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■『中国大河「岳飛伝 -THE LAST HERO-」』 
 
■『お父さんは二度死ぬ』 
 
■『ラスト・ドクター 〜監察医アキタの検死報告〜』 
 
■『監察医 篠宮葉月 死体は語る』 
 
■『眠れる森の熟女』 
 
■『人気作家サスペンス』 
 
 

専業主婦とホテル王の若き御曹司とのプラトニック・ラブ 

父親の本心に気づかされて泣ける「家族サスペンス」 

チャンネル銀河2015年6月おすすめラインナップ 

国内ドラマ 

中国歴史ドラマ 

監察医のヒューマンサスペンス 

5月に引き続き、銀河ならではのラインナップ！ 

人気サスペンスシリーズ 

中国版“真田幸村” 日本初 

ＣＳ初 

ＣＳ初 

ＣＳ初 

国内ドラマ 

国内ドラマ 

国内ドラマ 

銀河サスペンス745 

ＣＳ初含 

医療サスペンス 

医療サスペンス 



中国史上、最も愛された最強の英雄“岳飛” 
宋代随一の武勇を誇り、「三国志」の関羽と並び称される 

武将 “岳飛”の壮絶な人生を描く！ 

【番組の概要】 

日本初放送。構想7年、総製作費32億円超。 

中国版“真田幸村”。「水滸伝」のその後、南宋時代を舞台に、中国で最も愛される、
最高のヒーロー・岳飛の知られざる生涯を描いた壮大な歴史ドラマ。 

 

【ストーリー】12世紀。遼との争いに苦戦する宋は、金軍に援軍を要請すべく劉韐
（りゅうこう）将軍を派遣。金の粘没喝（ネメガ）は要請に難癖をつけるが、劉韐に従
う岳飛の身を挺した主張が派遣に結び付く。こうして金軍が進撃する中、宋の元官僚・
韓肖胄（かんしょうちゅう）は宰相・汪伯彦（おうはくげん）に遼の説得を相談すべく
汴京（べんけい）へ赴く。（＃１「敢戦士 岳飛」より） 

中国大河「岳飛伝 -THE LAST HERO-」 
放送日時 1（月）スタート 毎週（月-金）午後1：00- 2話連続 データ 

制作：201２年/中国/字幕/ 
全69話 

キャスト 
俳優名（役名） 

ホァン・シャオミン（岳飛）、ロー・ガーリョン（秦檜／しんかい） 
ルビー・リン（李孝娥／りしょうが）ほか 

スタッフ 

総監督：ジュ・ジャオリャン
（「水滸伝」） 
 

1 
©NHK 

上写真：The Patriot Yue Fei ©2012 China International TV Corporation. All Rights Reserved 
     提供：NBCユニバーサル・エンターテイメント／BSジャパン 

中国歴史ドラマ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

日本初 HD イチオシ スタート 
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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 

©NHK 

【本作の見どころ】 
①中国史上、最も愛された最強の英雄“岳飛”の生涯を初の完全映像化！ 
②「三国志」「水滸伝」を超える圧倒的なスケールとド迫力のアクション 
③「水滸伝」のその後の世界を斬新な映像とストーリーで描く！ 

“大陸イチのイケメン”と呼ばれる主演、ホァン・シャオミンの独占インタビューが 
チャンネル銀河webサイトで5/18（月）に公開！詳しくはコチラ 

http://www.ch-ginga.jp/ 

「総額30万円が当たる！」 中国大河「岳飛伝」日本初放送記念！ボーナスキャンペーン！ 
日本初放送の中国大河「岳飛伝」を見て、クイズに答えよう！ 
6/1（月）～3（水）の3日間、各話の放送終了後に、キーワードを発表。 
すべてのキーワードをつなぎ合せて、銀河webページの応募フォームよりお答えください。 
※応募フォームは5/1（金）にアップ予定。詳しくはチャンネル銀河webサイトにて。 
下記、放送終了後にキーワードが出ます 
 
①  6/1（月）13:00～14:00  #1 
②  6/1（月）14:00～15:00  #2     
→#1、2のみスカパー無料視聴 
③ 6/2（火）13:00～14:00  #3 
④  6/2（火）14:00～15:00  #4 
⑤ 6/3（水）13:00～14:00  #5 
⑥  6/3（水）14:00～15:00  #6 

ホァン・シャオミン 

上写真：The Patriot Yue Fei ©2012 China International TV Corporation. All Rights Reserved 
     提供：NBCユニバーサル・エンターテイメント／BSジャパン 

http://www.ch-ginga.jp/
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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 

「お父さんが死んだ。でも涙は出ない｣と始まるこのドラマ。 
誰しもにとって近くて遠い存在の父親の本心に気づかされて泣ける 

“家族サスペンス” 

お父さんは二度死ぬ 

放送日時 24（水）-29（月）深夜0：00- データ 
制作：2013年/日本/全4話 
 

キャスト 
俳優名（役名） 

 

南沢奈央（大沢麻衣子）、麻生祐未（大沢幸恵）、遠藤憲一（大沢俊
夫）、渡辺いっけい（佐渡憲二）ほか 

スタッフ 

ＮＨＫ ＣＳ初 

【番組の概要】 

お父さんが突然事故で亡くなり、通夜・葬儀の会場で家族の知らなかっ
たお父さんの実像が次々と明らかになっていく1話完結的に楽しめる異
色のハートウォーミングなサスペンス！「父親の死」と「家族の秘密」
がもたらす衝撃のラストは見逃せない！ 

 

【あらすじ（第1回「お父さんの仕事」より）】 

大沢麻衣子（南沢奈央） の父親が、北海道への出張中に突然亡くなった。
大手製菓会社に営業部長として勤めていた父・俊夫（遠藤憲一） は、
“社葬”として弔われることになった。斎場を訪れた麻衣子、母・幸恵
（麻生祐未）、弟・隆司（柾木玲弥）。そこで麻衣子は、仕事一筋に生
きてきた俊夫に恨みを抱く部下・武藤孝文（安田顕） の存在を知る。そ
こへ、北海道から二人の刑事がやってきた。俊夫の死は、事故ではなく
殺人なのか・・・？ 

上写真：©NHK 

国内ドラマ スタート 



HD 

眠れる森の熟女 
放送日時 30（火）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- データ 制作：2012年/日本/全9話 

キャスト 
俳優名（役名） 
 

草刈民代（相沢千波）、瀬戸康史（高岡祐輔） 
磯野貴理子（新田京子）、山本圭（杉浦はじめ） 
ほか 

スタッフ 

スタート 
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46歳の専業主婦と若き御曹司のプラトニックラブ！ 
夫とその愛人との不思議な三角関係からも目が離せない！ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

国内ドラマ ＣＳ初 

【番組の概要】 

突然夫から離婚を切り出された46歳の専業主婦・相沢千
波と一見好青年だが実はとんでもないくせ者で、世界的
ホテル王のイケメン御曹司、通称「王子」・高岡祐輔の、
ほのかなロマンスを軸に、どん底熟女の挑戦を描いたド
ラマ。 

【あらすじ（第1回「数十年遅れの王子様？」より）】 

相沢千波（草刈民代）は、大きなショックを受けていた。
夫の浩史（羽場裕一）が、別の女性と再婚したいと言い
だしたのだ。相手は中学時代の同級生・森山春子（森口
瑤子）。離婚調停が平行線をたどるなか、やけになった
千波は、夫との思い出のホテルで酒に浸り酔いつぶれた。
翌朝、千波を介抱してくれた人物が、匿名でホテルの仕
事を世話してくれる。その人物は、実はホテルの若き総
支配人・祐輔（瀬戸康史）だった。 

上写真：©NHK 

ＮＨＫ 



HD 
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ラスト・ドクター 
～監察医アキタの検死報告～ 

放送日時 9（火）スタート 毎週（月-金）深夜0：00- データ 制作：2014年/日本/全11話 

キャスト 
俳優名（役名） 

 

寺脇康文（秋田晋也）、相武紗季（吉崎薫子）、渡辺いっけい（山倉正
義）、伊東四朗（柳田修平）、YOU（竹下亮子）、 
戸田恵子（山下美恵子）、マキタスポーツ（安田圭介）ほか 

スタッフ 

スタート 

肩肘張らずにクスッと笑えて、最後に少しホロッとする 
ヒューマン・サスペンスドラマ  

ＣＳ初 

【番組の概要】 

「生きている人間を相手にするよりも、死体と向き合う方がらく」とい
うのが信条の、腕は一流だが、人付き合いが苦手な変わり者の監察医が
新人監察医と共に、遺体に隠された死因を読み解き、人生最後の想いを
拾い上げるコメディ・サスペンスドラマ。 

主演の寺脇康文ほか、脇を固める豪華でユニークな俳優陣にも要注目！ 

 

【あらすじ（＃１より）】 

関東監察医務院に吉崎薫子（相武紗季）が赴任してくる。だがそこは、
指導医の秋田晋也（寺脇康文）を筆頭に、院長の柳田修平（伊東四朗）
や補佐の山下美恵子（戸田恵子）など、個性的な面々ばかり。そんな中、
秋田と薫子は、人気モデル・須山利香（夏菜）の転落遺体を担当するこ
とになる。転落現場である５階建てビルの屋上には、利香のバッグが残
されていて、争った形跡もないことから警察は自殺と判断する。だが、
秋田は遺体に残る微かな点に引っかかっていた・・・。 

 

上写真：コピーライト不要 

国内ドラマ 

医療サスペンスシリーズ 
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監察医 篠宮葉月 死体は語る 
※＃１０のみ「監察医 篠宮葉月 新・死体は語る」になります。（ＣＳ初） 

放送日時 1５（月）スタート 毎週（月-金）夜7：45- データ 

制作：2001-2011年/日本/ 
10話 
 

キャスト 
俳優名（役名） 

高島礼子（篠宮葉月）ほか スタッフ 原作：上野雅彦 

スタート 

テレビ東京系で今なお放送されている人気のサスペンスシリーズ。  
地井武男、藤田弓子など実力派の俳優・女優が多数出演。 

上写真：コピーライト不要 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

高島礼子主演。仕事に意欲を燃やす36歳独
身、美貌の監察医・篠宮葉月が死体を解剖
して死因を解明。 

あらゆる難事件の解決に挑む人気シリーズ。 

 

【あらすじ（「監察医 篠宮葉月 死体は
語る１」より）】 

ある日、親友で外科医の仙道恭子（野村真
美）が勤める病院の看護婦が轢き逃げされ、
遺体で発見された。さらに数日後、今度は
恭子が自殺したという連絡が葉月に入る。
ところが解剖の結果、恭子は自殺ではなく
他殺だと確信した葉月は、恭子の夫で刑事
の仙道篤志（地井武男）と独自で真相究明
に乗り出すことに・・・。 

6月の「銀河サスペン
ス745」は、医療サス
ペンスシリーズ。 

医学知識を駆使し、
事件の謎の核心に
迫っていく。 

医療サスペンスシリーズ 



7 

警察医・花井吾朗の殺人カルテ 神戸～江戸川殺人水路 
放送日時：5（金）夜7：45- 

制作：2002年/日本/全1話 

出演：水谷豊（花井吾朗）ほか HD 

【あらすじ】 
父の跡を継いで花井医院を経営する町医者･花井吾朗（水谷豊）。その傍ら、警察の依頼があれば検死や留置人の治療を行う警察医でもある。ある日、江戸
川の河川敷で水死体が発見された。婦警の塚原君子（宮本真希）から連絡を受けた吾朗は検死に向かう。被害者はコンビニ店員。状況から別の場所で溺死し
て運ばれた可能性があり、警察は聞き込みを開始するが、有力な手掛かりはつかめず捜査は難航し・・・。 

湯けむりドクター 華岡万里子の温泉事件簿 
放送日時：8（月）-12（金）夜7：45- 

制作：2005-2011年/日本/5話 

出演：かたせ梨乃（華岡万里子）ほか 

刑務所の医者 若宮冴子 
放送日時：29（月）夜7：45- 

制作：2004年/日本/全1話 

出演：浅野温子（若宮冴子）ほか 

HD 

HD 

上写真：コピーライト不要 

【あらすじ】 
東都医大から半年の約束で、横浜女子刑務所に医務課長として派遣されている若宮冴子（浅野温子）は、放火殺人の罪で服役している山村直美（渡辺典子）
の自殺未遂を助ける。直美は運送会社の社長を殺し、その事務所に火をつけて死体を焼却。懲役13年の重罪人だった。直美が自殺を図った理由は、胆道閉
鎖症である娘の千夏に、自分の臓器を移植するためだった。直美の真剣な思いに、冴子は「何とかしてあげなければ」と立ち上がるが、その過程で、直美の
起こした事件に、冤罪の可能性を疑い始め・・・ 

【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） 

医療サスペンスシリーズ 
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佐橋法龍原作 

殺意の川～尼寺説法殺人事件 
放送日時：3（水）夜7：45- 

制作：2004年/日本/全1話 

出演：浜木綿子（順心尼）、高橋ひとみ（坂口聡美）、菅井きん（カツ）ほか 

 

HD 

笹沢左保原作 

48時間の恐怖 時計の針がナイフに変わるとき 
放送日時：4（木）夜7：45- 

制作：2004年/日本 

出演：池上季実子（笹森真知子）、益岡徹（夏八木鉄人）ほか 

 
HD 

上写真：コピーライト不要 

人気作家サスペンスシリーズ 

【あらすじ】 
晩夏の東京、帝都ホテルの一室で女性の絞殺体が発見された。被害者は主婦・井筒杏子（渡
辺典子）。警視庁捜査一課の警部らは、午後３時少し前に部屋から中年の男が立ち去ったと
いう目撃情報を得る。現金や貴重品は盗まれておらず、杏子の体内からＯ型の体液が検出さ
れたため、警察は痴情・怨恨の線で捜査を開始した。それから１ヶ月余り後、大洋テレビ・
報道部プロデューサー・夏八木鉄人（益岡徹）の娘・香織が、夏八木の義妹・笹森真知子
（池上季実子）の目の前で誘拐され・・・。 

【あらすじ】 
福島県・猪苗代町の尼寺「妙安寺」の庵主・順心（浜木綿子）は、厳しくも心温まる法話が
人気で、ラジオで身の上相談も行っている。寺には悩みを抱えた女性が多く訪れ、今も聡美
（高橋ひとみ）、カツ（菅井きん）ら5人が宿坊していた。ある日、会津若松市のパチンコ店
に2人組の強盗が押し入り、店員をナイフで刺して現金を奪い逃走。犯人は「猪苗代錦酒造」
の矢野孝と接触し、金を預けるが、孝がバックごと行方をくらませ・・・。 

ＣＳ初 

ＣＳ初 
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孤独のグルメ Season3 
放送日時：7（日）スタート 毎週（日）夜11：00- 2話連続 

制作：2013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 

新・赤かぶ検事奮戦記 
放送日時：13（土）スタート 毎週（土）昼12：00- 3話連続 

※13（土）は、午後2：00- 2話連続での放送 

制作：1994-2005年/日本/全17話 

出演：橋爪功（柊茂）、藤田弓子（柊春子）ほか 

原作：和久峻三 

HD 

トラベルサスペンス 
「日本一周「旅号」殺人事件」「金沢能登殺人周遊」 

「団地奥さまパック旅行事件簿」「花の罠-奈良・大和路殺人事件-」 

放送日時：7（日）午後1：00- 5話一挙放送 

出演：小林稔侍（日本一周「旅号」殺人事件）ほか 

©2013久住昌之・谷口ジロー・扶桑社／テレビ東京 

HD 

コピーライト表記不要 

番組詳細は別表参照 

©松竹 
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老舗旅館サスペンス 
「湯けむり殺人案内 なんにも専務の名推理」「ノサップ岬の女」 

「温泉仲居 小泉あつ子の事件帳」「温泉仲居探偵の事件簿」 

放送日時：14（日）午後1：00- 5話一挙放送 

出演：名取裕子（ノサップ岬の女）ほか 

伊豆・熱海サスペンス 
「伊豆・竜宮伝説殺人事件」「伊豆・天城越え殺人事件」「南紀・伊豆Ｓの逆転」 

「修善寺温泉殺人事件」「銀座 高級クラブママvs熱海 老舗旅館女将」 

放送日時：21（日）午後1：00- 5話一挙放送 

出演：愛川欽也（修善寺温泉殺人事件）ほか 
HD 

HD 

みちのくサスペンス  
「夏泊殺人岬」「みちのく蕎麦街道殺人事件」 

「ヤメ検弁護士・英剛直 佐渡が島殺人航路」 

「みちのく祭り殺人行」「殺意の川～尼寺説法殺人事件」 

放送日時：28（日）午後1：00- 5話一挙放送 

出演：古谷一行（みちのく祭り殺人行）ほか 

写真全て：コピーライト表記不要 

HD 

番組詳細は別表参照 



 
【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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