
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 

■松本清張リクエスト祭り 全30作品一挙放送 
 
■韓国歴史ドラマ「朱蒙」＜ノーカット字幕版＞ 
 
■「国盗り物語」 
 
■「項羽と劉邦 KING'S WAR 」 
 
■「大祚榮 テジョヨン」＜ノーカット字幕版＞  

CS初放送12作品！ 

韓国歴史ドラマの最高傑作！ 

司馬遼太郎原作・北大路欣也主演！ 

大人気中国歴史ドラマが再スタート！ 

「朱蒙」と同時代を描く 

チャンネル銀河2015年1月おすすめラインナップ 

国内サスペンス 

韓国歴史ドラマ 

日本歴史ドラマ 

中国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 



松本清張リクエスト祭り 

【番組の全体概要】 

松本清張原作、数々の名優が出演する珠玉のサスペンス。 

2014年8月実施の「清張祭り」で放送した30作品の中から再放送希望の多かった
15作品に、リクエストのあった15作品を加え、30作品を連日一挙放送。また、
「あなたが選ぶベスト・オブ・清張」で人気投票上位5位にランクインした作品を、
5（月）からの銀河サスペンス745と、11（日）からの毎週（日）午後4：00～
放送。 

放送作には、船越英一郎や名取裕子、若村麻由美など国内サスペンスを代表する俳
優陣はもちろん、三船敏郎や関根恵子（現：高橋惠子）、林隆三など往年の名優た
ちも出演している。 
【放送作品】 
トップ５ 

1位「ゼロの焦点」 2位「黒革の手帖」 3位「蒼い描点」 4位「熱い空気」 5位「疑惑」 

【あなたが選ぶベスト・オブ・清張概要】 

実施期間：2014年8月1日～9月30日 投票総数：約7,000件 

 

CS初含 イチオシ 国内サスペンス HD作品含む スタート 

視聴者による「あなたが選ぶベスト・オブ・清張」 

上位5位発表を含む、松本清張作品を大特集 

松本清張サスペンス全30作品一挙放送 
放送日時 

5（月）スタート 毎週（月-金）夜7：45～ 
11（日）スタート 毎週（日）午後4：00～ 

データ 日本/全30話 

キャスト 各番組参照 スタッフ 原作：松本清張 

巻末に各作品リストを付けております。 上写真：松本清張 



カスタマーセンターへのリクエストNo.1 
韓国歴史ドラマの金字塔 

韓国歴史ドラマ HD スタート 

驚異の視聴率を記録した歴史超大作！ 

「男もハマる韓国ドラマ」という新ジャンルを確立したあの『朱蒙』が 

いよいよチャンネル銀河に登場！ 
【番組の全体概要】 

「チャングム」を超える極上の韓国歴史ドラマ！高句麗建国の英雄・朱蒙（チュモン）の生涯を
男たちの熱い絆と戦いのドラマとして、壮大なスケールで綴った本作。優れた脚本・迫力ある映
像・役者たちの見事な演技が評判を呼び、韓国内で週間視聴率35週連続1位を獲得し、最終回で
51.9％の視聴率を獲得。日本でも、韓流史上最大のレンタルDVD出荷累計80万枚を記録。予
想のつかないスリリングな展開、心揺さぶるドラマに釘付けになること間違い無しの歴史大作。 

ひ弱な王子が逞しく成長していく姿に、「男ならこうありたい！」、「母性本能をくすぐる」と
男女ともに朱蒙の人間的魅力にハマる人が続出！ソン・イルグクはじめ、出演俳優が「朱蒙」出
演後に大きく飛躍していったことも、本作出演陣の魅力を物語っている。 

朱蒙 チュモン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時 21（水）スタート 毎週（月-金）夜10：00～ データ 2006年/韓国/字幕/全81話 

キャスト 
ソン・イルグク（チュモン（朱蒙））、ハン・ヘジン（ソソノ）、 
キム・スンス（テソ）ほか 

スタッフ 

【あらすじ】 

紀元前108年、漢の侵略により古朝鮮国が滅亡する。国を失った流民たちを率いて漢に抵抗する民族の英雄ヘ
モス(解慕漱)は漢軍との闘いで重傷を負い、河 伯(ハベク)族の娘ユファ(柳花)に救われる。やがてふたりは恋に
落ち、ユファはヘモスの子を身ごもるが、それを知る間もなくヘモスは漢軍の矢に倒れてし まう。愛する人を
失った悲しみの中、ユファはヘモスの親友で扶余(プヨ)の太子クムワ(金蛙)に保護されて男児を出産し、チュモ
ン(朱蒙)と名付ける。心 ひそかにユファを思うクムワは彼女を側室に迎え、友の忘れ形見チュモンを育てるこ
とを決意する。その後、兄たちの策略でついに 宮中を追放されてしまったチュモンは、実父ヘモスであるとも
知らず偶然出会った盲目の男性から武芸を学び、強く生まれ変わっていく。 

2006年ＭＢＣ演技大賞では最多7部門を受賞 ©All Rights Reserved by MBC 2006/7 



司馬遼太郎の代表作2作品を放送！ 

日本歴史ドラマ HD スタート 

司馬遼太郎が描く激動の時代～戦国時代～ 

北大路欣也、伊藤英明、渡部篤郎が 

戦国武将の複雑に絡み合う数奇な運命とその生涯を演じる！ 
【番組の全体概要】 

司馬遼太郎原作、下克上の時代を描いた歴史小説をドラマ化。天下獲りのためにしのぎを削る3人の男の群雄割拠の物
語。油商人から身を起こして美濃一国を支配した斎藤道三を北大路欣也が、織田信長を伊藤英明、明智光秀を渡部篤郎
が熱演。「天下を獲る」事に執念を燃やす人々の熱き闘いを描く娯楽戦国時代劇。 

国盗り物語 
放送日時 17（土）スタート 毎週（土）午前11：00～ 2話連続 データ 2005年/日本/全10話 

キャスト 
北大路欣也（斎藤道三）、伊藤英明（織田信長）、渡部篤郎（明智光秀）、
菊川怜（濃姫）ほか 

スタッフ 原作：司馬遼太郎 

【あらすじ】 
斎藤道三は、一介の油商人から身を起して、主君・土岐頼芸を助け、守護職の土岐政頼
を追い出すが、次にはその頼芸を放逐し、美濃一国の国主に成り上がる。その容赦ない 

権謀術数は“蝮の道三”と恐れられる。しかし、天下盗りへの夢は、息子・斎藤義竜に 

よって破られる。その夢を継ぐのが、娘婿・織田信長と、幼い頃から英才教育を施した 

明智光秀の二人である。斎藤道三という一つの根から生れた二つの分身、信長と光秀。 

道三の託した天下布武の夢は、信長によって天下統一目前と言うところまで達しながら、 

歴史の皮肉というべきか、光秀によって本能寺で絶たれてしまう。そして、その光秀も 

また、天目山に敗れて天下から落ちていく。 

織田信長役の伊藤英明は岐阜県出身 
©表記せず 



HD スタート 

【番組の全体概要】 

年末年始特別編成。司馬遼太郎原作。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。 

原作の発行部数は1,900万部を超え、多くの日本人の心を動かした 

司馬遼太郎の代表作。主人公の、日露戦争を勝利に導いた秋山好古・ 

真之兄弟、俳句改革に命をかけた正岡子規を、それぞれ阿部寛・ 

本木雅弘・香川照之が熱演。明治という時代のエネルギーを 

壮大なスケールで描き、現代日本人に勇気と元気を与える大作。 

坂の上の雲 

放送日時 
1（木）午後3：00～ 4日間連続放送 
※4（日）は午後4：00～ 

データ 
2009-11年/日本/ 
全13話/NHK 

キャスト 本木雅弘（秋山真之）、阿部寛（秋山好古）、香川照之（正岡子規）ほか スタッフ 
原作：司馬遼太郎、 
語り：渡辺謙 

司馬遼太郎が描く激動の時代～明治日本～ 

時代に立ち向かう、伊予松山出身の3人を中心に描かれた青春群像！ 

日本歴史ドラマ 

司馬遼太郎の代表作2作品を放送！ 

【あらすじ】 

明治元年、松下城下の秋山家に誕生した真之。それから9年後、いたずら 

盛りの真之は後の正岡子規となる升と友人になり、町を駆け回っていた。 

一方、真之の16歳になる兄・好古は勉学に思いを募らせ、師範学校への 

入学を目指し大阪へと旅立つ。明治16年、子規（香川照之）が大学予備 

門を目指すため東京へ行くことになる。松山に残された真之（本木雅弘） 

の元に好古（阿部寛）から東京へ来るようにとの手紙が届く。（#1「少年の国」より） 
坂の上の雲 ©ＮＨＫ 



好評につき、再スタート！ 

韓国歴史ドラマ HD スタート 

大祚榮 テジョヨン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 
5（月）スタート 毎週（月-金）午後3：00～  
2話連続 

データ 
2006年/韓国/字幕/ 
全134話 

キャスト 
チェ・スジョン（テ・ジョヨン）、チョン・ボソク（イヘゴ）、
イ・ドクファ（ソリンギ）ほか 

スタッ
フ 

【番組の全体概要】 

2007年下半期、韓国時代劇視聴率No.1。歴史エンターテインメント超大作。ノーカット版で 

放送する本作は、英雄たちの情熱と権力闘争、高句麗と唐との息詰まる戦闘シーンをはじめ、主人公・テジョ
ヨンと女性たちとのラブ・ロマンスなどエンターテインメントの要素を余すところ無く詰め込んでいる。 

項羽と劉邦 KING'S WAR 
放送日時 20（火）スタート 毎週（月-金）夜11：15～ データ 

2013年/中国/吹替え/全
80話 

キャスト 
チェン・ダオミン（劉邦/声：野島昭生）、 

ピーター・ホー（項羽/声：内田夕夜）ほか 
スタッフ 

演出：ガオ・シーシー 
脚本：ワン・ハイリン、 
イエン・ガン 

 

【番組の全体概要】 

紀元前206年から202年に、中国全土で繰り広げられた楚漢戦争を圧倒的なスケールで描き出した本作。 

『三国志 Ｔｈｒｅｅ Ｋｉｎｇｄｏｍｓ』のガオ・シーシー監督が、総製作費35億円をかけ、生み出した中国
ドラマ史上、最大スケールのエンターテインメント巨編。 

中国歴史ドラマ HD スタート 

大祚榮 テジョヨン ©KBS／項羽と劉邦 KING’S WAR ©中国国際電視総公司 



好評につき、再スタート！ 

海外サスペンス HD スタート 

名探偵ポワロ＜短編/長編＞ 

放送日時 

短編 5（月）スタート  
毎週（月-金）朝7：00～/深夜1：00～ 
長編 10（日）スタート  
毎週（土）午後4：00～ 

データ 
1989～2010年/イギリス/
二カ国語 

キャスト デビッド・スーシェ（ポワロ）ほか スタッフ 
原作： 
アガサ・クリスティー 

【番組の全体概要】 

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。 

山岳サスペンス 
放送日時 

10（土）、１７（土）夜6：00～  
2話連続 

データ 
制作：1989-1991年/ 
日本/4話 

キャスト 伊藤かずえ（殿岡みどり）、露口茂（筑前由紀夫）ほか スタッフ 
原作：梓林太郎ほか 
脚本：安本莞二 

HD スタート 

【番組の全体概要】 

伊藤かずえ主演。日本各地の山岳で起こる奇怪な事件を解決していくサスペンスシリーズ。火曜サスペンス劇
場で放送されていた本作。「赤いシリーズ」や「スチュワーデス物語」の安本莞二が脚本を務めている他、伊
藤かずえと共に事件を解決する先輩刑事には、「太陽にほえろ！」で山さんを演じた露口茂が務めるなど、豪
華な共演陣も見どころ。 

名探偵ポワロ：©ITV Global Entertainment Ltd／山岳サスペンス：©大映テレビ 

国内サスペンス 



11（日）夜8：15 

11（日）夜6：00 

『疑惑』 
 

制作：1992年/日本 

出演：いしだあゆみ（鬼塚球磨子）、小林稔侍（佐原卓吉）ほか 

【あらすじ】 

ある雨の夜、1台の車が猛スピードで港に入り、スピードを緩めることなく海の中へと消えていった。しばらくして、1人の女性
が海面へ浮上してくる。彼女の名前は、白河球磨子（いしだあゆみ）。旧姓は鬼塚。富山の財産家、白河福太郎（織本順吉）と
結婚して間もない後妻。しかも球磨子は前科四犯、暴力団員とも関わりがあり、旧姓鬼塚から“鬼クマ”と呼ばれる札付きの悪
女だった・・・。 

ランキング 

5位 

11（日）午後4：00 

『わるいやつら』 
 

制作：2001年/日本 

出演：豊川悦司（戸谷信一）、十朱幸代（藤島千世）、藤真利子（寺島トヨ美）ほか 

 

HD 

【あらすじ】 

大病院の2代目院長であり外科部長でもある戸谷（豊川悦司）は、亡くなった元院長の娘で、妻の慶子（杉本彩）と、一億円の慰
謝料で病院を譲るという条件で離婚を受け入れた。看護婦長の寺島トヨ美（藤真利子）は、診察に来ていた横武たつ子（広岡由
里子）と戸谷の関係を疑い、不審に思っていた。ある夜、たつ子は、夫が死に保険金が下りて離婚が成立したら結婚してくれる
という戸谷の約束を確認するのだが・・・。 

【あらすじ】 

粉雪舞う夜、北陸の旧家・生田家の分家である市之助とその妻が何者かに殺された。犯人を目撃したのは、隣家のお房と市之助
夫妻の5歳になる娘・雪代だった。お房は犯人の特徴として、生田家の家紋の入った提灯を持ち、頭巾を被った背の高い男と証言
する。県警が捜査に乗り出すが、男は見つからず事件は迷宮入りした。それから18年後、雪代（岸本加世子）は両親の死の真相
を知らずに、幸せな生活を送っていた・・・。 

『家紋』 
 

制作：2002年/日本 

出演：岸本加世子（雪代・美奈子）、大地康雄（松野刑事）ほか 

 

HD 

「疑惑」 ©レオナ／「わるいやつら」・「家紋」：コピーライト不要 8 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 

イチオシ 

5（日）夜7：45 



『黒の奔流』 
 

制作：2009年/日本 

出演：船越英一郎（丹羽修造）、賀来千香子（丹羽ひとみ）、星野真里（横山リエ）ほか 

9 

HD 

【あらすじ】 

弁護士の丹羽修造（船越英一郎）は、とある強盗殺人の被告人・横山リエ（星野真里）の弁護を担当することになった。彼女は、
自白を強要されたことを告白し、無罪を主張するが、彼女を犯人と裏付ける証拠は揃い、俄然不利な状況であった。被告人の無実
を信じる丹羽は、事件当日の目撃情報収集に奔走。そして、ある証言をもとに不利な状況から一転、見事無罪を勝ち取るが・・・。 

12（月）夜7：45 

【あらすじ】 

ある夜、タクシー運転手の小山田（林隆三）は、交通事故を起こし、一人の男をひき殺してしまう。懲役3年の判決で服役した小
山田に、会社の亀村（桑山正一）は、「お前はハメられたのかも・・・」と謎の言葉をかける。出所後、彼の言葉が気になって
いた小山田は、あの夜の交通事故を調べなおし・・・。 

『交通事故死亡1名』 
 

制作：1982年/日本 

出演：林隆三（小山田晃）、あべ静江（圭子）ほか 

 

HD 

13（火）夜7：45 

『不在宴会 死亡記事の女』 
 

制作：2008年/日本 

出演：三浦友和（魚住一郎）、田中好子（魚住早紀子）、平田満（鶴原）ほか 

HD 

【あらすじ】 

中央省庁局長の魚住（三浦友和）は、将来を約束されたエリート官僚。ある日、福島の交通事情を視察後、浮気相手のホステス
と落ち合うため温泉宿へ。ところが女は、風呂場で何者かに殺されていた。魚住は、自分の将来を思い、黙ってその場を立ち去
る。そして自分を陥れようとする人間がいるのではと疑心暗鬼になっていた。そんな中、福島での案内役を務めた鶴原（平田
満）が現れ・・・。 

14（水）夜7：45 

「黒の奔流」：コピーライト不要／「交通事故死亡1名」 ©三船プロダクション／「不在宴会」：コピーライト不要 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 

イチオシ 



『10万分の1の偶然』 
 

制作：1981年/日本 

出演：関根恵子（明子）、泉谷しげる（山鹿恭介）ほか 

 【あらすじ】 

東名高速で追突事故が発生、9人の死傷者が出た。この事故を偶然カメラに収めた山鹿恭介（泉谷しげる）の写真が報道写真の年
間最高賞を受賞し、賞賛された。この事故で恋人を失い、悲しみに暮れていた明子（関根恵子）は、知人から、この写真の存在
を知る。明子は、この写真を撮った山鹿のことを調べるにつれ、事故に不審な点を見出し、真相究明に立ち上がるが・・・。 

HD 

15（木）夜7：45 

『張込み』 
 

制作：2011年/日本 

出演：若村麻由美（横川さわ子）、小泉孝太郎（柚木哲平）、忍成修吾（石井久一）ほか 

HD 

【あらすじ】 

東京のとある豪邸で、強盗殺人事件が発生した。現場付近の防犯カメラから、二人の男の犯行であることが判明。そのうちの一
人はほどなくして逮捕され、被害者を殺害したのは共犯者の石井（忍成修吾）だと供述した。捜査にあたっている警視庁捜査一
課の刑事・柚木（小泉孝太郎）は、石井が元恋人の元にやってくるのではと思い、独自にその女性の行方を調べる。そして、さ
わ子（若村麻由美）に行きつき・・・。 

16（金）夜7：45 

10 「10万分の1の偶然」 ©三船プロダクション／「張込み」：コピーライト不要／「熱い空気」 ©大映テレビ 

『熱い空気』 
 

制作：1983年/日本 

出演：市原悦子（河野信子）、吉行和子（稲村春子）ほか 

【あらすじ】 

大学教授の家に派出されたベテラン家政婦・信子（市原悦子）。学問一筋の穏やかな主人、よくできた妻、勉強好きの長男、礼
儀正しい次男、趣味にいそしむ姑。高級住宅地で理想的な生活を営む一家だが、家政婦は虚飾に満ちた家族の本当の姿をのぞき
見る・・・。 

ランキング 

4位 
18（日）午後4：00 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 

イチオシ 

６（火）夜7：45 



18（日）夜8：15 

18（日）夜6：00 

『喪失の儀礼』 
 

制作：2003年/日本 

出演：泉ピン子（萩原和枝）、萩原流行（小池為吉）、大地康雄（大塚利夫）ほか 

 

【あらすじ】 

農林水産省の課長補佐を務める仙川兼作（中村雅俊）は、妻の加奈子（名取裕子）に嘘を言って、知り合ったばかりの平井アヤ
（牧瀬里穂）と浮気を楽しんでいた。ある日、兼作はアヤから結婚を迫られた上、殺人罪で服役中の夫がいると打ち明けられる。
困り果てた兼作は、アヤを旅行に誘い、山中で絞殺した。それから1年後、アヤを殺した街に、アヤそっくりの記憶喪失の女・ル
ミ子という女性がいると知り・・・。 

『たづたづし』 
 

制作：2002年/日本 

出演：中村雅俊（仙川兼作）、名取裕子（仙川加奈子）、牧瀬里穂（平井アヤ）ほか 

HD 

HD 

【あらすじ】 

いわき中央署のベテラン刑事・大塚利夫（大地康雄）は、張り込み中、一冊の手帳を拾う。裏には、「明和医大病院医局・住田
友吉」とあり、後日、住田が出席中の内科学会の会場を訪ね、手帳を手渡した。翌日、市内のホテルで住田が他殺体となって発
見され、復讐の線で捜査は進むが、難航。犯人の手掛かりがないまま捜査本部は解散した。大塚は、東京出張を利用し、住田殺
しの捜査に乗り出すが・・・。 

【あらすじ】 

大日本製鋼営業二課の慰安旅行以来、営業部次長・杉岡（菊池隆則）が行方不明となり、10日後、死体となって発見された。営
業二課の面々が事情聴取を受ける中、自分のアリバイを証明出来なかった的場郁子（岸本加世子）は、後輩社員で、郁子を煙た
く思っているはずの三上田鶴子（洞口依子）の証言でアリバイが証明された。ところが、杉岡の葬儀会場で、三上田鶴子は、一
悶着を起こし・・・。 

『ガラスの城』 
 

制作：2001年/日本 

出演：岸本加世子（的場郁子）、洞口依子（三上田鶴子）、勝野洋（今西武雄）ほか 

HD 

19（月）夜7：45 

11 「たづたづし」・「喪失の儀礼」・「ガラスの城」：コピーライト不要 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 



『球形の荒野』 
 

制作：1981年/日本 

出演：島田陽子（野上久美子）、三船敏郎（野上顕一郎）、中村雅俊（添田彰一）ほか 

 【あらすじ】 

新聞記者・添田彰一（中村雅俊）との結婚を間近にひかえた野上久美子（島田陽子）は、幸せの絶頂にいた。久美子の父・顕一
郎（三船敏郎）は、第二次世界大戦中、外交官としてジュネーブの日本領事館に駐在し、終戦直前、その地で病死したことに
なっていた。ところが、奈良・唐招提寺の芳名帳に死んだはずの父・顕一郎の筆跡そっくりの署名が発見された。だが、数日後、
その署名は何者かに切り取られ・・・。 

HD 

20（火）夜7：45 

『聞かなかった場所』 
 

制作：2011年/日本 

出演：名取裕子（浅井恒子）、酒井美紀（久保孝子）、大杉漣（高橋千代吉）ほか 

HD 

【あらすじ】 

厚生福祉省に勤める浅井恒子（名取裕子）は、女性・子育て支援局の次長として活躍するやり手のキャリア・ウーマン。部下で
ある総務課長の沼袋（金田明夫）に対するあたりは厳しいが、「少子化」をテーマにした恒子の講演会は常に評判だった。そん
なある日、恒子は出張先で夫が亡くなったことを知らされる。夫の葬儀後、恒子は義妹の博美（川上麻衣子）から意外なことを
聞かされ・・・。 

21（水）夜7：45 

『鉢植を買う女』 
 

制作：2011年/日本 

出演：余貴美子（上浜楢江）、泉ピン子（岸田茂子）、田中哲司（杉浦淳一）ほか 

HD 

【あらすじ】 

上浜楢江（余貴美子）は、中堅精密機械メーカーに30年務める独身。口うるさい性格からお局として周囲に疎まれていた。そん
な楢江にはもう一つ別の顔があった。社内で個人的に金を貸し、利子を取り立て稼いでいるのだ。そうやって貯めこんだお金で
ささやかな贅沢をしていた。そんな彼女に、顧客の一人・杉浦淳一（田中哲司）が興味を持ち・・・。 

22（木）夜7：45 

12 「球形の荒野」： ©三船プロダクション／「聞かなかった場所」・「鉢植を買う女」：コピーライト不要 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 

イチオシ 



25（日）夜6：00 

『草の陰刻』 
 

制作：1994年/日本 

出演：宅麻伸（瀬川良一）、財前直見（大賀冴子）ほか 

【あらすじ】 

松山地検・杉江支部で火災が起こり、宿直の事務官が死亡する。瀬川良一検事（宅麻伸）は、検察の威信を守るため失火として
処理するが、その火災で1959年の事件簿だけが焼失していたことに疑問を感じる。そんな折、1959年当時の検事がひき逃げ
事故で死亡する事件が起こり・・・。 

23（金）夜7：45 

【あらすじ】 

10月末、愛媛県松山市郊外の戸倉地区で、一人暮らしの未亡人・山根スエ子が自宅で絞殺される事件が起きる。現金が盗まれて
おり、強盗殺人と思われた。捜査に当たった愛媛県警察本部・捜査一課長の香春（三浦友和）はこの事件が予想外の難事件にな
ることを予想していなかった。その年の暮れ、九州・佐賀県唐津市の玄界灘を臨む林の中に、下坂（佐野史郎）と真野信子（高
岡早紀）がいて・・・。 

『渡された場面』 
 

制作：2005年/日本 

出演：三浦友和（香春銀作）、高岡早紀（真野信子）、佐野史郎（下坂一夫）ほか 

HD 

『蒼い描点』 
 

制作：1983年/日本 

出演：藤谷美和子（白井典子）、中尾彬（村谷亮吾）ほか 

HD 
ランキング 

3位 

25（日）午後4：00 

13 「草の陰刻」 ©レオナ／「蒼い描点」 ©大映テレビ／「渡された場面」：コピーライト不要 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 

7（水）夜7：45 

【あらすじ】 

典子（藤谷美和子）は、月刊文芸誌「新生」の新米編集部員。就職難の折、父・良介（高橋悦史）が編集長をしているこの編集
部にもぐりこませてもらった。ある日、典子は良介の命令で女流作家・村谷（吉行和子）の原稿を受け取りに箱根へと行くのだ
が・・・。 



25（日）夜8：15 

14 

【あらすじ】 

遺産目当てで30歳も年上の富豪・沢田（津川雅彦）に嫁いだ伊佐子（若村麻由美）は、ある日、彼女のスポンサーであるIT会社
社長・石井（賀集利樹）の自宅で女性の遺体を発見。石井が容疑者として逮捕される。一方、沢田は口述筆記で自叙伝を書こう
とライターの素子（星野真里）を雇う。やがて沢田が倒れ、多額の遺産が彼女に流れ込む可能性が高まると強欲な人間たちが彼
女の周りをうろつき始め・・・。 

『強き蟻』 
 

制作：2006年/日本 

出演：若村麻由美（沢田伊佐子）、津川雅彦（沢田信弘）ほか 

HD 

『薄化粧の男』 
 

制作：1998年/日本 

出演：石橋蓮司（殿山刑事）、大谷直子（草村淳子）、風間杜夫（草村卓三）ほか 

【あらすじ】 

化学メーカー課長・草村（風間杜夫）が他殺体で見つかった。捜査にあたった殿山刑事（石橋蓮司）は草村が同年代と知り、驚
く。草村は白髪を染め、異様なほど若々しかったのだ。殿山はさっそく草村の妻・淳子（大谷直子）に事情を聞くが、彼女は事
件当夜は帰りが遅く、夫に会っていなかった・・・。 

26（月）夜7：45 

『証言』 
 

制作：1984年/日本 

出演：柳生博（石野）、市毛良枝（千恵子）ほか 

 

HD 

【あらすじ】 

エリート商社マンの石野（柳生博）は、部下の千恵子（市毛良枝）と愛人関係にあった。ある日、登戸の千恵子のマンションで
の情事の帰り、石野は近所に住む杉山（高岡健二）と会い、無意識のうちに挨拶してしまう。翌日、杉山が向島の主婦殺しの犯
人として逮捕された。杉山はその時刻に、登戸で石野に会ったとアリバイを主張するが、石野は否定する・・・。 

27（火）夜7：45 

「強き蟻」：コピーライト不要／「薄化粧の男」 ©レオナ／「証言」 ©大映テレビ 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 



15 

『火と汐』 
 

制作：1996年/日本 

出演：神田正輝（芝村健介）、南果歩（芝村美弥子）ほか 

【あらすじ】 

芝村モーターの副社長・芝村（神田正輝）は三浦半島・油壺で行われたヨットレースに出場。その途中、ヨットに同乗していた
上田（布川敏和）が海に転落して死亡する。同じ日、芝村の妻・美弥子（南果歩）は、芝村の友人で劇作家の曽根（内藤剛志）
と京都へ不倫旅行へ出かけていたが・・・。 

28（水）夜7：45 

『黒の回廊』 
 

制作：1984年/日本 

出演：栗原小巻（土方悦子）、竜 雷太（門田秋雄）ほか 

【あらすじ】 

ツアーガイドの土方悦子（栗原小巻）は、ひょんなことから豪華ツアーを担当することになった。元々、人気旅行ジャーナリス
ト・江木奈岐子（奈良岡朋子）がガイドをするという企画だったのだが、本人が突然のキャンセル。ツアーを担当した門田秋雄
（竜雷太）が土下座して頼み込み、奈岐子の代役として、悦子が抜擢され・・・。 

29（木）夜7：45 

『白い闇』 
 

制作：1980年/日本 

出演：音無美紀子（信子）、津川雅彦（精一）ほか 

HD 

【あらすじ】 

信子（音無美紀子）は、不動産屋を経営する夫・精一（津川雅彦）とともに幸せな毎日を送っていた。ところが、その精一が仕
事で北海道に行ったきり消息を絶った。思いあぐねた信子は自分に好意を寄せる、いとこの俊吉（速水亮）に相談。信子は俊一
から、精一の意外な一面を聞かされ・・・。 

30（金）夜7：45 

「火と汐」 ©レオナ／「黒の回廊」 ©仕事／「白い闇」 ©大映テレビ 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 



『黒革の手帖』 
 

制作：1996年/日本 

出演：浅野ゆう子（原口元子）、平幹二朗（楢林謙治）ほか 

【あらすじ】 

元子（浅野ゆう子）は、長年勤めた銀行に辞表を出した。同期の男性が出世する中、ベテランの元子を邪魔に思っていた上司の
村井（石丸謙二郎）や支店長は厄介払いができたと喜ぶ。2ヶ月後、元子が銀行の口座から1億7千万を横領していたと判明。返
済を迫る村井に、元子は銀行の架空名義口座とその客の本名や書かれた手帳を見せ・・・。 

ランキング 

2位 

2/1（日）午後4：00 

『黒い樹海』 
 

制作：1997年/日本 

出演：水野真紀（笠原祥子）、鶴見辰吾（吉井英二）ほか 

【あらすじ】 

祥子（水野真紀）は親代わりの姉・信子（余貴美子）と2人暮らし。祥子は大手出版会社の総務課に勤め、信子は同じ会社で雑誌
の編集長をしている。九州旅行に出かけた信子が金沢で事故死。九州にいるはずの信子がなぜ金沢に?不審を抱いた祥子は調査を
開始するが・・・。 

2/2（月）夜7：45 

『微笑の儀式』 
 

制作：1995年/日本 

出演：役所広司（鳥沢良一郎）、内藤剛志（新井大介）ほか 

HD 

【あらすじ】 

上野の不忍池のほとりで若い女性の死体が発見された。法医学者の鳥沢（役所広司）は女性が持っていた似顔絵を見て、36年前
に美術界を追放された新井（内藤剛志）を思い出す。昭和33年、彼はまるで生きているような微笑をたたえた女性像を作り、高
い評価を得た。出品された展覧会に行った鳥沢は、そこである話を聞き・・・。 

2/3（火）夜7：45 

「黒革の手帖」 ©レオナ／「黒い樹海」 ©レオナ／「微笑の儀式」 ©レオナ 16 

1/8（木）夜7：45 

2月放送番組は予定です 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 



『鉢植を買う女』 
 

制作：1993年/日本 

出演：池上季実子（上浜楢江）、布施博（杉浦淳一）ほか 

HD 

【あらすじ】 

楢江（池上季実子）は、ため込んだ金を月2割の利息で、密かに社員たちに貸している。ギャンブル狂の経理課の淳一（布施博）
は、サラ金の返済に追われていた。そんな淳一は、強引に楢江と関係を持ち、ズルズルと情事を重ねていくが・・・。 

2/4（水）夜7：45 

『Ｄの複合』 
 

制作：1993年/日本 

出演：野村宏伸（浜中三夫）、津川雅彦（伊瀬忠隆）ほか 

【あらすじ】 

あまり売れない小説家・伊瀬忠隆（津川雅彦）は、天地社の雑誌「月刊 草枕」の依頼を受け、「僻地に伝説をさぐる旅」の連載
を始めた。浦島太郎伝説の取材で、編集者の浜中（野村宏伸）と丹後半島の網野町を訪れるが、宿泊した木津温泉にて、警察が
近くの山林を捜索しているところに遭遇する・・・。 

2/5（木）夜7：45 

『ゼロの焦点』 
 

制作：1991年/日本/脚本：新藤兼人 

出演：真野あずさ（板根禎子）、並木史朗（鵜原憲一）ほか 

HD 

【あらすじ】 

禎子（真野あずさ）と結婚したばかりの憲一（並木史朗）が、仕事の引継ぎのため、前任地の金沢へ行ったまま帰らない。禎子
は金沢へ行き、夫の同僚・本多（藤堂新二）と調べる。憲一の兄・宗太郎（岸部一徳）も東京から加わるが、金沢郊外で何者か
に毒殺され・・・。 

ランキング 

1位 

2/8（日）午後4：00 

「鉢植を買う女」：コピーライト不要／「Dの複合」 ©レオナ／「ゼロの焦点」 © 近代映画協会 17 

松本清張リクエスト祭り 全作品リスト 

2月放送番組は予定です 

1/9（金）夜7：45 



18 

 
【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】 
株式会社日宣（校正窓口）  

TEL：050-5893-4118 FAX：03-3295-8094  
メールアドレス：publicity@nissenad.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 

mailto:publicity@nissenad.co.jp
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