-11033 テレビ 弁護士かあさん 120万円の孝行 9 (?) TBS 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-01139 ラジオ 弁天娘女男白浪 1957/3/17 KRT

N01-02398 ラジオ 弁天娘女男白浪
浜松屋見世先の場、稲瀬川勢

揃の場
1953/11/1 NHK



「ほ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-06116 テレビ ホイキタ君 (?) 遠藤啄郎、遠藤淳

N01-07771 テレビ ホイキタ君 (?) 遠藤啄郎、遠藤淳

M002 N01-40052 ラジオ 望遠レンズ 1 1956/4/2 NHK 六所輝彦

M002 N01-40053 ラジオ 望遠レンズ 3 1956/4/16 NHK 六所輝彦

N01-03013 ラジオ 邦楽つゞれ錦 雪の日 1953/1/12 ラジオ東京 宮川曼魚

N01-03014 ラジオ 邦楽つゞれ錦 大薩摩いろいろ話 1953/1/19 ラジオ東京 斉藤豊吉

N01-03015 ラジオ 邦楽つゞれ錦 都々逸坊物語 1953/1/26 ラジオ東京 平山盧江

N01-03016 ラジオ 邦楽つゞれ錦 菊髙檢校 1953/2/2 ラジオ東京 田辺尚雄

N01-03017 ラジオ 邦楽つゞれ錦 新舞踊の先覚 1953/2/9 ラジオ東京 江口博

N01-03018 ラジオ 邦楽つゞれ錦 義太夫の女 1953/3/2 ラジオ東京 安藤鶴夫

N01-03019 ラジオ 邦楽つゞれ錦 呂昇のゐたころ 1957/12/1 ラジオ東京 本山荻舟

N01-24673 テレビ 判官渡海 1 (?) 北海道放送 室谷邦夷
デジタル
化（館
内）

M017 N01-40403 ラジオ 判官渡海 3 1955/(?)/(?) 坪内士行

M017 N01-40435 テレビ 判官渡海 (?) 北海道放送 室谷邦夷、内村直也

N01-24674 ラジオ 判官渡海　第二部 2 (?) 室谷邦夷

M020 N01-40502 ラジオ 忘却の花びら 32 1956/12/13 NHK 菊田一夫

N01-04161 テレビ ぼうけんダン吉 重要書類の巻 24週(139～144) 1960/7/11～16 日本テレビ 山崎あきら、ひとみ座文芸部
デジタル
化（館
内）

N01-02231 テレビ 帽子 第一稿 1961/12/2 NHK 椎名利夫

N01-24380 テレビ 帽子とひまわり 荒野の中の19才 2 1974/4/10 NHK 宮川一郎
デジタル
化（館
内）

N01-24381 テレビ 帽子とひまわり 埋もれた過去 3 1974/4/17 NHK 宮川一郎

N01-24382 テレビ 帽子とひまわり 岐路 4 1974/4/24 NHK 高橋玄洋

N01-24383 テレビ 帽子とひまわり 波紋 5 1974/5/1 NHK 宮川一郎

N01-24384 テレビ 帽子とひまわり 真実の重さ 6 1974/5/8 NHK 高橋玄洋

N01-24385 テレビ 帽子とひまわり 消えた火 7 1974/5/15 NHK 宮川一郎

N01-24386 テレビ 帽子とひまわり 私 8 1974/5/22 NHK 高橋玄洋

N01-24387 テレビ 帽子とひまわり 一枚の便せん 9 1974/5/29 NHK 宮川一郎

N01-24587 テレビ 帽子とひまわり 東京の空の下 12 1974/6/19 NHK 高橋玄洋

N01-24388 テレビ 帽子とひまわり あじさい 14 1974/7/3 NHK 宮川一郎

N01-24389 テレビ 帽子とひまわり 最終弁論 15 1974/7/10 NHK 宮川一郎

N01-24390 テレビ 帽子とひまわり ビルの谷間 19 1974/8/14 NHK 宮川一郎

N01-24588 テレビ 帽子とひまわり もう一つの神田川 20 1974/8/21 NHK 本田英郎

N01-07956 テレビ 北條の石佛 改訂稿 1964/(?)/(?) 日本テレビ 森川英太朗

M021 N01-40505 ラジオ 放送詩劇　いちばん高い場所 1958/10/30 NHK 木原孝一

N01-01022 ラジオ 放送詩劇　すみれ色の月 1960/1/2 ラジオ中国 中村隆子

N01-01013 ラジオ 放送詩劇　舟 (?)
中部日本放

送
川崎洋

デジタル
化（館
内）

M021 N01-40509 ラジオ 放送詩集
欧米詩鑑賞その二〇　米欧編

第一回
1958/10/22 NHK

デジタル
化（館
内）

M020 N01-40503 ラジオ 放送詩集　第(?)集　北原白秋作品より 1956/(?) NHK
デジタル
化（館
内）
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M020 N01-40491 ラジオ 放送詩集　第一一七集 1956/5/23 NHK
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40482 ラジオ
放送詩集　第二十五集　三好達治の作品

から
1954/4/29 NHK

デジタル
化（館
内）

M020 N01-40484 ラジオ
放送詩集　第三十六集　永瀬清子の作品

から
1954/7/22 NHK

デジタル
化（館
内）

N01-50162 テレビ 包丁 1 1972/6/14 NHK 大野靖子

N01-50163 テレビ 包丁 2 1972/6/21 NHK 大野靖子

N01-50164 テレビ 包丁 3 1972/6/28 NHK 大野靖子

N01-50165 テレビ 包丁 最終回 1972/7/5 NHK 大野靖子

N01-13817 テレビ 放蕩一代息子 スタッフ決定稿 879 1973/10/14 TBS 高橋正圀

N01-13847 テレビ 放蕩一代息子 決定稿 879 1973/10/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-16027 テレビ 放蕩一代息子 改訂稿 879 1973/10/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-26609 テレビ 放蕩一代息子 決定稿 879 1973/10/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-13711 テレビ 放蕩かっぽれ節 スタッフ稿 1118 1978/5/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-15822 テレビ 放蕩かっぽれ節 決定稿 1118 1978/5/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-15823 テレビ 放蕩かっぽれ節 改訂稿 1118 1978/5/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-16026 テレビ 放蕩かっぽれ節 決定稿 1118 1978/5/14 TBS 山田洋次、高橋正圀
デジタル
化（館
内）

N01-16720 テレビ 放蕩かっぽれ節 スタッフ稿 1118 1978/5/14 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-09251 テレビ ほうねんまんさく 東京都世田谷村 決定稿 1 [1974]/3/9 フジテレビ 佐々木守

N01-09252 テレビ ほうねんまんさく 女、泣きます怒ります 決定稿 2 [1974]/3/16 フジテレビ 佐々木守

N01-09253 テレビ ほうねんまんさく 女、攻めます恋します 決定稿 3 [1974]/3/23 フジテレビ 佐々木守

N01-09254 テレビ ほうねんまんさく 女、咲きます夢見ます 決定稿 4 [1974]/3/30 フジテレビ 佐々木守

N01-09255 テレビ ほうねんまんさく 女、花です涙です 決定稿 5 [1974/4/6] フジテレビ 佐々木守

N01-09256 テレビ ほうねんまんさく 男、義理です人情です 決定稿 6 [1974]/4/13 フジテレビ 佐々木守

N01-09257 テレビ ほうねんまんさく 女、花です流れます 決定稿 7 [1974]/4/20 フジテレビ 佐々木守

N01-09261 テレビ ほうねんまんさく 君は結婚するのか！ 決定稿 8 1974/4/27 フジテレビ 佐々木守

N01-09262 テレビ ほうねんまんさく お前を抱きしめたい 決定稿 9 1974/5/4 フジテレビ 佐々木守

N01-09260 テレビ ほうねんまんさく 月夜のプロポーズ 決定稿 10 1974/5/11 フジテレビ 佐々木守

N01-09259 テレビ ほうねんまんさく え!!田んぼを売るの 改訂稿 11 1974/5/18 フジテレビ 佐々木守

N01-09258 テレビ ほうねんまんさく 早い朝・愛の告白 決定稿 12 [1974]/5/25 フジテレビ 佐々木守

N01-09246 テレビ ほうねんまんさく さあ、田植えだ！ 決定稿 13(終) [1974]/6/1 フジテレビ 佐々木守

平026B N01-45199 ラジオ 防風林 1950/1/27 NHK 北條秀司
デジタル
化（館
内）

N01-18148 テレビ ボウリングパンチ！ 1 (?)/4/2 テレビ東京 柴田昭、玉井冽、河野宏

N01-23327 テレビ ボウリングパンチ！ 2 1970/4/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
柴田昭、玉井冽、河野宏

N01-23659 テレビ ボウリングパンチ！ 2 (?)/4/9
東京12チャ

ンネル
柴田昭、玉井冽、河野宏

N01-18146 テレビ ボウリングパンチ！ 34 (?)/11/19 テレビ東京 柴田昭、河野宏、スタッフ東京

N01-18157 テレビ ボウリングパンチ！ 50 (?)/3/18 テレビ東京 柴田昭、河野宏、スタッフ東京

N01-11572 テレビ ほおずきの唄 2 1975/4/12 日本テレビ 大藪郁子

N01-12782 ラジオ ボーダーライン 1～5 (?)/3/24～28
ニッポン放

送
津川泉
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N01-12783 ラジオ ボーダーライン 6～10 (?)/3/31～4/4
ニッポン放

送
津川泉

N01-04360 ラジオ ボーナスの行方 1955/6/20 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-24724 テレビ ホープ新春を語る 1965/1/2 NETテレビ 庄野誠一

N01-51426 テレビ ホープ新春を語る 1965/1/2 NETテレビ 庄野誠一

N01-00405 テレビ ホームドラマ　ミーちゃんの音楽日記 幸福のうた 決定稿 1961/12/2 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00406 テレビ ホームドラマ　ミーちゃんの音楽日記 幸福のうた 決定稿 1961/12/2 NHK 内村直也

N01-00635 資料 ボールと歌おう！ (?) 黒須栄司

M025 N01-40602 ラジオ ボールは五月の風に乗って (?)/5/6 NHK 大島十九郎

M027 N01-40627 テレビ 北緯四十三度 1958/11/23 HBC 山口純一郎

M027 N01-40628 資料 北緯四十三度 1958/11/23 HBC 山口純一郎

N01-08939 テレビ 北越誌 (?) NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-12317 テレビ 北越誌 1972/10/15 NHK 秋元松代

N01-24579 テレビ 北越誌 1972/(?)/(?) NHK 秋元松代

N01-08503 テレビ ボクたちは島を出たい 1964/8/2 フジテレビ 安斎功

N01-17159 ラジオ 濹東綺譚 荷風散人 1969/2/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

デジタル
化（館
内）

N01-12561 ラジオ ぼくどうして涙がでるの 1965/3/15 NHK 内村直也

N01-02559 ラジオ 僕のうちこけた。学校もこけた。（仮題） 1961/9/29 NHK 岸宏子

N01-18116 テレビ ぼくの国　にっぽん 熊野の妙見さん
打合稿。オー

ディション
(?) NHK 横田弘行

N01-26644 テレビ ぼくの国　にっぽん 熊野の妙見さん 打合稿 (?) NHK 横田弘行

M029 N01-40677 資料 僕の結婚 1957/6/14
中部日本放

送
矢代静一

デジタル
化（館
内）

N01-11324 テレビ ボクのしあわせ 予期せぬ出来事 決定稿 4 [1973]/8/27 フジテレビ 神馬伸

N01-11046 テレビ ボクのしあわせ スタッフ決定稿 6 (?)/9/10 フジテレビ 神馬伸

N01-05099 テレビ 僕はスタンド・イン 間の抜けた犯人 39 [1961]/3/6 フジテレビ 花登筐

N01-01372 テレビ ぼくもわたしも名探偵 その時陸風が吹いていた 決定稿 16 1962/1/23 NHK 横田弘行

N01-01374 テレビ ぼくもわたしも名探偵 その時陸風が吹いていた 16 1962/1/23 NHK 横田弘行

N01-00734 テレビ ぼくもわたしも名探偵 少年探偵局出動! 22 1962/3/13 NHK 横田弘行

N01-01375 テレビ ぼくもわたしも名探偵 少年探偵局出動 22 1962/3/13 NHK 横田弘行

N01-01376 テレビ ぼくもわたしも名探偵 少年探偵局出動! 打合稿 22 1962/3/13 NHK 横田弘行

N01-03712 テレビ ぼくもわたしも名探偵 少年探偵局出動! 打合稿 22 1962/3/13 NHK 横田弘行

N01-01378 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ロープウェイ事件 決定稿 1962/3/27 NHK 横田弘行

N01-03709 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ロープウェイ事件 打合稿 1962/3/27 NHK 横田弘行

N01-03710 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ロープウェイ事件 打合稿 1962/3/27 NHK 横田弘行

N01-04254 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ロープウェイ事件 打合稿 1962/3/27 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04291 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ロープウェイ事件 決定稿 1962/3/27 NHK 横田弘行

N01-03713 テレビ ぼくもわたしも名探偵 道草坊主と卵 29 1962/4/24 NHK 横田弘行

N01-04298 テレビ ぼくもわたしも名探偵 道草坊主と卵 打合稿 29 1962/4/24 NHK 横田弘行

N01-01379 テレビ ぼくもわたしも名探偵 オルゴールと少年 打合稿 1962/5/29 NHK 横田弘行



「ほ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01380 テレビ ぼくもわたしも名探偵 翁とその三人の弟子 打合稿 1962/6/12 NHK 横田弘行

N01-01383 テレビ ぼくもわたしも名探偵 翁と三人の弟子 決定稿 1962/6/12 NHK 横田弘行

N01-01384 テレビ ぼくもわたしも名探偵 あなただけが目撃者だ! 決定稿 1962/6/26 NHK 横田弘行

N01-03663 テレビ ぼくもわたしも名探偵 あなただけが目撃者だ! 打合稿 1962/6/26 NHK 横田弘行

N01-01385 テレビ ぼくもわたしも名探偵 窓のない部屋 40 1962/7/10 NHK 横田弘行

N01-01386 テレビ ぼくもわたしも名探偵 窓のない部屋 打合稿 40 1962/7/10 NHK 横田弘行

N01-01389 テレビ ぼくもわたしも名探偵 せみがとびこんでくる学校 1962/8/7 NHK 横田弘行

N01-01392 テレビ ぼくもわたしも名探偵 せみがとびこんでくる学校 打合稿 1962/8/7 NHK 横田弘行

N01-01394 テレビ ぼくもわたしも名探偵 坊ちゃん旅行 1962/8/28 NHK 横田弘行

N01-01395 テレビ ぼくもわたしも名探偵 坊ちゃん旅行 打合稿 1962/8/28 NHK 横田弘行

N01-01400 テレビ ぼくもわたしも名探偵 マリモと少年 決定稿 50 1962/9/18 NHK 横田弘行

N01-01401 テレビ ぼくもわたしも名探偵 マリモと少年 50 1962/9/18 NHK 横田弘行

N01-01402 テレビ ぼくもわたしも名探偵 昔ばなし 如来と盗賊 決定稿 1962/10/9 NHK 横田弘行

N01-01403 テレビ ぼくもわたしも名探偵 昔ばなし 如来と盗賊 1962/10/9 NHK 横田弘行

N01-01480 テレビ ぼくもわたしも名探偵 昔ばなし 如来と盗賊 1962/10/9 NHK 横田弘行

N01-01481 テレビ ぼくもわたしも名探偵 昔ばなし 如来と盗賊 決定稿 1962/10/9 NHK 横田弘行

N01-01404 テレビ ぼくもわたしも名探偵 たそがれ横丁と千円札 打合稿 1962/10/30 NHK 横田弘行

N01-01405 テレビ ぼくもわたしも名探偵 たそがれ横丁と千円札 1962/10/30 NHK 横田弘行

N01-01408 テレビ ぼくもわたしも名探偵 たそがれ横丁と千円札 1962/10/30 NHK 横田弘行

N01-01409 テレビ ぼくもわたしも名探偵 たそがれ横丁と千円札 打合稿 1962/10/30 NHK 横田弘行

N01-03003 テレビ ぼくもわたしも名探偵 たそがれ横町と千円札 1962/10/30 NHK 横田弘行

N01-01410 テレビ ぼくもわたしも名探偵 宮島から来た客 打合稿 1962/11/20 NHK 横田弘行

N01-01411 テレビ ぼくもわたしも名探偵 大阪から来た男 1962/11/20 NHK 横田弘行

N01-03002 テレビ ぼくもわたしも名探偵 大阪から来た男 1962/11/20 NHK 横田弘行

N01-03657 テレビ ぼくもわたしも名探偵 宮島から来た客 打合稿 1962/11/20 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03658 テレビ ぼくもわたしも名探偵 大阪から来た男 1962/11/20 NHK 横田弘行

N01-26630 テレビ ぼくもわたしも名探偵 大阪から来た男 1962/11/20 NHK 横田弘行

N01-01412 テレビ ぼくもわたしも名探偵 影の中の男 打合稿 1962/12/18 NHK 横田弘行

N01-01413 テレビ ぼくもわたしも名探偵 影の中の男 1962/12/18 NHK 横田弘行

N01-03662 テレビ ぼくもわたしも名探偵 影の中の男 打合稿 1962/12/18 NHK 横田弘行

N01-03704 テレビ ぼくもわたしも名探偵 影の中の男 打合稿 1962/12/18 NHK 横田弘行

N01-04273 テレビ ぼくもわたしも名探偵 影の中の男 1962/12/18 NHK 横田弘行

N01-01416 テレビ ぼくもわたしも名探偵 清水トンネル 1963/1/15 NHK 横田弘行

N01-01417 テレビ ぼくもわたしも名探偵 清水トンネル 1963/1/15 NHK 横田弘行

N01-01419 テレビ ぼくもわたしも名探偵 上越線事件 打合稿 1963/1/15 NHK 横田弘行

N01-03702 テレビ ぼくもわたしも名探偵 清水トンネル 1963/1/15 NHK 横田弘行

N01-04285 テレビ ぼくもわたしも名探偵 上越線事件 打合稿 1963/1/15 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）



「ほ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01418 テレビ [ぼくもわたしも名探偵] 上越線事件 1963/1/15 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-03455 テレビ ぼくもわたしも名探偵 若戸大橋 打合稿 1963/1/29 NHK 横田弘行

N01-03665 テレビ ぼくもわたしも名探偵 若戸大橋 決定稿 1963/1/29 NHK 横田弘行

N01-01420 テレビ ぼくもわたしも名探偵 若戸大橋 決定稿 1963/1/29 NHK 横田弘行

N01-01421 テレビ ぼくもわたしも名探偵 若戸大橋 打合稿 1963/1/29 NHK 横田弘行

N01-01424 テレビ ぼくもわたしも名探偵 小さな町の大展覧会 72 1963/2/26 NHK 横田弘行

N01-01425 テレビ ぼくもわたしも名探偵 小さな町の大展覧会 打合稿 72 1963/2/26 NHK 横田弘行

N01-01430 テレビ ぼくもわたしも名探偵 暗号 打合稿 1963/3/12 NHK 横田弘行

N01-01431 テレビ ぼくもわたしも名探偵 暗号 1963/3/12 NHK 横田弘行

N01-01440 テレビ ぼくもわたしも名探偵 停車三十秒前 打合稿 76 1963/3/26 NHK 横田弘行

N01-01441 テレビ ぼくもわたしも名探偵 停車三十秒前 76 1963/3/26 NHK 横田弘行

N01-01449 テレビ ぼくもわたしも名探偵 風を切る音 打合稿 1963/4/9 NHK 横田弘行

N01-01450 テレビ ぼくもわたしも名探偵 風を切る音 打合稿 1963/4/9 NHK 横田弘行

N01-01451 テレビ ぼくもわたしも名探偵 風を切る音 改訂稿 1963/4/9 NHK 横田弘行

N01-01454 テレビ ぼくもわたしも名探偵 脱出 打合稿 1963/4/23 NHK 横田弘行

N01-01455 テレビ ぼくもわたしも名探偵 脱出 打合稿 1963/4/23 NHK 横田弘行

N01-01457 テレビ ぼくもわたしも名探偵 X氏を内偵せよ 1963/5/14 NHK 横田弘行

N01-01458 テレビ ぼくもわたしも名探偵 X氏を内偵せよ 打合稿 1963/5/14 NHK 横田弘行

N01-01462 テレビ ぼくもわたしも名探偵 おばあちゃん上京す 打合稿 1963/5/21 NHK 横田弘行

N01-01463 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ゆうれいやしき 1963/6/4 NHK 横田弘行

N01-01464 テレビ ぼくもわたしも名探偵 ゆうれいやしき 打合稿 1963/6/4 NHK 横田弘行

N01-01465 テレビ ぼくもわたしも名探偵 尾行 決定稿 1963/6/18 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01466 テレビ ぼくもわたしも名探偵 尾行 打合稿 1963/6/18 NHK 横田弘行

N01-01471 テレビ ぼくもわたしも名探偵 昔ばなし こけしの里の物語 1963/6/25 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01472 テレビ ぼくもわたしも名探偵 昔ばなし こけしの里の物語 打合稿 1963/6/25 NHK 横田弘行

N01-01474 テレビ ぼくもわたしも名探偵 小さな親切 四国へ帰る 打合稿 1963/7/23 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01475 テレビ ぼくもわたしも名探偵 中国むかし話 張春と妖怪 打合稿 1963/8/6 NHK 横田弘行

N01-01476 テレビ ぼくもわたしも名探偵 中国むかし話 張春と妖怪 打合稿 1963/8/6 NHK 横田弘行

N01-01482 テレビ ぼくもわたしも名探偵 熊本民話より 彦市どん 打合稿 1963/8/27 NHK 横田弘行

N01-01483 テレビ ぼくもわたしも名探偵 開拓者 決定稿 1963/9/10 NHK 横田弘行

N01-01484 テレビ ぼくもわたしも名探偵 開拓者 打合稿 1963/9/10 NHK 横田弘行

N01-01485 テレビ ぼくもわたしも名探偵 目標二百五十メートル 打合稿 1963/9/24 NHK 横田弘行

N01-01486 テレビ ぼくもわたしも名探偵 目標二百五十メートル 決定稿 1963/9/24 NHK 横田弘行

N01-01489 テレビ ぼくもわたしも名探偵 その声を探せ 1964/2/18 NHK 横田弘行

N01-01490 テレビ ぼくもわたしも名探偵 残島(のこのしま)の火 打合稿 1964/3/24 NHK 横田弘行

N01-01491 テレビ ぼくもわたしも名探偵 残島(のこのしま)の火 1964/3/24 NHK 横田弘行

N01-01494 テレビ ぼくらのべんけいさん 打合稿 1962/3/21 NHK 横田弘行



「ほ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01495 テレビ ぼくらのべんけいさん 決定稿 1962/3/21 NHK 横田弘行

N01-05392 ラジオ ほくろはむかしの面影 武家義理物語 1963/12/5 NHK 田内初義

N01-04408 ラジオ 捕鯨オリンピック 1 (?)/6/29 ラジオ東京 木村重夫

N01-04409 ラジオ 捕鯨オリンピック 2 (?)/7/11 ラジオ東京 木村重夫

N01-04410 ラジオ 捕鯨オリンピック 3 (?)/7/18 ラジオ東京 木村重夫

N01-04411 ラジオ 捕鯨オリンピック 4 (?)/7/25 ラジオ東京 木村重夫

N01-04412 ラジオ 捕鯨オリンピック 5 (?)/8/8 ラジオ東京 木村重夫

N01-04413 ラジオ 捕鯨オリンピック 6 (?)/8/15 ラジオ東京 木村重夫

N01-04414 ラジオ 捕鯨オリンピック 7 (?)/8/22 ラジオ東京 木村重夫

N01-04415 ラジオ 捕鯨オリンピック 8 (?)/8/29 ラジオ東京 木村重夫

N01-04416 ラジオ 捕鯨オリンピック 9 (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04417 ラジオ 捕鯨オリンピック 10 (?)/9/11 ラジオ東京 木村重夫

N01-04418 ラジオ 捕鯨オリンピック 11 (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-04419 ラジオ 捕鯨オリンピック [12](終) (?) ラジオ東京 木村重夫

N01-05483 ラジオ 母系家族 1 1961/7/24 NHK 横光晃
デジタル
化（館
内）

N01-05488 ラジオ 母系家族 4 1961/7/27 NHK 横光晃
デジタル
化（館
内）

N01-00760 テレビ ポケットサイエンス お焦げと炭 1962/(?)/(?) NHK 神津友好

N01-00767 テレビ ポケットサイエンス 酒の壜とビールの壜 1962/7/5 NHK 神津友好

N01-07441 テレビ ポケットサイエンス ゲンノショウコ 1962/7/26 NHK

N01-07442 テレビ ポケットサイエンス 金魚鉢の泡 1962/6/21 NHK 神津友好
デジタル
化（館
内）

M035 N01-40794 ラジオ 星 1～6 1954/7/5～10 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-13828 テレビ 慕情の夏(仮) 改訂稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

M034 N01-40781 ラジオ 犯人を挙げろ！！ 前編 56 1959/7/31 KR 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-50893 ラジオ 犯人を挙げろ!! 灰色の墓標(後編) 73 1963/2/23 TBS 大野靖子

N01-50894 ラジオ 犯人を挙げろ!! 灰色の墓標(前編) 1963/2/16 大野靖子

M012 N01-40278 テレビ 星を眺める最後の夜 1958/5/25
ラジオ東京

テレビ
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-01672 テレビ 星をみつめて ガリレオ・ガリレイ 第一稿 1961/4/6 NHK 横田弘行

N01-01673 テレビ 星をみつめて ガリレオ・ガリレイ 第一稿 1961/4/6 NHK 横田弘行

N01-01674 テレビ 星をみつめて ガリレオ・ガリレイ 1961/4/6 NHK 横田弘行

平020 N01-45152 ラジオ ぼたもち 1952/11/14 NHK 三好十郎

平020 N01-45155 ラジオ ぼたもち 1952/12/19 NHK 三好十郎

N01-50895 テレビ 牡丹灯籠 前編 (?) NET 大野靖子

N01-50896 テレビ 牡丹灯籠 前編 (?) NET 大野靖子

N01-50897 テレビ 牡丹灯籠 後編 (?) NET 大野靖子

N01-50898 テレビ 牡丹灯籠 後編 (?) NET 大野靖子

N01-19681 テレビ ほっかいどう
北海道あらかると～'68年のお

台所をのぞけば～
348 1968/4/7 北海道放送

デジタル
化（館
内）

N01-15937
ビデオ・
DVD・CD

坊ちゃん (?) 竹内日出男



「ほ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12130 テレビ ぼてじゃこ物語 じゃことヒガイ 14 1971/7/8
よみうりテレ

ビ
花登筐

N01-12132 テレビ ぼてじゃこ物語 35 1971/12/2
よみうりテレ

ビ
花登筐

N01-12131 テレビ ぼてじゃこ物語 38 1971/12/23
よみうりテレ

ビ
花登筐

N01-10872 ラジオ 炎 1968/2/18 TBS 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-10878 ラジオ 炎 1968/2/18 TBS 遠藤淳

N01-13006 ラジオ 炎 1975/6/13 NHK 岸宏子

N01-24422 テレビ 炎の女 1～5 [1969]/1/6～10 TBS 宮川一郎

N01-24423 テレビ 炎の女 6～10 [1969]/1/13～17 TBS 宮川一郎(6、7)、櫻井康裕(8～10)

N01-24424 テレビ 炎の女 21～25 [1969]/2/3～7 TBS 櫻井康裕

N01-24425 テレビ 炎の女 26～30 [1969]/2/10～14 TBS 櫻井康裕

N01-24426 テレビ 炎の女 31～35 [1969]/2/17～21 TBS 宮川一郎

N01-24427 テレビ 炎の女 36～40 [1969]/2/24～28 TBS 櫻井康裕

N01-24428 テレビ 炎の女 41～45 [1969]/3/3～7 TBS 櫻井康裕

N01-24429 テレビ 炎の女 46～50 [1969]/3/10～14 TBS
宮川一郎(46～48)、櫻井康裕(49、

50)

N01-24430 テレビ 炎の女 51～55 [1969]/3/17～21 TBS 宮川一郎

N01-51264 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(1)(2) 1・2 [1962]/(?)/(?) 毎日放送 石浜恒夫

N01-51265 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(3) 3 [1962]/4/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-51266 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(4) 4 [1962]/4/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-51267 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(5) 5 [1962]/4/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-51268 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(6) 6 [1962]/4/23 毎日放送 石浜恒夫

N01-51269 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(7) 7 [1962]/4/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-51270 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(8) 8 [1962]/4/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-51271 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(9) 9 [1962]/4/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-51272 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(10) 10 [1962]/4/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-51273 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(11) 11 [1962]/4/30 毎日放送 石浜恒夫

N01-51274 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(12) 12 [1962]/5/1 毎日放送 石浜恒夫

N01-51275 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(13) 13 [1962]/5/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-51276 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(14) 14 [1962]/5/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-51277 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(15) 15 [1962]/5/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-51278 テレビ 炎の河　第一部 愁いある炎(15) 15 [1962]/5/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-51279 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(1) 16 [1962]/5/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-51280 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(2) 17 [1962]/5/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-51281 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(2) 17 [1962]/5/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-51282 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(3) 18 [1962]/5/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-51283 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(3) 18 [1962]/5/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-51284 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(4) 19 [1962]/5/10 毎日放送 石浜恒夫

N01-51285 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(4) 19 [1962]/5/10 毎日放送 石浜恒夫
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N01-51286 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(5) 20 [1962]/5/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-51287 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(5) 20 [1962]/5/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-51288 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(6) 21 [1962]/5/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-51289 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(6) 21 [1962]/5/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-51290 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(7) 22 [1962]/5/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-51291 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(7) 22 [1962]/5/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-51292 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(8) 23 [1962]/5/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-51293 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(8) 23 [1962]/5/16 毎日放送 石浜恒夫

N01-51294 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(9) 24 [1962]/5/17 毎日放送 石浜恒夫

N01-51295 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(9) 24 [1962]/5/17 毎日放送 石浜恒夫

N01-51296 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(10) 25 [1962]/5/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-51297 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(10) 25 [1962]/5/18 毎日放送 石浜恒夫

N01-51298 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(11) 26 [1962]/5/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-51299 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(11) 26 [1962]/5/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-51300 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(12) 27 [1962]/5/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-51301 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(12) 27 [1962]/5/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-51302 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(13) 28 [1962]/5/23 毎日放送 石浜恒夫

N01-51303 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(13) 28 [1962]/5/23 毎日放送 石浜恒夫

N01-51304 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(14) 29 [1962]/5/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-51305 テレビ 炎の河　第二部 花ひらく炎(14) 29 [1962]/5/24 毎日放送 石浜恒夫

N01-51306 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(1) 30 [1962]/5/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-51307 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(1) 30 [1962]/5/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-51308 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(2) 31 [1962]/5/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-51309 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(2) 31 [1962]/5/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-51310 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(3) 32 [1962]/5/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-51311 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(3) 32 [1962]/5/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-51312 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(4) 33 [1962]/5/30 毎日放送 石浜恒夫

N01-51313 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(4) 33 [1962]/5/30 毎日放送 石浜恒夫

N01-51314 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(5) 34 [1962]/5/31 毎日放送 石浜恒夫

N01-51315 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(5) 34 [1962]/5/31 毎日放送 石浜恒夫

N01-51316 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(6) 35 [1962]/6/1 毎日放送 石浜恒夫

N01-51317 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(6) 35 [1962]/6/1 毎日放送 石浜恒夫

N01-51318 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(7) 36 [1962]/6/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-51319 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(7) 36 [1962]/6/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-51320 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(8) 37 [1962]/6/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-51321 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(8) 37 [1962]/6/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-51322 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(9) 38 [1962]/6/6 毎日放送 石浜恒夫
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N01-51323 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(9) 38 [1962]/6/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-51324 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(10) 39 [1962]/6/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-51325 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(10) 39 [1962]/6/7 毎日放送 石浜恒夫

N01-51326 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(11) 40 [1962]/6/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-51327 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(11) 40 [1962]/6/8 毎日放送 石浜恒夫

N01-51328 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(12) 41 [1962]/6/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-51329 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(12) 41 [1962]/6/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-51330 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(13) 42 [1962]/6/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-51331 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(13) 42 [1962]/6/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-51332 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(14) 43 [1962]/6/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-51333 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(14) 43 [1962]/6/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-51334 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(15) 44 [1962]/6/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-51335 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(15) 44 [1962]/6/14 毎日放送 石浜恒夫

N01-51336 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(16) 45 [1962]/6/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-51337 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(16) 45 [1962]/6/15 毎日放送 石浜恒夫

N01-51338 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(17) 46 [1962]/6/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-51339 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(17) 46 [1962]/6/19 毎日放送 石浜恒夫

N01-51340 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(18) 47 [1962]/6/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-51341 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(18) 47 [1962]/6/20 毎日放送 石浜恒夫

N01-51342 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(19) 48 [1962]/6/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-51343 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(19) 48 [1962]/6/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-51344 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(20) 49 [1962]/6/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-51345 テレビ 炎の河　第三部 夜ひらく炎(20) 49 [1962]/6/22 毎日放送 石浜恒夫

N01-51346 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(1) 50 [1962]/6/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-51347 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(1) 50 [1962]/6/25 毎日放送 石浜恒夫

N01-51348 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(2) 51 [1962]/6/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-51349 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(2) 51 [1962]/6/26 毎日放送 石浜恒夫

N01-51350 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(3) 52 [1962]/6/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-51351 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(3) 52 [1962]/6/27 毎日放送 石浜恒夫

N01-51352 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(4) 53 [1962]/6/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-51353 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(4) 53 [1962]/6/28 毎日放送 石浜恒夫

N01-51354 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(5) 54 [1962]/6/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-51355 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(5) 54 [1962]/6/29 毎日放送 石浜恒夫

N01-51356 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(6) 55 [1962]/7/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-51357 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(6) 55 [1962]/7/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-51358 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(7) 56 [1962]/7/3 毎日放送 石浜恒夫

N01-51359 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(7) 56 [1962]/7/3 毎日放送 石浜恒夫
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N01-51360 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(8) 57 [1962]/7/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-51361 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(8) 57 [1962]/7/4 毎日放送 石浜恒夫

N01-51362 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(9) 58 [1962]/7/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-51363 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(9) 58 [1962]/7/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-51364 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(10) 59 [1962]/7/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-51365 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(10) 59 [1962]/7/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-51366 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(11) 60 [1962]/7/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-51367 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(11) 60 [1962]/7/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-51368 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(12) 61 [1962]/7/10 毎日放送 石浜恒夫

N01-51369 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(12) 61 [1962]/7/10 毎日放送 石浜恒夫

N01-51370 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(13) 62 [1962]/7/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-51371 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(13) 62 [1962]/7/11 毎日放送 石浜恒夫

N01-51372 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(14) 63 [1962]/7/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-51373 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(14) 63 [1962]/7/12 毎日放送 石浜恒夫

N01-51374 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(15) 64(終) [1962]/7/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-51375 テレビ 炎の河　第四部 燦めく炎(15) 64(終) [1962]/7/13 毎日放送 石浜恒夫

N01-08532 ラジオ 炎のとき 1963/2/18
中部日本放

送
横光晃

N01-13202 テレビ 炎の挽歌（仮題） 決定稿 (?) フジテレビ 石原武龍

N01-17880 ラジオ ポピュラーソングコンテスト 6 1973/10/13
ニッポン放

送
内海譲司

N01-24633 ラジオ ほほえみの意味するもの [1972]/(?)/(?) NHK、WDR 谷川俊太郎

N01-00569 テレビ ほむら (?) 有吉佐和子

N01-00998 テレビ ほら善の死 スタッフ決定稿 1963/1/31 TBS 大石隆一

N01-01162 テレビ 堀川波の鼔 決定稿 (?) テレビ朝日 近松門左衛門

N01-23628 テレビ ポリドール　歌うプレイタウン 準備稿 77 1969/9/18 日本テレビ 藤公之介
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40746 ラジオ 堀部彌兵衛 1・2 1956/12/21、28
ニッポン放

送
宇野信夫

デジタル
化（館
内）

M015 N01-40355 ラジオ 捕虜の旅路 2 1957/5/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-11904 テレビ 襤褸と宝石　－佐伯祐三の生涯ー 1980/(?)/(?) NHK 中島丈博

N01-12114 テレビ 襤褸と宝石　－佐伯祐三の生涯ー 1980/(?)/(?) NHK 中島丈博

N01-08959 テレビ 襤褸と宝石―佐伯祐三の生涯― 1980/(?)/(?) NHK 中島丈博

N01-13590 ラジオ 滅びの笛(V) 1978/1/16 NHK

N01-15840 ラジオ ボロ家の春秋 1980/7/27 文化放送 竹内日出男

N01-12344 テレビ ホンカンがんばる 1975/10/19 TBS 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-09117 テレビ ポンコツロボット太平記 1 1978/12/25 NHK 佐々木守

N01-09118 テレビ ポンコツロボット太平記 2 1978/12/26 NHK 佐々木守

N01-09116 テレビ ポンコツロボット太平記 3 1978/12/27 NHK 佐々木守

N01-09115 テレビ ポンコツロボット太平記 4 1978/12/28 NHK 佐々木守

N01-02639 テレビ 香港・沖縄 スタッフ稿 1963/(?)/(?) NET 深沢一夫
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N01-05173 テレビ 凡ちゃん捕物帳 俺は見たんだい！ 決定稿 1961/5/30 フジテレビ さんべけいし

N01-15995 ラジオ 本当の泥棒の話 1970/5/30 NHK 藤本義一
デジタル
化（館
内）

N01-05093 テレビ 奔流 14 1960/4/18
日本教育テ
レビ(テレビ

朝日)
北條誠

デジタル
化（館
内）

N01-05133 テレビ 奔流 1959/10/30 朝日放送 中江良夫
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08515 テレビ マーサ 1961/10/21 フジテレビ 毛利恒之

N01-11336 テレビ マー姉ちゃん 7・8 1979/4/9 NHK 小山内美江子
デジタル
化（館
内）

N01-02711 テレビ マイ・チャンネル　水原弘で行こう！ (?) 朝日放送 塚田茂

N01-06951 テレビ マイ・マイ・ショー 1 1961/1/27 フジテレビ 松本重美、保富康午、青島幸男

N01-06950 テレビ マイ・マイ・ショー 2 1961/2/3 フジテレビ 青島幸男

N01-06970 テレビ マイ・マイ・ショー 3 1961/2/10 フジテレビ 松本重美

N01-06963 テレビ マイ・マイ・ショー 4 1961/2/17 フジテレビ

N01-06969 テレビ マイ・マイ・ショー 4 1961/2/17 フジテレビ 保富康午

N01-06968 テレビ マイ・マイ・ショー 6 1961/3/3 フジテレビ 保富康午

N01-06967 テレビ マイ・マイ・ショー 8 1961/3/17 フジテレビ 松本重美

N01-06966 テレビ マイ・マイ・ショー 9 1961/3/24 フジテレビ 保富康午

N01-06965 テレビ マイ・マイ・ショー 12 1961/4/14 フジテレビ 保富康午

N01-06956 テレビ マイ・マイ・ショー 15 1961/5/5 フジテレビ 保富康午

N01-06955 テレビ マイ・マイ・ショー 16 1961/5/12 フジテレビ 保富康午

N01-06954 テレビ マイ・マイ・ショー 17 1961/5/19 フジテレビ 青島幸男

N01-06953 テレビ マイ・マイ・ショー 18 1961/5/26 フジテレビ 保富康午

N01-06952 テレビ マイ・マイ・ショー 19 1961/6/2 フジテレビ 青島幸男

N01-06975 テレビ マイ・マイ・ショー 20 1961/6/9 フジテレビ 保富康午

N01-06964 テレビ マイ・マイ・ショー 25 1961/7/14 フジテレビ 保富康午

N01-06949 テレビ マイ・マイ・ショー 28 1961/8/4 フジテレビ 保富康午

N01-06948 テレビ マイ・マイ・ショー 29 1961/8/11 フジテレビ 青島幸男

N01-06947 テレビ マイ・マイ・ショー 30 1961/8/18 フジテレビ 松本重美

N01-06946 テレビ マイ・マイ・ショー 31 1961/8/25 フジテレビ 保富康午

N01-06974 テレビ マイ・マイ・ショー 32 1961/9/1 フジテレビ 保富康午

N01-06973 テレビ マイ・マイ・ショー 34 1961/9/15 フジテレビ 松本重美

N01-06972 テレビ マイ・マイ・ショー 36 1961/9/29 フジテレビ 保富康午

N01-06971 テレビ マイ・マイ・ショー 38 1961/10/13 フジテレビ 保富康午

N01-06945 テレビ マイ・マイ・ショー 43 1961/11/17 フジテレビ 保富康午

N01-06944 テレビ マイ・マイ・ショー 45 1961/12/21 フジテレビ 青島幸男

N01-06976 テレビ マイ・マイ・ショー 48 1961/12/22 フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07393 テレビ マイ・マイ・ショー 50 1962/1/5 フジテレビ 松本重美

N01-07549 テレビ マイ・マイ・ショー 51 1962/1/12 フジテレビ 保富康午

N01-07548 テレビ マイ・マイ・ショー 52 1962/1/19 フジテレビ 保富康午

N01-07547 テレビ マイ・マイ・ショー 53 1962/1/26 フジテレビ 保富康午

N01-07546 テレビ マイ・マイ・ショー 56 1962/2/16 フジテレビ 保富康午

N01-07545 テレビ マイ・マイ・ショー 59 1962/3/9 フジテレビ 保富康午

N01-07551 テレビ マイ・マイ・ショー 59 1962/3/9 フジテレビ 保富康午
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N01-07554 テレビ マイ・マイ・ショー 60 1962/3/16 フジテレビ 保富康午

N01-06961 テレビ マイ・マイ・ショー 63 1962/4/6 フジテレビ 前田武彦

N01-06960 テレビ マイ・マイ・ショー 64 1962/4/13 フジテレビ 青島幸男

N01-06962 テレビ マイ・マイ・ショー 65 1962/4/20 フジテレビ 保富康午

N01-07555 テレビ マイ・マイ・ショー 65 1962/4/20 フジテレビ 保富康午

N01-06958 テレビ マイ・マイ・ショー 68 1962/5/11 フジテレビ 保富康午

N01-07553 テレビ マイ・マイ・ショー 70 1962/5/25 フジテレビ 保富康午

N01-06957 テレビ マイ・マイ・ショー 73 1962/6/15 フジテレビ 保富康午

N01-07020 テレビ マイ・マイ・ショー 74 1962/6/22 フジテレビ 松本重美

N01-07021 テレビ マイ・マイ・ショー 75 1962/6/29 フジテレビ 青島幸男

N01-07552 テレビ マイ・マイ・ショー 76 1962/7/6 フジテレビ 保富康午

N01-07556 テレビ マイ・マイ・ショー 79 1962/7/27 フジテレビ 保富康午

N01-06959 テレビ マイ・マイ・ショー 81 1962/8/10 フジテレビ 松本重美

N01-07550 テレビ マイ・マイ・ショー 82 1962/8/17 フジテレビ 保富康午

N01-07542 テレビ マイ・マイ・ショー 84 1962/8/31 フジテレビ 青島幸男

N01-07541 テレビ マイ・マイ・ショー 85 1962/9/7 フジテレビ 保富康午

N01-07544 テレビ マイ・マイ・ショー 88 1962/9/28 フジテレビ 保富康午

N01-07543 テレビ マイ・マイ・ショー 91 1962/10/19 フジテレビ 保富康午

N01-11433 テレビ 舞妓はん 3 (?) 花登筐

N01-11434 テレビ 舞妓はん 最終回 (?) 花登筐

N01-10228 テレビ マイティジャック 北回帰線上のアリア [1968]/(?)/(?) フジテレビ 佐々木守

平008 N01-45061 ラジオ 魔王 1949/3/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-14082 ラジオ マギー 1971/9/4 岸宏子

N01-12177 ラジオ 牧伸ニのロミオとジュリエット 6～10 (?)/9/13～17
ニッポン放

送
水原明人

N01-12178 ラジオ 牧伸ニのロミオとジュリエット 1～5 (?)/9/6～10
ニッポン放

送
水原明人

N01-12232 ラジオ 牧伸ニのロミオとジュリエット 1～5 (?)/9/6～10
ニッポン放

送
水原明人

N01-15591 テレビ 真紀の場合（仮題） 第一稿 [1972/10/6] 日本テレビ 津田幸夫

M061 N01-41319 テレビ マゲモノ喜劇 季節はづれ桜街道 10 [1958]/2/8 JOKR 和田五雄

N01-09130 テレビ 負けられません！ 嫁の実験室 1 [1971]/1/28 TBS 佐々木守

N01-09131 テレビ 負けられません！ 家庭の解剖図 2 [1971]/2/4 TBS 佐々木守

N01-09132 テレビ 負けられません！ 嘘の方程式 3 [1971]/2/11 TBS 佐々木守

N01-09133 テレビ 負けられません！ ゲバルトの構図 4 [1971]/2/18 TBS 佐々木守

N01-09134 テレビ 負けられません！ 別居の設計図 5 [1971]/2/25 TBS 佐々木守

N01-09135 テレビ 負けられません！ 精の化学分析 6 [1971]/3/4 TBS 佐々木守

N01-09136 テレビ 負けられません！ 妻の心電図 7 [1971]/3/11 TBS 佐々木守

N01-09137 テレビ 負けられません！ 浮気の細胞分裂 8 [1971]/3/18 TBS 佐々木守

N01-09138 テレビ 負けられません！ 家出の試験管 9 [1971]/3/25 TBS 佐々木守
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N01-09139 テレビ 負けられません！ 正妻の座標軸 10 [1971]/4/1 TBS 佐々木守

N01-09140 テレビ 負けられません！ 女の存在論 11 [1971]/4/15 TBS 佐々木守

N01-09636 テレビ 負けられません！ 母の分子構造 12 1971/4/22 TBS 佐々木守

N01-09637 テレビ 負けられません！ 裏切りの双曲線 13(終) 1971/4/29 TBS 佐々木守

N01-15295 テレビ まごころ 14 1973/(?)/(?) 津田幸夫

N01-15614 テレビ まごころ [1973]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-04522 テレビ 孫は六年生 改訂稿 1960/4/28 KRT(TBS) 桂一郎

N01-04524 テレビ 孫は六年生 決定稿 1960/4/28 KRT(TBS) 桂一郎
デジタル
化（館
内）

M005 N01-40103 ラジオ 正夫と静子 1949/5/27 NHK 飯沢匡

N01-08121 テレビ 正塚の婆さん 1963/10/25 TBS 橋本忍

N01-01124 テレビ 正塚の婆さん 1963/10/25 東京放送 橋本忍
デジタル
化（館
内）

N01-09469 資料 魔女っ子天使(仮題) (?)

N01-11334 テレビ 魔女伝説 1 1979/3/24 フジテレビ ジェームス三木
デジタル
化（館
内）

N01-03251 テレビ 仮面の女 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-03252 テレビ 仮面の女 (?) 朝日放送 茂木草介

N01-14080 ラジオ 貧しき者の意地 1966/12/24 NHK名古屋 岸宏子

N01-13893 ラジオ また、いらっしゃい 1969/9/20 NHK 岸宏子

N01-10784 ラジオ まだお日様は残っている 1977/12/10 NHK-FM 岸宏子

N01-12772 ラジオ まだお日様は残っている (?) NHK 岸宏子

N01-00287 テレビ
まだお戻りになりませんか　お宅の御主人

は
1960/(?)/(?) NET 内村直也

N01-00288 テレビ
まだお戻りになりませんか　お宅の御主人

は
1960/(?)/(?) NET 内村直也

M007 N01-40187 ラジオ
未だお戻りになりませんか　お宅の御主人

は
1950/7/6 NHK 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-15769 ラジオ 町に英雄がいた 決定稿 1971/3/27 NHK 佐藤竜太

N01-01771 テレビ 街の灯よ今日は 決定稿 1960/5/22 NET 津田幸夫、浅野良一、河野宏

N01-01772 テレビ 街の灯よ今日は 決定稿 1960/5/22 NET 津田幸夫、浅野良一、河野宏

N01-10902 テレビ 街のどんぐり おてんば先生帰る 1 (?)/9/21 毎日放送 石浜恒夫

N01-10903 テレビ 街のどんぐり 星はお友達 2 (?)/9/28 毎日放送 田中美佐雄

N01-10904 テレビ 街のどんぐり ワンタン・パーティー 3 (?)/10/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-10905 テレビ 街のどんぐり でんでん虫の忍耐 3 (?)/10/5 毎日放送 石浜恒夫

N01-10906 テレビ 街のどんぐり 巴先生の大工さん (?)/10/12 毎日放送 田中美佐雄

N01-10907 テレビ 街のどんぐり 花嫁人形 6 (?)/10/26 毎日放送 田中美佐雄

N01-10908 テレビ 街のどんぐり 家に帰れない夜 7 (?)/11/2 毎日放送 石浜恒夫

N01-10909 テレビ 街のどんぐり とんかつ小僧 8 (?)/11/9 毎日放送 石浜恒夫

N01-10910 テレビ 街のどんぐり マサエのしゃっくり 12 (?)/12/7 毎日放送 田中美佐雄

N01-51148 資料 街のどんぐり(図)/炎の河(図) (?)

M041 N01-40920 ラジオ 街のプリズム 女性対男性 [1957]/4/17 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40917 ラジオ 街のプリズム さくらさくら 130 [1956]/5/11 北海道放送
デジタル
化（館
内）
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M041 N01-40914 ラジオ 街のプリズム やめられませんかナ 142 (?) 北海道放送 遠藤淳

M041 N01-40922 ラジオ 街のプリズム 夢多き家庭生活 147 (?) 北海道放送 遠藤淳

M041 N01-40913 ラジオ 街のプリズム 新聞記者も人の子よ 151 [1956]/10/3 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40919 ラジオ 街のプリズム 読書診断 155 [1956]/11/1 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40924 ラジオ 街のプリズム サル年あとをにごさず 163 [1956]/12/27 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40915 ラジオ 街のプリズム 睡眠不足です 167 (?) 北海道放送 遠藤淳

M041 N01-40921 ラジオ 街のプリズム お金と月賦の駈けくらべ 170 [1957]/2/20 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40916 ラジオ 街のプリズム 生まれいずる悩み 175 [1956]/3/27 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40912 ラジオ 街のプリズム 我らは労働者 180 [1957]/5/1 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40923 ラジオ 街のプリズム 男子専科 183 [1957]/5/22 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-24590 テレビ 街の息子達へ 1972/10/2 NHK 高橋玄洋

N01-26425 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 決定稿 1 [1974]/4/8 フジテレビ 中島丈博

N01-11477 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 2 1974/4/15 フジテレビ 中島丈博

N01-11478 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 3 1974/4/22 フジテレビ 小幡欣治

N01-11479 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 4 1974/4/22 フジテレビ 小幡欣治

N01-11480 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 5 1974/5/6 フジテレビ 高橋二三

N01-11481 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 改訂稿 6 1974/5/13 フジテレビ 石堂淑朗

N01-11482 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 7 1974/5/20 フジテレビ 中島丈博

N01-11483 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 8 1974/5/27 フジテレビ 中島丈博

N01-11484 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 9 1974/6/3 フジテレビ 上條逸雄

N01-11485 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 10 1974/6/10 フジテレビ 中島丈博

N01-11486 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 11 1974/6/17 フジテレビ 上條逸雄

N01-11487 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 12 1974/6/24 フジテレビ 中島丈博

N01-11488 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 13 1974/7/1 フジテレビ 上條逸雄

N01-11489 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 改訂稿 13 1974/7/1 フジテレビ 上條逸雄

N01-11490 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 14 1974/7/8 フジテレビ 中島丈博

N01-11491 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 15 1974/7/15 フジテレビ 上條逸雄

N01-11492 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 16 1974/7/22 フジテレビ 中島丈博

N01-11493 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 17 1974/7/29 フジテレビ 高林雅俊

N01-11494 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 18 1974/8/5 フジテレビ 上條逸雄

N01-11495 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 19 1974/8/12 フジテレビ 中島丈博、蘇武路夫

N01-11496 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 20 1974/8/19 フジテレビ 中島丈博

N01-11497 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 21 1974/8/26 フジテレビ 上條逸雄

N01-11498 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 22 1974/9/2 フジテレビ 高林雅俊

N01-11499 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 23 1974/9/9 フジテレビ 中島丈博

N01-11500 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 24 1974/9/16 フジテレビ 蘇武路夫

N01-11501 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 25 1974/9/23 フジテレビ 中島丈博
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N01-11502 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 26 1974/9/30 フジテレビ 中島丈博

N01-11503 テレビ マチャアキ・幸代のふたりは夫婦 26 1974/9/30 フジテレビ

N01-26453 テレビ
マチャアキ踊りだ！ヨーイャサァー！！（仮

題）
(?)/9/14 フジテレビ 大倉徹也

N01-11556 テレビ マチャアキの俺はお殿さま (?)/6/27 フジテレビ 小野田勇

N01-00159 テレビ 待つ [1959]/(?)/(?) ABC 内村直也

N01-00160 テレビ 待つ [1959]/(?)/(?) ABC 内村直也

N01-00161 テレビ 待つ [1959]/(?)/(?) ABC 内村直也

N01-05494 ラジオ マッチ箱の家 1961/12/16 NHK 小幡欣治
デジタル
化（館
内）

N01-14086 ラジオ 待っています 1970/5/9 NHK 岸宏子

N01-19683 ラジオ 松山英太郎の大物・小物 (?)/4/26～5/7
ニッポン放

送
桃原弘、南川泰三

N01-07906 テレビ 祭 1962/10/26 HBC 谷川俊太郎
デジタル
化（館
内）

N01-08537 ラジオ まつりのとき 1963/1/16 HBC 山本諭
デジタル
化（館
内）

N01-51157 資料 まつりのとき (?)
北海道放送
東京支社

N01-01951 ラジオ 祭ばやし 1 1963/8/6
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01950 ラジオ 祭ばやし 2 1963/8/13
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01949 ラジオ 祭ばやし 3 1963/8/20
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01948 ラジオ 祭ばやし 4 1963/8/27
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01947 ラジオ 祭ばやし 5 1963/9/3
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01946 ラジオ 祭ばやし 6 1963/9/10
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01945 ラジオ 祭ばやし 7 1963/9/17
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01944 ラジオ 祭ばやし 8 1963/9/24
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01943 ラジオ 祭ばやし 9 1963/10/1
ニッポン放

送
津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-08447 ラジオ 祭ばやし 10 1963/10/8
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-08448 ラジオ 祭ばやし 10 1963/10/8
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-08449 ラジオ 祭ばやし 10 1963/10/8
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-08450 ラジオ 祭ばやし 11 1963/10/15
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08451 ラジオ 祭ばやし 11 1963/10/15
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-08452 ラジオ 祭ばやし 12 1963/10/22
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-08453 ラジオ 祭ばやし 12 1963/10/22
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-01952 ラジオ 祭ばやし 1～12

1963/8/6、13、
20、27、9/3、10、
17、24、10/1、8、

15 22

ニッポン放
送

津田幸夫

N01-08454 ラジオ 祭ばやし 最終回 1963/10/29
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-08455 ラジオ 祭ばやし 最終回 1963/10/29
ニッポン深

夜放送
津田幸夫

N01-11315 テレビ 祭ばやしが聞こえる 決定稿 8 (?) 日本テレビ 大和屋竺

N01-24255 テレビ 魔笛 決定稿 709 [1970]/7/12 TBS 生田直親

N01-24256 テレビ 魔笛 スタッフ稿 709 [1970]/7/12 TBS 生田直親

N01-24257 テレビ 魔笛 スタッフ稿 709 [1970]/7/12 TBS 生田直親

N01-17170 テレビ マトリョーナの家 1970/5/3
NHKラジオ

第一
須藤出穂
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N01-00407 テレビ 窓をひらけば風がはいる 1963/5/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平生原
稿004

N01-45268 テレビ 窓をひらけば風がはいる (?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06124 ラジオ 真夏の女 第四話 1～6 1962/2/26～3/3 TBS 吉岡治

N01-24592 テレビ 真夏の遡行 (?) NHK

M036 N01-40810 テレビ 真夏の誘拐 第一稿 (?)/11/19 日本テレビ 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

M015 N01-40349 テレビ 真昼は考える 夜のまどいの中に 1 1955/1/11 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40059 テレビ 真昼は考える シャンソン歌手 2 1955/1/18 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40060 テレビ 真昼は考える 最初の夜 3 1955/1/25 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40061 テレビ 真昼は考える 白日荘アパートの住人たち 4 1955/2/2 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40062 テレビ 真昼は考える 憶測 5 1955/2/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40063 テレビ 真昼は考える 向日葵 6 1955/2/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40064 テレビ 真昼は考える 同情者 7 1955/2/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40065 テレビ 真昼は考える 華やかな舞台 8 1955/3/2 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40066 テレビ 真昼は考える 夢の犯人 9 1955/3/8 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40067 テレビ 真昼は考える 証拠不充分 10 1955/3/15 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40068 テレビ 真昼は考える 犯人逮捕さる 11 1955/3/22 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M003 N01-40069 テレビ 真昼は考える 暗いアトリエ 12(終) 1955/3/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M059 N01-41301 テレビ 瞼の母 1958/3/16 JOKR-TV 長谷川伸
デジタル
化（館
内）

N01-05485 ラジオ 馬渕川 1961/5/29 NHK 八木隆一郎
デジタル
化（館
内）

N01-10720 ラジオ 幻女終焉　幻の女 [1971]/(?)/(?) 茂木草介

N01-10721 ラジオ 幻女終焉　幻の女 [1971]/(?)/(?) 茂木草介

N01-05548 テレビ 幻夏調　－琴を主奏とする五つの小曲より 第一稿 1960/8/4 NHK 保富康午

N01-05560 テレビ 幻夏調　－琴を主奏とする五つの小曲より 1960/8/4 NHK 保富康午

N01-02952 ラジオ 幻の馬 1 (?)/9/2 ラジオ東京 岩城正
デジタル
化（館
内）

N01-02953 ラジオ 幻の馬 2 (?)/9/9 ラジオ東京 深見彰

N01-02954 ラジオ 幻の馬 4 (?)/9/23 ラジオ東京 岩城正

M013 N01-40311 ラジオ 幻の音　まじめな喜劇 1956/12/11 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M020 N01-40500 ラジオ 幻の音　まじめな喜劇 1956/12/11 NHK

N01-09997 ラジオ 幻の女 1971/10/10 NHK 茂木草介

N01-10781 ラジオ 幻の樺太 1978/5/27 NHK-FM 山田隆之

N01-12164 ラジオ 幻の機関車を見た 1970/(?)/(?) NHK 矢代静一

N01-15996 ラジオ 幻の機関車を見た 1970/7/18 NHK 矢代静一

N01-15997 ラジオ 幻の機関車を見た 1970/7/18 NHK 矢代静一

N01-24632 ラジオ 幻の機関車を見た 1970/7/18 NHK 矢代静一

N01-11925 テレビ 幻のセールスマン [1974/10/2] NHK 唐十郎
デジタル
化（館
内）

M021 N01-40510 ラジオ 幻の馬車 1958/9/29 NHK 野上彰
デジタル
化（館
内）

N01-10797 ラジオ 幻の街 1975/7/23 NHK-FM 滝田ゆう
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N01-10801 ラジオ 幻の街 1975/[7/23] NHK-FM 滝田ゆう

N01-02226 テレビ ママちょっと来て パパお手やわらかに 1960/5/29 日本テレビ 長瀬喜伴
デジタル
化（館
内）

N01-02227 テレビ ママちょっと来て みんなわが子 改訂稿コンテ 45 1960/5/15 日本テレビ 野末陳平

N01-02228 テレビ ママちょっと来て 魚の骨にご用心 (?) 日本テレビ 新藤兼人

N01-02229 テレビ ママちょっと来て 昔は昔 今は今 (?) 日本テレビ 千秋実

N01-00027 ラジオ ママのカレンダー
オーディション

用
(?)/[11/19]

N01-00028 ラジオ ママのカレンダー
オーディション

用
(?)/[11/19]

N01-00009 ラジオ ママの日記 1959/5/25～30 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-00010 ラジオ ママの日記 1959/2/23～28 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-00011 ラジオ ママの日記 1959/4/13 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-00012 ラジオ ママの日記 1959/7/6～11 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-00013 ラジオ ママの日記
1960/11/28～

12/4
ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-00014 ラジオ ママの日記 1959/2/2～7 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-00026 ラジオ ママの日記 1960/10/3～7 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-12523 ラジオ ママの日記 (?)/11/14～19 文化放送

N01-12524 ラジオ ママの日記 (?)/9/26～10/1 文化放送

N01-12525 ラジオ ママの日記 (?)/5/1～6 文化放送

N01-22408 ラジオ ママの日記 (?)/2/6～11 文化放送 文化放送制作部

N01-22892 ラジオ ママの日記 (?)/10/11～16

M002 N01-40027 ラジオ ママの日記 1958/10/12～13 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40028 ラジオ ママの日記
1958/10/29～

11/1
ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40029 ラジオ ママの日記 育児(その一) 1958/11/17～18 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40030 ラジオ ママの日記 1958/11/19～22 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40031 ラジオ ママの日記 1958/9/27～29 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40032 ラジオ ママの日記 太郎と命令 1958/11/5 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40033 ラジオ ママの日記 隣人について 1958/7/29～8/4 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40034 ラジオ ママの日記 1958/6/15～20 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40035 ラジオ ママの日記 1958/6/14～17 ラジオ東京 谷麻夫

M002 N01-40036 ラジオ ママの日記 1958/6/29～7/2 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40037 ラジオ ママの日記 1958/11/3～4 ラジオ東京 蔭山麻夫

M002 N01-40038 ラジオ ママの日記 1958/10/14～16 ラジオ東京 蔭山麻夫

N01-12526 ラジオ ママの日記 13・14 (?)/11/9～14 文化放送

N01-12527 ラジオ ママの日記 15～20 (?)/11/16～21 文化放送

N01-12528 ラジオ ママの日記 15～20 (?)/11/16～21 文化放送

N01-12529 ラジオ ママの日記 21～26 (?)/11/23～28 文化放送

N01-12530 ラジオ ママの日記 21～26 (?)/11/23～28 文化放送

N01-12531 ラジオ ママの日記 27～32 (?)/11/30～12/5 文化放送



「ま」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12532 ラジオ ママの日記 33～38 (?)/12/7～12 文化放送

N01-12533 ラジオ ママの日記 33～38 (?)/12/7～12 文化放送

N01-12534 ラジオ ママの日記 38～43 (?)/12/14～19 文化放送

N01-22407 ラジオ ママの日記 38～43 (?)/12/14～19 文化放送 文化放送制作部

N01-12535 ラジオ ママの日記 44～49 (?)/12/21～26 文化放送

N01-12536 ラジオ ママの日記 44～49 (?)/12/21～26 文化放送

N01-12537 ラジオ ママの日記 50～58
(?)/12/28～
1/2、4～6

文化放送

N01-12538 ラジオ ママの日記 59～67
(?)/1/7～9、11

～16
文化放送

N01-12539 ラジオ ママの日記 68～73 (?)/1/18～23 文化放送

N01-12540 ラジオ ママの日記 74～79 (?)/1/25～30 文化放送

N01-12541 ラジオ ママの日記 80～85 (?)/2/1～6 文化放送

N01-12542 ラジオ ママの日記 86～97
(?)/2/8～13、15

～20
文化放送

M035 N01-40793 テレビ ママは名探偵 1 1958/1/16 日本テレビ 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

M035 N01-40798 テレビ ママは名探偵 (?) 日本テレビ 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-09658 テレビ ママはライバル 1 1972/10/4 TBS 佐々木守

N01-09660 テレビ ママはライバル 2 1972/10/11 TBS 佐々木守

N01-10015 テレビ ママはライバル 3 1972/10/18 TBS 佐々木守

N01-09659 テレビ ママはライバル 5 1972/11/1 TBS 佐々木守

N01-09585 テレビ ママはライバル ママ虫追い出し作戦 7 1972/11/15 TBS 佐々木守

N01-09801 テレビ ママはライバル ママはいじわるだ！ 9 1972/11/29 TBS 佐々木守

N01-09800 テレビ ママはライバル ママは嘘つきだ！ 12 1972/12/20 TBS 佐々木守

N01-09799 テレビ ママはライバル パパは私のもの！ 15 1973/1/10 TBS 佐々木守

N01-09798 テレビ ママはライバル マスコットガールはわたし 21 1973/2/21 TBS 佐々木守

N01-09797 テレビ ママはライバル 夫婦げんかに娘がからむ 26 1973/3/26 TBS 佐々木守

N01-09796 テレビ ママはライバル 杉・美冬という女 30 1973/4/25 TBS 佐々木守

N01-09795 テレビ ママはライバル 新人物登場・新展開！ 33 1973/5/16 TBS 佐々木守

N01-09794 テレビ ママはライバル お見合い成功・挙式の日どり 34 1973/5/23 TBS 佐々木守

N01-09793 テレビ ママはライバル 縁談進む・大ピンチ 35 1973/5/30 TBS 佐々木守

N01-09792 テレビ ママはライバル 人を呪わば穴二つ 41 1973/7/11 TBS 佐々木守

N01-09791 テレビ ママはライバル 子ども狩りだ！SOS 45 1973/8/8 TBS 佐々木守

N01-09790 テレビ ママはライバル パパの記憶がなくなった！ 51 1973/9/19 TBS 佐々木守

N01-09657 テレビ ママはライバル 最終回 1973/9/26 TBS 佐々木守

N01-11438 テレビ 蝮の家 (?)/5/6 フジテレビ 松宮梓

N01-01929 テレビ 眉月温泉 第二稿 1964/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-06109 ラジオ 迷い路は遠く 1～8
1979/10/22～

26、29～31
ニッポン放

送
遠藤敦司

N01-06110 ラジオ 迷い路は遠く 9～15
1979/11/1、2、5

～9
ニッポン放

送
遠藤敦司

N01-12336 テレビ 真夜中のあいさつ 1974/11/3 TBS 山田太一
デジタル
化（館内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104235
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104235
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104235
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104235
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N01-50899 テレビ 真夜中の軍団(仮題) 通り雨ならお命頂戴！ 準備稿 4 (?) テレビ朝日 笠原和夫

N01-02995 ラジオ 真夜中の青春 藁くず 1 1964/10/1
ニッポン放

送
新井一

N01-02996 ラジオ 真夜中の青春 ペンフレンド 2 1964/10/8
ニッポン放

送
新井一

N01-24200 ラジオ 真夜中の青春 靴がほしい 3 (?)/10/15 新井一

N01-12636 テレビ 真夜中のぶるうす 1969/11/2 NHK名古屋 鶉野昭彦

N01-00256 ラジオ マラソン 1959/6/19 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00257 資料 マラソン 1959/6/19 NHK

N01-00402 テレビ マラソン 決定稿 1962/1/27 NHK 内村直也

N01-12119 テレビ マラッカの海に消えた　蛇寺と海底黄金 (?)/6/23 朝日放送 長野洋

N01-08108 テレビ マリアの港へ 1960/11/11 NHK 筒井敬介

N01-01630 テレビ マリー・キュリー ふしぎな石 初稿 1 1961/3/2 NHK 横田弘行

N01-01631 テレビ マリー・キュリー ふしぎな石 初稿 1 1961/3/2 NHK 横田弘行

N01-01632 テレビ マリー・キュリー ラジウムの発見 初稿 2 1961/3/9 NHK 横田弘行

N01-01633 テレビ マリー・キュリー ラジウムの発見 初稿 2 1961/3/9 NHK 横田弘行

N01-01635 テレビ マリー・キュリー ほのかな光 2 1961/3/9 NHK 横田弘行

N01-04301 テレビ マリー・キュリー ほのかな光 2 1961/3/9 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-01636 テレビ マリー・キュリー 3 1961/3/16 NHK 横田弘行

N01-01637 テレビ マリー・キュリー 名誉のかげに 3 1961/3/16 NHK 横田弘行

N01-01638 テレビ マリー・キュリー かわいいノートから 4 1961/3/23 NHK 横田弘行

N01-01639 テレビ マリー・キュリー かわいいノートから 4 1961/3/23 NHK 横田弘行

N01-01640 テレビ マリー・キュリー 科学と共に 最終回 1961/3/30 NHK 横田弘行

N01-01641 テレビ マリー・キュリー 科学と共に 最終回 1961/3/30 NHK 横田弘行

N01-19877 テレビ 麻里とあなたと (?)/[7/6～10] TBS 羽柴秀彦

N01-20617 テレビ 麻理のお部屋 36～40 (?) TBS 保富康午

N01-20618 テレビ 麻理のお部屋 31～35 (?) TBS 羽柴秀彦

M026 N01-40613 テレビ マリモ譚 1954/3/2 日本テレビ 島恭男

N01-20029 テレビ
㊙タイガース脱出大作戦！

（（秘）タイガース脱出大作戦！）
(?)/2/24 フジテレビ 河野洋、井上ひさし

デジタル
化（館内）

N01-05289 テレビ 廻れ人生 真実 コンテ 1960/4/4 日本テレビ 小川英

N01-17171 テレビ 満員御礼 ちびに気をつけろ！ 2 1972/2/19 NHK 須藤出穂

N01-17172 テレビ 満員御礼 とびいり歓迎 3 1972/2/26 NHK 須藤出穂

N01-20672 テレビ マンガ・スタンド オー！発明の日 1967/4/18 小島貞二

N01-03267 テレビ 満開のとき 1 [1971/5/31] NHK 茂木草介

N01-03268 テレビ 満開のとき 1 [1971/5/31] NHK 茂木草介

N01-03271 テレビ 満開のとき 2 [1971]/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-03272 テレビ 満開のとき 2 [1971]/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-03273 テレビ 満開のとき 3 [1971]/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-03274 テレビ 満開のとき 3 [1971]/(?)/(?) NHK 茂木草介



「ま」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-10416 テレビ 満開の時 4 (?) NHK 茂木草介

N01-10417 テレビ 満開の時 4 (?) NHK 茂木草介

N01-10458 テレビ 満開のとき 5 (?) NHK 茂木草介

N01-10459 テレビ 満開のとき 5 (?) NHK 茂木草介

N01-03139 テレビ まんが学校 1 1964/4/6 NHK 藤田孝美

N01-03140 テレビ まんが学校 第一稿 2 1964/4/13 NHK 柳下長太郎

N01-20456 テレビ マンガスタンド　家出の季節 (?)/4/17 保富康午

N01-19909 テレビ マンガスタンド　道路工事 1967/4/21 岡田憲和

N01-08419 テレビ 漫才コメディー流行一家(仮題) 1959/2/21 フジテレビ 青島幸男
デジタル
化（館
内）

N01-20483 テレビ マンスリー・ショウ 坂本九 1 1965/1/3 保富康午

N01-20484 テレビ マンスリー・ショウ デューク・エイセス 1 1965/4/4 フジテレビ 保富康午

N01-20485 テレビ マンスリー・ショウ デューク・エイセス 2 1965/4/11 フジテレビ 保富康午

N01-20487 テレビ マンスリー・ショウ 坂本九 2 1965/1/10 保富康午

N01-06658 テレビ マンスリー・ショウ ジュリー藤尾 3 1964/11/15 日高仁

N01-20486 テレビ マンスリー・ショウ 坂本九 3 1965/1/17 保富康午

N01-06660 テレビ マンスリー・ショウ ジュリー藤尾 4 1964/11/22 日高仁

N01-06657 テレビ マンスリー・ショウ 坂本九 5 1965/1/31 保富康午

N01-06659 テレビ マンスリー・ショウ ジュリー藤尾 5 1964/11/29 日高仁

N01-06607 テレビ マンスリー・ショウ 高島忠夫 2週 (?)/4/12 前田武彦

N01-20933 テレビ マンスリー・ショウ 高島忠夫 3週 (?)/[4/19] 前田武彦

N01-08350 テレビ まんづ星っこ一杯だ (?)/2/26 日本テレビ 鈴木重雄

N01-04361 ラジオ マンボ大阪 第三稿 1955/(?)/(?) 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-08504-01 ラジオ マンボと少年と蛙たち (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-08504-02 ラジオ マンボと少年と蛙たち 1956/11/24 朝日放送 石浜恒夫

N01-51160 ラジオ マンボをうたう蛙 第一稿 1956/11/24 石浜恒夫

M026 N01-40621 テレビ マンモスタワー 1958/11/16
ラジオ東京

テレビ
白坂依志夫

デジタル
化（館
内）



「み」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-01885 テレビ 見合いした女 決定稿 55 1964/1/20 NET 津田幸夫

N01-15297 テレビ 見合い恋愛 11 1969/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-05622 ラジオ ミイラの唄 山唄と念仏によるファンタジー 1960/9/19
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-04819 テレビ 見えるてどんなん 決定稿 1961/10/27 YTV 河内卯一郎

N01-09522 テレビ 三日月情話 1～5 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09523 テレビ 三日月情話 6～10 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09525 テレビ 三日月情話 11～15 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09526 テレビ 三日月情話 16～20 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09527 テレビ 三日月情話 21・22 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09528 テレビ 三日月情話 23～25 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09529 テレビ 三日月情話 26～30 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09530 テレビ 三日月情話 31～35(終) (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-01147 ラジオ 身替座禅 1956/12/16 KRT

N01-24943 テレビ みかんきんかん夏みかん 1～3 (?)

N01-24944 テレビ みかんきんかん夏みかん 4～6 (?)

N01-24945 テレビ みかんきんかん夏みかん 7～9 (?)

N01-24946 テレビ みかんきんかん夏みかん 10～12 (?)

N01-24947 テレビ みかんきんかん夏みかん 13～15 (?)

N01-24948 テレビ みかんきんかん夏みかん 16～18 (?)

N01-24949 テレビ みかんきんかん夏みかん 19～22 (?)

N01-24950 テレビ みかんきんかん夏みかん 23～26 (?)

N01-02568 ラジオ 蜜柑の風 1962/5/12 NHK 岸宏子

N01-14088 ラジオ 右の神さん左へおいで 1971/4/23 NHK 岸宏子

N01-17067 テレビ 右むいて左 兇器 決定稿 1 1970/12/25 NET 深沢一夫

N01-17068 テレビ 右むいて左 兇器 1 1970/12/25 NET 深沢一夫

N01-17066 テレビ 右むいて左 だれもぼくのことなんか！ 決定稿 3 1970/12/28 NET 深沢一夫

N01-17071 テレビ 右むいて左 やすらぎ 未定稿 3 1971/12/28 NET 深沢一夫

N01-17072 テレビ 右むいて左 遠い夜 5 1971/12/30 NET 深沢一夫

N01-17070 テレビ 右むいて左 おとしあな 未定稿 6 1971/1/4 NET 深沢一夫

N01-17073 テレビ 右むいて左 あしたの旗 未定稿 7 1972/1/5 NET 深沢一夫

N01-17074 テレビ 右むいて左 しずく 第一稿 9 1972/1/7 NET 深沢一夫

N01-17069 テレビ 右むいて左 誰も知らない客 準備稿 1970/12/30 NET 深沢一夫

N01-15094 テレビ 右門捕物帖 盗人宿の女(仮題) 改訂稿 31 [1982]/(?)/(?)

N01-17769 テレビ みごろ!たべごろ!笑いごろ!! 保存台本 32 1977/5/30 テレビ朝日 佐々木守、田村隆、松原敏春

N01-17770 テレビ みごろ!たべごろ!笑いごろ!! 保存台本 31 1977/5/23 テレビ朝日 佐々木守、田村隆、松原敏春

N01-11584 テレビ 未婚・結婚・未再婚 1 1972/4/4 毎日放送 西条道彦

N01-11585 テレビ 未婚・結婚・未再婚 2 1972/4/11 毎日放送 西条道彦



「み」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-11586 テレビ 未婚・結婚・未再婚 3 1972/4/18 毎日放送 西条道彦

N01-11587 テレビ 未婚・結婚・未再婚 改訂稿 4 1972/4/25 毎日放送 西条道彦

N01-11588 テレビ 未婚・結婚・未再婚 5 1972/5/2 毎日放送 西条道彦

N01-11589 テレビ 未婚・結婚・未再婚 6 1972/5/9 毎日放送 西条道彦

N01-11590 テレビ 未婚・結婚・未再婚 7 1972/5/16 毎日放送 西条道彦

N01-11591 テレビ 未婚・結婚・未再婚 8 1972/5/23 毎日放送 西条道彦

N01-11592 テレビ 未婚・結婚・未再婚 9 1972/5/30 毎日放送 西条道彦

N01-11593 テレビ 未婚・結婚・未再婚 10 1972/6/6 毎日放送 西条道彦

N01-23749 テレビ 未婚・結婚・未再婚 12 1972/6/20 毎日放送 西条道彦

N01-23750 テレビ 未婚・結婚・未再婚 13 1972/6/27 毎日放送 西条道彦

N01-23751 テレビ 未婚・結婚・未再婚 14 1972/7/4 毎日放送 西条道彦

N01-23752 テレビ 未婚・結婚・未再婚 15 1972/7/11 毎日放送 西条道彦

N01-23753 テレビ 未婚・結婚・未再婚 16 1972/7/18 毎日放送 西条道彦

N01-23754 テレビ 未婚・結婚・未再婚 17 1972/7/25 毎日放送 西条道彦

N01-23755 テレビ 未婚・結婚・未再婚 18 1972/8/1 毎日放送 西条道彦

N01-23756 テレビ 未婚・結婚・未再婚 19 1972/8/8 毎日放送 西条道彦

N01-23757 テレビ 未婚・結婚・未再婚 20 1972/8/15 毎日放送 西条道彦

N01-23758 テレビ 未婚・結婚・未再婚 21 1972/8/22 毎日放送 西条道彦

N01-23759 テレビ 未婚・結婚・未再婚 22 1972/8/29 毎日放送 西条道彦

N01-23760 テレビ 未婚・結婚・未再婚 23 1972/9/5 毎日放送 西条道彦

N01-23761 テレビ 未婚・結婚・未再婚 24 1972/9/12 毎日放送 西条道彦

N01-23762 テレビ 未婚・結婚・未再婚 25 1972/9/19 毎日放送 西条道彦

N01-23763 テレビ 未婚・結婚・未再婚 26(終) 1972/9/26 毎日放送 西条道彦

N01-18176 テレビ
三島自決から三ヵ月 二・二六に三島由紀

夫を思う
[1971]/2/26 テレビ東京 松宮梓

N01-24583 テレビ 見知らぬ家路 第一稿 (?) NHK 山田正弘

N01-17630 テレビ 見知らぬ夫 スタッフ稿 1245 1980/10/19 TBS 田井洋子

N01-17631 テレビ 見知らぬ夫 決定稿 1245 1980/10/19 TBS 田井洋子

N01-17632 テレビ 見知らぬ夫 決定稿 1245 1980/10/19 TBS 田井洋子

N01-17633 テレビ 見知らぬ夫 スタッフ稿 1245 1980/10/19 TBS 田井洋子
デジタル
化（館
内）

N01-13177 テレビ 見知らぬ橋 3 1973/10/15
NET(テレビ

朝日)
田向正健

デジタル
化（館
内）

N01-13178 テレビ 見知らぬ橋 4 1973/10/22
NET(テレビ

朝日)
田向正健

N01-13179 テレビ 見知らぬ橋 5 1973/10/29
NET(テレビ

朝日)
田向正健

N01-13180 テレビ 見知らぬ橋 7 1973/11/12
NET(テレビ

朝日)
田向正健

N01-02580 テレビ 水 1963/11/1 NHK 岸宏子

N01-02581 テレビ 水 改訂稿 1963/11/1 NHK 岸宏子

N01-08127 ラジオ 水 1963/11/1 NHK 岸宏子、鶉野昭彦

N01-12808 テレビ 水色の季節 決定稿 1 1968/8/15 日本テレビ 布勢博一



「み」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-12809 テレビ 水色の季節 第二決定稿 3 1968/8/29 日本テレビ 布勢博一

N01-15993 ラジオ 湖への道 1969/11/29 NHK 須知徳平

N01-13849 テレビ 水ぐるま 655 1969/6/29 TBS 松山善三

N01-13885 テレビ 水ぐるま 決定稿 655 1969/6/29 TBS 松山善三

N01-05189 テレビ ミステリー影 鉛の街 39 1960/4/29
日本教育テ
レビ(テレビ

朝日)
桂一郎

デジタル
化（館
内）

N01-05934 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 第二稿 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

デジタル
化（館
内）

N01-05935 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 第二稿 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05936 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 第二稿 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05937 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05938 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05939 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-05940 ラジオ ミステリージョッキー あなたは何が怖い!? 1960/7/18
ラジオ東京

(TBS)
遠藤淳

N01-03037 テレビ 水と風 (?) 日本テレビ

N01-22785 テレビ ミセス＆ミセス
必見!!カメラがとらえた明治の

女
1977/5/26 日本テレビ 小川乃倫子

N01-22786 テレビ ミセス＆ミセス カメラがとらえた大正時代② 1977/9/1 日本テレビ 小川乃倫子

N01-22787 テレビ ミセス＆ミセス
必見!!カメラがとらえた大正の

明暗
1977/7/14 日本テレビ 小川乃倫子

N01-22788 テレビ ミセス＆ミセス
カメラがとらえた大正時代 そ

の②
録音台本 1977/9/1 日本テレビ 小川乃倫子

N01-17780 ラジオ 美空ひばり 1～6 (?)/1/10～15 TBS 佐々木守

N01-19973 テレビ 美空ひばり一代記 決定稿 1970/5/19 フジテレビ 保富康午

N01-22013 テレビ 美空ひばり一代記 1970/5/19 フジテレビ 保富康午

N01-19995 テレビ 美空ひばり歌は我が命 準備稿 (?)/8/29 TBS 保富康午

N01-02058 テレビ 美空ひばり劇場 女侠一代 決定稿 1 [1964]/11/11 TBS 津田幸夫

N01-08438 テレビ 美空ひばり劇場 女侠一代 最終決定稿 1 1964/11/10 TBS 津田幸夫

N01-15199 テレビ 美空ひばり劇場 女侠一代 最終決定稿 1 [1964]/11/10 TBS 津田幸夫

N01-02059 テレビ 美空ひばり劇場 女侠一代 最終決定稿 2 [1964]/11/17 TBS 津田幸夫

N01-02060 テレビ 美空ひばり劇場 女侠一代 最終決定稿 3(終) [1964]/11/24 TBS 津田幸夫

N01-04552 テレビ 美空ひばり劇場 お白粉人形 スタッフ決定稿 1 [1964]/10/6 TBS 大林清

N01-05098 テレビ 美空ひばり劇場 スタッフ決定稿 2 [1964]/10/13 TBS 大林清
デジタル
化（館
内）

N01-04537 テレビ 美空ひばり劇場 お白粉人形 スタッフ決定稿 3 [1964]/10/6 TBS 大林清

N01-20434 ラジオ 美空ひばりショー！ 1973/1/21
ニッポン放

送

N01-06400 ラジオ 美空ひばりストーリー ひばり誕生 1 1972/10/15 保富康午

N01-20391 テレビ 美空ひばりストーリー 天才少女時代 2 1972/10/22
ニッポン放

送
保富康午

N01-21155 ラジオ 美空ひばりストーリー 歌舞伎座リサイタル 3 1972/10/29
ニッポン放

送
保富康午

N01-21156 ラジオ 美空ひばりストーリー 初恋の頃 4 1972/11/5
ニッポン放

送
保富康午

N01-20433 ラジオ 美空ひばりストーリー 舞台女優・ひばり 10 1972/12/17
ニッポン放

送
保富康午

N01-20416 テレビ 美空ひばり大全集 歌は我が命 (?) 保富康午

N01-21796 テレビ 三田明ショー　全十二景 1965/2/14 フジテレビ 北川信造



「み」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23962 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1967]/7/17～21 文化放送 阿部基治
デジタル
化（館
内）

N01-23963 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1967]/7/24～28 文化放送 阿部基治

N01-23964 ラジオ 三田明ヤングタイム！
1967/7/31～
8/4、7～11

文化放送 阿部基治

N01-23965 ラジオ 三田明ヤングタイム！
1967/8/14～18、

21～25
文化放送 阿部基治

N01-23966 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/8/28～

9/1、4～8
文化放送 阿部基治

N01-23967 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/9/11～

15、18～22
文化放送 阿部基治

N01-23968 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/9/25～
29、10/2～6

文化放送 阿部基治

N01-23969 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/10/9～

14、16～21
文化放送 阿部基治

N01-23970 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/10/23～

11/4
文化放送 阿部基治

N01-23971 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1967]/11/6～17 文化放送 阿部基治

N01-23972 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/11/20～

12/2
文化放送 阿部基治

N01-23973 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1967]/12/4～16 文化放送 阿部基治

N01-23974 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1967]/12/18～

29
文化放送 阿部基治

N01-23975 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/1/4～12 文化放送 阿部基治

N01-23976 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/1/15～26 文化放送 阿部基治

N01-23977 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1968]/1/29～

2/9
文化放送 阿部基治

N01-23978 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/2/12～23 文化放送 阿部基治

N01-23979 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1968]/2/26～

3/8
文化放送 阿部基治

N01-23980 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/3/11～22 文化放送 阿部基治

N01-23981 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1968]/3/25～

4/5
文化放送 阿部基治

N01-23982 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/4/8～19 文化放送 阿部基治

N01-23983 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1968]/4/22～

5/3
文化放送 阿部基治

N01-23984 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/5/6～17 文化放送 阿部基治

N01-23985 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/5/20～31 文化放送 阿部基治

N01-23986 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/6/3～14 文化放送 阿部基治

N01-23987 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/6/17～28 文化放送 阿部基治

N01-23988 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/7/1～12 文化放送 阿部基治

N01-23989 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/7/15～26 文化放送 阿部基治

N01-23990 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/8/12～23 文化放送 阿部基治

N01-23991 ラジオ 三田明ヤングタイム！
[1968]/8/26～

9/6
文化放送 阿部基治

N01-23992 ラジオ 三田明ヤングタイム！ [1968]/9/9～20 文化放送 阿部基治

N01-23993 ラジオ 三田明ヤングタイム！
1968/9/23～

10/4
文化放送 阿部基治

N01-07588 テレビ 三田佳子ショウ
新年おめでとう！そして婚約

おめでとう！
(?) 毎日放送 片岡直彦

N01-22999 ラジオ 三田佳子の　今宵愛をうたおう (?)/9/24～28 文化放送 岸田英弥
デジタル
化（館
内）

N01-23000 ラジオ 三田佳子の　今宵愛をうたおう (?)/10/29～11/1 文化放送 岸田英弥

N01-10246 テレビ みだれがみ 1 1967/4/3 NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10247 テレビ みだれがみ 2 1967/[4/10] NHK大阪 茂木草介



「み」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-10248 テレビ みだれがみ 3 1967/[4/17] NHK大阪 茂木草介

N01-10249 テレビ みだれがみ 改訂稿 4 1967/4/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10413 テレビ みだれがみ 改訂稿 4 1967/4/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10250 テレビ みだれがみ 5 1967/5/1 NHK大阪 茂木草介

N01-10251 テレビ みだれがみ 6 1967/5/8 NHK大阪 茂木草介

N01-10252 テレビ みだれがみ 7 1967/5/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10253 テレビ みだれがみ 8 1967/5/22 NHK大阪 茂木草介

N01-10254 テレビ みだれがみ 9 1967/5/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10414 テレビ みだれがみ 9 1967/5/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10415 テレビ みだれがみ 9 1967/5/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10255 テレビ みだれがみ 10 1967/6/5 NHK大阪 茂木草介

N01-10256 テレビ みだれがみ 11 1967/6/12 NHK大阪 茂木草介

N01-10257 テレビ みだれがみ 12 1967/6/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10258 テレビ みだれがみ 13 1967/6/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10259 テレビ みだれがみ 14 1967/7/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10260 テレビ みだれがみ 15 1967/7/10 NHK大阪 茂木草介

N01-10261 テレビ みだれがみ 16 1967/7/17 NHK大阪 茂木草介

N01-10262 テレビ みだれがみ 17 1967/7/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10263 テレビ みだれがみ 18 1967/7/31 NHK大阪 茂木草介

N01-10264 テレビ みだれがみ 19 1967/8/7 NHK大阪 茂木草介

N01-10265 テレビ みだれがみ 20 1967/8/14 NHK大阪 茂木草介

N01-10266 テレビ みだれがみ 21 1967/8/21 NHK大阪 茂木草介

N01-10267 テレビ みだれがみ 22 1967/8/28 NHK大阪 茂木草介

N01-10268 テレビ みだれがみ 23 1967/9/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10269 テレビ みだれがみ 24 1967/9/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10270 テレビ みだれがみ 25 1967/9/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10271 テレビ みだれがみ 26 1967/9/25 NHK大阪 茂木草介

N01-10272 テレビ みだれがみ 27 1967/10/2 NHK大阪 茂木草介

N01-10273 テレビ みだれがみ 28 1967/10/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10274 テレビ みだれがみ 29 1967/10/16 NHK大阪 茂木草介

N01-10275 テレビ みだれがみ 30 1967/10/23 NHK大阪 茂木草介

N01-10276 テレビ みだれがみ 31 1967/10/30 NHK大阪 茂木草介

N01-10277 テレビ みだれがみ 32 1967/11/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10432 テレビ みだれがみ 32 1967/11/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10433 テレビ みだれがみ 32 1967/11/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10278 テレビ みだれがみ 33 1967/11/13 NHK大阪 茂木草介

N01-10279 テレビ みだれがみ 34 1967/11/20 NHK大阪 茂木草介
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N01-10280 テレビ みだれがみ 35 1967/11/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10400 テレビ みだれがみ 35 1967/11/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10401 テレビ みだれがみ 35 1967/11/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10281 テレビ みだれがみ 36 1967/12/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10402 テレビ みだれがみ 36 1967/12/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10403 テレビ みだれがみ 36 1967/12/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10282 テレビ みだれがみ 37 1967/12/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10407 テレビ みだれがみ 37 1967/12/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10408 テレビ みだれがみ 37 1967/12/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10283 テレビ みだれがみ 38 1967/12/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10284 テレビ みだれがみ 39 1967/12/25 NHK大阪 茂木草介

N01-10285 テレビ みだれがみ 40 1968/1/8 NHK大阪 茂木草介

N01-10286 テレビ みだれがみ 41 1968/1/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10287 テレビ みだれがみ 42 1968/1/22 NHK大阪 茂木草介

N01-10288 テレビ みだれがみ 43 1968/1/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10289 テレビ みだれがみ 44 1968/2/5 NHK大阪 茂木草介

N01-10290 テレビ みだれがみ 45 1968/2/12 NHK大阪 茂木草介

N01-10291 テレビ みだれがみ 46 1968/2/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10411 テレビ みだれがみ 46 1968/2/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10412 テレビ みだれがみ 46 1968/2/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10292 テレビ みだれがみ 47 1968/2/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10409 テレビ みだれがみ 47 1968/2/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10410 テレビ みだれがみ 47 1968/2/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10293 テレビ みだれがみ 48 1968/3/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10294 テレビ みだれがみ 49 1968/3/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10295 テレビ みだれがみ 50 1968/3/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10296 テレビ みだれがみ 51(終) 1968/3/25 NHK大阪 茂木草介

N01-10297 テレビ みだれがみ (?) NHK大阪 茂木草介

N01-10298 テレビ みだれがみ (?) NHK大阪 茂木草介

N01-15266 テレビ 乱れそめにし 36～40 (?)/2/23～27 東海テレビ 津田幸夫

N01-15042 テレビ 乱れそめにし 41～45 [1970]/3/2～6 フジテレビ 津田幸夫

N01-15044 テレビ 乱れそめにし 46～50 [1970]/3/9～13 フジテレビ 津田幸夫

N01-15043 テレビ 乱れそめにし 51～55 [1970]/3/16～20 フジテレビ 津田幸夫

N01-03315 テレビ 道 (?)/[10/28]

N01-03316 テレビ 道 ある技術者の半生 (?)/10/28 東海テレビ 茂木草介

N01-05159 テレビ 道 1961/11/29 NHK 松山善三

N01-08337 テレビ 道 1961/11/29 NHK 松山善三
デジタル
化（館
内）
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N01-08338 テレビ 道 1961/11/29 NHK 松山善三

N01-07907 テレビ 道　ある技術者の半生 1962/10/28 東海テレビ 茂木草介、東海テレビ制作部

N01-08339 テレビ 道　ある技術者の半生 [1962]/10/28 東海テレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-03483 テレビ 道明るく(仮題) 舞鶴・天橋立 1963/9/13 NHK 茂木草介

N01-03484 テレビ 道明るく(仮題) 舞鶴・天橋立 1963/9/20 NHK 茂木草介

N01-03485 テレビ 道明るく(仮題) 舞鶴・天橋立 1963/9/13 NHK 茂木草介

N01-11361 テレビ みちくさ 出合い 1 [1974]/4/3 フジテレビ 杉山義法

N01-11039 テレビ みちくさ そして宗助は行く 13(終) 1974/6/26 フジテレビ 杉山義法

平002 N01-45005 ラジオ 道子 1948/4/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平002 N01-45006 ラジオ 道子 [1948]/(?)/(?) NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平008 N01-45060 ラジオ 道子 1948/4/21 NHK 内村直也

平010 N01-45086 ラジオ 道子の周圍 1949/11/17 NHK 内村直也、井上(?)
デジタル
化（館
内）

平018 N01-45144 ラジオ 道子の存在理由 1952/7/18 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

平019 N01-45148 ラジオ 道子の存在理由 [1952]/(?)/(?) 内村直也
デジタル
化（館
内）

平019 N01-45149 ラジオ 道子の存在理由 [1952]/(?)/(?) 内村直也

N01-07935 テレビ みちのくは遥かなれども 1964/11/6 NHK 楠田芳子

N01-03004 テレビ 道行初音旅 吉野山之場 1953/2/1 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07854 ラジオ みちよとう歌おう (?) 文化放送 水原明人

N01-07855 ラジオ みちよとう歌おう
(?)/11/30～

12/12
文化放送

N01-07856 ラジオ みちよとう歌おう (?)/12/14～26 文化放送 桂夏子、水原明人

N01-50900 テレビ 密会 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50901 テレビ 密会 1 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50902 テレビ 密会 2 (?)/10/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50903 テレビ 密会 2 (?)/10/10 フジテレビ 大野靖子

N01-50904 テレビ 密会 3 (?)/10/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50951 テレビ 密会 カット割り稿 3(一部) (?)/10/17 フジテレビ 大野靖子

N01-50905 テレビ 密会 4 (?)/10/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50906 テレビ 密会 4 (?)/10/24 フジテレビ 大野靖子

N01-50907 テレビ 密会 5 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50908 テレビ 密会 5 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50909 テレビ 密会 6 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50910 テレビ 密会 6 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50911 テレビ 密会 7 (?)/11/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50912 テレビ 密会 7 (?)/11/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50913 テレビ 密会 8 (?)/11/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50914 テレビ 密会 8 (?)/11/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50915 テレビ 密会 9 (?)/11/(?) フジテレビ 大野靖子
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N01-50916 テレビ 密会 9 (?)/11/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50917 テレビ 密会 10 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50918 テレビ 密会 10 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50919 テレビ 密会 11 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50920 テレビ 密会 11 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50921 テレビ 密会 12 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50922 テレビ 密会 12 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50923 テレビ 密会 13 (?)/12/26 フジテレビ 大野靖子

N01-50924 テレビ 密会 13 (?)/12/26 フジテレビ 大野靖子

N01-50925 テレビ 密会 14 (?)/1/2 フジテレビ 大野靖子

N01-50926 テレビ 密会 14 (?)/1/2 フジテレビ 大野靖子

N01-50927 テレビ 密会 15 (?)/1/9 フジテレビ 大野靖子

N01-50928 テレビ 密会 15 (?)/1/9 フジテレビ 大野靖子

N01-50929 テレビ 密会 16 (?)/1/16 フジテレビ 大野靖子

N01-50930 テレビ 密会 16 (?)/1/16 フジテレビ 大野靖子

N01-50931 テレビ 密会 17 (?)/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50932 テレビ 密会 17 (?)/1/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-50933 テレビ 密会 18 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50934 テレビ 密会 18 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50935 テレビ 密会 19 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50936 テレビ 密会 19 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50937 テレビ 密会 20 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50938 テレビ 密会 20 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50939 テレビ 密会 21 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50940 テレビ 密会 21 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50941 テレビ 密会 22 (?)/2/27 フジテレビ 大野靖子

N01-50942 テレビ 密会 22 (?)/2/27 フジテレビ 大野靖子

N01-50943 テレビ 密会 23 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50944 テレビ 密会 23 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50945 テレビ 密会 24 (?)/3/3 フジテレビ 大野靖子

N01-50946 テレビ 密会 24 (?)/3/3 フジテレビ 大野靖子

N01-50947 テレビ 密会 25 (?)/3/20 フジテレビ 大野靖子

N01-50948 テレビ 密会 カット割り稿 25 (?)/3/20 フジテレビ 大野靖子

N01-50949 テレビ 密会 26(終) (?)/3/27 フジテレビ 大野靖子

N01-50950 テレビ 密会 26(終) (?)/3/27 フジテレビ 大野靖子

N01-50952 資料 密会 (?) フジテレビ

N01-51412 資料 密会 (?) フジテレビ
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N01-07889 ラジオ ミッキーの風車 327～340 (?)/10/19～11/3 文化放送
工藤昌男、水原明人、相沢正夫、杉

浩

N01-07888 ラジオ ミッキーの風車 341～354 (?)/11/4～25 文化放送
相沢正夫、工藤易男、工藤昌男、水

原明人

N01-07887 ラジオ ミッキーの風車 385～397 1959/1/4～18 文化放送 相沢正夫、水原明人

N01-00859 テレビ 密航 改訂稿 1961/2/18 TBS 鳥山拡
デジタル
化（館
内）

N01-13802 テレビ 密告者 決定稿 1 [1979]/6/30 毎日放送 安倍徹郎

N01-13803 テレビ 密告者 決定稿 2 [1979]/7/(?) 毎日放送 安倍徹郎

N01-13804 テレビ 密告者 決定稿 3 [1979]/7/(?) 毎日放送 安倍徹郎

N01-03025 テレビ 光子の窓 130 1960/10/30 日本テレビ 三木鮎郎
デジタル
化（館
内）

M053 N01-41188 テレビ 光子の窓 イグアノドンの卵 130 1960/10/30 日本テレビ 三木鮎郎
デジタル
化（館内）

N01-01892 テレビ 三つの愛の物語 秘密 改訂稿 1 1962/2/13 TBS 津田幸夫

N01-08426 テレビ 三つの愛の物語　冬至 第一稿 1962/2/13 TBS 津田幸夫

N01-08466 テレビ 三つの愛の物語　冬至 第一稿 1962/2/13 TBS 津田幸夫

N01-01798 テレビ 三つの楽器 1960/3/14 ラジオ東京 津田幸夫

N01-08372 ラジオ 三つの楽器 1960/3/14 ラジオ東京 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-24016 ラジオ ミッドナイトストリート 11～20 (?)/1/15～26 TBS

N01-24017 ラジオ ミッドナイトストリート 21～30 (?)/1/29～2/9 TBS

N01-22311 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 ごあいさつだね！ 決定稿 1 (?)/3/8 保富康午

N01-22309 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 花は咲いたか？ 2 (?)/3/15 保富康午

N01-22308 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 おきやあせな！ 準備稿 3 (?)/3/22 フジテレビ

N01-22312 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 そんなアホな！ 決定稿 4 (?)/3/29 フジテレビ 保富康午

N01-22320 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 ガッコの花見 6 (?)/4/12 保富康午

N01-22319 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 オタマジャクシの季節 7 (?)/4/19 保富康午

N01-22318 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 8 (?)/4/26 塚田茂

N01-22317 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 9 (?)/5/3 保富康午

N01-22316 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 10 (?) フジテレビ 塚田茂

N01-22313 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 11 (?)/5/17 保富康午

N01-22315 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 12 (?)/5/24 フジテレビ 塚田茂

N01-22314 テレビ 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 13 (?)/5/31 フジテレビ 保富康午

N01-22310 資料 三菱クラウンアワー　歌謡笑文字校 (?)

N01-11995 ラジオ 三菱ダイヤモンドジョッキー (?)/8/17～22 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-11996 ラジオ 三菱ダイヤモンドジョッキー (?)/8/10～15 文化放送 水原明人

N01-11997 ラジオ 三菱ダイヤモンドジョッキー (?)/8/3～8 文化放送 川崎洋

N01-11998 ラジオ 三菱ダイヤモンドジョッキー (?) 文化放送 水原明人

N01-11999 ラジオ 三菱ダイヤモンドジョッキー (?) 文化放送 水原明人

M025 N01-40610 テレビ 密林を越えて 1958/10/24 NHK 長瀬喜伴
デジタル
化（館
内）

N01-10113 テレビ 御堂筋の春 義姉・義弟 1～5 1970/(?)/(?) NHK 佐々木守

N01-51229 テレビ 御堂筋の春
喪失儀式(6)/聖関係(7)/生存
証明(8)/青春問答(9)/愛と理

想(10)
6～10 1980/[5/12～16] NHK 佐々木守

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104230
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104230
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104230
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104230
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N01-10130 テレビ 御堂筋の春 確信の論理 11～15 1980/(?)/(?) NHK 佐々木守

N01-10129 テレビ 御堂筋の春 運命曲線 16～20 1980/(?)/(?) NHK 佐々木守

N01-15578 テレビ 水戸黄門 孝女お菊(仮題) (?) 津田幸夫

N01-15572 テレビ 水戸黄門 湖畔の宿(仮題)―十和田― 20 (?) TBS 津田幸夫、葉村彰子

N01-15557 テレビ 水戸黄門 岩国 21 (?) TBS 津田幸夫、葉村彰子

N01-15574 テレビ 水戸黄門 骨箱を抱いた侍(白石) 26 (?) TBS 津田幸夫

N01-15575 テレビ 水戸黄門 士魂・有村用水(福島) 27 (?) TBS 津田幸夫

N01-15566 テレビ 水戸黄門 暁の乱斗・梟峠(福島) 3 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15568 テレビ 水戸黄門 孤剣(米沢) 5 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15569 テレビ 水戸黄門 仇討非情(松島) 決定稿 6 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15570 テレビ 水戸黄門 身替り亭主(米沢) 8 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15571 テレビ 水戸黄門 悪党乱舞(宮津) 19 1969/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15556 テレビ 水戸黄門 決斗・辰の下刻 20 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15558 テレビ 水戸黄門 謎の死紋 25 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15573 テレビ 水戸黄門 帰ってきた旅烏(浜田) 26 [1969/3]/(?) TBS 津田幸夫

N01-15559 テレビ 水戸黄門 隠密無情 28 [1969]/(?)/(?) TBS 津田幸夫

N01-15577 テレビ 水戸黄門 乱斗・鷹ノ巣峠(仮題) [31] [1969/3]/(?) TBS 津田幸夫

N01-15552 テレビ 水戸黄門 富士の白雪(仮題) 3
[1971～

1983]/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-15567 テレビ 水戸黄門 人情榛名颪(仮題)―高崎― 3
[1971～

1983]/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-15553 テレビ 水戸黄門
討たれに来た男(仮題)―京都

―
12

[1971～
1983]/(?)/(?)

TBS 津田幸夫

N01-15554 テレビ 水戸黄門 弥七二人旅(津山) 13
[1971～

1983]/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-15555 テレビ 水戸黄門 虚無僧絵図―徳島― 19
[1971～

1983]/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-15576 テレビ 水戸黄門 隠密兄妹(佐賀) 30 1971/4/19 TBS 津田幸夫

N01-15551 資料 水戸黄門
[1969]/8/4～
[1970]/3/9

TBS
デジタル
化（館
内）

N01-15562 テレビ 水戸黄門第九部 鬼の眼に涙(福島) 4 1978/8/28 TBS 津田幸夫(津田幸於)
デジタル
化（館
内）

N01-15563 テレビ 水戸黄門第九部 冬の鈴(高田) 16 1978/11/20 TBS 津田幸夫(津田幸於)

N01-15565 テレビ 水戸黄門第九部
仇討ちりんどう槍(仮題)―中

津川―
23 1979/1/8 TBS 津田幸夫(津田幸於)

N01-15564 テレビ 水戸黄門第十部 雲のかけ橋(多治見) 20 [1979]/(?)/(?) TBS 津田幸夫(津田幸於)

N01-15560 テレビ 水戸黄門第十一部 隠密津軽凧(弘前) 9 1980/10/13 TBS 津田幸夫(津田幸於)

N01-15561 テレビ 水戸黄門第十一部
旅情・みちのくの俵牛(仮題)―

陸前高田―
13 1980/11/10 TBS 津田幸夫(津田幸於)

M058 N01-41293 ラジオ みどりの風　第二部 サイクル娘の巻 1 1957/5/20 NHK 名和青朗
デジタル
化（館
内）

N01-06398 ラジオ みどりの祭典 世界のみどりをたずねて 1962/5/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-19908 テレビ
港のはるみと雄三船長ースーパースター

海に歌うー
決定稿 (?) テレビ朝日 保富康午

N01-17779 ラジオ 南ヴェトナム戦争従軍紀 1～6 (?)/5/3～8 TBS 佐々木守

N01-23111 テレビ 三波伸介のチャンネル・インベーダー 天の羽衣 準備稿 3 1979/7/26 フジテレビ 山崎忠昭

N01-23595 テレビ 三波伸介の　チャンネル・インベーダー おお宝島 決定稿 4 1979/8/16 フジテレビ 南川泰三、岩城未知男

N01-23112 テレビ 三波伸介のチャンネル・インベーダー おお宝島 準備稿 4 1979/8/16 フジテレビ 南川泰三
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N01-18056 テレビ 南と北のかけ橋 1 1972/1/8 フジテレビ 野村六助

N01-18057 テレビ 南と北のかけ橋 2 1972/1/15 フジテレビ 野村六助

N01-18093 テレビ 南と北のかけ橋 3 1972/1/22 フジテレビ 野村六助

N01-18092 テレビ 南と北のかけ橋 最終回 1972/1/29 フジテレビ 野村六助

N01-03107 テレビ 南のこども北のこども とちの実村のこどもたち 1963/3/20 NHK教育 横田弘行

N01-04922 ラジオ みなみのみなみのある島のお話 鸚鵡の子オマール 1963/3/17 朝日放送 石浜恒夫

N01-04923 ラジオ みなみのみなみのある島のお話 1962/5/14～17 朝日放送 石浜恒夫

N01-19853 テレビ ミニミニバンバン スポーツカーなんか大キライ 1 1968/10/4 TBS
たかたかし、中原弓彦、曽我部博

士、保富康午、大倉徹也

N01-21436 テレビ ミニミニバンバン スポーツ・カーが恋人ヨ 準備稿 1 1968/10/4 TBS たかたかし、中原弓彦

N01-21434 テレビ ミニミニバンバン 谷啓の怪物博士 20 (?) TBS 中原弓彦

N01-19855 テレビ ミニミニバンバン ＜親分の子守唄＞ 第一稿 (?) TBS 大倉徹也

N01-19860 テレビ ミニミニバンバン 流行を探せ！ (?) TBS 中原弓彦

N01-20603 テレビ ミニミニバンバン チョイとブルコメさん！ 準備稿 (?) TBS

N01-21149 テレビ ミニミニバンバン ああ、あこがれの男性航路！ (?) TBS たかたかし

N01-22076 テレビ ミニミニバンバン 愛の夢 第一稿 (?) TBS 大倉徹也

N01-21548 テレビ ミニミニバンバン　はれんち大パーティー 第一稿 (?)/12/6 TBS 中原弓彦

N01-21313 テレビ ミニミニバンバン マンガ王国危機イッパツ！ 第一稿 (?) TBS 保富康午

N01-21433 テレビ ミニミニバンバン マンガ王国危機イッパツ！ 第一稿 (?) TBS 保富康午

N01-21314 テレビ ミニミニバンバン マンガ王国危機イッパツ！ 第二稿 (?)/3/14 TBS 保富康午

N01-21435 テレビ ミニミニバンバン 決定稿 1968/10/11 TBS たかたかし

N01-13947 ラジオ 美濃戦国伝　虹の城
1972/12/4～
1973/1/31

東海ラジオ
放送ほか

岸宏子

N01-20645 ラジオ みのりの歌～勤労感謝の日に～ <詩と音楽> 1966/11/23 NHK 保富康午

N01-04318 テレビ 未亡記事 新聞社殺人事件 準備稿 1962/3/3 フジテレビ 茂木草介

N01-04319 テレビ [未亡記事] 新聞社殺人事件 (?) フジテレビ 茂木草介

N01-05081 テレビ 耳飾り 決定稿 1 (?) 日本テレビ 大津皓一
デジタル
化（館
内）

N01-05126 テレビ 耳飾り 決定稿 2 (?) 日本テレビ 大津皓一

N01-05162 テレビ 耳飾り 決定稿 3 (?) 日本テレビ 大津皓一

N01-05201 テレビ 耳飾り 決定稿 4 (?)/6/12 日本テレビ 大津皓一

N01-05212 テレビ 耳飾り 決定稿 5 (?) 日本テレビ 大津皓一

N01-05213 テレビ 耳飾り 決定稿 6 (?) 日本テレビ 大津皓一

N01-15782 ラジオ 耳のなかの可愛い女 決定稿 1966/3/23 NHK-FM 木原孝一

N01-00531 ラジオ 都鳥 1952/7/6 NHK 内村直也

平018 N01-45142 ラジオ 都鳥 1952/7/6 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-19994 テレビ 都はるみのすべて 栄光の10冠王 決定稿 (?)/1/23 日本テレビ 保富康午

N01-20633 テレビ 都はるみのすべて 栄光の10冠王！ 決定稿 (?)/1/23 日本テレビ 保富康午

N01-26579 テレビ 宮本武蔵 26 1962/5/30 フジテレビ 津瀬宏

N01-05085 テレビ 宮本武蔵 決定稿 32 [1962]/7/11 フジテレビ 阿部桂一
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N01-05090 テレビ 宮本武蔵 最終決定稿 32 [1962]/7/11 フジテレビ 阿部桂一
デジタル
化（館
内）

N01-00548 テレビ ミュージイ絵本 悪魔のつくった金の靴 (?)/3/3 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-00549 テレビ ミュージイ絵本 羽衣と少女 (?)/3/31 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-01003 テレビ ミュージカル　なにかこう素晴しいこと 1960/9/4 KRT 内村直也、小室寛

N01-00646 ラジオ
ミュージカル・アワー　ウエスト・サイド・ス

トーリー
1962/4/20 NHK 保富康午

M054 N01-41212 テレビ ミュージカル・ショウ ジャズのカクテル 2 1953/9/4 NHK 島海彦

M054 N01-41213 テレビ ミュージカル・ショウ 食慾の巻 1953/11/20 日本テレビ 島海彦

M023 N01-40557 テレビ
ミュージカル・ショウ　ジャズははづむ（或

はジャズのカクテル）
(?) 島海彦

平018 N01-45147 ラジオ
ミュージカル・ドラマ　女の斜面（宝塚パ

レード）

その一 フィフティー・フィフ
ティー(143)/その二 夜空の星
の如く(144)/その三 愛する人
を失った(145)/その四 一つの

顔に一つの紳士(146)

143～146
1952/6/14、21、

28、7/5
NHK 内村直也

N01-06625 テレビ
ミュージカル・バラエティ　東京メリー・ゴー

ラウンド
第一稿 1960/11/28 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06558 ラジオ ミュージカルファンタジー　山のロザリア 1961/8/14 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-02895 ラジオ ミュージカル名曲集
音楽鑑賞～ポピュラー音楽を

たずねて
1963/4/5 NHK 関光夫

N01-06614 ラジオ ミュージカル名曲集
音楽鑑賞～ポピュラー音楽を

たずねて
1 1963/4/5 NHK

デジタル
化（館
内）

N01-21887 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1980/12/8～20 文化放送 水原明人

N01-21888 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/6/22～24 文化放送 水原明人

N01-21889 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/6/25～27 文化放送 水原明人

N01-21890 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/8/17～22 文化放送 水原明人

N01-21891 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/8/24～26 文化放送 水原明人

N01-21892 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード
1980/12/22～

1981/1/3
文化放送 水原明人

N01-21893 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/1/5～17 文化放送 水原明人

N01-21894 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/1/19～31 文化放送 水原明人

N01-21895 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード
(?)/2/2～7、9～

14
文化放送 水原明人

N01-21896 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード
(?)/2/16～21、

23～28
文化放送 水原明人

N01-21897 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード
(?)/3/2～7、9～

14
文化放送 水原明人

N01-21898 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/4/6～[11] 文化放送 水原明人

N01-21899 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/4/6～[11] 文化放送 水原明人

N01-21900 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/6/29～7/4 文化放送 水原明人

N01-21901 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/7/6～11 文化放送 水原明人

N01-21902 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/7/13～18 文化放送 水原明人

N01-21903 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/7/6～11 文化放送 水原明人

N01-21904 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/7/13～18 文化放送 水原明人

N01-21905 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/3/23～4/4 文化放送 水原明人

N01-21906 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/5/25～30 文化放送 水原明人

N01-21907 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/6/11～13 文化放送 水原明人

N01-21908 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/6/15～17 文化放送 水原明人

N01-21909 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/6/18～20 文化放送 水原明人
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N01-21910 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/4/20～25 文化放送 水原明人

N01-21911 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/5/4～9 文化放送 水原明人

N01-21912 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/5/11～16 文化放送 水原明人

N01-21913 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/4/13～[18] 文化放送 水原明人

N01-21914 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/3/16～21 文化放送 水原明人

N01-21915 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード
(?)/10/13～18、

20～25
文化放送 水原明人

N01-21916 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード (?)/7/27～8/1 文化放送 水原明人

N01-21917 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/8/3～8 文化放送 水原明人

N01-21918 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード 1981/8/10～15 文化放送 水原明人

N01-21919 ラジオ ミュージック・オン・ザ・ロード
(?)/5/12～17、

19～24
文化放送 水原明人

平030 N01-45219 ラジオ
ミュージック・オン・ブリヂストン　－（オリジ

ナルとポップスをあなたに）－（仮題）
(?)

ニッポン放
送

デジタル
化（館
内）

N01-02878 ラジオ ミュージック・ビッグ・パレード (?)
ニッポン放

送
関光夫

デジタル
化（館
内）

N01-02880 ラジオ ミュージック・ビッグ・パレード 1963/(?)/(?)
ニッポン放

送
関光夫

N01-06397 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/4/2 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06596 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/4/16 NHK 保富康午

N01-06259 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/4/30 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-07291 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/5/14 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06619 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/6/11 NHK 保富康午

N01-06595 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/6/18 NHK 野口いさを

N01-07290 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/6/18 NHK 野口いさを

N01-06599 ラジオ ミュージックカレンダー 1962/7/16 NHK 野口いさを

N01-06759 ラジオ ミュージックカレンダー 16 1962/7/23 NHK 野口いさを

N01-06760 ラジオ ミュージックカレンダー 17 1962/7/30 NHK 野口いさを

N01-06761 ラジオ ミュージックカレンダー 18 1962/8/6 NHK 野口いさを

N01-06597 ラジオ ミュージックカレンダー 20 1962/8/20 NHK 野口いさを

N01-06258 ラジオ ミュージックカレンダー あなたとともに 1962/9/3 NHK 野口いさを

N01-06385 ラジオ ミュージックカレンダー 1963/3/25 NHK 野口いさを

N01-06280 テレビ ミュージックカレンダー ―武井義明ショウ― 1 1963/8/1 松本重美
デジタル
化（館
内）

N01-06276 テレビ ミュージックカレンダー ―武井義明ショウ― 2 1963/8/8 保富康午

N01-06650 テレビ ミュージックカレンダー 斉藤チャ子ショウ 6 1963/9/5 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06279 テレビ ミュージックカレンダー
―斉藤チャ子ショウ―②西部

が呼んでいる
7 1963/9/12 松本重美

N01-06281 テレビ ミュージックカレンダー
―斉藤チャ子ショウ―③秋の

わらべ歌
8 1963/9/19 保富康午

N01-06652 テレビ ミュージックカレンダー
宇治かほるショウ①スクリーン

と共に
10 1963/10/3 保富康午

N01-06277 テレビ ミュージックカレンダー
―宇治かほるショウ―②

チャールストンはいかが？
11 1963/10/10 保富康午

N01-06278 テレビ ミュージックカレンダー
―宇治かほるショウ―④ふる

さとのうた
13 1963/10/24 保富康午

N01-06275 テレビ ミュージックカレンダー
―宇治かほるショウ―⑤
ミュージカルへの招待

14 1963/10/31 保富康午

N01-06656 テレビ ミュージックカレンダー
鹿内タカシ・ショウ①二人で映

画を
15 1963/11/7 保富康午
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N01-06655 テレビ ミュージックカレンダー
鹿内タカシ・ショウ③太陽の国

の歌
17 1963/11/21 保富康午

N01-06649 テレビ ミュージックカレンダー
鹿内タカシ・ショウ④バイ・バ

イ・バーディ
18 1963/11/28 保富康午

N01-06653 テレビ ミュージックカレンダー 仲宗根美樹ショウ①黒潮の歌 19 1963/12/5 保富康午

N01-06648 テレビ ミュージックカレンダー
仲宗根美樹ショウ②美樹の

ヒット・アルバム
20 1963/12/12 保富康午

N01-06654 テレビ ミュージックカレンダー
仲宗根美樹ショウ③美樹の

ビート
21 1963/12/26 保富康午

N01-06651 テレビ ミュージックカレンダー
デューク・エイセス・ショウ"南

海のリズム"
23 1963/12/19 保富康午

N01-23006 テレビ ミュージックギャラリー 東山魁夷氏の作品と 42 1971/1/17 フジテレビ 松宮梓

N01-20389 テレビ ミュージックジョイ
初公開！“演歌とピエロと弾き

がたり”
7 1972/9/13 関西テレビ 保富康午

N01-23693 テレビ ミュージックスポット 江利チエミショー 65 1968/1/2 塚田茂

N01-23631 テレビ ミュージックスポット 松尾和子ショー 75 1968/3/12 塚田茂

N01-21148 テレビ ミュージックトゥナイト 歌は今宵も 森光子と歌とふるさと 第一稿 18 (?)/8/11 TBS 伊藤裕弘

N01-21556 テレビ ミュージックトゥナイト 歌は今宵も 森光子と歌とふるさと 決定稿 18 (?)/8/11 TBS 伊藤裕弘

N01-22168 テレビ ミュージックトゥナイト 歌は今宵も スタッフ稿 20 (?)/8/25 TBS 河野次郎

N01-19694 ラジオ
ミュージックパレード　ビクター今週のヒット

メロディー
31～36 (?)/5/15～20 TBS

N01-23918 テレビ ミュージックフェスティバル’65　第一部 1965/1/(?) 日本テレビ 塚田茂

N01-06323 テレビ ミュージックマスコット [バスケットの巻] 1 [1962/5/3] フジテレビ 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06324 テレビ ミュージックマスコット [ウクレレの巻] 2 1962/5/10 フジテレビ 保富康午

N01-06325 テレビ ミュージックマスコット [ブレスレットの巻] 3 1962/5/17 フジテレビ 保富康午

N01-06326 テレビ ミュージックマスコット [靴の巻] 4 1962/5/24 フジテレビ 保富康午

N01-21827 テレビ ミュージックマスコット 5 (?) フジテレビ 保富康午

N01-21828 テレビ ミュージックマスコット 6 (?) フジテレビ 保富康午

N01-07019 テレビ ミュージックマスコット 7 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06336 テレビ ミュージックマスコット 8 (?) フジテレビ 保富康午

N01-07008 テレビ ミュージックマスコット 9 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06341 テレビ ミュージックマスコット 10 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06333 テレビ ミュージックマスコット 11 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06340 テレビ ミュージックマスコット 12 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06339 テレビ ミュージックマスコット 13 (?) フジテレビ 保富康午

N01-07007 テレビ ミュージックマスコット 14 (?) フジテレビ 保富康午

N01-07006 テレビ ミュージックマスコット 15 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06331 テレビ ミュージックマスコット 16 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06332 テレビ ミュージックマスコット 17 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06338 テレビ ミュージックマスコット 18 1962/8/30 フジテレビ 保富康午

N01-06342 テレビ ミュージックマスコット 19 1962/9/6 フジテレビ 保富康午

N01-06335 テレビ ミュージックマスコット 20 1962/9/13 フジテレビ 塚田茂

N01-06337 テレビ ミュージックマスコット 21 (?) フジテレビ 保富康午

N01-06334 テレビ ミュージックマスコット 22 1962/9/27 フジテレビ 塚田茂
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N01-06684 テレビ ミュージックマスコット 23 (?) 保富康午

N01-06683 テレビ ミュージックマスコット 24 (?) 塚田茂

N01-23618 テレビ ミュージックマスコット 24 (?) 塚田茂

N01-06998 テレビ ミュージックマスコット 26 1962/10/25 フジテレビ 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-06997 テレビ ミュージックマスコット 27 1962/11/1 フジテレビ 保富康午

N01-06999 テレビ ミュージックマスコット 31 1962/11/29 フジテレビ 保富康午

N01-07011 テレビ ミュージックマスコット 37 1963/1/10 フジテレビ 保富康午

N01-07010 テレビ ミュージックマスコット 41 1963/2/7 フジテレビ 保富康午

N01-07009 テレビ ミュージックマスコット 43 1963/2/21 フジテレビ 保富康午

N01-07005 テレビ ミュージックマスコット 45 1963/3/7 フジテレビ 保富康午

N01-07004 テレビ ミュージックマスコット 47 1963/3/21 フジテレビ 保富康午

N01-07003 テレビ ミュージックマスコット 49 1963/4/4 フジテレビ 保富康午

N01-07002 テレビ ミュージックマスコット 51 1963/4/18 フジテレビ 保富康午

N01-07001 テレビ ミュージックマスコット 53 1963/5/2 フジテレビ 保富康午

N01-07000 テレビ ミュージックマスコット 54 1963/5/9 フジテレビ 塚田茂

N01-06855 テレビ ミュージックマスコット 55 1963/5/16 保富康午

N01-06643 テレビ ミュージックマスコット 56 1963/5/23 塚田茂

N01-06644 テレビ ミュージックマスコット 58 1963/5/30 保富康午

N01-06646 テレビ ミュージックマスコット 62 1963/6/27 保富康午

N01-06645 テレビ ミュージックマスコット 64 1963/7/11 保富康午

N01-06647 テレビ ミュージックマスコット 65 1963/7/18 保富康午

N01-06274 テレビ ミュージックマスコット 66 1963/7/25 保富康午

N01-02725 テレビ 明星スタア劇場 準備稿 (?)/10/(?) 日本テレビ

N01-23011 テレビ 明星スター劇場 第二稿 117 1962/11/25 日本テレビ 片岡直彦

N01-23195 テレビ 明星スターパレード 撮影台本 1965/2/21 日本テレビ 川崎真､田村隆

N01-23196 テレビ 明星スターパレード 決定稿 1965/1/10 日本テレビ 川崎真､田村隆

N01-23197 テレビ 明星スターパレード 決定稿 1965/1/31 日本テレビ 川崎真､田村隆

N01-18097 テレビ 未来シリーズ 第三プロジェクト (?) フジテレビ 野村六助

N01-06215 テレビ 未来へ歌おう'64 決定稿 1964/1/1 フジテレビ 岩間芳樹

N01-12692 テレビ ミラクルガール 6 [1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
山本英明、江里明

N01-12693 テレビ ミラクルガール ラスト・ダンス 14 [1980]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
四十物光男、江里明

N01-07564 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/5/1
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07567 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/5/3、5、7
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07568 ラジオ 魅惑のクラリネット
(?)/4/23、26、

28、30
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07569 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/5/15
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07571 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/11/28
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07572 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/12/5
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人
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N01-07575 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/12/26、1/2
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07576 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/11/14
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07577 ラジオ 魅惑のクラリネット (?)/11/21
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-26408 ラジオ 魅惑のクラリネット
(?)/4/23、26、

28、30
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07565 ラジオ 魅惑のクラリネット SEIBU SWING INN (?)/2/21、23、25
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07566 ラジオ 魅惑のクラリネット SEIBU SWING INN (?)/6/14、16、18
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07570 ラジオ 魅惑のクラリネット SEIBU SWING INN
(?)/11/23、25、

27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07578 ラジオ 魅惑のクラリネット SEIBU SWING　INN
(?)/11/16、18、

20
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-07579 ラジオ 魅惑のクラリネット SEIBU SWING　INN
(?)/11/30、

12/2、4
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22307 テレビ
民音’75　天地真理　明日また逢える　～

さよなら・こんにちは～
1975/(?)/(?) 奥山侊伸

N01-09604 テレビ みんな集まれ 胡桃割人形 4 (?)/12/19 TBS 佐々木守

N01-21001 テレビ
みんなが見た！日本レコード大賞―涙と

感動の18年―
決定稿 (?) TBS 保富康午

N01-08122 テレビ みんなが見ている 1963/10/26 フジテレビ 大石隆一

N01-10911 テレビ みんなで一緒に　カンナ娘 1965/8/(?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-06282 テレビ みんなでうたう音楽会 さあ出発だ！ 1 1964/11/8 テレビ東京 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06856 テレビ みんなでうたう音楽会 母の歌子の歌 2 1964/11/15 テレビ東京 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06858 テレビ みんなでうたう音楽会 雪と山とスキーと 5 1964/12/6 テレビ東京 保富康午

N01-06857 テレビ みんなでうたう音楽会 冬もたのし 6 1964/12/13 テレビ東京 保富康午

N01-06860 テレビ みんなでうたう音楽会 もうすぐクリスマス 7 1964/12/20 テレビ東京 保富康午

N01-06859 テレビ みんなでうたう音楽会 もういくつ寝るとお正月 8 1964/12/27 テレビ東京 保富康午

N01-20124 テレビ みんなでうたう音楽会 年の初め 9 1965/1/3 テレビ東京 保富康午

N01-21069 テレビ みんなでうたう音楽会 うたえ若人 10 1965/1/10 テレビ東京 保富康午

N01-20122 テレビ みんなでうたう音楽会 思い出のメロディ 11 1965/1/17 テレビ東京 保富康午

N01-20123 テレビ みんなでうたう音楽会 冬の日の歌 12 1965/1/24 テレビ東京 保富康午

N01-20119 テレビ みんなでうたう音楽会 北国のうた 13 1966/1/31 テレビ東京 保富康午

N01-20121 テレビ みんなでうたう音楽会 もうすぐひな祭 17 1965/2/28 テレビ東京 保富康午

N01-21072 テレビ みんなでうたう音楽会 蛍の光 19 1965/3/14 テレビ東京 保富康午

N01-20120 テレビ みんなでうたう音楽会 働く青少年に送る 20 1965/3/21 テレビ東京 保富康午

N01-21071 テレビ みんなでうたう音楽会 よろこびの歌　結婚おめでとう 21 1965/3/28 テレビ東京 保富康午

N01-21068 テレビ みんなでうたう音楽会 春風にさそわれて 22 1965/4/4 テレビ東京 保富康午

N01-20117 テレビ みんなでうたう音楽会 愉快にうたえば 23 1965/4/21 テレビ東京 保富康午

N01-21067 テレビ みんなでうたう音楽会 誕生日おめでとう 24 1965/4/28 テレビ東京 保富康午

N01-21070 テレビ みんなでうたう音楽会 子供とうたえば 25 1965/5/5 テレビ東京 保富康午

N01-20118 テレビ みんなでうたう音楽会 春に乗って 26 1965/5/12 テレビ東京 保富康午

N01-21152 テレビ みんなで歌おう’71 改訂稿 1 [1971]/10/6 TBS 鹿島昇

N01-21733 テレビ みんなで歌おう’71 第一稿 1 1971/10/6 TBS 鹿島昇

N01-21841 テレビ みんなで歌おう’71 決定稿 1 1971/10/6 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇
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N01-21732 テレビ みんなで歌おう’71 スタッフ決定稿 2 1971/10/13 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21736 テレビ みんなで歌おう’71 準備稿 2 1971/10/13 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21842 テレビ みんなで歌おう’71 改訂稿 2 1971/10/13 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21731 テレビ みんなで歌おう’71 第一稿 3 1971/(?)/(?) TBS 鹿島昇

N01-21843 テレビ みんなで歌おう’71
第一稿。＜ハコ

書き＞
3 1971/(?)/(?) TBS 鹿島昇

N01-21730 テレビ みんなで歌おう’71 準備稿 4 1971/10/27 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21748 テレビ みんなで歌おう’71 [旅の歌] 第二稿 5 1971/11/3 TBS

N01-21844 テレビ みんなで歌おう’71 決定稿 6 1971/11/10 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21747 テレビ みんなで歌おう’71 決定稿 7 1971/11/17 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21746 テレビ みんなで歌おう’71 肝っ玉かあさんといっしょ 決定稿 8 1971/11/24 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21846 テレビ みんなで歌おう’71 肝っ玉かあさんといっしょ 決定稿 8 1971/11/24 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21840 テレビ みんなで歌おう’71 決定稿 10 1971/12/8 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21839 テレビ みんなで歌おう’71 決定稿 12 1971/12/22 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21845 テレビ みんなで歌おう’71 改訂稿 12 1971/12/22 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21708 テレビ みんなで歌おう’71 決定稿 13 1971/12/29 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21734 テレビ みんなで歌おう’71 1971/(?)/(?)

N01-19895 テレビ みんなで歌おう’71～’72
1・3～6・8・9・12・

14・18
1971/10/6～

1972/2/2
TBS 保富康午、鹿島昇

N01-20437 テレビ みんなで歌おう’72 決定稿 14 1972/1/5 TBS 保富康午、阿久悠、鹿島昇

N01-21692 テレビ みんなで歌おう’72 映画主題歌特集 準備稿 15 1972/1/12 TBS

N01-21706 テレビ みんなで歌おう’72 ハッピー･ソング･メドレー 決定稿 17 1972/1/26 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20465 テレビ みんなで歌おう’72 決定稿 18 1972/2/2 TBS 保富康午

N01-21711 テレビ みんなで歌おう’73 石原裕次郎とともに 決定稿 1973/4/4 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21737 テレビ みんなで歌おう’73 西田佐知子とともに 準備稿 1973/4/11 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21723 テレビ みんなで歌おう’73 沢田研二とともに 準備稿 3 1973/4/25 TBS 貴島研二、保富康午

N01-22113 テレビ みんなで歌おう’73 五木ひろしとともに 決定稿 4 1973/5/2 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21724 テレビ みんなで歌おう’73 鶴田浩二とともに 決定稿 5 1973/5/16 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21693 テレビ みんなで歌おう’73 小柳ルミ子とともに 準備稿 6 1973/5/23 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21707 テレビ みんなで歌おう’73 堺正章とともに 準備稿 6 1973/11/14 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20430 テレビ みんなで歌おう’73 尾崎紀世彦とともに 第一稿 1973/6/4 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21698 テレビ みんなで歌おう’73 尾崎紀世彦とともに スタッフ稿 1973/6/6 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20429 テレビ みんなで歌おう’73 小林旭とともに 決定稿 8 1973/6/13 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21740 テレビ みんなで歌おう’73 小林旭とともに 準備稿 8 1973/6/13 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21739 テレビ みんなで歌おう’73 高峰三枝子とともに 第一稿 9 1973/7/4 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21738 テレビ みんなで歌おう’73 長崎の歌とともに 第一稿 10 1973/(?)/(?) TBS 保富康午、貴島研二

N01-20384 テレビ みんなで歌おう’73 島倉千代子とともに 決定稿 11 1973/7/18 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21705 テレビ みんなで歌おう’73 島倉千代子とともに 準備稿 11 1973/7/18 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21701 テレビ みんなで歌おう’73 菅原洋一とともに スタッフ稿 12 1973/7/25 TBS 保富康午、貴島研二
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N01-21700 テレビ みんなで歌おう’73 東京の歌とともに 決定稿 13 1973/8/15 TBS 保富康午、貴島研二

N01-22405 テレビ みんなで歌おう’73 越路吹雪とともに 準備稿 14 1973/8/8 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21699 テレビ みんなで歌おう’73 決定稿 16 1973/9/26 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21837 テレビ みんなで歌おう’73 森進一とともに 決定稿 18 1973/10/17 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21720 テレビ みんなで歌おう’73 橋幸夫とともに 決定稿 19 1973/10/24 TBS 保富康午、貴島研二

N01-22136 テレビ [みんなで歌おう’73] 天地真理とともに 決定稿 20 [1973]/10/31 TBS 保富康午

N01-21703 テレビ みんなで歌おう’73 水前寺清子とともに 決定稿 21 1973/11/7 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20490 テレビ みんなで歌おう’73 都はるみとともに 決定稿 23 1973/11/21 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21702 テレビ みんなで歌おう’73 四国の歌とともに 決定稿 24 1973/11/28 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21735 テレビ みんなで歌おう’73 四国の歌とともに 準備稿 1973/(?)/(?) TBS 保富康午、貴島研二

N01-21745 テレビ みんなで歌おう’73 森山良子とともに 決定稿 27 1973/12/19 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21744 テレビ みんなで歌おう’73 森山良子とともに 準備稿 1973/12/19 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20928 テレビ みんなで歌おう’73 三波春夫とともに 準備稿 1973/12/26 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21722 テレビ みんなで歌おう’73 第一稿 1973/(?)/(?) TBS 保富康午

N01-21721 テレビ [みんなで歌おう’73] [1973]/(?)/(?) TBS

N01-20457 テレビ みんなで歌おう’74
西田佐知子、沢田研二ととも

に
決定稿 1974/1/23 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21743 テレビ みんなで歌おう’74 大阪の歌とともに 決定稿 31 1974/1/30 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20444 テレビ みんなで歌おう’74
島倉千代子、五木ひろしととも

に
決定稿 1974/2/6 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21742 テレビ みんなで歌おう’74
島倉千代子、五木ひろしととも

に
1974/2/6 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21741 テレビ [みんなで歌おう’74] 野口五郎とともに [1974]/2/13 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20470 テレビ みんなで歌おう’74 森進一、青江三奈とともに 準備稿 1974/2/20 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21718 テレビ みんなで歌おう’74 初競演!!花の中3トリオとともに 決定稿 35 1974/2/27 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20445 テレビ みんなで歌おう’74
春日八郎、フランク永井ととも

に
準備稿 1974/3/20 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20446 テレビ みんなで歌おう’74
水前寺清子、佐良直美ととも

に
準備稿 1974/3/27 TBS 保富康午

N01-20513 テレビ みんなで歌おう’74
鶴岡雅義と東京ロマンチカ内
山田洋とクールファイブととも

に
準備稿 1974/4/3 TBS 貴島研二、保富康午

N01-20443 テレビ みんなで歌おう’74
にしきのあきら、西城秀樹とと

もに
準備稿 1974/4/17 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20943 テレビ みんなで歌おう’74
石原裕次郎、五木ひろしととも

に
決定稿 108 1974/5/1 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20441 テレビ みんなで歌おう’74
石原裕次郎、五木ひろしととも

に
準備稿 [108] 1974/5/1 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20471 テレビ みんなで歌おう’74
ビリーバンバン、チェリッシュと

ともに
準備稿 109 1974/5/15 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21729 テレビ みんなで歌おう’74 橋幸夫、天地真理とともに 決定稿 110 1974/5/22 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21717 テレビ みんなで歌おう’74 坂本九、和田アキ子とともに 決定稿 111 1974/6/5 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21714 テレビ [みんなで歌おう’74]
いしだあゆみ、美川憲一ととも

に
準備稿 112 [1974]/6/12 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21715 テレビ みんなで歌おう’74 高峰三枝子、森進一とともに 決定稿 116 1974/8/28 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21716 テレビ みんなで歌おう’74 小柳ルミ子、桜田淳子とともに 準備稿 118 1974/9/4 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21712 テレビ [みんなで歌おう’74]
伊東ゆかり、麻丘めぐみととも

に
決定稿 [1974]/9/18 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21713 テレビ [みんなで歌おう’74]
レコード大賞の歌とともに 第1

部
決定稿 120 1974/10/2 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21709 テレビ みんなで歌おう’74 西城秀樹、山口百恵とともに 準備稿 1974/10/16 TBS 貴島研二、保富康午
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N01-21710 テレビ みんなで歌おう’74 渡哲也とともに 準備稿 1974/10/16 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21725 テレビ みんなで歌おう’74
山本丈晴、富士子夫妻ととも

に
決定稿 124 1974/10/30 TBS 保富康午、貴島研二

N01-20420 テレビ みんなで歌おう’74 八代亜紀、中条きよしとともに 準備稿 125 1974/11/6 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21691 テレビ みんなで歌おう’74 絶唱！鶴田浩二・人生の詩 決定稿 128 1974/11/27 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21719 テレビ みんなで歌おう’74 淳子・百恵・山陰の旅！ 準備稿 1974/12/4 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21726 テレビ みんなで歌おう’74
ジュリー・シンシア夢の初競

演！
決定稿 130 1974/12/11 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21728 テレビ みんなで歌おう’75
晴れ姿！三波・北島・水前寺

お年玉初共演！
準備稿 133 1975/1/1 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21727 テレビ みんなで歌おう’75
三波春夫 水前寺清子 北島三

郎とともに
準備稿 134 1975/1/8 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21697 テレビ みんなで歌おう’75
大人同志小林旭、梓みちよ異

色の顔合せ！
決定稿 135 1975/1/22 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21704 テレビ みんなで歌おう’75
ルミ子・アグネス・百恵 青春を

歌う！
準備稿 135 1975/1/15 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21696 テレビ みんなで歌おう’75
殿さまキングス憧れの島倉千

代子と歌う
決定稿 137 1975/1/29 TBS 貴島研二、保富康午

N01-21695 テレビ みんなで歌おう’75
旭・ルミ子百万石の城下町で

歌う
準備稿 142 1975/3/5 TBS 保富康午、貴島研二

N01-21694 テレビ みんなで歌おう’75 すてきな愛のデュエットで 準備稿 1975/3/19 TBS 貴島研二、保富康午

N01-23674 テレビ みんなで音楽を [1960]/(?)/(?) TBS 塚田茂

N01-06865 テレビ みんなでスコール 1 1964/4/(?) 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06871 テレビ みんなでスコール 1 1964/4/(?) 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06877 テレビ みんなでスコール 1 1964/4/(?) 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06872 テレビ みんなでスコール コンテ 1964/4/24 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06874 テレビ みんなでスコール コンテ 4 (?)/5/8 日本テレビ 倉本聰、前田武彦

N01-06879 テレビ みんなでスコール コンテ 5 (?)/5/15 日本テレビ 保富康午、前田武彦

N01-06881 テレビ みんなでスコール コンテ 6 1964/5/22 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06686 テレビ みんなでスコール コンテ 1964/5/29 日本テレビ 保富康午

N01-06687 テレビ みんなでスコール コンテ 1964/5/29 日本テレビ 保富康午

N01-06868 テレビ みんなでスコール コンテ 11 (?)/6/26 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06870 テレビ みんなでスコール 1964/7/3 日本テレビ 保富康午、前田武彦

N01-06876 テレビ みんなでスコール 1964/7/3 日本テレビ 保富康午、前田武彦

N01-06882 テレビ みんなでスコール コンテ 13 1964/7/10 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06864 テレビ みんなでスコール コンテ (?)/7/15 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06867 テレビ みんなでスコール 改訂稿 (?)/7/15 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06869 テレビ みんなでスコール コンテ (?)/7/15 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06873 テレビ みんなでスコール コンテ (?)/7/15 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06878 テレビ みんなでスコール コンテ (?)/7/15 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06866 テレビ みんなでスコール 十時三十分のあなた コンテ 1964/7/22 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-06861 テレビ みんなでスコール 光と影 コンテ 17 (?)/8/5 日本テレビ 保富康午、前田武彦

N01-06862 テレビ みんなでスコール 夏を涼しく 1964/8/12 日本テレビ 保富康午、前田武彦

N01-06875 テレビ みんなでスコール 沈黙は金 第一稿 19 1964/8/19 日本テレビ 保富康午、前田武彦

N01-06863 テレビ みんなでスコール 第一稿 (?) 日本テレビ 前田武彦、保富康午
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N01-06880 テレビ みんなでスコール 第一稿 (?) 日本テレビ 前田武彦、保富康午

N01-08724 テレビ みんななかよし 謝ってもプン スタジオ収録稿 11 1985/10/16 NHK 横田弘行 BC複写

N01-08725 テレビ みんななかよし あばれてブルブル リハーサル用 12 1985/10/30 NHK 横田弘行

N01-08726 テレビ みんななかよし たこやきフウフウ ロケ用 14 1985/11/27 NHK 横田弘行

N01-19990 テレビ みんなの招待席 第二稿　打合稿 1968/3/20 NHK 松本重美、野口いさを

M024 N01-40568 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史 天平時代 4 1954/4/17 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40537 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史 平安時代の巻一 5 1954/5/15 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40567 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史 平安時代の巻一 5 1954/5/15 NHK 大島得郎

M025 N01-40594 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史 平安時代の巻一 5 1954/5/15 NHK 大島得郎

M055 N01-41230 テレビ みんなの楽天地 歌う日本意外史 6 1954/6/27 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40569 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史
俊寛流罪の巻(1)、源三位頼

政武勇伝の巻(2)、おごる平家
の巻(3)

7 1954/7/24 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M022 N01-40536 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史 源平時代の二 8 1954/8/30 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M024 N01-40570 テレビ みんなの楽天地　歌う日本意外史 鎌倉幕府パアの巻 10 1954/10/23 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-51045 資料
みんな夢の中/ギロチンの刃は鋭いか？/
バイオリン協奏曲なんて糞喰え/デイベル

テイメント
(?)

大野三郎、杉田成道、河合義隆、山
本治

N01-02874 ラジオ 民謡世界の旅 1962/10/31
ニッポン放

送
関光夫

デジタル
化（館
内）

N01-02875 ラジオ 民謡世界の旅 1962/10/13
ニッポン放

送
関光夫

N01-02876 ラジオ 民謡世界の旅 1962/10/27
ニッポン放

送
関光夫

N01-02877 ラジオ 民謡世界の旅 イタリア民謡の巻 1962/11/11
ニッポン放

送
関光夫

N01-02879 ラジオ 民謡世界の旅 1962/11/3
ニッポン放

送
関光夫

N01-02897 ラジオ 民謡世界の旅 サヨナラの巻 1962/12/30
ニッポン放

送
関光夫

N01-02898 ラジオ 民謡世界の旅 日本調の歌 1963/1/6
ニッポン放

送
関光夫

N01-02900 ラジオ 民謡世界の旅 労働の唄の巻 1962/11/25
ニッポン放

送
関光夫

N01-02901 ラジオ 民謡世界の旅 アルプス・スイス・オーストリー 1962/12/2
ニッポン放

送
関光夫

N01-02902 ラジオ 民謡世界の旅 スペインの巻 1962/12/9
ニッポン放

送
関光夫

N01-02903 ラジオ 民謡世界の旅 カリブ海 1962/12/16
ニッポン放

送
関光夫

N01-02904 ラジオ 民謡世界の旅 フランスの巻 1962/12/23
ニッポン放

送
関光夫

N01-02817 テレビ 民謡とリズムについて 1957/10/16 日本テレビ 塚田茂



「む」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13198 テレビ ムー 決定稿 23 1977/10/19 TBS 森薫
デジタル
化（館
内）

N01-13199 テレビ ムー 24 [1977/10/26] TBS 林南無

N01-13200 テレビ ムー 第一稿 26 1977/11/19 TBS

N01-13197 テレビ ムー一族 決定稿 1 [1978/5/17] TBS 山本清多
デジタル
化（館
内）

N01-13446 テレビ ムー一族 決定稿 3 [1977]/(?)/(?) TBS 森薫

N01-03114 ラジオ ムーディ・ナイト (?) 横田弘行

N01-15804 ラジオ 昔、子供だったあなたに 1969/10/26 NHK 矢代静一

M029 N01-40674 資料 昔の約束 (?)
中部日本放

送
楠田芳子

デジタル
化（館
内）

N01-05517 ラジオ 昔は昔 今は今 山を行く 1960/7/20 NHK 原田重久

N01-05518 ラジオ 昔は昔 今は今 緑の木は歌う 1960/(?)/(?) NHK 菊村紀彦

N01-05519 ラジオ 昔は昔 今は今
人生とアクセサリーその二　仮

題　顔をかせ！
1960/10/12 NHK 保富康午

N01-05520 ラジオ 昔は昔 今は今
人生とアクセサリーその一　仮

題　頭をかくせ
1960/10/5 NHK 保富康午

N01-05521 ラジオ 昔は昔 今は今 旅を行く 1960/9/7 NHK 風早美樹

N01-05522 ラジオ 昔は昔 今は今 鳥は歌う 1960/5/25 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05523 ラジオ 昔は昔 今は今 川を行く 1960/8/10 NHK 保富康午

N01-05524 ラジオ 昔は昔 今は今 星は歌う 1960/6/8 NHK 保富康午

N01-05525 ラジオ 昔は昔 今は今
人生と自然　その四　～湧き

出せ人生～
1960/11/30 NHK 保富康午

N01-05526 ラジオ 昔は昔 今は今 ああ結婚 1960/4/(?) NHK

N01-05527 ラジオ 昔は昔 今は今 ああ結婚 1960/4/6 NHK 富沢章川

N01-05528 ラジオ 昔は昔 今は今
人生とアクセサリー其の三　～

馬子にも衣裳～
1960/10/19 NHK 保富康午

N01-05529 ラジオ 昔は昔 今は今 ああ我が家 1960/4/20 NHK 原田重久

N01-05530 ラジオ 昔は昔 今は今 雨は唄う 1960/6/29 NHK 丸根賛太郎

N01-05531 ラジオ 昔は昔 今は今
人生と仲間　その一　～二人

の世界～
1960/12/7 NHK 保富康午

N01-05532 ラジオ 昔は昔 今は今 ああ結婚 1960/4/(?) NHK

N01-05533 ラジオ 昔は昔 今は今 なぎさを行く 1960/7/20 NHK 保富康午

N01-05958 テレビ 昔は昔 今は今 ああ 春のおしゃれ 1960/4/13 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05971 ラジオ 昔は昔 今は今 花は唄う 1960/5/11 NHK 風早美樹

N01-05972 ラジオ 昔は昔 今は今 ああ結婚 1960/4/(?) NHK

N01-05990 ラジオ 昔は昔 今は今
人生のひととき その一　おは

よう人生
1961/1/4 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-05991 ラジオ 昔は昔 今は今
人生とアクセサリー その四

足なみそろえて
1960/10/26 NHK 保富康午

N01-06577 ラジオ 昔は昔 今は今
人生のひととき・その六 今日

と人生
1961/2/22 NHK 保富康午

N01-06582 ラジオ 昔は昔 今は今
人生のひととき・その二 こんに

ちわ人生
1961/1/11 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06583 ラジオ 昔は昔 今は今
人生のひととき・その五 昨日

と人生
1961/2/1 NHK 保富康午

N01-26402 ラジオ 昔は昔 今は今 子どもはうたう 1960/5/4 NHK 保富康午

N01-03452 ラジオ 昔むかしあるところ 1～6 1964/6/1～6 TBSラジオ 佐々木守

N01-03451 ラジオ 昔むかしあるところ 7～12 1964/6/8～13 TBSラジオ 佐々木守

N01-03450 ラジオ 昔むかしあるところ 13～18 1964/6/15～20 TBSラジオ 佐々木守



「む」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03449 ラジオ 昔むかしあるところ 19～24 1964/6/22～27 TBSラジオ 佐々木守

N01-03448 ラジオ 昔むかしあるところ 梵天国 25～30 1964/6/29～7/4 TBSラジオ 佐々木守

N01-03447 ラジオ 昔むかしあるところ 一寸法師 31～36 1964/7/6～11 TBSラジオ 佐々木守

N01-03446 ラジオ 昔むかしあるところ 物ぐさ太郎 37～42 1964/7/13～18 佐々木守

N01-03445 ラジオ 昔むかしあるところ 御曹司島渡 43～48 1964/7/27～8/1 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

M059 N01-41304 テレビ 麦踏み 1958/4/6 JOKR-TV 北條秀司
デジタル
化（館
内）

N01-00015 ラジオ 向ふ三軒両隣り 1 (?)/7/1 NHK
八住利雄、伊馬春部、北條誠、山本

嘉次郎
デジタル
化（館内）

N01-02997 テレビ 無言 1956/5/1 朝日放送 堀江史朗
デジタル
化（館
内）

N01-09563 テレビ 武蔵野の風(仮題) 1970/8/25 佐々木守

N01-09565 テレビ 武蔵野の風(仮題) 決定稿 1 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-17096 資料 むさしの風雲録
[1965～

1966]/(?)/(?)
NHK 須藤出穂

N01-17097 ラジオ むさしの風雲録 鶴は東へとぶ 2 1965/4/6 NHK 須藤出穂

N01-17098 ラジオ むさしの風雲録 3 1965/4/7 NHK 須藤出穂

N01-17099 ラジオ むさしの風雲録 6 1965/4/10 NHK 須藤出穂

N01-17100 ラジオ むさしの風雲録 9 1965/4/14 NHK 須藤出穂

N01-17101 ラジオ むさしの風雲録 鶴は東へとぶ 7 1965/4/12 NHK 須藤出穂

N01-17102 ラジオ むさしの風雲録 10 1965/4/15 NHK 須藤出穂

N01-17103 ラジオ むさしの風雲録 12 1965/4/17 NHK 須藤出穂

N01-17104 ラジオ むさしの風雲録 13 1965/4/19 NHK 須藤出穂

N01-17105 ラジオ むさしの風雲録 19 1965/4/26 NHK 須藤出穂

N01-17106 ラジオ むさしの風雲録 22 1965/4/29 NHK 須藤出穂

N01-17107 ラジオ むさしの風雲録 24 1965/5/1 NHK 須藤出穂

N01-17108 ラジオ むさしの風雲録 25 1965/5/4 NHK 須藤出穂

N01-17109 ラジオ むさしの風雲録 27 1965/5/6 NHK 須藤出穂

N01-17110 ラジオ むさしの風雲録 30 1965/5/10 NHK 須藤出穂

N01-17111 ラジオ むさしの風雲録 33 1965/5/13 NHK 須藤出穂

N01-17112 ラジオ むさしの風雲録 36・37 1965/5/17、18 NHK 須藤出穂

N01-17113 ラジオ むさしの風雲録 38 1965/5/19 NHK 須藤出穂

N01-17114 ラジオ むさしの風雲録 40・41 1965/5/21、22 NHK 須藤出穂

N01-17115 ラジオ むさしの風雲録 42～43 1965/5/24、25 NHK 須藤出穂

N01-17116 ラジオ むさしの風雲録 44 1965/5/26 NHK 須藤出穂

N01-17117 ラジオ むさしの風雲録 46 1965/5/28 NHK 須藤出穂

N01-17118 ラジオ むさしの風雲録 48 1965/5/31 NHK 須藤出穂

N01-17119 ラジオ むさしの風雲録 51 1965/6/3 NHK 須藤出穂

N01-17120 ラジオ むさしの風雲録 52 1965/6/4 NHK 須藤出穂

N01-17121 ラジオ むさしの風雲録 54 1965/6/7 NHK 須藤出穂

N01-17122 ラジオ むさしの風雲録 56 1965/6/8 NHK 須藤出穂

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104209
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104209
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104209
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104209
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N01-17123 ラジオ むさしの風雲録 57 1965/6/9 NHK 須藤出穂

N01-17124 ラジオ むさしの風雲録 58 1965/6/10 NHK 須藤出穂

N01-17125 ラジオ むさしの風雲録 まぼろしの城 60 1965/6/14 NHK 須藤出穂

N01-17126 ラジオ むさしの風雲録 62 1965/6/17 NHK 須藤出穂

N01-17127 ラジオ むさしの風雲録 63 1965/6/17 NHK 須藤出穂

N01-17128 ラジオ むさしの風雲録 64 1965/6/18、19 NHK 須藤出穂

N01-17129 ラジオ むさしの風雲録 66 1965/6/21 NHK 須藤出穂

N01-17130 ラジオ むさしの風雲録 67 1965/6/22 NHK 須藤出穂

N01-17131 ラジオ むさしの風雲録 68 1965/6/23 NHK 須藤出穂

N01-17132 ラジオ むさしの風雲録 69 1965/6/24 NHK 須藤出穂

N01-17133 ラジオ むさしの風雲録 70 1965/6/25 NHK 須藤出穂

N01-17134 ラジオ むさしの風雲録 72 1965/6/28 NHK 須藤出穂

N01-17135 ラジオ むさしの風雲録 75 1965/7/1 NHK 須藤出穂

N01-17136 ラジオ むさしの風雲録 74 1965/6/30 NHK 須藤出穂

N01-17137 ラジオ むさしの風雲録 76 1965/7/2 NHK 須藤出穂

N01-17138 ラジオ むさしの風雲録 78 1965/7/5 NHK 須藤出穂

N01-17139 ラジオ むさしの風雲録 79 1965/7/6 NHK 須藤出穂

N01-17140 ラジオ むさしの風雲録 80 1965/7/7 NHK 須藤出穂

N01-17141 ラジオ むさしの風雲録 82 1965/7/9 NHK 須藤出穂

N01-17142 ラジオ むさしの風雲録 84 1965/7/12 NHK 須藤出穂

N01-17374 ラジオ むさしの風雲録 87 1965/7/15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17375 ラジオ むさしの風雲録 88・89 1965/7/16、17
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17376 ラジオ むさしの風雲録 93 1965/7/22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17377 ラジオ むさしの風雲録 94・95 1965/7/23、24
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17378 ラジオ むさしの風雲録 95・96 1965/7/26、27
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17379 ラジオ むさしの風雲録 98 1965/7/28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17380 ラジオ むさしの風雲録 99～101 1965/7/29～[31]
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17381 ラジオ むさしの風雲録 102～104 1965/8/2～4
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17382 ラジオ むさしの風雲録 105～107 1965/8/5～7
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17383 ラジオ むさしの風雲録 108～110 1965/8/9～11
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17384 ラジオ むさしの風雲録 111 1965/8/12
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17385 ラジオ むさしの風雲録 112・113 1965/8/13、14
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17386 ラジオ むさしの風雲録 114・115 1965/8/16、17
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17387 ラジオ むさしの風雲録 116・117 1965/8/18、19
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17388 ラジオ むさしの風雲録 118・119 1965/8/20、21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17389 ラジオ むさしの風雲録 120 1965/8/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17390 ラジオ むさしの風雲録 121 1965/8/24
NHKラジオ

第一
須藤出穂
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N01-17391 ラジオ むさしの風雲録 122 1965/8/25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17392 ラジオ むさしの風雲録 125～127 1965/8/30～9/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17393 ラジオ むさしの風雲録 132・133 1965/9/6、7
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17394 ラジオ むさしの風雲録 134 1965/9/8
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17395 ラジオ むさしの風雲録 135～137 1965/9/9～11
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17396 ラジオ むさしの風雲録 138・139 1965/9/13、14
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17397 ラジオ むさしの風雲録 140 1965/9/15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17398 ラジオ むさしの風雲録 141 1965/9/16
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17399 ラジオ むさしの風雲録 142・143 1965/9/17、18
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17400 ラジオ むさしの風雲録 144・145 1965/9/20、21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17401 ラジオ むさしの風雲録 146 1965/9/22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17402 ラジオ むさしの風雲録 147 1965/9/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17403 ラジオ むさしの風雲録 148・149 1965/9/24、25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17404 ラジオ むさしの風雲録 150・151 1965/9/27、28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17405 ラジオ むさしの風雲録 152 1965/9/29
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17406 ラジオ むさしの風雲録 153～155
1965/9/30～

10/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17407 ラジオ むさしの風雲録 156～158 1965/10/4～6
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17408 ラジオ むさしの風雲録 159 1965/10/7
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17409 ラジオ むさしの風雲録 160・161 1965/10/8、9
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17410 ラジオ むさしの風雲録 162～164 1965/10/11～13
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17411 ラジオ むさしの風雲録 165 1965/10/14
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17412 ラジオ むさしの風雲録 166・167 1965/10/15、16
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17413 ラジオ むさしの風雲録 168～170 1965/10/18～20
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17414 ラジオ むさしの風雲録 171 1965/10/21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17415 ラジオ むさしの風雲録 172・173 1965/10/22、23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17416 ラジオ むさしの風雲録 174～176 1965/10/25～27
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17417 ラジオ むさしの風雲録 177 1965/10/28
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17418 ラジオ むさしの風雲録 178 1965/10/29
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17419 ラジオ むさしの風雲録 179 1965/10/30
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17420 ラジオ むさしの風雲録 180～182 1965/11/1～3
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17421 ラジオ むさしの風雲録 183 1965/11/4
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17422 ラジオ むさしの風雲録 184・185 1965/11/4、5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17423 ラジオ むさしの風雲録 186～188 1965/11/9～11
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17424 ラジオ むさしの風雲録 189 1965/11/12
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17425 ラジオ むさしの風雲録 190 1965/11/13
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17426 ラジオ むさしの風雲録 191～193 1965/11/15～17
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17427 ラジオ むさしの風雲録 194 1965/11/18
NHKラジオ

第一
須藤出穂
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N01-17428 ラジオ むさしの風雲録 195・196 1965/11/19、20
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17429 ラジオ むさしの風雲録 197 1965/11/22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17430 ラジオ むさしの風雲録 198 1965/11/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17431 ラジオ むさしの風雲録 199 1965/11/24
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17432 ラジオ むさしの風雲録 200 1965/11/25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17433 ラジオ むさしの風雲録 201 1965/11/26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17434 ラジオ むさしの風雲録 202 1965/11/27
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17435 ラジオ むさしの風雲録 203・204 1965/11/29、30
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17436 ラジオ むさしの風雲録 205 1965/12/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17437 ラジオ むさしの風雲録 206 1965/12/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17438 ラジオ むさしの風雲録 212～214 1965/12/9～11
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17439 ラジオ むさしの風雲録 215～217 1965/12/13～15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17440 ラジオ むさしの風雲録 218 1965/12/16
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17441 ラジオ むさしの風雲録 219・220 1965/12/17、18
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17442 ラジオ むさしの風雲録 221～223 1965/12/20～22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17443 ラジオ むさしの風雲録 224～226 1965/12/23～25
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17444 ラジオ むさしの風雲録 227・228・229
1965/12/27、

28、29
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17445 ラジオ むさしの風雲録 230～232 1966/1/3～5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17446 ラジオ むさしの風雲録 233～237 1966/1/6～11
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17447 ラジオ むさしの風雲録 238～241 1966/1/12～15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17448 ラジオ むさしの風雲録 242～244 1966/1/17～19
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17449 ラジオ むさしの風雲録 245～247 1966/1/20～22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17450 ラジオ むさしの風雲録 248～250 1966/1/24～26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17451 ラジオ むさしの風雲録 251～253 1966/1/27～29
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17452 ラジオ むさしの風雲録 254・255 1966/1/31、2/1
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17453 ラジオ むさしの風雲録 荒野の都 256 1966/2/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17454 ラジオ むさしの風雲録 257～259 1966/2/3～5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17455 ラジオ むさしの風雲録 260・261 1966/2/7、8
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17456 ラジオ むさしの風雲録 262 1966/2/9
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17457 ラジオ むさしの風雲録 263～265 1966/2/10～12
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17458 ラジオ むさしの風雲録 266・267 1966/2/14、15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17459 ラジオ むさしの風雲録 268 1966/2/16
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17460 ラジオ むさしの風雲録 269～271 1966/17～19
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17461 ラジオ むさしの風雲録 272・273 1966/2/21、22
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17462 ラジオ むさしの風雲録 274 1966/2/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17463 ラジオ むさしの風雲録 275～277 1966/2/24～26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17464 ラジオ むさしの風雲録 278～280 1966/2/28～3/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂



「む」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17143 ラジオ むさしの風雲録 281～283 1966/3/3～5
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17144 ラジオ むさしの風雲録 284・285 1966/3/7、8
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17145 ラジオ むさしの風雲録 286 1966/3/9
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17146 ラジオ むさしの風雲録 287～289 1966/3/10～12
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17147 ラジオ むさしの風雲録 290・291 1966/3/14、15
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17148 ラジオ むさしの風雲録 292 1966/3/16
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17149 ラジオ むさしの風雲録 293～295 1966/3/17～19
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17150 ラジオ むさしの風雲録 296 1966/3/21
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17151 ラジオ むさしの風雲録 297 1966/3/23
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17152 ラジオ むさしの風雲録 298～300 1966/3/24～26
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17153 ラジオ むさしの風雲録 301・302 1966/3/28、29
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17154 ラジオ むさしの風雲録 303 1966/3/30
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-17155 ラジオ むさしの風雲録 304～306(終) 1966/3/31～4/2
NHKラジオ

第一
須藤出穂

N01-08106 テレビ むしけら 1960/11/3 フジテレビ 阿部桂一

N01-08132 テレビ 虫は死ね 1963/11/10 北海道放送 安部公房
デジタル
化（館
内）

N01-11726 テレビ 無宿侍 情無用の罠 [7] [1973/11/17] フジテレビ 服部佳

N01-11727 テレビ 無宿侍 情無用の罠 [7] [1973/11/17] フジテレビ 服部佳

N01-11728 テレビ 無宿侍 情無用の罠 [7] [1973/11/17] フジテレビ 服部佳

N01-01146 ラジオ 息子 1955/2/22 KRT 小山内薫

N01-04604 テレビ 息子 1955/2/22 JOKR-TV 小山内薫

M031 N01-40716 ラジオ 息子 1955/2/22 JOKR-TV 小山内薫

M035 N01-40792 テレビ 息子の縁談 1 (?)/1/2 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-13868 テレビ 息子の休暇(仮題) 1168 1979/4/29 TBS 山田洋次、高橋正圀

N01-24568 テレビ 娘たちの四季 愛は素直に 改訂稿 1 1975/10/1 フジテレビ 砂田量爾

N01-11047 テレビ 娘たちの四季　愛は素直に 最終回 1976/3/31 フジテレビ 砂田量爾

N01-11363 テレビ 娘たちの四季　愛は素直に 改訂稿 1 1975/10/1 フジテレビ 砂田量爾

N01-24971 テレビ 娘たちはいま 1～4 (?)

N01-24972 テレビ 娘たちはいま 5～8 (?)

N01-24973 テレビ 娘たちはいま 9～12 (?)

N01-24974 テレビ 娘たちはいま 13～16 (?)

N01-24975 テレビ 娘たちはいま 17～20 (?)

N01-24976 テレビ 娘たちはいま 21～23 (?)

N01-24977 テレビ 娘たちはいま 24～26 (?)

N01-16653 資料 娘たちはいま 1967/10/23～ TBS 井手俊郎、窪田篤人

N01-08331 テレビ 娘と私 28 1961/5/12 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）

N01-08332 テレビ 娘と私 59 1961/6/26 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）

N01-08333 テレビ 娘と私 61 1961/6/28 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）



「む」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-08334 テレビ 娘と私 217 1962/2/12 NHK 山下与志一
デジタル
化（館
内）

N01-00390 ラジオ 娘の帰国 1964/1/2 朝日放送 内村直也

N01-02188 テレビ 娘の結婚 恋とお見合い 決定稿 1963/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02189 テレビ 娘の結婚 恋とお見合い 決定稿 1963/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02190 テレビ 娘の結婚 晩秋 決定稿 1963/(?)/(?) 日本テレビ 椎名利夫

N01-02191 テレビ 娘の結婚 制服の花嫁 準備稿 1964/2/12 日本テレビ 椎名利夫

N01-17181 テレビ 娘の結婚 準備稿 27 (?) フジテレビ 岡本克己

N01-04817 テレビ ムックリを吹く女 1961/11/12 ＨＢＣ 谷川俊太郎

N01-07909 テレビ 六つの輪 [1962]/(?)/(?) [日本テレビ] 大垣肇、山本雪夫

N01-17321 テレビ 宗方姉妹 改訂稿 1・2 1973/10/8、9 NHK 成田孝雄

N01-17322 テレビ 宗方姉妹 3～5 1973/10/10～12 NHK 成田孝雄

N01-17323 テレビ 宗方姉妹 6～10 1973/10/15～19 NHK 成田孝雄

N01-17324 テレビ 宗方姉妹 10 1973/10/19 NHK 成田孝雄

N01-17325 テレビ 宗方姉妹 11～15 1973/10/22～26 NHK 成田孝雄

N01-17326 テレビ 宗方姉妹 16～20(終)
1973/10/29～

11/2
NHK 成田孝雄

N01-02565 テレビ むなつき坂 1961/12/13 NHK 岸宏子

N01-50953 テレビ 無法街の素浪人 ミナト人買い禁止令 準備稿 2 (?) NET 池田一朗

N01-50954 テレビ 無法街の素浪人 ミナト人買い禁止令 決定稿 2 (?) NET 池田一朗

N01-50955 テレビ 無法街の素浪人 霧の夜　蝶は二度死ぬ(仮題) 決定稿 3 (?) NET 大野靖子

N01-50956 テレビ 無法街の素浪人 遥かなる暁の旗(仮題) 改訂稿 4 (?) NET 池田一朗

N01-50957 テレビ 無法街の素浪人 遥かなる暁の旗(仮題) 改訂稿 4 (?) NET 池田一朗

N01-50958 テレビ 無法街の素浪人 三匹の流れ者(仮題) 決定稿 5
[1976/4/28～

9/22]
NET 山崎巌

N01-50959 テレビ 無法街の素浪人 一発勝負テレガラフ(仮題) 決定稿 6
[1976/4/28～

9/22]
NET 大野靖子

N01-50960 テレビ 無法街の素浪人 偽りの報酬(仮題) 改訂稿 7
[1976/4/28～

9/22]
NET 大工原正泰

N01-50961 テレビ 無法街の素浪人 横浜・コネクション 決定稿 8
[1976/4/28～

9/22]
NET 大野靖子

N01-50962 テレビ 無法街の素浪人 横浜どんたく攘夷節 決定稿 9 (?) NET 大野靖子

N01-50963 テレビ 無法街の素浪人 横浜どんたく攘夷節 準備稿 9 (?) NET 大野靖子

N01-50964 テレビ 無法街の素浪人 横浜どんたく攘夷節 決定稿 9 (?) NET 大野靖子

N01-13760 テレビ 無法街の素浪人
港横浜霧笛のめぐり逢い（仮

題）
決定稿 15 [1976]/(?)/(?)

NET(テレビ
朝日)

津田幸夫(津田幸於)

N01-13761 テレビ 無法街の素浪人 愛と死のバラード（仮題） 決定稿 16 [1976]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13762 テレビ 無法街の素浪人 愛と死のバラード（仮題） 決定稿 16 [1976/7/28]
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫(津田幸於)

N01-13763 テレビ 無法街の素浪人 港に咲いた地獄花（仮題） 決定稿 22 [1976]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
大工原正泰、津田幸夫(津田幸於)

N01-13764 テレビ 無法街の素浪人 港に咲いた地獄花（仮題） 改訂稿 22 [1976]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
大工原正泰、津田幸夫(津田幸於)

N01-13765 テレビ 無法街の素浪人 さらばミスターの旦那（仮題） 決定稿 23(終) [1976]/(?)/(?)
NET(テレビ

朝日)
津田幸夫(津田幸於)

N01-50965 テレビ 無法街の素浪人 駅馬車野毛山切通し 準備稿 (?) NET 池田一朗

N01-50966 テレビ 無法街の素浪人 駅馬車野毛山切通し(仮題) 準備稿 (?) NET 池田一朗

N01-24342 テレビ 無法松の一生 2 [1964/4/22] フジテレビ 宮川一郎



「む」
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N01-24343 テレビ 無法松の一生 4 [1964/5/6] フジテレビ 宮川一郎

N01-24344 テレビ 無法松の一生 6 [1964/5/20] フジテレビ 宮川一郎

N01-24345 テレビ 無法松の一生 7 [1964/5/27] フジテレビ 宮川一郎

N01-24346 テレビ 無法松の一生 10 [1964/6/17] フジテレビ 宮川一郎

N01-24347 テレビ 無法松の一生 11 [1964/6/24] フジテレビ 宮川一郎

N01-24348 テレビ 無法松の一生 12 [1964/7/1] フジテレビ 宮川一郎

N01-24887 テレビ むらさき心中　上巻 1～20 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-24888 テレビ むらさき心中　中巻 21～40 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-24889 テレビ むらさき心中　下巻 41～65 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09721 テレビ むらさき心中 1～5 [1972/1/10～14] フジテレビ 佐々木守

N01-09722 テレビ むらさき心中 6～10 [1972/1/17～21] フジテレビ 佐々木守

N01-09723 テレビ むらさき心中 11～15 [1972/1/24～28] フジテレビ 佐々木守

N01-09724 テレビ むらさき心中 16～20
[1972/1/31～

2/4]
フジテレビ 佐々木守

N01-09725 テレビ むらさき心中 21～25 [1972/2/7～11] フジテレビ 佐々木守

N01-09726 テレビ むらさき心中 21～25 [1972/2/7～11] フジテレビ 佐々木守

N01-09727 テレビ むらさき心中 26～30 [1972/2/14～18] フジテレビ 佐々木守

N01-09728 テレビ むらさき心中 26～30 [1972/2/14～18] フジテレビ 佐々木守

N01-09729 テレビ むらさき心中 31～35 [1972/2/21～25] フジテレビ 佐々木守

N01-09730 テレビ むらさき心中 36～40
[1972/2/28～

3/3]
フジテレビ 佐々木守

N01-09539 テレビ むらさき心中 41～45 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09540 テレビ むらさき心中 46～50 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09541 テレビ むらさき心中 改訂稿 50(改)・51～55 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09535 テレビ むらさき心中 56～60 (?) 東海テレビ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-09542 テレビ むらさき心中 61～65 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-09538 テレビ むらさき心中 準備稿 61・65前半 (?) 佐々木守

N01-24434 テレビ 紫頭巾 かわら版浪人 決定稿 [1972]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
宮川一郎

N01-24435 テレビ 紫頭巾 暁の挑戦 決定稿 [1972]/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
宮川一郎

N01-24436 テレビ 紫頭巾事件帖① 火事と喧嘩と恋と [1972/7/6]
東京12チャ

ンネル
宮川一郎

M020 N01-40494 ラジオ 紫の飛魚 美奈子の問題 4 1956/7/5 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

M020 N01-40495 ラジオ 紫の飛魚 美奈子の問題 20 1956/7/27 NHK 真船豊
デジタル
化（館
内）

N01-13941 ラジオ むらという女 1967/3/30 NHK名古屋 岸宏子
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M026 N01-40619 テレビ 芽 1958/11/12
大阪テレビ

放送
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M039 N01-40899 資料 芽 1958/11/12

M039 N01-40900 テレビ 芽 第一稿 1958/11/12 大阪テレビ 茂木草介

M039 N01-40902 テレビ 芽 シーン割り稿 1958/11/12 大阪テレビ 茂木草介

N01-07672 テレビ 名犬ロック 1～6 1961/(?)/(?) [NET]
吉川圭太（1）、柳川創造(2、4、6）、

高橋順三（3、5）、淨明寺太郎

N01-07673 テレビ 名犬ロック 7～10 1961/(?)/(?) [NET]
小池淳（7、8、10）、淨明寺太郎

（9）、吉川圭太、柳川創造、高橋順
三

N01-07674 テレビ 名犬ロック 11～13 1961/(?)/(?) [NET]
高橋順三（11）、柳川創造（12、13）、

小池淳、淨明寺太郎、吉川圭太

N01-07675 テレビ 名犬ロック　第二部 1～13 1961/(?)/(?) [NET] 柳川創造、高橋順三、伍堂徹二

N01-07676 テレビ 名犬ロック　第三部 1～7 1961/(?)/(?) [NET] 柳川創造、高橋順三、伍堂徹二

N01-07677 テレビ 名犬ロック　第三部 8 1961/(?)/(?) [NET] 柳川創造

N01-07678 テレビ 名犬ロック　第三部 9～13 1961/(?)/(?) [NET] 柳川創造、早藤利男、黒木聖二

N01-19896 ラジオ メイコのスッキリ寄席 494～502 (?)/2/27～3/7
水原明人、本庄一郎、野母裕、高橋

辰雄

N01-07511 ラジオ メイコのスッキリ寄席 545～551 (?)/4/25～5/2
野母裕(545)、水原明人(546、551)、

安倍徹郎(547)、高橋辰雄(548、
550)、本庄一郎

N01-07512 ラジオ メイコのスッキリ寄席 552～557 (?)/5/4～9
本庄一郎(552、554)、高橋辰雄
(553)、水原明人(555)、野母裕

(556)、安倍徹郎(557)

N01-07513 ラジオ メイコのスッキリ寄席 558～563 (?)/5/11～16
野母裕(558、560、563)、水原明人

(559、561)、松浦泉三郎(562)

N01-07514 ラジオ メイコのスッキリ寄席 564～569 (?)/5/18～23
本庄一郎(564、566)、高橋辰雄

(565、567)、松浦泉三郎(568)、水原
明人(569)

N01-07515 ラジオ メイコのスッキリ寄席 570～575 (?)/5/25～30
安倍徹郎(570、575)、水原明人
(571)、高橋辰雄(572)、遠藤淳

(573)、野母裕(574)

N01-07516 ラジオ メイコのスッキリ寄席 576～581 (?)/6/1～6
安倍徹郎（576）、高橋辰雄（577、

579）、野母裕（578、580）、水原明人
（581）

N01-07517 ラジオ メイコのスッキリ寄席 581～587 (?)/6/6～13
安倍徹郎（581、586）、野母裕

（582）、高橋辰雄（583）、遠藤淳
（584）、水原明人（585、587）

N01-07518 ラジオ メイコのスッキリ寄席 588～593 (?)/6/15～20
安倍徹郎（588）、野母裕（589、591、

593）、水原明人（590）、遠藤淳
（592）

N01-07519 ラジオ メイコのスッキリ寄席 594～599 (?)/6/22～27
水原明人（594、597）、遠藤淳（595、

599）、野母裕（596）、安倍哲郎
（598）

N01-07896 ラジオ メイコのスッキリ寄席 594～599 (?)/6/22～27
水原明人、遠藤淳、野母裕、安倍徹

郎

N01-07520 ラジオ メイコのスッキリ寄席 605～611 (?)/7/4～11
水原明人（605、611）、野母裕（606、

609）、遠藤淳（607）、安倍徹郎
（608、610）

N01-07521 ラジオ メイコのスッキリ寄席 612～616 (?)/7/13～17
野母裕（612、616）、安倍徹郎

（613）、遠藤淳（614）、水原明人
（615）

N01-07898 ラジオ メイコのスッキリ寄席 617～623 (?)/7/18～25 水原明人、安倍徹郎、野母裕

N01-07522 ラジオ メイコのスッキリ寄席 624～626 (?)/7/27～29
野母裕（624）、遠藤淳（625）、安倍

徹郎（626）
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N01-07523 ラジオ メイコのスッキリ寄席 627～634 (?)/7/31～8/8
遠藤淳（627）、水原明人（628、630、
632、634）、野母裕（629、631、633、

635）

N01-07897 ラジオ メイコのスッキリ寄席 627～634 (?)/7/30～8/8 遠藤淳、水原明人、野母裕

N01-07524 ラジオ メイコのスッキリ寄席 634～640 (?)/8/8～15
安倍徹郎（634、637）、水原明人

（635、638、640）、遠藤淳（636）、野
母裕（639）

N01-07525 ラジオ メイコのスッキリ寄席 641～645 (?)/8/17～21
安倍徹郎（641、644）、遠藤淳

（642）、水原明人（643）、野母裕
（645）

N01-07526 ラジオ メイコのスッキリ寄席 645～653 (?)/8/21～31
水原明人（645、648、650、652）、遠
藤淳（646）、安倍徹郎（647、653）、

野母裕（649、651）

N01-26427 資料 名作菊五郎劇場 (?)/10/4 NET 菊池寛

N01-08569 テレビ 名作をたずねて オタバリの少年探偵たち 1977/4/25 NHK 横田弘行

N01-19426 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 2 1967/9/10
ニッポン放

送
遠藤淳

デジタル
化（館
内）

N01-19427 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 4 1967/9/24
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19428 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 6 1967/10/8
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19429 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 7 1967/10/15
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19430 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 7 1967/10/15
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19431 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 10・11 1967/11/5、12
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19432 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 12・13 1967/11/19、25
ニッポン放

送
伊東三平

N01-19433 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲
1967/12/17、
1968/1/14

ニッポン放
送

遠藤淳

N01-19434 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 14・15 (?)
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19435 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 クリスマス特集 1967/12/24
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19436 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 期待される新人歌手 1968/1/7
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19437 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/2/4、11
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19438 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/3/17、24
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19439 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/4/7
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19440 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 37 1968/4/26
ニッポン放

送
伊東三平

N01-19441 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 39 1968/5/12
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19442 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 40 1968/5/19
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19443 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 43 1968/6/9
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19444 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 (?)/6/23
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19445 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/8/18
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19446 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/9/1
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19447 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/10/13
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19448 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/10/27
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19449 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/11/10、17
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19450 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/(?)/(?)
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19451 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1968/(?)/(?)
ニッポン放

送
遠藤淳
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N01-19452 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/3/2
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19453 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/3/30
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19454 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 準備稿 1969/4/20
ニッポン放

送
伊東三平

N01-19455 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/4/27
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19456 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/5/18
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19457 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/5/25
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19458 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/6/8
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19459 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/6/22
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19460 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/7/6
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19461 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/8/3
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19462 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/8/17
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19463 ラジオ 明治チョコレートのやって来ました歌謡曲 1969/9/21
ニッポン放

送
遠藤淳

N01-19466 ラジオ [明治チョコレートのやって来ました歌謡曲] (?)
ニッポン放

送

デジタル
化（館
内）

N01-50770 テレビ 明治の若者たち（仮題） (?) [フジテレビ] 大野靖子

N01-12615 ラジオ 名神ハイウェイ・スコープ
[1964～

1975]/(?)/(?)
保富康午

N01-13429 ラジオ 名神ハイウェイ・スコープ　ハイウェイ小噺 (?) 保富康午

N01-16384 テレビ 名探偵カッチン 犯人を見た! 14 1968/1/9 NHK 横田弘行

N01-16430 テレビ 名探偵カッチン 犯人を見た！ 14 1968/1/9 NHK 横田弘行

N01-16434 テレビ 名探偵カッチン 犯人を見た！ 14 1968/1/9 NHK 横田弘行

N01-16435 テレビ 名探偵カッチン 犯人を見た！ 14 1968/1/9 NHK 横田弘行

N01-16151 テレビ 名探偵カッチン 僕の出番だ! 15 1968/1/16 NHK 横田弘行

N01-16385 テレビ 名探偵カッチン 僕の出番だ! 15 1968/1/16 NHK 横田弘行

N01-16436 テレビ 名探偵カッチン 僕の出番だ！ 15 1968/1/16 NHK 横田弘行

N01-16386 テレビ 名探偵カッチン チコが危い!! 16 1968/1/23 NHK 横田弘行

N01-16432 テレビ 名探偵カッチン チコが危い！！ 16 1968/1/23 NHK 横田弘行

N01-16437 テレビ 名探偵カッチン チコが危い！！ 16 1968/1/23 NHK 横田弘行

N01-16387 テレビ 名探偵カッチン さあ、来い!! 17 1968/1/30 NHK 横田弘行

N01-16431 テレビ 名探偵カッチン さあ、来い！！ 17 1968/1/30 NHK 横田弘行

N01-16438 テレビ 名探偵カッチン さあ、来い！！ 17 1968/1/30 NHK 横田弘行

N01-08311-01 テレビ 名探偵ルコック ルコック登場す 1 [1957]/7/1 大阪テレビ 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-08311-02 テレビ 名探偵ルコック 長靴の男 2 [1957]/7/8 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-03 テレビ 名探偵ルコック 死体置場 3 [1957]/7/15 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-04 テレビ 名探偵ルコック 謎の犯人メイ 4 [1957]/7/22 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-05 テレビ 名探偵ルコック 謎の面会人 5 [1957]/7/29 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-06 テレビ 名探偵ルコック 独房の囚人 6 [1957]/8/5 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-07 テレビ 名探偵ルコック ダイヤの耳飾り 7 [1957]/8/12 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-08 テレビ 名探偵ルコック 囚人脱走 8 [1957]/8/19 大阪テレビ 石浜恒夫
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N01-08311-09 テレビ 名探偵ルコック ルコックの追跡 9 [1957]/8/26 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-10 テレビ 名探偵ルコック セルムーズ公爵 10 [1957]/9/2 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-11 テレビ 名探偵ルコック 消えた犯人 11 [1957]/9/9 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-12 テレビ 名探偵ルコック 公爵夫人の謎 12 [1957]/9/16 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-08311-13 テレビ 名探偵ルコック 森の決斗 13(終) [1957]/9/23 大阪テレビ 石浜恒夫

N01-05158 テレビ 名門 1961/11/28 毎日放送 鴇田忠元

N01-02470 ラジオ 名誉市民 1957/2/6 NHK 岸宏子

N01-04917 ラジオ 夫婦善哉 1 (?)/6/24 朝日放送 石浜恒夫

N01-04918 ラジオ 夫婦善哉 2 (?)/7/1 朝日放送 石浜恒夫

N01-04919 ラジオ 夫婦善哉 3(終) 1960/7/8 朝日放送 石浜恒夫

平026A N01-45193 ラジオ 女神と恋人 1948/12/(?) NHK 藤森成吉
デジタル
化（館
内）

N01-02405 ラジオ め組の喧嘩 1954/1/2 TBSラジオ 巌谷眞一
デジタル
化（館
内）

N01-50967 テレビ めくらのお市 1
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-50968 テレビ めくらのお市 2
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-50969 テレビ めくらのお市 3
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-50970 テレビ めくらのお市 4
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-50971 テレビ めくらのお市 5
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-15362 テレビ めくらのお市 14 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-50972 テレビ めくらのお市 15
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-15305 テレビ めくらのお市 16 1971/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15361 テレビ めくらのお市 危うし雪姫(仮題) 16 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-50973 テレビ めくらのお市 18
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-50974 テレビ めくらのお市 仇討！！親子旅(仮題) 20
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-15258 テレビ めくらのお市 男涙の忠太郎 改訂稿 24 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15363 テレビ めくらのお市 24 [1971]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-50975 テレビ めくらのお市 25
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子

N01-15005 テレビ めくらのお市 [1971]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-50976 資料 めくらのお市
[1971/4/12～

9/27]
日本テレビ 大野靖子、柴英三郎

N01-50977 テレビ めぐりあい その一 1 (?)/7/21 フジテレビ 大野靖子

N01-50978 テレビ めぐりあい その二 2 (?)/7/28 フジテレビ 大野靖子

N01-50979 テレビ めぐりあい 2 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50980 テレビ めぐりあい 3(終) (?) フジテレビ 大野靖子

N01-50981 テレビ めぐりあい 最終回 (?)/8/4 フジテレビ 大野靖子

N01-50982 テレビ めぐりあい (?) [フジテレビ] 大野靖子

N01-24586 テレビ めぐり逢い (?) NHK 山元清多

N01-00018 ラジオ めぐりてぞ逢はむ 1 (?)/5/18 NHK 菊田一夫

N01-09674 テレビ めざめれば、秋 決定稿 1・2 1977/4/11、18 テレビ朝日 佐々木守
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N01-09673 テレビ めざめれば、秋 準備稿 3・4 1977/4/25、5/2 テレビ朝日 佐々木守

N01-09672 テレビ めざめれば、秋 準備稿 5・6 (?)/5/9～16 テレビ朝日 佐々木守

N01-09670 テレビ めざめれば、秋 9～12
(?)/6/6、13、20、

27
テレビ朝日 佐々木守

N01-09669 テレビ めざめれば、秋 第一稿 13～16
(?)/7/11、18、

25、8/1
テレビ朝日 佐々木守

N01-09668 テレビ めざめれば、秋 スタッフ稿 17～20
(?)/8/8、15、22、

29
テレビ朝日

N01-09671 テレビ めざめれば、秋 21～23 (?) テレビ朝日

N01-04217 テレビ 雌しべの季節 前編 1962/9/17 毎日放送 茂木草介

N01-04218 テレビ 雌しべの季節 後編 1962/9/24 毎日放送 茂木草介

N01-03424 テレビ 目白さんこんにちは 和尚とバレリーナ(1) 111 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03425 テレビ 目白さんこんにちは 和尚とバレリーナ(2) 112 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03426 テレビ 目白さんこんにちは 和尚とバレリーナ(3) 113 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03427 テレビ 目白さんこんにちは 和尚とバレリーナ(4) 114 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03428 テレビ 目白さんこんにちは 三平さんは名ジャッジ 決定稿 118 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03429 テレビ 目白さんこんにちは 三平さんは名ジャッジ 118 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03430 テレビ 目白さんこんにちは 三平さんは名ジャッジ 118 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03431 テレビ 目白さんこんにちは 三平さんは名ジャッジ 118 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03432 テレビ 目白さんこんにちは ジャン業も宮仕えの巻 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-03433 テレビ 目白さんこんにちは ジャン業も宮仕えの巻 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51107 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 ネクタイ・ピン 9 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51108 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 目白家の衣料計画 10 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51109 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 茶の間のできごと 16 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51110 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 目白三平のくつ 17 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51111 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 入学試験に無理は禁物 19 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51112 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 身代わりデイト 20 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51113 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 投書夫人はほどほどに 30 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51114 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 人事異動に御期待あるな 39 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51115 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 安月給と云えど 47 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51116 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 アルバイトすれば 51 (?) フジテレビ 桂一郎

N01-51117 テレビ 目白三平 奥さま族30戒 パパの敗北 60 (?) フジテレビ 桂一郎

M020 N01-40485 ラジオ 目出たし 1954/7/30 NHK 武者小路実篤
デジタル
化（館
内）

M039 N01-40901 資料 『芽』の意図と梗概 1958/11/12 大阪テレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-04997 ラジオ メルヘン動物園 赤鼻のライオン 1 1960/3/1 朝日放送 石浜恒夫

N01-04998 ラジオ メルヘン動物園 大酒のみのワニ 2 1960/3/2 朝日放送 石浜恒夫

N01-06783 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 (?) NHK

N01-07199 ラジオ メロディーにのせて 便利帳原稿 (?) NHK

N01-07210 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 (?)/10/(?) NHK

N01-07211 ラジオ メロディーにのせて 便利帳放送原稿 (?)/10/(?) NHK
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N01-06781 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 (?)/5/1～15 NHK

N01-06782 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 (?)/5/18～29 NHK

N01-07438 ラジオ メロディーにのせて 便利帖 (?)/6/1～12 NHK-R1

N01-07205 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 (?)/9/(?) NHK

N01-07198 ラジオ メロディーにのせて 便利帳原稿 1959/11/(?) NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07207 ラジオ メロディーにのせて 便利帳原稿 1959/11/(?) NHK

N01-07206 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 1959/8/13～29 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06780 ラジオ メロディーにのせて 便利帳 1960/(?)/(?) NHK

N01-07168 ラジオ メロディーにのせて 都会の子にもあるクル病 1960/10/17 NHK 小川乃倫子

N01-07169 ラジオ メロディーにのせて 都会の子にもあるクル病 1960/10/17 NHK 小川乃倫子

N01-07167 ラジオ メロディーにのせて 小児ぜんそくはなおる 1960/10/3 NHK 小川乃倫子

N01-07170 ラジオ メロディーにのせて 副腎ホルモンの働き 1960/10/31 NHK 小川乃倫子

N01-07173 ラジオ メロディーにのせて しもやけ 1960/11/14 NHK 小川乃倫子

N01-07171 ラジオ メロディーにのせて 質問に答えて 1960/11/2 NHK 小川乃倫子

N01-07174 ラジオ メロディーにのせて 入れ歯とつぎ歯 1960/11/28 NHK 小川乃倫子

N01-07172 ラジオ メロディーにのせて ふとった子やせた子 1960/11/7 NHK 小川乃倫子

N01-07176 ラジオ メロディーにのせて スキーの事故をふせぐための 1960/12/19 NHK 小川乃倫子

N01-07177 ラジオ メロディーにのせて
食べすぎ飲みすぎによる胃の

痛み
1960/12/26 NHK 小川乃倫子

N01-07175 ラジオ メロディーにのせて 神経痛とリューマチ 1960/12/5 NHK 小川乃倫子

N01-07212 ラジオ メロディーにのせて エチケット原稿 1960/2/1～15 NHK

N01-07200 ラジオ メロディーにのせて 便利帳原稿 1960/2/16～29 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-07213 ラジオ メロディーにのせて エチケット原稿 1960/2/16～29 NHK

N01-07214 ラジオ メロディーにのせて エチケット原稿 1960/3/1～14 NHK

N01-07208 ラジオ メロディーにのせて 便利帳原稿 1960/3/1～15 NHK

N01-07209 ラジオ メロディーにのせて 便利帳原稿 1960/3/16～31 NHK

N01-07215 ラジオ メロディーにのせて エチケット原稿 1960/3/16～31 NHK

N01-07138 ラジオ メロディーにのせて 主婦の健康診断 1 1960/4/4 NHK 小川乃倫子

N01-07139 ラジオ メロディーにのせて ヨーロッパの味さまざま 1960/4/8 NHK 小川乃倫子

N01-07140 ラジオ メロディーにのせて 1960/4/11 NHK 小川乃倫子

N01-07141 ラジオ メロディーにのせて 三十代からの運動 1960/4/18 NHK 小川乃倫子

N01-07142 ラジオ メロディーにのせて ビタミン剤の使い方 1960/5/9 NHK 小川乃倫子

N01-07143 ラジオ メロディーにのせて 私の健康法 1960/5/23 NHK 小川乃倫子

N01-07144 ラジオ メロディーにのせて お見舞い品の送り方 1960/5/30 NHK 小川乃倫子

N01-07145 ラジオ メロディーにのせて 季節とからだの変調 1960/6/6 NHK 小川乃倫子

N01-07146 ラジオ メロディーにのせて いびき 1960/6/20 NHK 小川乃倫子

N01-07147 ラジオ メロディーにのせて ホルモン剤の知識 1960/6/27 NHK 小川乃倫子

N01-07148 ラジオ メロディーにのせて ホルモン剤の知識 1960/6/27 NHK 小川乃倫子
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N01-07149 ラジオ メロディーにのせて 海や山へ行く前に 1960/7/4 NHK 小川乃倫子

N01-07150 ラジオ メロディーにのせて 海や山へ行く前に 1960/7/4 NHK 小川乃倫子

N01-07151 ラジオ メロディーにのせて おやつとお菓子 1960/7/11 NHK 小川乃倫子

N01-07152 ラジオ メロディーにのせて 夏季熱 1960/7/18 NHK 小川乃倫子

N01-07154 ラジオ メロディーにのせて 今月のプラン 1960/8/1 NHK 小川乃倫子

N01-07155 ラジオ メロディーにのせて 薬用石けんの効果と使い方 1960/8/8 NHK 小川乃倫子

N01-07156 ラジオ メロディーにのせて 婦人に多いパセドウ氏病 1960/8/15 NHK 小川乃倫子

N01-07157 ラジオ メロディーにのせて 婦人に多いパセドウ氏病 1960/8/15 NHK 小川乃倫子

N01-07158 ラジオ メロディーにのせて 寝冷えの予防 1960/8/22 NHK 小川乃倫子

N01-07159 ラジオ メロディーにのせて 秋口の健康 1960/8/29 NHK 小川乃倫子

N01-07160 ラジオ メロディーにのせて 秋口の健康 1960/8/29 NHK 小川乃倫子

N01-07161 ラジオ メロディーにのせて 母乳の話 1960/9/5 NHK 小川乃倫子

N01-07162 ラジオ メロディーにのせて 母乳の話 1960/9/5 NHK 小川乃倫子

N01-07163 ラジオ メロディーにのせて 心臓ノイローゼ 1960/9/12 NHK 小川乃倫子

N01-07164 ラジオ メロディーにのせて 長生きをするために 1960/9/19 NHK 小川乃倫子

N01-07165 ラジオ メロディーにのせて 長生きをするために 1960/9/19 NHK 小川乃倫子

N01-07166 ラジオ メロディーにのせて 今からしておきたい予防注射 1960/9/26 NHK 小川乃倫子

N01-07178 ラジオ メロディーにのせて この冬を健康で 1961/1/9 NHK 小川乃倫子

N01-07179 ラジオ メロディーにのせて 入浴の効用 1961/1/16 NHK 小川乃倫子

N01-07180 ラジオ メロディーにのせて 冬の赤ちゃん 1961/1/23 NHK 小川乃倫子

N01-07181 ラジオ メロディーにのせて 効果的な頭脳の使い方 1961/1/30 NHK 小川乃倫子

N01-07194 ラジオ メロディーにのせて 10月の健康 1961/10/9 NHK 小川乃倫子

N01-07195 ラジオ メロディーにのせて 薬の飲み方 1961/10/16 NHK 小川乃倫子

N01-07196 ラジオ メロディーにのせて 偏平足 1961/10/23 NHK 小川乃倫子

N01-07197 ラジオ メロディーにのせて 日歴便利帳 1961/11/1～15 NHK

N01-07201 ラジオ メロディーにのせて 日歴便利帳 1961/11/16～30 NHK

N01-07202 ラジオ メロディーにのせて 中年ぶとり 1961/11/20 NHK 小川乃倫子

N01-07203 ラジオ メロディーにのせて 12月の健康 1961/12/4 NHK 小川乃倫子

N01-07182 ラジオ メロディーにのせて 色盲と色弱 1961/2/6 NHK 小川乃倫子

N01-07183 ラジオ メロディーにのせて 赤ちゃんの夜泣き 1961/2/13 NHK 小川乃倫子

N01-07184 ラジオ メロディーにのせて 中年の頭痛と肩こり 1961/2/20 NHK 小川乃倫子

N01-07185 ラジオ メロディーにのせて ヨーロッパの母性保護 1961/2/27 NHK 小川乃倫子

N01-07186 ラジオ メロディーにのせて 春先の診療室から 1961/3/6 NHK 小川乃倫子

N01-07187 ラジオ メロディーにのせて 不眠症とクスリ 1961/3/20 NHK 小川乃倫子

N01-07188 ラジオ メロディーにのせて 子供の交通事故 1961/3/27 NHK 小川乃倫子

N01-07189 ラジオ メロディーにのせて 四月の健康 1961/4/3 NHK 小川乃倫子

N01-07190 ラジオ メロディーにのせて 1961/5/1 NHK 小川乃倫子
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N01-07153 ラジオ メロディーにのせて 1961/7/31 NHK 小川乃倫子

N01-07191 ラジオ メロディーにのせて 八月の健康 1961/8/7 NHK 小川乃倫子

N01-07192 ラジオ メロディーにのせて 騒音と疲労 1961/8/21 NHK 小川乃倫子

N01-07193 ラジオ メロディーにのせて 赤ちゃんの食事⑤ 1961/8/28 NHK 小川乃倫子

N01-07204 ラジオ メロディーにのせて 切手のない手紙 1962/3/22 NHK

N01-06786 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帳/旅への

いざない
1962/4/16～30 NHK

N01-06785 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帳/旅への

いざない
1962/4/2～14 NHK

N01-06789 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帳/旅への

いざない
1962/5/1～15 NHK

N01-06790 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帳/旅への

いざない
1962/5/16～31 NHK

N01-06798 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/7/16～31 NHK

N01-06800 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/8/1～15 NHK

N01-06802 ラジオ メロディーにのせて 献立のヒント 1962/8/16～31 NHK

N01-06803 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/8/16～31 NHK

N01-06811 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/9/1 NHK

N01-06805 ラジオ メロディーにのせて 献立のヒント 1962/9/1～15 NHK

N01-06812 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/9/16～30 NHK

N01-06815 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帳/旅への

いざない
1962/10/1～15 NHK

N01-06813 ラジオ メロディーにのせて 旅へのいざない―奈良 1962/10/13 NHK 小川乃倫子

N01-06816 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帳/旅への

いざない
1962/10/16～31 NHK

N01-06818 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/11/1～15 NHK

N01-06819 ラジオ メロディーにのせて
便利帳/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/11/16～30 NHK

N01-06826 ラジオ メロディーにのせて
便利帖/ものしり手帖/旅への

いざない
1962/12/1～15 NHK

N01-06827 ラジオ メロディーにのせて 便利帳/ものしり手帳 1962/12/17～28 NHK

N01-00737 ラジオ メロディーにのせて 便利帳ものしり手帖
1963/1/16～19、
21～26、28～31

NHK-R1

N01-00744 ラジオ メロディーにのせて 献立のヒント 1963/1/16～31 NHK-R1

N01-00736 ラジオ メロディーにのせて 便利帳ものしり手帖
1963/1/4、5、7

～12、14
NHK-R1

N01-00741 ラジオ メロディーにのせて 便利帳ものしり手帖
1963/2/1、2、4
～9　11～15

NHK-R1

N01-00742 ラジオ メロディーにのせて 便利帳ものしり手帖
1963/2/16、18～

23、25～28
NHK-R1

N01-00749 ラジオ メロディーにのせて 献立のヒント 1963/2/16～28 NHK-R1

N01-00751 ラジオ メロディーにのせて 便利帳ものしり手帖
1963/3/1、2、4
～9、11～15

NHK-R1

N01-00753 ラジオ メロディーにのせて 献立のヒント 1963/3/1～15 NHK-R1

N01-00752 ラジオ メロディーにのせて 便利帳ものしり手帖
1963/3/16、18～
20、23、25～30

NHK-R1

N01-00754 ラジオ メロディーにのせて 献立のヒント 1963/3/16～31 NHK-R1

N01-00738 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―伊勢・二

見ヶ浦/冬の気象
1963/1/5 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00739 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―志賀高原/

スキーをやすく楽しく
1963/1/12 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00740 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―越後湯沢/

温泉の質と効用
1963/1/19 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00743 ラジオ メロディーにのせて②
旅―秋田/冬の味覚/雪やけ

の手入れ
1963/1/26 NHK-R1 小川乃倫子
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N01-00745 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―諏訪/汽車

の切符の上手な買い方
1963/2/9 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00746 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―諏訪/汽車

の切符の上手な買い方
1963/2/9 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00747 ラジオ メロディーにのせて②
ヴァレンタイン・デー/待ち合わ

せのエチケット
1963/2/14 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00748 ラジオ メロディーにのせて②
ヴァレンタイン・デー/待ち合わ

せのエチケット
1963/2/14 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00750 ラジオ メロディーにのせて② 旅へのいざない―房総半島 1963/2/23 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00755 ラジオ メロディーにのせて② 旅―松山/春の気象 1963/3/2 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00756 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―長崎/ハイ

キングの靴
1963/3/9 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00757 ラジオ メロディーにのせて②
旅―箱根メモ/迷子にさせない

ために
1963/3/23 NHK-R1 小川乃倫子

N01-00758 ラジオ メロディーにのせて② お遍路さん　小鳥の病気 1963/3/25 NHK-R1 小池タミ子

N01-06784 ラジオ メロディーにのせて② 1962/4/5 NHK 小川乃倫子

N01-06787 ラジオ メロディーにのせて② 1962/4/26 NHK 小川乃倫子

N01-06788 ラジオ メロディーにのせて② 1962/4/28 NHK 小川乃倫子

N01-06791 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない/洋服ブラシを

上手に使う
1962/5/19 NHK 小川乃倫子

N01-06792 ラジオ メロディーにのせて② 旅へのいざない/足のつかれ 1962/5/26 NHK 小川乃倫子

N01-06793 ラジオ メロディーにのせて② 1962/6/2 NHK 小川乃倫子

N01-06794 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない/自動車に泥

はねかけられた時
1962/6/16 NHK 小川乃倫子

N01-06795 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―京都/絵葉

書
1962/6/23 NHK 小川乃倫子

N01-06796 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―若狭湾/写

真の貼り方
1962/6/30 NHK 小川乃倫子

N01-06797 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―北海道/花
の斜里海岸/時刻表のよみ方

1962/7/7 NHK 小川乃倫子

N01-06799 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―立山/旅行

のはきもの
1962/7/28 NHK 小川乃倫子

N01-06801 ラジオ メロディーにのせて② 旅へのいざない―阿波踊り 1962/8/11 NHK 小川乃倫子

N01-06804 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―野尻湖/車

中へ電報をうつとき
1962/8/25 NHK 小川乃倫子

N01-06806 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない/列車内での

エチケット
1962/9/1 NHK 小川乃倫子

N01-06807 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―御前崎/公

衆電話のエチケット
1962/9/8 NHK 小川乃倫子

N01-06808 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―新府城跡/

水筒
1962/9/15 NHK 小川乃倫子

N01-06809 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―小海線/旅

館をえらぶコツ
1962/9/22 NHK 小川乃倫子

N01-06810 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―上高地/チョ

コレート
1962/9/29 NHK 小川乃倫子

N01-06814 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―松島・平泉/

うおの目
1962/10/27 NHK 小川乃倫子

N01-06817 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―かまくら/乗

物酔い
1962/10/20 NHK 小川乃倫子

N01-06820 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―倉敷・岡山/

国民宿舎の利用
1962/11/10 NHK 小川乃倫子

N01-06821 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―呉線沿線/

年末の小包は早目に
1962/11/17 NHK 小川乃倫子

N01-06822 ラジオ メロディーにのせて② 旅―松江/家を留守にするとき 1962/11/24 NHK 小川乃倫子

N01-06823 ラジオ メロディーにのせて②
旅―綱代・みかん狩り/スリや

ひったくりに御注意
1962/12/1 NHK 小川乃倫子

N01-06824 ラジオ メロディーにのせて②
旅―伊豆半島/スキーの身仕

度
1962/12/8 NHK 小川乃倫子

N01-06825 ラジオ メロディーにのせて②
旅へのいざない―鳴子/列車

内のエチケット
1962/12/15 NHK 小川乃倫子

N01-06828 ラジオ メロディーにのせて②
旅―小野川温泉/冬至のかぼ

ちゃとゆず湯の効用
1962/12/22 NHK 小川乃倫子

N01-06829 ラジオ メロディーにのせて② 旅へのいざない―市川 1962/12/29 NHK 小川乃倫子
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N01-24594 テレビ 眼を凝らし涙は氷らせよ (?) NHK 江連卓

N01-15873 ラジオ メンツ 放送用決定稿 1972/3/4 NHK フランシス・エベジア

N01-23668 テレビ めんどう見たヨ道中記（仮題） 品川宿の姉弟の巻 3 (?)/4/21 TBS 塚田茂

N01-23616 テレビ めんどう見たヨ道中記（仮題） 六郷の渡しの巻 4 (?)/4/28 TBS 塚田茂

N01-23667 テレビ めんどう見たヨ道中記 神奈川は割手形の巻 5 (?)/6/23 TBS 塚田茂

N01-26400 テレビ めんどう見たヨ道中記 恋の渡しの大井川の巻 19 (?)/9/8 TBS 塚田茂

N01-26401 テレビ めんどう見たヨ道中記 石部の相撲とり 32 (?)/12/8 TBS 塚田茂

N01-03330 資料 めんどりの玉子 (?)/10/7 大阪テレビ 茂木草介

N01-03331 テレビ めんどりの玉子 第一稿 (?)/[10/7] 大阪テレビ 茂木草介
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N01-13814 テレビ もう一度 改訂稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-14035 ラジオ もうすぐ飛騨は 1969/11/1 岸宏子

平014 N01-45102 ラジオ
もう一人のケイ太郎―夛元放送のために

―
1951/8/27、31 NHK 飯沢匡

N01-11890 テレビ
もう一人の不龍獅子虎～あるキリシタン大

名の生涯～
1978/(?)/(?) NHK 遠藤周作

N01-09999 テレビ 盲目 カメラ割り稿 (?)/3/6 TBS 茂木草介

N01-11075 テレビ もうれつ大家族 決定稿 13 [1969]/9/1 フジテレビ 馬場当

N01-21794 テレビ
燃えろ！ラテン・リズム～見砂直照と東京
キューバンボーイズ栄光の軌跡30年～＜

ＰＡＲＴ①/ＰＡＲＴ②＞
決定稿 (?)/3/22、24 TBS 保富康午

N01-18524 テレビ モーニングジャンボ
野末陳平夫妻の愛情バンザ

イ！
(?) TBS 遠藤淳

N01-22107 テレビ モーニングジャンボ「ジャンボの目」 勝新・玉緒　愛の奮戦記 第一稿 (?)/8/4 TBS 保富康午

N01-22098 テレビ モーニングジャンボ 決定稿 [1971]/12/29 TBS 保富康午、藤公之介

N01-21136 テレビ モーニングジャンボ
年末特集 離婚・結婚から相愛

圖まで ’71芸能界総まくり
準備稿 1971/12/29 TBS 保富康午

N01-26445 テレビ モーニングジャンボ　奥様８時半です 陳平・昭代の愛情バンザイ！ 1972/1/(?) TBS 遠藤淳

N01-18526 テレビ モーニングジャンボ 陳平夫妻の愛情バンザイ！ 1972/1/13 TBS 遠藤淳

N01-18525 テレビ モーニングジャンボ 陳平夫妻の愛情バンザイ！ 1972/2/10 TBS 遠藤淳

N01-18548 テレビ モーニングジャンボ 勅語を考える 1972/2/10 TBS 遠藤淳

N01-18540 テレビ モーニングジャンボ 陳平夫妻の愛情バンザイ！ 1972/3/2 TBS 遠藤淳

N01-18538 テレビ モーニングジャンボ 陳平夫妻の愛情バンザイ！ 1972/3/16 TBS 遠藤淳

N01-18539 テレビ モーニングジャンボ 陳平夫妻の愛情バンザイ！ 1972/3/23 TBS 遠藤淳

N01-19664 テレビ モーニングジャンボ 陳平夫妻の愛情バンザイ！ 1972/3/30 TBS 遠藤淳

N01-18535 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
三遊亭金馬夫妻のあなたと呼

べば
1972/4/13 TBS 遠藤淳

N01-18531 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
川津裕介夫妻のあなたと呼べ
ば―愛の花咲く桃太郎一家

1972/4/20 TBS 遠藤淳

N01-18532 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―新婚さんい
らっしゃい　桂三枝・真由美夫

妻の巻
[1972]/4/27 TBS 菅沼定憲

N01-18537 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
西村晃夫妻のあなたと呼べば

―夫は恋文配達人
1972/5/11 TBS 遠藤淳

N01-18530 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
お世話になりますねェカアチャ

ン　玉川良一夫妻の巻
1972/5/25 TBS 遠藤淳

N01-18493 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―15年ぶりの
旧婚旅行　無着成恭夫妻の巻

1972/6/8 TBS 遠藤淳

N01-18529 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―愛してるヨな
んてェことを　笑福亭仁鶴夫妻

の巻
1972/6/15 TBS 菅沼定憲

N01-18549 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―三つ違いの
姉さんと　霧島　昇・松原　操

夫妻の巻
1972/6/22 TBS 遠藤淳
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N01-18480 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―20年目の新
婚旅行　多々良純夫妻の巻

1972/7/6 TBS 遠藤淳

N01-18490 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です ダービーだよヤマちゃん！ 1972/7/7 TBS 遠藤淳

N01-18477 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―うちのカミさ
ん向いの娘！　桂　歌丸・富士

子夫妻の巻
1972/7/20 TBS 遠藤淳

N01-18534 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―プリマドンナ
と名調教師　砂原隆治・砂原

美智子夫妻の巻
1972/7/27 TBS 遠藤淳

N01-26444 テレビ モーニングジャンボ　奥様８時半です
あなたと呼べば　プリマドンナ
と名調教師　砂原隆治・砂原

美智子夫妻の巻
1972/7/27 TBS 遠藤淳

N01-18491 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です 森繁久彌　警視を拝命 1972/8/2 TBS 遠藤淳

N01-18478 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―スケッチ旧

婚旅行　宮永一朗夫妻
1972/8/10 TBS 遠藤淳

N01-18479 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―寝耳に水の
求婚作戦　高松しげお夫妻

1972/8/17 TBS 遠藤淳

N01-18492 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―それは19の
春だった　アントニオ古賀・正

子夫妻
1972/8/31 TBS 遠藤淳

N01-18482 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―うれし恥ず
かし旧婚旅行　柳亭痴楽・須

美子夫妻
1972/9/7 TBS 遠藤淳

N01-26443 テレビ モーニングジャンボ　奥様８時半です
あなたと呼べば　婚約おめで
とう！千葉真一・野際陽子

1972/9/21 TBS 遠藤淳

N01-18511 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―独身主義者
といやじゃいやじゃ姫　小山田

宗徳・通子夫妻
1972/9/28 TBS 遠藤淳

N01-18483 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―子連れ旧婚

旅行　早野凡平・明美夫妻
1972/10/5 TBS 遠藤淳

N01-18512 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―勘当息子と
家出娘　山崎　唯・久里千春

1972/10/19 TBS 遠藤淳

N01-18513 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―お！モーレ
ツ？旧婚旅行　竹村健一・良

子夫妻の巻
1972/10/26 TBS 遠藤淳

N01-18481 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―恋のオペ
レッタ　小野英一・嘉子夫妻

1972/11/9 TBS 遠藤淳

N01-18559 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
恐怖の一瞬―あなたならどう

する
1972/11/10 TBS 遠藤淳

N01-18536 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―悟空チャン
愛してるワ！　砂川啓介・大山

のぶ代夫妻
1972/11/16 TBS 遠藤淳
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N01-18533 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―恋の日本列

島　桂菊丸・泉アキ夫妻
1972/11/30 TBS 遠藤淳

N01-18527 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―滑って転ん
で旧婚旅行　三升家勝二・京

子夫妻
1972/12/7 TBS 遠藤淳

N01-18553 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―恋はマジッ
ク　アダチ竜光・屋恵子夫妻

1972/12/21 TBS 遠藤淳

N01-18498 テレビ モーニングジャンボ　けさのアングル
町の勲章―浪曲三味線60年

木村八重子
1972/12/21 TBS 遠藤淳

N01-18495 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―幼な妻との
51年　林家正蔵・マキ夫妻の

巻
1972/12/28 TBS 遠藤淳

N01-18496 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―幼な妻との
51年　林家正蔵・マキ夫妻の

巻
1972/12/28 TBS 遠藤淳

N01-18552 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
72いろんなことがありました―
世話狂言　夫婦百態暮戯言

1972/12/28 TBS 遠藤淳

N01-18556 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
72いろんなことがありました―
世話狂言　夫婦百態暮戯言

決定稿 1972/12/28 TBS 遠藤淳

N01-18516 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―名作達夫と
茂子の不如帰　伊東達夫・織

井茂子夫妻の巻
1973/(?)/(?) TBS 遠藤淳

N01-18517 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―酔うほどに
酔うほどに恋はつのる　秋満

義孝・芳江夫妻の巻
1973/(?)/(?) TBS 遠藤淳

N01-18558 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―恋は国境を
越えて　千昌夫、ジョーン・シェ

パード夫妻の巻
1973/1/11 TBS 遠藤淳

N01-18499 テレビ モーニングジャンボ　けさのアングル 口笛に生きる―安田潤夫妻 1973/1/11 TBS 遠藤淳

N01-18555 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―ひょうたん
から恋　山田太郎・可久子

1973/2/1 TBS 遠藤淳

N01-18542 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―ないしょ話
全公開　松平直樹・照代夫妻

の巻
1973/2/8 TBS 遠藤淳

N01-18501 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
この人はいま―海と畑と一人

ぽっち　高英男
1973/2/19 TBS 遠藤淳

N01-18519 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―四ツの恋の
物語　ハニーナイツ四組の夫

婦
1973/2/22 TBS 遠藤淳

N01-18557 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―惚れた夫と
砂漠まで　黒木純一郎・松原

智恵子夫妻
1973/3/1 TBS 遠藤淳

N01-18551 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
この人はいま―元相撲界の丸

橋忠彌　成山明・頴夫妻
1973/3/12 TBS 遠藤淳

N01-18547 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―夫と妻は恋
愛中　克美しげる・久子夫妻

1973/3/15 TBS 遠藤淳

N01-18494 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―嫌いな同志
が結ばれて　山本耕一・小林

千登勢夫妻
1973/3/22 TBS 遠藤淳
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N01-18554 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―惚れたかゑ
るが女房にとびつく！　柳家か

ゑる・高子夫妻
1973/4/5 TBS 遠藤淳

N01-18497 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―俊二、晴

美、愛の一座　佐山俊二・晴
美夫妻

1973/4/26 TBS 遠藤淳

N01-18541 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―猫が亭主、
夫は同居人　池部良・美子夫

妻
1973/5/3 TBS 遠藤淳

N01-18502 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
スタードキュメント―沼田洋一
こころの旅路　童うた号2万キ

ロ
1973/5/7 TBS 遠藤淳

N01-18500 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―釣った亭主
に釣られた女房　中山昭二・

横山道代夫妻
1973/5/17 TBS 遠藤淳

N01-18544 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―妻はキリス
ト教、夫は野球狂　天田俊明・

英子夫妻
1973/5/24 TBS 遠藤淳

N01-18543 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―家出、内
職、アルバイト　古今亭志ん

馬・とし子夫妻
1973/6/7 TBS 遠藤淳

N01-19662 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼ばれて―逃げてか
くれてゴールイン　井沢八郎・

維希子夫妻
1973/6/14 TBS 遠藤淳

N01-18522 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―てんてん人
生男と女の哲学　橘家圓蔵・

順子夫妻
1973/6/28 TBS 遠藤淳

N01-18515 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―恋は赤い絹
糸　岡田真澄・藤田みどり夫

妻
1973/7/5 TBS 遠藤淳

N01-18545 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―プレイボー
イとつくしん坊　笈田敏夫・宇

治かほる夫妻
1973/7/19 TBS 遠藤淳

N01-18523 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―ものぐさ男と
飲み友達　成田三樹夫・温子

夫妻
1973/8/9 TBS 遠藤淳

N01-18550 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―雪の降る街

を　内村直也・富子夫妻
1973/8/30 TBS 遠藤淳

N01-18518 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―社長夫人は
漫才師　梅本四郎・海原お浜

夫妻の巻
1973/9/6 TBS 遠藤淳

N01-18485 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―与太郎亭主
としっかり女房　春風亭柳昇・

孝子夫妻の巻
1973/9/20 TBS 遠藤淳

N01-18487 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―豆腐屋の娘
に恋をして　人見きよし・美与

子夫妻の巻
1973/9/27 TBS 遠藤淳

N01-18508 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―『ラマンチャ
の男』に賭けた恋　市川染五

郎・紀子夫妻の巻
1973/10/11 TBS 遠藤淳

N01-18488 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―愛を育てて
12年　田辺靖雄・九重佑三子

1973/10/18 TBS 遠藤淳
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N01-18509 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―古都、そし
て恋　宗方克己・長内美那子

夫妻
1973/10/25 TBS 遠藤淳

N01-18484 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―惚れて惚れ
てあー長崎の人　井出良男・

十勝花子夫妻の巻
1973/11/1 TBS 遠藤敦司

N01-18506 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―ノンちゃん

恋に乗って　大柿　隆・一谷伸
江

1973/11/8 TBS 遠藤敦司

N01-18489 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―スルメのよう
なこの人と　丹野雄二・稲垣光

穂子夫妻
1973/11/29 TBS 遠藤敦司

N01-18486 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―愛はこまや
かに　山本　亘・井口恭子夫

妻の巻
1973/12/13 TBS 遠藤敦司

N01-18510 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―浮気がばれ
たら罰金よ！　三笑亭夢八・

八重子夫妻の巻
1973/12/20 TBS 遠藤淳

N01-18514 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―襲名、そし
て初春　尾上菊五郎・淳子夫

妻の巻
1974/1/3 TBS 遠藤淳

N01-18505 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―憧れの女優
を妻にして　深作欣二・中原早

苗夫妻の巻
1974/1/10 TBS 遠藤淳

N01-18504 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―結婚航路波
高し　人生幸朗・生恵幸子夫

妻の巻
1974/1/24 TBS 遠藤淳

N01-18503 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
あなたと呼べば―婚約おめで
とう！　美樹克彦・稲垣美千代

1974/1/31 TBS 遠藤敦司

N01-18546 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
おそろいで―南郷隼人・並木

路子夫妻
1974/8/15 TBS 遠藤敦司

N01-18507 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です 五木ひろしと5人の女性 1974/12/11 TBS 遠藤敦司

N01-18528 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です 仲代達矢と5人の女性 1975/1/1 TBS 遠藤敦司

N01-18560 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です 愛新覚羅溥傑・浩夫妻 1975/2/25 TBS 遠藤敦司

N01-18561 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です
詩人,金子光晴の愛人として30

年
1976/7/15 TBS 遠藤敦司

N01-18520 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です 三田佳子　3つの秘密 450 1983/1/10 TBS 遠藤敦司

N01-18521 テレビ モーニングジャンボ　奥さま8時半です 松村和子　3つの秘密 453 1983/1/31 TBS 遠藤敦司

N01-17051 テレビ もがりぶえ 音楽ファンタジー 1976/(?)/(?) NHK 中井多津夫、田村正明

N01-03469 テレビ 模擬裁判 第二稿 1963/5/3 NHK 茂木草介

N01-07952 テレビ 目撃者 1964/11/27 TBS 安部公房
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40226 テレビ もくの冒険 1 1957/4/14 NHK 内村直也

M014 N01-40342 テレビ もくの冒険 1 1957/4/14 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40227 テレビ もくの冒険 2 1957/4/21 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M011 N01-40274 テレビ もくの冒険 2 1957/4/21 NHK 内村直也

M009 N01-40228 テレビ もくの冒険 3 1957/4/28 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M011 N01-40273 テレビ もくの冒険 3 1957/4/28 NHK 内村直也

M009 N01-40229 テレビ もくの冒険 4 1957/5/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）
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M011 N01-40275 テレビ もくの冒険 4 1957/5/5 NHK 内村直也

M009 N01-40230 テレビ もくの冒険 5 1957/5/12 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40340 テレビ もくの冒険 5 1957/5/12 NHK 内村直也

M009 N01-40231 テレビ もくの冒険 6 1957/5/19 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40339 テレビ もくの冒険 6 1957/5/19 NHK 内村直也

M009 N01-40232 テレビ もくの冒険 7 1957/5/26 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40343 テレビ もくの冒険 7 1957/5/26 NHK 内村直也

M009 N01-40233 テレビ もくの冒険 8 1957/6/2 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40344 テレビ もくの冒険 8 1957/6/2 NHK 内村直也

M009 N01-40234 テレビ もくの冒険 9 1957/6/16 NHK 内村直也

M015 N01-40348 テレビ もくの冒険 9 1957/6/16 NHK 内村直也

M009 N01-40235 テレビ もくの冒険 10 1957/6/23 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M014 N01-40341 テレビ もくの冒険 10 1957/6/23 NHK 内村直也

M009 N01-40236 テレビ もくの冒険 最終回 1957/6/30 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M009 N01-40237 テレビ もくの冒険 最終回 1957/6/30 NHK 内村直也

N01-03112 テレビ 木馬座と遊ぼう ブーヨンのお正月 67 (?)/1/4 日本テレビ 横田弘行

N01-03113 テレビ 木馬座と遊ぼう フシギがいっぱい 68 (?)/1/11 日本テレビ 横田弘行

N01-08926 ラジオ 木馬の夢 ある分校の物語 1959/2/26 TBSラジオ 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-08927 ラジオ 木馬の夢 ある分校の物語 1959/2/26 TBSラジオ 桂一郎

N01-08928 ラジオ 木馬の夢 ある分校の物語 1959/2/26 TBSラジオ 桂一郎

N01-23699 テレビ 木曜リクエスト・スタジオ (?)/10/4 フジテレビ 塚田茂、柴田昭

N01-00481 テレビ もしもあなただったら 娘のボーイフレンドがきたとき 1 1960/10/7 日本テレビ 内村直也

N01-00430 テレビ もしもあなただったら 隣家とのはりあい 2 [1960]/(?)/(?) 日本テレビ 内村直也

N01-00427 テレビ もしもあなただったら 夫が夜遅く帰宅したとき 3 [1960]/(?)/(?) 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40424 ラジオ もしもあなただったら 主婦のノート 3 1957/1/18 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00428 テレビ もしもあなただったら 就職試験 4 [1960]/(?)/(?) 日本テレビ 内村直也

N01-00494 テレビ もしもあなただったら 家庭料理 4 (?) 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40423 ラジオ もしもあなただったら 主婦のノート　女らしさの巻 4 1957/1/25 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00429 テレビ もしもあなただったら 娘の結婚 5 [1960]/(?)/(?) 日本テレビ 内村直也

N01-00495 テレビ もしもあなただったら 夜の音楽 5 (?) 日本テレビ 内村直也

N01-00442 テレビ もしもあなただったら 夜の音楽 6 [1960]/(?)/(?) 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40425 ラジオ もしもあなただったら 主婦のノート 6 1957/2/8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00484 テレビ もしもあなただったら 選挙 7 1960/11/18 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40426 ラジオ もしもあなただったら 娘にきた男の手紙 7 1957/2/15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00443 テレビ もしもあなただったら 家庭料理 8 [1960]/11/25 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40427 ラジオ もしもあなただったら 妻の帰宅が遅い場合 8 1957/2/22 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00418 テレビ もしもあなただったら 歳暮 9 1960/12/2 日本テレビ 内村直也
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N01-00421 テレビ もしもあなただったら 歳暮 9 1960/12/2 日本テレビ 内村直也

N01-00473 テレビ もしもあなただったら 歳暮 9 1960/12/2 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40428 ラジオ もしもあなただったら 日曜日の夫 9 1957/3/1 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00419 テレビ もしもあなただったら 上にのびる東京 10 1960/12/9 日本テレビ 内村直也

N01-00488 テレビ もしもあなただったら 上にのびる東京 10 1960/12/9 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40429 ラジオ もしもあなただったら 車中のエチケット 10 1957/3/8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00420 テレビ もしもあなただったら ものぐさな夫と… 11 1960/12/16 日本テレビ 内村直也

N01-00486 テレビ もしもあなただったら ものぐさな夫と… 11 1960/12/16 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40430 ラジオ もしもあなただったら 主婦の小遣い 11 1957/3/15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00422 テレビ もしもあなただったら クリスマス 12 1960/12/23 日本テレビ 内村直也

N01-00434 テレビ もしもあなただったら クリスマス 12 1960/12/23 日本テレビ 内村直也

N01-00515 テレビ もしもあなただったら クリスマス コンテ 12 1960/12/23 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40431 ラジオ もしもあなただったら 成績の悪い子供 12 1957/3/22 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00487 テレビ もしもあなただったら 夫を嫌いになったとき コンテ 13 1960/12/30 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40432 ラジオ もしもあなただったら 妻の男友達 13 1957/3/29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00514 テレビ もしもあなただったら 一年の計は コンテ 14 1961/1/6 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40433 ラジオ もしもあなただったら 妻を批評する言葉 14 1957/4/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00507 テレビ もしもあなただったら 十三日の金曜日 15 1961/1/13 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40414 ラジオ もしもあなただったら 夫のイビキ 15 1957/4/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00506 テレビ もしもあなただったら 正しい育児法 16 1961/1/20 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40415 ラジオ もしもあなただったら 学校へ行きたがらない子供 16 1957/4/19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00505 テレビ もしもあなただったら 共同生活 17 1961/1/27 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40416 ラジオ もしもあなただったら 夫と妻の話題 17 1957/4/26 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00498 テレビ もしもあなただったら 悪友 コンテ 18 1961/2/3 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40417 ラジオ もしもあなただったら 相手の名前を忘れた時 18 1957/5/3 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00493 テレビ もしもあなただったら 十七才 19 1961/2/10 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40418 ラジオ もしもあなただったら 家庭とラジオ 19 1957/5/10 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00491 テレビ もしもあなただったら 入学試験 20 1961/2/17 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40396 ラジオ もしもあなただったら 妻に相談しない夫 20 1957/5/17 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00489 テレビ もしもあなただったら 長居の客 コンテ 21 1961/2/24 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40395 ラジオ もしもあなただったら 夫の出世 21 1957/5/24 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00490 テレビ もしもあなただったら ビジネス未亡人 22 1961/3/3 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40394 ラジオ もしもあなただったら 猫を飼う妻 22 1957/5/31 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00513 テレビ もしもあなただったら 夫婦ゲンカのきりあげどき 23 1961/3/10 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40393 ラジオ もしもあなただったら 子供の喧嘩に親が出て 23 1957/6/7 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00516 テレビ もしもあなただったら 子供の卒業 24 1961/3/17 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40392 ラジオ もしもあなただったら 押売が来たとき 24 1957/6/14 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）
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N01-00497 テレビ もしもあなただったら 新入社員 コンテ 25 1961/3/24 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40391 ラジオ もしもあなただったら 妻のみだしなみ 25 1957/6/21 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00496 テレビ もしもあなただったら 砂丘の予備校生 コンテ 26 1961/3/31 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40383 ラジオ もしもあなただったら 息子のガールフレンド 26 1957/6/29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00508 テレビ もしもあなただったら 愛情の表現 コンテ 27 1961/4/7 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40384 ラジオ もしもあなただったら ボーナスの使い方 27 1957/7/5 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00509 テレビ もしもあなただったら ままならぬもの 28 1961/4/21 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40413 ラジオ もしもあなただったら お中元 28 1957/7/12 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00510 テレビ もしもあなただったら 公衆道徳 29 1961/4/14 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40411 ラジオ もしもあなただったら 夫のポケット 29 1957/7/19 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00511 テレビ もしもあなただったら 家族の慰安 コンテ 30 1961/4/28 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40410 ラジオ もしもあなただったら 夏の休暇 30 1957/7/6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00512 テレビ もしもあなただったら 子供のしつけ 31 1961/5/5 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40422 ラジオ もしもあなただったら 夫の死 31 1957/8/2 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00521 テレビ もしもあなただったら 母の日にちなんで 32 1961/5/12 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40421 ラジオ もしもあなただったら 家庭の妻と会社 32 1957/8/9 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00518 テレビ もしもあなただったら 言葉づかい コンテ 33 1961/5/19 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40420 ラジオ もしもあなただったら 避暑 33 1957/8/16 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00517 テレビ もしもあなただったら ころげこんだ十万円 コンテ 34 1961/5/26 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40419 ラジオ もしもあなただったら 娘の収入 34 1957/8/23 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00522 テレビ もしもあなただったら 寝おきの悪い夫 35 1961/6/2 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40379 ラジオ もしもあなただったら ＰＴＡの役員 35 1957/8/30 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00523 テレビ もしもあなただったら 新興宗教 コンテ 36 1961/6/9 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40380 ラジオ もしもあなただったら 旧婚旅行 36 1957/9/6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00474 テレビ もしもあなただったら 女らしさ 37 1961/6/16 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40381 ラジオ もしもあなただったら 長居の客の撃退法 37 1957/9/13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00424 テレビ もしもあなただったら 貸金の返らざる時 38 1961/6/23 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40382 ラジオ もしもあなただったら 借金に来られた時 38 1957/9/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00425 テレビ もしもあなただったら
(相思相愛は理想か)愛する

時・愛される時
39 1961/6/30 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40389 ラジオ もしもあなただったら 妻の権力　夫の横暴 39 1957/9/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00492 テレビ もしもあなただったら 退職金参百万円 40 1961/7/7 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40390 ラジオ もしもあなただったら 金を借りに行く時 40 1957/10/4 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00469 テレビ もしもあなただったら 親と子供と夏休み 41 1961/7/14 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40397 ラジオ もしもあなただったら 賭け事の好きな夫 41 1957/10/11 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00478 テレビ もしもあなただったら 親と子供の夏休み(3) 42 1961/7/21 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40398 ラジオ もしもあなただったら 結婚式のやり方 42 (?) ラジオ東京 内村直也

N01-00519 テレビ もしもあなただったら 痴漢にご注意 43 1961/7/21 日本テレビ 内村直也
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M017 N01-40399 ラジオ もしもあなただったら 夫が失業したら 43 1957/10/18 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00520 テレビ もしもあなただったら
親と子供の夏休み(4)なにがな

んでも勝つんだ！
44 1961/8/4 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40400 ラジオ もしもあなただったら お見合い 44 1957/11/1 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00472 テレビ もしもあなただったら 八十八才のいやがらせ 45 1961/8/11 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40401 ラジオ もしもあなただったら 知らない人との会話 45 1957/11/8 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00470 テレビ もしもあなただったら
親と子供と夏休み(5)宿題をし

ましたか？
46 1961/8/18 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40377 ラジオ もしもあなただったら 友人を批評すること 46 1957/11/15 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00471 テレビ もしもあなただったら
親と子供と夏休み(6)彼女と山

へ
47 1961/8/25 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40378 ラジオ もしもあなただったら 家庭料理 47 1957/11/22 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00499 テレビ もしもあなただったら 賭を愛する夫 48 1961/9/1 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40385 ラジオ もしもあなただったら 隣人の収入 48 1957/11/29 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00477 テレビ もしもあなただったら 危険な関係 49 1961/9/8 日本テレビ 内村直也

N01-00500 テレビ もしもあなただったら よろめくのも当然 49 1961/9/8 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40386 ラジオ もしもあなただったら 病気見舞 49 1957/12/6 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00479 テレビ もしもあなただったら 母帰る 50 1961/9/15 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40387 ラジオ もしもあなただったら 紹介状 50 1957/12/13 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-00475 テレビ もしもあなただったら 共稼ぎ夫婦の危機 51 1961/9/22 日本テレビ 内村直也

N01-00476 テレビ もしもあなただったら 南方四八〇キロ 51 1961/9/22 日本テレビ 内村直也

N01-00485 テレビ もしもあなただったら 南方四八〇キロ 51 1961/9/22 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40388 ラジオ もしもあなただったら 酒のみの夫 51 1957/12/20 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M017 N01-40434 ラジオ もしもあなただったら
女性にとって一番大切なもの

は
52 1957/12/27 ラジオ東京 内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-00480 テレビ もしもあなただったら 南方四八〇キロ 改訂稿 最終回 1961/9/22 日本テレビ 内村直也

N01-00482 テレビ もしもあなただったら 夫が夜遅く帰宅したとき 試作台本 1960/10/7 日本テレビ 内村直也

M017 N01-40376 ラジオ もしもあなただったら 女性の電話の巻 1957/2/1 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-05962 テレビ モダンダンス　イノック アーデン 1959/3/26 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05033 テレビ モダンバレエ 鏡の中の少女 1958/6/12 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05035 テレビ モダンバレエ ジャズ組曲No3 こわれたシュガーポット 1957/10/25 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05989 テレビ モダンバレエ　鼻 1958/1/9 NHK 花鳥美紗緒

N01-05966 テレビ モダンバレエ　冬のバラード 1960/2/11 NHK 保富康午

N01-05959 テレビ モダンバレエ　真夏の三角形 第一稿 1959/8/13 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-00397 ラジオ 望月　謡曲『望月』より [1962]/(?)/(?) 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

M044 N01-40975 テレビ モッちゃんのおっ母さん ボーイフレンドの巻 1 1958/3/1 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40976 テレビ モッちゃんのおっ母さん 角張り婿の巻 2 1958/3/8 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40977 テレビ モッちゃんのおっ母さん 次男・嫁を貰うの巻 3 1958/3/15 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40978 テレビ モッちゃんのおっ母さん 休日の巻 4 1958/3/22 JOKR-TV 坂本晃一

M044 N01-40979 テレビ モッちゃんのおっ母さん 暴力はいけませんの巻 5 1958/3/29 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40980 テレビ モッちゃんのおっ母さん アルバイトの巻 6 1958/4/5 JOKR-TV 和田五雄
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M044 N01-40981 テレビ モッちゃんのおっ母さん お花見の巻 7 1958/4/12 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40982 テレビ モッちゃんのおっ母さん 彼と彼女の巻 8 1958/4/19 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40983 テレビ モッちゃんのおっ母さん 呼出状の巻 9 1958/4/26 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40984 テレビ モッちゃんのおっ母さん 故郷の巻 10 1958/5/3 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40985 テレビ モッちゃんのおっ母さん 素人芝居の巻 12 1958/5/17 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40986 テレビ モッちゃんのおっ母さん 小判をめぐるの巻 13 1958/5/24 JOKR-TV 和田五雄

M044 N01-40987 テレビ モッちゃんのおっ母さん 新築祝いの巻 15 1958/6/7 JOKR-TV 和田五雄

N01-01151 ラジオ 戻橋 1956/12/2 KRT
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40694 ラジオ 物語　酉の市 1955/11/23 NHK 円地文子
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40695 ラジオ 物語劇場　柳生連也斎 1 1955/12/4 NHK 霜川遠志

N01-51220 資料 ものの名まえ (?)

M013 N01-40330 テレビ 物干台の歌 11 1957/2/25 日本テレビ 内村直也
デジタル
化（館
内）

M013 N01-40331 テレビ 物干台の歌 改訂稿 11 1957/2/25 日本テレビ 内村直也

N01-12617 テレビ ものを云う犬 [1968/4/11] NHK 長坂秀佳

N01-03325 テレビ 喪服の女（仮題） (?) フジテレビ 茂木草介

N01-14198 テレビ 樅ノ木は残った 1 1970/1/4 NHK 茂木草介

N01-14128 テレビ 樅ノ木は残った わかれ道 3 1970/1/18 NHK 茂木草介

N01-14129 テレビ 樅ノ木は残った 3 1970/1/18 NHK 茂木草介

N01-14130 テレビ 樅ノ木は残った 会津の宿 4 1970/1/25 NHK 茂木草介

N01-14131 テレビ 樅ノ木は残った 4 1970/1/25 NHK 茂木草介

N01-14132 テレビ 樅ノ木は残った 再会 5 1970/2/1 NHK 茂木草介

N01-14133 テレビ 樅ノ木は残った 5 1970/2/1 NHK 茂木草介

N01-14134 テレビ 樅ノ木は残った 広い世界 6 1970/2/8 NHK 茂木草介

N01-14135 テレビ 樅ノ木は残った 雪の綿帽子 7 1970/2/15 NHK 茂木草介

N01-14136 テレビ 樅ノ木は残った 夜の雨 8 1970/2/22 NHK 茂木草介

N01-14137 テレビ 樅ノ木は残った 露路裏の人びと 9 1970/3/1 NHK 茂木草介

N01-14977 テレビ 樅の木は残った 9 1970/3/1 NHK 茂木草介

N01-14202 テレビ 樅ノ木は残った 盤上の戦い 10 1970/3/8 NHK 茂木草介

N01-14216 テレビ 樅ノ木は残った 10 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14207 テレビ 樅ノ木は残った 花の行方 11 1970/3/15 NHK 茂木草介

N01-14208 テレビ 樅ノ木は残った 横ぐるま 12 1970/3/22 NHK 茂木草介

N01-14213 テレビ 樅ノ木は残った 風のまえぶれ 14 1970/4/5 NHK 茂木草介

N01-14203 テレビ 樅ノ木は残った 15 1970/4/12 NHK 茂木草介

N01-14204 テレビ 樅ノ木は残った もの言う樹 15 1970/4/12 NHK 茂木草介

N01-13090 テレビ 樅ノ木は残った 16 [1970/4/19]
東京12チャ

ンネル
村山知義

デジタル
化（館
内）

N01-13091 テレビ 樅ノ木は残った 夕なぎ 16 1970/4/19 NHK 茂木草介

N01-14978 テレビ 樅の木は残った 16 1970/4/19 NHK 茂木草介
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N01-14205 テレビ 樅ノ木は残った 闇の音 17 1970/4/26 NHK 茂木草介

N01-14214 テレビ 樅ノ木は残った まなざし 18 1970/5/3 NHK 茂木草介

N01-14215 テレビ 樅ノ木は残った 影絵 19 1970/5/10 NHK 茂木草介

N01-14138 テレビ 樅ノ木は残った 盃の中 20 1970/5/17 NHK 茂木草介

N01-14139 テレビ 樅ノ木は残った 21 1970/5/24 NHK 茂木草介

N01-14140 テレビ 樅ノ木は残った 22 1970/5/31 NHK 茂木草介

N01-14141 テレビ 樅ノ木は残った 不意の客 23 1970/6/7 NHK 茂木草介

N01-14142 テレビ 樅ノ木は残った 23 (?) NHK

N01-14143 テレビ 樅ノ木は残った こがらし 24 1970/6/14 NHK 茂木草介

N01-14144 テレビ 樅ノ木は残った 24 1970/6/14 NHK

N01-14145 テレビ 樅ノ木は残った むかしの声 26 1970/6/28 NHK 茂木草介

N01-14146 テレビ 樅ノ木は残った 29 (?) NHK

N01-14212 テレビ 樅ノ木は残った くびじろ 30 1970/7/26 NHK 茂木草介

N01-14995 テレビ 樅の木は残った 31 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14973 テレビ 樅の木は残った 33 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14987 テレビ 樅の木は残った 35 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14988 テレビ 樅の木は残った 36 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14981 テレビ 樅の木は残った 37 1970/9/13 NHK 茂木草介

N01-14979 テレビ 樅の木は残った 39 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14199 テレビ 樅ノ木は残った 三つの道 40 1970/10/4 NHK 茂木草介

N01-14980 テレビ 樅の木は残った 46 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14206 テレビ 樅ノ木は残った 最後の賭け 50 1970/12/13 NHK 茂木草介

N01-14992 テレビ 樅の木は残った 51 1970/(?)/(?) NHK 茂木草介

N01-14991 テレビ 樅の木は残った 断琴断歌 最終回 1970/12/27 NHK 茂木草介

N01-14197 資料 樅の木は残った 1～6 1970/(?)/(?) NHK

N01-07636 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第一部
あの唄この唄僕の唄(アイ・

ジョージ)
(?) 文化放送 水原明人

N01-07625 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第一部
あの唄この唄僕の唄(笠置シ

ズ子)
(?) 文化放送 水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-07626 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第一部
あの唄この唄僕の唄(ペギー

葉山)
(?) 文化放送 水原明人

N01-07558 ラジオ 森繁ゴールデン劇場 あの唄この唄僕の唄 (?) 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-07560 ラジオ 森繁ゴールデン劇場 あの唄この唄僕の唄 (?) 文化放送 水原明人

N01-07562 ラジオ 森繁ゴールデン劇場 あの唄この唄僕の唄 (?) 文化放送 水原明人

N01-07647 ラジオ 森繁ゴールデン劇場

第一部　あの唄この唄僕の唄
(江利チエミ)/第二部　幕間三
十分　禁煙/第三部　ロマン誕

生　情婦

1 (?)/9/(?) 文化放送 水原明人、向田邦子、古城一兵

N01-07646 ラジオ 森繁ゴールデン劇場
第一部　あの唄この唄僕の唄
(山口淑子)/第二部　幕間三

十分　天高く　温泉宿
(?) 文化放送 古城一兵、向田邦子

N01-07639 ラジオ 森繁ゴールデン劇場 偸盗(ちゅうとう) (?) 文化放送 水原明人

N01-07640 ラジオ 森繁ゴールデン劇場 偸盗(ちゅうとう) (?) 文化放送 水原明人
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N01-07559 ラジオ 森繁ゴールデン劇場 (?) 文化放送 水原明人

N01-07622 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部 幕間三十分　只今相談中 (?) 文化放送 向田邦子
デジタル
化（館
内）

N01-07624 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部 幕間三十分　動物飼育法 (?) 文化放送 向田邦子

N01-07627 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部 幕間三十分　現代七不思議 (?) 文化放送 向田邦子

N01-07628 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部
幕間三十分　婦徳は遠くなり

にけり
(?) 文化放送 向田邦子

N01-07629 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部 幕間三十分　余韻について (?) 文化放送 古城一兵

N01-07648 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部
幕間三十分　芸術の秋　特効

薬
決定稿 (?) 文化放送 水原明人、向田邦子

N01-07649 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第二部
幕間三十分　芸術の秋　特効

薬
(?) 文化放送 水原明人、向田邦子

N01-07645 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 入れ札 決定稿 (?) 文化放送 岡本克己

N01-07643 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 警察日記　高利貸 決定稿 (?) 文化放送 岡本克己

N01-07635 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　海人舟 (?) 文化放送 水原明人

N01-07637 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　海人舟 (?) 文化放送 水原明人

N01-07623 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　老妓抄 (?) 文化放送 水原明人
デジタル
化（館
内）

N01-07634 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　老妓抄 (?) 文化放送 水原明人

N01-07632 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　鬼課長 (?) 文化放送 水原明人

N01-07633 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　鬼課長 (?) 文化放送 水原明人

N01-07644 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　女の橋 (?) 文化放送 岡本克己

N01-07630 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　黒衣 (?) 文化放送 水原明人

N01-07642 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　恋やつれ (?) 文化放送 岡本克己

N01-07650 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　殺人 (?) 文化放送 岡本克己

N01-07641 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　侍大将の胸毛 (?) 文化放送 水原明人

N01-07638 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　戦陣眼鏡 (?) 文化放送 水原明人

N01-07631 ラジオ 森繁ゴールデン劇場　第三部 ロマン誕生　豚とソーセージ (?) 文化放送 水原明人

N01-00642 テレビ 森繁ショウ　何処へ VTR稿 1956/4/25 NHK キノトール

N01-05941 ラジオ 森繁の安全メモ
1960/12/1～3、5
～10、12～17、
19～24、26～31

TBS
デジタル
化（館
内）

N01-06113 ラジオ 森と火山の歌 1960/1/11
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

デジタル
化（館
内）

N01-06114 ラジオ 森と火山の歌 第一稿 1960/1/11
ラジオ東京

(TBS)
遠藤啄郎

N01-08065 ラジオ 森のこびと 1 1959/10/17
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-15780 ラジオ 森は生きている 1967/1/2 NHK-FM 佐藤竜太
デジタル
化（館
内）

N01-06229 テレビ 森山加代子ショー 1963/1/23 NET 保富康午

N01-07917 テレビ
モンスター　　～コンピューター時代のポエ

ジー～
1962/11/16 NHK 安部公房
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N01-09263 テレビ 焼きたてのホカホカ 戦いは始まった！ 1 [1971]/4/3 日本テレビ 佐々木守

N01-09264 テレビ 焼きたてのホカホカ 死んでもラッパを…… 2 [1971]/4/10 日本テレビ 佐々木守

N01-09265 テレビ 焼きたてのホカホカ ネズミノ鈴ハ…… 3 [1971]/4/17 日本テレビ 佐々木守

N01-09266 テレビ 焼きたてのホカホカ ヤナギニカエル 4 [1971]/4/24 日本テレビ 佐々木守

N01-09267 テレビ 焼きたてのホカホカ デンデンムシムシ 5 [1971]/5/1 日本テレビ 佐々木守

N01-09268 テレビ 焼きたてのホカホカ シイノ木とカシノ実 6 [1971]/5/8 日本テレビ 佐々木守

N01-09269 テレビ 焼きたてのホカホカ ダイナマイト・ドン 7 [1971]/5/15 日本テレビ 佐々木守

N01-09270 テレビ 焼きたてのホカホカ 花の匂う垣根 8 [1971]/5/22 日本テレビ 佐々木守

N01-09271 テレビ 焼きたてのホカホカ 何をくよくよ河端柳 9 [1971]/5/29 日本テレビ 佐々木守

N01-19642 テレビ 八木治郎の食糧ルポ 牛肉文化論 11 (?)/9/13 TBS 野村六助

N01-15309 テレビ 柳生あばれ旅 吉田
1980～

1981/(?)/(?)
テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-16288 テレビ 柳生あばれ旅 1
[1980～

1981]/(?)/(?)
テレビ朝日 小川英、古内一成

N01-13502 テレビ 柳生あばれ旅 掛川 [10] 1980/12/16 テレビ朝日 小川英、胡桃哲

N01-13503 テレビ 柳生あばれ旅 舞坂 [12] 1980/12/30 テレビ朝日 小川英、吉田耕助

N01-15313 テレビ 柳生十兵衛 紫桔梗の女ー高松（仮題） 16 1978/(?)/(?)
東京12チャ

ンネル
津田幸夫(津田幸於)

N01-24466 テレビ 柳生十兵衛 こぶつき浪人 20 1971/2/13 フジテレビ 宮川一郎

N01-24467 テレビ 柳生十兵衛 殴り込み中仙道 27 1971/4/3 フジテレビ 宮川一郎

N01-15628 テレビ 柳生十兵衛　里がくれ御朱印娘 [1978]/(?)/(?) 津田幸夫

N01-24391 テレビ 柳生十兵衛① 旅立ち―江戸（仮題） [1978/4/5]
テレビ東京

(12ch)
宮川一郎

N01-07944 テレビ 約束 1964/11/20 NHK 椎名麟三

N01-12563 ラジオ 矢叫びの空にのこるは（仮題） [1965]/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

N01-07486 テレビ やさしいエレクトロニクス エレクトロニクスとは 1 1964/4/14
東京12チャ

ンネル

デジタル
化（館
内）

N01-07485 テレビ やさしいエレクトロニクス 電子をつかまえた 2 1964/4/21
東京12チャ

ンネル

N01-07483 テレビ やさしいエレクトロニクス 信号の姿を変える 7 1964/5/26
東京12チャ

ンネル

デジタル
化（館
内）

N01-22124 テレビ 八代亜紀　哀愁の旅路 決定稿 (?)/2/25 TBS 保富康午

N01-19903 テレビ 八代亜紀ミニ・リサイタル (?)/[2/25] TBS 保富康午

N01-17781 ラジオ やったるで！ 1～6 (?)/5/24～29 TBS 佐々木守

N01-19464 ラジオ やって来ました歌謡曲
オーディション

用その1
(?)

ニッポン放
送

遠藤淳

N01-19465 ラジオ やって来ました歌謡曲
オーディション

用
(?)

ニッポン放
送

遠藤淳

N01-26450 ラジオ やって来ました歌謡曲
オーディション

用
(?)

ニッポン放
送

遠藤淳

N01-12297 テレビ やどかり（仮題） 1～5 1968/6/3～7/5 日本テレビ 生田直親

N01-12298 テレビ やどかりの詩 6～10 1968/6/10～14 日本テレビ 山根優一郎

N01-12299 テレビ やどかりの詩 16～20 1968/6/24～28 日本テレビ 生田直親

N01-12300 テレビ やどかりの詩 21～25 1968/7/1～5 日本テレビ 生田直親

N01-12246 ラジオ 柳家小三治の怪談 1～5 1977/7/4～8
ニッポン放

送
水原明人

N01-12207 ラジオ 柳家小三治の世間胸算用 1～5 (?)/12/6～10
ニッポン放

送
水原明人

N01-12206 ラジオ 柳家小三治の世間胸算用 6～10 (?)/12/13～17
ニッポン放

送
水原明人
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N01-12204 ラジオ 柳家小三治の鼠小僧次郎吉 6～10 (?)/4/26～5/7
ニッポン放

送
水原明人

N01-12205 ラジオ 柳家小三治の鼠小僧次郎吉 1～5 (?)/4/26～5/7
ニッポン放

送
水原明人

N01-12247 ラジオ 柳家小三治の冥途の飛脚 1～10 (?)/10/6～17
ニッポン放

送
水原明人

N01-50983 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 闇に光る眼(仮題) 決定稿 3 (?) NET 服部佳

N01-50984 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 三匹のカラス(仮題) 決定稿 5 (?) NET 服部佳

N01-50985 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 辻斬り御用(仮題) 決定稿 6 (?) NET 浅間虹児

N01-50986 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 切り捨て御免(仮題) 決定稿 8 (?) NET 大野靖子

N01-15651 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り どぶ沼の夜の花（仮題） 決定稿 10 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15652 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 遊女の挽歌（仮題） 決定稿 13 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15653 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 鉄火花怨み節（仮題） 決定稿 16 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15654 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 笹りんどうが闇に泣く（仮題） 決定稿 17 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15655 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 御鷹返上（仮題） 決定稿 21 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15656 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 傷痕（仮題） 決定稿 24 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15657 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 妖花・女殺し屋（仮題） 決定稿 29 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15658 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 白の恐怖（仮題） 決定稿 30 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15659 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 決闘・五道の辻（仮題） 決定稿 31 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15660 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 斬・旗本馬族雷組（仮題） 決定稿 32 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15661 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り どぶ木戸の詩（仮題） 決定稿 37 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15662 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 傷だらけの烙印（仮題） 決定稿 38 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15663 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 殺しの報酬（仮題） 決定稿 41 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15664 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 人情・外道始末（仮題） 決定稿 50 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫

N01-15665 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り いのちの絶唱（仮題） 決定稿 55 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15666 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り さむらい飛脚（仮題） 決定稿 58 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15667 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 人情・角兵衛獅子（仮題） 決定稿 60 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15668 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 愛と死の譜（仮題） 決定稿 63 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15669 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 槍しぶき黒田節（仮題） 決定稿 66 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15670 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 闇に咲いた渡世花（仮題） 決定稿 73 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15671 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 悔ある傷痕（仮題） 決定稿 77 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15672 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 黒の爪あと（仮題） 決定稿 82 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15673 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 地獄の野良犬（仮題） 決定稿 83 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15674 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 他人の絆（仮題） 決定稿 85 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15675 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 謎の梅屋敷（仮題） 決定稿 87 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15676 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 狙われた女（仮題） 決定稿 92 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15677 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り いのちの傷痕（仮題） 決定稿 90 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15678 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 愛と死の暦（仮題） 決定稿 95 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15679 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 怒濤・佐渡の嵐（前編）（仮題） 決定稿 100 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15680 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 怒濤・佐渡の嵐（後編）（仮題） 決定稿 101 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)
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N01-15681 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 天保やっちゃば秘録（仮題） 決定稿 102 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15682 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 闇の中の鈴（仮題） 決定稿 104 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15683 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 無惨、上意討ち（仮題） 決定稿 106 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15684 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 娘捕物涙の朱房（仮題） 決定稿 107 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15685 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 地獄のひまわり（仮題） 決定稿 109 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15686 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 天保ねずみ小僧異聞（仮題） 決定稿 110 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15687 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り かまいたち（仮題） 決定稿 114 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15688 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 天保花火師秘録（仮題） 決定稿 116 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15689 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 冬の虹（仮題） 決定稿 118 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15690 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 執念の弾痕（仮題） 決定稿 122 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15691 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 逢初橋の女（仮題） 決定稿 125 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15692 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 地獄の負け犬（仮題） 決定稿 129 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15693 テレビ 破れ傘刀舟　悪人狩り 天保鬼面党異聞（仮題） 決定稿 130 [1974]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-50987 テレビ 破れ新九郎 砂塵の町に来た男(仮題) 決定稿 1 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-50988 テレビ [破れ新九郎]
火には火を、殺しには殺しを

(仮題)
決定稿 2 (?) NET 池田一朗

N01-50989 テレビ [破れ新九郎] 新宿地獄まつり(仮題) 決定稿 3 (?) NET 笠原和夫

N01-50990 テレビ 破れ新九郎 通り雨ならお命頂戴(仮題) 決定稿 4 (?) NET 笠原和夫

N01-50991 テレビ 破れ新九郎 ねずみ小僧獄門首(仮題) 決定稿 5 (?) NET 池田一朗

N01-50992 テレビ 破れ新九郎 なまずに聞いてみろ！(仮題) 決定稿 6 (?) NET 池田一朗

N01-13734 テレビ 破れ新九郎 紫陽花の女（仮題） 決定稿 7 [1978]/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-50993 テレビ 破れ新九郎 紫陽花の女(仮題) 決定稿 7 (?) NET 津田幸於

N01-50994 テレビ 破れ新九郎 甲州街道辻斬り無用(仮題) 決定稿 8 (?) テレビ朝日 土橋成男

N01-50995 テレビ 破れ新九郎 血風　還らざる街道(仮題) 決定稿 9 (?) NET 笠原和夫

N01-50996 テレビ 破れ新九郎
新九郎、西伊豆へ走る！(前

編)(仮題)
決定稿 10 (?) NET 笠原和夫

N01-50997 テレビ 破れ新九郎
新九郎、西伊豆へ走る！(後

編)(仮題)
決定稿 11 (?) NET 笠原和夫

N01-50998 テレビ 破れ新九郎 流転！仇討ち無情(仮題) 決定稿 12 (?) NET 下飯坂菊馬

N01-50999 テレビ 破れ新九郎 初しぐれ仇討十手(仮題) 決定稿 13 (?) テレビ朝日 池田一朗

N01-13735 テレビ 破れ新九郎 盗人宿の女（仮題） 決定稿 14 [1978/1/16] テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-51000 テレビ 破れ新九郎 盗人宿の女(仮題) 決定稿 14 (?) NET 津田幸於

N01-51001 テレビ 破れ新九郎
嵐が吹いたら斬捨てご免(仮

題)
決定稿 16 (?) NET 池田一朗

N01-13736 テレビ 破れ新九郎 夕陽の小鹿ゴロー（仮題） 決定稿 17 [1978/3/13] テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-13737 テレビ 破れ新九郎 地獄の子連れ狼（仮題） 決定稿 22 [1978/2/6] テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-51002 テレビ 破れ新九郎 九官鳥は知っていた…(仮題) 決定稿 24 (?) NET 大野靖子

N01-51003 テレビ 破れ新九郎 九官鳥は知っていた…(仮題) 決定稿 24 (?) NET 大野靖子

N01-15026 テレビ 破れ太鼓 準備稿 1965/(?)/(?) NHK

N01-08392 テレビ 破れ太鼓 一幕 (?) 津田幸夫

N01-15638 テレビ 破れ奉行 悪党乱舞（仮題） 準備稿 1 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)
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N01-15639 テレビ 破れ奉行 疾風！斬り捨て御免！（仮題） 準備稿 1 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15640 テレビ 破れ奉行 疾風！斬り捨て御免！（仮題） 決定稿 1 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15637 テレビ 破れ奉行　斬り捨て御免 悪党乱舞（仮題） 準備稿 1 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15641 テレビ 破れ奉行 惨殺！仇討無残（仮題） 決定稿 11 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15136 テレビ 破れ奉行 一万両に賭けた命(仮題) 決定稿 15 1977/(?)/(?) テレビ朝日 津田幸夫(津田幸於)

N01-15642 テレビ 破れ奉行 怨歌・夜霧の烙印（仮題） 決定稿 19 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15643 テレビ 破れ奉行 怨歌・夜霧の烙印（仮題） 改訂稿 19 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15644 テレビ 破れ奉行 暗黒街の白い罠（仮題） 決定稿 21 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15645 テレビ 破れ奉行 愛と死の絶唱（仮題） 決定稿 23 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15646 テレビ 破れ奉行 人情・深川父子唄（仮題） 決定稿 28 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15647 テレビ 破れ奉行 琉球くノ一拳法（仮題） 決定稿 30 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15648 テレビ 破れ奉行 さすらいの慕情（仮題） 決定稿 31 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15649 テレビ 破れ奉行 待伏せ！老中暗殺（仮題） 決定稿 36 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-15650 テレビ 破れ奉行 野獣のバラード（仮題） 決定稿 37 [1977]/(?)/(?) NET 津田幸夫(津田幸於)

N01-12173 ラジオ 山口百恵の　詩集　光る砂漠 1～5 1977/5/16～20
ニッポン放

送
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-21146 ラジオ 山小屋日記 詩と音楽 (?) NHK 保富康午

N01-03202 テレビ 山だち問答 第二稿 [1959/12/13] KRT 窪田篤人

N01-12195 ラジオ 山田パンダのアリババと四十人の盗賊 1～5 1977/1/10～21
ニッポン放

送
水原明人

N01-12194 ラジオ 山田パンダのアリババと四十人の盗賊 6～10 1977/1/17～21
ニッポン放

送
水原明人

N01-12186 ラジオ 山田康雄のアッシャー家の崩壊 1～5 1977/5/2～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-12187 ラジオ 山田康雄のアッシャー家の崩壊 1～5 1977/5/2～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-12199 ラジオ 山田康雄の黒蜥蜴 1～5 1977/8/15～19
ニッポン放

送
水原明人

N01-12198 ラジオ 山田康雄の黒蜥蜴 6～10 1977/8/22～26
ニッポン放

送
水原明人

N01-12248 ラジオ 山田康雄の黒猫 1～5 1977/5/2～13
ニッポン放

送
水原明人

N01-04358 ラジオ 山で出逢った人 18 1959/6/19 毎日放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40463 ラジオ ヤマトタケルの冒険 くじら退治 1957/6/(?) 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-09781 テレビ 大和魂くん 二つ、忍耐をむねとすべし 2 1968/10/9 TBS 佐々木守

N01-09780 テレビ 大和魂くん 一つ、親孝行をムネとすべし 4 1968/10/25 TBS 佐々木守

N01-09779 テレビ 大和魂くん
一つ、義を見てせざるは勇な

きなり
5 1968/10/30 TBS 佐々木守

N01-09778 テレビ 大和魂くん ああ！母性愛 6 1968/11/6 TBS 佐々木守

N01-09777 テレビ 大和魂くん ああ！河原撫子 7 1968/11/13 TBS 佐々木守

N01-09715 テレビ 大和魂くん ああ　千羽鶴 9 (?)/11/27 TBS 佐々木守

N01-09714 テレビ 大和魂くん ああ、無常 11 (?)/12/11 TBS 佐々木守

N01-09713 テレビ 大和魂くん ああ求婚 13 (?)/12/25 TBS 佐々木守

N01-04362 ラジオ 山に帰った男 1957/(?)/(?) 新日本放送 茂木草介

N01-18068 テレビ 山野愛子総合美容どろんこ美容 (?) フジテレビ 野村六助

N01-00552 ラジオ 山の駅 1959/2/27 NHK 三枝睦明
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N01-00560 ラジオ 山の音(後半)の(1) 1959/6/25 NHK 伊藤海彦

N01-00559 ラジオ 山の音(前半) 1959/6/25 NHK 伊藤海彦

N01-11773 テレビ 山のかなたに 準備稿 4 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 西島大

N01-11774 テレビ 山のかなたに 5 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 井手俊郎

N01-11775 テレビ 山のかなたに 6 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 才賀明

N01-11776 テレビ 山のかなたに 7 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 西島大

N01-11777 テレビ 山のかなたに 8 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 西島大

N01-11778 テレビ 山のかなたに 9 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 才賀明

N01-11779 テレビ 山のかなたに 改訂稿 9 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 才賀明

N01-11780 テレビ 山のかなたに 10 [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 井手俊郎

N01-11781 テレビ 山のかなたに 13(終) [1966]/(?)/(?) 日本テレビ 井手俊郎、才賀明

N01-00295 テレビ 山の中の女 決定稿 1960/5/27 NET 内村直也

N01-01690 テレビ 山の中の小さな学校 丹沢分教場を築いた人々 初稿 1961/9/14 NHK 横田弘行

N01-01691 テレビ 山の中の小さな学校 丹沢分教場を築いた人々 決定稿 1961/9/14 NHK 横田弘行

N01-01693 テレビ 山の中の小さな学校 丹沢分教場を築いた人々 スタッフ稿 1961/9/14 NHK 横田弘行

N01-04282 テレビ 山の中の小さな学校 丹沢分教場を築いた人々 初稿 1961/9/14 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-05032 テレビ 山のひなっこ 1958/3/3 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-03022 ラジオ 山の宿 長唄”黒髪”による (?)/5/6 NCB 永井孝男

N01-05535 ラジオ 山のロザリオ　眞昼の星 第一稿 (?) NHK 保富康午

N01-05536 ラジオ 山のロザリオ　眞昼の星 第一稿 (?) NHK 保富康午

N01-06613 ラジオ 山のロザリオ　眞書の星 第一稿 (?) NHK 保富康午

N01-23916 テレビ ヤマハ・ヤング・ジャンボリー 第一稿 [1968]/6/10 TBS 塚田茂

N01-23915 テレビ ヤマハ・ヤング・ジャンボリー 第一稿 [1968]/7/15 TBS 田村隆

N01-23687 テレビ ヤマハ・ヤング・ジャンボリー (?)/7/29 TBS 塚田茂

N01-23917 テレビ ヤマハ・ヤング・ジャンボリー 第一稿 1968/9/23 TBS 田村隆

N01-20679 テレビ ヤマハ・ヤング・ジャンボリー 決定稿 81 (?)/12/23

N01-19736 テレビ ヤマハ・ヤング・ジャンボリー 魔女の対決 決定稿 126 (?)/11/7 TBS 奥山侊伸、前田憲男

N01-19830 テレビ 山はオッチラ (?)/7/27 フジテレビ テレビ工房

M054 N01-41217 ラジオ 山は招く 1953/9/13 島海彦

M020 N01-40496 ラジオ やまびこ 1956/8/31 NHK 伊馬春部
デジタル
化（館
内）

N01-03203 ラジオ 山本周五郎アワー 大炊介始末 4 1960/2/29 KR 窪田篤人

N01-08825 テレビ 山盛り食堂 19 [1976/2/10] 日本テレビ 窪田篤人

N01-13950 ラジオ 山姥 1971/11/28 NHK名古屋 岸宏子

N01-10128 テレビ 闇の中の黄金 決定稿 (?)
よみうりテレ

ビ
佐々木守

N01-00558 ラジオ 闇の中の口笛 1959/4/8 NHK 高橋昇之助

N01-12562 ラジオ 弥生桜の散る頃に 1965/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也

デジタル
化（館
内）

N01-12572 ラジオ 弥生櫻の散る頃に 準備稿 [1965]/(?)/(?)
ニッポン放

送
内村直也
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N01-23216 テレビ やりくりクイズ　30万に挑戦！ 改訂稿 1 1976/10/4 フジテレビ 南川泰三

N01-23217 テレビ やりくりクイズ　30万に挑戦！ 14 1976/10/21 フジテレビ 石川雄一郎

N01-23218 テレビ やりくりクイズ　30万に挑戦！ 問題集NO2 (?)/12/27、2/4 フジテレビ

N01-23219 テレビ やりくりクイズ　30万に挑戦！ 問題集NO1 (?)/10～12/(?) フジテレビ

N01-02407 ラジオ 槍の権三重帷子 1953/3/7 TBSラジオ 巌谷眞一
デジタル
化（館
内）

N01-23104 ラジオ ヤング・サマー・フェスティバル (?)
ニッポン放

送
奥山侊伸、岡本修巳

テレビ ヤング720 Vol.5No.5 1966/12/2 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.5No.6 1966/12/3 TBS 合田寛

テレビ ヤング720 Vol.6No.5 1966/12/9 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.6No.6 1966/12/10 TBS 合田寛

テレビ ヤング720 Vol.7No.5 1966/12/16 TBS 合田寛

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.7No.6 1966/12/17 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.8No.5 1966/12/23 TBS 合田寛

テレビ ヤング720 Vol.8No.6 1966/12/24 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.13No.5 1967/1/27 TBS 合田寛

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.13No.6 1967/1/28 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 撮影台本 Vol.14No.5 1967/2/3 TBS 合田寛

テレビ ヤング720 Vol.14No.6 1967/2/4 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 補強稿 Vol.15No.5 1967/2/10 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.15No.6 1967/2/11 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.16No.5 1967/2/17 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.16No.6 1967/2/18 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 スタッフ稿 Vol.17No.5 1967/2/24 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.17No.6 1967/2/25 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 撮影台本 Vol.18No.5 1967/3/3 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.18No.6 1967/3/4 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.19No.5 1967/3/10 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 改訂稿 Vol.19No.6 1967/3/11 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 スタッフ稿 Vol.20No.5 1967/3/17 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.20No.6 1967/3/18 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.21No.5 1967/3/24 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.21No.6 1967/3/25 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.22No.5 1967/3/31 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.22No.6 1967/4/1 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.23No.5 1967/4/7 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.23No.6 1967/4/8 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 スタッフ稿 Vol.24No.5 1967/4/14 TBS 増田貴光

N01-23329

N01-23337

N01-23345

N01-23353
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N01-23353 テレビ ヤング720 Vol.24No.6 1967/4/15 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.25No.5 1967/4/21 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.25No.6 1967/4/22 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.26No.5 1967/4/28 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.26No.6 1967/4/29 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.27No.5 1967/5/5 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.27No.6 1967/5/6 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 撮影台本 Vol.28No.5 1967/5/12 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.28No.6 1967/5/13 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.30No.5 1967/5/26 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.30No.6 1967/5/27 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.31No.5 1967/6/2 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.31No.6 1967/6/3 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.32No.5 1967/6/9 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.32No.6 1967/6/10 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.33No.5 1967/6/16 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.33No.6 1967/6/17 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.34No.5 1967/6/23 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.34No.6 1967/6/24 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.35No.5 1967/6/30 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.35No.6 1967/7/1 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.36No.5 1967/7/7 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.36No.6 1967/7/8 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.37No.5 1967/7/14 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.37No.6 1967/7/15 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.42No.5 1967/8/18 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.42No.6 1967/8/19 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 撮影台本 Vol.43No.5 1967/8/25 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.43No.6 1967/8/26 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.44No.5 1967/9/1 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.44No.6 1967/9/2 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.45No.5 1967/9/8 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.45No.6 1967/9/9 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.50No.5 1967/10/13 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.50No.6 1967/10/14 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.51No.5 1967/10/20 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.51No.6 1967/10/21 TBS ふじたあさや

N01-23361

N01-23369

N01-23377

N01-23385

N01-23393
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テレビ ヤング720 Vol.52No.5 1967/10/27 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.52No.6 1967/10/28 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.53No.5 1967/11/3 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.53No.6 1967/11/4 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.54No.5 1967/11/10 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.54No.6 1967/11/11 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.55No.5 1967/11/17 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.55No.6 1967/11/18 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.56No.5 1967/11/24 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.56No.6 1967/11/25 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.57No.5 1967/12/1 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.57No.6 1967/12/2 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.58No.5 1967/12/8 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.58No.6 1967/12/9 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.59No.5 1967/12/15 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.59No.6 1967/12/16 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.60No.5 1967/12/22 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.60No.6 1967/12/23 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.61No.5 1967/12/29 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.61No.6 1967/12/30 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.62No.5 1968/1/5 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.62No.6 1968/1/6 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.63No.5 1968/1/12 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.63No.6 1968/1/13 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.64No.5 1968/1/19 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.64No.6 1968/1/20 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.65No.5 1968/1/26 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.65No.6 1968/1/29 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.66No.5 1968/2/2 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.66No.6 1968/2/3 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.67No.5 1968/2/9 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.67No.6 1968/2/10 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.68No.5 1968/2/16 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.68No.6 1968/2/17 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.69No.5 1968/2/23 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.69No.6 1968/2/24 TBS 中野健次

N01-23433 テレビ ヤング720 Vol.70No.5 1968/3/1 TBS ふじたあさや

N01-23417

N01-23401

N01-23409

N01-23393

N01-23425



「や」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

テレビ ヤング720 Vol.70No.6 1968/3/2 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.71No.5 1968/3/8 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.71No.6 1968/3/9 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.72No.5 1968/3/15 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.72No.6 1968/3/16 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿2 Vol.73No.5 1968/3/22 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿Ⅱ Vol.73No.6 1968/3/23 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.74No.5 1968/3/29 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.74No.6 1968/3/30 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.75No.5 1968/4/5 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.75No.6 1968/4/6 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.76No.5 1968/4/12 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.76No.6 1968/4/13 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.77No.5 1968/4/19 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.77No.6 1968/4/20 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.78No.5 1968/4/26 TBS 井田敏

テレビ ヤング720 Vol.78No.6 1968/4/27 TBS 井田敏

テレビ ヤング720 Vol.79No.5 1968/5/3 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.79No.6 1968/5/4 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.80No.5 1968/5/10 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.80No.6 1968/5/11 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.81No.5 1968/5/17 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.81No.6 1968/5/18 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.82No.5 1968/5/24 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.82No.6 1968/5/25 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.83No.5 1968/5/31 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.83No.6 1968/6/1 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.84No.5 1968/6/7 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.84No.6 1968/6/8 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.85No.5 1968/6/14 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.85No.6 1968/6/15 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.90No.5 1968/7/19 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 撮影稿 Vol.90No.6 1968/7/20 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 撮影稿 Vol.91No.5 1968/7/26 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 第一稿 Vol.91No.6 1968/7/27 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 第一稿 Vol.92No.5 1968/8/2 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 第二稿 Vol.92No.6 1968/8/3 TBS 中野健次

N01-23441

N01-23449

N01-23457

N01-23433

N01-23465



「や」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

テレビ ヤング720 第二稿 Vol.93No.5 1968/8/9 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.93No.6 1968/8/10 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 閲覧用改訂稿 Vol.94No.5 1968/8/16 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 改訂第二稿 Vol.94No.6 1968/8/17 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 改訂第二稿 Vol.95No.5 1968/8/23 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.95No.6 1968/8/24 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.96No.5 1968/8/30 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.96No.6 1968/8/31 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.97No.5 1968/9/6 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.97No.6 1968/9/7 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.98No.5 1968/9/13 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.98No.6 1968/9/14 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.99No.5 1968/9/20 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 Vol.99No.6 1968/9/21 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.100No.5 1968/9/27 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.100No.6 1968/9/28 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.101No.5 1968/10/4 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.101No.6 1968/10/5 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.101No.6 1968/10/5 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.102No.5 1968/10/11 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.102No.6 1968/10/12 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.103No.5 1968/10/18 TBS ふじたあさや

テレビ ヤング720 撮影台本 Vol.103No.6 1968/10/19 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.104No.5 1968/10/25 TBS

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.104No.6 1968/10/26 TBS

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.105No.5 1968/11/1 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 第一稿 Vol.105No.6 1968/11/2 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.106No.5 1968/11/8 TBS ムトウ痴味

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.106No.6 1968/11/9 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.107No.5 1968/11/15 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 撮影稿 Vol.107No.6 1968/11/16 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.108No.5 1968/11/22 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.108No.6 1968/11/23 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.109No.5 1968/11/29 TBS 増田貴光

テレビ ヤング720 Vol.109No.6 1968/11/30 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.110No.5 1968/12/6 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.110No.6 1968/12/7 TBS 中野健次

N01-23473

N01-23481

N01-23489

N01-23497

N01-23502

N01-23465



「や」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

テレビ ヤング720 Vol.111No.5 1968/12/13 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.111No.6 1968/12/14 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.112No.5 1968/12/20 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.112No.6 1968/12/21 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.113No.5 1968/12/27 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.113No.6 1968/12/28 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.114No.5 1969/1/3 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.115No.5 1969/1/10 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.115No.6 1969/1/11 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.116No.5 1969/1/17 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.116No.6 1969/1/18 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.117No.5 1969/1/24 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.117No.6 1969/1/25 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.118No.5 1969/1/31 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.118No.6 1969/2/1 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.119No.5 1969/2/7 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.119No.6 1969/2/8 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.120No.5 1969/2/14 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.120No.6 1969/2/15 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.121No.5 1969/2/21 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.121No.6 1969/2/22 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.122No.5 1969/2/28 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.123No.5 1969/3/7 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.123No.6 1969/3/8 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.124No.5 1969/3/14 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.124No.6 1969/3/15 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.125No.5 1969/3/21 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.125No.6 1969/3/22 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 改訂稿 Vol.126No.5 1969/3/28 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.126No.6 1969/3/29 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.127No.5 1969/4/4 TBS 香月隆

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.127No.6 1969/4/5 TBS 井田敏

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.128No.5 1969/4/11 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.128No.6 1969/4/12 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.129No.5 1969/4/18 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.129No.6 1969/4/19 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.130No.5 1969/4/25 TBS 堀英伸

N01-23508

N01-23514

N01-23519

N01-23525

N01-23533

N01-23539

N01-23545



「や」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

テレビ ヤング720 Vol.130No.6 1969/4/26 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.131No.5 1969/5/2 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.131No.6 1969/5/3 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.132No.5 1969/5/9 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.132No.6 1969/5/10 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.133No.5 1969/5/16 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.133No.6 1969/5/17 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.134No.5 1969/5/23 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.134No.6 1969/5/24 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.135No.5 1969/5/30 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.135No.6 1969/5/31 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.136No.5 1969/6/6 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.136No.6 1969/6/7 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.137No.5 1969/6/13 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.137No.6 1969/6/14 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 Vol.144No.5 1969/8/1 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.145No.5 1969/8/8 TBS 堀英伸

テレビ ヤング720 Vol.145No.6 1969/8/9 TBS 中野健次

テレビ ヤング720 準備稿 Vol.146No.5 1969/8/15 TBS 田川まどか

テレビ ヤング720 決定稿 Vol.146No.6 1969/8/16 TBS 田川まどか

テレビ ヤング720 1967/7/19 TBS 結城のぶ

テレビ ヤング720坂本九のコミックコラム 1969/3/(?) TBS 河野洋、城悠輔、中野健次

テレビ ヤング720坂本九のコミックコラムその２ 1969/3/(?) TBS 井上久、堀英伸

テレビ ヤング720坂本九のコミックコラムその３ 1969/3～4/(?) TBS 堀英伸、中野健次、河野洋

N01-21554 テレビ ヤングが歌う懐しのヒットソング！！ (?) TBS たかたかし

N01-20709 テレビ ヤング歌謡フェスティバル 第二稿 (?)/10/23 TBS スタッフ東京

N01-23639 ラジオ ヤングショウ チャレンジ・ナマワイド 22 1969/3/7
ニッポン放

送
ペンタゴン

デジタル
化（館
内）

N01-05944 ラジオ ヤングスターパレード 1 1963/10/23 TBS 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05946 ラジオ ヤングスターパレード 2 1963/10/30 TBS 遠藤淳

N01-06100 ラジオ ヤングスターパレード 4 (?)/10/13 TBS 遠藤淳

N01-06099 ラジオ ヤングスターパレード 6 (?)/11/27 TBS 遠藤淳

N01-22138 テレビ ヤングパレード加山雄三アワー 1 (?)/10/3 フジテレビ 松本重美

N01-23551

N01-23557

N01-23563

N01-23525

N01-23545



「ゆ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04870-04 テレビ 誘拐奇談 (?) YTV 藤沢桓夫

N01-06580 テレビ 夕顔 1961/2/2 NHK 保富康午

平生原
稿002

N01-45255 テレビ 雄気堂々 (?)
デジタル
化（館
内）

M062 N01-41341 ラジオ 憂愁平野 97～102 (?)
文化放送ほ
か共同制作

矢代静一、西島大
デジタル
化（館
内）

N01-10404 テレビ 友情 1週(1～5) 1977/11/7～11 NHK 茂木草介

N01-10452 テレビ 友情 (?) NHK 茂木草介

N01-10457 テレビ 友情 6～10 1977/11/14～18 NHK 茂木草介

N01-10456 テレビ 友情 11～15 1977/11/21～25 NHK 茂木草介

N01-06207 資料 裕次郎アワー(仮題) 1963/2/(?) 石原プロモーション

N01-05082 テレビ 遊星王子 魔境黄金洞 12
[1958～

1959]/(?)/(?)
日本テレビ 伊上勝

デジタル
化（館
内）

N01-05119 テレビ 遊星王子 魔境黄金洞 12 (?) 日本テレビ 伊上勝

N01-02573 ラジオ 夕立 1962/8/18 NHK 岸宏子

N01-07932 テレビ 雄太は止まった 1964/10/9 NHK 小幡欣治
デジタル
化（館
内）

N01-00005 ラジオ
ユーちゃんの理科ノート①＜予告＞春の

山春の海
1 1962/4/12 NHK 宇津木元

デジタル
化（館
内）

N01-24671 ラジオ 夕月物語 1949/5/18 NHK 六所輝彦

M059 N01-41298 テレビ 夕鶴 1958/3/30 JOKR-TV 木下順二
デジタル
化（館
内）

N01-03262 テレビ ユートピア物語 1963/1/14
大阪中央放

送局
茂木草介

N01-13157 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 改訂稿 1 1971/10/17 TBS 井手俊郎

N01-13158 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 改訂稿 2 1971/(?)/(?) TBS 井手俊郎

N01-13159 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 3 1971/11/7 TBS 井手俊郎

N01-13160 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 4 1971/11/14 TBS 池田悦子

N01-13161 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 5 1971/11/21 TBS 池田悦子

N01-13162 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 6 1971/11/28 TBS 池田悦子

N01-13163 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 9 1971/12/19 TBS 井手俊郎

N01-13164 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 11 1972/1/2 TBS 岩間芳樹

N01-13165 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 準備稿 11 1972/1/2 TBS 岩間芳樹

N01-13166 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 12 1972/1/9 TBS 岩間芳樹

N01-13167 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 準備稿 12 1972/1/9 TBS 岩間芳樹

N01-13168 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 13 1972/1/16 TBS 岩間芳樹

N01-13169 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 16 1972/2/6 TBS 岩間芳樹

N01-13170 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 17 1972/2/13 TBS 岩間芳樹

N01-13171 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 18 1972/2/20 TBS 大藪郁子

N01-13172 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 19 1972/2/27 TBS 大藪郁子

N01-13173 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 決定稿 22 1972/3/19 TBS 大藪郁子

N01-13174 テレビ 夕陽ヵ丘三号館 準備稿 23 1972/3/26 TBS 岩間芳樹

N01-07701 テレビ 郵便配達のクリスマス 1956/12/24 日本テレビ 猿楽太郎

N01-15856 ラジオ ゆうべ見た映画 1971/8/15 NHK 高橋辰雄



「ゆ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03405 ラジオ ユーモア教室 7 1960/4/6～5/25 NHK 土井行夫

N01-03406 ラジオ ユーモア教室 8 1960/6/1 NHK 土井行夫

N01-03407 ラジオ ユーモア教室 9 1960/6/8 NHK 土井行夫

N01-03408 ラジオ ユーモア教室 10 1960/6/15 NHK 土井行夫

N01-03409 ラジオ ユーモア教室 11 1960/6/22 NHK 土井行夫
デジタル
化（館
内）

N01-03410 ラジオ ユーモア教室 12 1960/6/29 NHK 土井行夫

N01-03411 ラジオ ユーモア教室 13～15
1960/7/6、13、

20
NHK 土井行夫

N01-03414 ラジオ ユーモア教室 38～48

1961/1/11、18、
25、2/1、8、15、
22、3/1、8、15、

29

NHK 土井行夫

N01-03415 ラジオ ユーモア教室 16～37

1960/7/27、
8/3、10、17、24、
9/7、14、21、28、
10/5 12 19

NHK 土井行夫

N01-05645 テレビ ゆうもあ法廷 かかあ天下と亭主関白 3 (?) 日本テレビ 杉本彰

N01-05644 テレビ ゆうもあ法廷 東西お国自慢 13 (?)/1/4 日本テレビ 花田龍

N01-05643 テレビ ゆうもあ法廷 てんやわんや 20 1960/2/22 日本テレビ 杉本彰
デジタル
化（館
内）

N01-07490 テレビ ゆうもあ法廷 古池君、月へ行く (?)/11/2 日本テレビ 野村六助

N01-26524 テレビ 夕やけ天使 おばさん親分！ 36 (?)/4/16 TBS 高垣葵

N01-15263 テレビ ゆうれい船 次郎丸と鬼夜叉 準備稿 1 [1968]/(?)/(?) 津田幸夫

M055 N01-41225 ラジオ 幽霊代理業 (?) 島海彦

N01-04870-01 テレビ 幽霊は臆病者 1 1958/8/29 YTV 藤沢桓夫
デジタル
化（館
内）

N01-11070 テレビ 誘惑 結婚する秀子 カット割り稿 最終回 1967/10/28 フジテレビ 馬場当
デジタル
化（館
内）

N01-11071 テレビ 誘惑 結婚する秀子 最終回 1967/10/21 フジテレビ 馬場当

N01-22085 テレビ ゆかいな音楽会
激突!!前奏対司会！　セキスイ

ハウス・ファミリーアワー
決定稿 28 1976/11/10 TBS 河村シゲル、諏訪英一

M055 N01-41221 ラジオ 愉快なダイヤル ガヤガヤ計数管 1954/8/16 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M055 N01-41227 ラジオ 愉快なダイヤル 幸運について 1954/9/(?) NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

N01-21520 テレビ ゆかりです ただ今募集中!! 決定稿 23 (?)/[3/19] TBS 松原雅彦

N01-05210 テレビ ゆがんだ交差点 1961/3/26
東海テレビ

放送
木戸織男

N01-08780 ラジオ ゆき 1 1978/2/6 NHKラジオ 横田弘行

N01-23836 ラジオ ゆき 1 1978/2/6 NHK 横田弘行

N01-08791 ラジオ ゆき 2 1978/2/13 NHKラジオ 横田弘行

N01-23837 ラジオ ゆき 2 1978/2/13 NHK 横田弘行

N01-13813 テレビ 雪あかりの愛 スタッフ稿 998 1976/6/15 TBS 服部佳

N01-13881 テレビ 雪あかりの愛 再準備稿 998 1976/1/25 TBS 服部佳

N01-15830 テレビ 雪あかりの愛 改訂稿 998 1976/1/25 TBS 服部佳

N01-24365 テレビ 雪女 13 1970/9/26
テレビ東京

(12ch)
宮川一郎

N01-03205 テレビ 雪国 後編 1961/1/30 NET 窪田篤人

M019 N01-40481 ラジオ 由起子 1 1954/4/15 NHK 菊田一夫

M020 N01-40488 ラジオ 由起子 27 1954/10/21 NHK 菊田一夫

M019 N01-40478 ラジオ 雪だるまの幻想 1954/3/12 NHK 岸田国土
デジタル
化（館
内）

N01-15859 ラジオ 雪っこ 1968/2/14 NHK 水木洋子
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箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-03871 テレビ 雪の女王 第二稿 1975/1/2 NHK 横田弘行

N01-17778 ラジオ 雪の女王 (?) TBS 佐々木守

N01-11310 テレビ 雪之丞変化 1 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11312 テレビ 雪之丞変化 決定稿 1 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11844 テレビ 雪之丞変化 1 [1970]/(?)/(?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51005 テレビ 雪之丞変化 決定稿 1 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51006 テレビ 雪之丞変化 1 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51023 テレビ 雪之丞変化 決定稿 1～6 (?) フジテレビ
柴英三郎(1、2、5、6）大野靖子（3、

4）

N01-10365 テレビ 雪之丞変化 決定稿 2 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11311 テレビ 雪之丞変化 2 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11845 テレビ 雪之丞変化 2 [1970]/(?)/(?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51007 テレビ 雪之丞変化 決定稿 2 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51008 テレビ 雪之丞変化 2 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-10364 テレビ 雪之丞変化 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51009 テレビ 雪之丞変化 3 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-10363 テレビ 雪之丞変化 4 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51010 テレビ 雪之丞変化 4 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-11129 テレビ 雪之丞変化 5 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51011 テレビ 雪之丞変化 5 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-11581 テレビ 雪之丞変化 6 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51012 テレビ 雪之丞変化 6 (?) フジテレビ 柴英三郎

N01-51013 テレビ 雪之丞変化 7 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51014 テレビ 雪之丞変化 7 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51015 テレビ 雪之丞変化 8 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51016 テレビ 雪之丞変化 8 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51017 テレビ 雪之丞変化 9 (?) フジテレビ 柴英三郎、宇留田俊夫

N01-51018 テレビ 雪之丞変化 10 (?) フジテレビ 柴英三郎、宇留田俊夫

N01-51019 テレビ 雪之丞変化 11 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51020 テレビ 雪之丞変化 11 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51021 テレビ 雪之丞変化 12 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51022 テレビ 雪之丞変化 12 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51024 テレビ 雪之丞変化 13(終） (?) フジテレビ 大野靖子

N01-03724 テレビ 雪の女王 打合稿 1975/1/2 NHK 横田弘行

N01-05474 ラジオ 雪の中の三人男 1961/1/9 NHK 西澤實
デジタル
化（館
内）

N01-00431 テレビ 雪の中の青春 飛ばせ、無外！ 1963/2/10 HBC 内村直也

N01-04995 ラジオ 雪の花束 1～4 1959/12/21～24 朝日放送 石浜恒夫

N01-06105 ラジオ 雪の街から 1963/12/26 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）
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N01-06106 ラジオ 雪の街から 1963/12/26 北海道放送 遠藤淳

N01-01168 ラジオ 雪暮入谷畔道 1956/5/1 TBS

N01-09561 テレビ 雪の夜の女(仮題) 改訂稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-10146 テレビ 雪の夜の女(仮題) 改訂稿 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-02073 資料 雪の夜(仮題) 1963/1/9 NET 津田幸夫

N01-02074 テレビ 雪の夜 準備稿 76 1963/1/9 NET 津田幸夫

N01-02075 テレビ 雪の夜 決定稿 76 1963/1/9 NET 津田幸夫

N01-02076 テレビ 雪の夜 決定稿 76 1963/1/9 NET 津田幸夫

N01-15149 テレビ 雪姫隠密道中記 4 1980/4/26 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15696 テレビ 雪姫隠密道中記 怨みの死紋（大阪） 12 1980/6/21 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15695 テレビ 雪姫隠密道中記 （伊勢） 14 1980/7/5 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)、森薫

N01-15698 テレビ 雪姫隠密道中記 （名古屋） 16 1980/7/19 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15148 テレビ 雪姫隠密道中記 21 1980/8/23 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15697 テレビ 雪姫隠密道中記 （箱根） 22 1980/8/30 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-15727 テレビ 雪姫隠密道中記 24 1980/9/13 毎日放送 津田幸夫(津田幸於)

N01-02733 ラジオ 雪村いづみショウ 9 1955/11/26
ニッポン放

送
塚田茂

デジタル
化（館
内）

N01-26588 テレビ 雪結の釜 1964/3/16 NHK 須知徳平

N01-05030 テレビ 雪ん子 [1958]/3/2 TBS
デジタル
化（館
内）

N01-01119 テレビ ゆく年くる年 1960/12/31 TBS

N01-18136 テレビ ゆく年くる年声たからかに 初稿 1973/12/31 テレビ朝日
デジタル
化（館
内）

N01-17052 テレビ ゆく春 1975/1/2 NHK大阪 水木洋子

N01-01964 ラジオ 湯島の文吉捕物帖 謎の小柄 1964/(?)/(?)
ニッポン放

送
津田幸夫

デジタル
化（館
内）

N01-01965 ラジオ 湯島の文吉捕物帖 謎の足音 1964/(?)/(?)
ニッポン放

送
津田幸夫

N01-01966 ラジオ 湯島の文吉捕物帖 人形供養 1964/(?)/(?)
ニッポン放

送
津田幸夫

M029 N01-40679 ラジオ 輸出 1957/7/12 文化放送 八木柊一郎
デジタル
化（館
内）

N01-13392 テレビ 柚子家の法事 1966/11/19 フジテレビ 花登筐
デジタル
化（館
内）

N01-24301 テレビ ゆずり葉の樹(仮題) [1977/11/6] CBC 宮川一郎

N01-18080 テレビ 豊かさへの提案 ゴミよくたばれ 2 1970/10/18 テレビ朝日 野村六助

N01-18079 テレビ 豊かさへの提案 不信時代 3 1970/10/25 テレビ朝日 野村六助

N01-18078 テレビ 豊かさへの提案 現代貯金考 4 1970/11/1 テレビ朝日 野村六助

N01-19644 テレビ 豊かさへの提案 繁栄と犯罪 7 1970/11/22 テレビ朝日 野村六助

N01-18077 テレビ 豊かさへの提案
社会の空間を埋める―地方再

開発
20 1971/2/21 テレビ朝日 野村六助

N01-18076 テレビ 豊かさへの提案 第七の大陸―海洋開発 21 1971/2/28 テレビ朝日 野村六助

N01-18122 テレビ 豊かさへの提案
国際化時代にたつ―企業ナ

ショナリズムの是非―
22 1971/3/7 テレビ朝日 野村六助

N01-18094 テレビ 豊かさへの提案 ゼロからの脱出―資源― 23 1971/3/14 テレビ朝日 野村六助

N01-12333 テレビ ユタとふしぎな仲間たち 1974/10/19 NHK 早坂暁
デジタル
化（館
内）

N01-24551 テレビ 油断！ 1 1976/3/6 フジテレビ 山田信夫、今野勉
デジタル
化（館
内）
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N01-24552 テレビ 油断！ 2 1976/3/13 フジテレビ 山田信夫、今野勉

N01-24553 テレビ 油断！ 3 1976/3/20 フジテレビ 山田信夫、今野勉

N01-24554 テレビ 油断！ 4(終) 1976/3/27 フジテレビ 山田信夫、今野勉

N01-12393 テレビ ゆっくり雨太郎　捕物控 (?) TBS 光畑碩郎、朝日奈喬

N01-08111 テレビ ゆび 1960/11/18 KRT(TBS) 田中千禾夫

N01-08112 資料 ゆび 1960/11/18 KRT(TBS)
デジタル
化（館
内）

N01-17465 テレビ ゆびきりげんまん（仮題） 誰だ、出てこい!! 打合稿 1 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17466 テレビ ゆびきりげんまん（仮題） 誰だ、出てこい!! 初稿 1 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17467 テレビ ゆびきりげんまん 誰だ、出てこい!! 1 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17468 テレビ ゆびきりげんまん 誰だ、出てこい!! 1 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17469 テレビ ゆびきりげんまん 誰だ、出てこい!! カット割り稿 1 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17470 テレビ ゆびきりげんまん 誰だ、出てこい!! カット割り稿 1 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17471 テレビ ゆびきりげんまん 僕にまかしとけ カット割り稿 2 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17472 テレビ ゆびきりげんまん 僕にまかしとけ 2 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17473 テレビ ゆびきりげんまん 僕にまかしとけ 2 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17474 テレビ ゆびきりげんまん 僕にまかしとけ 2 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17475 テレビ ゆびきりげんまん 僕にまかしとけ 2 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17476 テレビ ゆびきりげんまん るす番は、いやだ!! カット割り稿 3 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17477 テレビ ゆびきりげんまん るす番は、いやだ!! 3 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17478 テレビ ゆびきりげんまん るす番は、やだワ 3 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17479 テレビ ゆびきりげんまん がんばれ、豆探偵!! カット割り稿 4 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17480 テレビ ゆびきりげんまん がんばれ、豆探偵!! カット割り稿 4 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17481 テレビ ゆびきりげんまん がんばれ、豆探偵!! 4 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17482 テレビ ゆびきりげんまん がんばれ、豆探偵!! 4 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17483 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんがヘンだ?! カット割り稿 5 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17484 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんがヘンだ?! カット割り稿 5 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17485 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんがヘンだ?! 5 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17486 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんがヘンだ?! 5 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17487 テレビ ゆびきりげんまん さあ恩返しだ!! 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17488 テレビ ゆびきりげんまん さあ恩返しだ!! 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17489 テレビ ゆびきりげんまん サンキュウ!!金時さん カット割り稿 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17490 テレビ ゆびきりげんまん サンキュウ!!金時さん カット割り稿 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17491 テレビ ゆびきりげんまん サンキュウ!!金時さん 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17492 テレビ ゆびきりげんまん サンキュウ!!金時さん 6 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17493 テレビ ゆびきりげんまん 渡してたまるもんか!! カット割り稿 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17494 テレビ ゆびきりげんまん 渡してたまるもんか!! カット割り稿 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17495 テレビ ゆびきりげんまん 渡してたまるもんか!! 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行
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N01-17496 テレビ ゆびきりげんまん 渡してたまるもんか!! 7 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17497 テレビ ゆびきりげんまん どうも怪しいぞ!? カット割り稿 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17498 テレビ ゆびきりげんまん どうも怪しいぞ!? カット割り稿 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17499 テレビ ゆびきりげんまん どうも怪しいぞ!? 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17500 テレビ ゆびきりげんまん どうも怪しいぞ!? 8 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17501 テレビ ゆびきりげんまん みていろ、大発明!! カット割り稿 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17502 テレビ ゆびきりげんまん みていろ、大発明!! カット割り稿 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17503 テレビ ゆびきりげんまん みていろ、大発明!! 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17504 テレビ ゆびきりげんまん みていろ、大発明!! 9 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17505 テレビ ゆびきりげんまん だんぜん生意気だ!! カット割り稿 10 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17506 テレビ ゆびきりげんまん だんぜん生意気だ!! カット割り稿 10 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17507 テレビ ゆびきりげんまん だんぜん生意気だ!! 10 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17508 テレビ ゆびきりげんまん だんぜん生意気だ!! 10 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17509 テレビ ゆびきりげんまん ヘンな電話!? カット割り稿 11 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17510 テレビ ゆびきりげんまん ヘンな電話!? カット割り稿 11 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17511 テレビ ゆびきりげんまん ヘンな電話!? 11 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17512 テレビ ゆびきりげんまん ヘンな電話!? 11 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17238 テレビ ゆびきりげんまん カット割り稿 11～15
[1968]/11/30、

12/7、14、21、28
フジテレビ 横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-17513 テレビ ゆびきりげんまん 失敗は成功のもと!? カット割り稿 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17514 テレビ ゆびきりげんまん 失敗は成功のもと!? カット割り稿 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17515 テレビ ゆびきりげんまん こわい、お医者さん!? 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17516 テレビ ゆびきりげんまん こわい、お医者さん!? 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17517 テレビ ゆびきりげんまん こわい、お医者さん!? カット割り稿 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17518 テレビ ゆびきりげんまん こわい、お医者さん!? カット割り稿 12 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17519 テレビ ゆびきりげんまん ぼくは事件記者!! カット割り稿 13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17520 テレビ ゆびきりげんまん ぼくは事件記者!! カット割り稿 13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17521 テレビ ゆびきりげんまん ぼくは事件記者!! 13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17522 テレビ ゆびきりげんまん ぼくは事件記者!! 13 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17523 テレビ ゆびきりげんまん チビでも兄さんだ!! カット割り稿 14 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17524 テレビ ゆびきりげんまん チビでも兄さんだ!! カット割り稿 14 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17525 テレビ ゆびきりげんまん チビでも兄さんだ!! 14 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17526 テレビ ゆびきりげんまん チビでも兄さんだ!! 14 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17527 テレビ ゆびきりげんまん ヘンなおじさん!? カット割り稿 15 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17528 テレビ ゆびきりげんまん ヘンなおじさん!? カット割り稿 15 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17529 テレビ ゆびきりげんまん ヘンなおじさん!? 15 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17530 テレビ ゆびきりげんまん ヘンなおじさん!? 15 [1968]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17531 テレビ ゆびきりげんまん 今年もよろしく!! カット割り稿 16 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行



「ゆ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17532 テレビ ゆびきりげんまん 今年もよろしく!! カット割り稿 16 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17533 テレビ ゆびきりげんまん 今年もよろしく!! 16 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17534 テレビ ゆびきりげんまん 今年もよろしく!! 16 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17239 テレビ ゆびきりげんまん カット割り稿 16～20
[1969]/1/4、11、

18、25、2/1
フジテレビ 横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-17535 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんが大変だ!? カット割り稿 17 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17536 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんが大変だ!? カット割り稿 17 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17537 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんが大変だ!? 17 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17538 テレビ ゆびきりげんまん おとうさんが大変だ!? 17 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17539 テレビ ゆびきりげんまん 犯人は誰だ!? カット割り稿 18 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17540 テレビ ゆびきりげんまん 犯人は誰だ!? カット割り稿 18 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17541 テレビ ゆびきりげんまん 犯人は誰だ!? 18 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17542 テレビ ゆびきりげんまん 犯人は誰だ!? 18 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17543 テレビ ゆびきりげんまん 家族がふえた!! カット割り稿 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17544 テレビ ゆびきりげんまん 家族がふえた!! カット割り稿 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17545 テレビ ゆびきりげんまん 家族がふえた!! 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17546 テレビ ゆびきりげんまん 家族がふえた!! 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17547 テレビ ゆびきりげんまん 家族がふえた!! 第一稿 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17548 テレビ ゆびきりげんまん 家族がふえた!! 第一稿 19 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17549 テレビ ゆびきりげんまん 失敗は成功のもと!? 20 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17550 テレビ ゆびきりげんまん 失敗は成功のもと!? 20 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17551 テレビ ゆびきりげんまん かわいい妹よ!! カット割り稿 21 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17552 テレビ ゆびきりげんまん かわいい妹よ!! カット割り稿 21 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17553 テレビ ゆびきりげんまん かわいい妹よ!! 21 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17554 テレビ ゆびきりげんまん かわいい妹よ!! 21 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17240 テレビ ゆびきりげんまん カット割り稿 21～25
[1969]/2/8、15、

22、3/8、15
フジテレビ 横田弘行

デジタル
化（館
内）

N01-17555 テレビ ゆびきりげんまん 友達は助けあおう!! カット割り稿 22 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17556 テレビ ゆびきりげんまん 友達は助けあおう!! カット割り稿 22 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17557 テレビ ゆびきりげんまん 友達は助けあおう!! 22 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17558 テレビ ゆびきりげんまん 友達は助けあおう!! 22 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17559 テレビ ゆびきりげんまん 進め!!レインジャー部隊 カット割り稿 23 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17560 テレビ ゆびきりげんまん 進め!!レインジャー部隊 カット割り稿 23 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17561 テレビ ゆびきりげんまん 進め!!レインジャー部隊 23 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17562 テレビ ゆびきりげんまん 進め!!レインジャー部隊 23 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17563 テレビ ゆびきりげんまん 兎がいっぱい!! カット割り稿 24 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17564 テレビ ゆびきりげんまん 兎がいっぱい!! カット割り稿 24 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17565 テレビ ゆびきりげんまん 兎がいっぱい!! 24 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17566 テレビ ゆびきりげんまん 兎がいっぱい!! 24 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行



「ゆ」
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N01-16327 テレビ ゆびきりげんまん どうなってるの!? カット割り稿 25 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17567 テレビ ゆびきりげんまん どうなってるの!? カット割り稿 25 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17568 テレビ ゆびきりげんまん どうなってるの!? 25 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17569 テレビ ゆびきりげんまん どうなってるの!? 25 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17570 テレビ ゆびきりげんまん さすがは僕の弟だ!? カット割り稿 26 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17571 テレビ ゆびきりげんまん さすがは僕の弟だ!? カット割り稿 26 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17572 テレビ ゆびきりげんまん さすがは僕の弟だ!? 26 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17573 テレビ ゆびきりげんまん さすがは僕の弟だ!? 26 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17231 テレビ ゆびきりげんまん 世界とげんまん!! カット割り稿 26(一部)・27 [1969]/3/29 フジテレビ 横田弘行

N01-17232 テレビ ゆびきりげんまん 世界とげんまん!! カット割り稿 26(一部)・27 [1969]/3/29 フジテレビ 横田弘行

N01-17233 テレビ ゆびきりげんまん 世界とげんまん!! 27 [1969]/3/29 フジテレビ 横田弘行

N01-17234 テレビ ゆびきりげんまん 世界とげんまん!! 27 [1969]/3/29 フジテレビ 横田弘行

N01-17235 テレビ ゆびきりげんまん 世界とげんまん!!
北海道ロケ台

本
27 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17236 テレビ ゆびきりげんまん 世界とげんまん!!
北海道ロケ台

本
27 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17574 テレビ ゆびきりげんまん 39・40 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17575 テレビ ゆびきりげんまん 39・40 [1969]/(?)/(?) フジテレビ 横田弘行

N01-17237 資料 ゆびきりげんまん 1968/9/10 フジテレビ

平003 N01-45015 ラジオ ゆびぶえ 1950/10/5 NHK 水沢草田夫
デジタル
化(一般
公開)

平026B N01-45197 ラジオ 弓を射るダイ 1949/12/(?)
大阪中央放

送局
石浜恒夫

N01-07923 テレビ 夢女 決定稿 1962/11/26 TBS 多地映一

M029 N01-40675 ラジオ 夢女 1957/9/30 ラジオ中国 多地映一

N01-15863 ラジオ 夢十夜 1968/10/27 NHK 佐藤竜太

N01-08504-06 ラジオ 夢の三十石舟 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-12331 テレビ 夢の島少女 1974/10/15 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-12332 資料 夢の島少女 1974/10/15 NHK

N01-02727 テレビ 夢のステージ 年忘れヴァラエティ・ショウ 6 1959/12/28 KRT 塚田茂

N01-09350 テレビ 夢のドキュメンタリー -心のシリーズ- 夜の木馬 準備稿 1966/1/25 日本テレビ

N01-09351 テレビ 夢のドキュメンタリー -心のシリーズ- 小さな宝島 準備稿 1966/2/11 日本テレビ 佐々木守

N01-09352 テレビ 夢のドキュメンタリー -心のシリーズ- トンネルのある村 準備稿 1966/2/11 日本テレビ 佐々木守

N01-19808 テレビ 夢のビッグスター大競演 準備稿 (?)/1/1 TBS 奥山侊伸

N01-15538 テレビ 夢見るユメ子さん 女らしくなろう 決定稿 3 [1965]/4/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15539 テレビ 夢見るユメ子さん 女らしくなろう 決定稿 3 [1965]/4/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15540 テレビ 夢見るユメ子さん 星空に祈ろう 決定稿 4 [1965]/5/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15541 テレビ 夢見るユメ子さん スターになろう 決定稿 5 [1965]/5/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15542 テレビ 夢見るユメ子さん 大人らしくなろう 決定稿 6 [1965]/5/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15543 テレビ 夢見るユメ子さん 倖せのために唄おう 準備稿 7 [1965]/5/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫

N01-15544 テレビ 夢見るユメ子さん みんなで祝いましょう 決定稿 13 [1965]/7/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
津田幸夫
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N01-23653 テレビ 夢をあなたに 決定稿 5 1966/5/7 NHK 塚田茂

N01-23630 テレビ 夢をあなたに 決定稿 10 1966/6/18 NHK 塚田茂

N01-06242 テレビ 夢をそだてよう 明日があるさ 決定稿 24(終) 1964/4/16 日本テレビ 津瀬宏

N01-13911 ラジオ 夢を掘りあてた人 1～10 1966/12/5～30 NHK名古屋 岸宏子

N01-14022 ラジオ 夢を掘りあてた人（下） 1966/12/20～30 NHK 岸宏子

N01-01679 テレビ ゆらぐ大地に生きる 北海道壮瞥村の人々 初稿 1961/6/22 NHK 横田弘行

N01-01681 テレビ ゆらぐ大地に生きる 北海道壮瞥村の人々 1961/6/22 NHK 横田弘行

N01-04340 テレビ ゆりかごの歌 決定稿 1961/10/(?) 読売テレビ 茂木草介

N01-16002 テレビ 許せない愛 改訂稿 (?)/4/18 TBS 高岡尚平
デジタル
化（館
内）

N01-24942 テレビ 許せない愛 1～8 (?)

N01-16546 テレビ 許せない愛 裏切り MAV決定稿 2 (?)/4/11 TBS 高岡尚平

N01-16547 テレビ 許せない愛 改訂稿 4 (?)/4/25 TBS 高岡尚平

N01-16548 テレビ 許せない愛 改訂稿 5 (?)/5/2 TBS 高岡尚平

N01-16549 テレビ 許せない愛 MAV決定稿 6 (?)/5/9 TBS 高岡尚平

N01-09694 ラジオ ユンボギの日記 1965/10/29 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）
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N01-51025 テレビ 夜明けの前が一番暗い 第一稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51026 テレビ 夜明けの前が一番暗い 第一稿 (?) フジテレビ 大野靖子

N01-51027 資料 夜明けの前が一番暗い (?) フジテレビ 大野靖子

N01-17825 テレビ 夜明けのロック・フェスティバル 決定稿 (?) 日本テレビ 内海譲司

N01-11596 テレビ 夜明け前 1 (?)/4/6 フジテレビ 泉京介

N01-24615 テレビ 宵待草 決定稿 1 [1969]/(?)/(?) CX 早坂暁

N01-24616 テレビ 宵待草 決定稿 2 [1969]/(?)/(?) CX 早坂暁

N01-24617 テレビ 宵待草 3 [1969]/(?)/(?) CX 早坂暁

N01-24618 テレビ 宵待草 カット割り稿 4(終) [1969]/(?)/(?) CX 早坂暁

N01-01656 テレビ 宵まつり 1963/8/18 NHK 横田弘行

N01-01658 テレビ 宵まつり 1963/8/18 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-04603 テレビ 八日目の休日 改訂稿 1960/11/12 KRT 新藤兼人
デジタル
化（館
内）

N01-00694 ラジオ 陽気な喫茶店 シナリオ (?) 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41041 ラジオ 陽気な喫茶店 27 (?)/10/4 NHK 大島十九郎

N01-00695 ラジオ 陽気な喫茶店 競馬 61 (?)/6/13 NHK 大島得郎

M047 N01-41030 ラジオ 陽気な喫茶店 味の探究 86 (?)/12/5 NHK 大島得郎

N01-00702 ラジオ 陽気な喫茶店 新旧薮入り風景 92 (?)/1/16 NHK 大島得郎

M046 N01-41005 ラジオ 陽気な喫茶店 つつぬけ綺禫 101 1951/3/20 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41010 ラジオ 陽気な喫茶店 つつぬけ綺禫 101 1951/3/20 NHK 大島得郎

M046 N01-41003 ラジオ 陽気な喫茶店 ここに売り家あり 110 1953/4/28 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41032 ラジオ 陽気な喫茶店
こわい話その三　化けもの雇

入れ
122 1951/8/14 NHK 大島得郎

デジタル
化（館
内）

M046 N01-41014 ラジオ 陽気な喫茶店 花鳥諷詠 126 1951/9/11 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41028 ラジオ 陽気な喫茶店 テーマ、万能サーヴィス管 128 1951/9/25 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41008 ラジオ 陽気な喫茶店 冬山綺禫 149 1952/2/19 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41038 ラジオ 陽気な喫茶店 湯の花の咲く頃 159 1952/5/6 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41011 ラジオ 陽気な喫茶店 かみなり女房 1952/5/27 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41026 ラジオ 陽気な喫茶店 かみなり女房 1952/5/27 NHK 大島得郎

M047 N01-41020 ラジオ 陽気な喫茶店 考古学とは？ 171 1952/7/29 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41023 テレビ 陽気な喫茶店 考古学とは？ 171 1952/7/29 NHK 大島得郎

M046 N01-41012 ラジオ 陽気な喫茶店 かぼちゃ物語 174 1952/8/19 NHK 大島得郎

M047 N01-41036 ラジオ 陽気な喫茶店 かぼちゃ物語 174 1952/8/19 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平021 N01-45160 ラジオ 陽気な喫茶店 突然変異 打合用 183 1952/10/21 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41029 ラジオ 陽気な喫茶店 南蛮渡来 189 1952/12/2 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41016 ラジオ 陽気な喫茶店 鬼も歩けば 198 1953/2/3 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41024 ラジオ 陽気な喫茶店 蚤の市 212 1953/5/19 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41025 ラジオ 陽気な喫茶店 思う壺 213 1952/10/13 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41013 ラジオ 陽気な喫茶店 うそ 218 1953/6/30 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）
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M046 N01-41006 ラジオ 陽気な喫茶店 夏ごろも 224 1953/8/11 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41015 ラジオ 陽気な喫茶店 虫干し奇談 226 1953/8/25 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41021 ラジオ 陽気な喫茶店 虫干し奇談 226 1953/8/25 NHK 大島得郎

M046 N01-41009 ラジオ 陽気な喫茶店 思う壺 233 1953/10/13 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41039 ラジオ 陽気な喫茶店 顔見世 242 1953/12/15 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41019 ラジオ 陽気な喫茶店 トレーニング 248 1954/1/26 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41027 ラジオ 陽気な喫茶店 失せ物は出ます 252 1954/2/23 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41035 ラジオ 陽気な喫茶店 春のドライブ 261 1954/4/27 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41004 ラジオ 陽気な喫茶店 晴耕雨読 263 1954/5/11 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41037 ラジオ 陽気な喫茶店 晴耕雨読 263 1954/5/11 NHK 大島得郎

M046 N01-41007 ラジオ 陽気な喫茶店 縫いぐるみ 265 1954/5/25 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41022 ラジオ 陽気な喫茶店 夏のモード 270 1954/6/29 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41031 ラジオ 陽気な喫茶店 汐風 打合用 274 1954/7/27 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41017 ラジオ 陽気な喫茶店 ほたる 276 1954/8/10 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41040 ラジオ 陽気な喫茶店 ほたる 276 1954/8/10 NHK 大島得郎

M047 N01-41033 ラジオ 陽気な喫茶店 ゼロ時代 281 1954/9/14 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M046 N01-41018 ラジオ 陽気な喫茶店 名月や 283 1954/9/28 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

M047 N01-41034 ラジオ 陽気な喫茶店 角 284 1954/10/12 NHK 大島得郎
デジタル
化（館
内）

平026A N01-45196 ラジオ 陽気なクリッパー 1949/11/1 NHK 陽気な喫茶店文芸部
デジタル
化（館
内）

M034 N01-40786 ラジオ 陽気なテクさん 3・4 (?) 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-26572 テレビ 陽気な逃亡 決定稿 最終回 1980/11/1 佐々木守

N01-05543 テレビ 陽気な帽子屋 1957/7/12 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-13402 テレビ 陽気なマッケイ 1968/10/31 NHK たなべまもる

N01-01021 ラジオ 謡曲物語　痩男 1959/11/13 北日本放送 紙良介

N01-08496 ラジオ 妖精と道化師 1955/8/18 新日本放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-23208 テレビ よーい！どん チンタンとピッポとオドドン 10～12 1972/5/1～3 NET

N01-23213 テレビ よーい！どん 未定稿 34・35・36 1972/6/26～28 NET 南川泰三、萩原朔美、岩間芳樹

N01-23212 テレビ よーい！どん 決定稿 55・56・57 1972/9/25～27 NET 南川泰三、萩原朔美、岩間芳樹

N01-09009 テレビ ヨーイドン 決定稿 1 1965/5/7 フジテレビ 佐々木守

N01-51028 テレビ ヨーイドン 決定稿 2 1965/5/14 フジテレビ 大野靖子

N01-09010 テレビ ヨーイドン ジャンケン作戦 決定稿 3 1965/5/21 フジテレビ 佐々木守

N01-09011 テレビ ヨーイドン ああ！マイホーム 決定稿 4 1965/5/28 フジテレビ 佐々木守

N01-09012 テレビ ヨーイドン 青春を乗取れ！ 決定稿 5 1965/6/4 フジテレビ 佐々木守

N01-09013 テレビ ヨーイドン わが太陽系 決定稿 6 1965/6/11 フジテレビ 佐々木守

N01-09014 テレビ ヨーイドン 五つのこんばんわ 最終決定稿 7 1965/6/18 フジテレビ 佐々木守

N01-08989 資料 ヨーイドン(仮) (?) フジテレビ

N01-03413 ラジオ
夜が来る/面白い隣人/草原/吹きわたる

風/月世界植民地/新加速剤
1962/7/23、30、
8/6、13、20、27

NHK 横光晃、若林一郎
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N01-02958 ラジオ 予感 49 1962/7/4 NET 神吉拓郎

N01-02959 ラジオ 予感 49 1962/7/4 NET 神吉拓郎

平004 N01-45017 ラジオ 夜汽車 [1951]/4/1 NHK 白井武司
複写不

可

N01-26614 テレビ 夜霧にしづむ (?)/9/22 CBC 内村直也

M006 N01-40115 ラジオ 夜霧にしづむ 34 1953/(?)/(?)
文化放送、
ラジオ九州

内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06206 テレビ 慾 未定稿 (?) CBC 三木トリロー、冗談工房

N01-17081 テレビ よごされた街 第二稿 1 1973/12/25 NET 深沢一夫

M019 N01-40480 ラジオ 横丁よさよなら ボクは横丁の・・ 23 1954/4/7 NHK 淀橋太郎
デジタル
化（館
内）

N01-10695 資料 横堀川(仮題) 1～52 (?) NHK大阪 茂木草介

N01-10759 資料 横堀川(仮題) 1～52 (?) 茂木草介

N01-10692 テレビ 横堀川 ロケ用別冊 (?) NHK大阪 茂木草介

N01-10693 テレビ 横堀川 ロケ用別冊 (?) NHK大阪 茂木草介

N01-10696 テレビ 横堀川 (?) NHK大阪 茂木草介

N01-10642 テレビ 横堀川 1 1966/[4/4] NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10643 テレビ 横堀川 2 1966/[4/11] NHK大阪 茂木草介

N01-10644 テレビ 横堀川 3 1966/[4/18] NHK大阪 茂木草介

N01-10645 テレビ 横堀川 4 1966/4/[25] NHK大阪 茂木草介

N01-10646 テレビ 横堀川 5 1966/[5/2] NHK大阪 茂木草介

N01-10647 テレビ 横堀川 6 1966/5/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10648 テレビ 横堀川 7 1966/[5/16] NHK大阪 茂木草介

N01-26422 テレビ 横堀川（追加） 7 (?) NHK大阪 茂木草介

N01-10694 テレビ 横堀川(追加) 7 (?) NHK大阪 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10649 テレビ 横堀川 8 1966/5/23 NHK大阪 茂木草介

N01-10650 テレビ 横堀川 9 1966/5/30 NHK大阪 茂木草介

N01-10651 テレビ 横堀川 10 1966/6/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10652 テレビ 横堀川 11 1966/6/13 NHK大阪 茂木草介

N01-10653 テレビ 横堀川 12 1966/6/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10654 テレビ 横堀川 13 1966/6/27 NHK大阪 茂木草介

N01-10655 テレビ 横堀川 14 1966/7/4 NHK大阪 茂木草介

N01-10656 テレビ 横堀川 15 1966/7/11 NHK大阪 茂木草介

N01-10657 テレビ 横堀川 16 1966/7/18 NHK大阪 茂木草介

N01-10658 テレビ 横堀川 17 1966/7/25 NHK大阪 茂木草介

N01-10659 テレビ 横堀川 18 1966/8/1 NHK大阪 茂木草介

N01-10660 テレビ 横堀川 19 1966/8/8 NHK大阪 茂木草介

N01-10661 テレビ 横堀川 20 1966/8/15 NHK大阪 茂木草介

N01-10662 テレビ 横堀川 21 1966/8/22 NHK大阪 茂木草介

N01-10746 テレビ 横堀川 21 1966/8/22 NHK 茂木草介
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N01-10663 テレビ 横堀川 22 1966/8/29 NHK大阪 茂木草介

N01-10747 テレビ 横堀川 22 1966/8/29 NHK 茂木草介

N01-10664 テレビ 横堀川 23 1966/9/5 NHK大阪 茂木草介

N01-10665 テレビ 横堀川 24 1966/9/12 NHK大阪 茂木草介

N01-10666 テレビ 横堀川 25 1966/9/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10667 テレビ 横堀川 26 1966/9/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10668 テレビ 横堀川 27 1966/10/3 NHK大阪 茂木草介

N01-10669 テレビ 横堀川 28 1966/10/10 NHK大阪 茂木草介

N01-10670 テレビ 横堀川 29 1966/10/17 NHK大阪 茂木草介

N01-10748 テレビ 横堀川 29 1966/10/17 NHK 茂木草介

N01-10749 テレビ 横堀川 29 1966/10/17 NHK 茂木草介

N01-10671 テレビ 横堀川 30 1966/10/24 NHK大阪 茂木草介

N01-10672 テレビ 横堀川 31 1966/10/31 NHK大阪 茂木草介

N01-10673 テレビ 横堀川 32 1966/11/7 NHK大阪 茂木草介

N01-10674 テレビ 横堀川 33 1966/11/14 NHK大阪 茂木草介

N01-10675 テレビ 横堀川 34 1966/11/21 NHK大阪 茂木草介

N01-10676 テレビ 横堀川 35 1966/11/28 NHK大阪 茂木草介

N01-10677 テレビ 横堀川 36 1966/12/5 NHK大阪 茂木草介

N01-10750 テレビ 横堀川 36 1966/12/5 NHK 茂木草介

N01-10751 テレビ 横堀川 36 1966/12/5 NHK 茂木草介

N01-10678 テレビ 横堀川 37 1966/12/12 NHK大阪 茂木草介

N01-10752 テレビ 横堀川 改訂稿 37 1966/12/12 NHK 茂木草介

N01-10753 テレビ 横堀川 改訂稿 37 1966/12/12 NHK 茂木草介

N01-10754 テレビ 横堀川 37 1966/12/12 NHK 茂木草介

N01-10679 テレビ 横堀川 38 1966/12/19 NHK大阪 茂木草介

N01-10755 テレビ 横堀川 38 1966/12/19 NHK 茂木草介

N01-10756 テレビ 横堀川 38 1966/12/19 NHK 茂木草介

N01-10680 テレビ 横堀川 39 1966/12/26 NHK大阪 茂木草介

N01-10681 テレビ 横堀川 40 1967/1/9 NHK大阪 茂木草介

N01-10682 テレビ 横堀川 41 1967/1/16 NHK大阪 茂木草介

N01-10683 テレビ 横堀川 42 1967/1/23 NHK大阪 茂木草介

N01-10684 テレビ 横堀川 43 1967/1/30 NHK大阪 茂木草介

N01-10757 テレビ 横堀川 43 1967/1/30 NHK 茂木草介

N01-10758 テレビ 横堀川 43 1967/1/30 NHK 茂木草介

N01-10685 テレビ 横堀川 45 1967/2/13 NHK大阪 茂木草介

N01-10686 テレビ 横堀川 46 1967/2/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10687 テレビ 横堀川 47 1967/2/27 NHK大阪 茂木草介
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N01-10688 テレビ 横堀川 48 1967/3/6 NHK大阪 茂木草介

N01-10689 テレビ 横堀川 49 1967/3/13 NHK大阪 茂木草介

N01-10690 テレビ 横堀川 50 1967/3/20 NHK大阪 茂木草介

N01-10691 テレビ 横堀川 51(終) 1967/3/27 NHK大阪 茂木草介

N01-26520 テレビ 四時間の自由(仮題) 雲の椅子 準備稿 1 (?)
中江良夫、菜川作太郎、木村重夫、

吉田みき

N01-01172 ラジオ 義経千本桜 1955/(?)/(?) NHK 竹田出雲、三好松洛、並木千柳

N01-11295 テレビ 吉野太夫 5 (?) フジテレビ 田中喜三

N01-17156 ラジオ 吉野の鮎 1968/8/10 NHK-FM 須藤出穂

N01-17157 ラジオ 吉野の鮎 1968/8/10 NHK-FM 須藤出穂

N01-13477 テレビ 吉宗評判記 江戸の暴れん坊（仮題） 1 (?) 小川英、杉村のぼる

N01-13478 テレビ 吉宗評判記 暴れん坊将軍 春一番！江戸の明星 改訂稿 1 [1978/1/7] テレビ朝日 小川英、杉村のぼる
デジタル
化（館
内）

N01-13479 テレビ 吉宗評判記 暴れん坊将軍 義賊江戸を走る 9 [1978/3]/(?) テレビ朝日 小川英、ちゃき克彰

N01-13480 テレビ 吉宗評判記 暴れん坊将軍 恋とおとぼけ地蔵 17 [1978]/(?)/(?) テレビ朝日 小川英、丸田勉

N01-13481 テレビ 吉宗評判記 暴れん坊将軍 裏切り御免 30 [1978]/(?)/(?) テレビ朝日 小川英、杉村のぼる

N01-15838 ラジオ 世捨て人 決定稿 1971/12/4 NHK 矢代静一

N01-23575 ラジオ 寄席育ち ベストセラーを聴こう (?)/11/1～6 TBS 佐々木守

N01-13346 テレビ 装いの町 1967/10/5 NHK 岩間芳樹

N01-18427 テレビ 淀川長治の映画専科 未青年 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18441 テレビ 淀川長治の映画専科 エスカレーション (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18444 テレビ 淀川長治の映画専科 ブーべの恋人 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18446 テレビ 淀川長治の映画専科 ブーべの恋人 (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18447 テレビ 淀川長治の映画専科 オー！ (?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18421 テレビ 淀川長治の映画専科 吸血鬼 1965/7/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18334 テレビ 淀川長治の映画専科 黒衣の花嫁 1 1968/10/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18422 テレビ 淀川長治の映画専科 黒衣の花嫁 1 1968/10/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18425 テレビ 淀川長治の映画専科 さらば友よ 2 1968/10/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18428 テレビ 淀川長治の映画専科 さらば友よ 2 1968/10/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18423 テレビ 淀川長治の映画専科 アポロンの地獄 3 1968/10/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18424 テレビ 淀川長治の映画専科 アポロンの地獄 3 1968/10/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18426 テレビ 淀川長治の映画専科 パーティー 1968/10/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18430 テレビ 淀川長治の映画専科 雨の朝パリに死す 1968/11/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18431 テレビ 淀川長治の映画専科 夜空に星のあるように 1968/11/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18429 テレビ 淀川長治の映画専科 合併結婚 1968/11/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18379 テレビ 淀川長治の映画専科 合併結婚 1968/11/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18432 テレビ 淀川長治の映画専科 君は銃口、俺は引金 1968/11/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18434 テレビ 淀川長治の映画専科 チキチキ・バンバン 1968/12/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18437 テレビ 淀川長治の映画専科 ブリット 1968/12/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18438 テレビ 淀川長治の映画専科 太平洋の地獄 1968/12/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18440 テレビ 淀川長治の映画専科 華麗なる殺人 [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18442 テレビ 淀川長治の映画専科 まごころを君に [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18448 テレビ 淀川長治の映画専科 空爆特攻隊、脱走山脈 [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18449 テレビ 淀川長治の映画専科 フィニアンの虹 [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18450 テレビ 淀川長治の映画専科 女の香り [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18451 テレビ 淀川長治の映画専科 女の香り [1969]/(?)/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-26440 テレビ 淀川長治の映画専科 フィニアンの虹 [1969]/(?)/(?) JOTX-TV 遠藤淳

N01-26441 テレビ 淀川長治の映画専科 太陽が知っている [1969]/(?)/(?) JOTX-TV 遠藤淳

N01-18439 テレビ 淀川長治の映画専科 ジャワの東 1969/1/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18433 テレビ 淀川長治の映画専科 大侵略 1969/1/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18443 テレビ 淀川長治の映画専科
ユナイト映画　一九六九年の

ラインナップ
[1969/2]/(?)

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18445 テレビ 淀川長治の映画専科 先生 [1969/2]/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18452 テレビ 淀川長治の映画専科 新・荒野の七人 [1969/4]/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18356 テレビ 淀川長治の映画専科 マッケンナの黄金 1969/4/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18453 テレビ 淀川長治の映画専科 うたかたの恋 1969/4/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18454 テレビ 淀川長治の映画専科 ふたりだけの夜明け 1969/4/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18335 テレビ 淀川長治の映画専科 大虐殺 1969/4/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-26442 テレビ 淀川長治の映画専科 千夜一夜物語 1969/5/7 JOTX-TV 遠藤淳

N01-18455 テレビ 淀川長治の映画専科
夜霧の恋人たち、想い出よ今

晩は！
1969/5/14

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18876 テレビ 淀川長治の映画専科
悪魔のような恋人、北国の旅

愁、華麗なる悪
1969/5/28

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18456 テレビ 淀川長治の映画専科 世にも怪奇な物語 1969/6/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18877 テレビ 淀川長治の映画専科 千夜一夜物語 1969/6/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18459 テレビ 淀川長治の映画専科 戦場のガンマン 1969/6/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18463 テレビ 淀川長治の映画専科 野にかける白い馬のように 1969/7/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18464 テレビ 淀川長治の映画専科 ゲバラ 1969/7/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18461 テレビ 淀川長治の映画専科 予告編あれこれ 1969/7/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18462 テレビ 淀川長治の映画専科 予告編あれこれ 1969/7/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18460 テレビ 淀川長治の映画専科 軍曹、ワイルドバンチ 1969/7/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18938 テレビ 淀川長治の映画専科 ハムレット 1969/8/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18563 テレビ 淀川長治の映画専科 17才 1969/8/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18465 テレビ 淀川長治の映画専科 さすらいの大空 1969/8/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18939 テレビ 淀川長治の映画専科 ラムール 1969/8/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18457 テレビ 淀川長治の映画専科 空軍大戦略 [1969/9]/(?)
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18628 テレビ 淀川長治の映画専科 フィクサー 1969/9/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18841 テレビ 淀川長治の映画専科 フィクサー 1969/9/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18944 テレビ 淀川長治の映画専科
マルキ・ド・サドのジュスティー

ヌ
1969/9/17

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18840 テレビ 淀川長治の映画専科 真夜中のカーボーイ、愛と死と 1969/9/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18616 テレビ 淀川長治の映画専科 ドクトル・ジバゴ 1969/10/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18842 テレビ 淀川長治の映画専科 さすらいの青春 1969/10/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18627 テレビ 淀川長治の映画専科 枯葉の街 1969/10/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18947 テレビ 淀川長治の映画専科 枯葉の街 1969/10/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18435 テレビ 淀川長治の映画専科 太陽のオリンピア 1969/10/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18436 テレビ 淀川長治の映画専科 大反撃 1969/10/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18629 テレビ 淀川長治の映画専科 ジプシーの唄をきいた 1969/11/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18458 テレビ 淀川長治の映画専科 炎 1969/11/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18626 テレビ 淀川長治の映画専科 クリスマス・ツリー 1969/11/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18843 テレビ 淀川長治の映画専科 哀愁 1969/11/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18844 テレビ 淀川長治の映画専科 サボテンの花 1969/12/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18845 テレビ 淀川長治の映画専科 ジョンとメリー 1969/12/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18846 テレビ 淀川長治の映画専科 ネレトバの戦い 1969/12/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18625 テレビ 淀川長治の映画専科 夜霧のモントリオール 1969/12/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18617 テレビ 淀川長治の映画専科 天使のコイン 1969/12/31
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18620 テレビ 淀川長治の映画専科 天使のコイン 1969/12/31
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18623 テレビ 淀川長治の映画専科 激戦地 1970/1/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18624 テレビ 淀川長治の映画専科 テオレマ 1970/1/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18621 テレビ 淀川長治の映画専科 美しき人生 1970/1/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18564 テレビ 淀川長治の映画専科 ナタリーの朝 1970/2/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18634 テレビ 淀川長治の映画専科 明日に向かって撃て 1970/2/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18565 テレビ 淀川長治の映画専科 去年の夏 [1970/2/16]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18635 テレビ 淀川長治の映画専科 ジュリアス・シーザー 1970/2/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18566 テレビ 淀川長治の映画専科 雨の訪問者 [74] 1970/3/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18567 テレビ 淀川長治の映画専科
チャールトン・ヘストンとジュリ

アス・シーザー
[75] 1970/3/11

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18618 テレビ 淀川長治の映画専科 地獄に堕ちた勇者ども 76 1970/3/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18619 テレビ 淀川長治の映画専科 シシリアン 77 1970/3/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18568 テレビ 淀川長治の映画専科 としごろ [78] 1970/4/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18569 テレビ 淀川長治の映画専科 砂丘 [79] 1970/4/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18570 テレビ 淀川長治の映画専科 夜の刑事 [80] 1970/4/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18571 テレビ 淀川長治の映画専科 夜の刑事 [80] 1970/4/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18572 テレビ 淀川長治の映画専科 影の軍隊 [81] 1970/4/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18573 テレビ 淀川長治の映画専科 ロザリオの悲しみ [82] 1970/4/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18574 テレビ 淀川長治の映画専科 王女メディア [83] 1970/5/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18575 テレビ 淀川長治の映画専科 抵抗の詩 [84] 1970/5/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18946 テレビ 淀川長治の映画専科 ガラスの部屋 85 1970/5/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18643 テレビ 淀川長治の映画専科 ある兵士の賭け 87 1970/6/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18644 テレビ 淀川長治の映画専科 さらば夏の日 88 1970/6/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18645 テレビ 淀川長治の映画専科 サウンド・オブ・ミュージック 89 1970/6/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18945 テレビ 淀川長治の映画専科 太陽の王子ファラオ 90 1970/6/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18599 テレビ 淀川長治の映画専科 ヨーロッパの解放 91 1970/7/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18600 テレビ 淀川長治の映画専科 マッシュ 92 1970/7/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-26446 テレビ 淀川長治の映画専科 荒野の大活劇 93 1970/7/15 JOTX-TV 遠藤淳

N01-18879 テレビ 淀川長治の映画専科 ウッドストック 94 1970/7/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18880 テレビ 淀川長治の映画専科 続・猿の惑星 95 1970/7/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18888 テレビ 淀川長治の映画専科 貴族の巣 96 1970/8/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18601 テレビ 淀川長治の映画専科 SOS北極…赤いテント 97 1970/8/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18940 テレビ 淀川長治の映画専科 すばらしい蒸気機関車 98 1970/8/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18886 テレビ 淀川長治の映画専科 キャンディ 99 1970/8/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18602 テレビ 淀川長治の映画専科 クレオパトラ 100 1970/9/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18885 テレビ 淀川長治の映画専科 クレオパトラ 100 1970/9/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18869 テレビ 淀川長治の映画専科 1000日のアン 101 1970/9/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18603 テレビ 淀川長治の映画専科 ひまわり 102 1970/9/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18642 テレビ 淀川長治の映画専科 いちご白書 103 1970/9/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18870 テレビ 淀川長治の映画専科 雪わり草 104 1970/9/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18941 テレビ 淀川長治の映画専科 すばらしい蒸気機関車 105 1970/10/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18713 テレビ 淀川長治の映画専科 豚小屋 106 1970/10/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18883 テレビ 淀川長治の映画専科 チザム 107 1970/10/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18887 テレビ 淀川長治の映画専科 チザム 107 1970/10/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18884 テレビ 淀川長治の映画専科 誰がために鐘は鳴る 108 1970/11/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18882 テレビ 淀川長治の映画専科 西部悪人伝、コンドルの砦 109 1970/11/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18866 テレビ 淀川長治の映画専科 冒険者 110 [1970]/11/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18881 テレビ 淀川長治の映画専科 マジック・クリスチャン 111 1970/11/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18878 テレビ 淀川長治の映画専科 you 112 1970/11/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18942 テレビ 淀川長治の映画専科 仁義 114 1970/12/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18943 テレビ 淀川長治の映画専科 狼の挽歌 115 1970/12/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18636 テレビ 淀川長治の映画専科 晴れた日に永遠が見える 117 1970/12/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18637 テレビ 淀川長治の映画専科 哀しみのトリスターナ 118 1971/1/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18638 テレビ 淀川長治の映画専科 みどりの壁 119 1971/1/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18889 テレビ 淀川長治の映画専科 ナンバーワン物語 120 1971/1/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18614 テレビ 淀川長治の映画専科 哀愁のパリ 121 1971/1/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18612 テレビ 淀川長治の映画専科 エルビス・オン・ステージ 122 1971/2/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18613 テレビ 淀川長治の映画専科 ソルジャーブルー 123 1971/2/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18641 テレビ 淀川長治の映画専科 甦える大地 124 1971/2/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18639 テレビ 淀川長治の映画専科 告白 125 1971/2/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18640 テレビ 淀川長治の映画専科 ミクロからの誕生 126 1971/3/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18615 テレビ 淀川長治の映画専科 ある愛の詩 127 1971/3/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18908 テレビ 淀川長治の映画専科 ある愛の詩 127 1971/3/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18901 テレビ 淀川長治の映画専科 罪と罰 128 1971/3/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18917 テレビ 淀川長治の映画専科 ジェーン・エア 129 1971/3/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18920 テレビ 淀川長治の映画専科 わが青春のフロレンス 130 1971/3/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18919 テレビ 淀川長治の映画専科 夜の訪問者 131 1971/4/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18918 テレビ 淀川長治の映画専科 ライアンの娘 132 1971/4/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18902 テレビ 淀川長治の映画専科 おしゃれ泥棒 133 1971/4/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18900 テレビ 淀川長治の映画専科 素晴らしきヒコーキ野郎 134 1971/4/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18899 テレビ 淀川長治の映画専科
007　ゴールドフィンガー/卒業
/おかしなおかしなおかしな世

界
136 1971/5/7

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18898 テレビ 淀川長治の映画専科 ガラスの墓標 137 1971/5/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18929 テレビ 淀川長治の映画専科 西部番外地 138 1971/5/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18927 テレビ 淀川長治の映画専科 山いぬ 139 1971/5/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18928 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな恋のメロディ 140 1971/6/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18930 テレビ 淀川長治の映画専科 火の森 141 1971/6/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18923 テレビ 淀川長治の映画専科 ソング・オブ・ノルウェー 142 1971/6/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18910 テレビ 淀川長治の映画専科 純愛日記 143 1971/6/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18926 テレビ 淀川長治の映画専科 パニシング・ポイント 144 1971/7/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18912 テレビ 淀川長治の映画専科 栄光のル・マン 145 1971/7/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18903 テレビ 淀川長治の映画専科 暁の挑戦 146 1971/5/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18922 テレビ 淀川長治の映画専科 昨日にさようなら 146 1971/7/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18717 テレビ 淀川長治の映画専科 嵐が丘 147 1971/7/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18921 テレビ 淀川長治の映画専科 新　猿の惑星 148 1971/7/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18913 テレビ 淀川長治の映画専科 扉の影に誰かいる 149 1971/8/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18740 テレビ 淀川長治の映画専科 ベニスの愛 150 1971/8/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18924 テレビ 淀川長治の映画専科 ベニスの愛 150 1971/8/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18739 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな巨人 151 1971/8/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18915 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな巨人 151 1971/8/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18925 テレビ 淀川長治の映画専科 シシリアの恋人 152 1971/8/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18909 テレビ 淀川長治の映画専科 愛のために死す 153 1971/9/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18911 テレビ 淀川長治の映画専科 雨のエトランゼ 154 1971/9/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18576 テレビ 淀川長治の映画専科
ヤスジのポルノラマ　やっちま

え!!
155 1971/9/17

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18916 テレビ 淀川長治の映画専科 ジョー 156 1971/9/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18914 テレビ 淀川長治の映画専科 悲しみの青春 157 1971/10/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18577 テレビ 淀川長治の映画専科 夕陽の挽歌 158 1971/10/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18862 テレビ 淀川長治の映画専科 キャッチ22 159 [1971]/10/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18861 テレビ 淀川長治の映画専科
愛とさすらいの青春　ジョー・ヒ

ル
160 [1971]/10/24

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18860 テレビ 淀川長治の映画専科 コニャックの男 161 [1971]/10/31
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18578 テレビ 淀川長治の映画専科 フレンズ　ポールとミッシェル 162 [1971]/11/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18716 テレビ 淀川長治の映画専科
マシンに賭ける男の詩　デッド

ヒート
163 1971/11/14

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18957 テレビ 淀川長治の映画専科 レッド・サン 164 [1971]/11/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18956 テレビ 淀川長治の映画専科 パリは霧にぬれて 165 [1971]/11/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18579 テレビ 淀川長治の映画専科 初恋 166 [1971]/12/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18580 テレビ 淀川長治の映画専科 別れの朝 167 [1971]/12/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18581 テレビ 淀川長治の映画専科 雨のパスポート 170 1972/1/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18582 テレビ 淀川長治の映画専科 パパ/ずれてるゥ！ 171 1972/1/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18583 テレビ 淀川長治の映画専科 リア王 172 1972/1/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18689 テレビ 淀川長治の映画専科 恋人たちのメロディー 173 1972/1/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18584 テレビ 淀川長治の映画専科 妖精の詩 174 1972/1/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18708 テレビ 淀川長治の映画専科 ボーイフレンド 175 1972/2/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18707 テレビ 淀川長治の映画専科
新・殺しのテクニック　次はお

前だ！
176 1972/2/13

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18706 テレビ 淀川長治の映画専科 ロミオとジュリエット 177 1972/2/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18705 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな悪の華 178 1972/2/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18704 テレビ 淀川長治の映画専科 戦争と平和―総集編― 179 1972/3/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18703 テレビ 淀川長治の映画専科 アントニーとクレオパトラ 180 1972/3/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18702 テレビ 淀川長治の映画専科 死刑台のメロディー 181 1972/3/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18701 テレビ 淀川長治の映画専科
黄金の7人・1+6　エロチカ大作

戦
182 1972/3/26

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18700 テレビ 淀川長治の映画専科 好奇心 183 1972/4/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18949 テレビ 淀川長治の映画専科 ヤコペッティの残酷大陸 184 [1972]/4/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18950 テレビ 淀川長治の映画専科 恐怖のメロディー 185 [1972]/4/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18585 テレビ 淀川長治の映画専科 時計じかけのオレンジ 186 1972/4/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18666 テレビ 淀川長治の映画専科 愛はひとり 187 1972/4/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18699 テレビ 淀川長治の映画専科 ラムの大通り 188 1972/5/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18698 テレビ 淀川長治の映画専科 狼の賭け 189 1972/5/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18697 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな英雄の詩 190 1972/5/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18728 テレビ 淀川長治の映画専科 シャラコ 191 1972/5/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18952 テレビ 淀川長治の映画専科 帰郷 192 1972/6/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18858 テレビ 淀川長治の映画専科 さらば美しき人 193 1972/6/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18951 テレビ 淀川長治の映画専科
クイン・メリー　愛と悲しみの生

涯
194 [1972]/6/18

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18586 テレビ 淀川長治の映画専科 個人教授 195 1972/6/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18729 テレビ 淀川長治の映画専科 ひきしお 196 1972/7/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18954 テレビ 淀川長治の映画専科 ゴッド・ファーザー 197 1972/7/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18955 テレビ 淀川長治の映画専科 フレンジー 198 1972/7/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18948 テレビ 淀川長治の映画専科 フランツ・リスト―愛の夢― 199 1972/7/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18953 テレビ 淀川長治の映画専科 ベルリン大攻防戦 199 1972/7/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18721 テレビ 淀川長治の映画専科 滅びゆく野性の詩 200 1972/7/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18737 テレビ 淀川長治の映画専科 情熱の生涯　ゴヤ 202 1972/8/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18738 テレビ 淀川長治の映画専科 ハイジャック 203 1972/3/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18727 テレビ 淀川長治の映画専科 わが緑の大地 204 1972/8/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18718 テレビ 淀川長治の映画専科 透きとおった夕暮れ 205 1972/9/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18720 テレビ 淀川長治の映画専科 スヌーピーとチャーリー 206 1972/9/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18719 テレビ 淀川長治の映画専科 華麗なる対決 207 1972/9/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18722 テレビ 淀川長治の映画専科
ハロルドとモード　少年は虹を

渡る
208 1972/9/24

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18723 テレビ 淀川長治の映画専科 ジュニア・ボナー 209 1972/10/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18724 テレビ 淀川長治の映画専科 おませなツインキー 210 1972/10/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18725 テレビ 淀川長治の映画専科 さらば友よ 211 1972/10/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18726 テレビ 淀川長治の映画専科 愛のふれあい 212 1972/10/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18859 テレビ 淀川長治の映画専科 奇跡の人 213 1972/11/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18696 テレビ 淀川長治の映画専科
ビバ！チャップリン　モダンタイ

ムス
214 1972/11/11

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18709 テレビ 淀川長治の映画専科 バラキ 215 1972/11/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18857 テレビ 淀川長治の映画専科 リスボン特急 216 1972/11/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18695 テレビ 淀川長治の映画専科 十戒 217 1972/12/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18710 テレビ 淀川長治の映画専科 ザ・ビッグマン 218 1972/12/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18874 テレビ 淀川長治の映画専科 エルビス・オン・ツアー 219 [1972]/12/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18872 テレビ 淀川長治の映画専科 幸福 220 [1972]/12/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18587 テレビ 淀川長治の映画専科 フォロー・ミー 221 [1972]/12/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18711 テレビ 淀川長治の映画専科 ベン 222 1973/1/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18873 テレビ 淀川長治の映画専科 激突 223 [1973]/1/[13]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18588 テレビ 淀川長治の映画専科 赤ちゃんよ永遠に 224 [1973]/1/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18589 テレビ 淀川長治の映画専科 スーパーフライ 225 [1973]/1/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18646 テレビ 淀川長治の映画専科 ローマの休日（リバイバル） 226 1973/2/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18590 テレビ 淀川長治の映画専科 青幻記 227 1973/2/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18611 テレビ 淀川長治の映画専科 硫黄島（長編記録映画） 228 1973/2/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18610 テレビ 淀川長治の映画専科 野生の叫び 229 1973/2/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18871 テレビ 淀川長治の映画専科 ゲッタウェイ 230 [1973]/3/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18714 テレビ 淀川長治の映画専科 ジョニーは戦場へ行った 231 1973/3/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18715 テレビ 淀川長治の映画専科 ダニエルとマリア 231 1973/3/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18712 テレビ 淀川長治の映画専科 大列車強盗 232 1973/3/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18622 テレビ 淀川長治の映画専科 駅馬車 234 1973/3/31
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18875 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな約束 235 [1973]/4/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18591 テレビ 淀川長治の映画専科 ふたり 236 [1973]/4/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18868 テレビ 淀川長治の映画専科 おかしなおかしな大泥棒 237 [1973]/4/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18863 テレビ 淀川長治の映画専科 陽は沈み陽は昇る 238 [1973]/4/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18867 テレビ 淀川長治の映画専科 花のようなエレ 239 [1973]/5/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18894 テレビ 淀川長治の映画専科 ビリー・ホリデイ物語 240 [1973]/5/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18608 テレビ 淀川長治の映画専科 ジョニー・オン・ステージ 241 1973/5/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18896 テレビ 淀川長治の映画専科 荒野のストレンジャー 242 [1973]/5/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18897 テレビ 淀川長治の映画専科
ブラザー・サン　シスター・ムー

ン
243 [1973]/6/2

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18933 テレビ 淀川長治の映画専科 ラ・スクムーン 244 [1973]/6/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18931 テレビ 淀川長治の映画専科 ブルー・ハワイ 245 [1973]/6/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18609 テレビ 淀川長治の映画専科 哀しみのベラドンナ 246 1973/6/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18932 テレビ 淀川長治の映画専科 シャーロットのおくりもの 247 [1973]/6/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18633 テレビ 淀川長治の映画専科 街の灯 248 1973/7/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18632 テレビ 淀川長治の映画専科 最後の猿の惑星 249 1973/7/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18904 テレビ 淀川長治の映画専科
クレイジー・ボーイ　金メダル

大作戦
250 [1973]/7/21

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18934 テレビ 淀川長治の映画専科
シャーロットのおくりもの　監督

をゲストに招いての特別編
251 [1973]/7/28

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18865 テレビ 淀川長治の映画専科 戦争と平和 252 [1973]/8/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18864 テレビ 淀川長治の映画専科 深海征服 253 [1973]/8/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18847 テレビ 淀川長治の映画専科 シーラ号の謎 254 [1973]/8/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18895 テレビ 淀川長治の映画専科 ジャッカルの日 255 [1973]/8/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18592 テレビ 淀川長治の映画専科 アルフレード・アルフレード 256 1973/9/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18607 テレビ 淀川長治の映画専科 サウンダー 257 1973/9/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18593 テレビ 淀川長治の映画専科 スケアクロウ 258 1973/9/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18594 テレビ 淀川長治の映画専科 高校教師 259 1973/9/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18595 テレビ 淀川長治の映画専科 チャップリンの独裁者 260 1973/9/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18596 テレビ 淀川長治の映画専科 ビッグ・ケーヒル 263 1973/10/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18631 テレビ 淀川長治の映画専科 赤い仔馬 264 1973/10/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18630 テレビ 淀川長治の映画専科 相続人 265 1973/11/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18665 テレビ 淀川長治の映画専科 風雪の太陽 266 1973/11/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18662 テレビ 淀川長治の映画専科 黒い警察 267 1973/11/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18661 テレビ 淀川長治の映画専科 別れのクリスマス 268 1973/11/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18597 テレビ 淀川長治の映画専科 モン・パリ 269 1973/12/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18664 テレビ 淀川長治の映画専科 ウェスト・ワールド 270 1973/12/[8]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18663 テレビ 淀川長治の映画専科 燃えよドラゴン 271 1973/12/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18659 テレビ 淀川長治の映画専科 北国の帝王 272 1973/12/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18660 テレビ 淀川長治の映画専科 ダラスの熱い日 273 1973/12/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18598 テレビ 淀川長治の映画専科 ダーティハリー2 274 1974/1/5
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18734 テレビ 淀川長治の映画専科 叫びとささやき 275 1974/1/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18735 テレビ 淀川長治の映画専科 狼は天使の匂い 276 1974/1/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18736 テレビ 淀川長治の映画専科 黒い砂漠 277 1974/1/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18730 テレビ 淀川長治の映画専科 組織 278 1974/2/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18848 テレビ 淀川長治の映画専科 戒厳令 279 [1974]/2/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18731 テレビ 淀川長治の映画専科 ライム・ライト 280 1974/2/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18691 テレビ 淀川長治の映画専科 O・K牧場の決闘 281 1974/2/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18694 テレビ 淀川長治の映画専科 O・K牧場の決闘 281 1974/2/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18690 テレビ 淀川長治の映画専科 ペーパー・チェイス 282 1974/3/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18693 テレビ 淀川長治の映画専科 ペーパー・チェイス 282 1974/3/2
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18692 テレビ 淀川長治の映画専科 パピヨン 283 1974/3/9
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18733 テレビ 淀川長治の映画専科 ドーベルマン・ギャング 284 1974/3/16
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18732 テレビ 淀川長治の映画専科 夜をみつめて 285 1974/3/23
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18849 テレビ 淀川長治の映画専科 メイム 286 [1974]/3/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18850 テレビ 淀川長治の映画専科 メイム 286 [1974]/3/30
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18851 テレビ 淀川長治の映画専科 シンデレラ・リバティー 287 [1974]/4/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18852 テレビ 淀川長治の映画専科 シンデレラ・リバティー 287 [1974]/4/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18853 テレビ 淀川長治の映画専科 暗黒街のふたり 288 [1974]/4/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18854 テレビ 淀川長治の映画専科 三銃士 289 [1974]/4/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18907 テレビ 淀川長治の映画専科 ゴーザ・ノストラ 290 [1974]/4/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18906 テレビ 淀川長治の映画専科
アメリカの夜〔’74アカデミー最

優秀外国映画賞〕
291 [1974]/5/4

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18653 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな刑事 292 1974/5/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18855 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな刑事 292 [1974]/5/11
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18856 テレビ 淀川長治の映画専科 イルカの日 293 [1974]/5/18
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18654 テレビ 淀川長治の映画専科 ザ・セブン・アップス 295 1974/6/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18650 テレビ 淀川長治の映画専科 セルピコ 296 1974/6/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18655 テレビ 淀川長治の映画専科 スティング 297 1974/6/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18652 テレビ 淀川長治の映画専科 小さな恋のメロディ 298 1974/6/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18651 テレビ 淀川長治の映画専科 エクソシスト 299 1974/6/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18649 テレビ 淀川長治の映画専科
映画専科300回記念　チャップ

リンの黄金狂時代
300 1974/7/6

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18656 テレビ 淀川長治の映画専科 ジャックと豆の木 301 1974/7/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18604 テレビ 淀川長治の映画専科 華麗なるギャッビー 302 1974/7/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18605 テレビ 淀川長治の映画専科 未来惑星ザルドス 303 1974/7/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18658 テレビ 淀川長治の映画専科 ノストラダムスの大予言 304 1974/8/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18648 テレビ 淀川長治の映画専科 スリーパー 305 1974/8/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18606 テレビ 淀川長治の映画専科 愛しのクローディン 306 1974/8/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18890 テレビ 淀川長治の映画専科 悪魔のシスター 306 [1974]/8/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18891 テレビ 淀川長治の映画専科 ヘルハウス 307 [1974]/8/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18657 テレビ 淀川長治の映画専科 アラビアンナイト 309 1974/9/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18672 テレビ 淀川長治の映画専科 ひまわり 310 1974/9/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18673 テレビ 淀川長治の映画専科 デリンジャー 311 1974/9/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18935 テレビ 淀川長治の映画専科
ダーティ・メリー　クレイジー・ラ

リー
312 (?)/9/28

東京12チャ
ンネル

遠藤淳

N01-18671 テレビ 淀川長治の映画専科 愛の讃歌 313 1974/10/4
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18905 テレビ 淀川長治の映画専科 チャップリンの殺人狂時代 316 [1974]/10/25
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18892 テレビ 淀川長治の映画専科 マルセイユ特急 317 [1974]/11/1
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18893 テレビ 淀川長治の映画専科 個人生活 318 [1974]/11/8
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18688 テレビ 淀川長治の映画専科 エアポート75 319 1974/11/15
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18678 テレビ 淀川長治の映画専科 大地震 320 1974/11/22
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18679 テレビ 淀川長治の映画専科 シネ・ブラボー 321 1974/11/29
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18681 テレビ 淀川長治の映画専科 ザ・ヤクザ 322 1974/12/6
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18680 テレビ 淀川長治の映画専科 007　黄金銃を持つ男 323 1974/12/13
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18647 テレビ 淀川長治の映画専科 フリービーとビーン　大乱戦 324 1974/12/20
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18683 テレビ 淀川長治の映画専科 エスパイ 325 1974/12/27
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18669 テレビ 淀川長治の映画専科 ゴールド 326 1975/1/3
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18682 テレビ 淀川長治の映画専科 新・おしゃれ泥棒 327 1975/1/10
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18670 テレビ 淀川長治の映画専科 ボルサリーノ2 328 1975/1/17
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18371 テレビ 淀川長治の映画専科 離愁 332 (?)/[2/14]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18370 テレビ 淀川長治の映画専科 暗黒街の顔役 333 (?)/[2/21]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18936 テレビ 淀川長治の映画専科 ジャガーノート 334 (?)/2/28
東京12チャ

ンネル
遠藤淳

N01-18668 テレビ 淀川長治の映画専科 テーマチャップリンのキッド 335 (?)/3/7
東京12チャ

ンネル
遠藤淳

N01-18667 テレビ 淀川長治の映画専科 テーマザッツエンタテインメント 336 (?)
東京12チャ

ンネル
遠藤淳

N01-18937 テレビ 淀川長治の映画専科 コンラック先生 337 (?)/3/21
東京12チャ

ンネル
遠藤淳

N01-18375 テレビ 淀川長治の映画専科 薔薇のスタビスキー 338 (?)/[3/28]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18374 テレビ 淀川長治の映画専科 ルシアンの青春 339 (?)/[4/5]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18377 テレビ 淀川長治の映画専科 ヤコペッティの大残酷 340 (?)/[4/12]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18378 テレビ 淀川長治の映画専科 ゴッドファーザーPARTⅢ 341 (?)/[4/19]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18376 テレビ 淀川長治の映画専科 フロントページ 342 (?)/[4/26]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18686 テレビ 淀川長治の映画専科 卒業試験 346 1975/5/24
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18675 テレビ 淀川長治の映画専科 バニシングIN60” 348 1975/6/7
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18674 テレビ 淀川長治の映画専科 サーカス 349 1975/6/14
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18687 テレビ 淀川長治の映画専科 奇跡の詩 350 1975/6/21
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18685 テレビ 淀川長治の映画専科 潮騒 351 1975/6/28
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳
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N01-18684 テレビ 淀川長治の映画専科 星の王子さま 353 1975/7/12
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18677 テレビ 淀川長治の映画専科 ローラーボール 354 1975/7/19
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18676 テレビ 淀川長治の映画専科 夜の儀式 355 1975/7/26
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18384 テレビ 淀川長治の映画専科 フレンチコネクション2 357 (?)/[8/9]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤淳

N01-18367 テレビ 淀川長治の映画専科 夕なぎ/追想 380・381 (?)/[1/17、24]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18368 テレビ 淀川長治の映画専科
ニューヨークの王様/哀しみの

伯爵夫人
382・385 (?)/[1/31、2/21]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18369 テレビ 淀川長治の映画専科 軍用列車/マッシュ 383・384 (?)/[2/7、14]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18372 テレビ 淀川長治の映画専科
華麗なる飛行機野郎/狼たち

の午後
385・386 (?)/[2/21、28]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18373 テレビ 淀川長治の映画専科
ラッキーレディ/カッコーの巣の

上で
387・389 (?)/[3/6、20]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18562 テレビ 淀川長治の映画専科
アデルの恋の物語/花嫁の家

族、試験結婚
392・393 1976/4/10、17

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18380 テレビ 淀川長治の映画専科 危険なめぐり逢い/ハッスル 396・398 (?)/[5/8、22]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18381 テレビ 淀川長治の映画専科
グリニッチビレッジの青春/バ

リー・ロンドン
399・402 (?)/[5/29、6/19]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18382 テレビ 淀川長治の映画専科
そして誰もいなくなった/アウト

ロー
407・408 (?)/[7/24、31]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18383 テレビ 淀川長治の映画専科 大統領の陰謀 409 (?)/[8/7]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18385 テレビ 淀川長治の映画専科
ダイヤモンドの犬たち/海外特

派員
412・413 (?)/[8/28、9/4]

東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18386 テレビ 淀川長治の映画専科 うず潮 416 (?)/[9/25]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-18387 テレビ 淀川長治の映画専科 夕映え 417 (?)/[9/29]
東京12チャ
ンネル(テレ

ビ東京)
遠藤敦司

N01-08499 ラジオ 淀屋屏風　―ある郷愁― (?)/11/10 ABC 石浜恒夫

N01-19795 ラジオ 世は情け　シカゴ暗黒物語 (?)/10/25
ニッポン放

送
田村隆

デジタル
化（館
内）

N01-01145 ラジオ 与話情浮名横櫛　源氏店の場 1955/1/2
ニッポン放

送

N01-16989 ラジオ 夜更けの歌 16～18
[1967]/10/19～

21
文化放送 八木柊一郎

デジタル
化（館
内）

N01-16990 ラジオ 夜更けの歌 19～25
[1967]/10/23～

30
文化放送 八木柊一郎

N01-16991 ラジオ 夜更けの歌 26～31
1967/10/31～

11/6
文化放送 八木柊一郎

N01-16992 ラジオ 夜更けの歌 32～38 1967/11/7～15 文化放送 八木柊一郎

N01-16993 ラジオ 夜更けの歌 39～43
[1967]/11/15～

20
文化放送 八木柊一郎

N01-16994 ラジオ 夜更けの歌 44～48
[1967]/11/21～

25
文化放送 八木柊一郎

N01-16995 ラジオ 夜更けの歌 49～55
[1967]/11/27～

12/4
文化放送 八木柊一郎

N01-16996 ラジオ 夜更けの歌 70～72
[1967]/12/21～

23
文化放送 八木柊一郎

N01-16997 ラジオ 夜更けの歌 73～78
[1967]/12/25～

30
文化放送 八木柊一郎

N01-19852 テレビ よみがえるロマン　小畑実 1976/9/11 東海テレビ 保富康午

M026 N01-40620 テレビ 嫁 1958/11/14 NHK 植草圭之助
デジタル
化（館
内）

N01-51407 資料 嫁入り唄 (?)
椎名利夫、池田一郎、井手俊郎、楠

田芳子、水木洋子ほか。

N01-50858 資料 嫁のれん (?) フジテレビ 大野靖子

N01-08822 テレビ 嫁ゆかば 別れも愉し 決定稿 22 1969/6/24 日本テレビ 窪田篤人

N01-51428 ラジオ 夜が来る 放送台本 1962/7/23 NHK 横光晃

N01-03209 ラジオ 夜と昼の顔 151・152 1961/4/24、25 TBS 窪田篤人

N01-23912 テレビ 夜のグランドショー 12 [1972]/6/18 フジテレビ 塚田茂
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N01-20905 テレビ 夜のゴールデンショー 決定稿 (?)/11/25 フジテレビ 塚田茂、前川宏司、スタッフ東京

N01-20906 テレビ 夜のゴールデンショー (?)/2/3 フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-23650 テレビ 夜のゴールデンショー (?)/10/13 フジテレビ 塚田茂、前川宏司、スタッフ東京

N01-20926 テレビ
夜のゴールデンショー　ちびっこ紅白大合

戦
(?)/[12/2] フジテレビ 塚田茂、保富康午

N01-23304 テレビ 夜の指定席　民謡をあなたに 53年度、第8回 1978/9/9 NHK 杉紀彦

M040 N01-40908 ラジオ 夜の十字架 埋もれた青春の記号 6 1958/8/5
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M040 N01-40909 ラジオ 夜の十字架 埋もれた青春の記号 (?)
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

M040 N01-40910 ラジオ 夜の十字架 埋もれた青春の記号 (終) 1958/9/23
大阪中央放

送局
茂木草介

デジタル
化（館
内）

N01-24350 テレビ 夜の主役 罠 1 1968/7/16 日本テレビ 宮川一郎

N01-24351 テレビ 夜の主役 罠 1 1968/7/16 日本テレビ 宮川一郎

N01-24352 テレビ 夜の主役 罠 改訂稿 1 1968/7/16 日本テレビ 宮川一郎

N01-24353 テレビ 夜の主役 証言者 2 1968/7/23 日本テレビ 宮川一郎

N01-24354 テレビ 夜の主役 証言者 改訂稿 2 1968/7/23 日本テレビ 宮川一郎

N01-24355 テレビ 夜の主役 消えた三億六千万円 改訂稿 3 1968/7/30 日本テレビ 宮川一郎

N01-24356 テレビ 夜の主役 汚れた殺人者 4 1968/8/6 日本テレビ 宮川一郎

N01-09571 テレビ 夜の主役 春の落葉(仮題) 5 1968/8/27 日本テレビ 佐々木守

N01-09572 テレビ 夜の主役 少女たちの海(仮題) 6 1968/9/3 日本テレビ 佐々木守

N01-09573 テレビ 夜の主役 復讐の森(仮題) 7 1968/9/10 日本テレビ 佐々木守

N01-24357 テレビ 夜の主役 復讐の森 7 1968/9/10 日本テレビ 宮川一郎

N01-09574 テレビ 夜の主役 聖女狩り(仮題) 8 1968/9/17 日本テレビ 佐々木守

N01-09774 テレビ 夜の主役 死神の棲む街（仮題） 9 1968/9/24 日本テレビ 佐々木守

N01-09775 テレビ 夜の主役 にんげん市場（仮題） 11 1968/10/8 日本テレビ 佐々木守

N01-24358 テレビ 夜の主役 三人の侵入者 12 1968/10/8 日本テレビ 宮川一郎

N01-09776 テレビ 夜の主役 さらばクレメンタイン（仮題） 13 1968/10/22 日本テレビ 佐々木守

N01-09756 テレビ 夜の主役 美しき鬼（仮題） 14 1968/10/29 日本テレビ 佐々木守

N01-09757 テレビ 夜の主役 幻なりき（仮題） 15 1968/11/5 日本テレビ 佐々木守

N01-09758 テレビ 夜の主役 港のマリー（仮題） 18 1968/11/26 日本テレビ 佐々木守

N01-09759 テレビ 夜の主役 冬の慟哭（仮題） 19 1968/12/3 日本テレビ 佐々木守

N01-09761 テレビ 夜の主役 憎悪の構造（仮題） 20 1968/12/10 日本テレビ 佐々木守

N01-09762 テレビ 夜の主役 影の地帯（仮題） 21 1968/12/17 日本テレビ 佐々木守

N01-09763 テレビ 夜の主役 薔薇は血の色（仮題） 22 1968/12/24 日本テレビ 佐々木守

N01-09764 テレビ 夜の主役 戦いの今日 23 1968/12/31 日本テレビ 佐々木守

N01-09765 テレビ 夜の主役 牝犬のブルース 24 1969/1/7 日本テレビ 佐々木守

N01-09766 テレビ 夜の主役 花の虚像 25 1969/1/14 日本テレビ 佐々木守

N01-09767 テレビ 夜の主役 花の虚像 改訂稿 25 1969/1/14 日本テレビ 佐々木守

N01-09760 資料 夜の主役 21～26 (?) 日本テレビ

N01-09768 テレビ 夜の主役 真夜中のララバイ 26(終) 1969/1/21 日本テレビ 佐々木守
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M032 N01-40753 ラジオ 夜の真珠 3 1954/4/16 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-05538 ラジオ 夜のステレオ ボクの冒険旅行 (?) NHK 保富康午

N01-06208 ラジオ 夜のステレオ
合唱組曲〝眠れ、幼き魂(ここ

ろ)〟
1962/12/9 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06378 テレビ 夜のステレオ
くるみの割れなくなったくるみ

割り人形の話
1964/4/25 NHK 保富康午

N01-06383 ラジオ 夜のステレオ
旅にいこうぜ―鉄道記念日に

ちなんで―
1962/10/14 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06556 ラジオ 夜のステレオ 冬の音楽を集めて 1961/12/29 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06635 ラジオ 夜のステレオ ボクの冒険旅行 第一稿 1963/7/14 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-17636 ラジオ 夜のドラマハウス 1976/10～12/(?)
ニッポン放

送

滝沢ふじお、河村達樹、田中のぶ、
沢口義明、横光晃、杉江慧子、津川
泉、大倉徹也、石川一夫、花輪幸治

デジタル
化（館
内）

N01-12781 ラジオ
夜のドラマハウス 脚本募集入選作ベスト

10
1980/3/3～7、10

～14
ニッポン放

送

田中のぶ、津川泉、清水専吉、花輪
紅児、中ぞの蝶子、藤井青銅、清水
専吉、向井勉、飛野温美、笠原正弘

N01-15861 ラジオ 夜の鳥 1968/11/10 NHK 三浦哲郎

M011 N01-40272 ラジオ 夜の仲間 フランス・ラジオ・スクリプト 1956/12/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-14032 ラジオ 夜の日輪 1974/11/30 NHK 岸宏子

N01-21924 テレビ 夜のピット・イン・タイム（仮題） (?) フジテレビ 宮田達男

N01-23635 テレビ 夜のヒットスタジオ 決定稿 366 1975/11/10 フジテレビ 塚田茂

N01-02948 テレビ 夜のプリズム 猟人が帰って来る 1960/9/28 布勢博一

N01-02949 テレビ 夜のプリズム 作並 45 (?)/11/25 布勢博一

N01-03214 テレビ 夜のプリズム
四月馬鹿(エイプリルフール)の

悲劇
63 1960/3/30 日本テレビ 窪田篤人

N01-03219 テレビ 夜のプリズム ツウ・ダウンに賭けろ 1960/8/3 日本テレビ 窪田篤人

M013 N01-40321 テレビ 夜のミュージカル（梗概） 1 1956/12/7 日本テレビ
デジタル
化（館
内）

N01-00527 テレビ 夜の来訪者 前編 (?) 内村直也

N01-00528 テレビ 夜の来訪者 後編 (?) 内村直也

N01-08960 テレビ 夜の来訪者 第二稿 1975/(?)/(?) NHK 内村直也

N01-08961 テレビ 夜の来訪者 1975/(?)/(?) NHK 内村直也

N01-08962 テレビ 夜の来訪者 (?) NHK 内村直也

M041 N01-40929 ラジオ 夜のラヴレター (?) 遠藤淳

N01-21779 テレビ 夜をあなたに 決定稿 (?) NHK 塚田茂

M034 N01-40791 ラジオ 喜びも悲しみも幾歳月 1957/12/16 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-26518 ラジオ よろめき説法 1963/6/22 JOEX-TV 吉田みき
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M005 N01-40104 ラジオ 雷雨 1948/6/22 NHK 波島貞
デジタル
化（館
内）

M031 N01-40719 ラジオ 雷電爲右衛門 1955/1/14 NHK 宇野信夫
デジタル
化（館
内）

N01-12619 テレビ 落城 決定稿 1 [1965/8/27] [フジテレビ] 久板栄二郎

N01-12620 テレビ 落城 決定稿 2 [1965]/(?)/(?) [フジテレビ] 久板栄二郎

N01-12621 テレビ 落城 決定稿 3 [1965]/(?)/(?) [フジテレビ] 久板栄二郎

N01-12622 テレビ 落城 決定稿 4 [1965]/(?)/(?) [フジテレビ] 久板栄二郎

M036 N01-40822 テレビ 落城 1956/9/11 TBS 桂一郎
デジタル
化（館
内）

N01-45075 ラジオ 落葉 1948/3/10 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-12619 テレビ 落城 決定稿 1 [1965/8/27] [フジテレビ] 久板栄二郎

N01-12620 テレビ 落城 決定稿 2 [1965]/(?)/(?) [フジテレビ] 久板栄二郎

N01-12621 テレビ 落城 決定稿 3 [1965]/(?)/(?) [フジテレビ] 久板栄二郎

N01-12622 テレビ 落城 決定稿 4 [1965]/(?)/(?) [フジテレビ] 久板栄二郎

M036 N01-40822 テレビ 落城 1956/9/11 TBS 桂一郎

N01-02985 ラジオ 落葉樹 8週(43～48) (?) 矢代静一、西島大

N01-01023 ラジオ ラジオ・ミュージカル　松ぼっくりと蓮の花 1960/2/28 毎日放送 玉木徹

N01-02443 ラジオ ラジオ絵葉書 山道で 1953/11/4 NHK 岸宏子

N01-07534 テレビ ラジオ歌謡 1960/4/18
デジタル
化（館
内）

M029 N01-40673 ラジオ
ラジオ京都　第六回民放祭番組コンクール

参加作品番組解説書結婚の申込
1957/10/7 ラジオ京都 伊賀山昌二

M021 N01-40512 ラジオ ラジオ歳時記 1957/5/25 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

M054 N01-41200 ラジオ ラジオ詩集 第四集 1953/11/22 NHK
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40473 ラジオ ラジオ小説　幸福な家族 3 1954/1/24 NHK 石川年
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40474 ラジオ ラジオ小説　幸福な家族 4 1954/1/21 NHK 石川年
デジタル
化（館
内）

N01-23220 ラジオ ラジオ特集　月光仮面は誰でしょう
月光仮面のおじさんに捧げ

る。
(?) 文化放送 南川泰三

N01-22384 ラジオ
ラジオ特集　月光仮面は誰でしょう―月光

仮面のおじさんに捧げる。―
1971/5/23 文化放送 南川泰三

デジタル
化（館
内）

N01-22856 ラジオ
ラジオ特集・明治百年シリーズ第三集 ヴァ

ラエティうらがえ史ニッポン
ロイのタイム・マシーンとびあ

る記
[1967/4/21] 文化放送

相沢正夫、水原明人、かげしまより
こ、松本醇

デジタル
化（館
内）

N01-05768 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 1 1963/10/20 北海道放送 遠藤淳

N01-05773 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 1 1963/10/19 北海道放送 遠藤淳

N01-05770 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 2 1963/10/26 北海道放送 遠藤淳

N01-05769 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 3 1963/11/2 北海道放送 遠藤淳

N01-05766 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 4 1963/11/10 北海道放送 遠藤淳

N01-05772 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 4 1963/11/10 北海道放送 遠藤淳

N01-05762 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 5 1963/11/24 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05767 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 5 1963/11/17 北海道放送 遠藤淳

N01-05771 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 5 1963/11/17 北海道放送 遠藤淳

N01-05774 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 5 1963/11/17 北海道放送 遠藤淳

N01-05764 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 6 1963/12/1 北海道放送 遠藤淳

N01-05775 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 7 1963/12/8 北海道放送 遠藤淳
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N01-05763 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 8 1963/12/15 北海道放送 遠藤淳

N01-05761 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 9 1964/1/12 北海道放送 遠藤淳

N01-05760 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 10 1964/1/19 北海道放送 遠藤淳

N01-05758 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 11 1964/1/26 北海道放送 遠藤淳

N01-05759 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 12 1964/2/9 北海道放送 遠藤淳

N01-05765 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 13 1964/2/23 北海道放送 遠藤淳

N01-05757 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 14 1964/3/1 北海道放送 遠藤淳

N01-05755 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 15 1964/3/15 北海道放送 遠藤淳

N01-05756 ラジオ ラジオ特急　東京・北海道 17(終) 1964/3/29 北海道放送 遠藤淳

N01-19985 テレビ ラジオトピア21 決定稿 1978/12/23、24 ラジオ関東 保富康午、萩原津年武、テレピット

N01-26515 資料 ラジオドラマ　第一集

断線二十四時間/九助の人生
案内/嫁ぐ日ちかく/奇妙な縁
談/人さらい/鳶(とんび)/源助
狸追放事件/嫉妬について

(?)
菜川作太郎、高橋昇之助、森永武
治、原田重久、鯱城一郎、吉田み

き、木村学司、花島邦彦

N01-26516 資料 ラジオドラマ　第二集

喫茶店にて/蛇の出る山道/良
人の家計簿/狙われた彼女/

藤の花/サーカスの厄介者/待
合室

(?)
花島邦彦、菜川作太郎、木村学司、
吉田みき、森永武治、原田重久、高

橋昇之助

N01-26517 資料 ラジオドラマ　第三集

空、青く澄んで/迷惑な話/漫
才入門/かくて二人は/斧音/
峠の風/純情/蛙が鳴きやむ

時

(?)
森永武治、高橋昇之助、花島邦彦、
吉田みき、原田重久、木村学司、鯱

城一郎、菜川作太郎

N01-01027 ラジオ ラジオのための詩劇　左膳鴉 日本の動物志より (?)/2/27 北海道放送 岩間芳樹

N01-01028 資料 ラジオのための詩劇　左膳鴉 (?)/2/27 北海道放送 岩間芳樹

N01-01011 ラジオ ラジオのための詩劇　独裁 (?)/8/9 RKB毎日 水尾比呂志

N01-51159 資料 ラジオ番組コンクール審査員採点用紙等 (?)

N01-05776 ラジオ ラジオ風土記
犬吠崎/恐山まいり/天城/函
館/上高地/城ヶ島/琵琶湖の

ほとり

1961/7/20～22、
24～26、31

TBS
高橋亜夫、箕作秋一、黒川敏郎、遠

藤淳、結城のぶ

N01-05777 ラジオ ラジオ風土記
海のなかのものがたり/回想
の十和田湖/雑司ヶ谷鬼子母

神/英彦山

1961/8/12、17～
19

TBS 箕作秋一、結城のぶ、多々良肇

N01-05778 ラジオ ラジオ風土記
月寒羊ケイ場/都内旧軍隊遺

跡めぐり/大文字の夜
1961/8/15 TBS 遠藤淳、結城のぶ、高橋亜夫

N01-05779 ラジオ ラジオ風土記
榛名湖/おけさの島佐渡/志麻
/皇太子御結婚記念大噴水宮

城前広場

1961/7/27、28、
8/2、3

TBS
遠藤淳、水町信彦、吉岡治、結城の

ぶ

N01-05780 ラジオ ラジオ風土記 札幌 1961/8/14 TBS 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-05781 ラジオ ラジオ風土記 青ガ島 1961/8/2 TBS 黒川敏郎

N01-05782 ラジオ ラジオ風土記 比叡山 1961/(?)/(?) TBS 高橋亜夫

N01-05783 ラジオ ラジオ風土記

千曲川のほとり/秋芳洞/箱根
/小豆島/多々良ヶ浜/草津白
根/鎌倉/お台場/青の洞門/

軽井沢

1961/8/22、24、
29～9/1、4～6、

9
TBS

黒川敏郎、箕作秋一、大南勝彦、吉
岡治、多々良肇、加藤一郎、結城の

ぶ、松沢良雄

N01-05784 ラジオ ラジオ風土記
九十九島/種子ヶ島―鉄砲伝
来の島―/柳河/釧路/登別温

泉

1961/8/21、23、
25、26、31

TBS 福田清人、弘瀬裕、吉岡治、遠藤淳

N01-05785 ラジオ ラジオ風土記
磨周湖/黒部/尾瀬その一/尾
瀬その二/水の都広島/大雪

山/八丈島/桜島

1961/7/10～14、
18～[20]

TBS
遠藤淳、西丸震哉、羽柴秀彦、吉岡

治、遠藤啄郎、弘瀬裕

N01-00448 ラジオ ラジオプレイ　この笛の音の古く新しく 1963/8/6 NHK 内村直也

N01-00404 ラジオ ラジオプレイ　鷺坂伴内 1963/4/5 NHK 内村直也

N01-02526 ラジオ ラジオママさん 空に泳ぐよ鯉のぼりの巻 34 1960/5/2 NHK 岸宏子

N01-02529 ラジオ ラジオママさん 赤いカーネーションの巻 35 1960/5/9 NHK 岸宏子

N01-02530 ラジオ ラジオママさん ベビーギャングの巻 36 1960/5/16 NHK 岸宏子

N01-02531 ラジオ ラジオママさん 電話のベルはいつ鳴るか 1960/5/23 NHK 岸宏子

M054 N01-41199 ラジオ ラジオロータリー 二の酉 1953/11/21 NHK 淀橋太郎
デジタル
化（館
内）

N01-12316 テレビ らっこの金さん 1972/10/7 NHK 水木洋子

N01-50166 テレビ らっこの金さん 1972/8/19 NHK 水木洋子

N01-24573 テレビ ラニング・オン 準備稿 (?) テレビ朝日 重森孝子
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N01-22891 ラジオ ラブ・ソング・フォリオ オーディション用 (?) 文化放送 水原明人

N01-09707 テレビ ラブラブライバル 9 1973/11/27 TBS 佐々木守

N01-09706 テレビ ラブラブライバル 11 1973/12/11 TBS 佐々木守

N01-09705 テレビ ラブラブライバル 19 1974/2/5 TBS 佐々木守

N01-04545 テレビ 乱菊物語 五幕
中継スタッフコ

ンテ
(?)/4/27 TBS 武智鉄二

N01-04546 テレビ 乱菊物語 五幕
中継スタッフコ

ンテ
(?)/4/27 TBS 武智鉄二

N01-09215 テレビ 乱塾時代　子育て合戦 殴れ！ 決定稿 1 1977/4/6 TBS 佐々木守

N01-09216 テレビ 乱塾時代　子育て合戦 学校へ行くな！ 決定稿 2 1977/4/13 TBS 佐々木守

N01-09217 テレビ 乱塾時代　子育て合戦 教師になるな！ 決定稿 3 1977/4/20 TBS 佐々木守

N01-09218 テレビ 乱塾時代　子育て合戦 母親は文句をいうな！ 4 1977/4/27 TBS 佐々木守

N01-09219 テレビ 乱塾時代　子育て合戦 ＰＴＡは解散しろ 5 1977/5/4 TBS 佐々木守

N01-09220 テレビ 乱塾時代　子育て合戦 先生はびくびくするな 6 1977/5/11 TBS 佐々木守

N01-13395 テレビ 乱世 8 1966/11/20
NET(テレビ

朝日)
山崎正和
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M032 N01-40756 テレビ リヴィングストン 2 1954/7/30 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-01157 テレビ 梨園噺色廓醉醒 決定稿 (?) テレビ朝日 有崎勉

N01-22819 テレビ 理科教室　高等学校 日本列島の地史　地学 1968/2/19 NHK 川副富男

N01-22814 テレビ 理科教室　中学校1年生 風化作用 1967/11/21 NHK 小川乃倫子

N01-22815 テレビ 理科教室　中学校1年生 川 決定稿 1967/12/5 NHK 小川乃倫子

N01-22816 テレビ 理科教室　中学校1年生 海 1967/12/19 NHK 小川乃倫子

N01-22817 テレビ 理科教室　中学校1年生 地震 1968/1/23 NHK 小川乃倫子

N01-22818 テレビ 理科教室　中学校1年生 しゅう曲と断層 決定稿 1968/2/6 NHK 小川乃倫子

N01-22820 テレビ 理科教室　中学校1年生 造山運動 決定稿 1968/2/20 NHK 小川乃倫子

N01-22821 テレビ 理科教室　中学校1年生 岩石の利用 1968/3/19 NHK 小川乃倫子

N01-24570 テレビ 離婚学入門 (?) フジテレビ 藤田傳
デジタル
化（館
内）

M036 N01-40812 ラジオ 離婚結婚 6 (?) ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

N01-24952 テレビ 離婚ともだち 1～4 (?)

N01-24953 テレビ 離婚ともだち 5～8 (?)

N01-24954 テレビ 離婚ともだち 9～13 (?)

N01-20682 テレビ リサイタル合戦 準備稿 (?) TBS 保富康午

N01-20714 テレビ リサイタル合戦　小柳ルミ子リサイタル (?) TBS

N01-00111 ラジオ 李承晩ライン 1959/7/29 NHK 内村直也

N01-00112 ラジオ 李承晩ライン 1959/7/29 NHK 内村直也

N01-00329 ラジオ 李承晩ライン 1959/7/29 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-06226 テレビ リズムで行こう！ のり平のテレビ・ジョッキー 1962/10/29 フジテレビ 保富康午

N01-06778 テレビ リズムとメロディ 1962/1/16 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-06559 ラジオ リズムとメロディ　デキシーランドジャズ 4 1961/4/25 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06922 テレビ リズムは踊る　② 2 (?)/4/10 NHK 大倉徹也

N01-21781 テレビ
立春　なつメロ大会ー喜怒哀楽でつづる日

本歌謡史ー
決定稿 1970/2/5 フジテレビ 保富康午

N01-06767 ラジオ 立体音楽堂・別稿① 都会の乗物 第一稿 (?) NHK

N01-05034 ラジオ 立体音楽堂 α星雲から来た男 1958/3/23 NHK 保富康午
デジタル
化（館
内）

N01-05961 ラジオ 立体音楽堂
立体ジャズ史 その1 墓の無い

男
1959/6/28 NHK 保富康午

N01-05973 ラジオ 立体音楽堂
立体ジャズ史 その1 墓の無い

男
1959/6/28 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-05960 ラジオ 立体音楽堂
立体ジャズ史 そのⅡ 機関銃

売ります
1959/7/26 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06630 ラジオ 立体音楽堂
立体ジャズ史 そのⅡ 機関銃

売ります
1959/7/26 NHK 保富康午

N01-05980 ラジオ 立体音楽堂
立体ジャズ史 そのⅢ ハーレ

ムの紳士たち
1959/8/30 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-05539 ラジオ 立体音楽堂
ジャズの歴史そのⅣ　ミントン

ハウスの夜は更けて
1959/9/27 NHK 保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-05541 ラジオ 立体音楽堂
ジャズの歴史そのⅣ　ミントン

ハウスの夜は更けて
1959/9/27 NHK 保富康午

N01-06757 ラジオ 立体音楽堂 ステレオ世界一周 1 1960/1/31 NHK 保富康午

N01-06758 ラジオ 立体音楽堂 ステレオ世界一周 2 1960/2/28 NHK 保富康午

N01-06627 ラジオ 立体音楽堂
この音をステレオで～夢のス

テレオ特急～
第一稿 1960/3/20 NHK



「り」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-06629 ラジオ 立体音楽堂・別稿Ⅱ 春のおとずれ 第一稿 1960/3/20 NHK

N01-05977 ラジオ 立体音楽堂・別稿Ⅳ OK牧場の決闘 1960/3/20 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-06634 ラジオ 立体音楽堂・別稿Ⅴ チュウチュウミステリー 第二稿 1960/3/20 NHK

N01-00637 ラジオ 立体音楽堂・別稿Ⅴ チュウチュウミステリー 1960/3/20 NHK

N01-06399 ラジオ 立体音楽堂・別稿Ⅴ チュウチュウミステリー 第二稿 1960/3/20 NHK

N01-06617 ラジオ 立体音楽堂 ステレオ世界一周～そのⅢ～ 3 1960/3/27 NHK 保富康午

N01-06547 ラジオ 立体音楽堂 イタリヤの幻想 決定稿 1961/4/30 NHK 保富康午

N01-06561 ラジオ 立体音楽堂 イタリーの幻想 第一稿 1961/4/30 NHK 保富康午

N01-06545 ラジオ 立体音楽堂 カラミティー・ジェーン一代記 1961/9/10 NHK 永六輔

N01-20656 ラジオ 立体音楽堂 リチャードロジャースとともに 1965/3/14 NHK 保富康午

N01-23322 テレビ リビング11 パンダは今どうしている?! (?)/9/20 フジテレビ 高田文夫

N01-19721 テレビ リブ・ヤング！ 53 1973/5/6 フジテレビ 奥山侊伸

N01-03069 テレビ リモコンスタジオの演出技法　基礎篇 (?) 横田弘行

N01-04314 ラジオ 竜虎八天狗 5 1954/9/(?) 新日本放送 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-08873 テレビ 流砂の列島 1970/10/24 NHK 佐々木守

N01-09858 テレビ 流砂の列島 1970/10/24 NHK 佐々木守

N01-51231 テレビ 流星人間ゾーン 恐怖の襲撃！ガロガ・ロボット 決定稿 (?) [日本テレビ] 竹内進

N01-15799 ラジオ 龍舌蘭の咲く時 1966/8/14 NHK 三浦哲郎 BC複写

N01-04146 テレビ 龍と珊瑚 1953/11/2 日本テレビ 滝沢てるを

N01-24619 テレビ 龍のいる海 決定稿 1978/4/30 テレ東 岩本隼

N01-10725 テレビ 良縁奇縁 豆菊さんの恋 1 (?) 茂木草介

N01-12135 テレビ 竜馬がゆく 2 1968/1/14 NHK 水木洋子
デジタル
化（館
内）

N01-12136 テレビ 竜馬がゆく 8 1968/2/25 NHK 水木洋子

N01-13193 テレビ 竜馬がゆく 12 1968/3/24 NHK 水木洋子

N01-12137 テレビ 竜馬がゆく 34 1968/8/25 NHK 水木洋子

N01-11920 テレビ 旅情 ロケ用 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-13829 テレビ 旅情 改訂稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-13830 テレビ 旅情 決定稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-13864 テレビ 旅情 決定稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-16041 テレビ 旅情 スタッフ稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-16044 テレビ 旅情 スタッフ稿 1177 1979/7/1 TBS 田井洋子

N01-19829 テレビ 履歴書持って来い 決定稿 15 (?)/9/20
日本教育テ

レビ
冗談工房

N01-05684 ラジオ リンゴバラエティー
リンゴはなんにも言わないけ

れど/リンゴの四季
1963/6/28、7/5 青森放送 遠藤淳、さわやま礼

N01-05685 ラジオ リンゴバラエティー
リンゴはなんにも言わないけ

れど/リンゴの四季
1963/6/28、7/5 青森放送 遠藤淳、さわやま礼

N01-05686 ラジオ リンゴバラエティー
リンゴはなんにも言わないけ

れど/リンゴの四季
1963/6/28、7/5 青森放送 遠藤淳、さわやま礼

N01-07773 ラジオ リンゴバラエティー
リンゴはなんにも言わないけ

れど/リンゴの四季
1963/6/28、7/5 青森放送 遠藤淳、さわやま礼

N01-18822 ラジオ リンゴバラエティー
リンゴはなんにも言わないけ

れど/リンゴの四季
1963/6/28、7/5 青森放送 遠藤淳、さわやま礼



「り」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-24655 テレビ 隣人戦争 第一稿 11～15
[1979/7/9～

8/31]
フジテレビ 横光晃

N01-12341 テレビ りんりんと 1974/11/2 TBS 倉本聰
デジタル
化（館
内）



「る」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04835 テレビ 流転 初奉公 1 [1959/10/5] 朝日放送 石浜恒夫

N01-04836 テレビ 流転 他人のめし 2 [1959]/10/5 朝日放送 石浜恒夫

N01-04837 テレビ 流転 他人のめし 2 [1959]/10/12 朝日放送 石浜恒夫

N01-04838 テレビ 流転 浮雲 3 [1959]/10/19 朝日放送 石浜恒夫

N01-04839 テレビ 流転 どこの軒端 4 [1959]/10/26 朝日放送 石浜恒夫

N01-04840 テレビ 流転 望郷 5 [1959]/11/2 朝日放送 石浜恒夫

N01-04841 テレビ 流転 いとはん 6 [1959]/11/9 朝日放送 石浜恒夫

N01-04842 テレビ 流転 お家はん 7 [1959]/11/16 朝日放送 石浜恒夫

N01-04843 テレビ 流転 花いばら 8 [1959]/11/23 朝日放送 石浜恒夫

N01-04844 テレビ 流転 花いばら 8 [1959]/11/23 朝日放送 石浜恒夫

N01-04845 テレビ 流転 くりからもんもん 9 [1959]/11/30 朝日放送 石浜恒夫

N01-04846 テレビ 流転 どこんじょう 10 [1959]/12/7 朝日放送 石浜恒夫

N01-04847 テレビ 流転 茶屋酒 11 [1959]/12/14 朝日放送 石浜恒夫

N01-04848 テレビ 流転 詐欺師 12 [1959]/12/21 朝日放送 石浜恒夫

N01-04849 テレビ 流転 詐欺師 12 [1959]/12/21 朝日放送 石浜恒夫

N01-04850 テレビ 流転 毒むし 13 [1959]/12/28 朝日放送 石浜恒夫

N01-04851 テレビ 流転 あかんたれ 14 [1960]/1/4 朝日放送 石浜恒夫

N01-04852 テレビ 流転 お雪さん 15 [1960]/1/11 朝日放送 石浜恒夫

N01-04853 テレビ 流転 浮草 16 [1960]/1/18 朝日放送 石浜恒夫

N01-04854 テレビ 流転 浮草 16 [1960]/1/18 朝日放送 石浜恒夫

N01-04855 テレビ 流転 異郷の夕日 17 [1960]/1/25 朝日放送 石浜恒夫

N01-04856 テレビ 流転 捨小舟 18 [1960]/2/1 朝日放送 石浜恒夫

N01-04857 テレビ 流転 吹雪鳥 19 [1960]/2/8 朝日放送 石浜恒夫

N01-04858 テレビ 流転 吹雪鳥 19 [1960]/2/8 朝日放送 石浜恒夫

N01-04859 テレビ 流転 満州太郎 20 [1960]/2/15 朝日放送 石浜恒夫

N01-04860 テレビ 流転 満州太郎 20 [1960]/2/15 朝日放送 石浜恒夫

N01-04861 テレビ 流転 香港の宿 21 [1960]/2/22 朝日放送 石浜恒夫

N01-04862 テレビ 流転 香港の宿 21 [1960]/2/22 朝日放送 石浜恒夫

N01-04863 テレビ 流転 野良犬 22 [1960]/2/29 朝日放送 石浜恒夫

N01-04864 テレビ 流転 野良犬 22 [1960]/2/29 朝日放送 石浜恒夫

N01-04865 テレビ 流転 春泥の道 23 [1960]/3/7 朝日放送 石浜恒夫

N01-04866 テレビ 流転 めぐり逢い 24 [1960]/3/14 朝日放送 石浜恒夫

N01-04867 テレビ 流転 道遠く 25 [1960]/3/21 朝日放送 石浜恒夫

N01-04868 テレビ 流転 ゆききの雲 27 [1960]/4/4 朝日放送 石浜恒夫

N01-04869 テレビ 流転 いく山河 最終回 [1960]/4/11 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-15805 ラジオ 流人島にて 1968/12/8 NHK 武田泰淳

N01-17158 ラジオ 流人島にて 1968/12/8
NHKラジオ

第一
須藤出穂



「れ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05401 テレビ 禮服 1962/(?)/(?) NHK 秋元松代
デジタル
化（館
内）

N01-16707 テレビ レインボーマン 電流人間をやっつけろ!! 決定稿 21 1973/2/23
NET(テレビ

朝日)
伊東恒久

N01-09643 テレビ レーサー 5～9 (?) 日本テレビ 倉本聰

N01-09642 テレビ レーサー
アスファルトの女　愛の賭け

（仮題）　当たり屋おやじ
10～12 (?) 日本テレビ 佐々木守(10、11)、倉本聰(12)

N01-09639 テレビ レーサー おれの車だ！ 13 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09640 テレビ レーサー 実力と民主主義 14 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09638 テレビ レーサー 愛の賭け(仮題) (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-09641 テレビ レーサー アスファルトの女 (?) 日本テレビ 佐々木守

N01-21805 資料 レオーネ世界を行く (?) 保富康午

N01-22765 テレビ 歴史のふるさと 甲斐 1965/4/1 NHK 小川乃倫子

N01-22798 テレビ 歴史のふるさと 甲斐 1965/4/1 NHK 小川乃倫子、伊原てる子

平030 N01-45217 テレビ 歴史はここに始まる 乃木夫妻の殉死 13 (?) 岩間芳樹
デジタル
化（館
内）

N01-15242 テレビ 歴史を紀行する 竜馬と酒と黒潮と(高知) 構成台本 (?) 津田幸夫

N01-21153 テレビ レコード大賞17年の泣き笑い
「黒い花びら」から「襟裳岬」ま

で
[1975]/12/21 TBS 河村シゲル

N01-21931 テレビ
レコード大賞入賞おめでとう！―緊張と感

激の涙！受賞の楽屋裏全公開！―
スタッフ稿 1978/11/23 TBS 保富康午、太田イサム、村木益雄

N01-19861 テレビ
レコード大賞入賞おめでとう！～緊張と感

激の涙！受賞の楽屋裏全公開！～
日本レコード大賞20周年記念 準備稿 [1978]/11/23 TBS

N01-22068 テレビ レコード大賞㊙名勝負物語 スタッフ稿 [1977]/1/22 TBS 保富康午

N01-22083 テレビ レコード大賞㊙名勝負物語 [1977]/1/22 TBS 保富康午

N01-22090 テレビ レコード大賞㊙名勝負物語 スタッフ稿 [1977]/1/22 TBS 保富康午

N01-06283 テレビ レッツ・ゴー三人娘 暑さに弱い人々 改訂稿 (?)/7/23 フジテレビ 城悠輔

N01-06886 テレビ レッツ・ゴー三人娘 犬も喰はない話 第二稿 5 (?)/8/6 フジテレビ 青島幸男

N01-06885 テレビ レッツ・ゴー三人娘 スパイあらわる!? 第一稿 (?)/8/13 フジテレビ 保富康午

N01-06883 テレビ レッツ・ゴー三人娘 祭りの夜は 決定稿 8 (?)/8/27 フジテレビ 牛島孝之

N01-06884 テレビ レッツ・ゴー三人娘 ガメツクためよう 決定稿 9 (?)/9/3 フジテレビ 青島幸男

N01-06379 テレビ レッツ・ゴー三人娘 飛び込んだ招待状 第一稿 10 (?)/9/10 フジテレビ 小沢洋

N01-06887 テレビ レッツ・ゴー三人娘 決定稿 11 (?)/9/17 フジテレビ 城悠輔

N01-06285 テレビ レッツ・ゴー三人娘 12 (?)/9/24 フジテレビ 保富康午

N01-06284 テレビ レッツ・ゴー三人娘 町に花火のあがるとき 決定稿 (?) フジテレビ 牛島孝之

N01-09787 テレビ レモンのような女 夏の香り 決定稿 5 1967/6/7 TBS 佐々木守

N01-09786 テレビ レモンのような女 そばとオハジキ 6 1967/6/14 TBS 吉田美弥子

N01-00076 テレビ 恋愛作法 誘惑 改訂稿 1959/9/5 日本テレビ 樫村三平

N01-02201 テレビ 恋愛作法 告白 1 1959/7/4 NET 椎名利夫

N01-02202 テレビ 恋愛作法 告白 1 1959/7/4 NET 椎名利夫
デジタル
化（館
内）

N01-02203 テレビ 恋愛作法 舞台装置 2 1959/7/10 NET 三木鮎郎

N01-02204 テレビ 恋愛作法 舞台装置 2 1959/7/10 NET 三木鮎郎

N01-02205 テレビ 恋愛作法 陶酔 3 1959/7/18 NET 舟橋和郎

N01-02206 テレビ 恋愛作法 あいびき 第一稿 4 1959/7/25 NET 須崎勝彌



「れ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-02207 テレビ 恋愛作法 初恋 決定稿 5 1959/8/1 NET 大和久守正

N01-02215 テレビ 恋愛作法 初恋 第一稿 (?) NET 大和久守正

N01-02208 テレビ 恋愛作法 恋文 6 1959/8/8 NET 椎名利夫

N01-02209 テレビ 恋愛作法 結婚への階段 7 1959/8/15 NET 八木柊一郎

N01-02210 テレビ 恋愛作法 恋の技巧 8 1959/8/22 NET 京中太郎

N01-02211 テレビ 恋愛作法 贈物 第一稿 9 1959/8/29 NET 舟橋和郎

N01-02212 テレビ 恋愛作法 誘惑 準備稿 10 (?) NET 樫村三平

N01-02213 テレビ 恋愛作法 失恋 12 1959/9/19 NET 池田一朗

N01-02214 テレビ 恋愛作法 恋の正体 13 (?) NET 京中太郎

N01-02216 テレビ 恋愛作法 恋のテクニック (?) NET 井上梅次

N01-02217 テレビ 恋愛作法 恋のテクニック (?) NET 井上梅次

N01-02218 テレビ 恋愛作法 恋のテクニック (?) NET 井上梅次

N01-12805 テレビ 恋愛術入門 手も足も出ない恋 [1970/10/18] 東京放送 布勢博一

N01-15307 テレビ 恋愛術入門 ペンフレンド
1970～

1971/(?)/(?)
TBS 津田幸夫

N01-08097 テレビ 煉獄 [1960]/10/20 フジテレビ 安部公房
デジタル
化（館
内）

M030 N01-40696 ラジオ 連続物語　パリーひとりある記 1 (?) 高峰秀子



「ろ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M063 N01-41351-01 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M063 N01-41351-02 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M063 N01-41351-03 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M063 N01-41351-04 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M063 N01-41351-05 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M064 N01-41351-06 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M064 N01-41351-07 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M064 N01-41351-08 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M064 N01-41351-09 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M064 N01-41351-10 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M065 N01-41351-11 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M065 N01-41351-12 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M065 N01-41351-13 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M065 N01-41351-14 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M065 N01-41351-15 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M066 N01-41351-16 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M066 N01-41351-17 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M066 N01-41351-18 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M066 N01-41351-19 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M066 N01-41351-20 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M067 N01-41351-21 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M067 N01-41351-22 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M067 N01-41351-23 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M067 N01-41351-24 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M067 N01-41351-25 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M068 N01-41351-26 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M068 N01-41351-27 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M068 N01-41351-28 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M068 N01-41351-29 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M068 N01-41351-30 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M069 N01-41351-31 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M069 N01-41351-32 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M069 N01-41351-33 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M069 N01-41351-34 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M069 N01-41351-35 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M070 N01-41351-36 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M070 N01-41351-37 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS



「ろ」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

M070 N01-41351-38 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M070 N01-41351-39 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M070 N01-41351-40 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M071 N01-41351-41 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M071 N01-41351-42 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M071 N01-41351-43 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M071 N01-41351-44 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M071 N01-41351-45 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M072 N01-41351-46 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M072 N01-41351-47 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M072 N01-41351-48 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M072 N01-41351-49 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M072 N01-41351-50 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M073 N01-41351-51 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M073 N01-41351-52 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M073 N01-41351-53 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M073 N01-41351-54 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M073 N01-41351-55 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M074 N01-41351-56 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M074 N01-41351-57 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M074 N01-41351-58 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M074 N01-41351-59 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M074 N01-41351-60 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M075 N01-41351-61 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M075 N01-41351-62 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M075 N01-41351-63 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M075 N01-41351-64 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M075 N01-41351-65 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M076 N01-41351-66 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

M076 N01-41351-67 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Qシート） (?) TBS

平032 N01-45229 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Ｑシート） (?) TBS 水原明人

平033 N01-45230 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Ｑシート） (?) TBS 水原明人

平033 N01-45231 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Ｑシート） 決定稿 (?) TBS 水原明人

平033 N01-45232 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Ｑシート） 決定稿 (?) TBS 水原明人

平033 N01-45233 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（Ｑシート） 決定稿 (?) TBS 水原明人

平032 N01-45227 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（手書きコピー） (?) TBS 水原明人

平032 N01-45228 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（手書きコピー） (?) TBS 水原明人



「ろ」
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平034 N01-45234 ラジオ ロイ・ジェームス・ショウ（手書きコピー） (?) TBS 水原明人

N01-23046 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?)/10/5 TBS 水原明人、蔭島よりひこ

N01-23047 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー（コント集） (?) TBS 水原明人、蔭島よりひこ

N01-23048 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー（コント集） (?) TBS 水原明人、蔭島よりひこ

N01-23050 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?)/10/4 TBS 水原明人、蔭島よりひこ

N01-23052 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?)/10/3 TBS 水原明人、蔭島よりひこ

平034 N01-45235 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45236 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45237 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45238 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45239 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45240 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45241 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45242 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45243 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45244 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

平034 N01-45245 ラジオ ロイ・ジェームス・ショー (?) TBS

N01-22974 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

女房の関心/リフォーム万才/
男は早死/体力づくり/安全な
暮し/縁起かつぎ/日本の味

よ、どこへ行く/パパと女房/御
飯について/どっちかを取れ/
明日の命はないものと……

(?)/10/16～18、
21～25、28～30

ニッポン放
送

かげしまよりひこ、あけど陽子、水
原明人

N01-22975 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

家なき男/お見合いのきめ手/
日本政府は道徳のカガミ/タク
シーについて/子の悩みは深

し/　/経済オンチ

(?)/11/11、22、
25～29

ニッポン放
送

かげしまよりひこ、いとうひろみつ、
水原明人、あけど陽子

N01-22976 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

一人でメシ食う女/全員一緒/
父子家庭/まっすぐ歩け/カ

ギッコと教育ママ/虚礼廃止、
大反対！/女のハンドバック/
温泉閑古節/白衣の天使は返
上せよ/週休二日制対策/現

代の父親像/居眠り電車/都会
人のつきあい/素人と玄人

(?)/12/2～6、9
～13、16～19

ニッポン放
送

いとうひろみつ、水原明人、かげし
まよりひこ、あけど陽子

N01-22977 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

クリスマス/タタミと女房/成人
の日/ふるさとはどこに？/　/
三無主義/口説くなら美人を狙
え/鈍感/先生/女の流行/戦

争を知らない子供たち/お互い
不幸です/譲るが勝ち/がんば

れ劣等生

1974/12/25、
1975/1/14～17、
20～24、27～30

ニッポン放
送

かげしまよりひこ、水原明人、あけ
ど陽子、いとうひろみつ

N01-22978 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

有意義な休日プラン/自動販
売機にもの申す/どうすりゃい
いの新幹線/の文句は気にし
ない/小器早成/それでも日本
は進め進め/敬老の日がすぎ
てみれば…/ねぇセンパイ！/
ミニよ、さようなら/住宅難はあ
の世まで/若者よ、歩け/ドアぐ
らいしめろ！/ふえろ自動販売

機/ひとり旅

(?)/9/10～13、
16～20、23～27

ニッポン放
送

いとうひろみつ、水原明人、かげし
まよりひこ、あけど陽子

N01-22979 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

お宅のおとなり大丈夫？/大
臣!! お前の環境を直せ!!/いい
気になるな内ゲバ学生/やら
ねばならないこと……を夢中
でやる……そんな奴……出て
こい!!/中味だけほしい/明日デ
モ遅すぎるのに……明後日に
もやらない政治ぶり/お節介は

やめとくれ

1975/7/7～11、
14、15

ニッポン放
送

水原明人、丸目狂之介
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N01-22980 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

危険がいっぱい/家庭の味/新
聞にもの申す/老人に席を/今
の子供は物持ちだ/ナイショ
ナイショ/あわれな男達/こん
な女と結婚すべからず/別れ
たいのはどっち/読書の秋/近
頃の感覚/パーティの食べ残し

(?)/9/30～
10/4、7、11、14、

15

ニッポン放
送

いとうひろみつ、水原明人、かげし
まよりひこ、あけど陽子

N01-22981 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー

危険がいっぱい/家庭の味/新
聞にもの申す/老人に席を/今
の子供は物持ちだ/ナイショ
ナイショ/あわれな男達/こん
な女と結婚すべからず/別れ
たいのはどっち/読書の秋/近
頃の感覚/パーティの食べ残し

(?)/9/30～
10/4、7、11、14、

15

ニッポン放
送

いとうひろみつ、水原明人、かげし
まよりひこ、あけど陽子

N01-23296 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー
1977/12/30、
1978/1/13

ニッポン放
送

いじわるグループ（水原明人、蔭島
憑彦、あけど陽子、大泉壮介）

N01-23297 ラジオ ロイ・ジェームスのいじわるジョッキー 1978/1/16、19
ニッポン放

送
いじわるグループ（大泉壮介、あけ

ど陽子、末谷真澄）

N01-22852 ラジオ ロイのナムバー・ワンジョッキー (?)/7/20～25
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-22853 ラジオ ロイのナムバー・ワンジョッキー (?)/9/7～12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-12779 ラジオ ろう紙色のむこう (?) NHK 津川泉

N01-08351 テレビ 老教師 人生の四季 決定稿 58 1962/7/14 日本テレビ 浜ひろし

N01-10361 テレビ 浪曲・その節と三味線 1974/3/3 NHK 大西信行

N01-10723 ラジオ 浪曲旅芸人―梅中軒鶯童伝― 1977/12/16 茂木草介

N01-00020 ラジオ 朗読　京洛春秋 (?)/11/30 萩原井泉水

M030 N01-40698 ラジオ 駱駝祥子 駱駝といわれた男 11 1954/6/20 ラジオ東京 穂積純太郎

N01-17176 ラジオ 浪人街 1977/11/4
NHKラジオ

第一
須藤出穂

デジタル
化（館
内）

N01-00294 ラジオ ローマ・一五〇〇メートル [1960]/9/10 文化放送 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-02840 ラジオ 録音構成　神と子供たちの構図 (?)/6/12 文化放送 江頭正巳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40927 ラジオ 録音風物誌 春の駒音 1957/4/13 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40931 ラジオ 録音風物誌 風薫る札幌 1956/5/26 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40933 ラジオ 録音風物誌 ニシン待つ浜 1957/3/23 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40937 ラジオ 録音風物誌 秋の原野に猟を求めて 1956/11/9 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

M041 N01-40939 ラジオ 録音風物誌 海馬の鳴く村 1957/1/19 北海道放送 遠藤淳
デジタル
化（館
内）

N01-21922 テレビ 六月歌のパレード 5 (?)/6/30 フジテレビ 保富康午

N01-13815 テレビ 六月の花嫁　24才シリーズ 決定稿 705 1970/6/14 TBS 稲葉明子

N01-13878 テレビ 六月の花嫁　24才シリーズ スタッフ決定稿 705 1970/6/14 TBS 稲葉明子

N01-05186 テレビ 六年生の社会 検地と刀狩り 1963/7/6
NET(テレビ

朝日)
水谷章三

N01-08475 テレビ 露人墓地 決定稿 (?)/7/29 TBS 須崎勝彌

N01-19343 ラジオ ロッテ歌のアルバム 102 (?) 木多内淳

N01-19394 ラジオ ロッテ歌のアルバム 102 (?)/12/6～12 北海道放送 木多内淳

N01-19395 ラジオ ロッテ歌のアルバム 102 (?)/12/6～12 北海道放送 木多内淳

N01-19396 ラジオ ロッテ歌のアルバム 103 (?)/12/13～19 北海道放送 木多内淳

N01-19397 ラジオ ロッテ歌のアルバム 104 (?)/12/20～26 北海道放送 木多内淳

N01-19342 ラジオ ロッテ歌のアルバム 116週 (?)/3/13～19 木多内淳

N01-19344 ラジオ ロッテ歌のアルバム 124 (?)/5/8～14 北海道放送 遠藤淳

N01-19345 ラジオ ロッテ歌のアルバム 127 (?)/5/29～6/4 北海道放送 遠藤淳
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N01-19341 ラジオ ロッテ歌のアルバム 131 (?)/6/26～7/2 北海道放送 木多内淳

N01-19346 ラジオ ロッテ歌のアルバム 131 (?)/6/26～7/2 北海道放送 木多内淳

M041 N01-40918 ラジオ ロッテ歌のアルバム (?) 北海道放送
デジタル
化（館
内）

N01-19348 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 6 (?)/3/9～13 北海道放送 遠藤淳、中純一

N01-19349 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 8 (?)/3/23～27 北海道放送 遠藤淳

N01-19347 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 11 (?)/4/13～17 北海道放送 遠藤淳

N01-19354 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 11 (?)/4/13～17 北海道放送 遠藤淳

N01-19357 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 12 (?)/4/20～24 北海道放送 遠藤淳

N01-19355 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 14 (?)/5/4～8 北海道放送 遠藤淳

N01-19353 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 18 (?)/6/1～5 北海道放送 遠藤淳

N01-19350 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 37 (?)/10/11～16 北海道放送 遠藤淳

N01-19352 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 42・43 (?)/11/15～20 北海道放送 みおたみずほ(42)、遠藤淳(43)

N01-19356 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 53 (?)/1/29～2/3 北海道放送 遠藤淳

N01-19351 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 55 (?)/2/12～17 北海道放送 中純一

N01-19359 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 56 (?)/2/19～24 北海道放送 遠藤淳

N01-19358 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 71 (?)/6/4～10 北海道放送 遠藤淳

N01-19360 ラジオ ロッテ歌のリクエスト 72 (?)/6/11～16 北海道放送 みおたみずほ

N01-06096 ラジオ ロッテミュージックイン 1～5 (?)/12/1～5
ラジオ関東

（RFラジオ日
本）

佐藤実(1、3、5)、オガワシホ(2)、世
良敏(4)

N01-15839 ラジオ ロング・マーチ 1971/10/30 NHK 岩間芳樹

N01-11562 テレビ ロンパールーム絵本 みなしごのトッカリ坊や 2 (?) 日本テレビ 比良茜



「わをん」
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M007 N01-40188 ラジオ ワーヅワースの自然詩　ハイランドの乙女 1950/2/5 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-07903 テレビ ワイシャツ 1962/10/19 NHK 藤田敏雄、井上脩一、鶉野昭彦

N01-22866 テレビ ワイドショウ11PM 72 1966/2/16 日本テレビ

N01-22867 テレビ ワイドショウ11PM 第一稿 162 (?)/6/22 日本テレビ 宿谷崇

N01-21326 テレビ ワイドショウ 11PM なつかしのヒットソング 決定稿 1970/12/30 日本テレビ 保富康午

N01-21327 テレビ ワイドショウ 11PM なつかしのヒットソング 決定稿 1970/12/30 日本テレビ 保富康午

N01-21511 テレビ ワイドショウ 11PM なつかしのポピュラーソング 1971/8/11 日本テレビ 保富康午

N01-21569 テレビ ワイドショウ 11PM セックスをかざる 1971/5/19 日本テレビ 保富康午

N01-21570 テレビ ワイドショウ 11PM なつかしのポピュラーソング 1971/12/29 日本テレビ 保富康午

N01-21571 テレビ ワイドショウ 11PM
ドギツーイ！夫婦で…だもん

ネ
1971/5/26 日本テレビ 長須良一、出倉宏、せっさ琢磨

N01-21749 テレビ ワイドショウ 11PM なつかしのヒットソング コンテ 1971/4/28 日本テレビ 保富康午

N01-23107 テレビ ワイドショウ 11PM
静岡よいとこ一度はおいで！
美女と大自然のロマンチック

街道!!
1979/7/30 日本テレビ 羽柴秀彦、鈴木純、木崎徹

N01-23203 テレビ ワイドショウ 11PM 女上位は今度生む 決定稿 1973/10/29 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23204 テレビ ワイドショウ 11PM
アレもソレもある未公開フィル

ム!!
1973/11/5 日本テレビ 松本醇、稲村猛

N01-23205 テレビ ワイドショウ 11PM めくるとアレが…! 1973/12/10 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23225 テレビ ワイドショウ 11PM めくるとアレが…! 1973/12/10 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23226 テレビ ワイドショウ 11PM 来た!!ヤンキーボインが11人!! 1976/5/24 日本テレビ 山崎あきら

N01-23227 テレビ ワイドショウ 11PM
ウッ!!思わずもらす未公開フィ

ルム!
1976/6/21 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-23228 テレビ ワイドショウ 11PM
ウッ!!今夜ももらす未公開フィ

ルム!
1976/8/23 日本テレビ 山崎あきら、小路丸哲也

N01-23229 テレビ ワイドショウ 11PM
ヨーロッパフィルムハント第一
回　ナマリで貴族と……ベル

ギーの夏
1976/9/27 日本テレビ 山崎あきら

N01-23230 テレビ ワイドショウ 11PM ここまできたか未公開フィルム 1974/2/18 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23231 テレビ ワイドショウ 11PM
都市的人間のユメ・インド　南

インド編その1
1974/4/3 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23232 テレビ ワイドショウ 11PM
都市的人間のユメ・インド　南

インド編その2
1974/5/1 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23233 テレビ ワイドショウ 11PM ココまできた未公開フィルム VTR稿 1974/6/17 日本テレビ 山崎あきら、稲村猛

N01-23234 テレビ ワイドショウ 11PM ソノ気がおこる外人オンナ!! 1974/7/22 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23235 テレビ ワイドショウ 11PM ソノ気がおこる外人オンナ!! 第一稿 1974/7/22 日本テレビ 山崎あきら、松宮一彦

N01-23236 テレビ ワイドショウ 11PM
ゴラク・ゴクラク！思わずモレ

る……!?
コンテ 1974/12/25 日本テレビ 山崎あきら、柚口文秀

ラジオ 若い潮 143～147 1959/4/22～28
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮 168～172 1959/5/27～6/2
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 1～3 1959/8/3～5
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 4～5 1959/8/6～7
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 42～47
1959/9/29～

10/6
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 59～60 1959/10/22～23
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

M062 N01-41346 ラジオ 若い潮　第2部 62・64～68 (?)
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 93 1959/12/9
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 97・98 1959/12/15～16
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

ラジオ 若い潮　第2部 99～102 1959/12/17～22
ニッポン放

送
西島大、山口純一郎

M062 N01-41347

M062 N01-41343

M062 N01-41344

M062 N01-41345
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N01-02986 ラジオ 若い潮　第二部 97～98 1959/12/15、16
デジタル
化（館
内）

N01-00631 ラジオ わが家はたのし 失くなった自転車 1 1959/2/5 NET

N01-19960 テレビ 若い河 1 (?) NHK 白坂依志夫

N01-19849 テレビ 若い河 最終回 1965/9/29 NHK キノトール

N01-05572 テレビ 若い川の流れ 青空の中の娘 1 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-05573 テレビ 若い川の流れ デートの季節 2 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-05574 テレビ 若い川の流れ スパゲッティの味 3 (?) 日本テレビ 窪田篤人

N01-05575 資料 若い川の流れ　特集グラフ (?) 日本テレビ

N01-16278 テレビ 若い恋人たち 恋の閉店時間 決定稿 1 [1969]/10/6 フジテレビ 向田邦子

N01-11534 テレビ 若い恋人たち ジャズとうずら豆 決定稿 2 [1969]/10/13 フジテレビ 向田邦子

N01-11535 テレビ 若い恋人たち ジャズとうずら豆 カット割り稿 2 [1969]/10/13 フジテレビ 向田邦子

N01-11258 テレビ 若い恋人たち 噂のカップル 決定稿 3 1969/10/20 フジテレビ 服部佳

N01-11259 テレビ 若い恋人たち 噂のカップル 準備稿 3 1969/10/20 フジテレビ 服部佳

N01-11042 テレビ 若い恋人たち 恋のシグナル 準備稿 4 (?) フジテレビ 服部佳

N01-11065 テレビ 若い恋人たち 恋のシグナル 決定稿 4 (?)/10/27 フジテレビ 服部佳

N01-11260 テレビ 若い恋人たち オバサン候補生 決定稿 5 1969/11/3 フジテレビ 向田邦子

N01-11063 テレビ 若い恋人たち つまらなかった月曜日 カット割り稿 6 (?)/11/10 フジテレビ 向田邦子

N01-11064 テレビ 若い恋人たち つまらなかった月曜日 カット割り稿 6 (?)/11/10 フジテレビ 向田邦子

N01-11261 テレビ 若い恋人たち つまらなかった月曜日 決定稿 6 1969/11/10 フジテレビ 向田邦子

N01-11262 テレビ 若い恋人たち サラダと恋 決定稿 7 1969/11/17 フジテレビ 服部佳

N01-11536 テレビ 若い恋人たち サラダと恋 カット割り稿 7 (?)/11/17 フジテレビ 服部佳

N01-11537 テレビ 若い恋人たち 青春のバラード 決定稿 8 [1969]/11/24 フジテレビ 服部佳

N01-11263 テレビ 若い恋人たち 今日のことは日記に書かない 決定稿 9 1969/12/1 フジテレビ 向田邦子

N01-11264 テレビ 若い恋人たち イエスとノーの間 最終決定稿 10 1969/12/8 フジテレビ 向田邦子

N01-11265 テレビ 若い恋人たち 夜明けのデイト 準備稿 11 1969/12/15 フジテレビ 向田邦子

N01-11266 テレビ 若い恋人たち 苦いクリスマス カット割り稿 12 1969/12/22 フジテレビ 向田邦子

N01-11267 テレビ 若い恋人たち 苦いクリスマス 決定稿 12 1969/12/22 フジテレビ 向田邦子

N01-11268 テレビ 若い恋人たち 二号志願 決定稿 13 1969/12/29 フジテレビ 向田邦子

N01-11538 テレビ 若い恋人たち 結婚リハーサル 決定稿 14 [1970]/1/5 フジテレビ 向田邦子

N01-11539 テレビ 若い恋人たち 結婚リハーサル 準備稿 14 [1970]/1/5 フジテレビ 向田邦子

N01-11540 テレビ 若い恋人たち 私の顔は私に見えない 決定稿 15 [1970]/1/12 フジテレビ 向田邦子

N01-11541 テレビ 若い恋人たち 私の顔は私に見えない 準備稿 15 [1970]/1/12 フジテレビ 向田邦子

N01-11269 テレビ 若い恋人たち 歌わなかった子守唄 決定稿 16 1970/1/19 フジテレビ 向田邦子

N01-11270 テレビ 若い恋人たち 青春のケルン カット割り稿 17 1970/1/26 フジテレビ 向田邦子

N01-11542 テレビ 若い恋人たち 青春のケルン 決定稿 17(終) [1970]/1/26 フジテレビ 向田邦子

N01-00090 ラジオ 若い女性 (?)/3/28 NHK 内村直也

N01-00073 テレビ 若い街角 東京名所案内 第一稿 6 [1962]/(?)/(?) 日本テレビ 光畑碩郎
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N01-06305 テレビ 若いリズム オモチロイ語 3 (?)/11/17
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-06304 テレビ 若いリズム コドモになりたい 4 (?)/11/24
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-06303 テレビ 若いリズム イジワルじいさん 5 (?)/12/1
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-06301 テレビ 若いリズム 6 1962/12/8
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

デジタル
化（館
内）

N01-06302 テレビ 若いリズム もうすぐ冬休み 7 1962/12/15
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-06300 テレビ 若いリズム サンタクロースがやってくる！ 8 1962/12/22
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-06299 テレビ 若いリズム さよなら一九六二年 9 1962/12/29
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-06298 テレビ 若いリズム オメデタイお正月 10 1963/1/5
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-08519 テレビ 我がうえの星は見えず (?)/9/21 TBS 内村直也

M012 N01-40296 テレビ 我がうえの星は見えず 1958/9/21 TBS 内村直也
デジタル
化（館
内）

M012 N01-40307 テレビ 我がうえの星は見えず 1958/9/21 TBS 内村直也

N01-13410 テレビ 我が美わしの… 1968/11/30
RKB毎日放

送
福田善之

N01-12346 テレビ わが美わしの友 1975/11/15 NHK 中島丈博
デジタル
化（館
内）

N01-04147 テレビ 若返りの泉 1953/11/9 日本テレビ 上原眞

N01-13399 テレビ わが顔を [1966/11/27] TBS 遠藤周作

N01-13400 資料 わが顔を 1966/11/27 TBS

N01-10216 テレビ わが敵 改訂稿 567 [1971]/10/22 TBS 佐々木守

平001 N01-45004 ラジオ 若き日のシュトラウス 1947/2/7 NHK 原信一

N01-12628 テレビ 若き日の高杉晋作
決定稿、コンテ

台本
1967/11/30 NET 田代淳二

N01-02421 ラジオ 若き日の血は燃えて NHK演藝課放送台本 1947/4/27
NHKラジオ

第一
清島長利

M042 N01-40941 テレビ 若君　日本晴れ
長七郎江戸姿

（前編）
1 1958/6/21 JOKR-TV 伍堂徹二

M042 N01-40942 テレビ 若君　日本晴れ
長七郎江戸姿

（後編）
1958/6/28 JOKR-TV 伍堂徹二

M042 N01-40943 テレビ 若君　日本晴れ
べらんめえ長七郎

（前編）
1958/7/5 JOKR-TV 坂本晃一

M042 N01-40944 テレビ 若君　日本晴れ
べらんめえ長七郎

（後編）
1958/7/13 JOKR-TV 坂本晃一

M042 N01-40945 テレビ 若君　日本晴れ
山賊と長七郎

（前編）
1958/7/19 JOKR-TV 坂本晃一

M042 N01-40946 テレビ 若君　日本晴れ
山賊と長七郎

（後編）
1958/7/26 JOKR-TV 坂本晃一

M042 N01-40947 テレビ 若君　日本晴れ
長七郎と鬼面党事件

（前編）
1958/8/2 JOKR-TV 坂本晃一

M042 N01-40948 テレビ 若君　日本晴れ
長七郎と鬼面党事件

（前編）
1958/8/2 JOKR-TV 坂本晃一

N01-10086 テレビ わが子よ 1週(1～5) (?) TBS 石堂淑朗、田村孟

N01-10087 テレビ わが子よ 2週(6～10) (?) TBS 石堂淑朗、佐々木守

N01-10088 テレビ わが子よ 3週(11～15) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10089 テレビ わが子よ 4週(16～20) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10090 テレビ わが子よ 5週(21～25) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10091 テレビ わが子よ 6週(26～30) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10092 テレビ わが子よ 7週(31～35) (?) TBS 佐々木守

N01-10093 テレビ わが子よ 8週(36～40) (?) TBS 佐々木守

N01-10094 テレビ わが子よ 9週(41～45) (?) TBS 佐々木守
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N01-10110 テレビ わが子よ 10週(46～50) (?) TBS 佐々木守

N01-10109 テレビ わが子よ 11週(51～55) (?) TBS 田村孟

N01-10108 テレビ わが子よ 12週(56～60) (?) TBS 田村孟

N01-10107 テレビ わが子よ 13週(61～65) (?) TBS 田村孟

N01-10106 テレビ わが子よ 14週(66～70) (?) TBS 田村孟

N01-10105 テレビ わが子よ 15週(71～75) (?) TBS 田村孟

N01-10104 テレビ わが子よ 16週(76～80) (?) TBS 田村孟

N01-10103 テレビ わが子よ 17週(81～85) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10102 テレビ わが子よ 18週(86～90) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10101 テレビ わが子よ 19週(91～95) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10100 テレビ わが子よ 20週(96～100) (?) TBS 石堂淑朗

N01-10099 テレビ わが子よ 21週(101～105) (?) TBS 佐々木守

N01-10098 テレビ わが子よ 22週(106～110) (?) TBS 佐々木守

N01-10097 テレビ わが子よ 23週(111～115) (?) TBS 佐々木守

N01-10096 テレビ わが子よ 24週(116～120) (?) TBS 佐々木守

N01-10095 テレビ わが子よ 25週(121～125) (?) TBS 田村孟

N01-06899 テレビ 若さで行こう 第一稿 33 (?) 日本テレビ 森鮒二

N01-06890 テレビ 若さで行こう 53 (?) 日本テレビ 保富康午、河野洋

N01-06892 テレビ 若さで行こう 決定稿 54 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-06902 テレビ 若さで行こう 第一稿 54 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-06891 テレビ 若さで行こう 第一稿 55 (?) 日本テレビ 河野洋

N01-06894 テレビ 若さで行こう 決定稿 56 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-06893 テレビ 若さで行こう 第二稿 57 (?) 日本テレビ 河野洋

N01-06895 テレビ 若さで行こう 第一稿 58 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-06898 テレビ 若さで行こう 決定稿 58 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-06897 テレビ 若さで行こう 第二稿 59 (?) 日本テレビ 河野洋

N01-06896 テレビ 若さで行こう 第二稿 60 (?) 日本テレビ 保富康午

N01-06888 テレビ 若さで行こう 1963/2/8

N01-06889 テレビ 若さで行こう 1963/2/15

N01-06900 テレビ 若さで行こう (?) 日本テレビ

N01-06901 テレビ 若さで行こう (?) 日本テレビ

N01-07126 テレビ 若さでうたおう！ (?)

N01-20015 テレビ 若さでハッスル夢の歌謡ショー 週間サンケイ七〇〇号記念 (?)/12/2 中山淳太朗

N01-15023 テレビ 若さま侍捕物帖 牡丹に唐獅子 準備稿 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15084 テレビ 若さま侍捕物帖 牡丹に唐獅子 [1967]/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15139 テレビ 若さま侍捕物帖 牡丹に唐獅子 準備稿 1967/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫

N01-15138 テレビ 若様侍捕物手帳 五月雨ごろし 準備稿 1967/(?)/(?) 日本テレビ 津田幸夫
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N01-51156 テレビ 若さま長七郎 128・129 (?) 東北放送 冬木憑

N01-05092 ラジオ 若さま長七郎 風雲四国の巻 184～186 (?) 冬木憑

N01-20502 テレビ わが旅わが心 土と炎とイルカ 1 1980/4/6 フジテレビ 保富康午

N01-19923 テレビ
わが旅わが心　八年目の卒業証書　岸田

智史
2 1980/4/13 フジテレビ 田家秀樹

N01-00075 テレビ わが輩ははなばな氏 タントントンの巻 1959/2/18 KRT 鼓三兵

M002 N01-40058 テレビ わが輩ははなばな氏 1958/(?)/(?) KRT 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）

平017 N01-45139 ラジオ わが町 米英篇一 1952/6/7 NHK 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-15843 ラジオ わが街の空白 1980/8/13 NHK新潟FM 竹内日出男

N01-07921 テレビ 若もの 決定稿 1962/11/23 [TBS] 山田信夫、白坂依志夫

N01-10717 テレビ 若者 (?) 朝日放送

N01-04602 テレビ 若もの　努の場合 決定第二稿 1962/11/23 TBS 山田信夫、白坂依志夫

N01-12795 テレビ 若者たち 決定稿 2 [1966]/2/14 フジテレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-51029 テレビ 若者たち 蒼い背信 6 [1966]/3/7 フジテレビ 大野靖子

N01-51030 テレビ 若者たち 蒼い背信 6 [1966]/3/7 フジテレビ 大野靖子

N01-51031 テレビ 若者たち 美しい言葉 12 [1966]/4/29 フジテレビ 大野靖子

N01-51032 テレビ 若者たち 美しい言葉 12 [1966]/4/29 フジテレビ 大野靖子

N01-51033 テレビ 若者たち 小さな石ころ 14 [1966]/5/13 フジテレビ 大野靖子

N01-51034 テレビ 若者たち 小さな石ころ 14 [1966]/5/13 フジテレビ 大野靖子

N01-12796 テレビ 若者たち 決定稿 23 [1966]/7/15 フジテレビ 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-51035 テレビ 若者たち 母と子 決定稿 24 [1966]/7/22 フジテレビ 大野靖子

N01-51036 テレビ 若者たち 母と子 準備稿 24 [1966]/7/22 フジテレビ 大野靖子

N01-51037 テレビ 若者たち 遥かなる道 26 [1966]/8/5 フジテレビ 大野靖子

N01-51038 テレビ 若者たち 遥かなる道 26 [1966]/8/5 フジテレビ 大野靖子

N01-51039 テレビ 若者たち 傷痕地帯 32 [1966]/9/16 フジテレビ 大野靖子

N01-51040 テレビ 若者たち 傷痕地帯 32 [1966]/9/16 フジテレビ 大野靖子

N01-51041 テレビ 若者たち 涙 33 [1966]/9/23 フジテレビ 大野靖子

N01-08133 テレビ わかものの伝説 1963/11/11
東海テレビ

放送
石堂淑朗

N01-24745 テレビ わが家の工夫 お母さんにも写せます (?)
日本教育テ
レビ(テレビ

朝日)
浅田孝彦

N01-23661 テレビ 我が家の青春　ペギーの日記 懐かしい日本の歌 22 1961/5/3 TBS 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-00086 資料 わが家は大家族(仮題) (?)

N01-00689 テレビ わが家はたのし 結婚適齢期 2 1959/2/12 NET 大島得郎

N01-00690 テレビ わが家はたのし 2 1959/2/12 NET 大島得郎

N01-00688 テレビ わが家はたのし 目には目 3 1959/2/19 NET 大島得郎

N01-00691 テレビ わが家はたのし 部隊長どの 第一稿 4 1959/2/26 NET 大島得郎

N01-05155 テレビ わが隣人 1961/11/24
中部日本放

送
江上照彦

N01-13352 テレビ わかれ 1967/11/19 TBS 安岡章太郎、長谷部慶次

N01-12625 ラジオ 別れの歌 (?)/8/3 山口放送 渡辺静男
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N01-24968 テレビ 別れの午後 1～4 (?)

N01-24969 テレビ 別れの午後 5～8 (?)

N01-24970 テレビ 別れの午後 9～13 (?)

N01-00450 テレビ わかれ道 準備稿 1964/(?)/(?) フジテレビ 内村直也

N01-03044 テレビ わかれ道
演出用コンテ
カット割り稿

(?)/3/2 フジテレビ 内村直也

N01-12807 テレビ 別れも愉し (?) 布勢博一

N01-12814 テレビ 別れも愉し 改訂稿 (?) 布勢博一

N01-02574 ラジオ 輪中 1962/11/17 NHK 岸宏子

N01-02420 ラジオ 忘れ得ぬ人々 三代目柳家小さん 20 1953/2/12 木村青桐

N01-23007 テレビ [忘れがたき日々] 23 [1978]/(?)/(?) KTV 布勢博一

N01-01930 テレビ 忘れ霜 改訂稿 [1964]/(?)/(?) NHK 津田幸夫

N01-01931 テレビ 忘れ霜 打合稿 [1964]/(?)/(?) NHK 津田幸夫

N01-15157 テレビ 忘れ霜 1966/6/4 NHK 津田幸夫

N01-15158 テレビ 忘れ霜 1966/6/4 NHK 津田幸夫

N01-15724 テレビ 忘れ霜 打合稿 [1966/6/4] NHK 津田幸夫

N01-15726 テレビ 忘れ霜 決定稿 [1966/6/4] NHK 津田幸夫

N01-15027 テレビ [忘れ霜] [1966/6/4] NHK 津田幸夫

N01-06681 テレビ 和田アキ子リサイタル 第一稿 (?) TBS 大倉徹也

N01-00997 テレビ わたしが棄てた女 スタッフ決定稿 1964/12/25 TBS 生田直親

N01-01001 テレビ わたしが棄てた女 1964/12/25 TBS 生田直親

N01-00006 テレビ
私だけが知っている　死の揮毫（仮題）　問

題編
決定稿 1962/10/21 NHK 藤村正太

N01-22822 テレビ わたしたちのくらし 不便な交通 1970/(?)/(?) NHK 小川乃倫子

N01-22396 テレビ 私達の心の歌　演歌って何だろう(仮題) 1977/5/1 日本テレビ 鈴木克夫

N01-00094 ラジオ 私たちの町・私たちの村　その一 (?)

N01-02927 ラジオ 私たちの町・私たちの村　その三 (?) NHK 内村直也

N01-03121 テレビ 私たちの町・私たちの村　その二 1960/(?)/(?) NHK

N01-08690 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1980/12/15 NHK 横田弘行

N01-08691 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1980/12/15 NHK 横田弘行

N01-08692 ラジオ わたしたちは考える 二人三脚 1980/2/25 NHK 横田弘行

N01-08693 ラジオ わたしたちは考える 遥かなりインドへの道 1980/1/21 NHK 横田弘行

N01-08694 ラジオ わたしたちは考える 土まみれの青春 1980/2/4 NHK 横田弘行

N01-08695 ラジオ わたしたちは考える 空から天使が落ちてきて 1981/6/22 NHK 横田弘行

N01-08696 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1981/7/6 NHK 横田弘行

N01-08697 ラジオ わたしたちは考える ある村長の物語 1981/10/12 NHK 横田弘行

N01-08698 ラジオ わたしたちは考える 私おります。あとよろしく 1981/8/31 NHK 横田弘行

N01-08699 ラジオ わたしたちは考える 荒海に誓う 1981/4/27 NHK 横田弘行

N01-08700 ラジオ わたしたちは考える 真夜中のブランコ 1981/10/26 NHK 横田弘行
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N01-08701 ラジオ わたしたちは考える くつみがきの歌 1981/11/16 NHK 横田弘行

N01-08702 ラジオ わたしたちは考える ある生徒会の記録 1981/12/7 NHK 横田弘行

N01-08703 ラジオ わたしたちは考える コントで考えよう 1981/5/18 NHK 横田弘行

N01-08704 ラジオ わたしたちは考える 鬼が泣く山寺 1981/6/8 NHK 横田弘行

N01-08705 ラジオ わたしたちは考える メゲ太郎変身 1982/1/11 NHK 横田弘行

N01-08706 ラジオ わたしたちは考える おっとり君とちゃっかり君 1979/4/23 NHK 横田弘行

N01-08707 ラジオ わたしたちは考える 風が運んできた少女 1979/9/3 NHK 横田弘行

N01-08708 ラジオ わたしたちは考える 全速前進 1979/5/14 NHK 横田弘行

N01-08709 ラジオ わたしたちは考える ホラ、赤ちゃんが笑っている 1979/5/28 NHK 横田弘行

N01-08710 ラジオ わたしたちは考える 梅よ、この暁に薫れ 1979/6/11 NHK 横田弘行

N01-08711 ラジオ わたしたちは考える コンクリートが歌っている 1979/6/25 NHK 横田弘行

N01-08712 ラジオ わたしたちは考える おっとり君とちゃっかり君 1979/4/23 NHK 横田弘行

N01-08713 ラジオ わたしたちは考える 百年旅行 1979/10/22 NHK 横田弘行

N01-08714 ラジオ わたしたちは考える 春を待つ 1979/11/5 NHK 横田弘行

N01-08715 ラジオ わたしたちは考える 山宿の歌 1979/11/19 NHK 横田弘行

N01-08716 ラジオ わたしたちは考える 議事進行 1979/12/3 NHK 横田弘行

N01-08717 ラジオ わたしたちは考える 山宿の歌 1979/11/19 NHK 横田弘行

N01-08718 ラジオ わたしたちは考える チャキチャキ人生 1979/10/8 NHK 横田弘行

N01-08719 ラジオ わたしたちは考える 全員集合 1979/9/17 NHK 横田弘行

N01-08720 ラジオ わたしたちは考える 自殺勧誘員デッド 1982/1/25 NHK 横田弘行

N01-08721 ラジオ わたしたちは考える お地蔵さんと観音さま 1982/2/1 NHK 横田弘行

N01-08722 ラジオ わたしたちは考える おちてこぼれてとびました 1982/2/15 NHK 横田弘行

N01-08723 ラジオ わたしたちは考える 雑草の歌 1982/3/1 NHK 横田弘行

N01-08743 ラジオ わたしたちは考える チャキチャキ人生 1979/10/8 NHK 横田弘行

N01-08744 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1979/12/17 NHK 横田弘行

N01-08745 ラジオ わたしたちは考える 議事進行 1979/12/3 NHK 横田弘行

N01-08746 ラジオ わたしたちは考える おっとり君とちゃっかり君 1979/4/23 NHK 横田弘行

N01-08747 ラジオ わたしたちは考える 全員集合 1979/9/17 NHK 横田弘行

N01-08748 ラジオ わたしたちは考える 遥かなりインドへの道 1980/1/21 NHK 横田弘行

N01-08749 ラジオ わたしたちは考える 土まみれの青春 1980/2/4 NHK 横田弘行

N01-08750 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1980/12/15 NHK 横田弘行

N01-08751 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1982/12/13 NHK 横田弘行

N01-08752 ラジオ わたしたちは考える あるピエロの物語 1982/12/6 NHK 横田弘行

N01-08753 ラジオ わたしたちは考える 自殺勧誘員デッド 1982/1/25、26 NHK 横田弘行

N01-08754 ラジオ わたしたちは考える おちてこぼれてとびました 1982/2/15、16 NHK 横田弘行

N01-08755 ラジオ わたしたちは考える メゲ太郎変身 1982/1/11 NHK 横田弘行

N01-08756 ラジオ わたしたちは考える ある生徒会の記録 1981/12/7 NHK 横田弘行
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N01-08757 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1981/12/14 NHK 横田弘行

N01-08758 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1981/7/6 NHK 横田弘行

N01-08759 ラジオ わたしたちは考える 全速全身 1979/5/14 NHK 横田弘行

N01-08760 ラジオ わたしたちは考える コンクリートが歌っている 1979/6/25 NHK 横田弘行

N01-08761 ラジオ わたしたちは考える おっとり君とちゃっかり君 1979/4/23 NHK 横田弘行

N01-08762 ラジオ わたしたちは考える ホラ、赤ちゃんが笑っている 1979/5/28 NHK 横田弘行

N01-08763 ラジオ わたしたちは考える 風が運んできた少女 1979/9/3 NHK 横田弘行

N01-08764 ラジオ わたしたちは考える 梅よ、この暁に薫れ 1979/6/11 NHK 横田弘行

N01-08769 ラジオ わたしたちは考える 空から天使が落ちてきて 1981/6/22 NHK 横田弘行

N01-08771 ラジオ わたしたちは考える くつみがきの歌 1981/11/16 NHK 横田弘行

N01-08772 ラジオ わたしたちは考える コントで考えよう 1981/5/18 NHK 横田弘行

N01-08773 ラジオ わたしたちは考える 真夜中のブランコ 1981/10/26 NHK 横田弘行

N01-08774 ラジオ わたしたちは考える お地蔵さんと観音さま 1982/2/1 NHK 横田弘行

N01-08775 ラジオ わたしたちは考える 百年旅行 1979/10/22 NHK 横田弘行

N01-08776 ラジオ わたしたちは考える 鬼が泣く山寺 1981/6/8 NHK 横田弘行

N01-08778 ラジオ わたしたちは考える 議事進行 1979/12/3 NHK 横田弘行

N01-08783 ラジオ わたしたちは考える コンクリートが歌っている 1979/6/25 NHK 横田弘行

N01-08784 ラジオ わたしたちは考える 風が運んできた少女 1979/9/3 NHK 横田弘行

N01-08785 ラジオ わたしたちは考える 雑草の歌 1982/3/1 NHK 横田弘行

N01-08786 ラジオ わたしたちは考える ある村長(むろおさ)の物語 1981/10/12 NHK 横田弘行

N01-08787 ラジオ わたしたちは考える 半日放浪記 1981/9/28 NHK 横田弘行

N01-08792 ラジオ わたしたちは考える 山宿の歌 1979/11/19 NHK 横田弘行

N01-16805 ラジオ わたしたちは考える 初志貫徹 1980/2/18、19 NHK たなべまもる

N01-16806 ラジオ わたしたちは考える シンペイ牧場・出発進行 1980/1/28、29 NHK たなべまもる

N01-17242 ラジオ わたしたちは考える きみもスタッフだ
1979/4/9、10、

16、17
NHK たなべまもる

N01-17243 ラジオ わたしたちは考える 直せないアンプ 1979/5/7、8 NHK たなべまもる

N01-17244 ラジオ わたしたちは考える 黒部第四ダム 1979/6/4、5 NHK たなべまもる

N01-17245 ラジオ わたしたちは考える ミス・ペチャコ 1979/6/18、19 NHK たなべまもる

N01-17246 ラジオ わたしたちは考える 父さんは、お前を信じるよ 1979/9/10、11 NHK たなべまもる

N01-17247 ラジオ わたしたちは考える おばあちゃんの裂織 1980/1/8、1/14 NHK たなべまもる

N01-17248 ラジオ わたしたちは考える 初志貫徹 1980/2/18、19 NHK たなべまもる

N01-17249 ラジオ わたしたちは考える 絶交だ 1980/3/3、4 NHK たなべまもる

N01-18052 ラジオ わたしたちは考える わたしたちはこう考えた 1979/7/9 NHK 横田弘行

N01-23809 ラジオ わたしたちは考える 明日が君を待っている　門出 1970/3/10 NHK 横田弘行

N01-04980 テレビ 私の逢った女 雪もよい(後編) [1961]/12/26 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04981 テレビ 私の逢った女 シニシニのブルース　その二 [1962]/1/9 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04982 テレビ 私の逢った女 シニシニのブルース　その三 [1962]/1/16 朝日放送 石浜恒夫
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N01-04985 テレビ 私の逢った女 ハズ・ハンティング　その一 17 [1962]/1/30 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04986 テレビ 私の逢った女 ハズ・ハンティング　その二 18 [1962]/2/6 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04987 テレビ 私の逢った女 ハズ・ハンティング　その五 21 [1962]/2/27 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04983 テレビ 私の逢った女 シニシニのブルース　その四 最終回 [1962]/1/23 朝日放送 石浜恒夫
デジタル
化（館
内）

N01-04984 テレビ 私の逢った女 シニシニのブルース　その四 最終回 [1962]/1/23 朝日放送 石浜恒夫

N01-05084 テレビ 私の家族 井戸のない島 決定稿 1 1961/4/30 フジテレビ 若尾徳平
デジタル
化（館
内）

N01-09998 テレビ わたしの事情 マネキン集団 11 1966/5/19 日本テレビ 茂木草介
デジタル
化（館
内）

N01-10299 テレビ わたしの事情 (?) 茂木草介

N01-05512 ラジオ わたしのすいせんする本 こころ 1962/12/28 NHK 田内初義

N01-00464 テレビ 私の名はじゃがいも 花咲ける土曜日 準備稿 1 (?) テレビ東京 村川吉男

N01-00465 テレビ 私の名はじゃがいも 花咲ける土曜日 準備稿 1 (?) テレビ東京 村川吉男

N01-00466 テレビ 私の名はじゃがいも 花咲ける土曜日 準備稿 1 (?) テレビ東京 村川吉男

N01-00467 テレビ 私の名はじゃがいも わたしはいやだわ(仮題) 準備稿 2 (?) テレビ東京 泉尚子

N01-00468 テレビ 私の名はじゃがいも わたしはいやだわ 準備稿 2 (?) テレビ東京 泉尚子

N01-00763 テレビ 私の本棚
堤中納言物語(2)  松尾聡現代

語訳
1962/10/16 NHK

N01-00764 テレビ 私の本棚
堤中納言物語(1)　松尾聡現

代語訳
1962/10/15 NHK

N01-00765 テレビ 私の本棚
堤中納言物語(3)　松尾聡現

代語訳
1962/10/17 NHK

N01-00766 テレビ 私の本棚
堤中納言物語(4)　松尾聡現

代語訳
1962/10/18 NHK

N01-02583 ラジオ わたしの湖 1964/3/17 東海ラジオ 岸宏子
デジタル
化（館
内）

N01-04929 ラジオ
私の履歴書 井上貞治郎(聯合紙器株式会

社取締役社長)
生涯の一本杉　第一部 (?) 朝日放送 石浜恒夫

N01-07954 テレビ 私は踊り続ける 1964/11/28
NET(テレビ

朝日)
寺田信義

N01-08861 テレビ わたしは女　第一部 クラス会 決定稿 1～5 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08860 テレビ わたしは女　第一部 クラス会 6～10 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08859 テレビ わたしは女　第一部 クラス会 11～15 (?) 東海テレビ 佐々木守

N01-08858 テレビ わたしは女　第一部 クラス会 16～20 (?) 東海テレビ 佐々木守

M030 N01-40714 テレビ 私は貝になりたい 決定稿 1958/10/31 KRT 橋本忍
デジタル
化（館内）

M030 N01-40715 テレビ 私は貝になりたい 1958/10/31 KRT 橋本忍

M059 N01-41305 テレビ 私は貝になりたい 決定稿 1958/10/31 KRT 橋本忍

M024 N01-40573 テレビ 私は顔役 5 1956/6/7 JOKR-TV 大島得郎(グループK・S)
デジタル
化（館
内）

N01-05981 テレビ 私はパック 1959/10/5 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

N01-06925 テレビ 私はパック 2 1959/10/12 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

N01-06743 テレビ 私はパック 3 1959/10/19 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

N01-05996 テレビ 私はパック 1959/10/26 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

N01-06926 テレビ 私はパック 1959/10/26 NHK シャドウ・クラブ

N01-06742 テレビ 私はパック 5 1959/11/2 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

N01-06745 テレビ 私はパック 9 1959/11/30 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

N01-00639 テレビ 私はパック 11 1959/12/14 NHK シャドウ・クラブ
デジタル
化（館
内）

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104229
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104229
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104229
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104229


「わをん」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-05974 テレビ 私はパック 1960/1/11 NHK シャドウ・クラブ

N01-06932 テレビ 私はパック 1960/1/18 NHK シャドウ・クラブ

N01-06744 テレビ 私はパック 1960/2/8 NHK シャドウ・クラブ

N01-06741 テレビ 私はパック セロ弾きのゴーシュ 最終回 1960/3/28 NHK シャドウ・クラブ

N01-04990 ラジオ 私は見ている 妻の財布 10 (?)/1/6 毎日放送 石浜恒夫

N01-08136 テレビ わたしはもう歌わない 1963/11/17
RKB毎日テ
レビジョン

新藤兼人
デジタル
化（館
内）

N01-10617 テレビ わてらの年輪 1972/(?)/(?) NHK大阪 茂木草介

N01-10719 テレビ わてらの年輪 (?) 茂木草介

N01-08386 テレビ 罠 準備稿 1960/(?)/(?) フジテレビ 津田幸夫
デジタル
化（館
内）

N01-15512 テレビ 罠 準備稿
[1960～

1965]/(?)/(?)
フジテレビ 津田幸夫

平018 N01-45141 ラジオ 笑い上戸
1952/4/15、16、

17、20
新日本放送 内村直也

デジタル
化（館
内）

平018 N01-45143 ラジオ 笑い上戸
1952/4/15、16、

17、20
新日本放送 内村直也

N01-09950 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第五部　君よ！不死

鳥のように
決定稿 1～3 (?)/4/2、9、16 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09952 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 別冊 1・2 (?)/10/2、9 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09961 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第二部/ファミリー・

アングル・コント
別冊 1・2 (?)/10/4、11 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09970 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 1・2 (?)/4/3、10 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17717 テレビ 笑って!笑って!!60分 遠足だよ！ずうとるび（仮題） 決定稿 2 (?)/4/12 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09953 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 準備稿 3 (?)/10/16 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17718 テレビ 笑って!笑って!!60分
学習塾だよ！ずうとるび(仮

題）
決定稿 3 (?)/4/19 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09962 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 3～5 (?) TBS 佐々木守、田村隆

N01-09971 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 3～5
(?)/4/17、24、

5/1
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17719 テレビ 笑って!笑って!!60分
運動会だよ！ずうとるび(仮

題）
決定稿 4 (?)/4/26 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09951 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第六部　君よ！不死

鳥のように
決定稿 4～6

(?)/4/23、30、
5/7

TBS 佐々木守、田村隆

N01-09954 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 決定稿 4～7
(?)/10/23、30、

11/6、13
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17720 テレビ 笑って!笑って!!60分
子供の日だよ！ずうとるび(仮

題）
決定稿 5 (?)/5/3 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09963 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2　死の宣告 6 (?) TBS

N01-17721 テレビ 笑って!笑って!!60分
母の日だよ！ずうとるび(仮

題）
決定稿 6 (?)/5/10 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09972 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 6～9 (?)/5/15、22、29 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17722 テレビ 笑って!笑って!!60分
クラブ活動だよ！ずうとるび

（仮題）
決定稿 7 (?)/5/17 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09964 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 7・8 (?) TBS 佐々木守、田村隆

N01-17723 テレビ 笑って!笑って!!60分
学校給食だよ！ずうとるび(仮

題）
決定稿 8 (?)/5/24 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09955 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 決定稿 8～9 (?)/11/20、27 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17726 テレビ 笑って!笑って!!60分 過保護は困るよ！ずうとるび 決定稿 9 (?)/5/31 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09965 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 9～13
(?)/11/29、

12/6、13、20、27
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17727 テレビ 笑って!笑って!!60分 遊びは楽し！ずうとるび 決定稿 10 (?)/6/7 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09973 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 10～13
(?)/6/12、19、

26、7/3
TBS 佐々木守

N01-09956 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 決定稿 10・11 (?)/12/4、11 TBS 佐々木守、田村隆
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N01-17728 テレビ 笑って!笑って!!60分 おやじバンザイ!!ずうとるび 決定稿 11 (?)/6/14 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-17729 テレビ 笑って!笑って!!60分 先生が何だ！ずうとるび 決定稿 12 (?)/6/21 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09957 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 決定稿 12～14
(?)/12/18、25、

1/8
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17730 テレビ 笑って!笑って!!60分 ガキ大将だよ！ずうとるび 決定稿 13 (?)/6/28 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-17731 テレビ 笑って!笑って!!60分 ケチでけっこう！ずうとるび 決定稿 14 (?)/7/5 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09966 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 14～16 (?)/1/10、17、24 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09974 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 14～17
(?)/7/3、10、17、

24
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17732 テレビ 笑って!笑って!!60分 通信簿です！ずうとるび 決定稿 15 (?)/7/12 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09958 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 決定稿 15～17 (?)/1/15、22、29 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17742 テレビ 笑って!笑って!!60分 15～17 (?) TBS

N01-17724 テレビ 笑って!笑って!!60分 さあ、夏休み!!ずうとるび 決定稿 16 (?)/7/19 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17725 テレビ 笑って!笑って!!60分 キャンプだよ！ずうとるび 決定稿 17 (?)/7/26 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09967 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 17～19
(?)/1/31、2/7、

[14]
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17733 テレビ 笑って!笑って!!60分 夏期講習だよ！ずうとるび 決定稿 18 (?)/8/2 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09959 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 決定稿 18～20 (?)/2/5、12、19 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09975 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 18～21
(?)/7/31、8/7、

14、21
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17734 テレビ 笑って!笑って!!60分 アルバイトだよ！ずうとるび 決定稿 19 (?)/8/9 TBS 佐々木守、田村隆、新野隆司

N01-09948 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園特集 決定稿 19～22 (?) TBS 佐々木守

N01-17735 テレビ 笑って!笑って!!60分 海へ！山へ!!ずうとるび 決定稿 20 (?)/8/16 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09968 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 20・21 (?)/2/21、28 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17736 テレビ 笑って!笑って!!60分 男女交際だよ！ずうとるび 決定稿 21 (?)/8/23 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09960 テレビ 笑って!笑って!!60分 続・哀愁学園 準備稿 21～23
(?)/2/26、3/6、

12
TBS 佐々木守、田村隆

N01-17737 テレビ 笑って!笑って!!60分 さあ、二学期だよ!!ずうとるび 決定稿 22 (?)/8/30 TBS 佐々木守、田村隆

N01-09976 テレビ 笑って!笑って!!60分 新哀愁学園 別冊 22～24
(?)/8/28、9/4、

11
TBS 佐々木守、田村隆

N01-09969 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園2 別冊 22・23 (?)/3/6、13 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17738 テレビ 笑って!笑って!!60分 テレビを見よう！ずうとるび 決定稿 23 (?) TBS 佐々木守、田村隆

N01-17739 テレビ 笑って!笑って!!60分 親孝行だよ!!ずうとるび 決定稿 24 (?) TBS 佐々木守、田村隆

N01-17741 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 24～26 (?)/9/(?) TBS

N01-09949 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園総集編 別冊 25・26 (?)/9/20、26 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17740 テレビ 笑って!笑って!!60分
さあ、テストだよ！ずうとるび
(25)/メロドラマだよ！ずうとる

び(26)
決定稿 25・26 (?)/9/20、27 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17743 テレビ 笑って!笑って!!60分 追加・別冊 30～34 (?) TBS

N01-17744 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 32～34 (?) TBS

N01-17745 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊2 34～36
(?)/11/22、29、

12/6
TBS

N01-17746 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 38～41
(?)/12/20、27、

1/3、10
TBS

N01-17747 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 40～43
(?)/1/3、10、17、

24
TBS

N01-17748 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 45～47 (?)/2/7、14、21 TBS

N01-17750 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 53・54 (?)/4/3、10 TBS
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N01-17751 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 59・60 (?)/5/15、22 TBS

N01-17752 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 63・64 (?)/6/12、19 TBS

N01-17749 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 67・68 (?)/7/10、17 TBS

N01-17753 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 69～71
(?)/7/24、31、

8/7
TBS

N01-17754 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 74・75 (?)/8/28、9/4 TBS

N01-17755 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 104・105 (?)/4/2、9 TBS

N01-23589 テレビ 笑って!笑って!!60分
ファミリーアングル(子どもの遊

び)
108 (?)

N01-08832 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第五部　君よ!不死鳥

のように
別冊 110～113

(?)/5/14、21、
28、6/4

TBS 佐々木守、田村隆

N01-17756 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 113～115 (?)/6/4、11、18 TBS

N01-08831 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第五部　君よ!不死鳥

のように
別冊 114～116 (?)/6/11、18、25 TBS 佐々木守、田村隆

N01-17758 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 116・117 (?)/6/25、7/2 TBS

N01-08830 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第五部　君よ!不死鳥

のように
別冊 117～123

(?)/7/2、9、16、
23

TBS 佐々木守、田村隆

N01-17757 テレビ 笑って!笑って!!60分 別冊 122 (?)/8/6 TBS

N01-08829 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第五部　君よ!不死鳥

のように
別冊 121～124

(?)/7/30、8/6、
13、20

TBS 佐々木守、田村隆

N01-08828 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第五部　君よ!不死鳥

のように
別冊 125～127

(?)/8/27、9/3、
10

TBS 佐々木守、田村隆

N01-08827 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 182～184

(?)/9/30、10/7、
14

TBS 佐々木守

N01-08826 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 185～188

(?)/10/28、
11/4、11、18

TBS 佐々木守

N01-08845 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 １89～191

(?)/11/25、
12/2、9

TBS 佐々木守

N01-08844 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 192・193 (?)/12/16、23 TBS 佐々木守

N01-08843 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 194・195 (?)/12/30、1/6 TBS 佐々木守

N01-08842 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 195～198

(?)/1/6、13、20、
27

TBS 佐々木守

N01-08841 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 200～202 (?)/2/10、17、24 TBS 佐々木守

N01-08833 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿 202～203 (?)/2/24、3/3 TBS 佐々木守

N01-08840 テレビ 笑って!笑って!!60分
哀愁学園第八部　日本忍法伝

新・日本書紀より
決定稿別冊 204 (?)/3/10 TBS 佐々木守

N01-08839 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園第九部　受験鬼 準備稿 208～210 (?)/4/7、14、21 TBS 佐々木守

N01-08838 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園第九部　受験鬼 決定稿 211～213
(?)/4/28、5/5、

12
TBS 佐々木守

N01-08837 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園第九部　受験鬼 決定稿 214～216
(?)/5/19、26、

6/2
TBS

N01-08836 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園第九部　受験鬼 決定稿 217～219 (?)/6/9、16、23 TBS 佐々木守

N01-08835 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園第九部　受験鬼
決定稿、コンテ

稿
220～222

(?)/6/30、7/7、
14

TBS 佐々木守

N01-08834 テレビ 笑って!笑って!!60分 哀愁学園第九部　受験鬼
決定稿、コンテ

稿
223～225

(?)/7/21、28、
8/4

TBS 佐々木守

N01-21809 テレビ 笑って歌っておめでとう！ 第一稿 (?)/1/2 TBS たかたかし

N01-05477 テレビ わら人形 1961/3/3 NHK 正善達三

平生原
稿004

N01-45272 テレビ 藁の中の七面鳥 1954/1/9 内村直也
デジタル
化（館
内）

N01-12217 ラジオ 笑福亭鶴光の悪魔が来りて笛を吹く 1～10 (?)/11/8～19
ニッポン放

送
水原明人

N01-12218 ラジオ 笑福亭鶴光の悪魔が来りて笛を吹く 1～10(1～5) (?)/11/8～19
ニッポン放

送
水原明人

N01-02232 資料 われ御身を愛す 前・後編 1961/3/15、22 日本テレビ 椎名利夫、中村定郎

N01-02233 資料 われ御身を愛す 前・後編 1961/3/15、22 日本テレビ 椎名利夫、中村定郎
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N01-02234 テレビ われ御身を愛す 前編 第一稿 1961/3/22 日本テレビ 椎名利夫、中村定郎

N01-22412 テレビ
われら10代　第183集　ーフォーク・ソン

グー
183 1965/10/10 NHK 井上ひさし

N01-19850 テレビ われら10代ーフォーク・ソングー 183週 1965/10/10 NHK 井上ひさし

N01-51042 テレビ 我等いばらの道なれど 1964/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-51043 テレビ 我等いばらの道なれど 1964/(?)/(?) フジテレビ 大野靖子

N01-03137 資料 われら黒潮の子 第一稿 1962/1/18 日本テレビ 森園忠

N01-07482 テレビ われら青春 決定稿 1 1962/7/7 フジテレビ 奥薗守
デジタル
化（館
内）

N01-07481 テレビ われら青春 大地に足を 42 1963/4/20 フジテレビ 奥薗守、渡辺臣蔵
デジタル
化（館
内）

N01-13933 ラジオ われらの時代 1967/10/29 NHK名古屋 岸宏子

N01-13416 テレビ われら弁護士 振子は止まった
決定稿。改訂台

本
17 1968/5/31 日本テレビ 小川英

N01-17059 テレビ われら弁護士 偽医者 コンテ 1968/6/21 日本テレビ 深沢一夫

N01-17060 テレビ われら弁護士 豚と別荘 第三改訂稿 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-17061 テレビ われら弁護士 六年目の波紋（仮題） 決定稿 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-17062 テレビ われら弁護士 還らない女（仮題） 第一稿 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 深沢一夫

N01-17063 テレビ われら弁護士 追われる虎 決定稿 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 山形一郎、深沢一夫

N01-24604 テレビ われら弁護士 マッキンレーは何も言わない [1968]/(?)/(?) NTV 石堂淑朗

N01-24605 テレビ われら弁護士 大義名分 第一稿 [1968]/(?)/(?) NTV 石堂淑朗

N01-24606 テレビ われら弁護士 昭和元禄母親気質 コンテ [1968]/(?)/(?) NTV 石堂淑朗

N01-12803 テレビ われら弁護士 光子の記憶 改訂稿 1968/4/19 日本テレビ 布勢博一

N01-12804 テレビ われら弁護士 幼なき者へ 決定稿 [1968]/(?)/(?) 日本テレビ 布勢博一

N01-00539 ラジオ 我を呼ぶわれの唄 1954/11/27 ラジオ東京 内村直也
デジタル
化（館
内）

M019 N01-40460 ラジオ 我を呼ぶわれの唄 1954/11/27
ラジオ東京、
文化放送、
日本放送

内村直也

M019 N01-40461 ラジオ 我を呼ぶわれの唄 1954/11/27
ラジオ東京、
文化放送、
日本放送

内村直也

N01-04117 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 天才ゴリラの異常な脱走 カット割り稿 1 (?) フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04110 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 侍猫の異常な仇討 2 1968/10/13 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04109 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 松島沖で起った異常な出来事 カット割り稿 3 [1968/10/20] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04107 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 ド・バカメ博士の異常な発明 カット割り稿 4 [1968/10/27] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04108 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 ド・バカメ博士の異常な発明 4 [1968]/10/27 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04106 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 三人の漁師の異常な漂流 5 [1968/11/3] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04104 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 時価数億の異常な猫目石 6 [1968/11/10] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04105 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 時価数億の異常な猫目石 カット割り稿 6 [1968]/11/10 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04103 テレビ ワン・チュー・スリー作戦
小さなスナックの異常な豚饅

頭
7 [1968/11/17] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04102 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 不幸男の異常な幸福 カット割り稿 8 [1968]/11/24 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04111 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 不幸男の異常な幸福 8 [1968/11/24] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04099 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 案山子男の異常な企み 9 [1968]/12/1 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04101 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 案山子男の異常な企み 9 [1968/12/1] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04118 テレビ ワン・チュー・スリー作戦
修道院にあらわれた異常な天

使
10 (?) フジテレビ 井上ひさし、山元護久



「わをん」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-04093 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 松六玉の異常な替え玉 11 [1968/12/15] フジテレビ 井上ひさし、山元護久
デジタル
化（館
内）

N01-04100 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 松六玉の異常な替え玉 11 [1968/12/15] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04112 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 サンタを救った異常な虫歯 カット割り稿 12 1968/12/22 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04098 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 松島沖で起った異常な出来事 決定稿 [3] [1968/10/20] フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04097 テレビ ワン・チュー・スリー作戦 棍棒畑の異常な日の出 13(終) [1968]/12/29 フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04094 テレビ ワン・チュー・スリー作戦
松島沖で起こった異常な出来

事
(?) フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04095 テレビ ワン・チュー・スリー作戦
松島沖で起こった異常な出来

事
(?) フジテレビ 井上ひさし、山元護久

N01-04126 テレビ ワンツージャンプ！　朝太くんのお話し ルミちゃんをたすける 12週
[1976～

1981]/3/23～27
TBS こうけつゆきひろ

N01-04127 テレビ ワンツージャンプ！　朝太くんのお話し 空とぶカバン 21週
[1976～

1981]/8/18～22
TBS 水原明人

N01-20604 テレビ わんぱく他流試合
オーディション

用決定稿
1 (?)/10/2

東京12チャ
ンネル

藤本良一

N01-04825 テレビ わんぱく同盟
ガンバレ！鉄腕先生（第1・2

回）
6 [1963]/3/5、12 フジテレビ

松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、
細見捷弘

N01-04826 テレビ わんぱく同盟 ガンバレ！鉄腕先生（第3回） 6 [1963]/3/19 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04827 テレビ わんぱく同盟 ガンバレ！鉄腕先生（第4回） 6 [1963]/3/26 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04828 テレビ わんぱく同盟 ヘンなお土産(前編) 7 [1963]/4/2 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04829 テレビ わんぱく同盟 ヘンなお土産（後編） 7 [1963]/4/9 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04830 テレビ わんぱく同盟 ふしぎな三人組(前編) 8 [1963]/4/18 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04831 テレビ わんぱく同盟 ふしぎな三人組(後編) 8 [1963]/4/25 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04832 テレビ わんぱく同盟 こばん戦争(前・後編) 9 [1963]/5/2、19 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04833 テレビ わんぱく同盟 すばらしいウソ（第1・2回） 10 [1963]/5/16、23 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-04834 テレビ わんぱく同盟 すばらしいウソ（第3回） 10 [1963]/5/30 フジテレビ
松浦健郎、朝島靖之助、酒井尽三、

細見捷弘

N01-20511 テレビ ワンマンショー おんなの四季 1974/2/2 NHK 保富康午

N01-21132 テレビ ワンマンショー ディック・ミネ　人生の並木路 1974/1/5 NHK 保富康午

N01-21133 テレビ ワンマンショー 藤山一郎　人生の丘を越えて 1974/3/23 NHK 保富康午

N01-21134 テレビ ワンマンショー 伊東ゆかり　～新しい出発～ 1974/3/16 NHK 保富康午
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N01-10187 ラジオ Ａ－10奪還チーム出動せよ 9・10 1987/10/29 NHK-FM 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-06104 ラジオ A案「真家宏満の起きぬけジャーナル」
B案「まちゃあきのバッチリなん

でもガッチリ言おう！」
オーディション

用
(?) 遠藤淳

N01-22896 ラジオ BOWLING JOCKEY 1 (?)/5/23
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22889 ラジオ BOWLING JOCKEY 211 (?)/6/22
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22888 ラジオ BOWLING JOCKEY 213 (?)/7/6
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22887 ラジオ BOWLING JOCKEY 214 (?)/7/13
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22886 ラジオ BOWLING JOCKEY 215 (?)/7/20
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22885 ラジオ BOWLING JOCKEY 232 (?)/11/23
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22897 ラジオ BOWLING JOCKEY 233 (?)/11/30
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22898 ラジオ BOWLING JOCKEY 234 (?)/12/7
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22890 ラジオ BOWLING JOCKEY 235 (?)/12/14
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-24613 テレビ B円ヲ阻止セヨ！ もう一つの占領秘話 決定稿 [1977]/2/5 CX 長尾広生

N01-17930 テレビ cocky pop 決定稿 30 1977/9/23 日本テレビ 内海譲司

N01-17940 テレビ cocky pop 決定稿 32 1977/11/6 日本テレビ 内海譲司

N01-17924 テレビ cocky pop 決定稿 51 1978/3/10 日本テレビ 内海譲司

N01-17933 テレビ cocky pop 決定稿 56 1978/3/24 日本テレビ 内海譲司

N01-17926 テレビ cocky pop 決定稿 94 1979/1/12 日本テレビ 内海譲司

N01-17949 テレビ cocky pop 決定稿 113 1979/6/10 日本テレビ 内海譲司

N01-17919 テレビ cocky pop 115 1979/6/15 日本テレビ 内海譲司

N01-17794 テレビ cocky pop 決定稿 1978/6/4 日本テレビ 内海譲司

N01-17797 テレビ cocky pop 鏡の中のあなたへ 決定稿 1978/12/17 日本テレビ 内海譲司

N01-17799 テレビ cocky pop N・S・P 決定稿 1979/1/7 日本テレビ 内海譲司

N01-17801 テレビ cocky pop 決定稿 1978/7/9 日本テレビ 内海譲司

N01-17802 テレビ cocky pop 決定稿 1978/4/9 日本テレビ 内海譲司

N01-17809 テレビ cocky pop ツイスト・福島邦子編 決定稿 1979/7/8 日本テレビ 内海譲司

N01-17810 テレビ cocky pop ツイスト・大友裕子編 決定稿 1979/2/18 日本テレビ 内海譲司

N01-17813 テレビ cocky pop 決定稿 1977/4/3 日本テレビ 内海譲司

N01-17814 テレビ cocky pop 谷山浩子 決定稿 1978/3/19 日本テレビ 内海譲司

N01-17815 テレビ cocky pop 谷山浩子・山川義幸編 決定稿 1979/1/21 日本テレビ 内海譲司

N01-17816 テレビ cocky pop 決定稿 1978/1/2 日本テレビ 内海譲司

N01-17817 テレビ cocky pop 紙ふうせん・ロウィナコルテス 決定稿 1978/1/22 日本テレビ 内海譲司

N01-17818 テレビ cocky pop 谷山浩子・愛の世界編 決定稿 1978/8/13 日本テレビ 内海譲司

N01-17819 テレビ cocky pop 第17回ポップコングランプリ編 決定稿 1979/5/27 日本テレビ 内海譲司

N01-17820 テレビ cocky pop 八神純子・石川俊子編 決定稿 1979/6/3 日本テレビ 内海譲司

N01-17821 テレビ cocky pop 山田パンダ編 決定稿 1977/11/13 日本テレビ 内海譲司

N01-17822 テレビ cocky pop 風編 決定稿 1978/1/8 日本テレビ 内海譲司

N01-17823 テレビ cocky pop 決定稿 1978/1/2 日本テレビ 内海譲司
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N01-17824 テレビ cocky pop 佐々木幸男・八神純子編 決定稿 1978/1/15 日本テレビ 内海譲司

N01-17826 テレビ cocky pop 中島みゆき編 決定稿 1978/4/23 日本テレビ 内海譲司

N01-17827 テレビ cocky pop ボビー編 決定稿 1978/7/16 日本テレビ 内海譲司

N01-17828 テレビ cocky pop 大友裕子編 決定稿 1979/4/1 日本テレビ 内海譲司

N01-17829 テレビ cocky pop 円広志・季節風編 決定稿 1979/4/8 日本テレビ 内海譲司

N01-17830 テレビ cocky pop ふきのとう 決定稿 1978/2/26 日本テレビ 内海譲司

N01-17831 テレビ cocky pop 葛城ゆき・ロウィナコルテス編 決定稿 1978/3/5 日本テレビ 内海譲司

N01-17832 テレビ cocky pop 決定稿 1977/9/18 日本テレビ 内海譲司

N01-17833 テレビ cocky pop
第15回ポピュラーソングコンテ

ストPARTⅡ
決定稿 1978/5/28 日本テレビ 内海譲司

N01-17834 テレビ cocky pop
第15回ポピュラーソングコンテ

ストPARTⅠ
決定稿 1978/5/21 日本テレビ 内海譲司

N01-17835 テレビ cocky pop
第8回コッキー・コンサート

PARTⅡ
決定稿 1978/6/25 日本テレビ 内海譲司

N01-17836 テレビ cocky pop ミア・マルティーニ編 決定稿 1977/12/11 日本テレビ 内海譲司

N01-17837 テレビ cocky pop N.S.P.Consert Part 1 決定稿 (?) 日本テレビ 内海譲司

N01-17838 テレビ cocky pop 八神純子・勝木ゆかり編 決定稿 1979/2/11 日本テレビ 内海譲司

N01-17839 テレビ cocky pop 円広志・福島邦子編 決定稿 1979/2/4 日本テレビ 内海譲司

N01-17840 テレビ cocky pop
世良公則＆ツイスト・円広志・

大友裕子・季節風
決定稿 1978/12/3 日本テレビ 内海譲司

N01-17841 テレビ cocky pop 友井久美子・世良公則編 決定稿 1978/7/30 日本テレビ 内海譲司

N01-17842 テレビ cocky pop 決定稿 1978/7/30 日本テレビ 内海譲司

N01-17850 テレビ cocky pop N.S.P.Consert Part Ⅱ 決定稿 (?) 日本テレビ 内海譲司

N01-17851 テレビ cocky pop 決定稿 1979/4/15 日本テレビ 内海譲司

N01-17852 テレビ cocky pop 決定稿 1977/10/9 日本テレビ 内海譲司

N01-17905 テレビ cocky pop
第7回コッキー・コンサート

PART-Ⅰ
決定稿 1978/6/11 日本テレビ 内海譲司

N01-17910 テレビ cocky pop 八神純子編 決定稿 1978/4/7 日本テレビ 内海譲司

N01-17911 テレビ cocky pop
森田公一とトップギャラン・中

島みゆき編
決定稿 1977/9/2 日本テレビ 内海譲司

N01-17912 テレビ cocky pop 収録台本 1977/4/3 日本テレビ 内海譲司

N01-17913 テレビ cocky pop 中島みゆき編 決定稿 1977/6/12 日本テレビ 内海譲司

N01-17914 テレビ cocky pop 甲斐バンド編 決定稿 1978/2/5 日本テレビ 内海譲司

N01-17915 テレビ cocky pop 決定稿 1978/10/8 日本テレビ 内海譲司

N01-17916 テレビ cocky pop 加藤登紀子編 決定稿 1977/12/4 日本テレビ 内海譲司

N01-17917 テレビ cocky pop ハイ・ファイ・セット編 決定稿 1977/10/2 日本テレビ 内海譲司

N01-17957 テレビ cocky pop 高岡美智子&ヒデ夕樹編 決定稿 1977/7/31 日本テレビ 内海譲司

N01-17960 テレビ cocky pop 河島英五・谷山浩子編 1977/11/20 日本テレビ 内海譲司

N01-26437 テレビ cocky pop 初稿 1977/4/3 日本テレビ 内海譲司

N01-26590 テレビ cocky pop ＮＳＰ　ここは故郷一関　編 決定稿 1978/2/12 日本テレビ 内海譲司

N01-26591 テレビ cocky pop 第14回ポプコン持集　編 決定稿 1977/10/16 日本テレビ 内海譲司

N01-26592 テレビ cocky pop ＪＯＣ　編 決定稿 1977/10/23 日本テレビ 内海譲司

N01-26593 テレビ cocky pop
第14回入選者特集&田口清、

ラジ
決定稿 1977/(?)/(?) 日本テレビ 内海譲司
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N01-26595 テレビ cocky pop 佐々木幸男　編 第一稿 1977/6/4 日本テレビ 内海譲司

N01-22854 ラジオ Ｄ．Ｊ．ＰＡＲＡＤＥ これがＤ．Ｊ．だ！ (?)/10/27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

デジタル
化（館
内）

N01-22855 ラジオ Ｄ．Ｊ．ＰＡＲＡＤＥ これがＤ．Ｊ．だ！ (?)/12/1
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-21831 テレビ DATE WITH FOLK-CAPSULERS
いってらっしゃい　麻田ひろしく

んアメリカへ
(?)/3/21

N01-05381 ラジオ DJ東京アンテナ 1963/5/14 NHK 石山透
デジタル
化（館
内）

N01-23105 テレビ DO！　YOUNG 1980/11/1 STV 奥山侊伸、原すすむ

N01-19805 テレビ GO TOMATO 行くぞ！宇宙戦艦トマト 決定稿 [1979]/1/1 フジテレビ 奥山侊伸
デジタル
化（館
内）

N01-09708 テレビ GO!GO!スカイヤー
大空の勇者・あこがれの住む

街
15 1973/7/13 フジテレビ 佐々木守

N01-18149 テレビ GTV スペシャル・ボウリング 3・4 (?)/6/11～12 群馬テレビ スタッフ東京

N01-18162 テレビ GTVスペシャル フォーク＆トーク 1972/3/17 群馬テレビ 柴田昭、スタッフ東京

N01-18158 テレビ GTVスペシャル ルミ子です・今晩わ 1972/2/11 群馬テレビ 柴田昭、スタッフ東京

N01-18159 テレビ GTVスペシャル 今年のシンガー 1972/1/14 群馬テレビ 柴田昭、河野宏

N01-18160 テレビ GTVスペシャル イブをあなたに 1971/12/24 群馬テレビ 柴田昭、河野宏

N01-18161 テレビ GTVスペシャル あなたとさおり 1971/11/12 群馬テレビ 柴田昭、河野宏

N01-18153 テレビ GTVスペシャル 古今亭今輔の巻 1971/11/26 群馬テレビ 北村哲也

N01-18154 テレビ GTVスペシャル 三遊亭小円遊の巻 1971/10/29 群馬テレビ 北村哲也

N01-18150 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 のらくろ伍長 1972/3/31 群馬テレビ だて宏

N01-18163 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 仇姿浮名横櫛「切られてお富」 1972/(?)/(?) 群馬テレビ だて宏

N01-18165 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 番場の忠太郎「瞼の母」(前編) 1972/4/7 群馬テレビ だて宏

N01-18168 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 己が罪作兵衛 1972/2/25 群馬テレビ だて宏、小阪英司

N01-18171 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 鞍馬天狗 1971/(?)/(?) 群馬テレビ だて宏

N01-18172 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 1971/11/5 群馬テレビ だて宏

N01-18143 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 番場の忠太郎「瞼の母」(後編) 1972/4/15 群馬テレビ だて宏

N01-18164 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 雪の渡り鳥、鯉名の銀平 1972/1/7 群馬テレビ だて宏

N01-18166 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 ドタバタ喜劇･ニコニコ大会 1971/12/31 群馬テレビ だて宏

N01-18167 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 沓掛時次郎 1971/12/3 群馬テレビ だて宏

N01-18169 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 雪の渡り鳥、鯉名の銀平 1972/1/7 群馬テレビ だて宏

N01-18170 テレビ GTVスペシャル 懐かしの活動大写真 渋川伴五郎 1972/3/24 群馬テレビ だて宏

N01-18141 テレビ GTVボウリング (?)/4/17 群馬テレビ 北公士

N01-07527 ラジオ HBCラジオ100万円ボーナスクイズ [1963]/12/1～27 北海道放送
デジタル
化（館
内）

N01-16709 テレビ HOGAN'S HEROES にせドルに火をつけろ 38 1969/(?)/(?) TBS 進藤光太

N01-22518 ラジオ IVY CLUB 1 [1965]/1/31
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22522 ラジオ IVY CLUB VINTAGE CAR  ISSUE 2 1965/2/7
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22504 ラジオ IVY CLUB GANG AGE ISSUE 3 1965/2/14
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22556 ラジオ IVY CLUB A GUIDE TO IVY 4 1965/2/21
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22553 ラジオ IVY CLUB WELCOME MEMBERS ISSUE 5 1965/2/28
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22513 ラジオ IVY CLUB HONG HONG ISSUE 6 1965/3/7
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午
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N01-22554 ラジオ IVY CLUB QUESTION ISSUE 7 1965/3/14
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22552 ラジオ IVY CLUB SPORTS CAR ISSUE 8 1965/3/21
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22558 ラジオ IVY CLUB SPORTS CAR ISSUE 8 1965/3/21
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22555 ラジオ IVY CLUB WELCOME MEMBERS ISSUE 9 1965/3/28
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22501 ラジオ IVY CLUB WELCOME MEMBERS ISSUE 13 1965/4/25
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22551 ラジオ IVY CLUB IVY HOLIDAY ISSUE 14 1965/5/2
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22547 ラジオ IVY CLUB IVY TOUR ISSUE 17 1965/5/1
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22548 ラジオ IVY CLUB IVY TOUR ISSUE 17 1965/5/1
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22525 ラジオ IVY CLUB GENUINENESS OF IVY ISSUE 21 1965/6/27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22549 ラジオ IVY CLUB
THE WORLD WITHOUT SUN

ISSUE
22 1965/7/4

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22526 ラジオ IVY CLUB EUROPEAN  TOUR ISSUE 23 1965/[7]/11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22527 ラジオ IVY CLUB EUROPEAN  TOUR ISSUE 23 1965/[7]/11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22528 ラジオ IVY CLUB EUROPEAN  TOUR ISSUE 23 1965/[7]/11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22529 ラジオ IVY CLUB EUROPEAN  TOUR ISSUE 23 1965/[7]/11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22545 ラジオ IVY CLUB EUROPEAN  TOUR ISSUE 23 1965/7/11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22546 ラジオ IVY CLUB EUROPEAN  TOUR ISSUE 23 1965/7/11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22550 ラジオ IVY CLUB IVY THRILLER ISSUE 28 1965/8/8
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22502 ラジオ IVY CLUB
THE END OF THE SUMMER

ISSUE
31 1965/8/29

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22503 ラジオ IVY CLUB
THE END OF THE SUMMER

ISSUE
31 1965/8/29

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22499 ラジオ IVY CLUB
IVY FASHOH FOR FALL AND

WINTER
32 1965/9/5

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22500 ラジオ IVY CLUB
IVY FASHOH FOR FALL AND

WINTER
32 1965/9/5

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22505 ラジオ IVY CLUB DISK CIRCUIT 33 1965/9/12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22506 ラジオ IVY CLUB DISK CIRCUIT 33 1965/9/12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22507 ラジオ IVY CLUB DISK CIRCUIT 33 1965/9/12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-20577 ラジオ IVY CLUB [38] 1965/10/17 ラジオ日本 保富康午

N01-22557 ラジオ IVY CLUB [38] 1965/10/17
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-20578 ラジオ IVY CLUB 39 1965/10/24 ラジオ日本 保富康午

N01-22532 ラジオ IVY CLUB MOTOR SHOW ISSUE 41 1965/11/7
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22561 ラジオ IVY CLUB EQUESTRIAN SPORT ISSUE 52 [1966]/1/23
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22542 ラジオ IVY CLUB IVY RAKUGO ISSUE 54 1966/2/6
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22559 ラジオ IVY CLUB
FLY ME TO THE MOON

ISSUE
55 [1966]/2/13

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22560 ラジオ IVY CLUB
FLY ME TO THE MOON

ISSUE
55 [1966]/2/13

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22520 ラジオ IVY CLUB IVY HOSPITALITY ISSUE 57 [1966]/2/27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22521 ラジオ IVY CLUB IVY HOSPITALITY ISSUE 57 [1966]/2/27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22544 ラジオ IVY CLUB IVY HOSPITALITY ISSUE 57 [1966]/2/27
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22498 ラジオ IVY CLUB MJQ ISSUE 58 1966/3/6
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22543 ラジオ IVY CLUB MJQ ISSUE 58 1966/3/6
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午
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N01-26650 ラジオ IVY CLUB STOCK CAR RACE ISSUE 58 1966/3/13
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22495 ラジオ IVY CLUB
HONG KONG YAZI-KITA

TOUR ISSUE
60 1966/3/20

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22496 ラジオ IVY CLUB
HONG KONG YAZI-KITA

TOUR ISSUE
60 1966/3/20

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22497 ラジオ IVY CLUB
HONG KONG YAZI-KITA

TOUR ISSUE
60 1966/3/20

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22517 ラジオ IVY CLUB
HONG KONG YAZI-KITA

TOUR ISSUE
60 1966/3/20

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22492 ラジオ IVY CLUB IVY ADVENTURE ISSUE 61 1966/4/3
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22493 ラジオ IVY CLUB IVY ADVENTURE ISSUE 61 1966/4/3
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22530 ラジオ IVY CLUB IVY ADVENTURE ISSUE 61 1966/4/3
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22563 ラジオ IVY CLUB IVY ADVENTURE ISSUE 61 1966/4/3
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22564 ラジオ IVY CLUB IVY ADVENTURE ISSUE 61 1966/4/3
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22523 ラジオ IVY CLUB HIGH FIDELITY  ISSUE 63 1966/[4/17]
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22531 ラジオ IVY CLUB HIGH FIDELITY  ISSUE 63 1966/[4/17]
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22537 ラジオ IVY CLUB HIGH FIDELITY  ISSUE 63 1966/[4/17]
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22514 ラジオ IVY CLUB PRE-GRAND PRIX ISSUE 64 1966/4/24
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22515 ラジオ IVY CLUB PRE-GRAND PRIX ISSUE 64 1966/4/[24]
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22533 ラジオ IVY CLUB
INVITATION TO MODS

ISSUE
68 1966/5/15

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22534 ラジオ IVY CLUB
INVITATION TO MODS

ISSUE
68 1966/5/15

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22535 ラジオ IVY CLUB
INVITATION TO MODS

ISSUE
68 1966/5/15

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22536 ラジオ IVY CLUB
INVITATION TO MODS

ISSUE
68 1966/5/15

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22524 ラジオ IVY CLUB [69] [1966]/5/22
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22538 ラジオ IVY CLUB [69] [1966]/5/22
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22539 ラジオ IVY CLUB [69] [1966]/5/22
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22562 ラジオ IVY CLUB [69] [1966]/5/22
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22510 ラジオ IVY CLUB FISHING DRIVE ISSUE 72 [1966]/6/12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22511 ラジオ IVY CLUB FISHING DRIVE ISSUE 72 [1966]/6/12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22516 ラジオ IVY CLUB FISHING DRIVE ISSUE 72 [1966]/6/12
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22540 ラジオ IVY CLUB WELCOME BEATLES ISSUE 73 1966/6/19
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22541 ラジオ IVY CLUB JAPANESE CLASSICS ISSUE 74 1966/6/26
ラジオ関東

(ラジオ日本)
保富康午

N01-22512 ラジオ IVY CLUB
WELCOME HAPPY

WANDERERS ISSUE
76 1966/7/[10]

ラジオ関東
(ラジオ日本)

保富康午

N01-22494 ラジオ IVY CLUB MEMO<VAN-FORUM>
キャノンボール･アダレィ・イン

タビュー
(?) 保富康午

N01-19824 テレビ Just2:Osaka　2時です大阪です 34(終) (?)/11/24
よみうりテレ

ビ

M032 N01-40757 ラジオ M・S号の行方 ターザン★密林　の巻 1 (?)/10/3
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40758 ラジオ M・S号のゆくえ パクリー族襲撃！！の巻 2 1954/1010
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40759 ラジオ M・S号のゆくえ 弁慶さんはお人好しの巻 3 (?)/10/17
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40760 ラジオ M・S号のゆくえ さよなら弁慶さんの巻 4 (?)/10/24
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40761 ラジオ M・S号のゆくえ 怪盗ルパン現る！の巻 5 (?)/10/31
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40762 ラジオ M・S号のゆくえ ルパンは笑ふの巻 6 (?)/11/7
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）
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M032 N01-40763 ラジオ M・S号のゆくえ 可愛い御意見番の巻 7 (?)/11/14
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40764 ラジオ M・S号のゆくえ 凹まされた彦左　の巻 8 (?)/11/21
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40765 ラジオ M・S号のゆくえ われらの打撃王の巻 9 (?)/11/28
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40766 ラジオ M・S号のゆくえ 曽呂利の小父さんの巻 10 (?)/12/5
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40767 ラジオ M・S号のゆくえ 天晴れ曽呂利の巻 11 (?)/12/12
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40768 ラジオ M・S号のゆくえ 白い髯・赤い服の巻 12 (?)/12/19
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

M032 N01-40769 ラジオ M・S号のゆくえ 人魚姫とマッチ売りの巻 13 (?)/12/26
ニッポン放

送
木村重夫

デジタル
化（館
内）

N01-26388 ラジオ M・S号のゆくえ 初笑い七福神の巻 14 (?)/1/2
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26389 ラジオ M・S号のゆくえ ドン・キホーテ珍道中の巻 15 (?)/1/9
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26390 ラジオ M・S号のゆくえ ドン・キホーテ村に眠るの巻 16 (?)/1/16
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26391 ラジオ M・S号のゆくえ 雷電と谷風の巻き 17 (?)/1/23
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26392 ラジオ M・S号のゆくえ 名力士雷電の巻 18 (?)/1/30
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26393 ラジオ M・S号のゆくえ 御存じ猿飛佐助の巻 19 (?)/2/6
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26394 ラジオ M・S号のゆくえ 火を吐く六連発の巻 22 (?)/2/27
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26395 ラジオ M・S号のゆくえ 今日は、悟空ですの巻 23 (?)/3/6
ニッポン放

送
木村重夫

N01-26396 ラジオ M・S号のゆくえ 石の中にも五百年の巻 24 (?)/3/13
ニッポン放

送
木村重夫

N01-02734 テレビ MONDAY POPS 5 1963/7/1 NET 塚田茂

N01-06023 テレビ Monday Pops 13 1963/8/26 NET 河野洋

N01-06013 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！夏の終りを

うたおう
14 1963/9/2 NET 河野洋

N01-06015 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！夏の終りを

うたおう
14 1963/9/2 NET 河野洋

デジタル
化（館
内）

N01-06022 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！恋の唄をう

たおう
15 1963/9/9 NET 保富康午

N01-06025 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ　レッツアンド

ロックアンドロール
16 1963/9/16 NET 河野洋

N01-06026 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ　レッツアンド

ロックアンドロール
16 1963/9/16 NET 河野洋

N01-06027 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ　レッツアンド

ロックアンドロール
16 1963/9/16 NET 河野洋

N01-06024 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！枯葉をうた

おう
17 1963/9/23 NET 保富康午

N01-06012 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！芸術祭に参

加しよう
18 1963/9/30 NET 河野洋

N01-06011 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！大西部へ行

こう
19 1963/10/7 NET 保富康午

N01-06021 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ！大西部へ行

こう
19 1963/10/7 NET 保富康午

N01-06014 テレビ Monday Pops ブルージーンズ！ 20 1963/10/7 NET 河野洋

N01-06019 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ　海外公演を

やろう
21 1963/10/21 NET 保富康午

N01-06018 テレビ Monday Pops
ブルージーンス　スポーツカー

をつくろう
23 1963/11/4 NET 保富康午

N01-06016 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ　街角でうたお

う
25 (?)/11/18 NET

N01-06020 テレビ Monday Pops
ブルージーンズ　街角でうたお

う
25 (?)/11/18 NET

N01-06017 テレビ Monday Pops
ブルージーンス　牢屋で暮そ

う！サンタと遊ぼう
27・30 1963/12/2、23 NET 保富康午

N01-09440 テレビ MUSE(仮題) 検討用 (?) 佐々木守

N01-02842 ラジオ MUSIC HOLIDAY (?)/3/17 文化放送
デジタル
化（館
内）

N01-02844 ラジオ MUSIC HOLIDAY 17 (?)/6/23 文化放送



「アルファベット」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-02843 ラジオ MUSIC HOLIDAY 33 (?)/10/13 文化放送

N01-02836 ラジオ MusicMsicMusic 5 (?)/10/18 文化放送

N01-02837 ラジオ MusicMsicMusic 6 (?)/10/8 文化放送

N01-02839 ラジオ MusicMsicMusic 8 (?)/10/22 文化放送

N01-02838 ラジオ MusicMsicMusic 10 (?)/11/5 文化放送

N01-02835 ラジオ MusicMsicMusic 14 (?)/12/3 文化放送

N01-03102 テレビ NHK一九六四年―フィルム構成― 打合稿 1964/3/22 NHK 横田弘行
デジタル
化（館
内）

N01-23580 テレビ NHK1965 フィルム構成放送記念日特集 第一稿 1965/3/21 NHK 横田弘行

N01-51126 テレビ NHK1965 放送記念日特集 第一稿 1965/3/21 NHK 横田弘行

N01-22902 テレビ NHKこどもげきじょう うたはゴーゴー 1978/2/19 NHK

N01-07504 テレビ NHK子供列車 子供の詩による大阪の一日 1960/9/18 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-20454 テレビ NHKコンサートホール 1968/4/26 NHK

N01-20606 テレビ NHKコンサートホール 1968/4/26 NHK 保富康午

M019 N01-40477 ラジオ
ＮＨＫミュージカル・ドラマ　とかく　この世

は…
第二夜・鬼の来なかった話 2 1954/2/3 NHK 山下与志一

デジタル
化（館
内）

N01-24719 テレビ ＮＮＮワイドニュース 1966/8/31 日本テレビ

N01-24720 テレビ ＮＮＮワイドニュース 1966/10/14 日本テレビ

M036 N01-40808 ラジオ O・ヘンリー物語
警官と賛美歌、世の片隅に二

人だけ
1957/12/23 ラジオ東京 窪田篤人、大木惇夫

デジタル
化（館
内）

M061 N01-41338 ラジオ O・ヘンリー物語 ハーグレィヴズの二心 11 1955/9/12 ラジオ東京 窪田篤人
デジタル
化（館
内）

平030 N01-45221 テレビ OH!タカラヅカ
ザ・タカラヅカ Rock'n Roll

GRAFITY(生原稿)
1983/6/18 関西テレビ 岡田敬二

デジタル
化（館
内）

平030 N01-45222 テレビ OH!タカラヅカ
ザ・タカラヅカ ハートブレイ

カー(生原稿)
1983/6/25 関西テレビ 岡田敬二

デジタル
化（館
内）

N01-23318 ラジオ PEAK YOUNG 1 (?)
ラジオ関東

(ラジオ日本)
南川泰三

N01-23319 ラジオ PEAK YOUNG 2・3 (?)
ラジオ関東

(ラジオ日本)
南川泰三

N01-23320 ラジオ PEAK YOUNG 4・5 (?)
ラジオ関東

(ラジオ日本)
南川泰三

N01-00759 テレビ Poket Sience ひるねの効用 1962/7/4 NHK

M076 N01-41352 ラジオ Puck in Music 人生相談(Qシート) (?)

N01-08104 テレビ Q
決定台本。ス

タッフ用
1960/10/31 KRT(TBS) 寺山修司

N01-00954 テレビ Q　ある奇妙な診断書 1960/10/31 KRT 寺山修司
デジタル
化（館
内）

N01-05605 テレビ S・Hは恋のイニシアル 12 [1969]/(?)/(?) TBS 松木ひろし

N01-21966 テレビ STAGE101 24 1972/10/22 NHK 八木武寿

N01-21965 テレビ STAGE101 ロック・アラウンド・ザ・ヤング 26 1972/11/5 NHK 八木武寿

N01-21967 テレビ STAGE101 ヤング・サイモンに再び挑戦 28 1972/11/19 NHK 八木武寿

N01-21969 テレビ STAGE101 ヤング師走に働く 30 1972/12/17 NHK 大倉徹也

N01-21970 テレビ STAGE101 ヤング成人の日前夜祭 34 1973/1/14 NHK 下山啓

N01-21968 テレビ STAGE101 ヤング・カレンダー 35 1973/1/21 NHK 保富康午

N01-22957 ラジオ STEP ON MUSIC 1966/5/31～6/4
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-22958 ラジオ STEP ON MUSIC 1966/6/6～11
ラジオ関東

(ラジオ日本)
水原明人

N01-20978 テレビ TBS作曲祭りー第12回古賀賞発表 1979/6/30 TBS 保富康午、太田イサム

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104213
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104213
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104213
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104213
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104242
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104242
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104242
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9104242


「アルファベット」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17928 テレビ THE 12TH POPULAR SONG CONTEST 12 1976/10/3 内海譲司

N01-18297 テレビ THE LAST SHOW 決定稿 15 1980/7/12 フジテレビ 奥山侊伸、DNP

N01-18295 テレビ THE LAST SHOW 決定稿 17 1980/7/26 フジテレビ 奥山侊伸、DNP

N01-18296 テレビ THE LAST SHOW 決定稿 18 1980/8/2 フジテレビ 奥山侊伸、DNP

N01-19810 テレビ THE　雪まつり 1979/2/3 STV 奥山侊伸

N01-23106 テレビ THE　雪まつり 1979/2/3 STV 奥山侊伸

N01-17845 テレビ THE17TH POPULAR SONG CONTEST 1979/5/6 日本テレビ 内海譲司

N01-17811 テレビ THE15TH POPULAR SONG CONTEST 1978/5/7 内海譲司

N01-23257 テレビ TOKYO Afternoon (?) NET 津田幸夫

N01-09377 テレビ TOKYO DETECTIVE　二人の事件簿 純愛伝説 34 1975/11/18 テレビ朝日 佐々木守

N01-07387 資料 Tokyo Merry Go-Round 1961/1/3 保富康午

N01-07407 テレビ ＴＶヴァラエティ　気まぐれ旅行記 イタリーよいとこの巻 6 1955/8/27 NHK 大島得郎

N01-20712 テレビ TVグランドスペシャル
初顔合せひばり・森繁ショー

(仮題)
打合稿 (?) 保富康午

N01-23114 テレビ ＴＶビックリハウス 明日の視聴率を考える 1977/10/21 千葉テレビ 南川泰三、石川雄一郎

N01-23115 テレビ ＴＶビックリハウス
世界四畳半ゴリンピック大

会！
1977/10/28 千葉テレビ 南川泰三、石川雄一郎

N01-23116 テレビ ＴＶビックリハウス
ニュースギャグター9時(NG9

時)
1977/11/25 千葉テレビ 南川泰三、石川雄一郎

N01-23117 テレビ ＴＶビックリハウス 今年のジャンル別ベスト10 1977/12/9 千葉テレビ

N01-23118 テレビ ＴＶビックリハウス 16 1978/2/3 千葉テレビ 石川雄一郎

M022 N01-40527 テレビ ＴＶミュージカル・ショウ　十一番地 1955/12/7 NHK 北小路功光

N01-19689 テレビ U＆I 田中真規子 4・9・14・19 (?) TBS たかたかし

N01-51096 テレビ UFO大戦争　戦え！レッドタイガー
さらわれた銀河（1）炸裂！タイ

ガー殺法（2）
決定稿 [1978]/(?)/(?) テレビ東京 上原正三

N01-51097 テレビ UFO大戦争　戦え！レッドタイガー
吠える　超高層ビル（7）銀河

から来た銀河（8）
決定稿 [1978]/(?)/(?) テレビ東京 上原正三

N01-51098 テレビ UFO大戦争　戦え！レッドタイガー
よみがえった母の記憶（12）秘

密の扉を開け（13）
決定稿 [1978]/(?)/(?) テレビ東京 上原正三

N01-51099 テレビ UFO大戦争　戦え！レッドタイガー
タワー発進3秒前（14）解け

た！遊園地の謎（15）
決定稿 [1978]/(?)/(?) テレビ東京 長坂秀佳

N01-51100 テレビ UFO大戦争　戦え！レッドタイガー
[タワー発進3秒前]（14）解け

た！遊園地の謎（15）
決定稿 [1978]/(?)/(?) テレビ東京 長坂秀佳

N01-05167 テレビ Uターン禁止 大事なことは忘れろ 25 1964/4/2 フジテレビ 松木ひろし

N01-19780 ラジオ VAN FORUM
百回記念番組　パロディ明治

百年
[1967/1]/(?)

RFラジオ日
本

N01-22050 ラジオ VAN-FORUM (?)
RFラジオ日

本

N01-22508 ラジオ VAN-FORUM<基本フォーマット> (?)

N01-22509 ラジオ VAN-FORUM<基本フォーマット> (?)

N01-05633 テレビ VAWタイム 電気工事の移り変り 決定稿 28 1960/9/6 TBS 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-07915 テレビ YS-１１ 1962/11/11 NET 山田正弘、田村孟



「数字」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-17998 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 1968/9/30 TBS 松本醇

N01-17999 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 準備稿 (?)/10/1 TBS 曽我部博士

N01-18001 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 第一稿 1968/10/4 TBS 遠藤淳

N01-18003 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 決定稿 1968/10/4 TBS 遠藤淳

N01-18002 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 決定稿 1968/10/11 TBS 黒川敏郎

N01-18004 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 決定稿 1968/10/11 TBS 黒川敏郎

N01-18005 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 15 [1968]/10/18 TBS 遠藤淳

N01-18011 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 20 [1968]/10/25 TBS 黒川敏郎

N01-18010 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ 25 1968/11/1 TBS 遠藤淳

N01-18000 テレビ ０スタジオ　おんなのテレビ
オーディション

用
(?) TBS 遠藤淳、はかま満緒

N01-05089 テレビ 0のアングル 身近な犯罪者 7 1963/12/14 フジテレビ 寺田信義

N01-05172 テレビ 0のアングル 兄妹 6 1963/12/7 フジテレビ 石堂淑朗
デジタル
化（館
内）

N01-20697 テレビ 1135室（仮） (?)/[9/6] TBS 保富康午

N01-19716 テレビ 1135室(仮) (U＆I) 由美かおる 3・8・13・18 (?) TBS 保富康午

N01-09374 テレビ 11人いる！ 1977/1/2 NHK 佐々木守

M020 N01-40493 ラジオ 十二時二分十四秒 1956/6/13 NHK
デジタル
化（館
内）

N01-26397 ラジオ 十七才かく戦えり 1962/8/15
ニッポン放

送
大村順一

N01-02719 テレビ 一九五九年さよなら大放送　第一部 歌のスターパレード 1959/(?)/(?) フジテレビ 塚田茂
デジタル
化（館
内）

N01-02716 テレビ 一九六〇年年忘れバラエティ　全十五景 準決定稿 1960/12/31 TBS 塚田茂

N01-02737 テレビ
一九六〇年年忘れバラエティ　全十五景

(仮題)
第一次打合用

準備稿
1960/(?)/(?) TBS 塚田茂

N01-23321 テレビ 1964年青春オールスター大行進 1964/12/31 TBS
塚田茂、血脇啓寿、前川宏司、片山

直彦

N01-23647 テレビ 一九六五年度　新春かくし芸大会 第一稿 1965/1/2 フジテレビ 塚田茂

N01-24725 テレビ 1967年ことしの演劇界を顧みて 1967/12/31 NHK

N01-20996 テレビ 1972年度　輝く日本レコード大賞（進行案） 1972/(?)/(?) TBS

N01-22142 テレビ 1972年度輝く日本レコード大賞 改訂稿 1972/12/31 TBS
デジタル
化（館
内）

N01-22172 テレビ 1972年度輝く日本レコード大賞 1972/12/31 TBS

N01-21866 テレビ 1977年おめでとう日本レコード大賞 改訂稿 1977/1/1 TBS

N01-20992 テレビ 1977年度おめでとう日本レコード大賞 第一稿 1977/1/1 TBS

N01-12785 ラジオ 20分の1の人生 1～5 (?)/7/9～13
ニッポン放

送
津川泉

N01-12784 ラジオ 20分の1の人生 6～10 (?)/7/16～20
ニッポン放

送
津川泉

デジタル
化（館
内）

N01-16007 テレビ 24才 決定稿 545 [1967]/5/21 TBS 山田洋次
デジタル
化（館
内）

N01-13824 テレビ 24才No2 スタッフ決定稿 562 [1967]/9/17 TBS 林秀彦
デジタル
化（館
内）

N01-13819 テレビ 24才No3 改訂稿 596 [1968]/5/12 TBS 窪田篤人

N01-13820 テレビ 24才No4 スタッフ稿 611 [1968]/8/25 TBS 山田洋次

N01-13821 テレビ 24才No5 スタッフ稿 624 [1968]/11/24 TBS 窪田篤人

N01-16006 テレビ 24才No5 決定稿 624 1968/11/24 TBS 窪田篤人

N01-13825 テレビ 24才No7 改訂稿 649 [1969]/5/18 TBS 山田洋次
デジタル
化（館
内）



「数字」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-13826 テレビ 24才No7 スタッフ稿 649 [1969]/5/18 TBS 山田洋次

N01-13822 テレビ 24才No9 その夏の日に 決定稿 661 [1969]/8/10 TBS 山田洋次

N01-13827 テレビ 24才No9 その夏の日に スタッフ決定稿 661 [1969]/8/10 TBS 山田洋次

N01-13818 テレビ 24才の明日　24才シリーズ スタッフ稿 764 1971/8/1 TBS 服部佳

N01-13823 テレビ 24才の明日　24才シリーズ 改訂稿 764 1971/8/1 TBS 服部佳

N01-13841 テレビ 24才の明日　24才シリーズ 764 1971/8/1 TBS 服部佳

N01-17942 テレビ 24時間テレビ「愛は地球を救う」 1979/8/26 日本テレビ

N01-19687 テレビ 二十五年目… 決定稿 1970/8/15 TBS 遠藤淳

N01-01005 テレビ 3000円の世界旅行 改訂稿 1961/7/28 TBS
羽仁進、永六輔、有高扶桑、前田武

彦、工藤昌男
複写
不可

N01-04605 テレビ 3000円の世界旅行 改訂稿 1961/7/28 TBS
羽仁進、永六輔、有高扶桑、前田武

彦、工藤昌男

デジタル
化（館
内）

N01-02950 テレビ 30分劇場 表彰 改訂稿 1 1964/4/9 布勢博一
デジタル
化（館
内）

N01-02951 テレビ 30分劇場 おはま婆さん 20 1964/8/20 布勢博一

M020 N01-40492 ラジオ 30分放送詩集 1956/6/27 NHK 萩原朔太郎
デジタル
化（館
内）

N01-19182 テレビ 3時のあなた 人物交流譚No.1 75 1968/7/12 フジテレビ 遠藤淳

N01-19180 テレビ 3時のあなた 人物交流譚No.3 85 1968/7/26 フジテレビ 遠藤淳

N01-19184 テレビ 3時のあなた 人物交流譚No.5 95 1968/8/9 フジテレビ 遠藤淳

N01-19185 テレビ 3時のあなた 人物交流譚 105 1968/8/23 フジテレビ 遠藤淳

N01-19665 テレビ 3時のあなた 人物交流譚No.9 115 1968/9/6 フジテレビ 遠藤淳

N01-19183 テレビ 3時のあなた 人物交流譚No.11 125 1968/9/20 フジテレビ 遠藤淳

N01-19188 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.1 134 1968/10/3 フジテレビ 遠藤淳

N01-19192 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.3 146 1968/10/24 フジテレビ 遠藤淳

N01-19202 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.4 151 1968/10/31 フジテレビ 福井貞則

N01-19186 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.5 156 1968/11/7 フジテレビ 遠藤淳

N01-19704 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.6 161 1968/11/14 フジテレビ 福井貞則

N01-19187 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.7 166 1968/11/21 フジテレビ 遠藤淳

N01-19201 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.8 171 1968/11/28 フジテレビ 福井貞則

N01-19198 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.9 176 1968/12/5 フジテレビ 遠藤淳

N01-19189 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.10 181 1968/12/12 フジテレビ 福井貞則

N01-19199 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.11 186 1968/12/19 フジテレビ 遠藤淳

N01-19190 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.13 200 1969/1/9 フジテレビ 遠藤淳

N01-19191 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.13 200 1969/1/9 フジテレビ 遠藤淳

N01-19203 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.14 205 1969/1/16 フジテレビ 福井貞則

N01-19195 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.15 210 1969/1/23 フジテレビ 遠藤淳

N01-19204 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.17 216 1969/2/6 フジテレビ 遠藤淳

N01-19196 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.19 232 1969/2/20 フジテレビ 遠藤淳

N01-19194 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.21 240 1969/3/6 フジテレビ 遠藤淳

N01-19193 テレビ 3時のあなた スターゆうもあ診断No.23 250 1969/3/20 フジテレビ 遠藤淳
デジタル
化（館
内）



「数字」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-22876 テレビ 3時のあなた 656 1970/10/12 フジテレビ 水原明人

N01-22877 テレビ 3時のあなた 676 1970/11/9 フジテレビ 水原明人

N01-22875 テレビ 3時のあなた 716 1971/1/4 フジテレビ 水原明人

N01-22878 テレビ 3時のあなた 準備稿 736 1971/2/1 フジテレビ 水原明人

N01-22881 テレビ 3時のあなた 736 1971/2/1 フジテレビ 水原明人

N01-22869 テレビ 3時のあなた 756 1971/3/1 フジテレビ 水原明人

N01-22868 テレビ 3時のあなた 787 1971/4/19 フジテレビ 水原明人

N01-22883 テレビ 3時のあなた 807 1971/5/17 フジテレビ 水原明人

N01-22879 テレビ 3時のあなた 869 1971/8/9 フジテレビ 水原明人

N01-22870 テレビ 3時のあなた 894 1971/9/20 フジテレビ 水原明人

N01-22871 テレビ 3時のあなた 新春特別番組 969 1972/1/3 フジテレビ 水原明人

N01-22884 テレビ 3時のあなた 新春特別番組 969 1972/1/3 フジテレビ 水原明人

N01-22880 テレビ 3時のあなた 1016 1972/3/6 フジテレビ 水原明人、市橋宏樹

N01-22862 テレビ 3時のあなた 1026 1972/3/20 フジテレビ 水原明人、市橋宏樹

N01-22872 テレビ 3時のあなた 1076 1972/5/29 フジテレビ 水原明人、市橋宏樹

N01-22873 テレビ 3時のあなた 1106 1972/7/10 フジテレビ 水原明人、市橋宏樹

N01-22874 テレビ 3時のあなた 1121 1972/7/31 フジテレビ 水原明人、市橋宏樹

N01-19197 テレビ 3時のあなた ハイジャック事件の総括 1382 1973/7/26 フジテレビ 林晴生

N01-19170 テレビ 3時のあなた 1409 1973/9/7 フジテレビ 遠藤淳

N01-19172 テレビ 3時のあなた 1441 1973/10/19 フジテレビ 遠藤淳

N01-19171 テレビ 3時のあなた 1450 1973/11/9 フジテレビ 遠藤淳

N01-19174 テレビ 3時のあなた 1471 1973/11/30 フジテレビ 遠藤淳

N01-19177 テレビ 3時のあなた アラブ諸国最新レポート 1486 1973/12/21 フジテレビ 遠藤淳

N01-19181 テレビ 3時のあなた 噂のふたり　華麗なる恋人？ 1501 1974/1/11 フジテレビ 遠藤淳

N01-19178 テレビ 3時のあなた 大モテです！ヤングテレフォン 1516 1974/2/1 フジテレビ 遠藤淳

N01-19176 テレビ 3時のあなた 学生よなぜ死に急ぐ 1531 1974/2/22 フジテレビ 遠藤淳

N01-19179 テレビ 3時のあなた あこがれていた国　日本 1546 1974/3/15 フジテレビ 遠藤淳

N01-19175 テレビ 3時のあなた 働き者には秘書をつけろ 1561 1974/4/5 フジテレビ 林晴生

N01-18059 テレビ 3時のあなた スペイン華麗なる音楽の旅 1972/1/4 野村六助

N01-19200 テレビ 3時のあなた
オーディション

用
(?) フジテレビ 遠藤淳

N01-19894 テレビ 3時のあなた 水曜プレゼント 1969/2/5 フジテレビ

N01-20031 テレビ 3時のあなた 水曜プレゼント 決定稿 1979/1/8 フジテレビ

N01-20190 テレビ 3時のあなた 1968/10/30 フジテレビ

N01-20411 テレビ 3時のあなた 1968/10/2 フジテレビ

N01-20605 テレビ 3時のあなた 1968/11/20 フジテレビ

N01-20673 テレビ 3時のあなた 水曜プレゼント 1969/3/5 フジテレビ

N01-20677 テレビ 3時のあなた 水曜プレゼント 1969/2/19 フジテレビ



「数字」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-20678 テレビ 3時のあなた 水曜プレゼント 1969/1/22 フジテレビ

N01-21453 テレビ 3時のあなた 1968/11/27 フジテレビ

N01-21454 テレビ 3時のあなた 1968/12/4 フジテレビ

N01-21455 テレビ 3時のあなた 1969/1/29 フジテレビ

N01-21456 テレビ 3時のあなた 決定稿 1969/1/15 フジテレビ

N01-21457 テレビ 3時のあなた 1968/11/6 フジテレビ

N01-21458 テレビ 3時のあなた 1968/10/23 フジテレビ

N01-21459 テレビ 3時のあなた 1968/11/13 フジテレビ

N01-21460 テレビ 3時のあなた 1969/2/12 フジテレビ

N01-21461 テレビ 3時のあなた 1968/12/18 フジテレビ

N01-21462 テレビ 3時のあなた 1969/1/22 フジテレビ

N01-21463 テレビ 3時のあなた 1972/2/8 フジテレビ 野村六助

N01-22831 テレビ 3時のあなた 1977/5/19 フジテレビ 野村六助

N01-22832 テレビ 3時のあなた 1977/6/30 フジテレビ 野村六助

N01-22833 テレビ 3時のあなた 1978/2/9 フジテレビ 野村六助

N01-22834 テレビ 3時のあなた 1977/10/13 フジテレビ 野村六助

N01-22835 テレビ 3時のあなた 1977/10/27 フジテレビ 野村六助

N01-22836 テレビ 3時のあなた 1977/6/2 フジテレビ 野村六助

N01-22837 テレビ 3時のあなた 1978/3/30 フジテレビ 野村六助

N01-22838 テレビ 3時のあなた 1978/3/23 フジテレビ 野村六助

N01-22839 テレビ 3時のあなた 1977/6/16 フジテレビ 野村六助

N01-22840 テレビ 3時のあなた 1978/2/2 フジテレビ 野村六助

N01-22841 テレビ 3時のあなた 1977/9/22 フジテレビ 野村六助

N01-22842 テレビ 3時のあなた 1977/6/9 フジテレビ 野村六助

N01-22843 テレビ 3時のあなた 1977/5/26 フジテレビ 野村六助

N01-22844 テレビ 3時のあなた 1978/2/23 フジテレビ 野村六助

N01-22845 テレビ 3時のあなた 1977/11/3 フジテレビ 野村六助

N01-22983 テレビ 3時のあなた 1970/4/28 フジテレビ 野村六助

N01-22984 テレビ 3時のあなた 1970/8/3 フジテレビ 水原明人

N01-22985 テレビ 3時のあなた 1970/4/6 フジテレビ 小松一三、水原明人

N01-23012 テレビ 3時のあなた 1977/11/24 フジテレビ 野村六助

N01-23013 テレビ 3時のあなた 1977/12/15 フジテレビ 野村六助

N01-23014 テレビ 3時のあなた 1977/12/1 フジテレビ 野村六助

N01-23015 テレビ 3時のあなた 1977/12/8 フジテレビ 野村六助

N01-23016 テレビ 3時のあなた 1977/12/22 フジテレビ 野村六助

N01-23017 テレビ 3時のあなた 1977/11/10 フジテレビ 野村六助

N01-23018 テレビ 3時のあなた 1977/11/17 フジテレビ 野村六助



「数字」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-23019 テレビ 3時のあなた 1978/1/26 フジテレビ 野村六助

N01-23020 テレビ 3時のあなた 1978/3/2 フジテレビ 野村六助

N01-23021 テレビ 3時のあなた 1977/7/28 フジテレビ 野村六助

N01-23022 テレビ 3時のあなた 1977/10/6 フジテレビ 野村六助

N01-23023 テレビ 3時のあなた 1978/3/9 フジテレビ 野村六助

N01-23024 テレビ 3時のあなた 1977/10/20 フジテレビ 野村六助

N01-23025 テレビ 3時のあなた 1978/1/5 フジテレビ 野村六助

N01-23026 テレビ 3時のあなた 1977/7/7 フジテレビ 野村六助

N01-23027 テレビ 3時のあなた 1977/9/29 フジテレビ 野村六助

N01-23028 テレビ 3時のあなた 1977/9/1 フジテレビ 野村六助

N01-23029 テレビ 3時のあなた 1977/5/19 フジテレビ 野村六助

N01-23030 テレビ 3時のあなた 1978/3/30 フジテレビ 野村六助

N01-23031 テレビ 3時のあなた 1977/7/28 フジテレビ 野村六助

N01-23032 テレビ 3時のあなた 1977/6/23 フジテレビ 野村六助

N01-23033 テレビ 3時のあなた 1977/9/15 フジテレビ 野村六助

N01-23034 テレビ 3時のあなた 1977/8/11 フジテレビ 野村六助

N01-23035 テレビ 3時のあなた 1977/7/21 フジテレビ 野村六助

N01-23036 テレビ 3時のあなた 1977/8/25 フジテレビ 野村六助

N01-23037 テレビ 3時のあなた 1977/8/18 フジテレビ 野村六助

N01-23038 テレビ 3時のあなた 1977/6/30 フジテレビ 野村六助

N01-23039 テレビ 3時のあなた 1978/1/26 フジテレビ 野村六助

N01-22882 テレビ 3時のあなた（別冊） 新春サロン 1972/1/3 フジテレビ

N01-19173 テレビ [3時のあなた] 1973/9/28 フジテレビ

N01-00685 テレビ
3チャンス・ゲーム　前枠、後枠CM進行台

本
(?)/4/26

N01-07742 資料 49年度1学期 小学校中学年道徳番組
R.行こうみんなで　T.みんなな

かよし
1973/12/6 NHK

N01-24258 テレビ 4つの恋の物語 離合 スタッフ決定稿 2 (?)/12/12 TBS 岡田光治

N01-09692 ラジオ 五月二十八日・月給日 (?)/5/31 TBSラジオ 佐々木守
デジタル
化（館
内）

N01-23655 テレビ 600こちら情報部　なんでも相談 1980/12/5 NHK

N01-19929 テレビ 67主役・ワキ役100人の顔 決定稿 1967/12/31 フジテレビ 毛利恒之
デジタル
化（館
内）

N01-16277 テレビ 6羽のかもめ 花三輪 7 [1974/11/16] フジテレビ 石川俊子
デジタル
化（館
内）

N01-24614 テレビ 6羽のかもめ さらばテレビジョン 26(終) 1975/3/29 CX 倉本聰
デジタル
化（館
内）

N01-18133 テレビ 70年代日本の旗手
川又克二－公害なきモータリ

ゼイション
3 1971/4/18 テレビ朝日 野村六助

N01-18131 テレビ 70年代日本の旗手
若杉未雪－国際商戦に立つ

－
4 1971/4/25 テレビ朝日 野村六助

N01-18063 テレビ 70年代日本の旗手 経営新時代を画す 6 1971/5/9 テレビ朝日 野村六助

N01-18062 テレビ 70年代日本の旗手 情報化時代をひらく 9 1971/5/30 テレビ朝日 野村六助

N01-18115 テレビ 70年代日本の旗手 情報化時代をひらく 9 1971/5/30 テレビ朝日 野村六助

N01-18132 テレビ 70年代日本の旗手 杉豊－光学で世界を制す－ 1971/5/2 テレビ朝日 野村六助



「数字」

箱番号 管理番号 メディア タイトル サブタイトル 台本バージョン 放送回 放送日 放送局 作家名 複写

N01-24139 テレビ 72クルマ社会への提言 HELP！救急医療体制 1972/4/17 テレビ東京 楜沢光生

N01-20695 テレビ 72年有線大賞発表！ オールスター夜のグランプリ 1972/11/28 フジテレビ 保富康午

N01-19940 テレビ 73輝け！日本歌謡大賞 決定稿 1973/11/20 日本テレビ 保富康午

N01-21138 テレビ 73輝け！日本歌謡大賞 決定稿 1973/11/20 日本テレビ 保富康午

N01-20004 テレビ 73速報！日本レコード大賞 第一稿 1973/11/11 TBS 松原史明

N01-19966 テレビ 73年有線大賞発表！ オールスター夜のグランプリ 1973/11/27 フジテレビ 保富康午

N01-19967 テレビ 73年有線大賞発表！ オールスター夜のグランプリ 1973/11/27 フジテレビ 保富康午

N01-20957 テレビ
74輝く日本レコード大賞は誰に！挑戦者

大集合！！
準備稿 1974/9/22 保富康午

N01-20981 テレビ
74輝く日本レコード大賞は誰に！挑戦者

大集合！！
スタッフ稿 1974/9/22 TBS 保富康午

N01-20494 テレビ 74輝け!! 日本歌謡大賞 決定稿 1974/11/26
NETテレビ

(テレビ朝日)
保富康午

N01-19870 テレビ 74輝け!!日本歌謡大賞 決定稿 5 1974/11/26
中継担当・
NETテレビ

保富康午

N01-21801 テレビ 74新春かくし芸大会 決定稿 1974/11/10 フジテレビ 田村隆

N01-20477 テレビ 74新春スターかくし芸大会 決定稿 1974/1/1 フジテレビ
塚田茂、前川宏司、田村隆、奥山侊

伸、河村シゲル、山元護久

N01-20959 テレビ 74年有線大賞発表！ オールスター夜のグランプリ 1974/12/24 フジテレビ 保富康午

N01-20989 テレビ 75世紀の祭典 決定稿 1975/3/4 フジテレビ 玉井冽、高田文夫

N01-20993 テレビ 76おめでとう！日本レコード大賞 決定稿 1976/1/1 TBS 秋田健

N01-19798 テレビ 76新春スターかくし芸大会 1976/1/1 フジテレビ
塚田茂、前川宏司、田村隆、奥山侊

伸、氏家昇、つかさけんじ

N01-23113 ラジオ 77．ＹＢＳラジオ祭　スペシャル23 (?)/7/16、17
YBS(山梨放

送)
南川泰三

N01-21354 テレビ
78　第1回　全日本スーパーカー選手権大

会
1 (?)/5/13 テレビ東京

N01-20687 テレビ 78音楽賞総決算！
感動の受賞シーン初めて大集

合
決定稿 1978/12/24 TBS 保富康午、河村達樹

N01-20705 テレビ 79飛び出せ！演歌大集合 1979/1/5 フジテレビ 保富康午

N01-20030 テレビ 79美の祭典 1979/9/9 朝日放送 保富康午

N01-19654 テレビ 80’新春スターかくし芸大会 17 1980/1/1 フジテレビ
奥山侊伸、田村隆、玉井冽、鈴木
哲、高田文夫、宮田泰、堀俊彦

N01-20634 テレビ 80飛び出せ演歌大集合 1980/1/6 フジテレビ 保富康午、新野隆司

N01-20940 テレビ 80日本作曲祭り スタッフ稿 1980/10/5 TBS 保富康午、河村達樹

N01-19922 テレビ 8PMだ！よってこい！
決定稿。サンプ

ル台本
(?)

N01-23597 テレビ 8時だヨ！全員集合 決定稿 178 (?)/8/25 TBS
堀英伸、田村隆、福地美穂子、大倉
徹也、かとうまなぶ、石川雄一郎、

塚田茂

N01-23040 テレビ 8時だョ！全員集合 524 1980/5/17 TBS
田村隆、松岡孝、下山啓、かとうま
なぶ、鈴木哲、原すすむ、塚田茂

デジタル
化（館
内）

N01-05648 テレビ 9000万人の広場 出世コース 受験期をひかえて 1964/2/3 テレビ朝日 野村六助
デジタル
化（館
内）

N01-12810 テレビ 90日の恋 コンテ 2 [1969]/10/11 日本テレビ 林秀彦

N01-12811 テレビ 90日の恋 決定稿 3 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 林秀彦

N01-12812 テレビ 90日の恋 決定稿 4 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 林秀彦

N01-12813 テレビ 90日の恋 撮り残し分 7 [1969]/(?)/(?) 日本テレビ 布勢博一

N01-12357 テレビ 90分ドラマ　泣いてたまるか 男は心だよ 決定台本 (?) TBS 光畑碩郎
デジタル
化（館
内）
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