
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 

■『歌謡チャリティーコンサート』 
 
■大河ドラマ『篤姫』 
 
■『風の国』   
 
■『アジア食紀行～コウケンテツが行く』 
 
■『古都・城下町サスペンス』 
■『湯けむりサスペンス』 
 
■『トンイ＜ノーカット字幕版＞』 
■『孤独のグルメ』 

錚々たる面々が出演！ 

今話題の“幕末女子”の先駆け！ 

イケメン料理家がアジアを食い尽くす！？ 

チャンネル銀河2015年4月おすすめラインナップ 

日本のうた 

銀河サスペンス745 

日本の歴史ドラマ 

「朱蒙」の続編 

グルメ・紀行 

韓国歴史ドラマ 

お色気たっぷり 

その他・再放送 



【番組の全体概要】 

NHK総合テで人気の「うた番組」。 

1990年から社会福祉や国内外のボランティア活動への関
心を喚起するチャリティー・イベントとして全国各地で開
催されている＜歌謡チャリティーコンサート＞。 

トップ歌手たちの歌声を、フルオーケストラの迫力ある演
奏とともにお届けする。 

 

【司会】山川静夫、十朱幸代 

【出演者】谷村新司、和田アキ子、五木ひろし、石川さゆ
り、上田正樹、河島英五、安田祥子、由紀さおり、布施明、
キム・ヨンジャ、田村直美、坂本冬美、前川清、鳳蘭、渡
哲也 ほか 

 

【曲目】見上げてごらん夜の星を/いい日旅立ち/もう一度
ふたりで歌いたい/千曲川/天城越え/悲しい色やね/野風増/
トルコ行進曲/明日に架ける橋/川の流れのように/ゆずれな
い願い/夜桜お七/そして神戸/愛の讃歌/翼を下さい 

（＃２より） 

ＣＳ初 イチオシ 

歌謡チャリティーコンサート 
放送日時 11（土）スタート 毎週（土）夜6：００ データ 

制作：1993年～1995年（4
月放送分）/日本/NHK/ 

スタート 
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日本のうた 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©NHK 

©NHK 

©NHK 
©NHK 

あなたの心に名曲を♪ 

人気歌手がオーケストラの生演奏をバックに歌を披露！ 

©NHK 



日本のうた HD 

【番組の全体概要】 

日本人の心に深く残る歌の数々。多くの人々の支持を集め、長
年親しまれている「日本のスタンダード・ナンバー」ともいう
べき名曲を紹介していく。実力派歌手たちの歌をじっくり堪能
できる公開音楽番組。 

 

【出演】八代亜紀、岩崎宏美、冠二郎、三沢あけみ、北原ミレ
イ、角川博、内藤やす子、神野美伽、高山巌、小金沢昇司、松
前ひろ子、西方裕之、岩本公水ほか 

 

【曲目】雨の御堂筋/長良川艶歌/能登半島/襟裳岬/東京めぐり
愛/北空港/浪花しぐれ「桂春団治」/恋/恋しくて/思秋期/連絡
船の唄/なみだ恋/竜二/赤とんぼ/赤ちょうちん/愚か者よ/百万
本のバラ/朧月夜/愛を信じたい（＃５より） 

 

『BS日本のうた』 
放送日時 毎週（月-金）午前10：30-／夜6：00- 好評放送中 データ 

制作：2000-2010年（4月放
送回）/日本/NHK 
 

キャスト 
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©NHK 

チャンネル銀河で好評放送中の人気歌謡番組 



HD 

今話題の“幕末女子”と言えば 

あの大ヒット作「篤姫」を見逃す訳にはいかない！！ 

【番組の全体概要】 
2015年大河ドラマ「花燃ゆ」と同じ幕末を生きた女性、篤姫の生
涯を描いた2000年以降NO.1視聴率の大河ドラマ。 

大河ドラマ史上最年少主演・宮﨑あおいの熱演が当時、女性たちの
共感を呼び、徳川家定を演じた、堺雅人がブレイクするきっかけと
なった。他にも、ドラマの重要人物である小松帯刀（肝付尚五郎）
を瑛太、家定の死後、将軍職を継いだ徳川家茂を松田翔太と、若手
俳優の好演も必見。 

 

【あらすじ】 
天保6年。薩摩では、藩主の跡継ぎ・島津斉彬の初めてのお国入り
に沸き立っていた。そんな中、島津家の分家の一つ、今和泉島津家
の忠剛とお幸の間に待望の女の子「於一（おかつ）」が誕生。のち
の「天璋院篤姫」である。於一（宮﨑あおい）は、同じ年の肝付尚
五郎（瑛太）と親交を深めながら、活発で好奇心旺盛、そして心優
しい女の子に育っていく。（＃１「天命の子」より） 

大河ドラマ『篤姫』 

放送日時 
4（土）スタート 毎週（土）午前10：00/深夜0：30 
2話連続 

データ 

制作：2008年/日本/ 
全50話/NHK 
 

キャスト 
宮﨑あおい（篤姫/於一（おかつ））、堺雅人（徳川家定）、瑛太（小松帯刀
/肝付尚五郎）ほか 

スタッフ 

原作：宮尾登美子  
『天璋院篤姫』 
脚本：田渕久美子 
 

スタート 

3 

イチオシ 

©NHK 

日本の歴史ドラマ 



HD 

【番組の全体概要】 

「朱蒙 チュモン」のその後、高句麗を舞台に、朱蒙の孫・無恤（ムヒュル）
＝大武神王（テムシンワン）(高句麗三代目王)の激動の人生を描いた歴史ドラ
マ。高句麗建国の過程で次々と仲間を増やしていった「朱蒙」とは対照的に、
国を守る為に自分の大切なものを犠牲にしながらも、不屈の意思を持ち続けね
ばならなかった「孤高の王」の物語。「朱蒙」で主人公・朱蒙を演じたソン・
イルグクが、その孫である、ムヒュル役を力演。見ごたえあるアクションシー
ンから人間ドラマまでたっぷりと盛り込まれている。 

 

【ストーリー】 

西暦4年。戦勝をあげた高句麗〔コグリョ〕の王ユリの下に、諸加〔チェガ〕
会議（部族長らの会議）から慰問団が訪れる。勝利を祝う宴の夜、ユリは諸加
会議の使者に刺されてしまう。その頃、高句麗の城内では密かに諸加会議が召
集され、謀反の計画が進められていた。この企みを突き止めた太子ヘミョンが
王妃と妹・セリュ王女を連れ脱出した矢先、ユリが軍と共に帰還、大加〔テ
ガ〕（部族長）らの兵を打破し投降させる。その夜、王妃は王子を産む。 

（＃１より） 

風の国＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 
8（水）スタート  
毎週（月-金）午後3：00- 2話連続 

データ 制作：2008年/韓国/字幕/全36話 

キャスト 
ソン・イルグク（ムヒュル）、チョン・ジニョン（ユリ王）
ほか 

スタッフ 

スタート 

4 

大ヒット作『朱蒙（チュモン）』に続く 韓国歴史ドラマ超大作! 

『朱蒙』ソン・イルグクが 朱蒙の遺伝子を継ぐ「ムヒュル」を演じ、話題に。 

Licensed by KBS Media Ltd.  (C) 2008 KBS Media All rights reserved 

韓国歴史ドラマ 



HD 

【番組の全体概要】 

料理研究家のコウケンテツが、アジア各地の「母の味」と
人々との出会いを求めて旅する食紀行番組。一般家庭の普段
の暮らしぶりを取材し、人々の生活に踏み込んだ日常の食を
コウケンテツが体当たりでレポートする。 

 

【ストーリー】 

料理研究家コウケンテツさんがラオスの生活や人々の心に触
れ、食を探訪する。前編は、首都ビエンチャンで貴重なタン
パク源の昆虫の佃煮などを食する。ホームステイ先ではハー
ブ料理に驚愕。後編は世界遺産の古都ルアンパバーンへ。出
家した息子を思い料理を作る母と出会う。コウさんは一緒に
托鉢僧に捧げる料理を作り旅立ちの日オリジナル料理を家族
にふるまう。 

（「アジア食紀行～コウケンテツが行くラオス～」より） 

 

『アジア食紀行～コウケンテツが行く』 

放送日時 6（月）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- データ 制作：2010-2014年/日本/全14話 

キャスト コウケンテツほか スタッフ 

スタート 

5 
©NHK 

イケメン料理研究家、コウケンテツが 

アジアに暮らす市井の人々の食を体当たりで紹介！ 

ＣＳ初 グルメ・紀行 



国内サスペンス HD 

【番組の全体概要】 

4月の「銀河サスペンス745」は、
全国各地の古都・城下町を舞台に
数々の難事件を解決していく「古
都・城下町サスペンスシリーズ」
と温泉地で巻き起こる事件を取り
上げた「湯けむりサスペンスシ
リーズ」を放送。 

 

 

特集『古都・城下町サスペンス／湯けむりサスペンス』 

放送日時 6（月）スタート 毎週（月-金）夜7：45- データ 制作：（各作品情報をご参照下さい）/日本 

キャスト 各作品情報をご参照下さい スタッフ 

スタート 

6 

かたせ梨乃の入浴シーンが大人気の「湯けむりシリーズ」など 

お色気たっぷりなサスペンスが続々登場！ 

ＣＳ初含む 



『みちのく祭り殺人行～死んだ妻からの電話』 
放送日時：6（月）夜7：45 

制作：2001年/日本 

出演：古谷一行（長崎俊一郎）、伊藤蘭（長崎秋子）ほか 

 

『高木検事室の事件 簿紫陽花は死の香り』 
放送日時：7（火）夜7：45 

制作：2001年/日本 

原作：緒形直人（高木彰）、鷲尾いさ子（神崎絵莉子）ほか 

『ヤメ検弁護士・英剛直佐渡が島殺人航路』 
放送日時：8（水）夜7：45 

制作：2002年/日本 

出演：古谷一行（英剛直）、有森也実（仁科恭子）ほか 

7 

古都・城下町サスペンスシリーズ 

【あらすじ】 
検事の高木（緒形直人）は夫殺しの容疑で逮捕された絵莉子(鷲尾いさ子)の事件を担当。絵莉子と夫の神崎(中原丈雄)は、共に著名な陶芸家で、皮肉なこ
とに絵莉子は高木がかつて結婚を前提に交際していた麻由美(中山忍)の姉だった。自分が犯人だと言い切る絵莉子の証言と態度が気になった高木は、9年
前に交通事故死した彼女の最初の夫の事件に着目、再調査を開始する。 

HD 

HD ＣＳ初 

HD ＣＳ初 

【あらすじ】 
元エリート銀行マンの長崎俊一郎（古谷一行）は、６年前、妻に自殺された過去を背負っていた。それを振り払うため今は、単身東京で警備員をしている。
ある朝、会社を出た長崎の目前でビルの屋上から男が落下した。警察の見解は自殺。事情聴取で故郷の事を尋ねられた長崎は、亡くなった妻･秋子（伊藤
蘭）を思い出す。その日、長崎のもとに死んだはずの秋子を名乗る電話が来る。彼女は、自分は殺されたのだと訴え・・・。 

【あらすじ】 
元検事の弁護士・英剛直(古谷一行)に国選弁護人の仕事が舞い込む。工務店店主が殺され、現金が奪われた事件で、従業員の末野(大浦龍宇一)が起訴され
ていた。そんな中、英に謎の女から、末野の無実を訴える電話が入る。英は女と直接会うが、彼女は名前も明かさず、事件当夜は末野とホテルにいたと話
す。それを末野に伝えても、彼は自分がやったと言うばかりだった・・・。 



『信濃・東海路同級生連続殺人事件』 
放送日時：9（木）夜7：45 

制作：2003年/日本 

出演：みのもんた（蓑谷覚三）、葛山信吾（堀進）、小林幸子（山野鈴子）ほか 

『芸能記者・柳田信吉の挑戦 スター誕生殺人事件』 
放送日時：10（金）夜7：45 

制作：2003年/日本 

出演：内藤剛志（柳田信吉）、浅田美代子（柳田美佐）、長谷川初範（牧祐介）ほか 

 

『花の罠ー奈良・大和路殺人事件ー』 
放送日時：13（月）夜7：45 

制作：2003年/日本 

出演：水野真紀（青山桜）、竜雷太（島村刑事）、伊武雅刀（国松八段）ほか 

 

古都・城下町サスペンスシリーズ 

【あらすじ】 
柳田信吉（内藤剛志）は、推理小説家・橋本康之（村野武範）の取材旅行に同行、信州・白馬にある彼の別荘まで向かった。そこで、橋本の妻・智子の絞
殺死体を発見する。白馬署の調べで、事件の３日前、橋本と古くからの親友で、近くの別荘に一週間前から滞在していたシナリオライターの牧祐介（長谷
川初範）の山荘で、智子の車とみられる赤い車が目撃されていることから、牧に事情を聞くが・・・。 

【あらすじ】 
将棋の女流名人・御影真理子(原田貴和子)が奈良で何者かに誘拐された。犯人は何故か「青山桜(水野真紀)女流二段を奈良に向かわせろ」と要求。御影真理
子と青山桜は数日前に名人戦で対局し、御影が3期連続で女流名人位のタイトルを獲得したばかりだった。犯人から指名されたと知り、何の心当たりもない
ために困惑していた桜だったが、将棋連盟理事の国松(伊武雅刀)と水無瀬五段(高橋和也)と共に指示された奈良へ向かった。 

HD ＣＳ初 

HD ＣＳ初 

HD 

【あらすじ】 
東京・品川区の住宅街で白昼、主婦・山本奈津子が殺された。警視庁捜査一課のベテラン刑事・蓑谷覚三（みのもんた）は、配属されたばかりの新米刑
事・堀進（葛山信吾）とコンビを組むことになり、主婦が殺された現場へ向かう。捜査の結果、奈津子には佐藤という不倫相手がおり、彼は主婦売春の斡
旋をしていたことが判明。彼への疑惑が深まる中、佐藤が奈津子の夫から刺され・・・。 

8 



『京女刑事・真行寺メイ』 
放送日時：14（火）・15（水）夜7：45 

制作：2003,2005年/日本/全2話 

出演：富田靖子（真行寺明）、蟹江敬三（入沢軍平）ほか 

 

『湯けむりドクター華岡万里子の温泉事件簿』 
放送日時：16（木）スタート（月-金）夜7：45 

制作：2005-2011年/日本/全5話 

出演：かたせ梨乃（華岡万里子）ほか 

 

9 

古都・城下町サスペンスシリーズ 

湯けむりサスペンスシリーズ 

HD ＣＳ初 

HD 

【あらすじ】 

群馬県高崎市にある八雲クリスタルの社長・八雲弘之（武野功雄）が誘拐された。犯人は、妻の紗織（床嶋佳子）に身代金１億円を要求し、弘之を監禁し
たビデオテープを送りつけてきた。数日後、ゲンジボタルの生息地として有名な京都の清滝渓谷で、男の変死体が発見される。現場に駆けつけた嵯峨野署
の女刑事・真行寺明（富田靖子）は、死体が流れついた場所の上流に廃屋を見つける。内部は、椅子やロープなどが散乱している他、倍のスピードで動く
奇妙な掛け時計があり、明は鑑識を依頼する。（「京女刑事・真行寺メイ1」より） 

【あらすじ】 

医師・華岡万里子(かたせ梨乃)が務める湯治宿「桃源」で、移動販売業・佐々木昭三(石立鉄男)が遺体で見つかった。死因は溺死。第一発見者で、前科のあ
る従業員・赤木(遠藤憲一)が疑われたが、女将の節子(星由里子)が庇う。数日後、今度は事件を嗅ぎ回っていたフリーライター・大沢(松澤一之)が死体で発
見される。万里子は、大沢が赤木の何か秘密を掴んだために、口封じのために殺されたのではないかと疑った。（「湯けむりドクター華岡万里子の温泉事件
簿１」より） 



『団地奥さまパック旅行事件簿』 
放送日時：23（木）・24（金）夜7：45 

制作：2001、2002年/日本/全2話 

出演：岡江久美子（吉永香織）、船越英一郎（吉永謙介）ほか 
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『伊豆・竜宮伝説殺人事件』 
放送日時：27（月）夜7：45 

制作：2003年/日本 

出演：萬田久子（額田八重子）、森久美子（カトリーナ加藤）、野村真美（平城勝子）ほか 

 

『温泉仲居探偵の事件簿』 
放送日時：28（火）・29（水）夜7：45 

制作：2002,2003年/日本/全2話 

出演：室井滋（成瀬鉄子）、野際陽子（緑川琴江）ほか 

【あらすじ】 

額田八重子（萬田久子）は、「額田エンタープライズ」に務める温泉コンサルタント。今回の物件は、静岡県にある温泉旅館「竜宮館」。相棒の公認会計
士・カトリーナ加藤（森久美子）と共に再建に乗り出した。八重子は先代の経営者で女将・平城勝子（野村真美）の義父・平城順造（秋野太作）と意気投
合。彼は、先祖から受け継いだ骨董品を処分して再建に役立てたいと八重子に相談するが・・・。 

【あらすじ】 

フリーライターの成瀬鉄子（室井滋）は、旅行雑誌の人気投票で3年連続北陸ナンバー1に選ばれた、宇奈月グランドホテルのカリスマ女将・緑川琴江（野
際陽子）の人気の秘密を探るため、仲居としてホテルに潜入する。ある日、黒部川のトンネル内で作曲家・副島の死体が発見される。警察は、ホテルの従
業員・一柳環と彼の関係を掴み、環は任意同行される。鉄子は、従業員から殺人犯が出れば女将のナンバー1の座は落ちると考え、独自に犯人探しを始め
る。（「温泉仲居探偵の事件簿 宇奈月～魚津連続殺人事件」より） 

HD 

HD ＣＳ初 

HD 

湯けむりサスペンスシリーズ 

【あらすじ】 

新聞記者の吉永謙介（船越英一郎）を夫に持つ吉永香織（岡江久美子）は、友人の藤村紀子（柴田理恵）や広未凌子（深浦加奈子）と旅行に出掛ける。尾
道に行った香織達は, 竹藪の中で竹槍に刺された安倍健彦（武野功雄）の死体を発見。その後、香織達は健彦の葬儀に参列する。葬儀会場には尾道南署の
刑事が来ていて、健彦の家族に事情を聞いていた。香織達は、健彦の同級生の上田頼子（橋本志穂）から、健彦の婚約者の月谷満代（小松千春）が多くの
男性を誘惑していたことを聞き・・・。（「団地奥さまパック旅行事件簿１ かぐや姫伝説殺人事件」より） 



『温泉仲居 小泉あつ子の事件帳』 
放送日時：30（木）夜7：45 

制作：2009年/日本 

出演：菊川怜（小泉あつ子）、かとうかず子（小泉れい子）ほか 
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『私はやってない！痴漢えん罪殺人連鎖』 
放送日時：3（金）夜7：45 

制作：2002年/日本 

出演：村上弘明（三沢敦）、田中美里（立花冴子）、石野真子（三沢玲子）ほか 

 

【あらすじ】 

全国各地の温泉旅館で働く流しの仲居・小泉あつ子（菊川怜）は、母親のれい子（かとうかず子）と、伊豆の温泉旅館「蓮台寺館」で住み込み仲居として
働いている。ある日、女将の律子（朝加真由美）が失踪する騒動が起きる。失踪後、崖上から律子の時計と血痕がついた石が発見される。現場の状況から
何者かに石で頭を殴られた後、崖下へ突き落とされた可能性が強まる。その後、律子と夫の吉彦（松永博史）が言い争っていた目撃情報から、吉彦に嫌疑
がかかるが・・・。 

その他のサスペンス 

【あらすじ】 

真面目で生徒からの信頼も厚い小学校教師･三沢敦（村上弘明）は、通勤中の満員電車で痴漢に間違われる。疑いを晴らすため状況を説明するものの、三
沢は警察で取調べを受けることとなる。刑事の梶原（石倉三郎）は、端から三沢を痴漢扱いし、罪を認めれば勾留されずにすむ、と容疑を認めるよう促す。
三沢はやっていないものを認める訳にはいかない、と帰宅しようとするが、すでに自分が痴漢の容疑で現行犯逮捕された事実を知り、愕然とする。三沢は、
生徒のためにも裁判で戦うことを決意するが・・・。 

HD 

HD ＣＳ初 

湯けむりサスペンスシリーズ 



『トンイ＜ノーカット字幕版＞』 
放送日時：25（土）スタート 毎週（土）夜10：00- 2話連続 

制作：2010年/韓国/字幕/全60話 

出演：イ・ビョンフン 
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その他／再スタート 

『孤独のグルメ』 
放送日時：27（月）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- 2話連続 

※5/4-6（Ｇ・Ｗ期間）は特別編成のため休止 

制作：2012年/日本/全12話 

出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

原作：久住昌之／画：谷口ジロー 

 

【番組の全体概要】 

「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！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。 

HD グルメドラマ 

©2012 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京 

© 2010 MBC 

HD 韓国歴史ドラマ スタート 

スタート 

【番組の全体概要】 

松重豊主演。夜食テロと称された、異色のグルメコミックの実写ドラマ化シリーズの第一作。ドラマの舞台になったお店は全て実在する‘味な店’。料理
のうんちくを述べるのではなく、ひたすらに、主人公の食事シーンと心理描写のナレーションが入るだけで、ドキュメンタリーのように淡々とストーリー
が流れていく、人気のグルメ番組。 



『松本清張サスペンス』 
放送日時：4（土）スタート 毎週（土日）午後1：00- 

制作：1980-2011年/日本/全30話 

原作：松本清張 
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一挙放送 

『芸者小春姐さん奮闘記』 
放送日時：26（日）午後1：00- 全6話一挙放送 

制作：2005-2009年/日本/全6話 

出演：十朱幸代（神無月小春）、石倉三郎（笈川虎松）ほか 

HD 

【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。松本清張原作の中でも、人気の高い「黒革の手帖」をはじめ、映画化も
された「ゼロの焦点」、代表作の1つ「Dの複合」や「わるいやつら」などの、ドラマ化作品を多数ラインナップ。その他にも、
「黒の奔流」・「鉢植を買う女」など、松本清張の世界観が存分に味わえる作品が目白押し。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の出演作も
放送。 

【番組の全体概要】 

十朱幸代主演。東京・向島の花街で、置屋兼料亭『花乃屋』を切り盛りする３代目女将・神無月小春が、芸妓(げいぎ)たちを取り
巻く殺人事件の解決に奔走するサスペンスシリーズ。老舗料亭「花乃屋」を切り盛りする女将・神無月小春を、十朱幸代が好演。
美しくも逞しい女将・小春が事件の解決に迫る。 

国内サスペンス 

HD 国内サスペンス 一挙放送 

一挙放送 



『宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット字幕版＞』 
※5月編成のため、予定 
放送日時：5月2日（土）-6（水・祝） 午前10：00- 9-12話連続 

制作：2003年/韓国/字幕/全54話 

出演：イ・ヨンエ(ソ・ジャングム(チャングム）)、チ・ジニ(ミン・ジョンホ)ほか 

監督：イ・ビョンフン 
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G・W一挙放送 

HD 

【番組の全体概要】 

アジア中で大ヒットとなった超人気歴史ドラマ。韓国で平均視聴率47％、最高視聴率57.8%という韓国ドラマ史上に残る記録を打ち立てた本作。厳し
い身分制度の時代に不幸な家庭環境に生まれた主人公チャングム（長今）が、シリーズ前半では宮廷料理人として、後半は女医として活躍し、「大長今
（偉大なるチャングム）」の称号をもらうまでの波乱の半生をエンターテイメント性豊かに描いた作品。 

韓国歴史ドラマ 

3/27（金）開催「チャングム＆イサン＆トンイの世界」ドラマ・シンフォニー 
が満員御礼・好評のうちに終演した後に、 

本公演のモチーフとなったドラマ作品の一つである 
「宮廷女官 チャングムの誓い」の全話一挙放送を実施！ 

東フィルによるフル・オーケストラをバックにNHK東京児童合唱団が熱唱する 
『懐夫歌（オナラ）』の余韻に浸るもよし、 

この機会に今年のGWは 
ご家族団らんで「チャングム漬け」の5日間はいかがでしょう！？ 

©2003-4 MBC 

一挙放送 



 
【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 
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