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その時歴史が動いた 「秀吉に天下を取らせた男」／ＢＳ歴史館 「秀吉・天下取りへの必勝戦略」        ／ 
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映画「失楽園」 ＜R-15＞ ©1997「失楽園」製作委員会 

映画「別れぬ理由」 ＜R-15＞ ©東映 

大河ドラマ「秀吉」©NHK 
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影工作室©電広伝媒文化発展有限公司 

CS初 

CS初 
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                               映画「愛の流刑地」 ＜R-15＞ 

放送日時 

2/7（金）夜9：00～ 
再放送 2/9（日）深夜1：00～ほか  
◆2/11（火・祝）午後4：15～ ※午前10：00～映画６作品一挙放送 

データ 日本/2007年 

キャスト 出演：豊川悦司、寺島しのぶ、長谷川京子ほか スタッフ 原作：渡辺淳一 

イチオシ 

2 

寺島しのぶ×豊川悦司による究極の愛を描いた“愛ルケ” 
「失楽園」以来の最高の不倫映画再び！ 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

映画 HD 

渡辺淳一原作。寺島しのぶ、豊川悦司主演。中年の作家と、
愛を知らない人妻が心と体を互いに深く求め合い、究極の愛
情を構築する大人のラブストーリー。当時、“愛ルケ”という略
称で呼ばれ、「失楽園」以来の“最高の不倫映画”として話題と
なった。 

映画「やわらかい生活」など４度目の共演となる豊川悦司と寺
島しのぶは、ふたりならではの呼吸で愛の軌跡を熱演。全時
間の半分がふたりの愛の営みという官能描写の数々に注目。 

 

【あらすじ】 

かつて恋愛小説の旗手として注目され、今では世間から忘れられた存在である
中年作家の村尾菊治（豊川悦司）は、ある朝、情事の果てに入江冬香（寺島し
のぶ）を絞殺し逮捕される。事件を担当した女性検事の織部美雪（長谷川京
子）は、菊治の漏らす言葉に困惑しながらも真相を追い、疑問を抱えたままや
がて裁判の日を迎えるが…。 

©2007「愛の流刑地」製作委員会 
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黒木瞳×役所広司による究極の不倫ドラマ 
社会現象を巻き起こした性と愛の大ヒット作 

映画「失楽園」 ＜R-15＞ 

放送日時 

2/6（木）夜9：00～ 
再放送 2/8（土）深夜1：00～  
◆2/11（火・祝）夜6：40～ ※午前10：00～映画６作品一挙放送 

データ 日本/1997年 

キャスト 出演：役所広司、黒木瞳、星野知子、柴俊夫、寺尾聰ほか スタッフ 原作：渡辺淳一、監督：森田芳光 
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HD 

©1997「失楽園」製作委員会 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

イチオシ 映画 

渡辺淳一原作。1997年、全国を大ブームに巻き込み当時社
会現象にまでなった話題作。閑職に追いやられた中年サラ
リーマンと冷めた夫婦関係に体を持て余した人妻が、激しい
恋におちて情事を重ねていく姿を描いた性と愛のメロドラマ。
主演を役所広司と黒木瞳が務め、妖艶かつ過激な濡れ場
シーンとともに、激しい恋に落ちた男女を好演している。同年
の日本映画で第２位となる配収22億5000万円を記録し、流行
語大賞にも選ばれた大ヒット映画。 

 

【あらすじ】 

出版社の敏腕編集者だった久木祥一郎(役所広司)は、ある日突然、編集の第
一線から閑職の調査室配属を命じられた。そんな彼の前に、友人の務め先で
書道の講師をしている松原凛子（黒木瞳）という美しい人妻が現れる。彼女は
“楷書の君”と呼ばれているほど折り目正しく淑やかな女性だったが、久木の強
引でひたむきな愛の訴えに、やがて彼を受け入れた。そして、週末毎に逢瀬を
重ねていくうちに、凛子はいつの間にか性の歓びの底知れない深みに捕われ
ていく。ふたりの関係は次第にエスカレートしていき…。 
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              映画「ひとひらの雪」 ＜R-15＞ 

放送日時 
◆2/11（火・祝）午前10：00～ ※映画６作品一挙放送 
再放送 2/13（木）夜9：00～ほか 

データ 日本/1985年 

キャスト 出演：秋吉久美子、津川雅彦、沖直美ほか スタッフ 原作：渡辺淳一、脚本：荒井晴彦 

【あらすじ】 伊織祥一郎（津川雅彦）と高村霞（秋吉久美子）はある知人のパーティで十年ぶりの再会をした。伊織は四十半ばで原宿に事務所を持つ建築家
である。彼には妻と娘がいたが４年半も前から別居中で、その原因となった秘書・相沢笙子（沖直美）との関係は今も続いている。霞は30歳、画廊を営む年の
離れた夫と義理の娘とともに、鎌倉の邸宅に住んでいた。十年前、美大生だった霞は講師にきていた伊織に憧れ一夜をともにした。その後、伊織は何事もな
かったようにふるまい、間もなく講師をやめたが、その時が初めてだった霞は妊娠し堕胎していたのだった。 

秋吉久美子が和服の似合う妖艶な人妻を好演 
愛における男の本音を赤裸々に描く 
主演、秋吉久美子、津川雅彦。渡辺淳一原作の100万部を超えるベストセラー小説を映画化。複数の女
性と関係を持つ中年男の姿を通して、愛・家庭・性を赤裸々に描く。 

             映画「桜の樹の下で」 ＜R-15＞ 

放送日時 

2/10（月）夜9：00～ 
再放送 2/15（土）深夜0：00～ほか 
◆2/11（火・祝）午後2：10～ ※午前10：00～映画６作品一挙放送 

データ 日本/1989年 

キャスト 出演：岩下志麻、七瀬なつみ、津川雅彦ほか スタッフ 
原作：渡辺淳一、脚本：那須真
知子 

渡辺淳一原作の同名小説を映画化。主演岩下志麻。愛してしまった人は、母の恋人だった。その時から、
母と娘は女と女の関係になっていく…。親と子、男と女の愛の本質を赤裸々にえぐり出す。桜の樹の下
にはじまり、そして桜の樹の下で思いも寄らぬ結末を迎える、激しくも悲しい愛の物語。 
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HD 

岩下志麻主演、渡辺文学のエロチシズム 
１人の男をめぐる母と娘の葛藤を官能的に描く 

映画 HD 

映画 

【あらすじ】 京都にある老舗の料亭「たつむら」の女将・菊乃（岩下志麻）は、四十半ばながらその美貌は歳を感じさせなかった。夫とは別居状態で娘の涼子
（七瀬なつみ）と２人暮らし。時おり東京の出版社社長・遊佐恭平（津川雅彦）と大人の恋愛を楽しんでいた。ある日、涼子と遊佐は一緒に桜を見に行ったこと
がきっかけでふたりは恋仲になる。やがて菊乃は、そんなふたりの関係に気付き…。 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

©東映 

©東映 
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              映画「メトレス・愛人」 ＜R-15＞ 

放送日時 
◆2/11（火・祝）夜9：00～ ※午前10：00～映画６作品一挙放送 
再放送 2/16（日）深夜0：00～ほか 

データ 日本/1999年 

キャスト 出演：川島なお美、三田村邦彦、石橋保ほか スタッフ 原作：渡辺淳一、監督：鹿島勤 

【あらすじ】 銀座の高級フランス料理店でソムリエとして働く修子（川島なお美）は、妻子ある大学教授・遠野（三田村邦彦）と不倫の関係にあった。しかし、彼
女は決して彼との結婚は望んでいない。仕事を持ち自立している愛人＝メトレスであることが、自分にあった生き方だと思っていたのだ。ところが、妻に不倫が
ばれ、家を追い出された遠野が彼女に結婚を迫ってきた。しかも、研究の為に５年間赴くアラスカについてきて欲しいと言う。思い悩む修子の前に、独身サラ
リーマン・岡部（石橋保）が現れる。彼もまた、修子に想いを寄せる男性の１人だった。 

川島なお美主演、 “新しい女性像”を描くいた不倫映画 
「失楽園」の原点となったベストセラー小説を完全映画化 
川島なお美主演。原作は、渡辺淳一原作の同名小説で、のちに「失楽園」で頂点に達する不倫ブームの先駆けとなった作品。愛に縛られず
仕事を持ち自立する“愛人＝メトレス”を目指し、自分の生き方を模索する女性の姿を描いたラブロマンス。 

             映画「別れぬ理由」 ＜R-15＞ 

放送日時 
◆2/11（火・祝）昼12：05～ ※午前10：00～映画６作品一挙放送 
再放送 2/12（水）夜9：00～ほか 

データ 日本/1987年 

キャスト 出演：三田佳子、津川雅彦、古尾谷雅人、南條玲子ほか スタッフ 原作：渡辺淳一 

三田佳子主演。渡辺淳一原作の同名小説を映画化。あるきっかけでお互いに愛人がいることが分かった医者の夫と雑誌記者の妻。この熟
年夫婦を通して、揺れ動く男と女の心理を巧みに描き、現代における愛の可能性を追求した不倫映画。東映が映画化した「ひとひらの雪」
「化身」に続き、愛の三部作として人気を博した。 
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HD 

三田佳子主演、渡辺淳一×東映 “愛の三部作”の集大成 
夫は浮気、妻は不倫…揺れ動く夫婦の心 

映画 

映画 

【あらすじ】 大手の病院で外科医長を務める速水修平（津川雅彦）は42歳。妻・房子（三田佳子）は雑誌記者として働いており、38歳という年齢ながら美しさ
はますます円熟味を増していた。円満な家庭生活を送っている裏で、修平は月に何度か人妻・岡部葉子（南條玲子）との浮気を楽しんでいた。平穏な日々を
送っていたが、ある夜、修平が電話を取ると唐突に「もう帰ったんですか？」という男の声がした。それ以来、修平は妻・房子の不倫を疑い始め…。 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

©東映 

©1998 松竹／東北新社／東北新社クリエイツ 
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                    女の願い 

放送日時 
2/17（月）夜9：00～ 
再放送 2/22（土）午前11：00～ 

データ 日本/1987年/全１話 

キャスト 出演：池上季実子、田中健、高橋ひとみほか スタッフ 原作：渡辺淳一 

池上季実子主演、自分を偽り続けた女性の悲しき末路を描く 
女性の願いに隠された切実な思いとは!? 

池上季実子主演。渡辺淳一の同名小説のドラマ化。自分の過去を偽り、理想の自分を彼に見せ続けた
女性・瀬野民子を、池上季実子が務める。田中健演じる恋人の北山に失望されまいと、過去を偽り続け
る女性を熱演。物語では、彼女が交通事故にあい亡くなってしまう。ところが、車にはね飛ばされたわけ
ではなく、車を避けようと体をひねっただけで亡くなった。その死因に隠された女性の切実な思いの痛々
しさに、胸を打たれる悲しい作品。 

                      無影燈 

放送日時 
2/2（日）昼12：00～ 
再放送 2/14（金）夜9：00～ 

データ 日本/1982年/全１話 

キャスト 出演：古谷一行、市毛良枝ほか スタッフ 原作：渡辺淳一 

ＣＳ初放送。古谷一行主演で渡辺淳一のベストセラー小説をドラマ化。不治の病に冒された天才医師・
直江と彼を愛する看護師・倫子の悲しく切ない恋愛を描く医療ドラマ。原作の「無影燈」は、「白い影」とい
うタイトルで何度もドラマ化されており、中居正広や田宮二郎が主演を務めている。本作は、原作小説と
同名のドラマ作品で、「月曜ワイド劇場」第一作。天才医師・直江を愛する看護師・倫子を市毛良枝が務
め、古谷一行との恋愛シーンを官能的に描く。 
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HD 

市毛良枝×古谷一行の濃密な愛のシーンは必見 
ドラマ「白い影」の原点小説の先駆け的ドラマ 

国内ドラマ 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

CS初 

国内ドラマ 

©大映テレビ 
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                 血痕追跡 

放送日時 
2/21（金）夜9：00～ 
再放送 2/22（土）夜6：00～ 

データ 日本/1979年/全１話 

キャスト 出演：山本陽子、江守徹、岸田森、鈴木瑞穂ほか スタッフ 原作：渡辺淳一 

山本陽子主演、渡辺淳一の同名小説をドラマ化 
結婚前の妻を疑う夫…妻の隠された過去が明らかに！ 
山本陽子主演。渡辺淳一の同名小説をドラマ化し、「ＮＨＫサスペンスロマンシリーズ」で放送された。江
守徹と山本陽子が夫婦役で共演。息子の死をきっかけに、妻の隠された真実が判明していく。息子の死
後、突如、挙動不審となった妻を山本陽子が熱演。 

                桜いろの桜子 

放送日時 
2/18（火）夜9：00～ 
再放送 2/22（土）午後1：00～ 

データ 日本/1986年/全１話 

キャスト 出演：中井貴惠、平田満、寺島まゆみほか スタッフ 原作：渡辺淳一 

中井貴惠主演。美しい死に顔を疎遠になった恋人に見せようと、ガス自殺した悲しい女性の物語。ドラ
マは、彼女の自殺後、恋人・宮下俊夫の回想という形でストーリーが進んでいく。桜子と結婚の約束をし
たにも関わらず、自分の出世のために別の女性との結婚を決めた宮下。どちらの女性にも良い顔をする
優柔不断な男性を、平田満が好演している。 
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中井貴惠主演、渡辺淳一原作の恋愛サスペンス 
男にもてあそばれた女性がとった最後の行動とは!? 

国内ドラマ 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

国内ドラマ 

【あらすじ】 吉川桜子（中井貴惠）が車の中でガス自殺をはかった。桜子に呼び出され、第一発見者となった恋人の宮下俊夫（平田満）は警察に容疑者とし
て疑われる。桜子と宮下は会社の元同僚で恋人同士であった。警察に「いったい彼女との間に何があったのだ」と問い詰められる宮下。事実、宮下と桜子は愛
し合っており、結婚の約束までしていたのだが…。 

【あらすじ】 東出亮一６歳が、交通事故にあい、病院に搬送された。手術は成功したが、その後、容態が急変し死亡してしまう。父の敬造（江守徹）は、手術で
使用された輸血の血液型が違ったのではと不審に思い、病院に問い詰める。数日後、彼が病院を訪ねると、息子の血液型も輸血も間違っていないと判明す
る。自分の息子ではない？敬造は、妻・恵子（山本陽子）を問い詰めるが…。 

©NHK 
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                     白夜 

放送日時 
2/2（日）午後2：00～ ※全３話一挙放送 
再放送 2/24（月）-26（水）夜9：00～ 

データ 日本/1984年/全３話 

キャスト 出演：古尾谷雅人、中村れい子、石坂浩二ほか スタッフ 原作：渡辺淳一、脚本：山田信夫 

渡辺淳一の半生を描いた自伝的小説をドラマ化 
のちに作家へ転身する若き医学生の青春ドラマ 
ＣＳ初放送。渡辺淳一の自伝的小説をＮＨＫがドラマ化。のちに作家への転身を決意する若き医学生の、
戸惑いと驚きに満ちた日々を描いた青春ドラマ。医者としての道を歩んでいた１人の医学生が、初めて
体験した医療現場の真実や上司との対立、そして、恋人との葛藤など紆余曲折を経て進むべき道を見
いだしていく。主演は、「白き抗争」で語り部役として出演していた古尾谷雅人。新米の医者として、壮絶
な医療現場の数々に直面し、苦悩する青年を熱演している。 

                   白き抗争 

放送日時 
2/19（水）・20（木）夜9：00～ 
再放送 2/22（土）午後3：00～ ※全２話一挙放送 

データ 日本/1983年/全２話 

キャスト 出演：竹脇無我、酒井和歌子、古尾谷雅人、石田えりほか スタッフ 原作：渡辺淳一、脚本：山田信夫 

ＣＳ初放送。渡辺淳一原作「麗しき白骨」を、「動乱」や「不毛地帯」の山田信夫脚本でＮＨＫがドラマ化。
病院の教授たちが学会の注目を集めるため、強引な研究・実験を進め、やがて重大な事件へと発展す
る医療ドラマ。主演を竹脇無我が務め、次期教授の座を狙い、人命よりも研究成果を得ようとする医者
を熱演。共演には古尾谷雅人。物語の語り部役を担い、人命よりも研究を優先する教授たちに失望しな
がらも、何も出来ない自分に苦悩する医者の助手を好演している。 
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人命か!? 名声か!? 
非人道的な実験が重体な事件へ発展する医療ドラマ 

国内ドラマ 

生誕80年 渡辺淳一大全集 ～妖艶な女たち～ 

国内ドラマ 

CS初 スタート 

CS初 スタート 

©ＮＨＫ 

©ＮＨＫ 



2014年２月おすすめ番組 

「三国志」ファン必見の歴史超大作が日本上陸！ 
圧倒的な強さと才覚を持つ武将・曹操の半生を描く 

 中国歴史ドラマ「曹操」 

放送日時 
2/3（月）スタート 平日（月-金）午後1：00～ ※２話連続放送 
再放送 2/8（土）スタート 毎週（土）（日）夜8：00～ ※５or４話連続放送 

データ 中国/2012年/全41話/吹替 

キャスト 出演：チャオ・リーシン、スン・ホンタオ、シー・リーミンほか スタッフ 
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イチオシ 中国ドラマ HD 

提供：染野企業電影工作室©電広伝媒文化発展有限公司 

スタート 

最強 三国志祭り 

日本初放送。「三国志」ドラマの金字塔。誰よりも強く、誰よりも
才覚に富む、治世の能臣、乱世の奸雄“曹操”の半生を描い
た傑作。多くの「三国志」作品で描かれてきた圧倒的な強さと
才覚を持つ武将・曹操。本作は“曹操”視点で、今まで描かれ
ることの少なかった少年時代からの半生をより深く掘り下げて
いる。クライマックスを彩り、大きな見どころのひとつとなって
いるのが、「三国志」の三大決戦の一つ“官渡の戦い”。戦略に
勝った曹操が奇跡的な勝利を収めた、この天下分け目の大決
戦を詳細に描き見事に再現している。 
 

【あらすじ】 

建寧(けんねい)元年（西暦168）、霊帝(れいてい)の遊び相手として宮中に入っ
た曹操は、第二次党錮(とうこ)の禁で、曾祖父の大宦官･曹節たちが冷酷な手
段を使って士人たちを根絶やしにしようとするのを目の当たりにする。処刑され
そうになっていた陳宮(ちんきゅう)という少年と一人の妊婦を救った曹操は、宦
官の跡取りという自らの境遇に背き、「自分の道は自分で歩く」と決意する。（＃
１より） 

日本初 
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いよいよ天才軍師・諸葛亮が登場 
劉備・孫権の連合軍が曹操軍に立ち向かう 

        中国大河「三国志  Three Kingdoms」 

放送日時 
平日（月-金）夜11：00～放送中 （6（木）・7（金）は夜11：15～） 
◆2/14（金）より第三部スタート 

データ 中国/2010年/全95話/二ヶ国語 

キャスト 出演：チェン・ジェンビン、ユー・ホーウェイ、チャン・ボーほか スタッフ 
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中国ドラマ HD 

©中国伝媒大学電視制作中心、北京東方恒和影視文化有限公司 

最強 三国志祭り 

総製作費25億円、製作期間６年。中国ドラマ史上最高となる超
大作。延べ15万人を超えるエキストラを起用して撮影された「赤
壁の戦い」や「官渡の戦い」といった歴史的な大戦のアクション
シーンと複雑に絡み合う英雄たちの人間ドラマに、誰もが満足
できる作品。 

西暦184年、「黄巾の乱」と呼ばれる大規模な民衆蜂起が勃発。
反乱は鎮圧されたが、国は乱れ、武力を有する将軍や地方の皇
族が台頭。189年に霊帝が没すると、洛陽の都に入っていた董
卓は我が物とする専横を極めていった。壮大な「三国志 Three 
Kingdoms」の物語はここに始まる―。 
 

【第三部 赤壁大戦（＃33-42） あらすじ】 

稀代の軍師・諸葛亮は三顧の礼を受け、劉備に出仕する。江東では、孫策が刺客
に襲われ、江東を孫権に託す。一方、荊州を手に入れた曹操の次の標的は江東
の孫権だった。諸葛亮は孫権にともに曹操に対抗しようと進言。孫権が最も頼りに
している周瑜の助言で、孫権は諸葛亮の同盟の申し出を受け入れる。そして孫
権・劉備の同盟軍は、曹操軍と決戦の地“赤壁”で相まみえるのだった。 

◆ その他の中国作品 ◆ 
 

   映画「墨攻」         2/16（日）午後5：30～ （アンディ・ラウ主演） 
   映画「HERO英雄」 2/23（日）夜6：00～ （ジェット・リー主演） 
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ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」で秀吉を演じる竹中直人の原点 
秀吉の出世物語を現代の視点で解釈した “サラリーマン太閤記” 

              大河ドラマ「秀吉」 

放送日時 2/3（月）スタート 平日（月-金）夜8：00～（11（火・祝）は除く） データ 日本/1996年/全49話 

キャスト 
出演：竹中直人、渡哲也、村上弘明、沢口靖子、市原悦子、高嶋政伸、
仲代達矢ほか 

スタッフ 原作：堺屋太一、脚本：竹山洋、語り：宮本隆治 
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イチオシ 国内ドラマ 

©NHK 

スタート 

ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」放送記念 竹中直人の元祖“秀吉” 

竹中直人主演。2014年ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」にて秀吉役を演じる彼
が、18年前に奇しくも同じ“秀吉”役で話題となった本作。平均視聴率30.5％、
最高視聴率は37.4％と、歴代の大河ドラマの中でも上位に位置する高視聴率
を記録。また、竹中直人演じる秀吉が渡哲也信長に向かって右手を挙げて自
信満々に告げる「心配ご無用！」は、この年の流行語になった。 

群雄割拠の戦国時代、天下統一は武将たちの見果てぬ夢だった。尾張・中村
の貧しい農民の子として生まれた秀吉が、織田信長の足軽から一国一城の
主となり、ついには天下人にまで上り詰めるサクセスストーリー。現代人も親
近感を抱く“サラリーマン出世物語”となっている。 
 

【あらすじ】 

天文22年夏、主人の金を盗まれてさすらう身となった日吉（後の秀吉）（竹中直人）は、仕官
の道を求めて流浪する明智光秀（村上弘明）と出会った。折しも織田信長（渡哲也）と斎藤道
三（金田龍之介）が正徳寺で会見する模様を望む機会を得た日吉は、鉄砲の威力を示して
堂々たる信長の武将ぶりに、大いに驚き感服する。そんな中、豪族の頭領・蜂須賀小六（大
仁田厚）に気に入られた秀吉は、信長の側室・吉乃（斉藤慶子）の屋敷に連れられ、信長の
長男・奇妙丸や前田犬千代（渡辺徹）たちに「猿！」とからかわれながらも、信長の深く大き
な度量に触れる機会を増やしていった。（＃１より） 
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その時歴史が動いた 「秀吉に天下を取らせた男～黒田官兵衛 戦国最強のナンバー２～」 

放送日時 2/3（月）夜10：00～ データ 日本/2003年/全１話 

キャスト 出演：松平定知ほか スタッフ 

2014年ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の主人公に迫る 
秀吉が重用した、最強軍師・黒田官兵衛の人間像とは？ 

大河ドラマ「秀吉」放送記念。松平定知がナビゲーターを務めるＮＨＫの歴史ドキュメンタリー番組。「秀吉」放送記
念の今回は、2014年ＮＨＫ大河ドラマにも取り上げられた「黒田官兵衛」に迫る。 

豊臣秀吉が信頼した最強の軍師・黒田官兵衛。秀吉が窮地に陥るたびに的確な助言と戦術を与え続け、脅威と
感じた秀吉から疎んじられるようになる。だが彼の生きがいは天下取りではなく、戦術の才能を存分に発揮し、そ
の名を乱世に刻むことだった。誰もが天下を目指す時代に、オンリーワンの生き方を貫いた黒田官兵衛。小田原
攻めで北条氏を降伏させた、1590年７月５日の「その時」に迫る。 

          主演・竹中直人が語り尽くす！大河ドラマ「秀吉」見どころ完全ガイド 

放送日時 2/2（日）午前11：30～ほか データ 日本/2013年 

キャスト 出演：竹中直人ほか スタッフ チャンネル銀河 

2014年ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」で、秀吉役を演じることが決定した竹中直人。竹中直人が秀吉を演じる
のは、1996年のＮＨＫ大河ドラマ「秀吉」以来18年振り。これを記念し、チャンネル銀河では大河ドラマ「秀吉」（Ｐ
11）を2014年２月から放送スタートする。 

2014年ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」の秀吉の衣装で登場した竹中直人が、「軍師官兵衛」に対する想い、大
河ドラマ「秀吉」の撮影秘話、自身の秀吉という役柄にかける熱意などを語る。「軍師官兵衛」だけでなく「秀吉」
も見たくなる特別番組。 
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2014年ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」 放送開始記念 
秀吉を演じる竹中直人へのインタビュー特別番組 

オリジナル 

ドキュメンタリー 

©ＮＨＫ 

HD 

ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」放送記念 竹中直人の元祖“秀吉” 
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               歴史秘話ヒストリア 「私はこれで天下のハートをつかみました～豊臣秀吉 必勝！手紙・メール術～ 」 

放送日時 2/5（水）夜9：00～ データ 日本/2010年/全１話 

キャスト 渡邊あゆみ（案内役）ほか スタッフ 

秀吉が黒田官兵衛を引き入れるために使った手紙 
１万通以上書き残した手紙から、秀吉流“口説き”テクニックに迫る 

大河ドラマ「秀吉」放送記念。歴史人物に秘められた物語を描くＮＨＫの歴史情報番組。今回は、秀吉の人心掌握
術に焦点を当てる。彼が人心をつかむために一番活用したもの、それは手紙だった。彼がしたためた手紙は実に
１万通にも上るとされ、その相手は対立する武将から自分の妻、愛人へ当てたものなど実に幅広い。そして、名軍
師として生涯秀吉に尽くした黒田官兵衛。敵の真っただ中にいた彼を味方に引き入れるため、秀吉が用いたもの
も、やはり手紙だった。秀吉流“口説き”テクニックとは？ 

           ＢＳ歴史館 「 秀吉・天下取りへの必勝戦略～奇跡の“大返し”の謎～」 

放送日時 2/4（火）夜9：00～ データ 日本/2012年/全１話 

キャスト 渡辺真理（司会）、佐々木蔵之助（ナレーション）ほか スタッフ 

大河ドラマ「秀吉」放送記念。新しい視点で過去から現在を探る、ＮＨＫの歴史エンターテインメント番組。戦国一
の出世男・豊臣秀吉が天下人に上り詰めるきっかけ。それは、奇跡の“大返し”だった。織田信長が京都・本能寺
で明智光秀に討たれたとき、岡山で戦をしていた秀吉。200kmの道のりを、猛スピードで軍を率いて取って返す。
７日で走破という当時では信じられない早さで光秀の前に現れ、打ち破ったのだ。果たしてどうやったのか？実
験で浮かび上がった意外な進軍法とは!? いち早く情報をつかむ裏ルートとは!? 秀吉天下取り最大の作戦「備中
大返し」の謎を一つ一つ解き明かしながら、導かれる勝利の方法論を現代におきかえて議論する。 
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秀吉が天下人に上り詰めたきっかけ奇跡の“大返し” 
独自の情報ルートで天下を取った勝利の方程式に迫る 

ドキュメンタリー 

©ＮＨＫ 

HD 

ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」放送記念 竹中直人の元祖“秀吉” 

HD CS初 

ドキュメンタリー CS初 

画像準備でき次第アップいたします 

©ＮＨＫ 
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財前直見 × 南野陽子のコンビが美術品に隠された真実から事件の真相へと迫る 
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美術品の真贋を通して人間模様の機微を描いた１話完結のミステリードラマ。テーマは“美”と“人間”の裏表。
舞台は国宝級の美術品が集まり、日本の伝統が息づく千年の古都・京都。財前直見と南野陽子の女性コンビが、
美術品に隠された真実から事件の真相へと迫っていく。 

フェイク 京都美術事件絵巻 

放送日時 2/1（土）・2（日）深夜2：00～ ※３話連続放送 データ 日本/2011年/全６話 

キャスト 出演：財前直見、南野陽子、佐野史郎、藤村志保ほか スタッフ 脚本：岩下悠子 

国内ドラマ スタート 

©２０１１ ＮＨＫ・東映 

アガサ・クリスティー原作、好奇心旺盛な老婦人ミス・マープルが事件の謎に迫る 
アガサ・クリスティーの原作。優秀な名探偵ミス・マープルが、冴え渡る観察力で事件の謎を解き明かす推理ミ
ステリー。イギリス・ロンドン郊外にあるセント・メアリ・ミード村に住む、好奇心旺盛な老婦人ミス・マープル。女
性ならではの感性と鋭い人間観察で事件の謎に迫る。やがて警察も彼女の才能を認め始め…。 

ミス・マープル   
放送日時 2/9（日）スタート 毎週（日）午前9：00～ ※４話連続放送 データ イギリス/1984-1989年/全12話/字幕 

キャスト 出演：ジョーン・ヒクソンほか スタッフ 原作：アガサ・クリスティー 

海外ドラマ 

©BBC1987 

バレンタインデーの翌日に全話一挙放送！甘く切ない大人のラブストーリー 

木村佳乃主演、甘く、切なく、狂おしい大人のラブストーリー。誰しも甘い思いにとらわれる初恋。だが、彼女にとっ
て初恋は、人生を絶望に陥れた思い出したくない過去だった。しかし、突然のがん宣告を受けた彼女を救うことが
出来るのは、世界で一番憎い初恋の人だった…。初恋の人と年下の夫との間で苦悩する女性を描いた純愛物語。 

はつ恋 

放送日時 2/15（土）午前11：00～ ※全８話一挙放送 データ 日本/2012年/全８話 

キャスト 出演：木村佳乃、伊原剛志、青木崇高ほか スタッフ 脚本：中園ミホ 

HD 

週末イッキ観 

HD 

スタート 

国内ドラマ 

©ＮＨＫ 
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             名探偵ポワロ 鳩のなかの猫 

放送日時 2/3（月）午後3：00～ほか データ イギリス/2008年/二ヶ国語 

キャスト 出演：デビッド・スーシェほか スタッフ 原作：アガサ・クリスティー 

アガサ・クリスティー原作、不動の人気を誇る海外ミステリー 

ピンと尖った口髭に、たまご型の頭がトレードマーク。灰色の脳細胞を駆使し、数々の難事件を解決して
いく名探偵ポワロ。アガサ・クリスティー原作、不動の人気を誇る傑作海外ミステリー。 
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国内 ＋ 海外ミステリーアワー 

HD 

                  旅行作家・茶屋次郎７・８ 

放送日時 2/5（水）・12（水）午後3：00～ データ 日本/2007年、2008年 

キャスト 出演：橋爪功、角野卓造、坂下千里子ほか スタッフ 

国内ドラマ HD 

海外ドラマ 

平日の午後3：00は国内外のミステリー作品を週替わりで放送！ 

©ITV plc (Granada International) 

【あらすじ】 メドウバンク校の次期校長の人選をきっかけに殺人事件が起こる。体育教師のスプリンガーが深夜の体育館で殺されたのだ。なぜ深夜に体育館に
行ったのか？調査をすすめていくと、数名の教職員が、「いつもと違う奇妙な雰囲気」が学校に漂っていると申告する。その原因が、「エンジェル」という諜報員
の存在だとポワロは気付く。果たして、「エンジェル」とは？真犯人は誰なのか？ 

旅行作家・茶屋次郎が、取材先で出会う数々の難事件の真相に迫る 
茶屋次郎（橋爪功）は旅行作家。茶屋の友人で週刊誌の副編集長、山倉（角野卓造）に言われるがまま全国各地へと赴き、紀行
文を書いて生計を立てていた。だが、旅先で殺人事件に遭遇。成り行きで、事件の記事を書くことに…。独自に取材を行い、事件の
真相へと迫る！ 

                   名探偵ポワロ（短編） 
放送日時 2/4（火）午後3：00～ほか ※２話連続放送 データ イギリス/1989年/二ヶ国語 

キャスト 出演：デビッド・スーシェほか スタッフ 原作：アガサ・クリスティー 

海外ドラマ HD 

絶大な人気を誇り続ける名探偵ポワロの短編をお届け 

姿を消したコックのイライザを捜して欲しいと、ポワロのもとにトッド夫人が訪ねて来た。気が進まないポワロだったが、その依頼を引
き受けることに。しかし翌日、依頼打ち切りの通知がポワロのもとに届く。頭にきたポワロは事件の徹底解明を決意し…。【＃１より】 

©Copyright ITV plc (ITV Global 
Entertainment Ltd) 



2014年２月おすすめ番組 

 
【一般の方のお問い合わせ先】 
チャンネル銀河 カスタマーセンター  

TEL：0120-945-666 （10：00～18：00年中無休）  
www.ch-ginga.jp  

 
 

【報道関係者のお問い合わせ先】 
株式会社プラットイーズ  

TEL：050-7535-0315 FAX：03-3443-9401  
メールアドレス：prosu_jcomch@plat-ease.co.jp 

 

最新の番組情報や動画を下記より配信しています。 
 

公式HP  http://www.ch-ginga.jp/ 
公式Facebook https://www.facebook.com/channelginga.jp 
YouTube公式 チャンネル http://www.youtube.com/user/ChannelGinga 
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