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全17作品一挙放送 

必殺仕事人スペシャル 
スペシャル版ならではの多彩な共演者に注目 

藤田まこと出演映画 

大河ドラマ「秀吉」 ／ 坂の上の雲 第三部 
その時歴史が動いた 運命の一瞬・東郷ターン～日本海海戦の真実～ 

日本の歴史ドラマ 

「坂の上の雲」© ＮＨＫ 

「必殺仕事人スペシャル」©ＡＢＣ/松竹 

『大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」 先行放送』 © ＮＨＫ 

映画「突入せよ！あさま山荘事件」 

日本の名俳優 大全集 
孤独のグルメ Season２ ／青春ド真中！  
NHKスペシャル 未解決事件「file.01 グリコ・森永事件」 

海外サスペンス 
ニュー・トリックス 第８シリーズ ／名探偵ポワロ（短編）  
刑事マードックの捜査ファイル シーズン３ 

CS初 

CS初 

映画「明日への遺言」 

７月の本放送に先駆け放送 

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」 先行放送 
「江～姫たちの戦国～」 関連番組 
歴史秘話ヒストリア 私たち、幸せになります～戦国を生きた女「江」姉妹の結婚～ 

「刑事マードックの捜査ファイル シーズン３」© Shaftesbury Films 

イチオシ 
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                               必殺仕事人スペシャル 
放送日時 6/8（日）スタート 毎週（日）午後1：00～ ※２～４話連続放送 データ 日本/1981-1992年 

キャスト 出演：藤田まこと ほか スタッフ 

イチオシ 
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「必殺」シリーズのスペシャル版を17作一挙放送 
ＴＶシリーズとは一味違う、異色作が目白押し！ 

国内歴史ドラマ HD 

藤田まこと主演。表向きは、まともな職業の一般人だが、ひとた
び依頼を受けると、各々の商売道具を使って裏稼業を敢行し、
虐げられた人々の恨みを晴らす闇のアウトローたちを描く人気
時代劇「必殺」シリーズ。殺し屋たちのハードな活躍と生きざまを
描く。1972年から20年にわたって放送された人気シリーズのＴＶ
スペシャル版17作品を、チャンネル銀河で一挙に放送。 

見どころはスペシャル版ならではの共演者やストーリー。時代劇
の枠を超えたエンターテイメント性あふれる展開は、ＴＶシリー
ズでは味わえないスペシャル版ならではの面白さ。キャストも、
三田村邦彦、村上弘明、中条きよし、京本政樹と男前の仕事人
をはじめ、菅井きん、白木万里の“せん”と“りつ”といった、シ
リーズのお馴染みのキャラクターはもちろん、山城新伍や沖雅
也、舛添要一など、それぞれ豪華キャストが競っている。 

©ＡＢＣ/松竹 

必殺仕事人スペシャル全17作品 

※ 

※７月にかけて放送 

※ 

※ＳＤ作品もあり。詳細は次ページ参照 
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必殺仕事人スペシャル全17作品 

【HD】 「特別編必殺仕事人 恐怖の大仕事 水戸・尾張・紀伊」              共演：横山やすし、西郷輝彦 ほか            

【HD】 「必殺シリーズ１０周年記念スペシャル 仕事人大集合」              共演：沖雅也、緒形拳、森田健作 ほか          

【HD】 「（秘）必殺現代版 主水の子孫が京都に現われた」                   共演：菅井きん ほか 

【HD】 「年忘れ必殺スペシャル 仕事人アヘン戦争へ行く」                   共演：アグネス・チャン、栗塚旭 ほか 
 

【HD】 「必殺仕事人意外伝 主水、第七騎兵隊と闘う」                         共演：水前寺清子、樹木希林 ほか 
 

【HD】 「新春仕事人スペシャル 必殺 忠臣蔵」                                 共演：錦織一清、山城新伍 ほか 
 

【HD】 「必殺仕事人ワイド 大老殺し」                                              共演：宍戸錠、江夏豊、坂口良子 ほか 
 

【HD】 「必殺ワイド・新春 久しぶり！主水、夢の初仕事」                      共演：長山藍子 ほか 
 

【HD】 「お待たせ！必殺ワイド 仕事人VS秘拳三日殺し軍団」               共演：高田純次、萬田久子 ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル・新春 決定版！大奥、春日野局の秘密」      共演：小川真由美、近藤正臣 ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル春一番 仕事人、京都へ行く」              共演：近藤正臣、藤真利子 ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル秋！仕事人VS仕事人」                  共演：池内淳子、大出俊 ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル・新春 大暴れ仕事人！」                 共演：舛添要一、上岡龍太郎 ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル春 勢ぞろい仕事人！」                 共演：前田吟、綿引勝彦 ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル・秋 仕事人VSオール江戸警察」           共演：笑福亭鶴瓶、亀石征一郎 ほか 
 

【SD】 「必殺スペシャル春 世にも不思議な大仕事」              共演：浅茅陽子、宮尾すすむ ほか 
 

【HD】 「必殺スペシャル新春 せん・りつ誘拐される 主水どうする？」   共演：山城新伍、丹波哲郎 ほか 

スペシャル版ならではの多彩な共演者が見どころ！ 
全17作品を一挙放送！ 
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           映画「突入せよ！あさま山荘事件」 
放送日時 

6/1（日）午後4：30～ 
再放送 6/14（土）午前11：00～、6/22（日）夜6：30～ 

データ 日本/2002年 

キャスト 出演：藤田まこと、役所広司、宇崎竜童、伊武雅刀ほか スタッフ 監督：原田眞人、原作：佐々淳行 

警察側と連合赤軍との攻防戦を描いた日本史上最大のろう城事件 

【あらすじ】 1972年２月19日、長野県南軽井沢のあさま山荘に、連合赤軍のメンバー５人が管理人の妻を人質に取り、立てこもった。警察庁長官・後藤田
（藤田まこと）の特命により丸山参事官（串田和美）の補佐として現地へ向かった警備局付警務局監察官・佐々淳行（役所広司）。彼はかつて数々の学生紛
争を戦ってきた己の運命を呪いながら、陣頭指揮にあたることになった。現場は厳冬、警視庁と長野県警の対立、先の見えない戦況に業を煮やすマスコミな
どトラブルが山積。当初２、３日で解決すると思われた事件は、人質の安否も分からぬまま一週間を超えてしまう。そして遂に佐々は強行突入を決意するが…。 
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邦画 HD 

© 2002あさま山荘事件製作委員会 

                     映画「明日への遺言」 
放送日時 

6/1（日）夜7：00～ 
再放送 6/7（土）午前11：00～、6/29（日）夜6：30～ 

データ 日本/2007年 

キャスト 出演：藤田まこと、ロバート・レッサー、西村雅彦、蒼井優ほか スタッフ 監督：小泉堯史 

藤田まこと主演、毅然とした人間の品格を描いた秀作 
藤田まこと主演。第二次世界大戦終了後、Ｂ級戦犯裁判をたったひとりで戦い抜いた中将・岡田資の誇り高き生涯を描いた感動の歴史ドラマ。「博士の
愛した数式」の小泉堯史が監督を務め、富司純子、西村雅彦など多彩な顔ぶれが競演。ナレーションを竹野内豊が務めたことでも当時、話題となった。
Ｂ級戦犯として法廷にありながら、司令官として自らの戦争犯罪を認め、最後まで自分の信念を貫き、堂々と戦い抜いた岡田中将を藤田まことが熱演。
部下を守り、全責任を負う覚悟を見せる岡田中将の清清しい姿は、現代人が失いつつある“真摯な生き方”を訴えている。 

HD 

藤田まこと出演映画 

1972年２月19日、日本人の９割以上がテレビに釘付けになった史上最大のろう城事件、“あさま山荘事件”。この実際の事件を元にしたベストセラー・ド
キュメンタリー『連合赤軍「あさま山荘」事件』を原作に、完全映画化。警察庁長官・後藤田を藤田まことが務め、彼の特命を受け、現地へと向かう佐々淳
行を役所広司が熱演。警察側と連合赤軍との10日間におよぶ攻防戦を描いている。監督には、「クライマーズ・ハイ」などの名画を手がけた原田眞人。ク
ライマックスに描かれた大迫力の突入シーンは、まさに必見！ 

© 2007 『明日への遺言』製作委員会 

【あらすじ】 昭和23年３月、Ｂ級戦犯としてスガモ・プリズンに勾留されていた元東海軍司令官・岡田資中将（藤田まこと）の裁判が開始された。岡田中将とそ
の部下に対する起訴理由は、捕虜となった米軍搭乗員に対して正式な審理を行わずに斬首処刑を執行したことだった。検察側は岡田中将らの行為は殺人だ
と証言し、弁護側は処刑された搭乗員は無差別爆撃を行った戦争犯罪者であると主張した。この法廷闘争を「法戦」と位置づけた岡田中将は、すべては司令
官である自身の責任として全面的に引き受けようとしていた。 

邦画 
あ し た 

たすく 

たすく 
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            大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」 先行放送 
放送日時 6/1（日）昼12：00～ ※３話先行放送 データ 日本/2011年/全46話 

キャスト 出演：上野樹里、宮沢りえ、水川あさみ ほか スタッフ 脚本：田渕久美子、語り：鈴木保奈美 

上野樹里主演、ＮＨＫ大河ドラマ第50作目の記念作「江～姫たちの戦国～」をＣＳ初放送。７月
の本放送に先駆け３話を先行放送する。ＮＨＫで好評放送中の「軍師官兵衛」と同じ時代を生き
た、織田信長の姪、江・茶々（淀）・初の美しき３姉妹の物語。 

当時「のだめカンタービレ」で人気を博した上野樹里をはじめ、江の姉、茶々・初を、宮沢りえ・
水川あさみがそれぞれ熱演。他にも、信長を豊川悦司、秀吉を岸谷五朗、家康を北大路欣也
ら豪華俳優陣が務める。また、脚本を「篤姫」を手がけた田渕久美子が務め、女性から見た信
長ら男たちの戦いや、江たち姉妹の恋愛・姉妹愛など丁寧に描いている。 
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HD 

「軍師官兵衛」と同じ時代を生きた、美しき三姉妹の物語 
７月の本放送に先駆け先行放送 

国内歴史ドラマ 

© ＮＨＫ 

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」放送開始記念！ 
主人公・江の知られざるシンデレラストーリー 
大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」放送開始記念。教科書には載らない、しかしそこに確かに生きた人々の秘められたおもいの
物語“秘話”の数々を紹介し、歴史の奥深さ、面白さを追求するＮＨＫの歴史情報番組。 

現在、結婚するカップルの９割は「恋愛結婚」。しかし戦国時代の結婚といえば「政略結婚」。ある日突然、見知らぬ夫に嫁ぎ夫
婦となる。そんな結婚を繰り返したのが、大河ドラマのヒロイン“江”。男の戦いが戦場なら、女の戦いは、まさに「結婚」。３度の政
略結婚を体験する江は、そんな結婚にも幸せを求め、３度目でその願いをかなえる。一大名の娘から、将軍の妻へ。戦国のシ
ンデレラ・江の“幸せへの戦い”の物語。 

         歴史秘話ヒストリア 私たち、幸せになります～戦国を生きた女「江」姉妹の結婚～ 

放送日時 6/1（日）午後3：30～ データ 日本/2011年/全１話  
キャスト 出演：渡邊あゆみ（案内役）ほか スタッフ 

HD ドキュメンタリー 

「江～姫たちの戦国～」先行放送 

CS初 

CS初 

© ＮＨＫ 
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                 大河ドラマ「秀吉」 

放送日時 
6/28（土）スタート 午前11：30～ ※５話連続放送 
◆7月…毎週（土）午前11：00～ ※６話連続放送（予定） 

データ 日本/1996年/全49話 

キャスト 出演：竹中直人、渡哲也ほか スタッフ 原作：堺屋太一、語り：宮本隆治 

「軍師官兵衛」で秀吉を演じる竹中直人の原点、大河ドラマ「秀吉」を毎週一挙放送 
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国内歴史ドラマ 

日本の歴史ドラマ 

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。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。その夢を実現した男、豊臣秀吉。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つめる出世物語を現代の視点から解釈し直した“サラリーマン太閤記”。 

スタート 

          その時歴史が動いた 運命の一瞬・東郷ターン～日本海海戦の真実～ 

放送日時 6/29（日）午前11：45～ データ 日本/2000年/全１話 キャスト 出演：松平定知ほか 

「坂の上の雲」放送開始記念！敵艦見ユ、東郷平八郎が見せた決断の一瞬 
「坂の上の雲」放送開始記念。歴史が大きく動いた決定的な瞬間にスポットを当て、そのとき歴史にかかわった人々の知られざる人間
ドラマを描く、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。今回は、本番組の記念すべき第一回目。明治維新
以降、日本に訪れた最大の危機、日露戦争。日本海海戦で、ロシアのバルチック艦隊を破り、奇跡の勝利を収めた連合艦隊司令長
官・東郷平八郎の「その時」、明治38年（1905年）５月27日に迫る。 

ドキュメンタリー 

                  坂の上の雲 

放送日時 
毎週（日）午前10：00～放送中 ◆6/8（日）より第三部スタート 
再放送 毎週（月）夜9：00～ 

データ 日本/2010-2011年/全13話 

キャスト 出演：本木雅弘、阿部寛、渡哲也ほか スタッフ 原作：司馬遼太郎、語り：渡辺謙 

司馬遼太郎の傑作、最終回に向けていよいよ第三部スタート 

国内歴史ドラマ HD 

【第三部 日露戦争終結、激動の時代「明治」という上り坂の果てに（＃10～＃13）あらすじ】 海軍の意向に反し、乃木希典（柄本明）率いる陸軍は要塞攻略を目指
して正面突撃を繰り返し多大な犠牲者を出す。遂に乃木は要塞攻略を諦め作戦目標を二〇三高地の攻略に絞り、親友・児玉源太郎（高橋英樹）の助けを得てこれ
を攻略。旅順艦隊は壊滅する。好古（阿部寛）率いる秋山支隊は各地の戦いでロシアのコサック騎兵を破る活躍を見せ、ロシア側の作戦ミスも重なって陸軍は辛うじ
て奉天を制する。一方、対馬海峡でロシアのバルチック艦隊を待ち受ける海軍はバルチック艦隊の動きを掴めずにいた。津輕海峡方面の艦隊移動決定直前、旗艦・
三笠に「敵艦見ユ」の一報が入る。真之（本木雅弘）は大本営への電文に一文「本日、天気晴朗ナレドモ波高シ」を添える。 

CS初 

© ＮＨＫ 

© ＮＨＫ 

© ＮＨＫ 
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松重豊主演。異色のグルメドラマ「孤独のグルメ」の第２シリーズ。料理のうんちくを述べるのではなく、ひたすら
主人公の食事シーンと心理描写をつづり、淡々とストーリーが流れていく異色のグルメドキュメンタリードラマ。
ドラマ内で紹介されるお店は全て実在する“味な店”。いざ、幸福に空腹を満たす癒やしの旅へ！ 
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                 孤独のグルメ Season２  

放送日時 6/7（土）スタート 毎週（土）夜6：30～ ※3話連続放送 データ 日本/2012年/全12話 

キャスト 出演：松重豊ほか スタッフ 原作：久住昌之、画：谷口ジロー 

国内ドラマ 

異色のグルメコミックを松重豊主演で実写化した人気ドラマ 

中村雅俊主演。産休補助教師として修学院高校に赴任してきた女好きの熱血漢、あだ名は「バクダン」こと中原
俊介（中村雅俊）。破天荒なバクダンに、通称「ヘー」（秋野太作）と「ボーヤ」（神田正輝）の２人を加えた、先生ら
しくない３人の教師と、大人びた生徒たちが織りなすドタバタな日常の物語。 

                     青春ド真中！  
放送日時 6/7（土）スタート 毎週（土）深夜1：00～ ※3話連続放送（28（土）のみ4話連続） データ 日本/1978年/全１3話 

キャスト 出演：中村雅俊、秋野太作、神田正輝、あべ静江ほか スタッフ 脚本：鎌田敏夫ほか 

女好きの熱血漢 「バクダン」 の奮闘を描く、中村雅俊主演の学園ドラマ 

上川隆也主演。戦後の犯罪史上、最も特異な展開を見せた未解決事件「グリコ・森永事件」を徹底的に検証・追
跡したＮＨＫのドキュメンタリードラマ。300人を超す元捜査員や事件記者たちへの取材に加え、ＮＨＫに残されて
いた取材メモや、入手した警察の内部資料などをもとに事件の深い闇を描く。 

     NHKスペシャル 未解決事件「file.01 グリコ・森永事件」  

放送日時 6/14（土）午後2：00～ ※全３話一挙放送 データ 日本/2011年/全３話 

キャスト 出演：上川隆也、池内博之、大杉漣ほか スタッフ 

日本中に大きな衝撃を与えた「グリコ・森永事件」を上川隆也主演でドラマ化 

HD 

HD 

HD 

日本の名俳優 大全集 

©2012 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京 

スタート 

スタート 

松重豊 

©ユニオン映画 

中村雅俊 

© ＮＨＫ 

上川隆也 

国内ドラマ 

国内ドラマ 
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ロンドン警視庁のやり手の女性警視サンドラ率いる、未解決事件専従捜査班ＵＣＯＳ(ユーコス)。メンバーは個
性派ぞろいの退職デカたち。現役時代の知識と経験を活かし、ベテランの勘と型破りな捜査で事件を解決する。 

ニュー・トリックス 第８シリーズ 

放送日時 
6/1（日）スタート 毎週（日）朝7：00～（1（日）は朝8：00～）  
※２or３話連続放送 

データ イギリス/2011年/字幕/全10話 

キャスト 
出演：アマンダ・レッドマン、ジェームズ・ボラン、アラン・アームストロング、
デニス・ウォーターマンほか 

スタッフ 

海外ドラマ スタート 

© Wall to Wall 2011 

絶大な人気を誇り続ける名探偵ポワロの短編をお届け 
世界的な人気を誇るミステリーの女王、アガサ・クリスティーがミス・マープルと共に生み出した名探偵、エル
キュール・ポワロ。ピンと尖った口髭と、“灰色の脳細胞”が詰まった卵形の頭がトレードマーク。今も絶大な人気
を誇り続ける名作。 

名探偵ポワロ（短編）   
放送日時 

6/10（火）スタート 毎週（火）午後3：00～ ※２話連続放送 
再放送 同日深夜0：00～ 

データ イギリス/1989年/二カ国語 

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 

©Copyright ITV plc (ITV Global 

Entertainment Ltd) 

法医学的捜査を駆使し難事件を解決していく１話完結の正統派ミステリー 
刑事ウィリアム・マードックは頭脳明晰で優秀な捜査官。美しく優秀な法医学者ジュリア、ちょっとおとぼけキャラだ
が優秀な助手・巡査ジョージとともに、科学的知識と観察力、そして、論理的思考と超自然的ともいえる“ひらめき”
を駆使して、クールに、そしてスマートに難事件の全貌を明らかにしていく。 

刑事マードックの捜査ファイル シーズン３ 

放送日時 6/29（日）スタート 毎週（日）朝7：00～ ※３話連続放送 データ カナダ/2010年/字幕/全13話 

キャスト 出演：ヤニック・ビッソンほか スタッフ 

HD 

HD 

スタート 

海外ドラマ 

© Shaftesbury Films 

海外サスペンス 

HD 

スタート 
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【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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