
「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

1 1985 1985/4/1 月 白い波の荒野へ 1 片岡義男 風間杜夫 第12巻7号（通巻289号）

2 1985 1985/4/2 火 白い波の荒野へ 2 片岡義男 風間杜夫 （新番組・内容未定）

3 1985 1985/4/3 水 白い波の荒野へ 3 片岡義男 風間杜夫 第20巻第7号（通巻495号） 1985年3月29日 夕刊（6面）

4 1985 1985/4/4 木 白い波の荒野へ 4 片岡義男 風間杜夫 （新番組・内容未定） *放送予定「白い波の荒野へ」

5 1985 1985/4/5 金 白い波の荒野へ 5 片岡義男 風間杜夫

6 1985 1985/4/8 月 こころほし てんとう虫 1 夢枕獏 風間杜夫 第12巻8号（通巻290号） 第5巻第8号

7 1985 1985/4/9 火 こころほし てんとう虫 2 夢枕獏 風間杜夫

8 1985 1985/4/10 水 こころほし てんとう虫 3 夢枕獏 風間杜夫 第20巻第8号（通巻496号）

9 1985 1985/4/11 木 こころほし てんとう虫 4 夢枕獏 風間杜夫

10 1985 1985/4/12 金 こころほし てんとう虫 5 夢枕獏 風間杜夫 *「FM fan」第20巻第8号 P163「番組ハイライト」に関連記事。

11 1985 1985/4/15 月 壜の中のメッセージ 1 山川健一 風間杜夫 第12巻8号（通巻290号） 第5巻第8号

12 1985 1985/4/16 火 壜の中のメッセージ 2 山川健一 風間杜夫 *放送予定「サラサーテの盤」 *放送予定「サラサーテの盤」

13 1985 1985/4/17 水 壜の中のメッセージ 3 山川健一 風間杜夫 第20巻第8号（通巻496号） 1985年4月12日 夕刊（6面）

14 1985 1985/4/18 木 壜の中のメッセージ 4 山川健一 風間杜夫 *放送予定「サラサーテの盤」 *放送予定「壜の中のメッセージ」

15 1985 1985/4/19 金 壜の中のメッセージ 5 山川健一 風間杜夫 *「朝日新聞（東京版）」1985年4月13日 夕刊（6面）でも、放送予定は「壜の中のメッセージ」。

16 1985 1985/4/22 月 熱いトライ 1 山川健一 津川泉 風間杜夫 ほか 第12巻9号（通巻291号） 第5巻第9号

17 1985 1985/4/23 火 熱いトライ 2 山川健一 津川泉 風間杜夫 ほか

18 1985 1985/4/24 水 熱いトライ 3 山川健一 津川泉 風間杜夫 ほか 第20巻第9号（通巻497号） 1985年4月19日 夕刊（6面）

19 1985 1985/4/25 木 熱いトライ 4 山川健一 津川泉 風間杜夫 ほか

20 1985 1985/4/26 金 熱いトライ 5 山川健一 津川泉 風間杜夫 ほか

21 1985 1985/4/29 月 海を見ていたジョニー 1 五木寛之 風間杜夫 第12巻9号（通巻291号） 第5巻第9号

22 1985 1985/4/30 火 海を見ていたジョニー 2 五木寛之 風間杜夫 （内容未定） （内容未定）

23 1985 1985/5/1 水 海を見ていたジョニー 3 五木寛之 風間杜夫 第20巻第9号（通巻497号） 1985年4月26日 夕刊（10面）

24 1985 1985/5/2 木 海を見ていたジョニー 4 五木寛之 風間杜夫 （内容未定） *放送予定「海を見ていたジョニー」

25 1985 1985/5/3 金 海を見ていたジョニー 5 五木寛之 風間杜夫

26 1985 1985/5/6 月 渚にて 1 開高健 松本茂雄 風間杜夫 ほか 第12巻10号（通巻292号） 第5巻第10号

27 1985 1985/5/7 火 渚にて 2 開高健 松本茂雄 風間杜夫 ほか

28 1985 1985/5/8 水 渚にて 3 開高健 松本茂雄 風間杜夫 ほか 第20巻第10号（通巻498号） 1985年5月4日 夕刊（6面）

29 1985 1985/5/9 木 渚にて 4 開高健 松本茂雄 風間杜夫 ほか

30 1985 1985/5/10 金 渚にて 5 開高健 松本茂雄 風間杜夫 ほか *「FMレコパル 関東版」第12巻10号 P153に番組宣伝掲載あり。

31 1985 1985/5/13 月 グッドラック 1 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 ほか 第12巻10号（通巻292号） 第5巻第10号

32 1985 1985/5/14 火 グッドラック 2 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 ほか

33 1985 1985/5/15 水 グッドラック 3 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 ほか 第20巻第10号（通巻498号） 1985年5月10日 夕刊（6面）

34 1985 1985/5/16 木 グッドラック 4 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 ほか

35 1985 1985/5/17 金 グッドラック 5 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 ほか

36 1985 1985/5/20 月 クレイになれなかった男 1 沢木耕太郎 伊東喜雄 風間杜夫 ほか 第12巻11号（通巻293号） 第5巻第11号

37 1985 1985/5/21 火 クレイになれなかった男 2 沢木耕太郎 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

38 1985 1985/5/22 水 クレイになれなかった男 3 沢木耕太郎 伊東喜雄 風間杜夫 ほか 第20巻第11号（通巻499号） 1985年5月17日 夕刊（6面）

39 1985 1985/5/23 木 クレイになれなかった男 4 沢木耕太郎 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

40 1985 1985/5/24 金 クレイになれなかった男 5 沢木耕太郎 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

41 1985 1985/5/27 月 サラサーテの盤 1 内田百閒 伊東喜雄 風間杜夫 ほか 第12巻11号（通巻293号） 第5巻第11号

42 1985 1985/5/28 火 サラサーテの盤 2 内田百閒 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

43 1985 1985/5/29 水 サラサーテの盤 3 内田百閒 伊東喜雄 風間杜夫 ほか 第20巻第11号（通巻499号） 1985年5月24日 夕刊（6面）

44 1985 1985/5/30 木 サラサーテの盤 4 内田百閒 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

45 1985 1985/5/31 金 サラサーテの盤 5 内田百閒 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

46 1985 1985/6/3 月 星々の悲しみ 1 宮本輝 中園蝶子 風間杜夫 ほか 第12巻12号（通巻294号） 第5巻第12号

47 1985 1985/6/4 火 星々の悲しみ 2 宮本輝 中園蝶子 風間杜夫 ほか

48 1985 1985/6/5 水 星々の悲しみ 3 宮本輝 中園蝶子 風間杜夫 ほか 第20巻第12号（通巻500号） 1985年5月31日 夕刊（6面）

49 1985 1985/6/6 木 星々の悲しみ 4 宮本輝 中園蝶子 風間杜夫 ほか

50 1985 1985/6/7 金 星々の悲しみ 5 宮本輝 中園蝶子 風間杜夫 ほか

51 1985 1985/6/10 月 魔術 1 芥川龍之介 山内碧 風間杜夫 ほか 第12巻12号（通巻294号） 第5巻第12号

52 1985 1985/6/11 火 魔術 2 芥川龍之介 山内碧 風間杜夫 ほか

53 1985 1985/6/12 水 魔術 3 芥川龍之介 山内碧 風間杜夫 ほか 第20巻第12号（通巻500号） 1985年6月7日 夕刊（6面）

54 1985 1985/6/13 木 魔術 4 芥川龍之介 山内碧 風間杜夫 ほか

55 1985 1985/6/14 金 魔術 5 芥川龍之介 山内碧 風間杜夫 ほか

56 1985 1985/6/17 月 街の中のふたり 1 山川方夫 金子和恵 風間杜夫 ほか 第12巻13号（通巻295号） 第5巻第13号

57 1985 1985/6/18 火 街の中のふたり 2 山川方夫 金子和恵 風間杜夫 ほか

58 1985 1985/6/19 水 街の中のふたり 3 山川方夫 金子和恵 風間杜夫 ほか 第20巻第13号（通巻501号） 1985年6月14日 夕刊（6面）

59 1985 1985/6/20 木 街の中のふたり 4 山川方夫 金子和恵 風間杜夫 ほか

60 1985 1985/6/21 金 街の中のふたり 5 山川方夫 金子和恵 風間杜夫 ほか

毎日新聞 （東京版）FM fan 東版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

毎日新聞 （東京版）FM fan 東版

毎日新聞 （東京版）

「星のショットグラス」　　FM東京系　毎週月～金　23:30～23:40 ／ FM大坂　毎週月～金　23:30～23:40

FMレコパル 関東版

FM fan 東版 毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FM fan 東版

FM fan 東版 毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FM fan 東版 毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FM fan 東版 毎日新聞 （東京版）
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

61 1985 1985/6/24 月 ハワイアン・ラプソディ 1 村上龍 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第12巻13号（通巻295号） 第5巻第13号

62 1985 1985/6/25 火 ハワイアン・ラプソディ 2 村上龍 石黒耀介 風間杜夫 ほか

63 1985 1985/6/26 水 ハワイアン・ラプソディ 3 村上龍 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第20巻第13号（通巻501号） 1985年6月21日 夕刊（8面）

64 1985 1985/6/27 木 ハワイアン・ラプソディ 4 村上龍 石黒耀介 風間杜夫 ほか

65 1985 1985/6/28 金 ハワイアン・ラプソディ 5 村上龍 石黒耀介 風間杜夫 ほか *「FM fan」第20巻第13号 P178「番組ハイライト」に関連記事。

66 1985 1985/7/1 月 お紺昇天 1 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 ほか 第12巻14号（通巻296号） 第5巻第14号

67 1985 1985/7/2 火 お紺昇天 2 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 ほか

68 1985 1985/7/3 水 お紺昇天 3 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 ほか 第20巻第14号（通巻502号） 1985年6月28日 夕刊（12面）

69 1985 1985/7/4 木 お紺昇天 4 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 ほか

70 1985 1985/7/5 金 お紺昇天 5 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 ほか

71 1985 1985/7/8 月 ペルーから来た風 1 司城志朗 しばがきけんじ 風間杜夫 ほか 第12巻14号（通巻296号） 第5巻第14号

72 1985 1985/7/9 火 ペルーから来た風 2 司城志朗 しばがきけんじ 風間杜夫 ほか

73 1985 1985/7/10 水 ペルーから来た風 3 司城志朗 しばがきけんじ 風間杜夫 ほか 第20巻第14号（通巻502号） 1985年7月5日 夕刊（6面）

74 1985 1985/7/11 木 ペルーから来た風 4 司城志朗 しばがきけんじ 風間杜夫 ほか

75 1985 1985/7/12 金 ペルーから来た風 5 司城志朗 しばがきけんじ 風間杜夫 ほか

76 1985 1985/7/15 月 宇宙からの帰還 1 立花隆 柳田渉 風間杜夫 ほか 第12巻15号（通巻297号） 第5巻第15号

77 1985 1985/7/16 火 宇宙からの帰還 2 立花隆 柳田渉 風間杜夫 ほか

78 1985 1985/7/17 水 宇宙からの帰還 3 立花隆 柳田渉 風間杜夫 ほか 第20巻第15号（通巻503号） 1985年7月12日 夕刊（6面）

79 1985 1985/7/18 木 宇宙からの帰還 4 立花隆 柳田渉 風間杜夫 ほか

80 1985 1985/7/19 金 宇宙からの帰還 5 立花隆 柳田渉 風間杜夫 ほか

81 1985 1985/7/22 月 双子の星 1 宮沢賢治 山内碧 風間杜夫 ほか 第12巻15号（通巻297号） 第5巻第15号

82 1985 1985/7/23 火 双子の星 2 宮沢賢治 山内碧 風間杜夫 ほか

83 1985 1985/7/24 水 双子の星 3 宮沢賢治 山内碧 風間杜夫 ほか 第20巻第15号（通巻503号） 1985年7月19日 夕刊（6面）

84 1985 1985/7/25 木 双子の星 4 宮沢賢治 山内碧 風間杜夫 ほか

85 1985 1985/7/26 金 双子の星 5 宮沢賢治 山内碧 風間杜夫 ほか

86 1985 1985/7/29 月 肌ざわり 1 尾辻克彦 吉沢明 風間杜夫 中村ゆうじ 大林真弓 第12巻16号（通巻298号） 第5巻第16号

87 1985 1985/7/30 火 肌ざわり 2 尾辻克彦 吉沢明 風間杜夫 中村ゆうじ 大林真弓

88 1985 1985/7/31 水 肌ざわり 3 尾辻克彦 吉沢明 風間杜夫 中村ゆうじ 大林真弓

1 1985 1985/8/1 木 気分はビートルズ 1 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第20巻第16号（通巻504号） 1985年7月26日 夕刊（6面）

2 1985 1985/8/2 金 気分はビートルズ 2 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか

3 1985 1985/8/5 月 気分はビートルズ 3 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第12巻16号（通巻298号） 第5巻第16号

4 1985 1985/8/6 火 気分はビートルズ 4 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか

5 1985 1985/8/7 水 気分はビートルズ 5 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第20巻第16号（通巻504号） 1985年8月2日 夕刊（6面）

6 1985 1985/8/8 木 気分はビートルズ 6 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか

7 1985 1985/8/9 金 気分はビートルズ 7 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか *「FM fan」第20巻第16号 P151「番組ハイライト」に関連記事。

8 1985 1985/8/12 月 気分はビートルズ 8 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第12巻17号（通巻299号） 第5巻第17号

9 1985 1985/8/13 火 気分はビートルズ 9 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか

10 1985 1985/8/14 水 気分はビートルズ 10 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第20巻第17号（通巻505号） 1985年8月9日 夕刊（6面）

11 1985 1985/8/15 木 気分はビートルズ 11 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか

12 1985 1985/8/16 金 気分はビートルズ 12 浅井慎平 石黒耀介 風間杜夫 ほか *「FMレコパル 関東版」第12巻17号 P139に番組宣伝掲載あり。

13 1985 1985/8/19 月 八月のトライアングル 1 山川健一 吉沢明 風間杜夫 ほか 第12巻17号（通巻299号） 第5巻第17号

14 1985 1985/8/20 火 八月のトライアングル 2 山川健一 吉沢明 風間杜夫 ほか

15 1985 1985/8/21 水 八月のトライアングル 3 山川健一 吉沢明 風間杜夫 ほか 第20巻第17号（通巻505号） 1985年8月16日 夕刊（6面）

16 1985 1985/8/22 木 八月のトライアングル 4 山川健一 吉沢明 風間杜夫 ほか

17 1985 1985/8/23 金 八月のトライアングル 5 山川健一 吉沢明 風間杜夫 ほか

18 1985 1985/8/26 月 ルード・ボーイ 1 狩撫麻礼／谷口ジロー 上村治 風間杜夫 中村まり子 第12巻18号（通巻300号） 第5巻第18号

19 1985 1985/8/27 火 ルード・ボーイ 2 狩撫麻礼／谷口ジロー 上村治 風間杜夫 中村まり子

20 1985 1985/8/28 水 ルード・ボーイ 3 狩撫麻礼／谷口ジロー 上村治 風間杜夫 中村まり子 第20巻第18号（通巻506号） 1985年8月23日 夕刊（6面）

21 1985 1985/8/29 木 ルード・ボーイ 4 狩撫麻礼／谷口ジロー 上村治 風間杜夫 中村まり子

22 1985 1985/8/30 金 ルード・ボーイ 5 狩撫麻礼／谷口ジロー 上村治 風間杜夫 中村まり子

23 1985 1985/9/2 月 きみはただ淋しいだけ   （「さっきまで優しかった人」から） 1 片岡義男 津川泉 風間杜夫 ほか 第12巻18号（通巻300号） 第5巻第18号

24 1985 1985/9/3 火 きみはただ淋しいだけ   （「さっきまで優しかった人」から） 2 片岡義男 津川泉 風間杜夫 ほか

25 1985 1985/9/4 水 きみはただ淋しいだけ   （「さっきまで優しかった人」から） 3 片岡義男 津川泉 風間杜夫 ほか 第20巻第18号（通巻506号） 1985年8月30日 夕刊（6面）

26 1985 1985/9/5 木 きみはただ淋しいだけ   （「さっきまで優しかった人」から） 4 片岡義男 津川泉 風間杜夫 ほか

27 1985 1985/9/6 金 きみはただ淋しいだけ   （「さっきまで優しかった人」から） 5 片岡義男 津川泉 風間杜夫 ほか

28 1985 1985/9/9 月 ラストシーン 1 岸田今日子 伊東喜雄 風間杜夫 中村まり子 沼岡淳 第12巻19号（通巻301号） 第5巻第19号

29 1985 1985/9/10 火 ラストシーン 2 岸田今日子 伊東喜雄 風間杜夫 中村まり子 沼岡淳

30 1985 1985/9/11 水 ラストシーン 3 岸田今日子 伊東喜雄 風間杜夫 中村まり子 沼岡淳 第20巻第19号（通巻507号） 1985年9月6日 夕刊（6面）

31 1985 1985/9/12 木 ラストシーン 4 岸田今日子 伊東喜雄 風間杜夫 中村まり子 沼岡淳

32 1985 1985/9/13 金 ラストシーン 5 岸田今日子 伊東喜雄 風間杜夫 中村まり子 沼岡淳

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版 FMステーション 関西版

FM fan 東版 毎日新聞 （東京版）

「夢のひととき」　　FM東京系　ラジオドラマ番組　毎週月～金　23:15～23:30 ／ FM大坂　毎週月～金　19:45～20:00
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

33 1985 1985/9/16 月 お前が悪い！ 1 火浦巧 柳田渉 風間杜夫 ほか 第12巻19号（通巻301号） 第5巻第19号

34 1985 1985/9/17 火 お前が悪い！ 2 火浦巧 柳田渉 風間杜夫 ほか

35 1985 1985/9/18 水 お前が悪い！ 3 火浦巧 柳田渉 風間杜夫 ほか 第20巻第19号（通巻507号） 1985年9月13日 夕刊（6面）

36 1985 1985/9/19 木 お前が悪い！ 4 火浦巧 柳田渉 風間杜夫 ほか

37 1985 1985/9/20 金 お前が悪い！ 5 火浦巧 柳田渉 風間杜夫 ほか

38 1985 1985/9/23 月 北壁に舞う 1 長谷川恒男 伊東喜雄 風間杜夫 ほか 第12巻20号（通巻302号） 第5巻第20号

39 1985 1985/9/24 火 北壁に舞う 2 長谷川恒男 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

40 1985 1985/9/25 水 北壁に舞う 3 長谷川恒男 伊東喜雄 風間杜夫 ほか 第20巻第20号（通巻508号） 1985年9月20日 夕刊（6面）

41 1985 1985/9/26 木 北壁に舞う 4 長谷川恒男 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

42 1985 1985/9/27 金 北壁に舞う 5 長谷川恒男 伊東喜雄 風間杜夫 ほか

43 1985 1985/9/30 月 船長のお気に入り 1 矢作俊彦 松本茂雄 風間杜夫 第12巻20号（通巻302号） 第5巻第20号

44 1985 1985/10/1 火 船長のお気に入り 2 矢作俊彦 松本茂雄 風間杜夫

45 1985 1985/10/2 水 船長のお気に入り 3 矢作俊彦 松本茂雄 風間杜夫 第20巻第20号（通巻508号） 1985年9月27日 夕刊（6面）

46 1985 1985/10/3 木 船長のお気に入り 4 矢作俊彦 松本茂雄 風間杜夫

47 1985 1985/10/4 金 船長のお気に入り 5 矢作俊彦 松本茂雄 風間杜夫

48 1985 1985/10/7 月 夢の車輪 1 光の帯 吉行淳之介 吉沢明 風間杜夫 木瓜みらい 第12巻21号（通巻303号） 第5巻第21号

49 1985 1985/10/8 火 夢の車輪 2 白と黒 吉行淳之介 吉沢明 風間杜夫 木瓜みらい

50 1985 1985/10/9 水 夢の車輪 3 鏡の裏 吉行淳之介 吉沢明 風間杜夫 木瓜みらい 第20巻第21号（通巻509号） 1985年10月4日 夕刊（6面）

51 1985 1985/10/10 木 夢の車輪 4 灰神楽 吉行淳之介 吉沢明 風間杜夫 木瓜みらい

52 1985 1985/10/11 金 夢の車輪 5 夢の車輪 吉行淳之介 吉沢明 風間杜夫 木瓜みらい

53 1985 1985/10/14 月 時代屋の女房 1 村松友視 上村治 風間杜夫 ほか 第12巻21号（通巻303号） 第5巻第21号

54 1985 1985/10/15 火 時代屋の女房 2 村松友視 上村治 風間杜夫 ほか

55 1985 1985/10/16 水 時代屋の女房 3 村松友視 上村治 風間杜夫 ほか 第20巻第21号（通巻509号） 1985年10月11日 夕刊（4面）

56 1985 1985/10/17 木 時代屋の女房 4 村松友視 上村治 風間杜夫 ほか

57 1985 1985/10/18 金 時代屋の女房 5 村松友視 上村治 風間杜夫 ほか *「FM fan」第20巻第21号 P183「番組ハイライト」に関連記事。

58 1985 1985/10/21 月 一分間だけ 1 デパート 眉村卓 石黒耀介 風間杜夫 堅物総子 第12巻22号（通巻304号） 第5巻第22号

59 1985 1985/10/22 火 一分間だけ 2 マンション 眉村卓 石黒耀介 風間杜夫 堅物総子

60 1985 1985/10/23 水 一分間だけ 3 日記 眉村卓 石黒耀介 風間杜夫 堅物総子 第20巻第22号（通巻510号） 1985年10月18日 夕刊（6面）

61 1985 1985/10/24 木 一分間だけ 4 箸 眉村卓 石黒耀介 風間杜夫 堅物総子

62 1985 1985/10/25 金 一分間だけ 5 好き嫌い 眉村卓 石黒耀介 風間杜夫 堅物総子

63 1985 1985/10/28 月 わが良き狼（ウルフ） 1 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 丸林昭夫 第12巻22号（通巻304号） 第5巻第22号

64 1985 1985/10/29 火 わが良き狼（ウルフ） 2 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 丸林昭夫

65 1985 1985/10/30 水 わが良き狼（ウルフ） 3 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 丸林昭夫 第20巻第22号（通巻510号） 1985年10月25日 夕刊（6面）

66 1985 1985/10/31 木 わが良き狼（ウルフ） 4 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 丸林昭夫

67 1985 1985/11/1 金 わが良き狼（ウルフ） 5 筒井康隆 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 丸林昭夫

68 1985 1985/11/4 月 船乗りクプクプの冒険 1 北杜夫 吉沢明 風間杜夫 玉川砂記子 丹古母鬼馬二 第12巻23号（通巻305号） 第5巻第23号

69 1985 1985/11/5 火 船乗りクプクプの冒険 2 北杜夫 吉沢明 風間杜夫 玉川砂記子 丹古母鬼馬二

70 1985 1985/11/6 水 船乗りクプクプの冒険 3 北杜夫 吉沢明 風間杜夫 玉川砂記子 丹古母鬼馬二 第20巻第23号（通巻511号） 1985年11月1日 夕刊（6面）

71 1985 1985/11/7 木 船乗りクプクプの冒険 4 北杜夫 吉沢明 風間杜夫 玉川砂記子 丹古母鬼馬二

72 1985 1985/11/8 金 船乗りクプクプの冒険 5 北杜夫 吉沢明 風間杜夫 玉川砂記子 丹古母鬼馬二

73 1985 1985/11/11 月 星とレゲエの島 1 山川健一 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第12巻23号（通巻305号） 第5巻第23号

74 1985 1985/11/12 火 星とレゲエの島 2 山川健一 石黒耀介 風間杜夫 ほか

75 1985 1985/11/13 水 星とレゲエの島 3 山川健一 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第20巻第23号（通巻511号） 1985年11月8日 夕刊（6面）

76 1985 1985/11/14 木 星とレゲエの島 4 山川健一 石黒耀介 風間杜夫 ほか

77 1985 1985/11/15 金 星とレゲエの島 5 山川健一 石黒耀介 風間杜夫 ほか

78 1985 1985/11/18 月 十二の肖像画による十二の物語 1 怖れ 辻邦生 上村治 風間杜夫 団二郎 堅物総子 第12巻24号（通巻306号） 第5巻第24号

79 1985 1985/11/19 火 十二の肖像画による十二の物語 2 驕り 辻邦生 上村治 風間杜夫 団二郎 堅物総子

80 1985 1985/11/20 水 十二の肖像画による十二の物語 3 ものぐるい 辻邦生 上村治 風間杜夫 団二郎 堅物総子 第20巻第24号（通巻512号） 1985年11月15日 夕刊（8面）

81 1985 1985/11/21 木 十二の肖像画による十二の物語 4 偽り 辻邦生 上村治 風間杜夫 団二郎 堅物総子

82 1985 1985/11/22 金 十二の肖像画による十二の物語 5 ふさぎ 辻邦生 上村治 風間杜夫 団二郎 堅物総子

83 1985 1985/11/25 月 退屈しのぎ 1 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 津島瑞穂 水野咲子 第12巻24号（通巻306号） 第5巻第24号

84 1985 1985/11/26 火 退屈しのぎ 2 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 津島瑞穂 水野咲子

85 1985 1985/11/27 水 退屈しのぎ 3 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 津島瑞穂 水野咲子 第20巻第24号（通巻512号） 1985年11月22日 夕刊（8面）

86 1985 1985/11/28 木 退屈しのぎ 4 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 津島瑞穂 水野咲子

87 1985 1985/11/29 金 退屈しのぎ 5 高橋三千綱 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 津島瑞穂 水野咲子

88 1985 1985/12/2 月 猫の泉 1 日影丈吉 石川祐子 風間杜夫 広瀬昌助 第12巻25号（通巻307号）

89 1985 1985/12/3 火 猫の泉 2 日影丈吉 石川祐子 風間杜夫 広瀬昌助

90 1985 1985/12/4 水 猫の泉 3 日影丈吉 石川祐子 風間杜夫 広瀬昌助 第20巻第25号（通巻513号） 1985年11月29日 夕刊（10面）

91 1985 1985/12/5 木 猫の泉 4 日影丈吉 石川祐子 風間杜夫 広瀬昌助

92 1985 1985/12/6 金 猫の泉 5 日影丈吉 石川祐子 風間杜夫 広瀬昌助

93 1985 1985/12/9 月 赤糸で縫いとじられた物語 1 １センチ・ジャーニー 寺山修司 高橋太郎 風間杜夫 ほか 第12巻25号（通巻307号）

94 1985 1985/12/10 火 赤糸で縫いとじられた物語 2 消しゴム 寺山修司 高橋太郎 風間杜夫 ほか

95 1985 1985/12/11 水 赤糸で縫いとじられた物語 3 かくれんぼの塔 寺山修司 高橋太郎 風間杜夫 ほか 第20巻第25号（通巻513号） 1985年12月6日 夕刊（10面）

96 1985 1985/12/12 木 赤糸で縫いとじられた物語 4 思い出の注射します 寺山修司 高橋太郎 風間杜夫 ほか

97 1985 1985/12/13 金 赤糸で縫いとじられた物語 5 影の国のアリス 寺山修司 高橋太郎 風間杜夫 ほか

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

98 1985 1985/12/16 月 王様はロックンローラー 1 フォルカー・クリーゲル 山内碧 風間杜夫 ほか 第12巻26号（通巻308号）

99 1985 1985/12/17 火 王様はロックンローラー 2 フォルカー・クリーゲル 山内碧 風間杜夫 ほか

100 1985 1985/12/18 水 王様はロックンローラー 3 フォルカー・クリーゲル 山内碧 風間杜夫 ほか 第20巻第26号（通巻514号） 1985年12月13日 夕刊（6面）

101 1985 1985/12/19 木 王様はロックンローラー 4 フォルカー・クリーゲル 山内碧 風間杜夫 ほか

102 1985 1985/12/20 金 王様はロックンローラー 5 フォルカー・クリーゲル 山内碧 風間杜夫 ほか

103 1985 1985/12/23 月 サンタクロース 1 デビッド＆レスリー・ニューマン 柳田渉 風間杜夫 ほか 第12巻26号（通巻308号）

104 1985 1985/12/24 火 サンタクロース 2 デビッド＆レスリー・ニューマン 柳田渉 風間杜夫 ほか

105 1985 1985/12/25 水 サンタクロース 3 デビッド＆レスリー・ニューマン 柳田渉 風間杜夫 ほか 第20巻第26号（通巻514号） 1985年12月20日 夕刊（6面）

106 1985 1985/12/26 木 サンタクロース 4 デビッド＆レスリー・ニューマン 柳田渉 風間杜夫 ほか

107 1985 1985/12/27 金 サンタクロース 5 デビッド＆レスリー・ニューマン 柳田渉 風間杜夫 ほか

108 1985 1985/12/30 月 百日紅 1 杉浦日向子 上村治 風間杜夫 ほか 第13巻1号（通巻309号）

109 1986 1986/1/1 水 百日紅 2 杉浦日向子 上村治 風間杜夫 ほか

110 1986 1986/1/2 木 百日紅 3 杉浦日向子 上村治 風間杜夫 ほか 第21巻第1号（通巻515号） 1985年12月27日 夕刊（6面）

111 1986 1986/1/3 金 百日紅 4 杉浦日向子 上村治 風間杜夫 ほか

112 1986 1986/1/6 月 玄海つれづれ節 1 吉田兼好 伊東喜雄 風間杜夫 吉永小百合 八代亜紀 第13巻1号（通巻309号）

113 1986 1986/1/7 火 玄海つれづれ節 2 吉田兼好 伊東喜雄 風間杜夫 吉永小百合 八代亜紀

114 1986 1986/1/8 水 玄海つれづれ節 3 吉田兼好 伊東喜雄 風間杜夫 吉永小百合 八代亜紀 第21巻第1号（通巻515号） 1986年1月4日 夕刊（6面）

115 1986 1986/1/9 木 玄海つれづれ節 4 吉田兼好 伊東喜雄 風間杜夫 吉永小百合 八代亜紀

116 1986 1986/1/10 金 玄海つれづれ節 5 吉田兼好 伊東喜雄 風間杜夫 吉永小百合 八代亜紀

117 1986 1986/1/13 月 今昔物語ふぁんたじあ 1 怪力 杉本宛子 石川祐子 風間杜夫 西山水木 二又一成 第13巻2号（通巻311号）

118 1986 1986/1/14 火 今昔物語ふぁんたじあ 2 きつね妻 杉本宛子 石川祐子 風間杜夫 西山水木 二又一成

119 1986 1986/1/15 水 今昔物語ふぁんたじあ 3 釣り 杉本宛子 石川祐子 風間杜夫 西山水木 二又一成 第21巻第2号（通巻516号） 1986年1月11日 夕刊（6面）

120 1986 1986/1/16 木 今昔物語ふぁんたじあ 4 毒茸と女 杉本宛子 石川祐子 風間杜夫 西山水木 二又一成

121 1986 1986/1/17 金 今昔物語ふぁんたじあ 5 花かげの井戸 杉本宛子 石川祐子 風間杜夫 西山水木 二又一成

122 1986 1986/1/20 月 ハート・カクテル 1 わたせせいぞう 井出朝子 風間杜夫 ほか 第13巻2号（通巻311号）

123 1986 1986/1/21 火 ハート・カクテル 2 わたせせいぞう 井出朝子 風間杜夫 ほか

124 1986 1986/1/22 水 ハート・カクテル 3 わたせせいぞう 井出朝子 風間杜夫 ほか 第21巻第2号（通巻516号） 1986年1月18日 夕刊（6面）

125 1986 1986/1/23 木 ハート・カクテル 4 わたせせいぞう 井出朝子 風間杜夫 ほか

126 1986 1986/1/24 金 ハート・カクテル 5 わたせせいぞう 井出朝子 風間杜夫 ほか

127 1986 1986/1/27 月 気分はリバイバル 1 砂に書いたラブレター 村松友視 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第13巻3号（通巻312号）

128 1986 1986/1/28 火 気分はリバイバル 2 五つの銅貨 村松友視 石黒耀介 風間杜夫 ほか

129 1986 1986/1/29 水 気分はリバイバル 3 花はどこへいったの 村松友視 石黒耀介 風間杜夫 ほか 第21巻第3号（通巻517号） 1986年1月25日 夕刊（6面）

130 1986 1986/1/30 木 気分はリバイバル 4 デンワでキッス 村松友視 石黒耀介 風間杜夫 ほか

131 1986 1986/1/31 金 気分はリバイバル 5 ラブ・ミー・テンダー 村松友視 石黒耀介 風間杜夫 ほか

132 1986 1986/2/3 月 星の街のものがたり 1 別役実 柳田渉 風間杜夫 ほか 第13巻3号（通巻312号）

133 1986 1986/2/4 火 星の街のものがたり 2 別役実 柳田渉 風間杜夫 ほか

134 1986 1986/2/5 水 星の街のものがたり 3 別役実 柳田渉 風間杜夫 ほか 第21巻第3号（通巻517号） 1986年2月1日 夕刊（6面）

135 1986 1986/2/6 木 星の街のものがたり 4 別役実 柳田渉 風間杜夫 ほか

136 1986 1986/2/7 金 星の街のものがたり 5 別役実 柳田渉 風間杜夫 ほか *「FM fan」第21巻第3号 P127「番組ハイライト」に関連記事。

137 1986 1986/2/10 月 ロンサム・カウボーイ 1 六杯のブラック・コーヒー 片岡義男 大塚哲郎 風間杜夫 松橋登 水野咲子 第13巻4号（通巻313号） 第6巻第4号

138 1986 1986/2/11 火 ロンサム・カウボーイ 2 ライク・ア・ローリングストーンだって 片岡義男 大塚哲郎 風間杜夫 松橋登 水野咲子

139 1986 1986/2/12 水 ロンサム・カウボーイ 3 南へむかう貨物列車 片岡義男 大塚哲郎 風間杜夫 松橋登 水野咲子 第21巻第4号（通巻518号） 1986年2月8日 夕刊（6面）

140 1986 1986/2/13 木 ロンサム・カウボーイ 4 西テキサスの小さな町 片岡義男 大塚哲郎 風間杜夫 松橋登 水野咲子

141 1986 1986/2/14 金 ロンサム・カウボーイ 5 パッシング・スルー 片岡義男 大塚哲郎 風間杜夫 松橋登 水野咲子

142 1986 1986/2/17 月 ザ・ウイスキーキャット 1 C・W・ニコル 井出朝子 風間杜夫 ほか 第13巻4号（通巻313号） 第6巻第4号

143 1986 1986/2/18 火 ザ・ウイスキーキャット 2 C・W・ニコル 井出朝子 風間杜夫 ほか

144 1986 1986/2/19 水 ザ・ウイスキーキャット 3 C・W・ニコル 井出朝子 風間杜夫 ほか 第21巻第4号（通巻518号） 1986年2月15日 夕刊（6面）

145 1986 1986/2/20 木 ザ・ウイスキーキャット 4 C・W・ニコル 井出朝子 風間杜夫 ほか

146 1986 1986/2/21 金 ザ・ウイスキーキャット 5 C・W・ニコル 井出朝子 風間杜夫 ほか

147 1986 1986/2/24 月 井上陽水の作品からイメージした物語 1 とまどうペリカン 井上陽水 風間杜夫 西山水木 第13巻5号（通巻314号） 第6巻第5号

148 1986 1986/2/25 火 井上陽水の作品からイメージした物語 2 虹のできる訳 井上陽水 風間杜夫 西山水木

149 1986 1986/2/26 水 井上陽水の作品からイメージした物語 3 なぜか上海 井上陽水 風間杜夫 西山水木 第21巻第5号（通巻519号） 1986年2月22日 夕刊（6面）

150 1986 1986/2/27 木 井上陽水の作品からイメージした物語 4 リバー・サイド・ホテル 井上陽水 風間杜夫 西山水木

151 1986 1986/2/28 金 井上陽水の作品からイメージした物語 5 ビーズとパール 井上陽水 風間杜夫 西山水木

152 1986 1986/3/3 月 アメリカン・ロードショウ 1 村上龍 上村治 風間杜夫 岡本麻弥 第13巻5号（通巻314号） 第6巻第5号

153 1986 1986/3/4 火 アメリカン・ロードショウ 2 村上龍 上村治 風間杜夫 岡本麻弥

154 1986 1986/3/5 水 アメリカン・ロードショウ 3 村上龍 上村治 風間杜夫 岡本麻弥 第21巻第5号（通巻519号） 1986年3月1日 夕刊（6面）

155 1986 1986/3/6 木 アメリカン・ロードショウ 4 村上龍 上村治 風間杜夫 岡本麻弥

156 1986 1986/3/7 金 アメリカン・ロードショウ 5 村上龍 上村治 風間杜夫 岡本麻弥

157 1986 1986/3/10 月 悪業年鑑 1 にんぽまにあ 都築道夫 柳田渉 風間杜夫 樋浦勉 川村万梨阿 第13号6号（通巻315号） 第6巻第6号

158 1986 1986/3/11 火 悪業年鑑 2 悪魔は悪魔 都築道夫 柳田渉 風間杜夫 樋浦勉 川村万梨阿

159 1986 1986/3/12 水 悪業年鑑 3 音 都築道夫 柳田渉 風間杜夫 樋浦勉 川村万梨阿 第21巻第6号（通巻520号） 1986年3月8日 夕刊（6面）

160 1986 1986/3/13 木 悪業年鑑 4 地球を救った男 都築道夫 柳田渉 風間杜夫 樋浦勉 川村万梨阿

161 1986 1986/3/14 金 悪業年鑑 5 ジェームス・ホンドの大冒険 都築道夫 柳田渉 風間杜夫 樋浦勉 川村万梨阿

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

162 1986 1986/3/17 月 壜の中のメッセージ 1 山川健一 吉沢明 風間杜夫 白石まるみ 第13号6号（通巻315号） 第6巻第6号

163 1986 1986/3/18 火 壜の中のメッセージ 2 山川健一 吉沢明 風間杜夫 白石まるみ

164 1986 1986/3/19 水 壜の中のメッセージ 3 山川健一 吉沢明 風間杜夫 白石まるみ 第21巻第6号（通巻520号） 1986年3月15日 夕刊（6面）

165 1986 1986/3/20 木 壜の中のメッセージ 4 山川健一 吉沢明 風間杜夫 白石まるみ

166 1986 1986/3/21 金 壜の中のメッセージ 5 山川健一 吉沢明 風間杜夫 白石まるみ

167 1986 1986/3/24 月 谷川俊太郎ショート・ショート集「ぺ」から 1 エデンの園 谷川俊太郎 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 玉川砂記子 第13巻7号（通巻316号） 第6巻第7号

168 1986 1986/3/25 火 谷川俊太郎ショート・ショート集「ぺ」から 2 裁くのは誰 谷川俊太郎 金子和恵 風間杜夫 草薙良一 玉川砂記子

169 1986 1986/3/26 水 谷川俊太郎ショート・ショート集「ぺ」から 3 ベイビー・ドールズ 谷川俊太郎 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 玉川砂記子 第21巻第7号（通巻521号） 1986年3月22日 夕刊（6面）

170 1986 1986/3/27 木 谷川俊太郎ショート・ショート集「ぺ」から 4 テルのお話のお話 谷川俊太郎 金子和恵 風間杜夫 草薙良一 玉川砂記子

171 1986 1986/3/28 金 谷川俊太郎ショート・ショート集「ぺ」から 5 最後の夕やけ 谷川俊太郎 吉沢明 風間杜夫 草薙良一 玉川砂記子

172 1986 1986/3/31 月 ザ・シティ・ボクサー 1 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか 第13巻7号（通巻316号） 第6巻第7号

173 1986 1986/4/1 火 ザ・シティ・ボクサー 2 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか

174 1986 1986/4/2 水 ザ・シティ・ボクサー 3 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか 第21巻第7号（通巻521号） 1986年3月29日 夕刊（6面）

175 1986 1986/4/3 木 ザ・シティ・ボクサー 4 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか

176 1986 1986/4/4 金 ザ・シティ・ボクサー 5 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか

177 1986 1986/4/7 月 不思議の国のアリス 1 ルイス・キャロル 上村治 風間杜夫 及川ひとみ 第13巻8号（通巻317号） 第6巻第8号

178 1986 1986/4/8 火 不思議の国のアリス 2 ルイス・キャロル 上村治 風間杜夫 及川ひとみ

179 1986 1986/4/9 水 不思議の国のアリス 3 ルイス・キャロル 上村治 風間杜夫 及川ひとみ 第21巻第8号（通巻522号） 1986年4月5日 夕刊（6面）

180 1986 1986/4/10 木 不思議の国のアリス 4 ルイス・キャロル 上村治 風間杜夫 及川ひとみ

181 1986 1986/4/11 金 不思議の国のアリス 5 ルイス・キャロル 上村治 風間杜夫 及川ひとみ *「FM fan」第21巻第8号 P146「番組ハイライト」に関連記事。

182 1986 1986/4/14 月 ともだちは海のにおい 1 工藤直子 大塚哲郎 風間杜夫 ほか 第13巻8号（通巻317号） 第6巻第8号

183 1986 1986/4/15 火 ともだちは海のにおい 2 工藤直子 大塚哲郎 風間杜夫 ほか

184 1986 1986/4/16 水 ともだちは海のにおい 3 工藤直子 大塚哲郎 風間杜夫 ほか 第21巻第8号（通巻522号） 1986年4月12日 夕刊（6面）

185 1986 1986/4/17 木 ともだちは海のにおい 4 工藤直子 大塚哲郎 風間杜夫 ほか

186 1986 1986/4/18 金 ともだちは海のにおい 5 工藤直子 大塚哲郎 風間杜夫 ほか

187 1986 1986/4/21 月 2001夜物語 1 地球光 星野之宣 柳田渉 風間杜夫 高林幸兵 監物房子 第13巻9号（通巻318号） 第6巻第9号

188 1986 1986/4/22 火 2001夜物語 2 メシュトローム３ 星野之宣 柳田渉 風間杜夫 高林幸兵 監物房子

189 1986 1986/4/23 水 2001夜物語 3 遥かなる旅人 星野之宣 柳田渉 風間杜夫 高林幸兵 監物房子 第21巻第9号（通巻523号） 1986年4月19日 夕刊（6面）

190 1986 1986/4/24 木 2001夜物語 4 われはロケット 星野之宣 柳田渉 風間杜夫 高林幸兵 監物房子

191 1986 1986/4/25 金 2001夜物語 5 地球からの贈り物 星野之宣 柳田渉 風間杜夫 高林幸兵 監物房子

192 1986 1986/4/28 月 ニューヨーク・スクラップ 1 山崎英介 高橋太郎 風間杜夫 ほか 第13巻9号（通巻318号） 第6巻第9号

193 1986 1986/4/29 火 ニューヨーク・スクラップ 2 山崎英介 高橋太郎 風間杜夫 ほか

194 1986 1986/4/30 水 ニューヨーク・スクラップ 3 山崎英介 高橋太郎 風間杜夫 ほか 第21巻第9号（通巻523号） 1986年4月26日 夕刊（6面）

195 1986 1986/5/1 木 ニューヨーク・スクラップ 4 山崎英介 高橋太郎 風間杜夫 ほか

196 1986 1986/5/2 金 ニューヨーク・スクラップ 5 山崎英介 高橋太郎 風間杜夫 ほか

197 1986 1986/5/5 月 上海酔眼 1 村松友視 上村治 風間杜夫 第13巻10号（通巻319号） 第6巻第10号

198 1986 1986/5/6 火 上海酔眼 2 村松友視 上村治 風間杜夫

199 1986 1986/5/7 水 上海酔眼 3 村松友視 上村治 風間杜夫 第21巻第10号（通巻524号） 1986年5月2日 夕刊（8面）

200 1986 1986/5/8 木 上海酔眼 4 村松友視 上村治 風間杜夫

201 1986 1986/5/9 金 上海酔眼 5 村松友視 上村治 風間杜夫 *「FM fan」第21巻第10号 P138「番組ハイライト」に関連記事。

202 1986 1986/5/12 月 第三水曜日の情事 1 やさしく呪って 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか 第13巻10号（通巻319号） 第6巻第10号

203 1986 1986/5/13 火 第三水曜日の情事 2 訪ねてきた女 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか

204 1986 1986/5/14 水 第三水曜日の情事 3 ボン・ボワイヤージュ 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか 第21巻第10号（通巻524号） 1986年5月10日 夕刊（5面）

205 1986 1986/5/15 木 第三水曜日の情事 4 女の約束 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか

206 1986 1986/5/16 金 第三水曜日の情事 5 几帳面な性格 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか

207 1986 1986/5/19 月 第三水曜日の情事 6 マイアミの優雅な午後 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか 第13巻11号（通巻320号） 第6巻第11号

208 1986 1986/5/20 火 第三水曜日の情事 7 不運な忘れ物 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか

209 1986 1986/5/21 水 第三水曜日の情事 8 計画通りの埋葬 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか 第21巻第11号（通巻525号） 1986年5月17日 夕刊（5面）

210 1986 1986/5/22 木 第三水曜日の情事 9 ヌーヌーのクリスマス 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか

211 1986 1986/5/23 金 第三水曜日の情事 10 第三水曜日の情事 小池真理子 柳田渉 風間杜夫 ほか

212 1986 1986/5/26 月 ジャニスの居る場所 1 心のかけら ジャニス・ジョプリン 津川泉 風間杜夫 岡本麗 第13巻11号（通巻320号） 第6巻第11号 脚本DB

213 1986 1986/5/27 火 ジャニスの居る場所 2 ジャニスの祈り ジャニス・ジョプリン 津川泉 風間杜夫 岡本麗 脚本DB

214 1986 1986/5/28 水 ジャニスの居る場所 3 ジャニス・ジョプリン 津川泉 風間杜夫 岡本麗 第21巻第11号（通巻525号） 1986年5月24日 夕刊（7面） 脚本DB

215 1986 1986/5/29 木 ジャニスの居る場所 4 コズミック・ブルース ジャニス・ジョプリン 津川泉 風間杜夫 岡本麗 脚本DB

216 1986 1986/5/30 金 ジャニスの居る場所 5 生きながらブルースに葬られ ジャニス・ジョプリン 津川泉 風間杜夫 岡本麗 *「FM fan」第21巻第11号 P143「番組ハイライト」に関連記事。 脚本DB

217 1986 1986/6/2 月 バンブー・ハウス 1 山田章博 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 木瓜みらい 第13巻12号（通巻321号） 第6巻第12号

218 1986 1986/6/3 火 バンブー・ハウス 2 山田章博 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 木瓜みらい

219 1986 1986/6/4 水 バンブー・ハウス 3 山田章博 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 木瓜みらい 第21巻第12号（通巻526号） 1986年5月31日 夕刊（7面）

220 1986 1986/6/5 木 バンブー・ハウス 4 山田章博 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 木瓜みらい

221 1986 1986/6/6 金 バンブー・ハウス 5 山田章博 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 木瓜みらい

222 1986 1986/6/9 月 レイン・ストーリーズ／山下達郎の曲をベースに 1 アンブレラ 山下達郎 上村治 風間杜夫 ほか 第13巻12号（通巻321号） 第6巻第12号

223 1986 1986/6/10 火 レイン・ストーリーズ／山下達郎の曲をベースに 2 レイニー・デイ 山下達郎 上村治 風間杜夫 ほか

224 1986 1986/6/11 水 レイン・ストーリーズ／山下達郎の曲をベースに 3 2000トンの雨 山下達郎 上村治 風間杜夫 ほか 第21巻第12号（通巻526号） 1986年6月7日 夕刊（7面）

225 1986 1986/6/12 木 レイン・ストーリーズ／山下達郎の曲をベースに 4 きぬずれ 山下達郎 上村治 風間杜夫 ほか

226 1986 1986/6/13 金 レイン・ストーリーズ／山下達郎の曲をベースに 5 ポケット・ミュージック 山下達郎 上村治 風間杜夫 ほか

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

5 / 13 ページ



「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

227 1986 1986/6/16 月 お爺さんの宇宙 1 かんべむさし 井出朝子 風間杜夫 奥村公延 神藤一弘 第13巻13号（通巻322号） 第6巻第13号

228 1986 1986/6/17 火 お爺さんの宇宙 2 かんべむさし 井出朝子 風間杜夫 奥村公延 神藤一弘

229 1986 1986/6/18 水 お爺さんの宇宙 3 かんべむさし 井出朝子 風間杜夫 奥村公延 神藤一弘 第21巻第13号（通巻527号） 1986年6月14日 夕刊（7面）

230 1986 1986/6/19 木 お爺さんの宇宙 4 かんべむさし 井出朝子 風間杜夫 奥村公延 神藤一弘

231 1986 1986/6/20 金 お爺さんの宇宙 5 かんべむさし 井出朝子 風間杜夫 奥村公延 神藤一弘 *「FM fan」第21巻第13号 P167「番組ハイライト」に関連記事。

232 1986 1986/6/23 月 夏の日のシェード　（「海辺でからっぽ」から） 1 田中小実昌 川口仁良 風間杜夫 西山水木 第13巻13号（通巻322号） 第6巻第13号

233 1986 1986/6/24 火 夏の日のシェード　（「海辺でからっぽ」から） 2 田中小実昌 川口仁良 風間杜夫 西山水木

234 1986 1986/6/25 水 夏の日のシェード　（「海辺でからっぽ」から） 3 田中小実昌 川口仁良 風間杜夫 西山水木 第21巻第13号（通巻527号） 1986年6月21日 夕刊（6面）

235 1986 1986/6/26 木 夏の日のシェード　（「海辺でからっぽ」から） 4 田中小実昌 川口仁良 風間杜夫 西山水木

236 1986 1986/6/27 金 夏の日のシェード　（「海辺でからっぽ」から） 5 田中小実昌 川口仁良 風間杜夫 西山水木 *「FM fan」第21巻第13号 P167「番組ハイライト」に関連記事。

237 1986 1986/6/30 月 宇宙魚顛末記 1 新井素子 柳田渉 風間杜夫 岡本麻弥 川村万梨阿 第13巻14号（通巻323号）

238 1986 1986/7/1 火 宇宙魚顛末記 2 新井素子 柳田渉 風間杜夫 岡本麻弥 川村万梨阿

239 1986 1986/7/2 水 宇宙魚顛末記 3 新井素子 柳田渉 風間杜夫 岡本麻弥 川村万梨阿 第21巻第14号（通巻528号） 1986年6月28日 夕刊（6面）

240 1986 1986/7/3 木 宇宙魚顛末記 4 新井素子 柳田渉 風間杜夫 岡本麻弥 川村万梨阿

241 1986 1986/7/4 金 宇宙魚顛末記 5 新井素子 柳田渉 風間杜夫 岡本麻弥 川村万梨阿 *「朝日新聞（東京版）」1986年6月30日 （15面）に関連記事。

242 1986 1986/7/7 月 僕のオールディーズはオールカラー 1 波に乗ったのは10年前 わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう 第13巻14号（通巻323号）

243 1986 1986/7/8 火 僕のオールディーズはオールカラー 2 のっぽのサリー わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう

244 1986 1986/7/9 水 僕のオールディーズはオールカラー 3 長距離電話は西の町から わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう 第21巻第14号（通巻528号） 1986年7月5日 夕刊（6面）

245 1986 1986/7/10 木 僕のオールディーズはオールカラー 4 ぼくたちのダイナー わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう

246 1986 1986/7/11 金 僕のオールディーズはオールカラー 5 コーラル・リング わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう

247 1986 1986/7/14 月 僕のオールディーズはオールカラー 6 友人Ｆの彼女 わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう 第13巻15号（通巻324号） 第6巻第15号

248 1986 1986/7/15 火 僕のオールディーズはオールカラー 7 ゲームオーバー わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう

249 1986 1986/7/16 水 僕のオールディーズはオールカラー 8 250km わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう 第21巻第15号（通巻529号） 1986年7月12日 夕刊（7面）

250 1986 1986/7/17 木 僕のオールディーズはオールカラー 9 浜辺に流れた9月の歌 わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう

251 1986 1986/7/18 金 僕のオールディーズはオールカラー 10　２人のリクエストはジェントルレイン わたせせいぞう 上村治 風間杜夫 黒田福美 小野武彦 わたせせいぞう

252 1986 1986/7/21 月 雨が好き 1 高橋洋子 風間杜夫 田島令子 第13巻15号（通巻324号） 第6巻第15号

253 1986 1986/7/22 火 雨が好き 2 高橋洋子 風間杜夫 田島令子

254 1986 1986/7/23 水 雨が好き 3 高橋洋子 風間杜夫 田島令子 第21巻第15号（通巻529号） 1986年7月19日 夕刊（7面）

255 1986 1986/7/24 木 雨が好き 4 高橋洋子 風間杜夫 田島令子

256 1986 1986/7/25 金 雨が好き 5 高橋洋子 風間杜夫 田島令子 *「FM fan」第21巻第15号 P155「番組ハイライト」に関連記事。

257 1986 1986/7/28 月 幻想童話館「青猫」 1 青猫 司修 柳田渉 風間杜夫 松熊信義 岡本麻弥 第13巻16号（通巻325号） 第6巻第16号

258 1986 1986/7/29 火 幻想童話館「青猫」 2 悪魔の絵本 司修 柳田渉 風間杜夫 松熊信義 岡本麻弥

259 1986 1986/7/30 水 幻想童話館「青猫」 3 ボマルツォ幻想 司修 柳田渉 風間杜夫 松熊信義 岡本麻弥 第21巻第16号（通巻530号） 1986年7月26日 夕刊（7面）

260 1986 1986/7/31 木 幻想童話館「青猫」 4 桃太郎の末裔 司修 柳田渉 風間杜夫 松熊信義 岡本麻弥

261 1986 1986/8/1 金 幻想童話館「青猫」 5 サロメの絵 司修 柳田渉 風間杜夫 松熊信義 岡本麻弥

262 1986 1986/8/4 月 サマーソング・ストーリーズ 1 夏への扉 山下達郎 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿 第13巻16号（通巻325号） 第6巻第16号

263 1986 1986/8/5 火 サマーソング・ストーリーズ 2 ブリージング パイパー 柳田渉 風間杜夫 川村万梨阿

264 1986 1986/8/6 水 サマーソング・ストーリーズ 3 ダン・ダン 松任谷由実 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 第21巻第16号（通巻530号） 1986年8月2日 夕刊（7面）

265 1986 1986/8/7 木 サマーソング・ストーリーズ 4 彩・夏・夢 かしぶち哲郎 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿

266 1986 1986/8/8 金 サマーソング・ストーリーズ 5 サマー 井上陽水 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿

267 1986 1986/8/11 月 雨の日のショート・ストッパーズ 1 長く熱い夏 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏 第13巻17号（通巻326号）

268 1986 1986/8/12 火 雨の日のショート・ストッパーズ 2 ステイ・ウィズ・ミー 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏

269 1986 1986/8/13 水 雨の日のショート・ストッパーズ 3 D-グレイスにさようなら 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏 第21巻第17号（通巻531号） 1986年8月9日 夕刊（7面）

270 1986 1986/8/14 木 雨の日のショート・ストッパーズ 4 エンプティ・ハート 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏

271 1986 1986/8/15 金 雨の日のショート・ストッパーズ 5 ストリートにて 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏

272 1986 1986/8/18 月 雨の日のショート・ストッパーズ 6 黄色のマッシュルーム、青いバタフライ 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏 第13巻17号（通巻326号）

273 1986 1986/8/19 火 雨の日のショート・ストッパーズ 7 リンドス・ビーチの夏 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏

274 1986 1986/8/20 水 雨の日のショート・ストッパーズ 8 今日も雨が降ると思う? 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏 第21巻第17号（通巻531号） 1986年8月16日 夕刊（7面）

275 1986 1986/8/21 木 雨の日のショート・ストッパーズ 9 ココナッツの向こうは、海 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏

276 1986 1986/8/22 金 雨の日のショート・ストッパーズ 10 とても古い、赤い自動車 山川健一 吉沢明 風間杜夫 西山水木 清水宏

277 1986 1986/8/25 月 人生読本 1 カレーにむせぶ日もあるさ 久住昌之 柳田渉 風間杜夫 加奈けい子 第13巻18号（通巻327号）

278 1986 1986/8/26 火 人生読本 2 「青春の弁明」について 久住昌之 柳田渉 風間杜夫 加奈けい子

279 1986 1986/8/27 水 人生読本 3 「電話での仲直りのしかた」について 久住昌之 柳田渉 風間杜夫 加奈けい子 第21巻第18号（通巻532号） 1986年8月23日 夕刊（7面）

280 1986 1986/8/28 木 人生読本 4 「日記のつけ方」について 久住昌之 柳田渉 風間杜夫 加奈けい子

281 1986 1986/8/29 金 人生読本 5 「甘いものを食べたいこと」について 久住昌之 柳田渉 風間杜夫 加奈けい子

282 1986 1986/9/1 月 サマーサイド・スタジアム 1 白い夏 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか 第13巻18号（通巻327号）

283 1986 1986/9/2 火 サマーサイド・スタジアム 2 体育館 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか

284 1986 1986/9/3 水 サマーサイド・スタジアム 3 ハードル 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか 第21巻第18号（通巻532号） 1986年8月30日 夕刊（7面）

285 1986 1986/9/4 木 サマーサイド・スタジアム 4 アクシデント 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか

286 1986 1986/9/5 金 サマーサイド・スタジアム 5 ランチョパーク 山際淳司 津川泉 風間杜夫 ほか

287 1986 1986/9/8 月 ネガティブ・ストーリーズ 1 イタガキノブオ 吉沢明 風間杜夫 ほか 第13巻19号（通巻328号）

288 1986 1986/9/9 火 ネガティブ・ストーリーズ 2 イタガキノブオ 吉沢明 風間杜夫 ほか

289 1986 1986/9/10 水 ネガティブ・ストーリーズ 3 イタガキノブオ 吉沢明 風間杜夫 ほか 第21巻第19号（通巻533号） 1986年9月6日 夕刊（7面）

290 1986 1986/9/11 木 ネガティブ・ストーリーズ 4 イタガキノブオ 吉沢明 風間杜夫 ほか

291 1986 1986/9/12 金 ネガティブ・ストーリーズ 5 イタガキノブオ 吉沢明 風間杜夫 ほか

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

FMステーション 関西版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

292 1986 1986/9/15 月 アメリカン・ジャズエイジ 1 常磐新平 柳田渉 風間杜夫 ほか 第13巻19号（通巻328号）

293 1986 1986/9/16 火 アメリカン・ジャズエイジ 2 常磐新平 柳田渉 風間杜夫 ほか

294 1986 1986/9/17 水 アメリカン・ジャズエイジ 3 常磐新平 柳田渉 風間杜夫 ほか 第21巻第19号（通巻533号） 1986年9月13日 夕刊（7面）

295 1986 1986/9/18 木 アメリカン・ジャズエイジ 4 常磐新平 柳田渉 風間杜夫 ほか

296 1986 1986/9/19 金 アメリカン・ジャズエイジ 5 常磐新平 柳田渉 風間杜夫 ほか

297 1986 1986/9/22 月 ふぁんたすてぃか 1 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか 第13巻20号（通巻329号）

298 1986 1986/9/23 火 ふぁんたすてぃか 2 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか

299 1986 1986/9/24 水 ふぁんたすてぃか 3 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか 第21巻第20号（通巻534号） 1986年9月20日 夕刊（7面）

300 1986 1986/9/25 木 ふぁんたすてぃか 4 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか

301 1986 1986/9/26 金 ふぁんたすてぃか 5 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか

302 1986 1986/9/29 月 ふぁんたすてぃか 6 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか 第13巻20号（通巻329号）

303 1986 1986/9/30 火 ふぁんたすてぃか 7 山田章博 川口仁良 風間杜夫 川村万梨阿 ほか

304 1986 1986/10/1 水 ロードライダー 1 片岡義男 加藤直 林隆三 ほか 第21巻第20号（通巻534号） 1986年9月27日 夕刊（7面）

305 1986 1986/10/2 木 ロードライダー 2 片岡義男 加藤直 林隆三 ほか

306 1986 1986/10/3 金 ロードライダー 3 片岡義男 加藤直 林隆三 ほか *「FM fan」第21巻第20号 P166「番組ハイライト」に関連記事。

307 1986 1986/10/6 月 ロードライダー 4 片岡義男 加藤直 林隆三 ほか 第13巻21号（通巻330号）

308 1986 1986/10/7 火 ロードライダー 5 片岡義男 加藤直 林隆三 ほか

309 1986 1986/10/8 水 悪いけどきみが好き／高橋幸宏ソングブック 1 今日の空 高橋幸宏 林隆三 高橋幸宏 ほか 第21巻第21号（通巻535号） 1986年10月4日 夕刊（6面）

310 1986 1986/10/9 木 悪いけどきみが好き／高橋幸宏ソングブック 2 昆虫記 高橋幸宏 林隆三 高橋幸宏 ほか

311 1986 1986/10/10 金 悪いけどきみが好き／高橋幸宏ソングブック 3 フラッシュバック 高橋幸宏 林隆三 高橋幸宏 ほか

312 1986 1986/10/13 月 悪いけどきみが好き／高橋幸宏ソングブック 4 泣きたい気持ち 高橋幸宏 林隆三 高橋幸宏 ほか 第13巻21号（通巻330号）

313 1986 1986/10/14 火 悪いけどきみが好き／高橋幸宏ソングブック 5 今の僕から…… 高橋幸宏 林隆三 高橋幸宏 ほか

314 1986 1986/10/15 水 週に一度のお食事を 1 新井素子 津川泉 林隆三 岡本麻弥 第21巻第21号（通巻535号） 1986年10月11日 夕刊（8面）

315 1986 1986/10/16 木 週に一度のお食事を 2 新井素子 津川泉 林隆三 岡本麻弥 飛田展男

316 1986 1986/10/17 金 週に一度のお食事を 3 新井素子 津川泉 林隆三 岡本麻弥 飛田展男

317 1986 1986/10/20 月 猫 1 長谷川法世 ストーリー・レーン 林隆三 熊谷真実 第13巻22号（通巻331号）

318 1986 1986/10/21 火 猫 2 長谷川法世 ストーリー・レーン 林隆三 熊谷真実

319 1986 1986/10/22 水 猫 3 長谷川法世 ストーリー・レーン 林隆三 熊谷真実 第21巻第22号（通巻536号） 1986年10月18日 夕刊（7面）

320 1986 1986/10/23 木 猫 4 長谷川法世 ストーリー・レーン 林隆三 熊谷真実

321 1986 1986/10/24 金 猫 5 長谷川法世 ストーリー・レーン 林隆三 熊谷真実

322 1986 1986/10/27 月 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 1 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか 第13巻22号（通巻331号）

323 1986 1986/10/28 火 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 2 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか

324 1986 1986/10/29 水 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 3 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか 第21巻第22号（通巻536号） 1986年10月25日 夕刊（6面）

325 1986 1986/10/30 木 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 4 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか

326 1986 1986/10/31 金 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 5 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか

327 1986 1986/11/3 月 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 6 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか 第13巻23号（通巻332号）

328 1986 1986/11/4 火 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 7 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか

329 1986 1986/11/5 水 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 8 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか 第21巻第23号（通巻537号） 1986年11月1日 夕刊（7面）

330 1986 1986/11/6 木 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 9 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか

331 1986 1986/11/7 金 朝、起きて、君には言うことが何もないなら 10 高橋源一郎 ストーリー・レーン 林隆三 エポ 早瀬優香子 ほか

332 1986 1986/11/10 月 古いレコードを聴きながら書いた詩物語 1 ケ・セラ・セラ 寺山修司 ストーリー・レーン 林隆三 柏原芳恵 第13巻23号（通巻332号）

333 1986 1986/11/11 火 古いレコードを聴きながら書いた詩物語 2 幸福を売る男 寺山修司 ストーリー・レーン 林隆三 柏原芳恵

334 1986 1986/11/12 水 古いレコードを聴きながら書いた詩物語 3 サマータイム 寺山修司 ストーリー・レーン 林隆三 柏原芳恵 第21巻第23号（通巻537号） 1986年11月8日 夕刊（8面）

335 1986 1986/11/13 木 古いレコードを聴きながら書いた詩物語 4 砂にかいたラブレター 寺山修司 ストーリー・レーン 林隆三 柏原芳恵

336 1986 1986/11/14 金 古いレコードを聴きながら書いた詩物語 5 家に帰るのがこわい 寺山修司 ストーリー・レーン 林隆三 柏原芳恵

337 1986 1986/11/17 月 ふつうの家族 1 眉村卓 ストーリー・レーン 林隆三 和田アキ子 第13巻24号（通巻333号）

338 1986 1986/11/18 火 ふつうの家族 2 眉村卓 ストーリー・レーン 林隆三 和田アキ子

339 1986 1986/11/19 水 ふつうの家族 3 眉村卓 ストーリー・レーン 林隆三 和田アキ子 第21巻第24号（通巻538号） 1986年11月15日 夕刊（7面）

340 1986 1986/11/20 木 ふつうの家族 4 眉村卓 ストーリー・レーン 林隆三 和田アキ子

341 1986 1986/11/21 金 ふつうの家族 5 眉村卓 ストーリー・レーン 林隆三 和田アキ子

342 1986 1986/11/24 月 私立探偵フィリップ 1 わたせせいぞう ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪 第13巻24号（通巻333号）

343 1986 1986/11/25 火 私立探偵フィリップ 2 わたせせいぞう ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪

344 1986 1986/11/26 水 私立探偵フィリップ 3 わたせせいぞう ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪 第21巻第24号（通巻538号） 1986年11月22日 夕刊（8面）

345 1986 1986/11/27 木 私立探偵フィリップ 4 わたせせいぞう ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪

346 1986 1986/11/28 金 私立探偵フィリップ 5 わたせせいぞう ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪 *「FM fan」第21巻第24号 P163「番組ハイライト」に関連記事。

347 1986 1986/12/1 月 ホンキィ・トンク 1 筒井康隆 ストーリー・レーン 林隆三 斉藤とも子 第13巻25号（通巻334号）

348 1986 1986/12/2 火 ホンキィ・トンク 2 筒井康隆 ストーリー・レーン 林隆三 斉藤とも子

349 1986 1986/12/3 水 ホンキィ・トンク 3 筒井康隆 ストーリー・レーン 林隆三 斉藤とも子 第21巻第25号（通巻539号） 1986年11月29日 夕刊（6面）

350 1986 1986/12/4 木 ホンキィ・トンク 4 筒井康隆 ストーリー・レーン 林隆三 斉藤とも子

351 1986 1986/12/5 金 ホンキィ・トンク 5 筒井康隆 ストーリー・レーン 林隆三 斉藤とも子

352 1986 1986/12/8 月 赤川次郎ショート・ショート集 1 復讐専用ダイヤル 赤川次郎 ストーリー・レーン 林隆三 麻丘めぐみ 第13巻25号（通巻334号）

353 1986 1986/12/9 火 赤川次郎ショート・ショート集 2 再会 赤川次郎 ストーリー・レーン 林隆三 麻丘めぐみ

354 1986 1986/12/10 水 赤川次郎ショート・ショート集 3 奥の手 赤川次郎 ストーリー・レーン 林隆三 麻丘めぐみ 第21巻第25号（通巻539号） 1986年12月6日 夕刊（8面）

355 1986 1986/12/11 木 赤川次郎ショート・ショート集 4 緑の窓 赤川次郎 ストーリー・レーン 林隆三 麻丘めぐみ

356 1986 1986/12/12 金 赤川次郎ショート・ショート集 5 心中 赤川次郎 ストーリー・レーン 林隆三 麻丘めぐみ

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

357 1986 1986/12/15 月 グリム幻想／女たちの10の伝説 1 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 石野真子 第13巻26号（通巻335号）

358 1986 1986/12/16 火 グリム幻想／女たちの10の伝説 2 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 戸川純

359 1986 1986/12/17 水 グリム幻想／女たちの10の伝説 3 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 石野真子 第21巻第26号（通巻540号） 1986年12月13日 夕刊（7面）

360 1986 1986/12/18 木 グリム幻想／女たちの10の伝説 4 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 戸川純

361 1986 1986/12/19 金 グリム幻想／女たちの10の伝説 5 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 石野真子

362 1986 1986/12/22 月 グリム幻想／女たちの10の伝説 6 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 戸川純 第13巻26号（通巻335号）

363 1986 1986/12/23 火 グリム幻想／女たちの10の伝説 7 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 石野真子

364 1986 1986/12/24 水 グリム幻想／女たちの10の伝説 8 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 戸川純 第21巻第26号（通巻540号） 1986年12月20日 夕刊（7面）

365 1986 1986/12/25 木 グリム幻想／女たちの10の伝説 9 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 石野真子

366 1986 1986/12/26 金 グリム幻想／女たちの10の伝説 10 吉井由吉 ストーリー・レーン 林隆三 戸川純

367 1986 1986/12/29 月 探偵Ｘ氏の事件 1 別役実 ストーリー・レーン 林隆三 真屋順子 第14巻1号（通巻336号）

368 1986 1986/12/30 火 探偵Ｘ氏の事件 2 別役実 ストーリー・レーン 林隆三 真屋順子

369 1987 1987/1/1 木 探偵Ｘ氏の事件 3 別役実 ストーリー・レーン 林隆三 真屋順子 第22巻第1号（通巻541号） 1986年12月27日 夕刊（9面）

370 1987 1987/1/2 金 探偵Ｘ氏の事件 4 別役実 ストーリー・レーン 林隆三 真屋順子

371 1987 1987/1/5 月 しんきらり 1 やまだ紫 ストーリー・レーン 林隆三 竹下景子 第14巻1号（通巻336号）

372 1987 1987/1/6 火 しんきらり 2 やまだ紫 ストーリー・レーン 林隆三 竹下景子

373 1987 1987/1/7 水 しんきらり 3 やまだ紫 ストーリー・レーン 林隆三 竹下景子 第22巻第1号（通巻541号） 1987年1月3日 朝刊（13面）

374 1987 1987/1/8 木 しんきらり 4 やまだ紫 ストーリー・レーン 林隆三 竹下景子

375 1987 1987/1/9 金 しんきらり 5 やまだ紫 ストーリー・レーン 林隆三 竹下景子

376 1987 1987/1/12 月 あの車に逢いたい 1 東理夫 ストーリー・レーン 林隆三 白石まるみ 第14巻2号（通巻338号）

377 1987 1987/1/13 火 あの車に逢いたい 2 東理夫 ストーリー・レーン 林隆三 白石まるみ

378 1987 1987/1/14 水 あの車に逢いたい 3 東理夫 ストーリー・レーン 林隆三 白石まるみ 第22巻第2号（通巻542号） 1987年1月10日 夕刊（7面）

379 1987 1987/1/15 木 あの車に逢いたい 4 東理夫 ストーリー・レーン 林隆三 白石まるみ

380 1987 1987/1/16 金 あの車に逢いたい 5 東理夫 ストーリー・レーン 林隆三 白石まるみ

381 1987 1987/1/19 月 それから 1 東元 ストーリー・レーン 林隆三 片平なぎさ 第14巻2号（通巻338号）

382 1987 1987/1/20 火 それから 2 東元 ストーリー・レーン 林隆三 片平なぎさ

383 1987 1987/1/21 水 それから 3 東元 ストーリー・レーン 林隆三 片平なぎさ 第22巻第2号（通巻542号） 1987年1月17日 夕刊（7面）

384 1987 1987/1/22 木 それから 4 東元 ストーリー・レーン 林隆三 片平なぎさ

385 1987 1987/1/23 金 それから 5 東元 ストーリー・レーン 林隆三 片平なぎさ

386 1987 1987/1/26 月 マイ・シュガー・ベイブ 1 川西蘭 ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪 第14巻3号（通巻339号）

387 1987 1987/1/27 火 マイ・シュガー・ベイブ 2 川西蘭 ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪

388 1987 1987/1/28 水 マイ・シュガー・ベイブ 3 川西蘭 ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪 第22巻第3号（通巻543号） 1987年1月24日 夕刊（7面）

389 1987 1987/1/29 木 マイ・シュガー・ベイブ 4 川西蘭 ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪

390 1987 1987/1/30 金 マイ・シュガー・ベイブ 5 川西蘭 ストーリー・レーン 林隆三 高樹澪

391 1987 1987/2/2 月 金髪の草原 1 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 ほか 第14巻3号（通巻339号）

392 1987 1987/2/3 火 金髪の草原 2 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 ほか

393 1987 1987/2/4 水 金髪の草原 3 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 ほか 第22巻第3号（通巻543号） 1987年1月31日 夕刊（7面）

394 1987 1987/2/5 木 金髪の草原 4 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 ほか

395 1987 1987/2/6 金 金髪の草原 5 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 ほか

396 1987 1987/2/9 月 たそがれは逢魔の時間 1 大島弓子 吉沢明 林隆三 岡本麻弥 梶三和子 第14巻4号（通巻340号）

397 1987 1987/2/10 火 たそがれは逢魔の時間 2 大島弓子 吉沢明 林隆三 岡本麻弥 梶三和子

398 1987 1987/2/11 水 たそがれは逢魔の時間 3 大島弓子 吉沢明 林隆三 岡本麻弥 梶三和子 第22巻第4号（通巻544号） 1987年2月7日 夕刊（7面）

399 1987 1987/2/12 木 たそがれは逢魔の時間 4 大島弓子 吉沢明 林隆三 岡本麻弥 梶三和子

400 1987 1987/2/13 金 たそがれは逢魔の時間 5 大島弓子 吉沢明 林隆三 岡本麻弥 梶三和子

401 1987 1987/2/16 月 嵐の中をアカ犬が走る 1 篠原勝之 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第14巻4号（通巻340号）

402 1987 1987/2/17 火 嵐の中をアカ犬が走る 2 篠原勝之 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

403 1987 1987/2/18 水 嵐の中をアカ犬が走る 3 篠原勝之 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第22巻第4号（通巻544号） 1987年2月14日 夕刊（7面）

404 1987 1987/2/19 木 嵐の中をアカ犬が走る 4 篠原勝之 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

405 1987 1987/2/20 金 嵐の中をアカ犬が走る 5 篠原勝之 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

406 1987 1987/2/23 月 瑠璃の爪 1 山岸涼子 ストーリー・レーン 林隆三 渡辺典子 第14巻5号（通巻341号）

407 1987 1987/2/24 火 瑠璃の爪 2 山岸涼子 ストーリー・レーン 林隆三 渡辺典子

408 1987 1987/2/25 水 瑠璃の爪 3 山岸涼子 ストーリー・レーン 林隆三 渡辺典子 第22巻第5号（通巻545号） 1987年2月21日 夕刊（9面）

409 1987 1987/2/26 木 瑠璃の爪 4 山岸涼子 ストーリー・レーン 林隆三 渡辺典子

410 1987 1987/2/27 金 瑠璃の爪 5 山岸涼子 ストーリー・レーン 林隆三 渡辺典子

411 1987 1987/3/2 月 お湯の音 1 尾辻克彦 ストーリー・レーン 林隆三 及川ひとみ 丸林昭夫 第14巻5号（通巻341号）

412 1987 1987/3/3 火 お湯の音 2 尾辻克彦 ストーリー・レーン 林隆三 及川ひとみ 丸林昭夫

413 1987 1987/3/4 水 お湯の音 3 尾辻克彦 ストーリー・レーン 林隆三 及川ひとみ 丸林昭夫 第22巻第5号（通巻545号） 1987年2月28日 夕刊（6面）

414 1987 1987/3/5 木 お湯の音 4 尾辻克彦 ストーリー・レーン 林隆三 及川ひとみ 丸林昭夫

415 1987 1987/3/6 金 お湯の音 5 尾辻克彦 ストーリー・レーン 林隆三 及川ひとみ 丸林昭夫

416 1987 1987/3/9 月 ポップアートのある部屋 1 左腕だけは君のもの 村上龍 吉沢明 林隆三 松橋登 西山水木 第14巻6号（通巻342号）

417 1987 1987/3/10 火 ポップアートのある部屋 2 タキシードの老人 村上龍 吉沢明 林隆三 松橋登 西山水木

418 1987 1987/3/11 水 ポップアートのある部屋 3 ブラック、ホワイト＆イエロー 村上龍 吉沢明 林隆三 松橋登 西山水木 第22巻第6号（通巻546号） 1987年3月7日 夕刊（7面）

419 1987 1987/3/12 木 ポップアートのある部屋 4 退屈な浪費家 村上龍 吉沢明 林隆三 松橋登 西山水木

420 1987 1987/3/13 金 ポップアートのある部屋 5 引っ越しする未亡人 村上龍 吉沢明 林隆三 松橋登 西山水木

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

421 1987 1987/3/16 月 ポップアートのある部屋 6 Kの画廊 村上龍 吉沢明 林隆三 中村まり子 徳丸完 第14巻6号（通巻342号）

422 1987 1987/3/17 火 ポップアートのある部屋 7 殺人者の忠告 村上龍 吉沢明 林隆三 中村まり子 徳丸完

423 1987 1987/3/18 水 ポップアートのある部屋 8 ディスコ・セブンスターズ 村上龍 吉沢明 林隆三 中村まり子 徳丸完 第22巻第6号（通巻546号） 1987年3月14日 夕刊（8面）

424 1987 1987/3/19 木 ポップアートのある部屋 9 娼婦たち 村上龍 吉沢明 林隆三 中村まり子 徳丸完

425 1987 1987/3/20 金 ポップアートのある部屋 10 表面以外は全部嘘 村上龍 吉沢明 林隆三 中村まり子 徳丸完

426 1987 1987/3/23 月 夢から醒めた夢 1 赤川次郎 柳田渉 林隆三 玉川砂記子 川村万梨阿 第14巻7号（通巻343号）

427 1987 1987/3/24 火 夢から醒めた夢 2 赤川次郎 柳田渉 林隆三 玉川砂記子 川村万梨阿

428 1987 1987/3/25 水 夢から醒めた夢 3 赤川次郎 柳田渉 林隆三 玉川砂記子 川村万梨阿 第22巻第7号（通巻547号） 1987年3月20日 夕刊（6面）

429 1987 1987/3/26 木 夢から醒めた夢 4 赤川次郎 柳田渉 林隆三 玉川砂記子 川村万梨阿

430 1987 1987/3/27 金 夢から醒めた夢 5 赤川次郎 柳田渉 林隆三 玉川砂記子 川村万梨阿

431 1987 1987/3/30 月 にごりえ 1 樋口一葉 川口仁良 林隆三 ほか 第14巻7号（通巻343号）

432 1987 1987/3/31 火 にごりえ 2 樋口一葉 川口仁良 林隆三 ほか

433 1987 1987/4/1 水 にごりえ 3 樋口一葉 川口仁良 林隆三 ほか 第22巻第7号（通巻547号） 1987年3月28日 夕刊（8面）

434 1987 1987/4/2 木 にごりえ 4 樋口一葉 川口仁良 林隆三 ほか

435 1987 1987/4/3 金 にごりえ 5 樋口一葉 川口仁良 林隆三 ほか

436 1987 1987/4/6 月 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・1／疾走の夏～アメリカン・ブルーハイウェイ 1 北方謙三 吉沢明 林隆三 松橋登 第14巻8号（通巻344号）

437 1987 1987/4/7 火 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・1／疾走の夏～アメリカン・ブルーハイウェイ 2 北方謙三 吉沢明 林隆三 松橋登

438 1987 1987/4/8 水 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・1／疾走の夏～アメリカン・ブルーハイウェイ 3 北方謙三 吉沢明 林隆三 松橋登 第22巻第8号（通巻548号）

439 1987 1987/4/9 木 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・1／疾走の夏～アメリカン・ブルーハイウェイ 4 北方謙三 吉沢明 林隆三 松橋登

440 1987 1987/4/10 金 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・1／疾走の夏～アメリカン・ブルーハイウェイ 5 北方謙三 吉沢明 林隆三 松橋登

441 1987 1987/4/13 月 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・2／イスタンブールでなまず釣り 1 椎名誠 伊東喜雄 林隆三 ほか 第14巻8号（通巻344号）

442 1987 1987/4/14 火 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・2／イスタンブールでなまず釣り 2 椎名誠 伊東喜雄 林隆三 ほか

443 1987 1987/4/15 水 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・2／イスタンブールでなまず釣り 3 椎名誠 伊東喜雄 林隆三 ほか 第22巻第8号（通巻548号）

444 1987 1987/4/16 木 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・2／イスタンブールでなまず釣り 4 椎名誠 伊東喜雄 林隆三 ほか

445 1987 1987/4/17 金 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・2／イスタンブールでなまず釣り 5 椎名誠 伊東喜雄 林隆三 ほか

446 1987 1987/4/20 月 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・3／南極でオン･ザ・ロック～白い大陸ぶらり旅 1 高橋三千綱 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第14巻9号（通巻345号）

447 1987 1987/4/21 火 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・3／南極でオン･ザ・ロック～白い大陸ぶらり旅 2 高橋三千綱 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

448 1987 1987/4/22 水 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・3／南極でオン･ザ・ロック～白い大陸ぶらり旅 3 高橋三千綱 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第22巻第9号（通巻549号）

449 1987 1987/4/23 木 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・3／南極でオン･ザ・ロック～白い大陸ぶらり旅 4 高橋三千綱 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

450 1987 1987/4/24 金 旅と冒険のエッセイ・シリーズ・3／南極でオン･ザ・ロック～白い大陸ぶらり旅 5 高橋三千綱 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

451 1987 1987/4/27 月 注文の多い料理店 1 宮沢賢治 柳田渉 林隆三 沢木郁也 飛田展男 他 第14巻9号（通巻345号）

452 1987 1987/4/28 火 注文の多い料理店 2 宮沢賢治 柳田渉 林隆三 沢木郁也 飛田展男 他

453 1987 1987/4/29 水 注文の多い料理店 3 宮沢賢治 柳田渉 林隆三 沢木郁也 飛田展男 他 第22巻第9号（通巻549号）

454 1987 1987/4/30 木 注文の多い料理店 4 宮沢賢治 柳田渉 林隆三 沢木郁也 飛田展男 他

455 1987 1987/5/1 金 注文の多い料理店 5 宮沢賢治 柳田渉 林隆三 沢木郁也 飛田展男 他

456 1987 1987/5/4 月 鏡の中のガラスの船 1 山川健一 津川泉 林隆三 ほか 第14巻10号（通巻346号） 第7巻第10号

457 1987 1987/5/5 火 鏡の中のガラスの船 2 山川健一 津川泉 林隆三 ほか

458 1987 1987/5/6 水 鏡の中のガラスの船 3 山川健一 津川泉 林隆三 ほか 第22巻第10号（通巻550号）

459 1987 1987/5/7 木 鏡の中のガラスの船 4 山川健一 津川泉 林隆三 ほか

460 1987 1987/5/8 金 鏡の中のガラスの船 5 山川健一 津川泉 林隆三 ほか

461 1987 1987/5/11 月 2001夜物語／鳥の歌いまは絶え 1 星野之宣 柳田渉 林隆三 及川ひとみ 第14巻10号（通巻346号） 第7巻第10号

462 1987 1987/5/12 火 2001夜物語／鳥の歌いまは絶え 2 星野之宣 柳田渉 林隆三 及川ひとみ

463 1987 1987/5/13 水 2001夜物語／鳥の歌いまは絶え 3 星野之宣 柳田渉 林隆三 及川ひとみ 第22巻第10号（通巻550号）

464 1987 1987/5/14 木 2001夜物語／鳥の歌いまは絶え 4 星野之宣 柳田渉 林隆三 及川ひとみ

465 1987 1987/5/15 金 2001夜物語／鳥の歌いまは絶え 5 星野之宣 柳田渉 林隆三 及川ひとみ

466 1987 1987/5/18 月 ガソリン・ガール 1 東元 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第14巻11号（通巻347号） 第7巻第11号

467 1987 1987/5/19 火 ガソリン・ガール 2 東元 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

468 1987 1987/5/20 水 ガソリン・ガール 3 東元 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第22巻第11号（通巻551号）

469 1987 1987/5/21 木 ガソリン・ガール 4 東元 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

470 1987 1987/5/22 金 ガソリン・ガール 5 東元 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

471 1987 1987/5/25 月 ハート・カクテル 1 わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 ほか 第14巻11号（通巻347号） 第7巻第11号

472 1987 1987/5/26 火 ハート・カクテル 2 わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 ほか

473 1987 1987/5/27 水 ハート・カクテル 3 わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 ほか 第22巻第11号（通巻551号）

474 1987 1987/5/28 木 ハート・カクテル 4 わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 ほか

475 1987 1987/5/29 金 ハート・カクテル 5 わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 ほか

476 1987 1987/6/1 月 オリジナル音楽物語シリーズ1／永遠の遠国～あがた森魚ソング・ブック 1 あがた森魚 あがた森魚／吉沢明 林隆三 あがた森魚 ほか 第14巻12号（通巻348号）

477 1987 1987/6/2 火 オリジナル音楽物語シリーズ1／永遠の遠国～あがた森魚ソング・ブック 2 あがた森魚 あがた森魚／吉沢明 林隆三 あがた森魚 ほか

478 1987 1987/6/3 水 オリジナル音楽物語シリーズ1／永遠の遠国～あがた森魚ソング・ブック 3 あがた森魚 あがた森魚／吉沢明 林隆三 あがた森魚 ほか 第22巻第12号（通巻552号）

479 1987 1987/6/4 木 オリジナル音楽物語シリーズ1／永遠の遠国～あがた森魚ソング・ブック 4 あがた森魚 あがた森魚／吉沢明 林隆三 あがた森魚 ほか

480 1987 1987/6/5 金 オリジナル音楽物語シリーズ1／永遠の遠国～あがた森魚ソング・ブック 5 あがた森魚 あがた森魚／吉沢明 林隆三 あがた森魚 ほか

481 1987 1987/6/8 月 オリジナル音楽物語シリーズ2／ハーモニー～エポ・ソング・ブック 1 土曜の夜はパラダイス （LP「ビタミン・エポ」より） エポ 吉沢明 林隆三 エポ 第14巻12号（通巻348号）

482 1987 1987/6/9 火 オリジナル音楽物語シリーズ2／ハーモニー～エポ・ソング・ブック 2 切りすぎた前髪 （LP「パンプ・パンプ」より） エポ 吉沢明 林隆三 エポ

483 1987 1987/6/10 水 オリジナル音楽物語シリーズ2／ハーモニー～エポ・ソング・ブック 3 着にくいシャツ （LP「ゴー・ゴー・エポ」より） エポ 吉沢明 林隆三 エポ 第22巻第12号（通巻552号）

484 1987 1987/6/11 木 オリジナル音楽物語シリーズ2／ハーモニー～エポ・ソング・ブック 4 こぬか雨 （LP「ハイ・タッチ・ハイ・テック」より） エポ 吉沢明 林隆三 エポ

485 1987 1987/6/12 金 オリジナル音楽物語シリーズ2／ハーモニー～エポ・ソング・ブック 5 ハーモニー （LP「ハーモニー」より） エポ 吉沢明 林隆三 エポ

FMステーション 関東版

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

486 1987 1987/6/15 月 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 1 ゲット・バック ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子 第14巻13号（通巻349号） 第7巻第13号

487 1987 1987/6/16 火 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 2 イエスタデイ ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子

488 1987 1987/6/17 水 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 3 カム・トゥゲザー ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子 第22巻第13号（通巻553号）

489 1987 1987/6/18 木 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 4 イエロー・サブマリン ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子

490 1987 1987/6/19 金 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 5 オブラディ・オブラダ ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子

491 1987 1987/6/22 月 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 6 フール・オン・ザ・ヒル ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子 第14巻13号（通巻349号） 第7巻第13号

492 1987 1987/6/23 火 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 7 ロール・オーバー・ベートーヴェン ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子

493 1987 1987/6/24 水 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 8 ミッシェル ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子 第22巻第13号（通巻553号）

494 1987 1987/6/25 木 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 9 ヘルプ！ ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子

495 1987 1987/6/26 金 オリジナル音楽物語シリーズ3／ペッパー軍曹のビートルズ十夜 10 ア・ハード・デイズ・ナイト ビートルズ
ストーリー・レーン
（佐藤信、山元清多）

林隆三 中村まり子

496 1987 1987/6/29 月 これはメロドラマ 1 昼寝 片岡義男 川口仁良 林隆三 高沢順子 第14巻14号（通巻350号） 第7巻第14号

497 1987 1987/6/30 火 これはメロドラマ 2 電話をかけるだけ 片岡義男 川口仁良 林隆三 高沢順子

498 1987 1987/7/1 水 これはメロドラマ 3 彼と別れた彼女 片岡義男 川口仁良 林隆三 高沢順子 第22巻第14号（通巻554号）

499 1987 1987/7/2 木 これはメロドラマ 4 ケチャップはあまりかけない 片岡義男 川口仁良 林隆三 高沢順子

500 1987 1987/7/3 金 これはメロドラマ 5 彼女と彼 片岡義男 川口仁良 林隆三 高沢順子

501 1987 1987/7/6 月 かっこいいスキヤキ 1 泉昌之（久住昌文、泉晴紀） 川口仁良 林隆三 ほか 第14巻14号（通巻350号） 第7巻第14号

502 1987 1987/7/7 火 かっこいいスキヤキ 2 泉昌之（久住昌文、泉晴紀） 川口仁良 林隆三 ほか

503 1987 1987/7/8 水 かっこいいスキヤキ 3 泉昌之（久住昌文、泉晴紀） 川口仁良 林隆三 ほか 第22巻第14号（通巻554号）

504 1987 1987/7/9 木 かっこいいスキヤキ 4 泉昌之（久住昌文、泉晴紀） 川口仁良 林隆三 ほか

505 1987 1987/7/10 金 かっこいいスキヤキ 5 泉昌之（久住昌文、泉晴紀） 川口仁良 林隆三 ほか

506 1987 1987/7/13 月 青インクの東京地図 1 安西水丸 柳田渉 林隆三 丘祐子 ほか 第14巻15号（通巻351号） 第7巻第15号

507 1987 1987/7/14 火 青インクの東京地図 2 安西水丸 柳田渉 林隆三 丘祐子 ほか

508 1987 1987/7/15 水 青インクの東京地図 3 安西水丸 柳田渉 林隆三 丘祐子 ほか 第22巻第15号（通巻555号）

509 1987 1987/7/16 木 青インクの東京地図 4 安西水丸 柳田渉 林隆三 丘祐子 ほか

510 1987 1987/7/17 金 青インクの東京地図 5 安西水丸 柳田渉 林隆三 丘祐子 ほか

511 1987 1987/7/20 月 海へ、ボブスレー 1 山際淳司 津川泉 林隆三 ほか 第14巻15号（通巻351号） 第7巻第15号

512 1987 1987/7/21 火 海へ、ボブスレー 2 山際淳司 津川泉 林隆三 ほか

513 1987 1987/7/22 水 海へ、ボブスレー 3 山際淳司 津川泉 林隆三 ほか 第22巻第15号（通巻555号）

514 1987 1987/7/23 木 海へ、ボブスレー 4 山際淳司 津川泉 林隆三 ほか

515 1987 1987/7/24 金 海へ、ボブスレー 5 山際淳司 津川泉 林隆三 ほか

516 1987 1987/7/27 月 金色のミルクと白い時計 1 大原まり子 柳田渉 林隆三 ほか 第14巻16号（通巻352号） 第7巻第16号

517 1987 1987/7/28 火 金色のミルクと白い時計 2 大原まり子 柳田渉 林隆三 ほか

518 1987 1987/7/29 水 金色のミルクと白い時計 3 大原まり子 柳田渉 林隆三 ほか 第22巻第16号（通巻556号）

519 1987 1987/7/30 木 金色のミルクと白い時計 4 大原まり子 柳田渉 林隆三 ほか

520 1987 1987/7/31 金 金色のミルクと白い時計 5 大原まり子 柳田渉 林隆三 ほか

521 1987 1987/8/3 月 庭はみどり川はブルー 1 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 第14巻16号（通巻352号） 第7巻第16号

522 1987 1987/8/4 火 庭はみどり川はブルー 2 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿

523 1987 1987/8/5 水 庭はみどり川はブルー 3 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 第22巻第16号（通巻556号）

524 1987 1987/8/6 木 庭はみどり川はブルー 4 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿

525 1987 1987/8/7 金 庭はみどり川はブルー 5 大島弓子 吉沢明 林隆三 川村万梨阿

526 1987 1987/8/10 月 ニコルの青春記 1 ムチウチの刑下る C・W・ニコル 富田耀介 林隆三 宮川一朗太 ほか 第14号17号（通巻353号）

527 1987 1987/8/11 火 ニコルの青春記 2 会員制クラブ C・W・ニコル 富田耀介 林隆三 宮川一朗太 ほか

528 1987 1987/8/12 水 ニコルの青春記 3 わんぱくコマンド C・W・ニコル 富田耀介 林隆三 宮川一朗太 ほか 第22巻第17号（通巻557号）

529 1987 1987/8/13 木 ニコルの青春記 4 礼拝堂に踊る悪魔の風船 C・W・ニコル 富田耀介 林隆三 宮川一朗太 ほか

530 1987 1987/8/14 金 ニコルの青春記 5 ハギスは絶滅したか C・W・ニコル 富田耀介 林隆三 宮川一朗太 ほか

531 1987 1987/8/17 月 聖バレンタイン音楽堂のたそがれ 1 海辺のバスケット・ランチ 川西蘭 吉沢明 林隆三 田島令子 第14号17号（通巻353号）

532 1987 1987/8/18 火 聖バレンタイン音楽堂のたそがれ 2 ベルが鳴る 川西蘭 吉沢明 林隆三 田島令子

533 1987 1987/8/19 水 聖バレンタイン音楽堂のたそがれ 3 今日はいい日 川西蘭 吉沢明 林隆三 田島令子 第22巻第17号（通巻557号） 1987年8月15日 夕刊（7面）

534 1987 1987/8/20 木 聖バレンタイン音楽堂のたそがれ 4 来年もまた 川西蘭 吉沢明 林隆三 田島令子

535 1987 1987/8/21 金 聖バレンタイン音楽堂のたそがれ 5 夕暮れの缶ビール 川西蘭 吉沢明 林隆三 田島令子

536 1987 1987/8/24 月 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 1 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子 第14号18号（通巻354号）

537 1987 1987/8/25 火 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 2 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子

538 1987 1987/8/26 水 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 3 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子 第22巻第18号（通巻558号）

539 1987 1987/8/27 木 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 4 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子

540 1987 1987/8/28 金 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 5 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子

541 1987 1987/8/31 月 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 6 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子 第14号18号（通巻354号）

542 1987 1987/9/1 火 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 7 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子

543 1987 1987/9/2 水 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 8 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子 第22巻第18号（通巻558号）

544 1987 1987/9/3 木 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 9 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子

545 1987 1987/9/4 金 ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー 10 山田詠美 吉沢明 林隆三 高沢順子

546 1987 1987/9/7 月 明日は明日の風よ吹け 1 椎名誠 富田耀介 林隆三 西山水木 第14巻19号（通巻355号）

547 1987 1987/9/8 火 明日は明日の風よ吹け 2 椎名誠 富田耀介 林隆三 西山水木

548 1987 1987/9/9 水 明日は明日の風よ吹け 3 椎名誠 富田耀介 林隆三 西山水木 第22巻第19号（通巻559号）

549 1987 1987/9/10 木 明日は明日の風よ吹け 4 椎名誠 富田耀介 林隆三 西山水木

550 1987 1987/9/11 金 明日は明日の風よ吹け 5 椎名誠 富田耀介 林隆三 西山水木

毎日新聞 （東京版）

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMステーション 関東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

551 1987 1987/9/14 月 夢ふたつ  （竹久夢二の日記から） 1 竹久夢二 上村治 林隆三 ほか 第14巻19号（通巻355号）

552 1987 1987/9/15 火 夢ふたつ  （竹久夢二の日記から） 2 竹久夢二 上村治 林隆三 ほか

553 1987 1987/9/16 水 夢ふたつ  （竹久夢二の日記から） 3 竹久夢二 上村治 林隆三 ほか 第22巻第19号（通巻559号） 1987年9月12日 夕刊（7面）

554 1987 1987/9/17 木 夢ふたつ  （竹久夢二の日記から） 4 竹久夢二 上村治 林隆三 ほか

555 1987 1987/9/18 金 夢ふたつ  （竹久夢二の日記から） 5 竹久夢二 上村治 林隆三 ほか

556 1987 1987/9/21 月 夢十夜 1 夏目漱石 山元清多 林隆三 上田忠好 銀粉蝶 第14巻20号（通巻356号）

557 1987 1987/9/22 火 夢十夜 2 夏目漱石 山元清多 林隆三 上田忠好 銀粉蝶

558 1987 1987/9/23 水 夢十夜 3 夏目漱石 山元清多 林隆三 上田忠好 銀粉蝶 第22巻第20号（通巻560号）

559 1987 1987/9/24 木 夢十夜 4 夏目漱石 山元清多 林隆三 上田忠好 銀粉蝶

560 1987 1987/9/25 金 夢十夜 5 夏目漱石 山元清多 林隆三 上田忠好 銀粉蝶

561 1987 1987/9/28 月 ひとりだけでは愛し足りない 1 高橋三千綱 吉沢明 林隆三 ほか 第14巻20号（通巻356号）

562 1987 1987/9/29 火 ひとりだけでは愛し足りない 2 高橋三千綱 吉沢明 林隆三 ほか

563 1987 1987/9/30 水 ひとりだけでは愛し足りない 3 高橋三千綱 吉沢明 林隆三 ほか 第22巻第20号（通巻560号）

564 1987 1987/10/1 木 ひとりだけでは愛し足りない 4 高橋三千綱 吉沢明 林隆三 ほか

565 1987 1987/10/2 金 ひとりだけでは愛し足りない 5 高橋三千綱 吉沢明 林隆三 ほか

566 1987 1987/10/5 月 日本の詩人シリーズ／萩原朔太郎ポエティック・ストーリーズ 1 閑雅な食欲 萩原朔太郎 吉沢明 林隆三 ほか 第14巻21号（通巻357号）

567 1987 1987/10/6 火 日本の詩人シリーズ／萩原朔太郎ポエティック・ストーリーズ 2 およぐひと 萩原朔太郎 吉沢明 林隆三 ほか

568 1987 1987/10/7 水 日本の詩人シリーズ／萩原朔太郎ポエティック・ストーリーズ 3 夢にみる空き家の庭の秘密 萩原朔太郎 吉沢明 林隆三 ほか 第22巻第21号（通巻561号）

569 1987 1987/10/8 木 日本の詩人シリーズ／萩原朔太郎ポエティック・ストーリーズ 4 黒い風琴（オルガン） 萩原朔太郎 吉沢明 林隆三 ほか

570 1987 1987/10/9 金 日本の詩人シリーズ／萩原朔太郎ポエティック・ストーリーズ 5 殺人事件 萩原朔太郎 吉沢明 林隆三 ほか

571 1987 1987/10/12 月 日本の詩人シリーズ／与謝野晶子ポエティック・ストーリーズ 1 与謝野晶子 岸田理生 林隆三 ほか 第14巻21号（通巻357号）

572 1987 1987/10/13 火 日本の詩人シリーズ／与謝野晶子ポエティック・ストーリーズ 2 与謝野晶子 岸田理生 林隆三 ほか

573 1987 1987/10/14 水 日本の詩人シリーズ／与謝野晶子ポエティック・ストーリーズ 3 与謝野晶子 岸田理生 林隆三 ほか 第22巻第21号（通巻561号）

574 1987 1987/10/15 木 日本の詩人シリーズ／与謝野晶子ポエティック・ストーリーズ 4 与謝野晶子 岸田理生 林隆三 ほか

575 1987 1987/10/16 金 日本の詩人シリーズ／与謝野晶子ポエティック・ストーリーズ 5 与謝野晶子 岸田理生 林隆三 ほか

576 1987 1987/10/19 月 日本の詩人シリーズ／中原中也ポエティック・ストーリーズ 1 中原中也 伊藤喜雄 林隆三 梶三和子 第14巻22号（通巻358号）

577 1987 1987/10/20 火 日本の詩人シリーズ／中原中也ポエティック・ストーリーズ 2 中原中也 伊藤喜雄 林隆三 梶三和子

578 1987 1987/10/21 水 日本の詩人シリーズ／中原中也ポエティック・ストーリーズ 3 中原中也 伊藤喜雄 林隆三 梶三和子 第22巻第22号（通巻562号）

579 1987 1987/10/22 木 日本の詩人シリーズ／中原中也ポエティック・ストーリーズ 4 中原中也 伊藤喜雄 林隆三 梶三和子

580 1987 1987/10/23 金 日本の詩人シリーズ／中原中也ポエティック・ストーリーズ 5 中原中也 伊藤喜雄 林隆三 梶三和子

581 1987 1987/10/26 月 日本の詩人シリーズ／金子光晴ポエティック・ストーリーズ 1 金子光晴 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第14巻22号（通巻358号）

582 1987 1987/10/27 火 日本の詩人シリーズ／金子光晴ポエティック・ストーリーズ 2 金子光晴 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

583 1987 1987/10/28 水 日本の詩人シリーズ／金子光晴ポエティック・ストーリーズ 3 金子光晴 ストーリー・レーン 林隆三 ほか 第22巻第22号（通巻562号）

584 1987 1987/10/29 木 日本の詩人シリーズ／金子光晴ポエティック・ストーリーズ 4 金子光晴 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

585 1987 1987/10/30 金 日本の詩人シリーズ／金子光晴ポエティック・ストーリーズ 5 金子光晴 ストーリー・レーン 林隆三 ほか

586 1987 1987/11/2 月 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 1 エミリー・エミリー 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木 第14巻23号（通巻359号）

587 1987 1987/11/3 火 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 2 サウンド・オブ・サイレンス 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木

588 1987 1987/11/4 水 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 3 いとしのセシリア 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木 第22巻第23号（通巻563号） 1987年10月31日 夕刊（7面）

589 1987 1987/11/5 木 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 4 コンドルは飛んでいく 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木

590 1987 1987/11/6 金 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 5 アイ・アム・ア・ロック 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木

591 1987 1987/11/9 月 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 6 ミセス・ロビンソン 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木 第14巻23号（通巻359号）

592 1987 1987/11/10 火 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 7 ボクサー 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木

593 1987 1987/11/11 水 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 8 早く家に帰りたい 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木 第22巻第23号（通巻563号）

594 1987 1987/11/12 木 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 9 ブックエンド 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木

595 1987 1987/11/13 金 サイモン＆ガーファンクル・グレイテスト・ヒッツ＋１ 10 スカボロー・フェア 橋本治 サイモン＆ガーファンクル 川口仁良 林隆三 西山水木

596 1987 1987/11/16 月 カレーの身の上 1 辛島昇・貴子
ストーリー・レーン
（佐藤信）

林隆三 中村まり子 第14巻24号（通巻360号）

597 1987 1987/11/17 火 カレーの身の上 2 辛島昇・貴子
ストーリー・レーン
（佐藤信）

林隆三 中村まり子

598 1987 1987/11/18 水 カレーの身の上 3 辛島昇・貴子
ストーリー・レーン
（佐藤信）

林隆三 中村まり子 第22巻第24号（通巻564号）

599 1987 1987/11/19 木 カレーの身の上 4 辛島昇・貴子
ストーリー・レーン
（佐藤信）

林隆三 中村まり子

600 1987 1987/11/20 金 カレーの身の上 5 辛島昇・貴子
ストーリー・レーン
（佐藤信）

林隆三 中村まり子

601 1987 1987/11/23 月 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 1 ヒア・カムズ・ザ・サン ビートルズ 津川泉 林隆三 ほか 第14巻24号（通巻360号）

602 1987 1987/11/24 火 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 2 ノルウェーの森 ビートルズ 津川泉 林隆三 ほか

603 1987 1987/11/25 水 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 3 ユー・ウォント・シー・ミー ビートルズ 津川泉 林隆三 ほか 第22巻第24号（通巻564号）

604 1987 1987/11/26 木 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 4 キャント・バイ・ミー・ラブ ビートルズ 津川泉 林隆三 梶三和子

605 1987 1987/11/27 金 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 5 ビコーズ ビートルズ 津川泉 林隆三 梶三和子 「FMレコパル 関東版」第14巻24号 P106 等で告知→「こちらイエローサブマリン！」の放送台本をセットで20名に。

606 1987 1987/11/30 月 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 6 恋のアドバイス ビートルズ 澳風子 林隆三 ほか 第14巻25号（通巻361号）

607 1987 1987/12/1 火 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 7 今日の誓い ビートルズ 澳風子 林隆三 ほか

608 1987 1987/12/2 水 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 8 ノー・リプライ ビートルズ 澳風子 林隆三 ほか 第22巻第25号（通巻565号）

609 1987 1987/12/3 木 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 9 アイル・フォロー・ザ・サン ビートルズ 澳風子 林隆三 ほか

610 1987 1987/12/4 金 こちらイエロー・サブマリン！／ビートルズ放送局が贈る10のラブ・ソング 10 ドライブ・マイ・カー ビートルズ 澳風子 林隆三 ほか

611 1987 1987/12/7 月 オリジナル音楽物語／ジェイブド・ジョン・レノン 1 ジョン・レノン 川口仁良 林隆三 第14巻25号（通巻361号）

612 1987 1987/12/8 火 オリジナル音楽物語／ジェイブド・ジョン・レノン 2 ジョン・レノン 川口仁良 林隆三

613 1987 1987/12/9 水 オリジナル音楽物語／ジェイブド・ジョン・レノン 3 ジョン・レノン 川口仁良 林隆三 第22巻第25号（通巻565号）

614 1987 1987/12/10 木 オリジナル音楽物語／ジェイブド・ジョン・レノン 4 ジョン・レノン 川口仁良 林隆三

615 1987 1987/12/11 金 オリジナル音楽物語／ジェイブド・ジョン・レノン 5 ジョン・レノン 川口仁良 林隆三

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

616 1987 1987/12/14 月 青の時代 1 安西水丸 大塚哲郎 林隆三 木瓜みらい 第14巻26号（通巻362号）

617 1987 1987/12/15 火 青の時代 2 安西水丸 大塚哲郎 林隆三 木瓜みらい

618 1987 1987/12/16 水 青の時代 3 安西水丸 大塚哲郎 林隆三 木瓜みらい 第22巻第26号（通巻566号）

619 1987 1987/12/17 木 青の時代 4 安西水丸 大塚哲郎 林隆三 木瓜みらい

620 1987 1987/12/18 金 青の時代 5 安西水丸 大塚哲郎 林隆三 木瓜みらい

621 1987 1987/12/21 月 わたせせいぞうクリスマス・ショート・ストーリー 1 ７頭のトナカイ わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 白石まるみ 松橋登 第14巻26号（通巻362号）

622 1987 1987/12/22 火 わたせせいぞうクリスマス・ショート・ストーリー 2 くれない色のキイ わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 白石まるみ 松橋登

623 1987 1987/12/23 水 わたせせいぞうクリスマス・ショート・ストーリー 3 カシミア80％のコート わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 白石まるみ 松橋登 第22巻第26号（通巻566号）

624 1987 1987/12/24 木 わたせせいぞうクリスマス・ショート・ストーリー 4 コットンキャンディの好きなサンタ わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 白石まるみ 松橋登

625 1987 1987/12/25 金 わたせせいぞうクリスマス・ショート・ストーリー 5 ごく限られた地方に降った雪 わたせせいぞう 吉沢明 林隆三 白石まるみ 松橋登

626 1987 1987/12/28 月 ショージ君の南国たまご騒動 1 東海林さだお 井出朝子 林隆三 田岡美也子 第15巻1号（通巻363号）

627 1987 1987/12/29 火 ショージ君の南国たまご騒動 2 東海林さだお 井出朝子 林隆三 田岡美也子

628 1987 1987/12/30 水 ショージ君の南国たまご騒動 3 東海林さだお 井出朝子 林隆三 田岡美也子 第23巻第1号（通巻567号） 1987年12月26日 夕刊（7面）

629 1988 1988/1/1 金 昭和夢草紙 1 滝田ゆう 林隆三 大谷直子 滝田ゆう

630 1988 1988/1/4 月 昭和夢草紙 2 滝田ゆう 林隆三 大谷直子 滝田ゆう 第15巻1号（通巻363号）

631 1988 1988/1/5 火 昭和夢草紙 3 滝田ゆう 林隆三 大谷直子 滝田ゆう

632 1988 1988/1/6 水 昭和夢草紙 4 滝田ゆう 林隆三 大谷直子 滝田ゆう 第23巻第1号（通巻567号） 1988年1月1日 別刷（23面）

633 1988 1988/1/7 木 昭和夢草紙 5 滝田ゆう 林隆三 大谷直子 滝田ゆう

634 1988 1988/1/8 金 昭和夢草紙 6 滝田ゆう 林隆三 大谷直子 滝田ゆう

635 1988 1988/1/11 月 ベクサシオン 1 新井満 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 中原茂 第15巻2号（通巻365号）

636 1988 1988/1/12 火 ベクサシオン 2 新井満 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 中原茂

637 1988 1988/1/13 水 ベクサシオン 3 新井満 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 中原茂 第23巻第2号（通巻568号）

638 1988 1988/1/14 木 ベクサシオン 4 新井満 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 中原茂

639 1988 1988/1/15 金 ベクサシオン 5 新井満 吉沢明 林隆三 川村万梨阿 中原茂

640 1988 1988/1/18 月 時々、風と話す 1 原田宗典 吉沢明 林隆三 第15巻2号（通巻365号）

641 1988 1988/1/19 火 時々、風と話す 2 原田宗典 吉沢明 林隆三

642 1988 1988/1/20 水 時々、風と話す 3 原田宗典 吉沢明 林隆三 第23巻第2号（通巻568号）

643 1988 1988/1/21 木 時々、風と話す 4 原田宗典 吉沢明 林隆三

644 1988 1988/1/22 金 時々、風と話す 5 原田宗典 吉沢明 林隆三

645 1988 1988/1/25 月 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 1 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか 第15巻3号（通巻366号）

646 1988 1988/1/26 火 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 2 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

647 1988 1988/1/27 水 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 3 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか 第23巻第3号（通巻569号）

648 1988 1988/1/28 木 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 4 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

649 1988 1988/1/29 金 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 5 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

650 1988 1988/2/1 月 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 6 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか 第15巻3号（通巻366号）

651 1988 1988/2/2 火 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 7 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

652 1988 1988/2/3 水 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 8 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか 第23巻第3号（通巻569号）

653 1988 1988/2/4 木 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 9 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

654 1988 1988/2/5 金 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 10 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

655 1988 1988/2/8 月 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 11 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか 第15巻4号（通巻367号）

656 1988 1988/2/9 火 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 12 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

657 1988 1988/2/10 水 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 13 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか 第23巻第4号（通巻570号）

658 1988 1988/2/11 木 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 14 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

659 1988 1988/2/12 金 わたせせいぞうのサウンド・カレンダー'88／ふたりだけのシーズン 15 わたせせいぞう 川口仁良 林隆三 ほか

660 1988 1988/2/15 月 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム
1 果たしてビールびんの中に帚星がはいっていたか
　（「一千一秒物語」から）

稲垣足穂 川口仁良 林隆三 川村万梨阿 第15巻4号（通巻367号）

661 1988 1988/2/16 火 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 2 シグナルとシグナレス 宮澤賢治 川口仁良 林隆三 川村万梨阿

662 1988 1988/2/17 水 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 3 星見やぐらの立つ街 別役実 林隆三 ほか 第23巻第4号（通巻570号） 1988年2月13日 夕刊（7面）

663 1988 1988/2/18 木 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 4 地上で眺めた月 鈴木翁二 林隆三 ほか

664 1988 1988/2/19 金 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 5 スターダスト 寺山修二 林隆三 ほか

665 1988 1988/2/22 月 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 6 星を売る店 稲垣足穂 川口仁良／燠風子 林隆三 川村万梨阿 ほか 第15巻5号（通巻368号）

666 1988 1988/2/23 火 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 7 Ｋの昇天 梶井基次郎 川口仁良／燠風子 林隆三 川村万梨阿 ほか

667 1988 1988/2/24 水 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 8 チョコレット 稲垣足穂 川口仁良／燠風子 林隆三 川村万梨阿 ほか 第23巻第5号（通巻571号） 1988年2月20日 夕刊（7面）

668 1988 1988/2/25 木 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 9 星の栖家 鈴木翁二 川口仁良／燠風子 林隆三 川村万梨阿 ほか

669 1988 1988/2/26 金 星の物語シリーズ／冬のプラネタリウム 10 お月様とけんかした話（「一千一秒物語」から） 稲垣足穂 川口仁良／燠風子 林隆三 川村万梨阿 ほか

670 1988 1988/2/29 月 ワニ眼物語 1 沢野ひとし 吉沢明 林隆三 ほか 第15巻5号（通巻368号）

671 1988 1988/3/1 火 ワニ眼物語 2 沢野ひとし 吉沢明 林隆三 ほか

672 1988 1988/3/2 水 ワニ眼物語 3 沢野ひとし 吉沢明 林隆三 ほか 第23巻第5号（通巻571号）

673 1988 1988/3/3 木 ワニ眼物語 4 沢野ひとし 吉沢明 林隆三 ほか

674 1988 1988/3/4 金 ワニ眼物語 5 沢野ひとし 吉沢明 林隆三 ほか

675 1988 1988/3/7 月 ランデブー 1 山田章博 吉沢明 林隆三 田島令子 徳丸完 鷹森淑乃 第15巻6号（通巻369号）

676 1988 1988/3/8 火 ランデブー 2 山田章博 吉沢明 林隆三 田島令子 徳丸完 鷹森淑乃

677 1988 1988/3/9 水 ランデブー 3 山田章博 吉沢明 林隆三 田島令子 徳丸完 鷹森淑乃 第23巻第6号（通巻572号）

678 1988 1988/3/10 木 ランデブー 4 山田章博 吉沢明 林隆三 田島令子 徳丸完 鷹森淑乃

679 1988 1988/3/11 金 ランデブー 5 山田章博 吉沢明 林隆三 田島令子 徳丸完 鷹森淑乃

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

毎日新聞 （東京版）

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版

FMレコパル 関東版

FM fan 東版
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「星のショットグラス」＋「夢のひととき」 放送作品一覧

回数 放送年 放送年月日 放送曜日 タイトル サブタイトル 原作者 アーティスト 脚本 脚色 出演者1 出演者2 出演者3 出演者4
情報源1
情報源3

情報源1（詳細）
情報源3（詳細）

情報源2
情報源4

情報源2（詳細）
情報源4（詳細）

備考

680 1988 1988/3/14 月 事件屋稼業 1 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか 第15巻6号（通巻369号）

681 1988 1988/3/15 火 事件屋稼業 2 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか

682 1988 1988/3/16 水 事件屋稼業 3 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか 第23巻第6号（通巻572号）

683 1988 1988/3/17 木 事件屋稼業 4 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか

684 1988 1988/3/18 金 事件屋稼業 5 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか

685 1988 1988/3/21 月 事件屋稼業 6 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか 第15巻7号（通巻370号）

686 1988 1988/3/22 火 事件屋稼業 7 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか

687 1988 1988/3/23 水 事件屋稼業 8 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか 第23巻第7号（通巻573号）

688 1988 1988/3/24 木 事件屋稼業 9 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか

689 1988 1988/3/25 金 事件屋稼業 10 関川夏央 川口仁良 林隆三 ほか

690 1988 1988/3/28 月 四月怪談 1 大島弓子 林隆三 ほか 第15巻7号（通巻370号）

691 1988 1988/3/29 火 四月怪談 2 大島弓子 林隆三 ほか

692 1988 1988/3/30 水 四月怪談 3 大島弓子 林隆三 ほか 第23巻第7号（通巻573号） 1988年3月26日 夕刊（7面）

693 1988 1988/3/31 木 四月怪談 4 大島弓子 林隆三 ほか
毎日新聞 （東京版）
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