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                                  トンイ＜ノーカット版＞ 

放送日時 

先行プレミア放送（字幕版）：5/4（日）午後1：00～ ※4話連続放送 
吹替え版：5/13（火）スタート 平日（火-金）朝8：30～ 
字幕版：5/13（火）スタート 平日（火-金）夜9：30～ 

データ 韓国/2010年/全60話/字幕・吹替え 

キャスト 出演：ハン・ヒョジュ、チ・ジニ、イ・ソヨン、ペ・スビン、パク・ハソンほか スタッフ 監督：イ・ビョンフン 

イチオシ 
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「イ・サン」へと続く、世界中で大ヒットした歴史大作 
韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフン監督の真骨頂 

韓国歴史ドラマ HD 

「チャングムの誓い」「イ・サン」などを手がけた韓国歴史ドラマの巨匠、イ・
ビョンフン監督による最高傑作「トンイ」。17世紀の朝鮮王朝時代に、最下層
出身でありながら、国王の母親となった女性（スクピンチェシ）の波乱万丈の
生涯を描く。これは単なるシンデレラストーリではない。主人公トンイが逆境
にあっても、信念を曲げることなく自らの運命を切り開いていく姿が共感を呼
び世界中で大ヒット！世界で「チャングムの誓い」に次いで２番目にみられて
いる名作。 

朝8：30～放送するノーカット吹替え版は、日本初放送。主演には、「春のワ
ルツ」「華麗なる遺産」のハン・ヒョジュ。共演には、「チャングムの誓い」のチ・
ジニをはじめ、韓国を代表する俳優陣が競う。 
 

【あらすじ】 

1681年。朝鮮王朝第19代王、粛宗（スクチョン）即位から７年。早朝、川で釣りをして
いた朝廷の高官が何者かに襲われる。橋の下でひん死の状態で倒れていた高官を
ひとりの娘が偶然発見する。娘の名はトンイ。身分の低い者が住む村に父と兄と暮
らしていた。トンイはすぐに助けを呼びに行こうとするが、高官は必死に何かを伝え
ようとしていた…。（＃１より） 

© 2010 MBC 

スタート 

韓国歴史ドラマ 

日本初 

「チャングムの誓い」も放送中！ 

夜7：45～／宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット字幕版＞ 
夜9：30～／トンイ＜ノーカット字幕版＞ 

「チャングム」と「トンイ」の２大最高傑作を連続放送 

※ 

※＝吹替え版 
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                          わが心の大阪メロディー 
放送日時 5/17（土）スタート 毎週（土）午後5：00～ データ 日本/2007年、2009年、2011年 

キャスト 出演：上沼恵美子（司会）ほか スタッフ 
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関西版「秋の紅白歌合戦」 
上沼恵美子司会のもと、大阪ゆかりの歌を数多く披露 

日本のうた HD 

毎年10月末から11月初旬の１週間に、関西に関連した番組を集中して放送する
ＮＨＫの企画「関西ウィーク」。その期間中に、関西版の「思い出のメロディー」とし
て、 ＮＨＫ大阪ホールを会場に2001年より放送されている公開音楽番組。 

庶民のバイタリティーと人生の哀歓が交錯する街、大阪。ここで生まれた「大阪の
うた」は関西のみならず、日本中の老若男女の琴線に触れ、その時代を映し出し
てきた。全国の視聴者から募集する「心に残る大阪のうた」のリクエストの数々を
紹介するほか、日本を代表する歌手が大阪や関西にゆかりのある歌の数々を熱
唱する。 

CS初 

日本のうた 

©ＮＨＫ 

スタート イチオシ 

■2007年放送回／出演：五木ひろし、八代亜紀、川中美幸、天童よしみ、欧陽菲菲、堀内孝雄、
平和勝次とダークホース、BORO、永井みゆき、アン・サリー、浜村淳、大木こだま・ひびき、貫地谷し
ほり ほか 
 

■2009年放送回／出演：上田正樹、坂本冬美、小林幸子、ジェロ、純名里沙、つんく♂、天童よし
み、水森かおり、八代亜紀、渚ゆう子、ペギー葉山、堀内孝雄、松浦亜弥、倉科カナ、チャーリー浜、
服部克久ほか 
 

■2011年放送回／出演：氷川きよし、坂本冬美、天童よしみ、中村美律子、前川清、都はるみ、
桂三枝、ＮＭＢ４８、平和勝次とダークホース、トミーズ雅、間寛平、岡千秋、コシノヒロコ、尾野真千
子、桑名正博ほか 

「ＢＳ日本のうた」  

ＣＳ初・新エピソード続々登場！ 

◆関連番組◆ 

13（火）夜6：00～ 平日（月-金）放送 
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            映画「レイン・オブ・アサシン」 

放送日時 
5/4（日・祝）夜6：45～ 
5/24（土）午前11：00～ 

データ 中国・香港・台湾/2010年/字幕 

キャスト 
出演：ミシェル・ヨー、チョン・ウソン、ワン・シュエチー、
バービー・スーほか 

スタッフ 監督：ジョン・ウー、スー・チャオピン 

大ヒットを記録した「レッド・クリフ」のジョン・ウー監督が製作と共同監督を務めた、武侠アクション大作。明の時代を舞台に、武術界の究極の
奥義をめぐり、美しい女刺客と謎めいた暗殺集団の死闘と愛を描く。主人公である、女刺客シーユーには、「007 トゥモロー・ネバー・ダイ」の
ミシェル・ヨーが務める他、「私の頭の中の消しゴム」のチョン・ウソンなどアジアを代表する豪華俳優陣が競演。大胆なワイヤーアクションで
繰り広げられるバトルシーンは必見。 
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HD 

三国時代から約1200年後、明朝時代の中国が舞台 
「レッドクリフ」ジョン・ウー監督による、伝奇武侠アクション 

中国歴史映画 

【あらすじ】 明王朝時代、強大な力と中国武術界の覇権をもたらすといわれる達磨（だるま）大師のミイラを、暗殺組織・黒石が手に入れようと暗躍していた。
黒石の女刺客シーユー（ケリー・リン）はいまわしい過去と決別するため、組織に背き達磨の遺体と共に姿を消す。やがてシーユーはザン・ジン（ミシェル・ヨー）
と名乗り、配達人のアシャン（チョン・ウソン）と結ばれたが、組織の殺し屋たちが迫っていた…。 

© 2010, Lion Rock Productions Limited. 
All rights reserved 

中国歴史ドラマ 

一大帝国の礎を築いた英雄たちの生きざまを描く 

秦の中国統一までの興隆を描いた中国大河ドラマ。中国統一をかかげ、躍進していく秦王・嬴駟(えいし)が主人公。秦で初め
て王号を唱え、後に恵文王と称される嬴駟が、秦の勢力をさらに増大させていく様を描く。中国を統一する約100年前、“商鞅
の改革”により国力増強に成功した秦。身分等に囚われず有能な者を重用し、巧みな外交策と戦術によって、当時まだ弱小
国であった秦を強国へと成長させた。 

                大秦帝国 縦横 ＝強国への道＝ 

放送日時 5/14（水）スタート 平日（月-金）夜11：00～ データ 中国/2011年/全51話/字幕  
キャスト 出演：フー・ダーロン、ユー・エンタイ、ニン・チンほか スタッフ 

HD 中国歴史ドラマ 

©China International TV Corporation 

中国歴史映画 

スタート 
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                       京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし 
放送日時 5/13（火）新エピソードスタート 平日（火-金）朝8：00～ データ 2011-2012年/日本 

キャスト 出演：ベニシア・スタンリー・スミスほか スタッフ 
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ベニシアさん待望の新エピソードが登場 
ゆったりとした時間が流れるエコ･ライフスタイル番組 

新エピソード 
ライフスタイル 

ハーブ研究科ベニシアさんの日常を紹介するエコ・ライフ番組。
待望の新エピソードがＣＳ初で登場。５月から平日（火-金）朝8：00
はベニシアさんの時間。ゆったりと営まれる手づくりの暮らしを詩
的映像でつづる。 

京都大原の古民家で数百種類のハーブを育て、ハーブを衣食住
さまざまなシーンに活用し手作りのぬくもりを感じるライフスタイル
を送るベニシアさん。そんな彼女の生活が2013年に映画化され、
出版された数多くの本もベストセラーとなり話題になった。今年の
秋にはＤＶＤ化も予定されている。 
 

【あらすじ】 

京都・大原に雨の季節がやってきた。ベニシアさん、玄関にのれんを出して夏
支度。薪ストーブで湿気に弱い家具やハーブを乾かす。つづらから夏服を取り
出して衣替え。壊れたつづらを修理するため京都で唯一のつづら師・渡辺豪
和（たけかず）さんを訪ねる。自然の素材を使うつづらの制作工程に感嘆。親
から子へと 受け継がれていく伝統の技。夕方、収穫したタラゴンを使ってタル
タルソース作り。蚊帳を出して子供のベッドに設置する。（＃61より） 

(C)Telecom Staff/ NEP/ NHK 

HD CS初 スタート 
※ ※ 

※＝新エピソード（＃61～） 
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                 坂の上の雲 
放送日時 

毎週（日）午前10：00～放送中 
再放送 毎週（月）夜9：00～ 

データ 日本/2009-2010年/全13話 

キャスト 出演：本木雅弘、阿部寛、香川照之、菅野美穂ほか スタッフ 原作：司馬遼太郎、語り：渡辺謙 

伊予松山出身の３人を本木雅弘・阿部寛・香川照之が熱演 
日露戦争へと向かう第二部がスタート 

【第二部 日露戦争開戦へ、明治日本に訪れる最大の危機（＃５～＃９）あらすじ】  

日清戦争後、極東の権益をめぐって日本とロシアの関係は悪化。ロシアとの戦争を見据えた日本はイギリスと同盟を結ぶ。英国駐在を経て帰国した真之（本木
雅弘）は、海軍大学校の教官に就任。後進の育成に励む。病状が悪化し続けた子規（香川照之）は、俳句の革新を成し遂げ、壮絶な闘病の末に世を去る。日
本政府は外交交渉による対露関係修復を図る一方で着々と開戦の準備を進め、真之も連合艦隊参謀に補される。そして、日本は遂にロシアとの断交を決定し、
宣戦を布告。連合艦隊はロシア極東艦隊の基地・旅順を攻撃するが、２度にわたる閉塞作戦に失敗し、真之は親友・広瀬武夫を失う。 
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国内歴史ドラマ HD 

©NHK 

         阿部寛が語る！スペシャルドラマ 坂の上の雲 

放送日時 5/4（日）午前11：45～ データ 日本/2010年/全1話 

キャスト 出演：阿部寛ほか スタッフ 

阿部寛が「坂の上の雲」第二部の見どころを語る 
司馬遼太郎原作。ＮＨＫがドラマ化した「坂の上の雲」。ＴＶドラマ史上空前のスケールで描かれ、全三部構成で作られた。その第二部では、
日本とロシアの緊張が高まる中、未来に向かって成長していく男女を鮮やかに描いている。そんな「坂の上の雲」第二部の見どころを、正岡
子規を演じた香川照之をはじめ、秋山好古の妻・多美を演じた松たか子など豪華俳優陣のインタビューを交え、日本騎兵隊の父・秋山好古
役の阿部寛がたっぷりと語る。 

HD 

日本の歴史ドラマ 

ドキュメンタリー 

CS初 

数十年の時を経て映像化された司馬遼太郎の傑作。ＮＨＫが３年の歳月をかけ放送した本作を、チャンネル銀河が毎週１話ずつ初の連続
放送。明治という時代に立ち向かった四国・松山出身の３人の青春群像を渾身の力で描いた壮大な物語。 

CS初 

©NHK 
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              戦国疾風伝 二人の軍師 
放送日時 5/5（月・祝）スタート 平日（月-木）朝8：00～ ※2話連続放送 データ 日本/2011年/全7話 

キャスト 出演：高橋克典、山本耕史、西田敏行、貫地谷しほり ほか スタッフ 原作：嶋津義忠、脚本：尾西兼一 

高橋克典の時代劇初主演作品、「軍師官兵衛」とは一味違った黒田官兵衛 

【あらすじ】 播磨の御着城主・小寺政識（品川徹）に仕える筆頭家老の黒田官兵衛（高橋克典）は、早くから織田信長（加藤雅也）の天下を予見し、主君・政職に、信長への
臣従を進言する。ある日、官兵衛は、美濃・稲葉山城の乗っ取りで名を馳せた竹中半兵衛（山本耕史）を訪ねる。そこで信長の命で半兵衛に会いに来ていた木下藤吉郎（の
ちの豊臣秀吉）（西田敏行）と出会った半兵衛は、信長でなく秀吉に仕えることを決意する。（＃１より） 
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国内歴史ドラマ HD 

ＮＨＫ大河ドラマ関連番組 

嶋津義忠の原作「竹中半兵衛と黒田官兵衛 秀吉に天下を取らせた二人の軍師」をドラマ化。黒田官兵衛を高橋克典、竹中半兵衛を山本耕史が務め、
正反対の性格の二人の軍師をそれぞれ見事に演じている。2014年大河ドラマ「軍師官兵衛」と比較しても楽しめる作品となっている。 

スタート 

「軍師官兵衛」と同じ黒田官兵衛を高橋克典が熱演 

ＮＨＫ大河ドラマを盛り上げた共演者たちの主演作 （石原さとみ/大河ドラマ「義経」、 西島秀俊/大河ドラマ「八重の桜」） 

                   使命と魂のリミット 

放送日時 5/4（日・祝）朝7：00～ ※全２話一挙放送 データ 日本/2011年/全２話 

キャスト 出演：石原さとみ、舘ひろし、高島礼子、速水もこみち ほか スタッフ 原作：東野圭吾 

国内ドラマ HD 

石原さとみ主演・東野圭吾原作、傑作医療サスペンス 
病院施設が何者かに爆破され、停電の中、医師・警察・医療スタッフらが、それぞれの立場で使命を全うする物語。自分の父が
命を落とした大病院の研修医となったヒロイン（石原）と、彼女の父を殺したかもしれない医師（舘）。病院を破壊するという脅迫状
が続く中、２人は心臓手術に臨む。 

©NHK 

               ジャッジ～島の裁判官 奮闘記 ／ ジャッジII～島の裁判官 奮闘記 

放送日時 5/10（土）、11（日） ／ 17（土）、18（日）深夜1：00～ ※３話or２話連続放送 データ 日本/2007-2008年/全５話 

キャスト 出演：西島秀俊、戸田菜穂、小野武彦、的場浩司、浅野温子ほか スタッフ 

HD 

「八重の桜」の西島秀俊主演！島の裁判官が主人公の異色法廷ドラマ 

南国の離島に赴任してきた裁判官・三沢恭介（西島秀俊）。島でただ１人の裁判官である彼は、少年犯罪から離婚調停、殺人
事件とあらゆる事件を裁く。悩み、迷い、戸惑いながらも成長していく、若き裁判官の姿をさわやかに描くヒューマンドラマ。 

国内ドラマ スタート 

「ジャッジ～島の裁判官 奮闘記」
©NHK 
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5/3(土・祝） 
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和久峻三原作。フランキー堺主演の人気の法廷ミステリー「赤かぶ検事奮戦記」のＴＶスペシャル版「おしゃべり地蔵殺人事件」「笑う楊貴妃観音殺人事件」「南紀勝
浦温泉殺人迷路 美人看護婦レイプ裁判の謎」の３作品を一挙放送。同シリーズではお馴染みの、柊茂VS娘・葉子の法廷対決はもちろん、人情味あふれる物語がＴ
Ｖスペシャル版だけあって、パワーアップしている。 

                             赤かぶ検事奮戦記ＳＰ 

放送日時 5/3（土・祝）午前11：00～ ※全３話一挙放送 データ 日本/1990-1991年/全３話 キャスト 出演：フランキー堺、春川ますみ ほか 

「名探偵」の代名詞として広くその名を知られるシャーロック・ホームズ。イギリスのグラナダＴＶで製作された、ジェレミー・ブレット主演のシリーズは、最も原作に近い
“シャーロック像”として、多くのファンの支持を集め、世界70カ国以上で放送された。綿密な原作の研究と、徹底した時代考証により再現されたヴィクトリア朝時代のイ
ギリスの映像も一見の価値あり。 

HD 海外サスペンス 

ＧＷ 特別編成 

謎に包まれている作家アーサー・コナン・ドイルの若き日の物語。「シャーロック・ホームズ」の誕生秘話に迫る。医学生だった頃のコナン・ドイル（ロビン・レイン）が、ホー
ムズのモデルとなった人物ドクター・ベル（イアン・リチャードソン）と出会い、共に難事件を解決していく。 

HD 

国内サスペンス 

海外サスペンス 

                       シャーロック･ホームズの冒険＜長編＞ 

放送日時 5/5（月・祝）午前11：00～ ※５話連続放送 データ イギリス/1988-1993年/二カ国語 キャスト 出演：ジェレミー・ブレットほか 

                           コナン･ドイルの事件簿 

放送日時 5/6（火・祝）午前11：00～ ※全５話一挙放送  データ イギリス/2000-2001年/二カ国語 キャスト 出演：ロビン・レイン、イアン・リチャードソンほか 

        坂の上の雲 放送日時  5/4（日・祝）午前10：00～ 

        トンイ＜ノーカット字幕版＞先行プレミア放送 放送日時 5/4（日・祝）午後1：00～ ※４話先行プレミア放送 

        映画「レイン・オブ・アサシン」 放送日時 5/4（日・祝）夜6：45～ 

HD 

HD 

HD 

5/4(日・祝） 

国内歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

中国歴史映画 

→番組詳細はＰ６、Ｐ２、Ｐ４ 

5/5(月・祝） 

5/6(火・祝） 



2014年５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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