
2001年開始ドラマ一覧（単発ドラマ）

タイトル キー局 放送開 演出 脚本 出演原作

四千万歩の男・伊能忠敬　人生ふた山、
55歳の挑戦　妻が支えた日本地図作り

NHK BS3 01/01/01 黛りんたろう 尾西　兼一 橋爪　　功、高島　礼子、新山　千春、片岡仁左衛門、宍戸　 ...井上ひさし

ズッコケ三人組 VS.双子探偵　光の世界
へ翔べ

NHK ETV 01/01/01 笠浦　友愛、（擬斗・深
作　　覚）

伴　　一彦 石坂　晴樹、三倉　茉奈、三倉　佳奈、小林　聡美、手塚とお ...那須　正幹「ズッコケ
三人組」、はやみね
かおる「名探偵夢水
清志郎事件ノート」

世にも奇妙な物語　SMAPの特別編「21世
紀はこの５人の悲鳴から始まる…」（「エキ
ストラ」「13番目の客」「BLACK ROOM」「
僕は旅をする」「オトナ受験」）

CX 01/01/01 星　　　護（エキストラ）、
落合　正幸（13番目の
客）、石井　克人（
BLACK ROOM）、佐藤
嗣麻子（僕は旅をする）
、河毛　俊作（オトナ受
験）、（ストーリーテラー
演出・星　　　護）（演出
補・鎌田　敏明、八木　
一介、山本　一男）（CG
タイトル・大村　　卓、岩
下みどり）

中村　樹基（エキストラ）、
深谷　仁一（13番目の客
）、落合　正幸（13番目の
客）、石井　克人（
BLACK ROOM）、佐藤
嗣麻子（僕は旅をする）、
大野　敏哉（オトナ受験）
、（ストーリーテラー構成・
中村　樹基）（脚本協力・
中村　義洋）

（「エキストラ」・香取　慎吾、矢田亜希子、陰山　　泰、岡田　 ...今　　市子「僕は旅を
する」（僕は旅をする）
、星野　光浩「ショー
トショートの広場７／
大人免許」（オトナ受
験）

OLヴィジュアル系「ソウル大作戦！？」（
OLヴィジュアル系SP）

ANB 01/01/01 高丸　雅隆、（演出助手
・松永　洋一、伊藤　大
輔）

吉田　玲子、高橋ナツコ 鈴木紗理奈、原田　龍二、斎藤　陽子、上原さくら、遠山景織 ...かなつ久美「OLヴィ
ジュアル系」

花村大介スペシャル　ナースを救え!! KTV 01/01/02 塚本　連平 尾崎　将也 ユースケサンタマリア（ユースケ・サンタマリア）、いしだ壱成、 ...

仮面ライダークウガ　新春スペシャル　「
EPISODE 46.5　初夢」

ANB 01/01/02 （監督・小藤　浩一）（OP
・ED監督・小藤　浩一）（
アクション監督・金田　　
治、山田　一善）（スー
パーバイザー・小野寺　
章）（助監督・田澤　裕
一）

竹中　　清、（シリーズ構
成・荒川　稔久）（文芸・
大石　真司、村山　　桂）
（キャラクターデザイン・
飯田　浩司、阿部　卓也
、竹内　一恵）（資料担当
・早瀬マサト）

オダギリジョー、葛山　信吾、村田　和美、きたろう、葵　　若 ...石ノ森章太郎

宮本武蔵　（一部「野生児たけぞうから武
蔵へ」、二部「柳生！吉岡！宝蔵院！道
場破り」、三部「挫折と苦悩の日　二刀流
開眼」、四部「一乗寺下がり松そして巌流
島の決闘」）

TX 01/01/02 佐々木章光、藤尾　　隆 長坂　秀佳 上川　隆也、鶴田　真由、渡辺いっけい、高嶋　政宏、鈴木 ...吉川　英治

柔らかな頬　前編　後編 BS-i 01/01/02 （監督・長崎　俊一） 長崎　俊一 天海　祐希、三浦　友和、松岡　俊介、渡辺いっけい、中村　 ...桐野　夏生

「菜の花の沖」からオホーツクへ・歴史紀
行高田屋嘉兵衛　ドラマメーキング

NHK 01/01/02 ...

仮面ライダークウガ　新春スペシャル　「
EPISODE 17　臨戦」「EPISODE 31　応戦
」

ANB 01/01/02 （監督・鈴村　展弘）（OP
・ED監督・小藤　浩一）（
アクション監督・金田　　
治、山田　一善）（スー
パーバイザー・小野寺　
章）（助監督・田澤　裕
一、柴崎　貴行）

きだつよし、村山　　桂、
竹中　　清、荒川　稔久、
（シリーズ構成・荒川　稔
久）（文芸・大石　真司、
村山　　桂）（キャラクター
デザイン・飯田　浩司、阿
部　卓也、竹内　一恵）（
資料担当・早瀬マサト）

オダギリジョー、葛山　慎吾、村田　和美、葵　　若菜、きたろ ...石ノ森章太郎
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恋は余計なお世話　なに怒ってんの深津
ちゃん、しのぶ全然わかんないスペシャル

CX 01/01/02 松尾スズキ 松尾スズキ 大竹しのぶ、深津　絵里、宮藤官九郎 ...

夢駆ける大地　私、牛を飼います　キャリ
ア官僚の転身

NHK 01/01/02 大森　青児 金子　成人 山本　未来、渡辺　　徹、田中　邦衛、山本　陽子、蟹江　敬 ...

はぐれ刑事純情派新春スペシャル　飛騨
高山、白川郷に消えた女！安浦刑事が誤
認逮捕で辞職の危機!?夫婦の絆を断ち切
る巨大な殺意の罠！雪降る里に意外な真
実が

ANB 01/01/03 （監督・吉川　一義）（助
監督・安養寺　工）（擬
斗・國井　正廣）

奥村　俊雄 藤田まこと、梅宮　辰夫、眞野あずさ（真野あずさ）、吉　　幾 ...

17年目のパパへ　少女は謎の男に導かれ
まだ見ぬ父の故郷信州へ…波乱に満ち
た旅の終わりに彼女が涙した真実とは!?

TBS 01/01/04 源　　孝志、（演出補・日
比野　朗）（擬闘・ジャパ
ンアクションクラブ）

源　　孝志、相沢　友子 豊川　悦司、深田　恭子、森下　愛子、東　　幹久、高橋　克 ...

新春ドラマ特別企画　スチュワーデス刑事
５　東京－ホノルル－ハワイ島、楽園の花
は甘く危険な香り…国際線美人スッチー
が推理する超豪華リゾート殺人事件！

CX 01/01/05 高橋　正秀、（演出補・
佐々木詳太）

伴　　一彦 財前　直見、水野　真紀、木村　佳乃、村田　雄浩、沢村　一 ...

聖の青春　病と闘い、名人の夢一筋に生
き抜いた天才棋士　村山聖の29年

TBS 01/01/06 今野　　勉 高木　　凛、今野　　勉 藤原　竜也、小林　稔侍、渡辺いっけい、金　久美子、寺島　 ...大前　善生

特別企画　新春ドラマスペシャル　菊次郎
とさき　ビートたけしが贈る感動と追悼の物
語！父の面影、教育熱心な母の死…天
才たけしはこうして生まれた!!笑って泣い
て見て下さい

ANB 01/01/06 石橋　　冠、（演出補・谷
川　　功）（ファイティング
コーディネイト・佐々木
修平）

松原　敏春、（脚本協力・
輿水　泰弘）

陣内　孝則、室井　　滋、岸本加世子、樹木　希林、ダンカン ...ビートたけし（北野　　
武）「菊次郎とさき」

ドラマ　素顔の心で～えびす食堂　幸せ
ばなし～

KTV 01/01/06 鈴木ヒロミツ、佳那　晃子、沢木　直子 ...

ちいさな橋を架ける　愛は海峡を越えるか
　恋人達に時が迫る！

MBS 01/01/07 大山　勝美、（演出補・
芹澤　康久、山本　　亮
）

（作・山田　太一）（資料
提供・毎日新聞社、大月
書店、韓國観光公社）

高嶋　政伸、永作　博美、増沢　　望、金　　志秀、金　　賢均 ...

第1回拡大スペシャル　森村誠一サスペン
ス　人間の証明2001　母さん僕のあの帽
子どうしたでしょうね…霧積－沖縄－ニュ
ーヨーク　棟居刑事が挑む黒人青年刺殺
に隠された25年の謎

BSジャパン 01/01/07 （監督・井坂　　聡） 清水　有生 渡辺　　謙、高島　礼子、いしだあゆみ、田中　邦衛、石倉　 ...森村　誠一「人間の
証明」

いざ、ときむね NHK BS2 01/01/07 伊東　四朗 ...

みんな幸せになれ NHK BS-2 01/01/07 中山エミリ ...

西村京太郎サスペンス　十津川警部シリ
ーズ(21)　西伊豆・美しき殺意　東京湾に
浮かんだ盲目の画家の死体…５発の銃弾
と堂ヶ島から消えた５枚のコテ絵の謎を追
え！

TBS 01/01/08 （監督・脇田　時三）（助
監督・杉山　　整）（殺陣
・岡田　　勝）

安本　莞二 渡瀬　恒彦、麻生　祐未、宅麻　　伸、伊東　四朗、堤　大二 ...西村京太郎

「おっはー」は世界を救う！(1)　家族の幸
せを願って大活躍!!笑いと涙の感動編

CX 01/01/08 片岡　　K、（演出補・西
浦　匡規、久保田哲史）

鈴木おさむ 慎吾ママ（香取　慎吾）、田中美佐子、西村　雅彦、いかりや ...

ウエディング・タイランド ANB 01/01/08 小林　正樹 小林　正樹 岡田　浩暉、青木　伸輔 ...

警視庁鑑識班11　白骨死体を我が子と絶
対に認めない父と母の六年前の心の闇

NTV 01/01/09 （監督・下村　　優） 江良　　至、下村　　優 西村　和彦、角野　卓造、大谷　直子、菊池麻衣子、河原崎 ...
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爆笑ホームコメディー　お帰りなさい～娘
の婿には誰がいい？～

THK 01/01/10 竹下　喜六 （構成・高橋　秀樹） ヨネスケ、磯野貴理子、山口　もえ、DonDokoDon（山口　智 ...

暴れん坊将軍　800回記念新春スペシャ
ル　江戸城乗っ取り!!人質は百万人!?危う
し！八百八町が火の海に

ANB 01/01/11 （監督・村川　　透）（助
監督・長岡　鉦司）（擬
斗・三好　郁夫）

井川　公彦 松平　　健、高島　礼子、山田五十鈴、田村　　亮、大河内奈 ...

区役所の名探偵２　化け猫屋敷殺人事件
　華の独身三婆トリオがコスプレ七変化で
潜入捜査！猫たちだけが見た女の怨恨
殺人の罠…祟られた有閑マダムの悲劇！

CX 01/01/12 （監督・合月　　勇） うつみ宮土理、久本　雅美、柴田　理恵、浅香　光代、草村　 ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　ストコン
特別賞作品　弟からの預かり物

ABC 01/01/13 （監修・松本　　明） ...

森村誠一の終着駅シリーズ　殺人の赴任
　殺意の二重方程式を猫が解く　110番通
報の女の謎…城下町上田－別所温泉に
哀愁の捜査行

ANB 01/01/13 （監督・池広　一夫） 岡本　克己 片岡鶴太郎、岡江久美子、名古屋　章、冨士眞奈美（富士真 ...森村　誠一

ここだけの話（ココだけの話）（第1回－A）
バブル（バルブ）

ANB 01/01/13 河野　圭太 大野　敏哉 阿部サダヲ、春木みさよ、寺田　路恵、山崎　海童、夏川加奈 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第1回－B）
ビビンパ

ANB 01/01/13 小野原和宏 高山　直也 高橋　克実、円城寺あや、崎本　大海、田島穂奈美、稲井田 ...清水　義範「ビビンパ
」

ここだけの話（ココだけの話）（第1回－C）
私の中の別人

ANB 01/01/13 西谷　　弘 遠藤　彩見 奥貫　　薫、六角　精児、有薗　芳記、西村　大介、劇団東俳 ...清水　義範「私の中
の別人」

難波金融伝ミナミの帝王　消えない傷跡 YTV 01/01/14 竹内　　力、古本新之輔、竹井みどり ...

西村京太郎サスペンス　四つの終止符　
～無実？連続自殺事件～

BSジャパン 01/01/14 （監督・齋藤　光正（斎
藤　光正、斉藤　光正））

斎藤　珠緒（斉藤　珠緒） かたせ梨乃、西村　和彦、高橋かおり、河相　我聞、美保　　 ...西村京太郎「四つの
終止符」

小京都ミステリー(29)　郡上おどり殺人事
件　白骨がはめたトルコ石と不倫の果ての
結婚詐欺

NTV 01/01/16 （監督・野村　　孝） いずみ　玲 片平なぎさ、船越英一郎、京本　政樹、真行寺君枝、金山　 ...

おもろい夫婦事件帖(1) CX 01/01/19 長尾　啓司 渡辺　善則 橋爪　　功、小柳ルミ子、黒沢　俊江、尾美としのり、姿　　晴 ...

ファンキー・モンキーティーチャー
FOREVER　ワクワク秘密の花園

TVO 01/01/20 （監督・間　　寛平） 間　　寛平、中島ミチヨ（中嶋美智代）、笹峰　　愛 ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　私の中
にいる他人！

ABC 01/01/20 （監修・松本　　明） 京本　政樹、池田　政典、渋谷　天外、杉本　　彩、橋本　　 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第2回－A）
意地

ANB 01/01/20 小野原和宏 牟田　桂子 金田　明夫、竹沢　一馬、山下由紀子、ポール カミンスキー、 ...

温泉医殺人事件カルテ１（ぽっかや殺人
事件カルテ１）宗谷本線終着駅の女・鹿児
島－北海道３千キロ、連続殺人犯の影を
追って…

ABC 01/01/20 （監督・中山　史郎） 保利　吉紀 西郷　輝彦、火野　正平、河合美智子、菅井　きん、大沢　　 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第2回－B）
タクシードライバー

ANB 01/01/20 松田　秀知 鈴木　勝秀 温水　洋一、宮本　裕子、田口　主将、村上　容一、杉林　　 ...（原案・武上　純希、
小椋　久雄）

ここだけの話（ココだけの話）（第2回－C）
ふたりの会話

ANB 01/01/20 小野原和宏 高山　直也 飯田　基祐、森山ゆうこ（森山　祐子）、せきぐちきみこ、松村 ...渡辺　浩弐「ふたりの
会話」
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山村美紗サスペンス　（不倫調査員・片山
由美(1)）京都奉納まつり殺人事件　華や
かな行列の影にアリバイの謎　不倫調査
員が解く15年目の真実！愛を奪った悲し
みの医療ミス…

BSジャパン 01/01/21 （監督・長尾　啓司） 南部　英夫、おさだ澄恵 池上季実子、神田　正輝、手塚　理美、田中美奈子、高橋ひ ...山村　美紗「初恋の
人を探して」

片平なぎさサスペンス　カードＧメン小早
川茜(2)　消せない過去　カード借金を踏
み倒す最低女VS.凄腕美人取立屋！連
続殺人の陰に謎の組織と残酷な過去

TBS 01/01/22 （監督・齋藤　光正（斎
藤　光正、斉藤　光正））

斉藤　珠緒 片平なぎさ、西村　和彦、渡辺　　梓、ケーシー高峰、細川　 ...

監察医室生亜季子(29)　不完全な心中　
アキ先生ピンチ－法医学は確率の学問で
絶対ではない

NTV 01/01/23 （監督・鷹森　立一） 宮川　一郎 浜　木綿子、左　とん平、大島さと子、樫山　文枝、山下　規 ...宮川　一郎

黒田軟骨の女難　妄想癖の女 CX 01/01/26 真船　　禎 川内　康範 堺　　正章、桃井かおり ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　15年間
の沈黙！

ABC 01/01/27 （監修・松本　　明） 京本　政樹 ...

相棒２～警視庁ふたりだけの特命係～　
恐怖の切り裂き魔連続殺人！サイズの合
わないスカートをはいた女の死体…

ANB 01/01/27 （監督・和泉　聖治）（助
監督・山本伊知郎）

輿水　泰弘 水谷　　豊、寺脇　康文、生瀬　勝久、高樹　沙耶、鈴木　砂 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第3回－A）
鎌男

ANB 01/01/27 河野　圭太 高山　直也 松尾れい子、鈴木　美恵、（ナビゲーター・森本　レオ、池谷 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第3回－B）
ロト

ANB 01/01/27 福本　義人 牟田　桂子 田山　涼成、上原　由恵、福薗由布樹、成本　玲子、河内　 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第3回－C）
アダルトビデオ

ANB 01/01/27 三木　　茂 吉田　裕一 中越　典子、山崎　裕太、永堀　剛敏、小林すすむ、伊藤　 ...

中学生日記　子ども部屋大作戦 NHK 01/01/28 川本　貴則 ...

松本清張特別企画　ガラスの城　～伊豆
修善寺温泉殺人旅行～　清張が赤裸々
に描いたＯＬたちの危険な関係　塩山－
甲府－富士－三島へ謎のビデオを残して
失跡した女を追う

BSジャパン 01/01/28 （監督・関本　郁夫） 中岡　京平 岸本加世子、洞口　依子、勝野　　洋、六平　直政、石倉　三 ...松本　清張「ガラスの
城」

We Are All Alive ぼくたちのドラマ!! MBS 01/01/28 （演出・亀井　弘明）（デ
ィレクター・岩男　浩二、
中村　和宏、西村　美保
、森脇　智延）

亀井　弘明、松下　隆一
、西村　美保

藤本　幸広、佐田　修典、桂　　勢朝、南保　　歩、猪谷　洋 ...

松本清張賞受賞作品　陰の季節(2)　動機
「盗まれた警察手帳は30冊！失跡してい
る女性警察官は何を知ってしまったのか
？警察全体を揺るがす大事件に挑む二
渡警視！

TBS 01/01/29 中山　史郎 浅野有生子 上川　隆也、伊東　四朗、浅田美代子、石倉　三郎、麻木久 ...横山　秀夫

窓辺の女　夫を殺された妻が送る不思議
な色香に戸惑う定年男の夫婦33年目の危
機

NTV 01/01/30 （監督・鷹森　立一） 橋本　　綾 藤田まこと、有馬　稲子、有森　也実、梅野　泰靖、徳井　　 ...

地獄の花嫁２　ウェディングドレス殺人　亡
霊の復讐

CX 01/02/02 伊藤　寿浩 橋本　以蔵 名取　裕子、雛形あきこ ...

部長刑事アーバンポリス24　影の記憶 ABC 01/02/03 （監修・松本　　明） 小川　基之 京本　政樹、杉本　　彩、渋谷　天外、池田　政典、橋本　　 ...
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法医学教室の事件ファイル　死んだ女が
復讐殺人？悪用された検視報告！女医
が暴いた消えないアザの謎!!

ANB 01/02/03 （監督・山本　邦彦） 今井　詔二 名取　裕子、宅麻　　伸、西村　和彦、鶴見　辰吾、東野　英 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第4回－A）
バスが来ない

ANB 01/02/03 星田　良子 池田　晴海 奥菜　　恵、谷津　　勲、五月　晴子、氏家　　恵、猪又　太一 ...清水　義範「バスが来
ない」

ここだけの話（ココだけの話）（第4回－B）
シンドローム離婚

ANB 01/02/03 小野原和宏 遠藤　彩見 鈴木　砂羽、阿部　聖美、大高　洋夫、小原　雅人、巴　　三 ...清水　義範「シンドロ
ーム離婚」

ここだけの話（ココだけの話）（第4回－C）
面接

ANB 01/02/03 小野原和宏 七字　幸久 須永　　慶、菊池　均也、広岡由里子、小村井利枝、本宮　 ...清水　義範「御社に
惚れました」

刑法第三十九条　フラッシュ・バック BSジャパン 01/02/04 （監督・麻生　　学） 高山　直也 黒木　　瞳、野波　麻帆、筧　　利夫、鶴田　　忍、六平　直政 ...永井　泰宇「刑法第
三十九条II・フラッシ
ュ　バック」

税務調査官窓際太郎の事件簿(6)　元部
下だった査察官が大阪で殺された！警察
も捜査しない闇事件の裏に何がある？私
腹を肥やす政治家の悪事を暴け！

TBS 01/02/05 西本　淳一、（演出助手
・吉村　達矢）（スタントク
リエーター・大道寺俊典
）

土屋斗紀雄 小林　稔侍、麻生　祐未、北村総一朗、清水　　圭、石井　光 ...

凍えるキリン NTV 01/02/06 （監督・村橋　明郎） 金子　成人 田中　好子、根津　甚八、遠野　凪子、中丸　新将、うじきつ ...

温泉名物女将！湯の町事件簿 CX 01/02/09 合月　　勇 前川　洋一 木の実ナナ、細川ふみえ ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　手！ ABC 01/02/10 （監修・松本　　明） 京本　政樹、石倉　英彦、奥野　ミカ ...

津軽海峡に消えた女　時効寸前の殺人逃
亡犯に宝くじ３億円が当たった！　秋田八
森－岩手水沢－青森五所川原－北海道
函館－東京

ANB 01/02/10 友沢　晃一（友澤　晃一
）

友沢　晃一（友澤　晃一） 栗原　小巻、左　とん平、村野　武範、本田博太郎、大場久 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第5回－A）
卒業儀式

ANB 01/02/10 小野原和宏 大野　敏哉 邑野　未亜、中山　史奈、劇団東俳、テアトルアカデミー、半 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第5回－B）
小日向くん

ANB 01/02/10 七字　幸久 たかはし等、七字　幸久 たかはし等、山中　　聡、弘中　麻紀、小松田昭子、矢島　健 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第5回－C）
留守番電話

ANB 01/02/10 三木　　茂 太田　　愛 佐藤　仁美、亜路奈、岬　　奈実、和田　京子、山崎勢津子、 ...

てのひらの闇　感謝する…謎の言葉を残
し会長は何故自殺したか？幼児転落を救
ったスクープ映像の罠！20年を越え甦る
美しい恋の話

BSジャパン 01/02/11 石橋　　冠 宮川　一郎 舘　ひろし（館　ひろし）、麻生　祐未、涼風　真世、櫻井　淳 ...藤原　伊織「てのひら
の闇」

さらば向田邦子　風立ちぬ　大戦直前の
静かな夜一人の女の恨みの炎が燃えた
…向田邦子シリーズ最終決定版

TBS 01/02/12 久世　光彦 金子　成人 田中　裕子、宮沢　りえ、田畑　智子、戸田　菜穂、小林　　薫 ...（原案・向田　邦子）

街の医者・神山治郎（街の医師・神山治郎
）　輸血ミス…20年前の手術疑惑で孤立し
た中で知る母子手帳の秘密

NTV 01/02/13 （監督・村川　　透） 難波江由紀子 高橋　英樹、岡本　　麗、奈良岡朋子、小林　綾子、渡辺　　 ...（原案・宮川　一郎）

ミスDJ－殺しのリクエスト　39歳夫なしバツ
なし！子供なし！お局ラジオDJに届いた
FAX　「お父さんは殺人犯じゃない」25年
前のユーミンの曲に秘められた交換殺人
の謎を追う!!

CX 01/02/16 藤田　明二 戸田山雅司 黒木　　瞳、吉田日出子、宮迫　博之 ...
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ロケットボーイ（ロケットボーイズ…誤り、ロ
ケット・ボーイ）再発射!!スペシャル　再スタ
ートに向け準備完了１・２話をまるごと見せ
ます

CX 01/02/17 河毛　俊作、田島　大輔
、（演出補・山本　一男）

宮藤官九郎 織田　裕二、ユースケ・サンタマリア（ユースケサンタマリア）、 ...

家政婦は見た！(19)　シンガポールの愛
人、東京の妻

ANB 01/02/17 （監督・岡本　　弘） 柴　英三郎 市原　悦子、ジュディ・オング ...

ここだけの話（ココだけの話）（第6回－A）
思い出せない！

ANB 01/02/17 小野原和宏 太田　　愛 宮迫　博之、蔵内　秀樹、劇団東俳、テアトルアカデミー、筒 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第6回－B）
夜道の二人

ANB 01/02/17 河野　圭太  高山　直也 螢　雪次朗、新山　千春、信太　昌之、笠松　伴助、賀谷　直 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第6回－C）
コンドーム

ANB 01/02/17 七字　幸久 吉田　裕一、七字　幸久 光石　　研、斉藤　慶太、（ナビゲーター・森本　レオ、池谷の ...吉田　裕一「男達の
挽歌」

アガサ・クリスティーの招かれざる客　富士
山麓連続殺人事件（招かざる客　富士山
麓連続殺人事件）　深夜一発の銃声が妻
の人生を狂わせる！不倫嫁姑憎悪の資
産家族を襲う惨劇の真犯人は

BSジャパン 01/02/18 （監督・伊藤　寿浩） 橋本　以蔵 浅野ゆう子、野際　陽子、三田村邦彦、宇梶　剛士、佐々木 ...アガサ・クリスティ「招
かれざる客」

影の車　26年ぶりの再会が平凡な男を甘
い不倫のワナに誘った…母を奪った男に
６歳の子供の殺意が迫る

TBS 01/02/19 堀川とんこう 橋本　　綾 風間　杜夫、原田美枝子、浅田美代子、石野　真子、片岡鶴 ...松本　清張

緊急特別企画　ザッツ踊る大捜査線ファイ
ナル　旅立ちの最終回－青島刑事よ永遠
に…　ロケット・ボーイの情報も満載

CX 01/02/20 織田　裕二、柳葉　敏郎、ユースケサンタマリア ...

取調室13　凶器なき密室殺人…元女優が
隠し続けた３ミリの傷と四角い血液

NTV 01/02/20 （監督・鷹森　立一） 洞沢美恵子（洞澤美恵子
）

いかりや長介、十朱　幸代、田中　　健、山口　果林、中丸　 ...笹沢　左保

新・部長刑事　アーバンポリス24　人情ア
パート

ABC 01/02/24 京本　政樹 ...

牟田刑事官事件ファイル、横浜－釧路湿
原マリモが知る三重殺人の謎…霧の湖に
立つ女は？

ANB 01/02/24 （監督・小谷　承靖） 岡本　克己 小林　桂樹、東　　幹久、津島　恵子、姿　　晴香、小林　　恵 ...

告別 BS-i 01/02/24 大林　宣彦 峰岸　　徹、清水　美砂、裕木　奈江、勝野雅奈恵、津島　恵 ...赤川　次郎「長距離
電話」

ここだけの話（ココだけの話）（第7回－A）
にぎやかな夜

ANB 01/02/24 河野　圭太 太田　　愛 筧　　利夫、小島可奈子、窪園　純一、池中　　深、山口みよ ...

ここだけの話（ココだけの話）（第7回－B）
おそれ

ANB 01/02/24 河野　圭太 鈴木　勝秀 北村総一朗、佐戸井けん太、中込佐知子、鈴木　千秋、佐藤 ...高橋　克彦「おそれ」

ここだけの話（ココだけの話）（第7回－C）
ガレージ

ANB 01/02/24 小野原和宏 鈴木　勝秀 深浦加奈子、陰山　　泰、小谷　美裕、市丸　　優、宇納　　 ...

夏樹静子サスペンス　目撃～ある愛のは
じまり～

BSジャパン 01/02/25 （監督・松島　　稔） 岡本　克己（岡本　克巳） 沢口　靖子、峰岸　　徹、永島　敏行、小野　武彦、宍戸　　 ...夏樹　静子「目撃」

終着駅 TBS 01/02/26 金沢　健次、松田　耕二 金子　成人 萬田　久子（万田　久子）、平田　　満 ...

盲人探偵松永礼太郎(13)　愛する人へ　
点字の手紙は死への招待状…白ユリの香
りに狂う心優しき隣人

NTV 01/02/27 （監督・松島　哲也） 石川　雅也 古谷　一行、矢崎　　滋、市毛　良枝、藤村　俊二、小林　　 ...

ドラマ　歌恋温泉へようこそ　山あいに響く
スイングバンド・愛と音楽があふれる物語

NHK 01/03/03 松岡　孝治、新田　真三 （作・鈴木　　聡） 三浦　友和、天海　祐希、里見浩太朗、関口　知宏、星　由 ...
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ここだけの話（ココだけの話）（第8回－A）
ブライダルブライダル

ANB 01/03/03 小野原和宏 遠藤　彩見 戸田麻衣子、神野　美紀、麻生絵里子、劇団東俳、テアトル ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　サブの
決断！

ABC 01/03/03 京本　政樹、池田　政典、（以下ゲスト）前田　常貴、富永　基 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第8回－B）
時間外労働

ANB 01/03/03 徳市　敏之 星野　卓也、牟田　桂子 上原さくら、加賀谷純一、澤田　誠志、池田　　稔、石井　愃 ...

外科医佐伯真の殺人カルテ　ウエディン
グドレスが暴くダブル不倫の罠！　「謝絶
体」に保険金殺人疑惑が…

ANB 01/03/03 （監督・吉田啓一郎） 篠崎　　好 中村　雅俊、野際　陽子、真野　響子、古尾谷雅人、松村　 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第8回－C）
不機嫌なめざめ

ANB 01/03/03 小林　義則 相沢　友子 児玉　真菜、山下容莉枝、鉢嶺　杏奈、久田　美佳、大柳絵 ...清水　義範「不機嫌
なめざめ」

北アルプス穂高連峰殺人事件　遭難？計
画殺人？魔の雪渓に夫婦登山者の悲劇・
大自然のアリバイを山岳刑事が執念で崩
した

BSジャパン 01/03/04 （監督・北畑　泰啓） 峯尾　基三（峰尾　基三） 高嶋　政宏、渡瀬　恒彦、南野　陽子、加勢　大周、新藤　栄 ...梓　林太郎「安曇野
殺人旅愁」

３大女優特別競演（三大女優特別競演）　
私だってキレるわよ！　もう黙っちゃいられ
ない…我慢の限界を超えた40代の女たち
の怒りが今夜大爆発！（噂の女、結婚記
念日、20年後のシンデレラ）

TBS 01/03/05 塚本　連平（噂の女、結
婚記念日）、斎藤　郁宏
（20年後のシンデレラ）

相内　美生（噂の女）、金
谷　祐子（結婚記念日）、
吉田　紀子（20年後のシ
ンデレラ）

（「噂の女」・片平なぎさ、赤井　英和、植松　真実）（「結婚記 ...

いくつもの海を越えて　父は半身不随、姉
は腎臓病、ボクは三浪落ちこぼれ－湯河
原魚屋一家の母さん奮闘記

NTV 01/03/06 雨宮　　望 深沢　正樹 渡瀬　恒彦、坂口　良子、藤原　竜也、石田ひかり、池脇　千 ...湊　　崇暢

春のスペシャル時代劇　鞍馬天狗　闇を
友とし、悪を斬る！あのスーパーヒーロー
が今夜見参！痛快・爽快・豪快！本格娯
楽時代劇の決定版ついに登場

CX 01/03/09 （監督・齋藤　光正（斎
藤　光正、斉藤　光正））

田村　　恵（田村　　惠） 松平　　健、中村　敦夫、平　幹二朗、国生さゆり、田中　　健 ...大佛　次郎（大仏　次
郎）

ドラマ　介護ビジネス　（前編「福祉の敵」、
後編「福祉の値段」）

NHK 01/03/10 片岡　敬司(1)(2)、（監
修・池田　省三）

（作・下川　　博）（資料提
供・対馬　徳昭、山下　一
平）

松坂　慶子(1)(2)、鈴木　一真(1)、高岡　早紀(2)、渡辺いっけ ...

にっぽんの名作・朗読紀行（１）「潮騒」 NHK ETV 01/03/10 石橋　　冠 （朗読・中井　貴一） ...三島由紀夫

新・部長刑事　アーバンポリス24　ゆがん
だ復讐！

ABC 01/03/10 京本　政樹、杉本　　彩、大沢あかね（以下ゲスト）山本やす ...

ここだけの話（ココだけの話）（第9回－A）
王様の耳

ANB 01/03/10 大久保なみ 大野　敏哉 渡辺いっけい、河野洋一郎、森　　瑠花、三倉　　翔、並樹　 ...清水　義範「王様の
耳」

ここだけの話（ココだけの話）（第9回－B）
我が家の流儀

ANB 01/03/10 三木　　茂 太田　　愛 井之上チャル、菊池麻衣子、高畑　淳子、石田　太郎、（ナビ ...（原案・東野ひろあき
）

西村京太郎トラベルミステリー　宗谷本線
殺人事件　北の終着駅　雪のホームで殺
された女秘書…亀井刑事が、死体を抱い
た！

ANB 01/03/10 （監督・村川　　透） 篠崎　　好 高橋　英樹、愛川　欽也、森本　レオ、中島ひろ子、小木　茂 ...西村京太郎

ここだけの話（ココだけの話）（第9回－C）
背後の女

ANB 01/03/10 杉山　　登 岩村　匡子、高山　直也 岩崎　　大、鮎川なおみ、山口　森広、上原　風馬、永山　　 ...桜井　　斎「微妙にと
てもこわい話」より
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山村美紗サスペンス　殺意の果てに　飛
騨高山夫人絞殺事件　冤罪？殺人犯が
孫に誓った無実の証し！師弟弁護士15
年目の新証人を下呂温泉に追う！

BSジャパン 01/03/11 （監督・小野田嘉幹）（助
監督・谷口　和彦）（殺
陣・スーパーアクションメ
ガシステム）（タイトルバ
ック・naked）

鶴島　光重 加藤　　剛、竹下　景子、小田　　茜、荻島　真一、滝田　裕 ...山村　美紗「殺意の
まつり」より

ヒューマンドキュメント特別企画　母業失格
　障害をもつ息子…いじめに遭う娘…母
子の愛を描いたベストセラーついにドラマ
化

TBS 01/03/12 中山　史郎 小松江里子 竹下　景子、池脇　千鶴、小栗　　旬、音無美紀子、船越英 ...

赤い靴　死者が贈った悲しみの音色…殺
人犯の盗撮写真と記憶喪失の母がさす口
紅

NTV 01/03/13 （監督・猪崎　宣昭） 倉沢左知代 水野　真紀、夏八木　勲、秋野　太作、大浦龍宇一、中原ひ ...川内　康範

教師びんびん物語スペシャルII CX 01/03/16 赤羽　　博 矢島　正雄 田原　俊彦、野村　宏伸 ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　改心の
絵

ABC 01/03/17 京本　政樹、（以下ゲスト）小牧　芽美、野上　晴久 ...

恋旅しませんか？～３つの街の３つの恋
物語～（こいたびしませんか）　（大阪「お
かえりなさい」、神戸「好きと言えなくて」、
京都「約束ですよ」）

BSフジ 01/03/17 （大阪「おかえりなさい」・今井　恵里（シェイプアップガール） ...

冬の旅情サスペンス　ダイエット三姉妹の
旅情事件簿(5)　函館大沼龍神伝説殺人
　ワカサギ釣りの穴から美女の死体！

ANB 01/03/17 （監督・合月　　勇） 保利　吉紀 藤田　朋子、若林　　豪、吉行　和子、綿引　勝彦、高瀬　春 ...

ここだけの話（ココだけの話）（第10回－A）
携帯電話のある風景１・短縮ダイヤル

ANB 01/03/17 石川　淳一 細川　　徹、高山　直也 斉藤　りさ、山中　　聡、（ナビゲーター・森本　レオ、池谷の ...清水　義範「ケータイ
星人」

ここだけの話（ココだけの話）（第10回－B）
携帯電話のある風景２・ケータイ星人

ANB 01/03/17 星田　良子 細川　　徹 上原　　歩、比企しのぶ、（ナビゲーター・森本　レオ、池谷の ...清水　義範「ケータイ
星人」

ここだけの話（ココだけの話）（第10回－C）
楽しい家族旅行

ANB 01/03/17 福本　義人 高山　直也 船越英一郎、あめくみちこ、松田まどか、谷野　欧太、（ナビ ...清水　義範「楽しい家
族旅行」

ここだけの話（ココだけの話）（第10回－D）
別ればなし

ANB 01/03/17 村上　正典 樫田　正剛 山口紗弥加、山本　耕史、遠山　俊也、川田　　希、田鍋謙 ...

西村京太郎サスペンス　海の沈黙…資産
家夫婦殺人事件　語らぬ殺人容疑の老女
に女性手話通訳士が挑む南房総に隠さ
れた罠

BSジャパン 01/03/18 （監督・木下　　亮） 冨川　元文 松下　由樹、南田　洋子、蟹江　敬三、名古屋　章、勝村　政 ...西村京太郎「沈黙の
壁に挑む」

メール－MAIL YTV 01/03/19 （監督・西垣　吉春）（助
監督・渡辺　　譲、佐野
　陽一）

加藤　仲代、藤井　邦夫 浅茅　陽子、三田村邦彦、東野　結花、谷口　高史、高能　 ...（はた　貴之・作「ロス
トコミュニケーション」
より）

浅見光彦シリーズ(15)　志摩半島殺人事
件　早春の志摩－厳冬の大船渡・空白の
22年が呼んだ悲しき連続殺人…衝撃の結
末が光彦の胸を打つ

TBS 01/03/19 山内　宗信、（演出補・
鎌田　敏明）

石原　武龍 沢村　一樹、加藤　治子、高橋　克実、宮本　真希（斐貴　き ...内田　康夫

視聴者参加ドラマ　フロンティアの森 NHK BS2 01/03/20 末永　　創 （作・根橋　敬子） 榊原　利彦、伊藤　淳史、光石　　研、相馬　剛三、石沢　久 ...

救命救急センター２　年下夫と離婚した動
物医師が緊急入院、指に注射痕と甘い香
り

NTV 01/03/20 （監督・油谷　誠至） 渡辺　善則 斉藤　由貴（斎藤　由貴）、佐野　史郎、多岐川裕美、洞口　 ...
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はっぴぃ・ウェディング　（前編「怒れ！花
嫁」、後編「笑え！花嫁」）

NHK 01/03/20 藤井　朋子(1)、山下　　
白(2)

江頭美智留(1)(2) 田畑　智子(1)(2)、北村有起哉(1)、渡辺いっけい(2)、沼田　　 ...

はみだし刑事情熱系（５）スペシャル　愛
する娘が目撃者…狙われた涙のステージ
！２人の父親、悲しき子離れ

ANB 01/03/21 柴田　恭兵、風間トオル、前田　　愛、平泉　　成、風吹ジュン ...

ノンフィクションドラマ　遭難　第１部「極寒
の雪山・涙に隠された真実の再現」、第２
部「極限下の少年達・その友情と死闘」

NHK BS2 01/03/23 岡崎　　栄 （構成・岡崎　　栄） 畠山　英之、佐々木孝徳、工藤　大志、佐々木尚輝、大槻　 ...田澤　拓也（田沢　拓
也）「空と山のあいだ
」

少年Ｈ・青春篇 CX 01/03/23 杉田　成道 大竹　　研 中井　貴一、桃井かおり、尾上　寛之、増田　安那、岩城　滉 ...妹尾　河童

ロシアンタコヤキ CX 01/03/24 夏八木　勲、栗山　千明、斉藤　洋介、山城　新伍、川崎　麻 ...

新・部長刑事　アーバンポリス24　アリバイ
に刑事を使った女

ABC 01/03/24 （監修・松本　　明） 京本　政樹、渋谷　天外、池田　政典、大沢あかね、（以下ゲ ...

にっぽんの名作　朗読紀行（２）「月山」 NHK ETV 01/03/24 相米　慎二 柄本　　明 ...森　　　敦

ドラマスペシャル　天の瞳２　倫太郎が春
の嵐を巻き起こす！奇妙な転校生との初
めての家出　「親と子」を見つめ直す感動
編！

ANB 01/03/24 猪原　達三 井上由美子 鈴木　京香、赤井　英和、田中　邦衛、樹木　希林、かとうか ...灰谷健次郎

20世紀の成功神話「経営の神様　松下幸
之助」

ANB 01/03/25 （演出・柿崎　拓哉）（ド
ラマ演出・久保　　裕）（
ディレクター・上原　正
敬）（助監督・岡崎　茂
克）（アシスタントディレ
クター・大澤　　聡）

（構成・日野原幼紀）（翻
訳・山下奈々子）

渡辺いっけい、河野洋一郎、山崎　海童、久保　　晶、竹内　 ...

佐野洋サスペンス　優雅な悪事（風雅な悪
事）

BSジャパン 01/03/25 （監督・松原　信吾） 吉田　　剛、関根　俊夫 岩下　志麻、金子　　賢、西村　雅彦、古尾谷雅人、石橋　蓮 ...佐野　　洋「優雅な悪
事」

金田一少年の事件簿　魔術列車殺人事
件　大草原を血に染める呪いのマジック!!
死と恐怖の謎にハジメが挑む

NTV 01/03/25 下山　　天、（演出補・木
村ひさし）（演出助手・清
水　俊吾、丸毛　典子、
井上　雄介）（アクション
ディレクター・多賀谷　
渉）

小原　信治 松本　　潤、鈴木　　杏、内藤　剛志、井上　　順、室井　　滋（ ...天樹　征丸、金成陽
三郎、（漫画・さとうふ
みや）「金田一少年
の事件簿魔術列車
殺人事件」

学校の怪談　春の物の怪スペシャル　花
子さん　怪猫＝日本のコワーイ話ベスト５　
魔界学園　（怪猫伝説、俺たちの文化祭、
何かが憑いている、花子さん）

KTV 01/03/27 （監督・矢口　史靖（怪
猫伝説）、緒方　　明（俺
たちの文化祭）、鶴田　
法男（何かが憑いている
）、黒沢　　清（花子さん
））

矢口　史靖（怪猫伝説）、
斉藤　久志（俺たちの文
化祭）、三宅　隆太（何か
が憑いている）、香川まさ
ひと（花子さん）

（「怪猫伝説」・深津　絵里、茂山　逸平）（「俺たちの文化祭」・ ...

20周年記念スペシャル（新・松本清張スペ
シャル）内海の輪　兄嫁との危険な恋、突
然の妊娠…瀬戸内海をめぐる不倫旅行の
果ての殺人

NTV 01/03/27 （監督・三村　晴彦） 那須真知子 中村　雅俊、十朱　幸代、紺野美沙子、石橋　蓮司、西田　　 ...松本　清張

はみだし刑事情熱系（５）（第24回）最終回
スペシャル　涙の再会…娘へ父の最後の
言葉！東京－長崎、九十九島に秘められ
た悲しき過去…広域隊よ永遠なれ!!

ANB 01/03/28 （監督・村川　　透） 尾西　兼一 柴田　恭兵、風間トオル、前田　　愛、蟹江　敬三、樹木　希 ...

渡る世間は鬼ばかり（５）2001年春スペシ
ャル

TBS 01/03/29 井下　靖央 橋田壽賀子（橋田寿賀子
）

泉　ピン子、長山　藍子、中田　喜子、角野　卓造、赤木　春 ...
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浅見光彦シリーズ(11)　皇女の霊柩　木曽
路に潜む悲劇の皇女和宮の怨念…柩に
隠された謎に苦悩する浅見は無常の連続
殺人に終止符を打てるのか

CX 01/03/30 小平　　裕 大久保昌一良 榎木　孝明、酒井和歌子、遠野　凪子、原田大二郎、西岡　 ...内田　康夫

最悪 BS-i 01/03/30 （監督・大森　一樹） 成島　　出 沢田　研二、西田　尚美、原田　健二、斉藤　洋介、三輪明 ...奥田　英朗「最悪」

新・部長刑事　アーバンポリス24（最終回）
緊急事態　京介凶弾に倒れる！

ABC 01/03/31 （監修・松本　　明） 京本　政樹、渋谷　天外、杉本　　彩、（以下ゲスト）南田　是 ...

朗読紀行　にっぽんの名作「桜の森の満
開の下」

NHK ETV 01/03/31 長崎　俊一 川原亜矢子 ...坂口　安吾

おんな事件記者冴子の殺人取材　殺され
る　留守電に親友の死のさけび！お遍路
さん四国八十八ヶ所巡礼の旅に謎が…

ANB 01/03/31 （監督・宮坂　清彦） 長野　　洋 水野　真紀、船越英一郎、黒田　福美、若林　しほ、角野　卓 ...

夏樹静子サスペンス　最後に愛をみたの
は（最後に愛を見たのは）－真鶴別荘美
人モデル変死事件！まさか８歳の我が子
が毒殺を？謎を解くカギは同じ町内の母
娘…真相は９年前の悲劇に

BSジャパン 01/04/01 （監督・出目　昌伸） 古田　　求 田中　好子、風間　杜夫、隆　　大介、二宮さよ子、石橋　蓮 ...夏樹　静子「最後の
愛を見たのは」

フードファイト　香港死闘編　蘇る大食伝
説　ビーフン・杏仁豆腐・小籠包！瀕死の
母を救うため記憶喪失の王者が最強トリオ
で中華軍団に挑む!!

NTV 01/04/01 佐藤　東弥 山崎　淳也 草なぎ　剛、深田　恭子、さだまさし、河村　隆一、小川　直也 ...

少年は鳥になった　成長すると命が危な
い！難病に苦しむ母と息子は奇跡を信じ
大空に祈った…懸命に生きた15歳の少年
の実話

TBS 01/04/01 国本　雅広（國本　雅広
）

相内　美生 浅野ゆう子、山下　智久、高岡　早紀、津川　雅彦、古尾谷雅 ...長島　价紀「少年は
鳥になった！」

西村京太郎サスペンス　十津川警部シリ
ーズ(22)　京都・恋と裏切りの嵯峨野　広
沢池に消えた悲恋の美女…嵐山線電車
の通過音が真犯人のアリバイを崩す

TBS 01/04/02 （監督・中村　金太） 安本　莞二 渡瀬　恒彦、田中美奈子、篠井　英介、古尾谷雅人、伊東　 ...西村京太郎

水戸黄門（第29部）スペシャル（第１回）将
軍が最も恐れた男・水戸黄門誕生！次期
将軍暗殺の陰謀を断て！

TBS 01/04/02 （監督・矢田　清巳） 宮川　一郎 石坂　浩二、加賀まりこ、岸本　祐二、山田　純大、由美かお ...

刑事鬼貫八郎(12)　まだらの犬　一億円と
消えた右靴をはかない死体と凝固しない
血液

NTV 01/04/03 （監督・山田　大樹） 坂上かつえ 大地　康雄、左　　時枝、前田　　吟、涼風　真世、草薙　良 ...鮎川　哲也

はぐれ刑事純情派(14)スペシャル　安浦
刑事を愛した女！東京－倉敷－瀬戸内、
空白の28年…危険な再会！殺人予告電
話「助けて」の謎!?

ANB 01/04/04 吉川　一義 宮川　一郎 藤田まこと、眞野あずさ（真野あずさ）、梅宮　辰夫、池上季実 ...
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世にも奇妙な物語'01春の傑作選　（世に
も奇妙な物語　春の特別編）（「友達登録」
「株式男」「心臓の想い出」「太平洋は燃え
ているか？」「厭な子供」）

CX 01/04/05 木下　高男（友達登録）
、河野　圭太（株式男）、
星　　　護（太平洋は燃
えているか？）、落合　
正幸（心臓の想い出）、
佐藤　祐市（厭な子供）
、（ストーリーテラー演出
・星　　　護）（演出補・高
橋　伸之、谷口　和彦、
井上　　隆、田澤　直樹
）（刺繍指導・内田　桃
子（日本アートクラフト協
会））（ダンス指導・井上
由紀子（スタジオおけい
こクラブ））

大野　敏哉（友達登録）、
高山　直也（株式男）、中
村　樹基（太平洋は燃え
ているか？）、落合　正幸
（心臓の想い出）、鈴木　
勝秀（厭な子供）、（ストー
リーテラー構成・中村　樹
基）

（「友達登録」・深田　恭子、山口　リエ、加賀野　泉、浅見れ ...京極　夏彦「さむけ」（
厭な子供）

３年Ｂ組金八先生スペシャル(10)　お前死
んだらオレ泣くぞ・３Ｂ一年ぶり大集合

TBS 01/04/05 福澤　克雄（福沢　克雄
）、（演出補・加藤　　新
、森嶋　正也、川崎龍太
郎、佐藤　敦司、新井　
順子）

小山内美江子、（参考資
料・毎日新聞　コラム「ひ
と」2001年2月12日版）

武田　鉄矢、小西　美帆、星野　真里、吉行　和子、高畑　淳 ...小山内美江子

G-taste（第１回）女子高生・遠藤美季 ANB 01/04/05 加藤明日美、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

恋とはどんなものかしら・やまとなでしこ・
ディレクターズカット

CX 01/04/06 若松　節朗 中園　ミホ 松嶋菜々子、堤　　真一、矢田亜希子、筧　　利夫、須藤　理 ...

一発勝負！2001年、完全犯罪の女　恋人
を略奪し、恩人を殺した年上の女が憎い
…豪華クルーザー、別荘の浴室に復讐の
三重逆転

ANB 01/04/07 （監督・池広　一夫）（助
監督・宮坂　清彦）

篠崎　　好 浅野ゆう子、香山　美子、名高　達男、高林由紀子、箕浦　康 ...カトリーヌ・アルレー「
CESSEZ DE 
PLEURER MELFY」 
by Catherine ARLEY

松本清張特別企画　わるいやつら BSジャパン 01/04/08 （監督・松原　信吾） 田中　晶子 豊川　悦司、十朱　幸代、内藤　剛志、萬田　久子（万田　久 ...松本　清張「わるいや
つら」

中学生日記　シリーズ出会いの季節　オ
ヤジ授業

NHK 01/04/08 佐々木正之 （作・山本　雄史） 木村　純也、竹本　孝之、伊沢　　勉、佐藤　満月、鈴木　林 ...

万引きＧメン二階堂雪(6)逆恨み　あんた
のせいで妻は死んだ!!　飲んだくれ万引き
主婦の自殺に封印された謎!?二度死んだ
女の献身愛と執念が真相を暴く

TBS 01/04/09 （監督・松島　　稔） 齋藤　珠緒（齊藤　珠緒、
斉藤　珠緒）

木の実ナナ、角野　卓造、左　　時枝、いしのようこ（石野　陽 ...

Smap Short Films　「MUSIC POWER 
GO! GO!」「コンセント」「菅原さん」「トイレ」
「のれない」「脱出不可能」「BUS PANIC!!」
「治療」「GAME SHINGO」「ROLLING 
BOMBER SPECIAL」「グッバイ･クルーエ
ルワールド（good-bye,cruel world）」

KTV 01/04/09 石井　克人（MUSIC 
POWER GO! GO!）、関
口　　現（BUS PANIC!!）
、三木俊一郎（コンセン
ト、菅原さん、トイレ、の
れない、脱出不可能）、
山内　健司（治療）、富
岡　　聡（GAME 
SHINGO）、中島　哲也（
ROLLING BOMBER 
SPECIAL）、高田　雅博
（グッバイ･クルーエルワ
ールド）

山内　健司 （「ROLLING BOMBER SPECIAL」・香取　慎吾）、草なぎ　剛 ...
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検事霞夕子(17)空白のアルバム　必死の
子育ては罪？夫の殺害後に気付くペット
ボトルの謎

NTV 01/04/10 （監督・吉本　　潤） 橋本　　綾 鷲尾いさ子、手塚　理美、布川　敏和、美保　　純、村田　雄 ...夏樹　静子

G-taste（第２回）婦人警官・草壁純 ANB 01/04/12 伊藤絵理香、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

着物デザイナー黛涼子の推理紀行２　奇
怪な殺人伝説漂う梅の里　市松人形が語
る呪いが梅をまとった着物に真実を映す
…運命に背いた結末は

CX 01/04/13 小平　　裕 中村　恵子 真野あずさ（眞野あずさ）、石黒　　賢、大村　　崑、加勢　大 ...

タクシードライバーの推理日誌、身代金を
運ぶ乗客！　東京－神戸600キロに仕掛
けられた殺人トリックの罠

ANB 01/04/14 （監督・吉田啓一郎） 坂田　義和 渡瀬　恒彦、細川　直美、平田　　満、風見しんご、本田博太 ...笹沢　左保

スピード・スター（SPEED STAR）　華麗な
るカーチェイス！高級車窃盗団殺人の謎
　真犯人は!?

NTV 01/04/14 大谷　太郎 大石　哲也 滝沢　秀明、吉川ひなの、大野　　智、菅野　美穂、岸谷　五 ...

中学生日記　空回り NHK 01/04/15 （作・山口　セツ） ...

Ｇメン75スペシャルII　東京－北海道トリッ
ク殺人事件・吹雪の洞爺湖舞台に宙吊り
にされた人質の救出作戦開始　ＧメンVS.
暗殺集団！

TBS 01/04/16 （監督・佐藤　純彌（佐
藤　純弥））（助監督・寺
山　彰夫、真砂野　浩、
躰中　洋蔵）（擬斗・山
岡　淳二）

佐藤　純彌（佐藤　純弥） 丹波　哲郎、小林　稔侍、京本　政樹、赤坂　　晃、岡本　健 ...

鬼平犯科帳スペシャル　大川の隠居 CX 01/04/17 （監督・小野田嘉幹） 田坂　　啓 中村吉右衛門、多岐川裕美、中村　歌昇、勝野　　洋、大滝 ...池波正太郎

身辺警護７ NTV 01/04/17 （監督・南部　英夫） 奥村　俊雄 勝野　　洋、宮崎　美子、中村　梅雀、渡辺　裕之、尾美とし ...

G-taste（第３回）バスガイド　仁科葵 ANB 01/04/19 足立内仁章、（演出助
手・塚田　俊也）

田嶋　久子 仲根かすみ、安藤　亮司、山上　賢治、今井　耐介、武藤　 ...八神ひろき「G-taste
」

京都夢の浮橋殺人事件－あんみつ検事
の捜査ファイル－　源氏物語の伝説を血
に染める愛憎連続殺人…京都古跡に眠る
怨念VS甘味大好き女検事

CX 01/04/20 （監督・岡本　　弘）（助
監督・足立内仁章）

小森　名津 水野　真紀、高橋　和也、岸部　一徳、大杉　　漣、西村　和 ...和久　峻三「あんみ
つ検事の捜査ファイ
ル　夢の浮橋殺人事
件」

京都殺人案内(24)　松江・宍道湖、夕日に
消えた殺人者！　音川刑事が歩く宿命の
旅路

ABC 01/04/21 岡屋　龍一 田村　　惠（田村　　恵）、
土屋　保文

藤田まこと、萬田　久子（万田　久子）、渡辺美佐子、大谷　 ...和久　峻三

中学生日記　メール下さい NHK 01/04/22 若井俊一郎 （作・綾瀬　麦彦） ...

江戸川乱歩サスペンス　闇の脅迫者　江
戸川乱歩「陰獣」より

BSジャパン 01/04/22 国本　雅広、（タイトルバ
ック・naked inc.）（助監
督・中西　正茂）

尾崎　将也 佐野　史郎、川島なお美、佐藤　仁美、中丸　新将、佐藤　二 ...江戸川乱歩「陰獣」

告発弁護士シリーズ　弁護士猪狩文助　
時の剣　「法廷荒らし」の異名をとる伝説の
弁護士がついに登場！15年殺人犯にさ
れ続けた男を救え

TBS 01/04/23 （監督・水谷　俊之） 田辺　　満 いかりや長介、原　　千晶、香西かおり、渡辺　典子、手塚　 ...和久　峻三（告発弁
護士シリーズ『時の剣
』）

だます女だまされる女２　一枚のチラシが
もたらす地獄－腹いせ女の悪意に泣くパ
ン屋の危うい幸福

NTV 01/04/24 （監督・松島　哲也） 宇山　圭子 竹下　景子、余　貴美子、生瀬　勝久、布施　　博、根岸　季 ...

天国までの百マイル TX 01/04/26 大山　勝美 松原　敏春 西田　敏行、室井　　滋、風吹ジュン、柄本　　明、古尾谷雅 ...浅田　次郎

G-taste（第４回）教師　水越沙耶香 ANB 01/04/26 川島　令美、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」
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長崎ぶらぶら節 ANB 01/04/28 堀川とんこう 竹山　　洋 市原　悦子、藤　　竜也、宮沢　りえ、金子　　賢、萬田　久子 ...なかにし礼「長崎ぶら
ぶら節」

中学生日記　シリーズ出会いの季節　ひと
りぼっち

NHK 01/04/29 矢部　裕一 （作・渡辺美穂子） 井上沙耶香、小嶋　隆浩、佐藤　満月、三味線やそすけ、巣 ...

姫路築城400年記念　やっとことっちゃー
うんとこなー・姫路城秘話

ANB 01/04/29 斎藤　郁宏 横山　一真 桂　　文珍、奥山　佳恵、嵐　　広也 ...

夏樹静子サスペンス　断崖　三浦半島別
荘パーティー血の惨劇！　死のダイビング
は事故か自殺か偽装殺人か？保険金２億
は？大女優の完全犯罪に挑む美人カメラ
マン

BSジャパン 01/04/29 （監督・五木田亮一） 篠崎　　好 水野　真紀、山本　陽子、小野寺　昭、大空　真弓（大空　眞 ...夏樹　静子「断崖から
の声」

警部補佃次郎(12)　死にいそぐ女（死に急
ぐ女…誤り）－夫と不倫心中した親友が妻
を狂わす血まみれの「12」

NTV 01/05/01 （監督・広瀬　　襄）（助
監督・鎌田　敏明）

佐藤　　茂 西郷　輝彦、かとうかずこ、藤田　朋子、梨本謙次郎、三原じ ...夏樹　静子

G-taste（第５回）ウェイトレス・城ヶ崎唯 ANB 01/05/03 杏　さゆり、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

壁ぎわ税務官・１円たりとも見逃さない…
お上公認の必殺取り立て屋があの手この
手で悪徳滞納者を一網打尽　薄幸な結婚
の裏に巨大脱税の罠が

CX 01/05/04 小林　俊一 高橋　正圀 筒井　道隆、いかりや長介、中山　　忍、かとうかずこ、モト　 ...佐藤　智一

古都金沢、花の殺意　華道家元を狙って
一門の女たちが骨肉の争い　東尋坊－山
中温泉　相続人が次々に殺されていく…

ANB 01/05/05 （監督・池広　一夫） 篠崎　　好 片平なぎさ、星　由里子、大寶　智子（大宝　智子）、増沢　　 ...

ボクらの希望を探す旅…　村上龍「希望の
国のエクソダス」から　（「僕たちの戦争」）

NTV 01/05/05 佐藤　東弥 大石　哲也 内藤　剛志、松永二三男（日本テレビアナウンサー）、（オー ...村上　　龍「希望の国
のエクソダス」

中学生日記　父の通信簿（お父さんの通
信簿）

NHK 01/05/06 中沢　淳人（中澤　淳人
）

（作・下川　　博） ...

純情商店街　ゆうれい殺人事件 BSジャパン 01/05/06 （監督・石井てるよし） 塩田　千種 桃井かおり、金　久美子、永島　敏行、渡辺　文雄、竹中　直 ...ねじめ正一「こちら駅
前探偵局」

３つの街の恋物語 KTV 01/05/06 吹石　一恵、今井　恵里、黒坂　真美 ...

市原悦子シリーズ　弁護士高見沢響子(4)
　私は駄目な主婦…愛した人はみんな死
んでいく…夫殺害で逮捕された妻に漂う
過去の影…響子の名推理で逆転無罪な
るか!!

TBS 01/05/07 （監督・長尾　啓司） 石原　武龍 市原　悦子、渡辺　　梓、寺島しのぶ、室田日出男、池田　政 ...

あのひとの髪（あの人の髪…誤り）　夫の
通夜の席で妊娠告白、遺髪を求める愛人
を悩ます妻の梅干の味

FBS 01/05/08 （監督・伊崎健太郎）（助
監督・佐藤　隆之）

宇山　圭子 田中　好子、川島なお美、山下　真司、益岡　　徹、甲本　雅 ...夏樹　静子

G-taste（第６回）OL・八木沢萌 ANB 01/05/10 川村ひかる、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

音の犯罪捜査官　響奈津子４　時効成立
20日前 －死者に殺された男－（音の犯罪
捜査官・響奈津子４・殺人を犯して自殺し
たはずの母の肉声が119番通報に・時効
成立まであと30日悲劇の逃亡に隠された
真相に迫る科学捜査）

CX 01/05/11 土方　政人、（演出補・
根本　和政）（監修・鈴
木　松美、鈴木　　創）

古手川祐子、村田　雄浩、金田　明夫、山口　果林、鷲尾真 ...（原案・鈴木　松美「
音の犯罪捜査官」）
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匿名容疑者　真犯人からの手紙!?のぞか
れる美人推理作家の部屋

ANB 01/05/12 （監督・山田　大樹）（助
監督・吉田　使憲）

林　　誠人 千堂あきほ、渡辺　　徹、秋本奈緒美、本田博太郎、梅津　　 ...新津きよみ「匿名容
疑者」より

保険調査員ベランダ殺人事件 BSジャパン 01/05/13 （監督・根本　実樹） 倉沢左知代 泉　ピン子、藤岡　琢也、村田　雄浩、岡本　信人、石丸謙二 ...福嶋　正人「生命保
険Ｇメンが見た現実と
忠告」

中学生日記　親からの伝言　前編後編 NHK 01/05/13 大久保晋作 （作・松林　経明） 武田　真幸、竹本　孝之、佐藤　二郎、山本ゆか里、田中　茉 ...

西村京太郎サスペンス　探偵左文字進３ TBS 01/05/14 （監督・井上　　昭） 峯尾　基三 水谷　　豊、さとう珠緒、梨本謙次郎、三浦　浩一、中村　久 ...西村京太郎

指名手配(4) NTV 01/05/15 （監督・増田　天平） 鎌田　敏夫 渡辺　　謙、横山めぐみ、松田　洋治、渡辺　　梓、三輝みき ...

G-taste（第７回）受付嬢・神園史華 ANB 01/05/17 斉藤のぞみ、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

介護ヘルパー殺人事件簿(1) CX 01/05/18 伊藤　寿浩 佐伯　俊道 水谷　　豊、床嶋　佳子（床島　佳子）、藤岡　琢也 ...

京都マル秘仕事人(1)　三味線屋勇次の
糸が京の闇を裂く！　殺された美人ストー
カーとカラオケ男の秘密

ABC 01/05/19 （監督・石原　　興）（助
監督・林　　稔充）

保利　吉紀 中条きよし、青田　典子、金田龍之介、小畠　絹子、笑福亭 ...

夏樹静子サスペンス　Ｗの悲劇 BSジャパン 01/05/20 （監督・赤羽　　博） 吉本　昌弘 名取　裕子、夏八木　勲、萩原　流行、大河内奈々子、羽場 ...夏樹　静子「Ｗの悲
劇」

監察医薮野善次郎９～死体は知っている
～

TBS 01/05/21 （監督・吉田啓一郎） 前川　洋一 山城　新伍、加賀まりこ、中山　　忍、渋谷　琴乃、峰　　竜太 ...上野　正彦

地方記者立花陽介(17)　越中高岡通信局
　おわら風の盆の夜、女は親友の男を奪
って駆け落ちした

NTV 01/05/22 （監督・吉川　一義） 岡本　克己 水谷　　豊、森口　瑤子（森口　瑶子）、石橋　蓮司、芦川よし ...

G-taste（第８回）女医　風吹京花 ANB 01/05/24 七高　　剛、（演出助手・
塚田　俊也）

後藤　法子 小池　栄子、日高　哲也、佐藤　　誓、田中　智也、今井　彰 ...八神ひろき「G-taste
」

西村京太郎サスペンス　お局探偵亜木子
＆みどりの純情事件簿４（お局探偵亜木
子＆みどりの純情事件帳４）

CX 01/05/25 井上　　昭 福田　　靖（一部資料で
は、峯尾　基三）

水谷　　豊、さとう珠緒、斉藤　慶子（斎藤　慶子） ...西村京太郎

法医学教室の事件ファイル(14)　夫が二
人？DNA鑑定殺人事件の謎！女医が暴
いた半円形の傷の秘密

ANB 01/05/26 （監督・山本　邦彦） 今井　詔二 名取　裕子、宅麻　　伸、西村　和彦、美木　良介、水島かお ...

中学生日記　たぬき親子 NHK 01/05/27 ...

いなか刑事伊原泰三の退職捜査日誌(1)
　「盗撮ビデオ殺人事件」　信州松本から
消えた息子が殺人犯？苦悩の父親刑事
が知った東京のワナ　逆転解決に母娘の
愛

BSジャパン 01/05/27 伊藤　寿浩 橋本　以蔵 小林　稔侍、松原智恵子、伊藤かずえ、寺田　　農、大浦龍 ...新野　剛志「公僕の
鎖」

警視庁特別広域捜査官　宮之原警部の
愛と追跡　妻の誘拐を伝える奇妙な電話
…身代金要求０円の謎と不運な偶然とは
？大ベストセラー原作待望のドラマ化

TBS 01/05/28 （監督・小林　俊一） 稲葉　一広 鹿賀　丈史、原　日出子、伊藤かずえ、峰岸　　徹、綿引　勝 ...木谷　恭介

臨床心理士３　母の血色のルビーが招い
た密室殺人…美人姉妹の昼と夜の顔を知
り過ぎた男

NTV 01/05/29 （監督・猪崎　宣昭） 坂上かつえ 坂口　良子、川上麻衣子、高橋かおり、野際　陽子、梨本謙 ...

G-taste（第９回）秘書・神無月舞 ANB 01/05/31 高梨もと子、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

美人三姉妹　温泉芸者が行く！(6) CX 01/06/01 （監督・大井　利夫） 中村　恵子 斉藤　由貴（斎藤　由貴）、水野　真紀、今村　恵子、生瀬　 ...
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茉莉子 NHK HV 01/06/02 黛りんたろう 筒井ともみ 新山　千春、倍賞美津子、吉田日出子、風間　杜夫、夏八木 ...夏樹　静子「茉莉子」

渡り番頭、鏡善太郎の推理２（渡り番頭・
鏡善太郎の推理２）能登和倉温泉美人三
姉妹骨肉の闘い　密室の蔵に遠隔殺人の
超絶トリック！消えた加賀友禅の謎

ANB 01/06/02 （監督・油谷　誠至）（助
監督・久保　　裕）

稲葉　一広 鹿賀　丈史、森本　レオ、山下容莉枝、渋谷　琴乃、西尾　ま ...

茉莉子 NHK HV 01/06/02 黛りんたろう 筒井ともみ 新山　千春、倍賞美津子、風間　杜夫、吉田日出子、坂口　 ...夏樹　静子

中学生日記　クラブに恋 NHK 01/06/03 ...

森繁久彌サスペンス　小池真理子の「鍵
老人」

BSジャパン 01/06/03 （監督・小林　俊一） 竹山　　洋 森繁　久彌（森繁　久弥）、牧瀬　里穂、岩井　友見、和泉　ち ...小池真理子 「危険な
食卓・鍵老人」

山村美紗サスペンス　名探偵キャサリン10
　呪われたルビーの謎

TBS 01/06/04 黒沢　　淳 倉沢奈都子 かたせ梨乃、羽場　裕一、河相　我聞、二宮さよ子、中島　宏 ...山村　美紗

どうぞ安らかに NTV 01/06/05 （監督・下村　　優） 水谷　龍二 伊東　四朗、榊原　郁恵、中本　　賢、すま　けい、織本　順 ...

G-taste（第10回）女子高生・川村美鈴 ANB 01/06/07 原　　史奈、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

京都祇園入り婿刑事事件簿８　捨て子の
赤ちゃん騒動と看護婦連続殺人の巧妙な
罠…大混乱の老舗茶屋に延びる医療ミス
への怨みの魔の手

CX 01/06/08 （監督・杉村　六郎） 石原　武龍 三田村邦彦、中村　玉緒、藤谷　美紀、有森　也実、前田　 ...

事件９～赤ちゃんを誘拐して殺した女！　
子どもが産めない女と言われて…法廷が
暴いた晴れた日の雨傘の謎

ANB 01/06/09 （監督・五木田亮一）（助
監督・萩原　孝昭）

田子　明弘 北大路欣也、洞口　依子、山下容莉枝、渡辺いっけい、緒沢 ...（資料協力・カズコ・G
・ストーン「おやすみ
クマタくん」（福音館
書店刊））

ドラマDAMAS 「甘い誘惑」「楽して儲ける
？」夢物語

MBS 01/06/09 古賀　敏仁、（演出補・
鐘江　　稔、遠藤　陽介
）

森脇　京子 （「甘い誘惑」・水野　麗奈、林　　真也、一木美貴子、山田か ...

死者からの手紙 NHK HV 01/06/09 渡邊　孝好（渡辺　孝好
）

岩松　　了 風吹ジュン、村上　弘明、國村　　隼（国村　　隼、小倉　久寛 ...エミール・ゾラ「テレー
ズ・ラカン」

中学生日記　私の中の異性（わたしの中
の異性）

NHK 01/06/10 若井俊一郎 （作・伊佐治弥生） ...

市原悦子サスペンス　犯罪交渉人ゆり子　
人質を盾に立てこもる犯人VS.女捜査官
…命をかけた心理戦！悲鳴と銃声の後で
結末は？

BSジャパン 01/06/10 （監督・黒澤　直輔（黒
沢　直輔））

西岡　琢也 市原　悦子、斎藤　陽子（斉藤　陽子）、大島さと子、塩見　三 ...毛利　元貞「犯罪交
渉人」

税務調査官窓際太郎の事件簿７　徳島県
鳴門温泉－太郎＆母トメの珍道中…が一
転、連続殺人に遭遇し大混乱!!旅館女将
に迫る巨悪の影を暴け!!

TBS 01/06/11 中山　史郎 土屋斗紀雄 小林　稔侍、麻生　祐未、岩崎ひろみ、坂上　二郎、野村　昭 ...

警視庁鑑識班12　アホウドリと真人間の危
うい友情－チャット画面に点滅する孤独な
現代人の危険信号

NTV 01/06/12 （監督・下村　　優） 田部　俊行 西村　和彦、角野　卓造、森口　博子、河相　我聞、佐藤　　 ...

G-taste（第11回）OL・如月里緒菜 ANB 01/06/14 川村　亜紀、（ストーリーテラー・釈　由美子） ...八神ひろき「G-taste
」

山村美紗サスペンス　京都女優シリーズ
(3)京都怪奇伝説殺人事件

CX 01/06/15 （監督・関本　郁夫） 峯尾　基三 東　ちづる、大鶴　義丹、山村　紅葉、森下　涼子、大沢　逸 ...山村　美紗「彼岸花
が死を招く」より
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コウノトリなぜ紅い NHK HV 01/06/16 笠浦　友愛 森岡　利行 薬師丸ひろ子、宮藤官九郎、生瀬　勝久、雛形あきこ、チュ ...マイクル・Z・リューイ
ン「AND BABY 
WILL FALL（そして
赤ん坊が落ちる）」

京都Ｂ級グルメ殺人メニュー！高級料亭
スキャンダル連続殺人

ABC 01/06/16 （監督・都築　一興） 田上　　雄 渡辺えり子、高田　聖子、絵沢　萠子、多岐川裕美、笹野　高 ...

運命の日～ラッシュアワーの悪夢～　夫は
痴漢じゃない!!

THK 01/06/17 （監督・油谷　誠至） 中園　健司 原　日出子、三田村邦彦、六平　直政、邑野　未亜、森　　　 ...

中学生日記　シリーズ・決断　「普通はイヤ
！」

NHK 01/06/17 磯部　雅一 ...

ご存知『開運！なんでも鑑定団』殺人事件 BSジャパン 01/06/17 （監督・樹木　雅彦） 川嶋　澄乃 赤井　英和、菊池麻衣子、多岐川裕美、山口　果林、小倉　 ...木谷　恭介「お宝鑑
定殺人事件」

示談交渉人甚内たま子「裏」ファイル（示
談交渉人甚内たま子裏ファイル）　豪快お
ばあちゃん調査員登場　激突事故が招く
暗闇の殺人…迷推理!?で偽証言を暴け

TBS 01/06/18 本橋　圭太 金谷　祐子 渡辺えり子、北原　雅樹、洞口　依子、小野　武彦、平泉　　 ...柳原　三佳、浦野　
道行

つぐない　婚約破棄　母の自殺－弟の誤
認逮捕…不幸に愛された女が信じた夢の
かけら

NTV 01/06/19 （監督・山田　大樹） いずみ　玲 賀来千香子、長門　裕之、寺尾　　聰（寺尾　　聡）、川岡大 ...青山　　瞑「帰らざる
旅」

G-taste（最終回・第12回）看護婦・瀬能明
日香

ANB 01/06/21 本橋　圭太、（演出助手
・塚田　俊也）

後藤　法子 乙葉、上野　　潤、田中　要次、石河　聖子、俵木　藤汰、イ ...八神ひろき「G-taste
」

城下町サスペンス　姫さま事件帖 CX 01/06/22 （監督・林　　　徹） 十川　誠志 八千草　薫、北大路欣也、石田ゆり子、原田　龍二、谷　　　 ...

凍える牙 NHK HV 01/06/23 猪崎　宣昭 坂上かつえ 天海　祐希、大地　康雄、秋野　太作、川越　美和、本田博 ...乃南　アサ「凍える牙
」

殺人容疑者の妻！　妹を殺された兄と二
人連れ捜査行　三重逆転の罠！真犯人
が仕掛けた証拠に問題が…

ANB 01/06/23 （監督・齋籐　光正（斎
藤　光正、斉藤　光正））
（助監督・藤田　保行、
山田　敏久）

長野　　洋 三浦　友和、床嶋　佳子、滝沢　涼子、斉木しげる、大出　　 ...ジェームズ・アンダー
スン

ホステス探偵危機一髪(3)　No.1ホステス
が殺人証拠と共に消えた…拉致監禁した
のは誰？死刑執行直前！冤罪事件の真
犯人が笑う…

TBS 01/06/25 （監督・池添　　博）（演
出補・南雲　聖一）（擬
斗・FCプラン）

江頭美智留 水野　真紀、柴田　理恵、梅宮アンナ、杉本　哲太、加藤　　 ...

救命救急センター３　娘を脅迫する男が
殺され、父が謎の転落、母も知らぬ我が子
の傷

NTV 01/06/26 （監督・油谷　誠至） 渡辺　善則 斉藤　由貴、佐野　史郎、柴　　俊夫、根岸　季衣、坂本　三 ...

おもろい夫婦事件帖(2)　泥沼の醜い親族
関係が鍵を握る連続中毒殺人事件…謎
の僧侶が語る真犯人の女とは！逆恨みが
招く悲劇…

CX 01/06/29 （監督・長尾　啓司） 渡辺　善則 橋爪　　功、小柳ルミ子、勝部　演之、筒井真理子、美保　　 ...

車椅子の弁護士・水島威(8)　死体の口か
らダイヤモンドが！同時刻に２つの殺人？
疑惑の美人デザイナー昼と夜の顔

ANB 01/06/30 （監督・山本　邦彦） 砂本　　量 宇津井　健、池上季実子、岡本　　麗、菊池麻衣子、石橋　　 ...（原案・宮川　一郎）

御臨終　カイヤが麻世を殺す NTV カイヤ ...

御臨終 NTV 出川　哲朗、松村　邦洋 ...

A side B（第１回）#01A　シミュレーションク
ラブ（第１回）Simulation 入社面接

BS-i 01/07/01 菊池　　誠 岡本　貴也 高田　純次、岡田　義徳、佐藤　仁美、松石　健宏、平岩　　 ...
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西村京太郎サスペンス　第11回乱歩賞受
賞作品　天使の傷痕　みちのく小京都に
隠された連続殺人　刺殺トリックに魔の言
葉「テン」

BSジャパン 01/07/01 （監督・田中　康隆）（助
監督・杉山　　整、吉田
　克人）（タイトルバック・
naked inc.）

吉田　弥生 村上　弘明、遠野　凪子、佐野　史郎、床嶋　佳子、多岐川 ...西村京太郎

早乙女千春の添乗報告書(11)　千葉湯け
むりツアー殺人事件　夫婦円満ツアーで
悲劇の連続殺人！お嬢様千春の命危うし
!?恐怖の殺人バスが南房総を爆走する

TBS 01/07/02 （監督・長尾　啓司）（助
監督・小林　宏治）

いとう斗士八 名取　裕子、加勢　大周、渡辺　典子、北原佐和子、音無美 ...

20周年記念作品　弁護士高林鮎子(28)　
パリから届いた殺意　死体の横のスズラン
の花言葉は純潔

NTV 01/07/03 （監督・鷹森　立一） 小木曽豊斗（小木曾豊斗
）

真野あずさ（眞野あずさ）、橋爪　　功、丹波　哲郎、伊原　剛 ...津村　秀介

警察署長(2)　殺意のウェディングベル！
暴かれた花嫁の秘密…夜の児童公園に
仕掛けられた二重殺人トリック

ANB 01/07/05 池広　一夫 篠崎　　好 松方　弘樹、吉田日出子、ヨースケ（窪塚　洋介）、左　とん平 ...石井　竜生、井原ま
なみ

浅見光彦シリーズ(12)三州吉良殺人事件
　三河湾の干潟に現れた死体に潜む謎の
殺人トリック！婚約破棄への怨念と醜い強
欲に隠された罠

CX 01/07/06 小林　俊一、（演出補・
林　　憲昭、橘　　直希、
岩谷　友美）

関根　俊夫、吉川　直宏 榎木　孝明、中山　　忍、西岡　徳馬、野際　陽子、緒形　幹 ...内田　康夫

世界で一番熱い夏 ONE HOT SUMMER TBS 01/07/06 福澤　克雄（福沢　克雄
）(1)(4)(7)、平野　俊一
(2)(6)(8)、大岡　　進
(3)(10)、吉田　秋生
(5)(9)、（演出補・加藤　
　新(1)、関本　浩秀(2)、
川崎龍太郎(3)-(9)、波
多野貴文、武藤　　淳、
相澤ゆう子）（監修・都
築　　浩(6)-(10)）

都築　　浩(1)-(4)、渡邊　
睦月(2)(3)(5)(6)(8)-(10)、
松田　知子(4)(7)

岸谷　五朗(1)-(10)、和久井映見(1)-(10)、原　沙知絵(1)-(10 ...

大惨事　ツアーバス転落！死者３名重軽
傷18名…バスガイドに殺人容疑、敏腕女
弁護士が殺意の謎に挑む

ANB 01/07/07 （監督・松尾　昭典）（助
監督・羽石龍太郎）（技
斗・高瀬　将嗣（日俳連
・アクション部会））

吉田　　剛 一路　真輝、加勢　大周、早勢　美里、朝加真由美、池内　 ...結城　昌治「惨事」

生放送！明日があるさ　緊急生ドラマ!!新
たなる爆笑感動物語!!(秘)映像放出で重
大発表

NTV 01/07/07 李　闘士男 （構成・高須　光聖、長谷
川朝二）

浜田　雅功、稲森いずみ、藤井　　隆、松本　人志、柳葉　敏 ...

安全牌 NHK BS9 01/07/08 水谷　龍二 吹越　　満、高田　聖子、中村　梅雀、でんでん、有薗　芳記 ...

A side B（第２回）#01B　カウンセリングル
ーム（第１回）Counseling 入社面接

BS-i 01/07/08 岩崎いづみ 岡本　貴也 長塚　京三、佐藤　二朗、佐藤　仁美 ...

顔のない女－整形を４回繰り返し逃亡生
活14年－夫殺しの悪女がなぜ、時効直前
に再び連続殺人を…母に捨てられた女、
涙の過去

BSジャパン 01/07/08 （監督・和泉　聖治） 塩田　千種 萬田　久子（万田　久子）、山田　邦子、東　　幹久、谷　　　 ...雨宮　早希

ロールプレイングドラマ　SWITCH BS-i 01/07/08 （監督・長嶺　正俊） 細川　　徹 岡田　義徳、田口　浩正、高田　純次 ...

中学生日記　怖い話（第一回）なげく幽霊
（れれれの霊…仮題）

NHK 01/07/08 中沢　淳人（中澤　淳人
）

（作・綾瀬　麦彦） 奥村　公延、中村　早紀 ...
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人情質屋の事件台帳　激安商法殺人事
件！　宝石ツアーで連続殺人！死者が残
した呪いのダイヤ…謎の刻印Frkに隠され
た黒い過去

TBS 01/07/09 猪崎　宣昭 山田　耕大 余　貴美子、いかりや長介、渡辺いっけい、正司　照枝、根岸 ...

弁護士朝日岳之助(16)緊急発砲　通り魔
に殺された深紅の花嫁！匿名通報者が
震えた威嚇射撃90度のズレ

NTV 01/07/10 （監督・田中　　登）（助
監督・崎田　憲一）

峯尾　基三（峰尾　基三） 小林　桂樹、榎木　孝明、黒田　福美、永島　暎子、綿引　勝 ...姉小路　祐「緊急発
砲」より

和久峻三ミステリー　赤かぶ検事(12)　被
告人は二度殺される！乗鞍－高山－名
古屋殺人ライン！白い死体の謎！

ABC 01/07/14 （監督・岡屋　龍一）（助
監督・井上　昌典）

吉田　　剛 橋爪　　功、藤田　弓子、高田万由子、吉沢　京子、中島　宏 ...和久　峻三「残酷な
高原の朝」より

夏樹静子サスペンス　死刑台のロープウェ
イ　箱根の空中密室殺人・不倫？そして
殺人？…アリバイなき夫の無実を晴らそう
とする妻…戦慄のラストシーン

BSジャパン 01/07/15 （監督・小林　俊一）（タ
イトルバック・naked inc.
）（演出補・林　　憲昭、
橘　　直希、南　　伸隆）

池田　太郎 東　ちづる、愛川　欽也、勝村　政信、長門　裕之、大場久美 ...夏樹　静子「死刑台
のロープウェイ」

中学生日記　怖い話（第二回）自転車こわ
い

NHK ETV 01/07/15 稲垣　直紀 （作・山本　雄史） 湯浅　景介 ...

流れ星お銀　事件解決いたします(2) TBS 01/07/16 （監督・今井　和久） 橋本　以蔵 高島　礼子、大鶴　義丹、春田　純一、大西　結花、山下容 ...

女の橋 NTV 01/07/17 （監督・岡屋　龍一） 橋本　　綾 木の実ナナ、神田　正輝、平　　淑恵、荻島　真一、石橋　蓮 ...

稲川淳二の超こわい話４ YTV 01/07/18 稲川　淳二 ...

稲川淳二の恐怖物語５ YTV 01/07/18 ...

ちゅらさん　海の日特集　美ら海の約束　
ドラマはここから、始まった…恵里と文也　
小浜島の出会いをもう一度！

NHK 01/07/20 ...

相棒～警視庁　ふたりだけの特命係　コン
ビ誕生スペシャル！刑事が警官を殺した
？死体に残る「4-3」の謎とは？

ANB 01/07/21 （監督・和泉　聖治） 輿水　泰弘 水谷　　豊、寺脇　康文、高樹　沙耶、鈴木　砂羽、勝部　演 ...

中学生日記　怖い話（第三回）地雷 NHK ETV 01/07/22 （作・関　　　功） 佐藤　満月 ...

湯けむりサスペンス　梓川清流殺人事件 BSジャパン 01/07/22 （監督・富永　卓二） 長谷川康夫 橋爪　　功、細川ふみえ、角野　卓造、久本　雅美、三條　美 ...梓　林太郎

自治会長・糸井緋芽子　社宅の事件簿　
一週間で３人もの住民が死亡した異常な
社宅！派閥争い絡みの殺人なのか？ドケ
チ主婦緋芽子が会長生命を賭け奮闘

TBS 01/07/23 （監督・中山　史郎） 深沢　正樹 泉　ピン子、高田　純次、鶴田　　忍、筒井真理子、青山知可 ...

幸せの幻影 NTV 01/07/24 （監督・下村　　優） 田部　俊行 三浦　友和、余　貴美子、西岡　徳馬、平田　　満、池端絵美 ...

シチリア　空と石の祝祭　－千年ぶりに甦
る洞窟村の結婚式－

NHK BS9 01/07/24 緒方　　明 石田ゆり子 ...

おばはん刑事！流石姫子６　婚約者連続
殺人　花びら舞い散る死体に謎が…真犯
人は花粉症？

ANB 01/07/28 （監督・五木田亮一）（助
監督・谷口　和彦、吉田
　克人、山口　雄也）（擬
闘・深作　　覚（日俳連
アクション部会））

田子　明弘 中村　玉緒、鶴見　辰吾、左　とん平、水野　久美、北村総一 ...

内田康夫サスペンス　愛するあまり…　樹
海の失踪殺人事件！消えた妻の黒い過
去…死を招く赤い爪の女…疑惑の保険金
と愛を巡る女達の壮絶な争い

BSジャパン 01/07/29 小田切成明 吉田　　剛 とよた真帆、宅麻　　伸、秋吉久美子、高樹　沙耶、古尾谷雅 ...内田　康夫（「盲目の
ピアニスト」所収）
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中学生日記　怖い話　「学校の怪談」の彼
方に

NHK 01/07/29 ...

警部補佃次郎(13)孤独のゆくえ（孤独のな
かみ）

NTV 01/07/31 （監督・広瀬　　襄） 佐藤　　茂 西郷　輝彦、六平　直政、ベンガル、大河内　浩、いしだあゆ ...夏樹　静子

明日があるやん ABC 01/08/02 沢田亜矢子 ...

（オールスター殺人事件１）芸能リポータ
ー服部ヨネ子の突撃取材！　西村知美殺
人事件・謎の不倫疑惑殺人に挑むワイド
ショーの達人…醜い芸能界　裏側には知
りたくなかった怨みと真実が

CX 01/08/03 吉田　使憲、（助監督・
石川　　剛、樹下　直美
）

野依　美幸 うつみ宮土理、細川　茂樹、山口　もえ、西岡　徳馬、沢田亜 ...（原案・うつみ宮土理
）

巡査鉄兵の推理日誌２　多数決の殺人目
撃者　４対１の謎！高層マンションのエレ
ベーターに殺意の超絶トリックが…

ANB 01/08/04 （監督・伊藤　寿浩）（監
督補・津崎　敏喜）（技
斗・村上　　潤(JAC)）

今井　詔二 赤井　英和、さとう珠緒、伊原　剛志、斉藤　洋介、小林　克 ...

女学生の友 BS-i 01/08/04 （監督・篠原　哲雄） 加藤　正人 山崎　　努、前田　亜季、野村　佑香、山崎　　一、毬谷　友 ...柳　　美里「女学生の
友」

冷たい灼熱～白昼主婦殺人事件！～　
暑い夏の午後突然の悲劇がエリート一家
を襲った…幼児誘拐のトリックを定年間近
の熟練刑事が暴く！東野圭吾の傑作初
登場!!

BSジャパン 01/08/05 （監督・中山　史郎） 西村タカシ 伊東　四朗、吉田　栄作、有森　也実、市毛　良枝、角野　卓 ...東野　圭吾「嘘をひと
つだけ」

切り裂かれた天使 NTV 01/08/07 （監督・松尾　昭典） 洞澤美恵子（洞沢美恵子
）

伊藤　　蘭、草笛　光子、中村　梅雀、平　　淑恵、勝部　演 ...

VQ2001（ビジュアルクイーン2001） ハッピ
ーエンド？（「占う恋」「演じる恋」「早替わり
の恋」「電話する恋」）

CX 01/08/09 荒木　浩二 雙村しぐさ 小向美奈子、椎名　法子、浅見れいな、宮地　真緒、宇崎　　 ...

死を呼ぶ降霊実験！新米ツアコン典子の
心霊スポットバスツアー

CX 01/08/10 （監督・村松　弘之） 福田　卓郎 細川　直美、風間　杜夫、戸田　恵子、井上　　順、今村　雅 ...

（戦争を知らない君たちへ）　碧空のタンゴ
　東京下町、ある職人一家の終戦

NHK BS9 01/08/10 久世　光彦 山元　清多 岸　　惠子（岸　　恵子）、柄本　　明、宮沢　りえ、ともさかりえ ...井上ひさし「東京セブ
ンローズ」（戦前編）

カリスマ美容師殺人事件　コンテスト会場
に毒殺死体！１ミリの毛髪が暴く、意外な
真犯人！モデル橘あずさの超推理

ANB 01/08/11 （監督・岡本　　弘） 江頭美智留（一部資料で
は、櫻井　真一と記載）

とよた真帆、京本　政樹、加勢　大周、柴田　理恵、小松　千 ...（原案・胡桃　　哲）

恋のエチュード（第１回）恋のスクワット 京都チャン
ネル

01/08/11 ...

恋のエチュード（第２回）恋の人力車 京都チャン
ネル

01/08/12 ...

夏の旅情サスペンス　みちのく祭り殺人行
　盛岡－仙台…６年前に死んだ妻からの
電話が暴く３つの殺人の謎

BSジャパン 01/08/12 （監督・吉本　　潤） 石川　雅也 古谷　一行、宮崎　美子、伊藤　　蘭、田村　　亮、大杉　　漣 ...高橋　克彦「愛の記
憶」より

身辺警護８ NTV 01/08/14 （監督・山本　　厚） 峯尾　基三 勝野　　洋、竜　　雷太、酒井和歌子、中山　　忍、荻島　真 ...

茉莉子 NHK BS2 01/08/15 新山　千春、倍賞千恵子（倍賞美津子？）、風間　杜夫、吉 ...夏樹　静子

おふくろシリーズ(17)　おふくろのお節介 CX 01/08/17 林　　　徹 中村　恵子 浜　木綿子、屋良　朝幸、川越　美和、田中　千絵、安藤　　 ...

京都の芸者弁護士（５）清香危うし！芸者
の入廷を禁ず　扇連続殺人仰天アカペラ
法廷！

ABC 01/08/18 （監督・松本　　明） 土屋　保文 涼風　真世、名高　達男、火野　正平、山本　　学（山本　　學 ...
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スペシャルドラマ'01　最後の夏休み NTV 01/08/18 吉野　　洋 水橋文美江 安倍なつみ、保田　　圭、石川　梨華、三宅　裕司、えなりか ...「種まく子供たち～小
児ガンを体験した七
人の物語」（ポプラ社
刊）、「私の運命」（出
版芸術社刊）

山村美紗サスペンス　不倫調査員　片山
由美(2)　京都～鳥取　ワイン心中の謎！
　砂丘に隠された殺人トリックのワナ…ダ
ブル不倫殺人事件

BSジャパン 01/08/19 （監督・長尾　啓司） 南部　英夫 池上季実子、神田　正輝、いしのようこ（石野　陽子）、羽場　 ...山村　美紗

山村美紗サスペンス　検視官江夏冬子(6)
京都女人伝説殺人事件　自殺か他殺か
？女人伝説に秘められた連続殺人の謎と
は！京組紐が彩なすトリックとダイイングメ
ッセージに江夏冬子が挑む

TBS 01/08/20 （監督・合月　　勇） 中岡　京平 万田　久子（萬田　久子）、布施　　博、大沢　逸美、萩原　流 ...山村　美紗

15年目の夏　時効寸前の殺人逃亡犯の
妹をかくまう姉の真意－22歳の誕生日に
起きた父親殺しの真相

NTV 01/08/21 （監督・西本　淳一） 中岡　京平 内藤　剛志、手塚　理美、毬谷　友子、中原　丈雄、高橋　長 ...

美容エステ探偵２　白い肌が招く連続殺
人　二枚目男の誘惑に溺れる女達の哀れ
な末路…複雑な恋愛模様の罠にはまった
凸凹コンビが挑む謎の密室殺人劇

CX 01/08/24 伊藤　寿浩 橋本　以蔵 久本　雅美、さとう珠緒、五月みどり、渡辺　裕之、大沢　樹生 ...

丘をこえて HTB 01/08/25 多田　　健 遠藤　彩見 伊藤　淳史、三輪明日美、余　貴美子、平田　　満、加藤　広 ...

殺人銀行　強盗たちはなぜ殺されたのか
？密室の支店で４人全員が次々と謎の死
！真相に迫る女課長を殺意のトリックが…

ANB 01/08/25 山本　邦彦 扇澤　延男（扇沢　延男） 斉藤　由貴（斎藤　由貴）、蟹江　敬三、豊原　功補、春名　 ...

山岳救助隊紫門一鬼(2)　北アルプス白馬
連峰殺人山行　死のピッケルに隠された
30年前の遭難事件！大自然の中で仕掛
けられた死亡時間の謎

BSジャパン 01/08/26 北畑　泰啓 峯尾　基三 高嶋　政宏、渡瀬　恒彦、細川　直美、井川比佐志、一色　 ...梓　林太郎

明るいほうへ明るいほうへ　童謡詩人金子
みすゞ

TBS 01/08/27 清弘　　誠、（監修・矢崎
　節夫）

（作・清水　曙美） 松　たか子、渡部　篤郎、菅野　美穂、三宅　　健、中田　喜 ...

占有家族 NHK 01/08/27 大森　青児 （作・杉本　明生） 水谷　　豊、吹石　一恵、范　　文雀、きたろう、上杉　祥三、 ...

刑事鬼貫八郎(13)　誰の屍体か　顔と指
紋を消された男が崩した開演５分前、大女
優の鉄壁のアリバイ

NTV 01/08/28 （監督・田中　　登） 坂上かつえ 大地　康雄、藤　真利子、渡辺　　梓、左　　時枝、金田　明 ...鮎川　哲也

稲川淳二の超こわい話５ YTV 01/08/29 稲川　淳二 ...

稲川淳二の恐怖物語スペシャル６ YTV 01/08/29 稲川　淳二 ...

ミッキーも一緒　「おっはー」は世界を救う
！２（おっはーは世界を救う！２）

CX 01/08/31 澤田　鎌作 鈴木おさむ 慎吾ママ（香取　慎吾）、永作　博美、三宅　裕司、内山　理 ...

牟田刑事官事件ファイル30　横浜－沖縄
、二度殺された不思議な死体、琉球漆に
殺意の朱い花が…牟田を襲う最大の危機
とは

ANB 01/09/01 （監督・岡本　　弘） 岡本　克己 小林　桂樹、津島　恵子、東　　幹久、うじきつよし、大路　恵 ...石沢英太郎

高木検事室の事件簿　「紫陽花は死の香
り」　鎌倉・美人陶芸家の夫殺し！真犯人
は他に？登り窯1300度の炎に隠された謎

BSジャパン 01/09/02 （監督・斎藤　光正（斉
藤　光正））

中岡　尚平 緒形　直人、鷲尾いさ子、夏八木　勲、岸部　一徳、中山　　 ...松木　　麗「紫陽花の
花のごとく」
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ラブコレ！ LOVE COLLECTION ANB 01/09/03 常廣　丈太(1)-(5) 高橋ナツコ(1)(5)、金杉　
弘子(2)-(4)

矢沢　　心、設楽　　統、日村　勇紀、上地　雄輔(1)(5)、神田 ...

ラブ＆ファイト TBS 01/09/03 小野原和宏(1)-
(10)(16)-(20)(26)-
(30)(51)-(55)(61)-(65)、
三木　　茂(11)-
(15)(21)-(25)(41)-(50)、
都築　淳一(31)-
(40)(56)-(60)、（演出補
・保坂　克己、佃　　敏
史(65)、佐藤さやか(65)
、久保友紀子(65)）（マ
ジック指導・OFFICE 
TWO-ONE-FOUR(1)-
(5)(16)-(20)）

寺田　敏雄(1)-(10)(41)-
(45)(61)-(65)、三上幸四
郎(11)-(15)(31)-
(35)(56)-(59)、遠藤　彩
見(16)-(20)(26)-
(30)(51)-(55)、稲葉　一
広(21)-(25)(36)-
(40)(46)-(50)(60)

宮本　真希（斐貴　きら）(1)-(65)、川合　千春(1)-(65)、志村　 ...（参考文献・スペンサ
ー・ジョンソン「チーズ
はどこへ消えた？」
(21)-(25)、永岡書店
刊「カクテルハンドブ
ック」(26)-(30)）

スペシャル企画　逆転の夏　１本の殺人依
頼の電話が俺を地獄に引きずり込んだ…
幸せなサラリーマン一家崩壊の裏に隠さ
れた恐ろしい計画

TBS 01/09/03 榎戸　耕史 久松　真一 佐藤　浩市、伊東　四朗、近藤　芳正、床嶋　佳子、寺田　　 ...横山　秀夫

夏休みのサンタさん　東京－函館900キロ
、痴呆症の母と息子の最期の旅路－逝く
なよ、母さん！

NTV 01/09/04 細野　英延 （作・井沢　　満） 渡　　哲也、いしだあゆみ、安達　祐実、竹中　直人（友情出 ...

ビデオレター　渇き UHB 01/09/05 石渡　　敏 東　　直己、ダンカン ダンカン、逸見　太郎、山口　五和、グレート義太夫 ...

脱がないＡＶ女優ドラマ　もしものうた（もし
もの歌）～３時から５時までの千春（３時か
ら５時までの小春）～

CX 01/09/06 （監督・長崎みなみ） 長崎みなみ 遠野　小春、諏訪　太郎、夢野まりあ、秋川　典子、神咲　綾 ...

年の差カップル刑事２　お嬢さんを私にく
ださい

CX 01/09/07 （監督・吉田　使憲） 戸田山雅司 高橋由美子、森本　レオ、伊東　四朗、渡辺えり子、菊池　均 ...

変装婦警の事件簿２　豪華クルーザーお
見合いパーティ連続殺人！　ナース、大
富豪令嬢、ＯＬ…七変化潜入捜査の主婦
警官危機一髪

ANB 01/09/08 吉田啓一郎 小木曽豊斗（小木曾豊斗
）

片平なぎさ、西岡　徳馬、柳沢　慎吾、神山　　繁、羽場　裕 ...

再会 CBC 01/09/08 山本　恵三 （作・山田　太一） 長塚　京三、倍賞美津子、石田ゆり子、岡田　義徳、飯田　涼 ...

ドラマDAMAS　エステと恋人の甘い罠　「
無料エステにご用心」「恋人商法の女」

MBS 01/09/09 小島　美保 ...

危険な悪女サスペンス　「悪の仮面－猪
苗代高原ホテル殴打事件から始まった惨
劇」　幸福な家庭に侵入する喪服の美人
妻と車椅子の妹…壮絶バトル３ヵ月の結
末は？

BSジャパン 01/09/09 久野　浩平 中島　丈博 名取　裕子、小柳ルミ子、布施　　博、洞口　依子、赤坂　　晃 ...シャーロット・アームス
トロング「あほうどり（
改題前・悪の仮面）」

恋の甘い罠 MBS 01/09/09 ...

中学生日記　先生・中国へ NHK 01/09/09 ...

上条麗子の事件推理　死を呼ぶ離婚慰
謝料！　同僚が強盗殺人犯!?会計士の麗
子が被害者の帳簿から暴く不倫の証…歪
んだ家族の絆に怨念の鈴が鳴り響く

TBS 01/09/10 （監督・鷹森　立一） 土屋斗紀雄 真野あずさ（眞野あずさ）、船越英一郎、増田　恵子（増田　 ...
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取調室14 NTV 01/09/11 （監督・鷹森　立一） 洞澤美恵子（洞沢美恵子
）

いかりや長介、南　　果歩、豊原　功補、デビット伊東、田村　 ...笹沢　左保

昼下がり社宅奥様捜査隊 CX 01/09/14 樹木まさひこ 櫻井　武晴 榊原　郁恵、伊藤かずえ、神田　正輝、渡辺　典子、塩屋　　 ...

眼科医小室瞳の推理カルテ(1)　日本三
大美人湯龍神温泉であなたの瞳が見てい
たはず！

ABC 01/09/15 （監督・皆元洋之助） 田子　明弘 萬田　久子（万田　久子）、辺見えみり、西岡　徳馬、角田　英 ...

秋の旅情サスペンス　みちのく角館殺人
事件

BSジャパン 01/09/16 伊藤　寿浩 橋本　以蔵 高嶋　政伸、雛形あきこ、渡辺いっけい、蟹江　敬三、赤座美 ...津村　秀介

森村誠一サスペンス　灯（ともしび） TBS 01/09/17 （監督・小澤　啓一） 石倉　保志 根津　甚八、野際　陽子、原　日出子、新田　　亮、須藤　温 ...森村　誠一

水戸黄門（第29部）（最終回、第25回）秋
の２時間スペシャル　陰謀と裏切りの果て
に

TBS 01/09/17 （監督・矢田　清巳）（タ
イトルバック・市川　　崑
）（特技・宍戸　大全）

宮川　一郎、（文芸担当・
皿田　　明）

石坂　浩二、加賀まりこ、岸本　祐二、山田　純大、由美かお ...

踊る大ソウル線　湾岸署がソウル警察と大
捜査線

CX 01/09/21 （演出・本広　克行、菅　
　剛史）（総合演出・澤
田　鎌作）

大田　一水 深津　絵里、ユースケサンタマリア（ユースケ・サンタマリア）、 ...（原案・君塚　良一）

山村美紗サスペンス　ニュースキャスター
沢木麻沙子(4)　京都・加賀殺人事件　有
名料亭が舞台の奇怪な毒殺…夫を犯人
にされた母娘の情念が真犯人を暴く

CX 01/09/21 （監督・林　　　徹）（助監
督・岡　　哲朗）（監督補
・山下　智彦）

前川　洋一 羽田美智子、研　ナオコ、山村　紅葉、別所　哲也、本田博 ...山村　美紗「越前岬
の殺人」より

ごきげんいかが？テディベア MBS 01/09/22 薮内　広之 薮内　広之 山田　花子、大杉　　漣、手塚　理美、未知やすえ、村田　雄 ...

終着駅シリーズ(15)　砂漠の暗礁　愛人殺
しと夫殺し　二人の容疑者は犯行時新宿
のホテルで逢っていた　小京都出石－城
崎温泉に謎が

ANB 01/09/22 （監督・池広　一夫） 岡本　克己 片岡鶴太郎、岡江久美子、名古屋　章、渋谷　琴乃、吉岡　 ...森村　誠一

中学生日記　シリーズ・夏の思い出（第二
回）体験文「夢みたものは…」

NHK 01/09/23 渡辺美穂子 藤井　義貴、佐藤　満月 ...

秋の旅情サスペンス(2)　江戸小紋殺人事
件　京都－鈴鹿－琵琶湖・姉が不倫!?世
界で一つの豪華着物が教えてくれた４つ
の殺人の罠

BSジャパン 01/09/23 （監督・伊与田一雄） 石倉　保志 斉藤　由貴（斎藤　由貴）、仁科亜季子（仁科　明子）、岩城　 ...葛城　範子

愛は終わらんバイ TNC 01/09/23 高岡　亨樹 伴　　一彦、夢野　一葉 地井　武男、藤谷　美紀、仁科　　貴、中島ゆたか、市毛　良 ...

小さな命の贈りもの ANB 01/09/23 三浦　　洋 松田　寿明 戸田　菜穂、石橋　　保 ...

浅見光彦シリーズ(16) 坊っちゃん殺人事
件　しまなみ海道に消えたマドンナ…52秒
の停電　密室殺人の謎を山頭火が解く

TBS 01/09/24 佐々木章光 石原　武龍 沢村　一樹、戸田　菜穂、生瀬　勝久、山崎銀之丞、ベンガ ...内田　康夫

プラトニックセックス－娘の叫び！親の涙
…そして親子の闘いが始まる－(1)17歳の
青春編「家族崩壊から愛を取り戻すまで
涙の７年間壮絶記録」

CX 01/09/24 永山　耕三 龍居由佳里 星野　真里、田中　好子、永島　敏行、佐野　史郎、柏原　　 ...飯島　　愛

憧れの人　父親失格!?迷走する親子愛 KTV 01/09/25 笠置　高弘、（演出補・
堀口　明洋、豊福　陽子
、木村弥寿彦）

前川　洋一 松本幸四郎、永作　博美、小栗　　旬、浅野ゆう子（特別出演 ...

フォトドラマ（デジタルフォトドラマ）　NO 
KISS

CX 01/09/25 堤　　幸彦、（ディレクタ
ー・丸毛　典子）

関　えり香 井ノ原快彦（V6）、シュー（S.E.S.）、二階堂高嗣（ジャニーズJr ...（原案・堤　　幸彦）
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ブラック・ジャック３（ブラックジャック３、ブラ
ックジャックIII）－悲劇の天才料理人　舌
から味覚が消えていく？鬼の頑固シェフを
襲う脳のガン　「俺を今すぐ殺してくれ」

TBS 01/09/26 堤　　幸彦 清水　　東 本木　雅弘、池内　博之、須藤　理彩、叶　　恭子、叶　　美 ...手塚　治虫

はぐれ刑事純情派スペシャル　立待岬に
消えた女！東京－函館－奥尻島、死んだ
母は生きていた!?　津軽海峡によみがえる
親子の絆

ANB 01/09/26 （監督・吉川　一義）（助
監督・道木　広志）（擬
斗・悪童児）

石原　武龍 藤田まこと、加藤　　茶、梅宮　辰夫、眞野あずさ（真野あずさ ...

渡る世間は鬼ばかり　パート５最終回スペ
シャル

TBS 01/09/27 （演出・井下　靖央）（演
出補・山崎　統司、吉村
　剛弘、北村　　剛、赤
荻佳代子）

橋田壽賀子（橋田寿賀子
）

泉　ピン子、長山　藍子、中田　喜子、野村　真美、藤田　朋 ...

君ならできる－小出監督・高橋尚子物語（
高橋尚子・小出監督物語）　金メダルの陰
の苦闘と涙…逆境に耐え夢に向かって走
った２人の七年間

ANB 01/09/27 新城　毅彦 矢島　正雄 竹中　直人、平山　　綾、別所　哲也、坂井　真紀、高橋　恵 ...小出　義雄

みそじ魂 ANB 01/09/28 久野　昌宏、（演出補・
白根　敬造）（助監督・
常廣　丈太）

さわだみきお（澤田美喜
男）

小林　聡美、蟹江　敬三、香川　照之、鈴木　砂羽、星野　有 ...

プラトニックセックス－娘の叫び！親の涙
…そして親子の闘いが始まる－(2)20歳の
純愛編・AV・中絶・裏切り…愛を求め続け
た家族の再生記録・今夜完結

CX 01/09/28 中江　　功 龍居由佳里 星野　真里、田中　好子、藤木　直人、永島　敏行、佐野　史 ...飯島　　愛

経済エンタテインメント　社長失格　テレビ
初!!一人の男の成功と転落人生をドラマと
ドキュメントでつづる

TX 01/09/28 小谷真生子 ...

フードファイトスペシャル　（深夜特急死闘
編）京都行き深夜特急７連続駅弁バトル
！　秋の味覚に全出演者が挑戦!!謎の爆
破予告

NTV 01/09/29 猪股　隆一、（演出補・
萩原　孝昭）

大良美波子 草なぎ　剛、深田　恭子、萩本　欽一、泉　ピン子（友情出演） ...

西村京太郎トラベルミステリースペシャル　
能登半島殺人事件　誘拐された十津川警
部の愛妻！犯人の要求は美女３人を殺し
た男を即時釈放せよ

ANB 01/09/29 （監督・池広　一夫） 篠崎　　好 高橋　英樹、愛川　欽也、浅野ゆう子、森本　レオ、吉本多香 ...西村京太郎

ハイビジョンドラマ　長良川巡礼 NHK BS9 01/09/29 小松　　隆 （作・大森寿美男） 中村嘉葎雄、坂井　真紀、藤村　志保、高橋ひとみ、藤沢あ ...

女子刑務所東三号館（女子刑務所東三
号棟）(3)　私たちは息子を殺しました…

TBS 01/09/30 清弘　　誠 関根　俊夫 泉　ピン子、風間　杜夫、京　　唄子、星野　真里、鈴木　砂 ...

秋の旅情サスペンス３　嘱託刑事・小山田
昭平　「旅路の果て」城下町会津若松に
謎を追う！－ワンマン社長刺殺！哀歌「ア
カシアの雨」に隠された涙の過去

BSジャパン 01/09/30 （監督・吉田啓一郎） 坂田　義和 仲代　達矢、坂井　真紀、渡辺　　梓、北村総一朗、樹木　希 ...福田　　洋

中学生日記　夏の思い出（第３回）クール・
スイミング！

NHK 01/09/30 ...

東京007 野波　麻帆、高橋　克実 ...
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西村京太郎サスペンス　十津川警部シリ
ーズ(23)　第34回日本推理作家協会賞受
賞作品　終着駅殺人事件　寝台特急はく
つるに仕掛けられた卑劣なワナ！故郷青
森への乗客を救出せよ

TBS 01/10/01 （監督・藤尾　　隆）（助
監督・眞砂野　浩）（殺
陣・岡田　　勝）

安本　莞二 渡瀬　恒彦、赤坂　　晃、坂上　二郎、小田　　茜、伊東　四 ...西村京太郎「終着駅
殺人事件」

超人気御礼スペシャル　仮面ライダーアギ
ト　新たなる変身！変身！大変身!!今謎の
扉が…

ANB 01/10/01 （監督・田崎　竜太） 井上　敏樹 京本　政樹、賀集　利樹、要　　　潤、友井　雄亮、秋山　莉 ...石ノ森章太郎（石森
章太郎）

監察医室生亜季子(30)　震える顔　白骨
死体と水死体の共通の秘密のカギを握る
母の忌まわしい過去

NTV 01/10/02 （監督・鷹森　立一）（助
監督・津崎　敏喜）

宮川　一郎 浜　木綿子、左　とん平、池上季実子、山田まりや、神保　美 ...

京都迷宮案内スペシャル　時効直前、15
年目の真実！美容師殺しが呼ぶ新たな
殺意・京都函館、哀しみの女がさまよう果
てに　（京都迷宮案内スペシャル　あの夏
に帰りたい）

ANB 01/10/04 （監督・松田　秀知）（タ
イトルバック・東映CM、
ディレクター・中島　真
也）

西岡　琢也 橋爪　　功、香山　美子、的場　浩司、北村総一朗、大路　恵 ...

世にも奇妙な物語　秋の特別編　「ってい
うか歴史上やまなかった雨はない」（「ドラ
マティックシンドローム」「あだ討ちショー」「
おばあちゃん」「奇跡の女」「ママ新発売」）

CX 01/10/04 土方　政人(ドラマティッ
クシンドローム)、星　　　
護(仇討ちショー)、落合
　正幸(おばあちゃん)、
西谷　　弘(奇跡の女)、
（監督・中島　哲也(ママ
新発売！)）（ストーリー
テラー演出・西谷　　弘）
（演出補・保坂　克己、
森永　恭朗、三木　　茂
、池上　純哉）（アクショ
ンコーディネイト・剱持　
　誠）

旺季志ずか(ドラマティク
シンドローム)、中村　樹
基(仇討ちショー、奇跡の
女)、落合　正幸(おばあ
ちゃん)、中島　哲也(マ
マ新発売！)、（ストーリー
テラー構成・中村　樹基）

（「ドラマティックシンドローム」・優香、石黒　　賢、山西　道広 ...中島　哲也(ママ新発
売！)

ＯＬヴィジュアル系　完結編!!　最強デブ
＆驚異の紗理奈１人５役　メーク美人VS
整形美人　恋の結末

ANB 01/10/05 秋山　　純、（演出補・須
崎　州一、松田　礼人、
堀　　英樹）（タイトルバ
ック・田村　直己）

高橋ナツコ、田嶋　久子 鈴木紗理奈、上原さくら、原田　龍二、本上まなみ、岩崎　恭 ...かなつ久美「OLヴィ
ジュアル系」

ドラマスペシャル　TEAM（ドラマスペシャ
ル チーム　公立中学で起きた謎の連続傷
害事件　誰も見たことのない生徒が真犯
人なのか？失った記憶の意味は？）

CX 01/10/05 河野　圭太、（演出補・
北川　　学）（アクション
コーディネーター・齋藤
　英雄）

君塚　良一 草なぎ　剛、西村　雅彦、水野　美紀、戸田　菜穂、黒木　　 ...

（2001年の学生運動）　反乱のボヤージュ
　前篇（前編）～お父さんを早く捨てなさい
…これが涙の闘いの始まりだった　後篇（
後編）～大切な家族を守るために…お父
さん！あなたには、帰る家がきっとある～
感動の完結編

ANB 01/10/06 （監督・若松　節朗）（助
監督・村谷　嘉則、杉浦
　祐樹、木内麻由美、菊
川　　誠）（擬闘・ケン・ス
タント・クリエーション）

野沢　　尚、（リサーチ・ヌ
イ・ファクトリー）

渡　　哲也(1)(2)、岡田　准一(1)(2)、麻生　祐未(1)(2)、堺　　 ...野沢　　尚「反乱のボ
ヤージュ」

十三夜（第１話）霊界からの招待状 TVK 01/10/06 友松　直之、新里　猛作
、（演出補・田村　孝之）

大河原ちさと 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...
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（秋の旅情サスペンス４）内田康夫サスペ
ンス　釧路湿原殺人事件～北海道の底な
し沼で発見された３つの死体…娘婿が犯
人？法学教授が暴くトリック

BSジャパン 01/10/07 （監督・松島　　稔） 岡本　克己 橋爪　　功、いしだあゆみ、西村　和彦、岩崎ひろみ、小野　 ...内田　康夫

万引きＧメン二階堂雪(7) 逃亡　「返品詐
欺常習の旧家夫人の一言が招いた連続
殺人…嘘を重ねてきた女が怯える封印し
た地獄が蘇る日

TBS 01/10/08 （監督・松島　　稔） 齊籐　珠緒（斉藤　珠緒） 木の実ナナ、角野　卓造、藤　真利子、秋野　太作（秋野　大 ...

20周年記念作品　小京都ミステリー(30)　
エジプト・パピルス殺人事件

NTV 01/10/09 （監督・山田　大樹） 酒井　直行 片平なぎさ、船越英一郎、渡辺　　梓、未來　貴子（未来　貴 ...

恋人はスナイパー　母さん、探したんだよ
…優しき母に逢うために愛する君を撃つ
…

ANB 01/10/11 羽住英一郎、（アクショ
ン演出・高橋　伸稔）（助
監督・近藤　一彦）

君塚　良一 内村　光良、水野　美紀、八千草　薫（特別出演）、田辺　誠 ...

山村美紗サスペンス　赤い霊柩車(14) 完
全犯罪を狙った女　謎の死体が琵琶湖に
浮かぶ…哀れな出生の秘密が招いた悲
情な復讐劇

CX 01/10/12 （監督・合月　　勇） 長野　　洋 片平なぎさ、神田　正輝、若林　　豪、山村　紅葉、大村　　崑 ...山村　美紗

ホテルスペシャル2001秋　姉さん！恐怖
です　午前０時30分からの奇妙な結婚式
！その新郎新婦の正体は？男と女の愛の
ミステリー!?

TBS 01/10/12 中村　金太 速水　圭子 丹波　哲郎、小林　稔侍、高嶋　政伸、紺野美沙子、赤坂　　 ...

電波少年的SPドラマ　松本人志の「佐助 
サスケ」　構想３年遂に今夜公開　アメリカ
人は笑うか？松本感動…

NTV 01/10/13 松本　人志 ...

タクシードライバーの推理日誌(15)　二つ
の顔を持つ乗客　移動距離520キロの殺
人トリック　愛犬が見た死体！

ANB 01/10/13 （監督・吉田啓一郎）（助
監督・児玉　宜久）

坂田　義和 渡瀬　恒彦、藤　真利子、平田　　満、正司　歌江、中山　　 ...笹沢　左保

十三夜（第２話）コックリさん TVK 01/10/13 友松　直之、新里　猛作
、（演出補・田村　孝之）

大河原ちさと 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

西村寿行の日本縦断サスペンス　黄金の
犬

BSジャパン 01/10/14 （監督・藤　　嘉行） 相葉　芳久 かたせ梨乃、西岡　徳馬、大杉　　漣、大沢　逸美、岩井　友 ...西村　寿行

西村京太郎サスペンス　探偵左文字進(4) TBS 01/10/15 （監督・杉村　六郎） 鈴木　貴子 水谷　　豊、さとう珠緒、細川　直美、斉藤　　暁、甲本　裕彦 ...西村京太郎

臨床心理士４ NTV 01/10/16 （監督・当摩　寿史） いずみ　怜 坂口　良子、丘　みつ子、洞口　依子、沢木　　哲、水橋　研 ...

ミステリー作家小春センセイの事件簿２　
浮気調査中に殺される女の悲鳴を盗聴…
謎の密室殺人と愛におぼれた女の意外な
関係に挑む作家探偵の執念

CX 01/10/19 五木田亮一、（演出補・
落合　俊一）

石原　武龍 森　　光子、益岡　　徹、上原さくら、中山　　忍、赤木　春恵、 ...

駅弁探偵ミステリー列車(1)　みちのく終着
駅の花嫁　日本三景トライアングル連続殺
人とアツアツ駅弁の秘密

ABC 01/10/20 （監督・大井　利夫） 大野　武雄 森　公美子、大河内奈々子、姿　　晴香、村野　武範、長門　 ...

十三夜（第３話）貢ぎ寮 TVK 01/10/20 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

ドラマ　42歳の修学旅行 NHK 01/10/20 木村　隆文 （作・清水　有生） 時任　三郎、賀来千香子、寺脇　康文、林家こぶ平、うじきつ ...

巡査－埼玉県警黒瀬南署の夏－ BS-i 01/10/21 高橋　一郎 今野　　勉 平田　　満、藤木　　孝、倉野　章子、平野　　良、弥生みつき ...岩城　捷介
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西村京太郎サスペンス　脅迫者　息子の
ひき逃げを目撃した男の異常な要求！母
親が下した苦悩の決断…背景に潜む町
内会の醜い札束戦争？カミソリに秘められ
た男の全過去

BSジャパン 01/10/21 （監督・斎藤　光正（斉
藤　光正））

中野　顕彰 伊藤　　蘭、佐藤　Ｂ作、石野　真子（石野　眞子）、斎藤　洋 ...西村京太郎

中学生日記　「中学生日記」40年　私が生
まれた理由（わけ）（私の理由…新聞見出
し、私の生まれた理由…誤り）　前編・後編

NHK 01/10/21 佐々木正之 （作・下川　　博） 中俣　　幸(1)、藤本喜久子(1)、中村嘉奈子(1)、竹本　孝之(1 ...

外科医零子　ハートの記憶　移植のため
に運ばれた心臓が突然何者かに奪われ
た！不法移植された少女を命がけで守る
天才女医！襲いかかる魔の手に真実のメ
スがさく裂する！

TBS 01/10/22 （監督・大岡　　進） 今井　詔二 財前　直見、石黒　　賢、邑野　未亜、石丸謙二郎、南田　洋 ...

考古学者　佐久間玲子　裏切られ最後の
恋を信じた女がバラバラ母子土偶と鳥の
おまじないに秘めた嘘

NTV 01/10/23 （監督・黒沢　直輔） 中原　悦子 宮本　信子、田中　　実、黒田　福美、室田日出男、石倉　三 ...

白線流し～旅立ちの詩 CX 01/10/26 高橋　正秀 信本　敬子 長瀬　智也、酒井　美紀、京野ことみ、柏原　　崇、馬渕英里 ...

ドラマ　至上の恋　（至上の恋　愛は海を
越えて）

NHK 01/10/27 西谷　真一 （作・田中　晶子） 豊川　悦司、ユン・ソナ（ユンソナ）、橋爪　　功、江波　杏子、 ...

十三夜（第４話）人形 TVK 01/10/27 友松　直之、新里　猛作
、（演出補・田村　孝之）

大河原ちさと 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

警視庁女性捜査班（警視庁・女性捜査班
）(3)　ダブルストーカー殺人　不特定多数
に狙われた保母と看護婦…子犬が暴いた
真犯人！

ANB 01/10/27 （監督・岡本　　弘）（殺
陣・車　　邦秀）（助監督
・小野寺　崇）

今井　詔二 萬田　久子（万田　久子）、南田　洋子、京本　政樹、白島　 ...

日本でいちばん優しい会社（日本一優し
い会社…誤り）

ANB 01/10/28 加藤　義人 相良　敦子 寺尾　　聡（寺尾　　聰）、宮本　真希（斐貴　きら）、一條　　俊 ...

骨壺を抱く二人の女　加賀温泉・九谷焼き
の水指しに隠された美人陶芸家の謎…強
盗殺人犯の妹の危険な賭け

BSジャパン 01/10/28 （監督・長谷　和夫） 仲倉　重郎、影　　二郎 藤田　朋子、小柳ルミ子、江守　　徹、古尾谷雅人、天宮　　 ...小杉　健治

片平なぎさサスペンス　カードＧメン小早
川茜(3)　甘い罠　25年ぶりに会った同窓
生がはまった罠！海外ブランド買い物ツ
アーの落とし穴　真相暴く茜に衝撃が…
娘が誘拐!?

TBS 01/10/29 （監督・齋籐　光正（斎
藤　光正、斉藤　光正））

齊藤　珠緒（斉藤　珠緒、
斎藤　珠緒）

片平なぎさ、西村　和彦、美保　　純、杉田かおる、大西　結 ...

検事霞夕子(18)心の天使　妻殺しの男を
かばい偽証した歌手殺害の底に25年前
の心の傷

NTV 01/10/30 （監督・吉本　　潤） 坂上かつえ 鷲尾いさ子、平田　　満、中島ひろ子、高知　東生、高橋　克 ...夏樹　静子

ピッキングトリオの事件簿　－スゴ腕３人組
が悪党の大金を狙う・窃盗現場に起きる連
続殺人・金に人生を狂わされ復讐に燃え
る犯人は隣に…

CX 01/11/02 若松　節朗、（演出補・
村谷　嘉則）

樹林　　伸、（協力・後藤
　法子）

原田　泰造、名倉　　潤、堀内　　健、高樹　沙耶、中山　　忍 ...天樹　征丸

がんばらない BS-i 01/11/03 和田　　旭 関根　俊夫 西田　敏行、大滝　秀治、倍賞美津子、保坂　尚輝、市毛　 ...鎌田　　實

特別企画　第１回ホラーサスペンス大賞特
別賞記念作品　鬼子母神（きしもじん）～
娘を助けて！未婚の母の悲痛な叫び、善
意か悪意か？保健婦がはまる戦慄の罠！

ANB 01/11/03 西谷　　弘 佐伯　俊道 黒木　　瞳、七瀬なつみ、内藤　剛志、吉行　和子、松重　　 ...安東　能明「鬼子母
神」
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十三夜（第５話）死者の声 TVK 01/11/03 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

超豪華客船クルーズ殺人事件～新婚初
夜に夫が！莫大な遺産をめぐる骨肉の争
いと陰謀　「花嫁はわら人形」謎の言葉に
隠された歪んだ愛情と驚愕の真実

BSジャパン 01/11/04 黒沢　直輔 西岡　琢也 室井　　滋、夏八木　勲、田中　　実、佐野　浅夫、あき　竹城 ...カトリーヌ・アルレー

夏樹静子サスペンス　弁護士朝吹里矢子
　贈る証言　資産家の老画家が密室で殺
害…疑惑の家政婦が怯える空白の２時間
・遺作の絵が暴く愛憎渦巻く真実

TBS 01/11/05 佐藤　健光 金子　成人、扇澤　延男 南　　果歩、石黒　　賢、山本　　學（山本　　学）、根岸　季衣 ...夏樹　静子

街の医者神山治郎(2)　出産拒否　謎の失
跡から16年、産みの母の語る父殺し真相
と残酷な幼児体験

NTV 01/11/06 （監督・岡屋　龍一） 難波江由紀子 高橋　英樹、高橋かおり、美保　　純、宇都宮雅代（宇津宮雅 ...

深夜の星（「10億円の領収書」、「彼女が
AV女優になった理由」）

TBS 01/11/07 （「10億円の領収書」・松尾　政寿（松尾　雅寿）、永田　杏奈 ...

山村美紗サスペンス　京都祇園芸妓シリ
－ズ　小野小町殺人事件　死を招く幻の
名画をめぐる骨肉の連続殺人…能面の謎
に操られた母娘の不幸な末路…

CX 01/11/09 （監督・関本　郁夫） 峯尾　基三 高樹　沙耶、船越英一郎、山村　紅葉、奥山　佳恵、沢田亜 ...山村　美紗「小野小
町殺人事件」より

十三夜（第７話）病院 TVK 01/11/10 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

相棒３　警視庁ふたりだけの特命係～大
学病院助教授墜落殺人事件！日付の違
う乗車券の謎と、死体が語る美人外科医
の秘密

ANB 01/11/10 （監督・和泉　聖治） 輿水　泰弘 水谷　　豊、寺脇　康文、高樹　沙耶、鈴木　砂羽、伊藤　裕 ...

聖徳太子（第１部「古代日本の激動をつい
にドラマ化・親をなくした太子の救いは？
愛を求めて太子の戦いが始まる」、第２部
「戦乱で引き裂かれる人々の愛と哀しみ・
やがて太子の願いが結晶する、和をもっ
て尊しとなせ」）

NHK 01/11/10 佐藤　幹夫、（総合芸能
監修・野村万之丞）

（作・池端　俊策） 本木　雅弘、緒形　　拳、松坂　慶子、中谷　美紀、宝田　　 ...

内田康夫サスペンス　死者の木霊　（信濃
のコロンボ事件帳）結婚式の朝花嫁は墜
落した！　青森－信州－伊東　多重殺人
を仕掛ける真犯人　完全なアリバイを崩す
いなか刑事の執念

BSジャパン 01/11/11 江崎　実生 佐伯　俊道 中村　梅雀、原　日出子、松村　雄基、三浦　浩一、里見浩 ...内田　康夫

ペットシッター沢口華子の事件簿 TBS 01/11/12 中山　史郎 長川千佳子 研　ナオコ、吉田日出子、阿部サダヲ ...

軽井沢ミステリー ～待っていた女～ NTV 01/11/13 （監督・雨宮　　望） 田子　明弘 高橋由美子、菊池麻衣子、丘　みつ子、紺野美沙子、古尾 ...

十三夜（第６話）祖母 TVK 01/11/17 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

ほたるのゆき CX 01/11/17 大木　綾子 永田　優子 真中　　瞳、落合　扶樹 ...

ラーメン刑事「龍」の殺人推理２（ラーメン
刑事の殺人推理２…新聞ラテ欄表記）　北
海道旭川氷点下41度の完全犯罪！　雪
の結晶は天からの証言者

ABC 01/11/17 （監督・合月　　勇） 保利　吉紀 神田　正輝、沢田亜矢子、石井　苗子、大桃美代子、ガッツ ...

秋の特選サスペンス　監察医　篠宮葉月「
死体は語る」

BSジャパン 01/11/18 吉田啓一郎 高山　直也 高島　礼子、小野　武彦、野村　真美、金田　明夫、阿知波 ...

中学生日記　いまどきの勉強（第２回）オレ
の疑問

NHK 01/11/18 （作・関　　　功） ...
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夏の王様　広島・佐木島 NHK 01/11/20 山本　敏彦 宮村　優子 内山　理名、村田　雄浩、オダギリジョー（オダギリ・ジョー）、 ...

弁護士高林鮎子(29)　フレッシュひたち17
号の偽証…介護に悩む娘が涙した痴呆
母の夢追い子守唄

NTV 01/11/20 （監督・鷹森　立一） 小木曽豊斗（小木曾豊斗
）

眞野あずさ（真野あずさ）、橋爪　　功、丹波　哲郎、石野　真 ...津村　秀介「水戸の
証言」

彼女たちの獣医学入門 NHK BS2 01/11/23 （作・今井　雅子） 酒井　美紀、遠藤久美子、蟹江　敬三 ...

僕はあした十八になる NHK 01/11/23 落合　　将 鄭　　義信 伊藤　淳史、前田　亜季、佐野　史郎、岸部　一徳、丹波　哲 ...佐伯　一麦「ア・ルー
ス・ボーイ」

十三夜（第８話）メル友 TVK 01/11/24 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

事件記者冴子の殺人スクープ　絶体絶命
！恋人が殺人容疑で全国指名手配…秘
境高千穂　妻を殺した逃亡者に謎の接点

ANB 01/11/24 （監督・宮坂　清彦） 長野　　洋 水野　真紀、船越英一郎、角野　卓造、山田まりや、前田　　 ...

つま恋　私は誰？消えていく大切な思い
出　進む病と闘う夫婦の絆

NHK 01/11/24 片岡　敬司 井沢　　満 松坂　慶子、大杉　　漣、筒井　道隆、加藤　　武、加藤　晴 ...井沢　　満

中学生日記　いまどきの勉強（第３回）テス
ト前夜

NHK 01/11/25 ...

古都旅情サスペンス　かぐや姫伝説殺人
事件　団地奥さまパック旅行事件簿　団地
妻３人お気楽旅行事件簿　（広島尾道～
竹原～東京～仕組まれた宿命の旅・時を
超え竹やぶの死体が語る謎…新聞見出し
）

BSジャパン 01/11/25 伊藤　寿浩 橋本　以蔵 岡江久美子、柴田　理恵、深浦加奈子、小松　千春、船越英 ...野村　正樹

おばさん会長・紫の犯罪清掃日記！　ゴミ
は殺しを知っている２

TBS 01/11/26 中山　史郎 橋本　以蔵 中村　玉緒、さとう珠緒、三橋　達也 ...

妻殺し（妻の靴音…仮題）　結婚15年目の
悲劇、撲殺した夫は昔の女と逃避行…横
浜横須賀－野沢温泉、終点で待つ妻の
靴音

NTV 01/11/27 雨宮　　望 鎌田　敏夫 滝田　　栄、伊藤　　蘭、山下　真司、平　　淑恵、小野寺　昭 ...

コウノトリなぜ紅い　前編「消えた赤ちゃん
を救え」、後編「母の愛は全てを解明する」

NHK 01/11/27 笠浦　友愛 森岡　利行 薬師丸ひろ子、宮藤官九郎、生瀬　勝久、雛形あきこ、チュ ...マイクル・Z・リューイ
ン「AND BABY 
WILL FALL（そして
赤ん坊が落ちる）」

太陽にほえろ！2001 NTV 01/11/30 （監督・村田　　忍） 山田　耕大 舘　ひろし（館　ひろし）、金子　　賢、大路　恵美、宮下　裕 ...

浅見光彦シリーズ(13)　津軽殺人事件 CX 01/11/30 小平　　裕 大久保昌一良 榎木　孝明、石原真理絵（石原真理子）、野際　陽子 ...

時の渚～衝撃の運命　京都に秘められた
禁断の愛

ABC 01/12/01 （監督・松本　　明）（助
監督・酒井　信行）

土屋　保文 渡辺　　徹、有森　也実、京本　政樹、山崎　邦正、六平　直 ...笹本　稜平「時の渚」

青と白で水色 NTV 01/12/01 高橋　直治 桜井　　剛 宮崎あおい、小西真奈美、小栗　　旬、蒼井　　優、銀粉蝶、 ...

十三夜（第９話）守護霊 TVK 01/12/01 遠藤久美子、つのだじろう ...

中学生日記　マイグルメ！ NHK 01/12/02 ...

小池真理子サスペンス　寺田家の花嫁　
～気味悪いほど優しい姑　善良すぎる夫
…でも私殺される!?田舎暮らし夢見た過
疎の村で新妻が落ちた…アリ地獄

BSジャパン 01/12/02 （監督・鈴木　　元） 浅野有生子 岸本加世子、柳葉　敏郎、岸田今日子、大寶　智子（大宝　 ...小池真理子
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森村誠一サスペンス　棟居刑事シリーズ　
花の狩人　料亭の美人仲居殺人！愛人
の男には完璧なアリバイがあった…現場
についた３つの指紋を残らず洗え

TBS 01/12/03 （監督・水谷　俊之） 佐伯　俊道 中村　雅俊、雛形あきこ、床嶋　佳子（床島　佳子）、羽場　裕 ...森村　誠一

だます女だまされる女３（だます女、だまさ
れる女３）

NTV 01/12/04 （監督・猪崎　宣昭） 宇山　圭子、岡本　克己 余　貴美子、川上麻衣子、中西　良太、天宮　　良、筒井真 ...

法医学教室の事件ファイル(15)　自分の
死体を解剖した女医!?DNAが証明した一
人の娘に三人の親の謎…

ANB 01/12/08 （監督・山本　邦彦） 今井　詔二 名取　裕子、宅麻　　伸、西村　和彦、坂上　二郎、田山　涼 ...

せっちゃんの春休み CX 01/12/08 木村　由美 木村　由美 小林　正和、安達　沙耶 ...

十三夜（第10話）手紙 TVK 01/12/08 遠藤久美子、つのだじろう ...

保険調査員蒲田吟子(2)愛の７年殺人事
件！

BSジャパン 01/12/09 荒井　光明 倉沢左知代 泉　ピン子、村田　雄浩、藤岡　琢也 ...

中学生日記　シリーズ・食（第２回）ダイエ
ット・ゲーム

NHK 01/12/09 （作・藤森いずみ） ...

李歐　前編・後編 WOWOW 01/12/09 （監督・長崎　俊一） RIKIYA ...高村　　薫

被害者の妻～夫は二度殺された「最愛の
夫が通り魔に殺害！不倫疑惑と中傷が妻
を襲う！札幌－旭川－天人峡温泉…夫を
信じた妻の執念が暴く驚愕の真相」

TBS 01/12/10 松田　耕二 前川　洋一 かたせ梨乃、有森　也実、本田博太郎、三浦　浩一、川上麻 ...

神の手を持つ絵師・江戸の画家・若沖の
不思議世界

NHK BS3 01/12/11 ジョー・プライス、（ドキュメンタリードラマ出演・岸部　一徳、山 ...

身辺警護９ NTV 01/12/11 （監督・山本　　厚） 峯尾　基三 勝野　　洋、沢田亜矢子、涼風　真世、尾美としのり、畠山　 ...

十三夜（第11話）ミステリーツアー TVK 01/12/15 遠藤久美子、つのだじろう、（以下ゲスト）あかぎあい ...

元祖！混浴露天風呂連続殺人(21)　那須
殺生石～塩原もみじ谷大吊橋

ANB 01/12/15 脇田　時三 中村　勝行 古谷　一行、木の実ナナ、火野　正平、吉井　愛美 ...

ドラマDAMAS(3)　「幸雄の20日間（幸雄の
二十日間）」「わたしのお仕事」

MBS 01/12/16 橋田雄一郎、梅小鉢（高田、小森） ...

中学生日記　シリーズ・食（第３回）誰にも
言えない（新聞見出し…摂食障害）

NHK 01/12/16 （作・飯村　弘一） 竹本　孝之、佐藤　満月、牧野　徹也、田中　知砂、（以下、２ ...

（ごめんあそばせ！）主婦探偵・河原綾子
「のぞき見事件簿！」　ホテルで殺された
主婦の夫に言えない秘密？望遠レンズは
見た…！　箱根の密会不倫が招いた連続
殺人事件！不倫疑惑渦巻く団地の謎

BSジャパン 01/12/16 杉村　六郎 土屋斗紀雄 萬田　久子（万田　久子）、七瀬なつみ、田中　　健 ...

北条時宗　総集編（前編「兄弟・鎌倉北条
一族の愛と野望・18歳の執権誕生！」、後
編「蒙古襲来・この日本を誰が守る！勇気
と愛・運命の結末」）

NHK 01/12/16 和泉　元彌、渡部　篤郎、渡辺　　謙、浅野　温子、柳葉　敏 ...

かあさん保護司　神崎アイの熱血事件簿
　借金夫婦に突然転がり込んだ遺産！直
後に妻が殺された…俺じゃない！前科あ
る夫の叫びに魚河岸の母アイが全力疾走

MBS 01/12/17 （監督・鈴木　晴之） 土屋斗紀雄 浜　木綿子、谷　　　啓、赤井　英和、千石　規子、ガッツ石松 ...

取調室15　佐賀と東京の同時殺人－惨殺
死体と水死体を結ぶ奇妙な女の友情

NTV 01/12/18 （監督・鷹森　立一） いずみ　玲 いかりや長介、丘　みつ子、田中　　健、有森　也実、姿　　晴 ...笹沢　佐保
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はみだし刑事情熱系2001年末スペシャル
　サンタからの脅迫状　爆破×狙撃・涙の
怒りに狙われた刑事たち！みゆきを連れ
去った女の過去と兵吾の苦悩

ANB 01/12/19 柴田　恭兵、風間トオル、樹木　希林、美保　　純、風吹ジュ ...

科捜研の女最終回スペシャル　「疑惑の
銃声！胃の中から発見された銃弾!!それ
は６年前に女刑事が誤射した弾だった！
同じ日に起きた二つの事件を結ぶ謎」

ANB 01/12/20 沢口　靖子、内藤　剛志、葛山　信吾、深浦加奈子、小林　 ...

クリスマス特別企画　１億２千万人のボー
イフレンド～出会い系サイト殺人事件～

CX 01/12/21 永峰　　明 砂本　　量 鈴木紗理奈、石井　正則、中山　　忍、風間トオル、大杉　　 ...

おとり捜査官、北見志穂IV　狙われた美
人刑事！盗撮された私生活　誘拐犯から
の逆指名、監禁、水責め、激流の水門で
最後の対決!!

ANB 01/12/22 （監督・長谷部安春） 篠崎　　好 松下　由樹、蟹江　敬三、京本　政樹 ...山田　正紀

十三夜（第12話）オートバイ TVK 01/12/22 遠藤久美子、つのだじろう、稲葉　凌一、池田　　猛、内山　 ...

コンセント BS-i 01/12/22 （監督・中原　　俊） 市川実和子、村上　　淳、つみきみほ ...田口ランディ

湯煙旅情サスペンス　伊豆・天城越え殺
人事件！　紅葉踊り子街道での奇妙な殺
人交差？犯行の瞬間を写したフィルムに
隠された謎

BSジャパン 01/12/23 （監督・富永　卓二）（助
監督・鴨川　哲郎）（タイ
トルバック・naked inc.）

東　多江子 木の実ナナ、浅田美代子、京本　政樹、さとう珠緒、未來　貴 ...

マルチストーリードラマ　結婚スクランブル BS朝日 01/12/23 （監督・油谷　誠至） 香取　俊介 布川　敏和、仲代　奈緒、中原　果南、根本りつ子、住田　　 ...

聖夜の肖像 BS-i 01/12/23 桃井かおり、岸部　一徳、宇崎　竜童 ...浅田　次郎「聖夜の
肖像」

ニッポン！食の心旅 TX 01/12/23 日留川雄二 扇澤　延男 田畑　智子、モト　冬樹 ...

賢者の贈り物（オープニング「賢者の行進
」、第１話「HOTDOG EXPRESS」、第２話「
DOCUMENT ARYTIC」

HOME 01/12/24 （監督・永田　　琴（
HOTDOG EXPRESS）、
HIRO MIX（
DOCUMENT ARYTIC）
、カジワラノリコ（梶原　
紀子）（祭典の日））（監
修・岩井　俊二（
DOCUMENT ARYTIC）
）

白石　直人（賢者の行進
、HOTDOG EXPRESS、
祭典の日）、土井かおり（
HOTDOG EXPRESS）、
梶原　紀子（祭典の日）、
（キャラクターデザイン・
岩井　俊二（賢者の行進
）、串間美千恵（賢者の
行進））

（「HOTDOG EXPRESS」・後藤　理沙、木村　　剛、望月　知 ...（原案・豊川　悦司（
賢者の行進））

夫婦漫才　昭和から現代へ激動期を漫才
に懸けた夫婦の50年間

BS-i 01/12/24 （監督・豊川　悦司） 豊川　悦司 中山　美穂、甲本　雅裕、夢路いとし、名高　達男、チャーリ ...

本格派警察サスペンス　陰の季節(3)密告 TBS 01/12/24 真船　　禎 浅野有生子 上川　隆也、伊東　四朗、浅田美代子 ...

温かなお皿（温かいお皿…誤り） KTV 01/12/25 源　　孝志、（演出補・佐
々木詳太）

カリュアード 今井　美樹、水野　美紀、坂口　憲二、三浦　友和、末永　　 ...江國　香織（江国　香
織）「温かなお皿」

オードリー　総集編 NHK 01/12/25 大石　　静 岡本　　綾、賀来千香子、段田　安則、大竹しのぶ ...

君の手がささやいている　最終章　「５年
間ありがとう…耳が治る奇跡を信じていた
…博文と千鶴の声を聞いてみたくて…涙
あふれる誕生日」

ANB 01/12/26 新城　毅彦 岡田　惠和（岡田　恵和） 武田　真治、菅野　美穂、高樹　沙耶、木内みどり、本田博太 ...軽部　潤子

ナンバーワン　ホストは顔が命!?それとも
ハート？イイ男たちが六本木の夜に舞う!!

TBS 01/12/27 中島　　悟 金子ありさ 窪塚　洋介、ユースケ・サンタマリア（ユースケサンタマリア）、 ...
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忠臣蔵1/47 CX 01/12/28 河毛　俊作 井上由美子 木村　拓哉、佐藤　浩市、深津　絵里、堤　　真一、岡田　准 ...

バカ３兄弟 CX 01/12/29 福島　三郎 福島　三郎 阿部　　寛、沢村　一樹、伊藤　英明、戸田　菜穂 ...

Teacups 湘南初恋物語 TX 01/12/29 安立内仁章 福島　瑞樹、茂呂　勝政 平井　理央、石川　佳奈、榎園　美穂、海宝　直人、前田　亜 ...

特別企画　牟田刑事官VS終着駅の牛尾
刑事　森村誠一のエネミイ　最愛の家族を
殺された四人の復讐同盟！

ANB 01/12/29 （監督・池広　一夫） 岡本　克己 小林　桂樹、片岡鶴太郎、東　　幹久 ...森村　誠一

十三夜（第13話・最終回）真夜中のタクシ
ー

TVK 01/12/29 遠藤久美子、つのだじろう ...

時空警察捜査一課24時（時空警察…捜
査一課　歴史の闇に挑む男たち）

NTV 01/12/30 内山　雄人 野村　安史 陣内　孝則、竜　　雷太、篠原　涼子、丹波　哲郎、恵　　俊 ...

北条時宗　総集編 NHK BS3 01/12/30 和泉　元彌、渡部　篤郎、浅野　温子、柳葉　敏郎、木村　佳 ...

ほんまもん　料理人への道・前半総集編 NHK 01/12/30 望月　良雄、宮崎　　純 （作・西荻　弓絵） 池脇　千鶴、風吹ジュン、根津　甚八、佐藤　　慶、小林千登 ...

A side B　年越スペシャル BS-i 01/12/30 ...

世界５大ミステリーの謎が今夜明かされる「
歴史大推理ドラマ」　時空警察捜査一課

NTV 01/12/30 陣内　孝則、丹波　哲郎、恵　　俊彰、篠原　涼子、石井　正 ...

五瓣の椿（ごべんの椿） NHK BS3 01/12/31 黛りんたろう 国仲　涼子、阿部　　寛、及川　光博、堺　　雅人、奥田　瑛 ...山本周五郎

マンハッタン物語 裕木　奈江、今井　雅之 ...

ここだけの話（ココだけの話）　リセット ANB 村上　正典 高山　直也 崎本　大海、角替　和枝、中丸　新将 ...渡辺　浩弐「残機」

ここだけの話（ココだけの話）　携帯電話の
ある風景３　宴会

ANB 星田　良子 細川　　徹 松澤　一之、卜字たかお、北林　実季、鮎川　みな、榎本　正 ...
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