
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『家族で選ぶにっぽんの歌』 
 
■『ＰＯＷＥＲ ＧＡＭＥ』 
 
■秋のグルメ祭り 
『孤独のグルメ』49話＋『ワカコ酒』12話一挙放送 
 
■山田太一特集 
『ながらえば』『本当と嘘とテキーラ』 
『小さな駅で降りる』『せつない春』 
 ほか計10作品 
 
■『推奴 チュノ＜ノーカット字幕版＞ 』 

広告業界の「ファンタジスタ」vs「モンスター」熱き戦いを描く 

チャンネル銀河2015年11月おすすめラインナップ 

脚本家・山田太一が描く不器用な人間同士の心理劇 

食欲の秋到来！飯、酒、肴がそろい踏み！ 

世代とジャンルを超えた日本の名曲をお届け 

国内ドラマ 

ＣＳ初含 

日本のうた ＣＳ初 

ＣＳ初 国内ドラマ 

国内ドラマ 

細マッチョの男たちにとろける 壮絶な戦いと切ない愛の物語 韓国歴史ドラマ 



演歌、歌謡曲からJ-POPまで！ 
世代を超えて楽しめる名曲の数々 

【番組の概要】 

全国各地のご家族から寄せられたアンケートを元に、世代と音楽のジャンル
を超えた“にっぽんの名曲”をお送りするNHKの音楽番組。1994年から
毎年1回放送され、20年以上続く長寿番組。伊東四朗をはじめとする司会
陣によるお茶の間さながらのやり取りを通して、日本人のこころに残る名曲
を紹介していく。 

 

【各回の主な出演者】 

加山雄三、五木ひろし、細川たかし、森進一、南こうせつ、谷村新司、 

千昌夫、小林幸子、島倉千代子、石川さゆり、坂本冬美、天童よしみ、 

テレサ・テン、森口博子、イルカ、水前寺清子、岩崎宏美 ほか多数 

 

家族で選ぶにっぽんの歌 

放送日時 7（土）スタート 毎週（土）午後5：00- データ 
1994-2013年/日本/5話 
ＮＨＫ 

キャスト 伊東四朗（司会）ほか スタッフ 

1 
©NHK 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

イチオシ スタート 日本のうた ＣＳ初 

©NHK 

ＮＨＫ 
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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 

小澤征悦と袴田吉彦が広告営業マンを演じる 
熱くコミカルな営業バトルドラマ！ 

ＰＯＷＥＲ ＧＡＭＥ 

放送日時 23（月・祝）スタート （月-金）深夜0：00- データ 2013年/日本/全8話/ＮＨＫ 

キャスト 
俳優名（役名） 

小澤征悦（城崎信也）、袴田吉彦（黒岩博）ほか スタッフ 

【番組の概要】 

広告業界の「ファンタジスタ」VS広告業界の「モンスター」。クライア
ント獲得のためには、どんな手を使ってでもライバルを出し抜く熱き男
たち。宿命のライバル、城崎信也と黒岩博が繰り広げる終わりなき戦い
を、シリアスにそしてコミカルに描いた、刺激的エンターテイメントド
ラマ。 

 

【ストーリー】 

「広告業界のファンタジスタ」と呼ばれる営業マン・城崎信也（小澤征
悦）と、ライバル会社の営業マンで「広告業界のモンスター」と呼ばれ
る男・黒岩博（袴田吉彦）は、広告受注をめぐって、今日もまた対立す
る。黒岩は、接待攻勢・なりふり構わぬパフォーマンスで、クライアン
トの心をつかんでいく。劣勢に立たされる城崎。しかし、「ファンタジ
スタ」の名にふさわしい驚くべき手法で、黒岩に対抗する。 

 

HD 国内ドラマ ＣＳ初 スタート 

©NHK 

ＮＨＫ 
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秋のグルメ祭り 
「孤独のグルメ」49話+「ワカコ酒」12話一挙放送 

8（日）スタート 毎週（日）午後3：00- 
11月のチャンネル銀河は、食欲の秋にさらに火がつくこと間違いなしの
グルメドラマを毎週（日）に特集編成。メニューは飯も酒も肴も完全網
羅。「孤独のグルメ」シリーズ主人公の五郎の名言にも注目を。 

HD 

国内ドラマ 

秋のグルメ祭り 

「孤独のグルメ」シリーズ 
放送日時：「孤独のグルメ」15（日）午後3：00- 

   「Season2」22（日）午後3：00- 

   「Season3」29（日）午後3：00- 

   「Season4＋博多出張スペシャル」12/6（日）午後3：00-（予定） 

制作：2012-2014年/日本/各シリーズ：全12話＋博多出張スペシャル 

出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

原作：久住昌之／画：谷口ジロー 

 

「ワカコ酒」 
放送日時：8（日）午後3：00- 

制作：2015年/日本/全12話 

出演：武田梨奈（村崎ワカコ）ほか 

原作：新久千映 

 

「ワカコ酒」 ©2015 「ワカコ酒」製作委員会 ©新久千映/NSP 2011 「孤独のグルメSeason2」©2012久住昌之・谷口ジロー・扶桑社／テレビ東京  
                                    「孤独のグルメSeason４」©2014久住昌之・谷口ジロー・fusosha/テレビ東京 



日本が誇る名脚本家 山田太一特集 
11月のチャンネル銀河は、山田太一が脚本を手がけた作品の中から、
珠玉の単発ドラマを厳選。毎週（日）に特集編成しお届け。 

HD 

【概要】 

「ふぞろいの林檎たち」「岸辺のアルバム」「男たち
の旅路」など、名作ドラマと評される作品を数多く手
掛けた脚本家・山田太一。 

松竹に入社後、木下惠介監督に師事し、1965年にフ
リーの脚本家に転向。2015年は、彼がフリーの脚本
家になって、50周年の節目の年。 

第23回モンテカルロ・テレビ祭ゴールデンニンフ賞
を受賞した、笠智衆主演「ながらえば」をはじめ、
CS初放送となる「本当と嘘とテキーラ」、「小さな
駅で降りる」「せつない春」など、計10作品をライ
ンナップ。 

山田太一が織りなす独特の世界観を、たっぷりと堪能
できる１ヶ月だ。 

 

 

国内ドラマ 

放送作品（一部） 

小さな駅で降りる 

本当と嘘とテキーラ 

せつない春 

ながらえば 

山田太一特集 

ＣＳ初含む 

4 「ながらえば」©NHK 「本当と嘘とテキーラ」「小さな駅で降りる」「せつない春」©テレビ東京 
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鳥帰る 
放送日時 1（日）午前10：00- データ 

制作：1996年／日本／全1話
／ＮＨＫ 

キャスト 
俳優名（役名） 

田中好子（田口麻美）、杉浦直樹（木崎則行）、村上淳（中山）ほか スタッフ 

本当と嘘とテキーラ 

放送日時 1（日）昼12：00- データ 制作：2008年／日本／全1話 

キャスト 
俳優名（役名） 

佐藤浩市（尾崎章次）、樋口可南子（川本佳代）ほか スタッフ 

HD 

山田太一特集 

【番組概要】 

4年振りに帰郷した娘を受け入れられず、仲違いしてしまう母。長年連れ
添った夫を嫌悪して寄せ付けない妻。心の拠りどころであるはずの家族の間
で起きる様々な摩擦や軋轢を通して、「孤独」と「家族」の狭間で揺れる
人々の心を描く。 

第34回ギャラクシー賞奨励賞 

【番組概要】 

企業不祥事の謝罪会見を“演出”し、企業の危機管理をコンサルティングす
る有能なビジネスマン。しかし、自分のひとり娘が“危機に瀕している”現
実に対して、何もするすべがない。そんな中年サラリーマンと家族の姿を描
く。 

ＣＳ初 
2008年日本民間放送連盟賞 

最優秀賞 

「鳥帰る」©NHK 「本当と嘘とテキーラ」©テレビ東京 

ＣＳ初 
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ながらえば 
放送日時 8（日）午前10：00- データ 

制作：1982年／日本／全1話
／ＮＨＫ 

キャスト 
俳優名（役名） 

笠智衆（隆吉）、宇野重吉（謹造）、長山藍子（悦子）ほか スタッフ 

せつない春 

放送日時 8（日）午前11：45- データ 制作：1995年／日本／全1話 

キャスト 
俳優名（役名） 

山崎努（武藤尚行）、清水美砂（武藤文）、柄本明（梼原光男）ほか スタッフ 

山田太一特集 

【番組概要】 

息子の転勤にともなって、別れ別れに暮らさなければならなくなった老夫婦
の、互いを思う深い愛情を描いたドラマ。息子の転勤で老妻と別れて暮らさ
ざるを得なくなった老人が、今生の別れを告げようと、今一度の再会に思い
を寄せ家をとびだし妻の病院へむかうが・・・。 
 

第23回モンテカルロ・テレビ祭 
ゴールデンニンフ賞 

【番組概要】 

５０代後半にさしかかったサラリーマン、武藤尚行に言い渡された左遷。家
族を襲った突然の銃弾。娘の許されぬ交際をめぐり、2組の家族が奇妙な関
係に巻き込まれていく。現代日本の家族を描いた作品。 
 

 
「ながらえば」©NHK 「せつない春」©テレビ東京 

ＣＳ初 
1995年日本民間放送連盟賞  

ドラマ部門 最優秀賞 
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冬構え 
放送日時 15（日）午前10：00- データ 

制作：1985年／日本／全1話
／ＮＨＫ 

キャスト 
俳優名（役名） 

笠智衆（岡田圭作）、岸本加世子（上村麻美）、沢村貞子（アキ）ほか スタッフ 

香港明星迷 

放送日時 15（日）昼12：00- データ 制作：2002年／日本／全1話 

キャスト 
俳優名（役名） 

薬師丸ひろ子（工藤里美）、堺雅人（高山史郎）ほか スタッフ 

HD 

山田太一特集 

【番組概要】 

誰もが迎える人生の最晩年とどう向き合うか。“老い”をテーマに、死に場
所を求めて旅に出た1人の老人が、旅先で出会った人々との交流を通じ、人
間の孤独と死を見つめる様を描いたドラマ。 

第22回プラハ国際テレビ祭 
最優秀演出賞 

【番組概要】 

第一線で働き続ける30歳代の独身女性が直面する問題に、等身大の熱意と愚
かしさで向き合っていく姿を描いた本作。仕事熱心な一方で、香港スターの
熱烈なファンの工藤里美（薬師丸ひろ子）が初めての香港で思わぬトラブル
に見舞われる。 
 

 

ＣＳ初 

「冬構え」©NHK 「香港明星迷」©テレビ東京 
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今朝の秋 
放送日時 22（日）午前10：00- データ 

制作：1987年／日本／全1話
／ＮＨＫ 

キャスト 
俳優名（役名） 

笠智衆（鉱造）、倍賞美津子（悦子）、樹木希林（美代）ほか スタッフ 

小さな駅で降りる 

放送日時 22（日）昼12：00- データ 制作：2000年／日本／全1話 

キャスト 
俳優名（役名） 

中村雅俊（里見恭司）、樋口可南子（里見亜也）、堤真一（沢口草平）
ほか 

スタッフ 

山田太一特集 

【番組概要】 

老いと人生の機微を見つめる元夫婦の心模様を描いたドラマ。一人息子の死
を目前に、離婚して27年の時が経った元夫婦の男と女が再会した。死にゆく
息子のために何が出来るのか。2人はそのとき初めて、家族の絆の重みを知
る。 
 

第１４回放送文化基金賞 
本賞 

【番組概要】 

二組の会社員の家族を軸に企業社会の人間関係や夫婦、親子のきずなを描い
たドラマ。食品専門商社に勤める里見（中村雅俊）は、商慣習の合理化に取
り組んでいた。そんな中、差出人不明で、営業戦略部を内部告発する文書が
社長に届く。 
 

 

 

ＣＳ初 

「今朝の秋」©NHK 「小さな駅で降りる」©テレビ東京 

2000年日本民間放送連盟賞 
優秀賞 
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なんだか人が恋しくて 
放送日時 29（日）午前10：00- データ 

制作：1994年／日本／全1話
／ＮＨＫ 

キャスト 
俳優名（役名） 

平田満（井口）、石野真子（知代）、佐藤友紀（邦枝）ほか スタッフ 

奈良へ行くまで 

放送日時 29（日）昼12：00- データ 制作：1998年／日本／全1話 

キャスト 
俳優名（役名） 

奥田瑛二（中本正治）、村上弘明（平山泰之）、石橋蓮司（大久保慎之
介）ほか 

スタッフ 

山田太一特集 

【番組概要】 

厳しい教師に徹する男の姿を通して、不器用に生きる人の孤独や人懐かしさ
を描いた本作。厳格な教師とその教え子がふとしたはずみで旅をするうち、
中年教師の隠された人生を知り、世代を超えたふれあいをはじめていく様を
描く。 

【番組概要】 

官庁担当の中堅ゼネコン営業マンとその妻、そしてエリート官僚の３人を主
人公に工事発注の裏に潜む談合や汚職まがいの世界を描きながら、現代人の
孤独や夫婦の葛藤を描く。 
 

 

ＣＳ初 

「なんだか人が恋しくて」©NHK 「奈良へ行くまで」©テレビ東京 

1998年日本民間放送連盟賞 
最優秀賞 

ＣＳ初 
第31回ギャラクシー賞奨励賞 



推奴 チュノ＜ノーカット字幕版＞  

放送日時 
24（火）スタート  
（月-金）朝8：30-/夜9：30- 

データ 2010年/韓国/字幕/全24話 

キャスト 
俳優名（役名） 
 

チャン・ヒョク（テギル）、オ・ジホ（ソン・テ
ハ）、イ・ダヘ（オンニョン/キム・ヘウォン）ほか 

スタッフ 

スタート 

10 

韓国で視聴率30％超えの歴史アクションドラマ 
逃げろ！希望のため、愛のため 

命を賭けた逃走が、やがて王朝の陰謀に巻き込まれてゆく 
【番組の概要】 

奴婢に転落した朝鮮最高の武将、奴婢を追う狩人の推奴、その2人を愛し
た女の物語を壮大なスケールで描いた歴史ドラマ。１７世紀中頃の朝鮮を
舞台に、逃亡する奴婢（奴隷）と彼らを捕まえ賞金を稼ぐハンター（推
奴）たちとの熱き追撃戦を描く。殺陣やアクションとともに俳優陣の鍛え
上げられた肉体美も見どころ。さらに、1人の女性をめぐる恋愛ストー
リーがドラマに華を添える。 

 
 

 

【ストーリー】 

裕福な両班の家に生まれたテギル（チャン・ヒョク）は召使で奴婢のオン
ニョン（イ・ダヘ）と密かに愛をはぐくんでいた。だが、奴婢の身分に我
慢できなくなった彼女の兄が火を放ち、彼女を連れ逃亡した。数年後、テ
ギルは彼女を捜すうちに奴婢を追う推奴になっていた。一方、かつて朝鮮
最高の武将と言われたテハ（オ・ジホ）は友人の裏切りにより奴婢に。オ
ンニョンはヘウォンと名を変え、テハと行動を共にしていたが・・・。 

 

HD 韓国歴史ドラマ 

© 2010 KBS. All rights reserved 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
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大王世宗 テワンセジョン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時：7（土）スタート 毎週（土）深夜0：30- 6話連続 

制作：2008年/韓国/字幕/全86話 

出演：キム・サンギョン（忠寧大君/世宗）、キム・ヨンチョル（太宗）、 

    イ・ユンジ（シム氏/昭憲王后）ほか 

 

イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時：21（土）スタート 毎週（土）夜10：00- 2話連続 

制作：2007年/韓国/字幕/全77話 

出演：イ・ソジン（イ・サン）、ハン・ジミン（ソン・ソンヨン）、 

   イ・ジョンス（パク・テス）ほか 

その他／再スタート 

HD スタート 

「大王世宗 テワンセジョン」©KBS Media. All rights reserved. 「イ・サン」©2007-8 MBC 
 

【番組の概要】 
朝鮮時代最高のリーダーと称され、韓民族最高の文化遺産“ハングル”を作り出した名君・大王世宗（テワン
セジョン）の波乱万丈な生涯を描いた超大作。主演の大王世宗を演じたキム・サンギョンは韓国グラミー賞ド
ラマ部門で最優演技者賞を受賞したほか、KBS演技大賞ではイ・ユンジとイ・ウォンジョンが優秀演技賞を、
世宗の子供時代を演じたイ・ヒョヌが青年演技賞を受賞するなど2008年、最も評価された作品のひとつとし
て言われている。 

HD スタート 

【番組の概要】  
「宮廷女官チャングムの誓い」「トンイ」などを手がけた韓国歴史ドラマの巨匠、
イ・ビョンフン監督作品。朝鮮王朝史上、最も波乱万丈の生涯をおくったイ･サン、第
22代王・正祖（チョンジョ）。社会の弊害を改革しようと果敢に取り組む王へと成長
していく姿を、ソンヨンとの切ないロマンスを絡めて描く歴史大作。 

韓国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 
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刑事吉永誠一 涙の事件簿 
放送日時：14（土）スタート 毎週（土）夜7：00- 

制作：2013年／日本／全10話 

出演：船越英一郎（吉永誠一）、小泉孝太郎（鑑貴一）、中山忍（吉永照子）ほか 

お父さんは二度死ぬ 
放送日時：9（月）スタート （月-水）深夜0：00- 

制作： 2013年／日本／全4話／ＮＨＫ 

出演：遠藤憲一（大沢俊夫）、麻生祐未（大沢幸恵）、南沢奈央（大沢麻衣子）ほか 

 

 

その他／再スタート 

HD スタート 

【番組の概要】 
情に厚く涙もろい刑事・吉永誠一（船越英一郎）が、「合理的かつ効率的に」が信条
で「刑事の鏡」と言われた父を持つ相棒・鑑貴一（小泉孝太郎）と難事件へと挑む痛
快サスペンスドラマ。 

HD スタート 

【番組の概要】 
根っからの仕事人間だった父（遠藤憲一）が出張先の北海道死んだ。娘の麻衣子（南
沢奈央）ら家族は、葬儀で今まで知らなかった父の実像を次々と知ることになる
が・・・。“父親の死”の謎が深まっていくとともに、“家族の秘密”までもが暴か
れていくという二重の家族サスペンス。 

「刑事吉永誠一 涙の事件簿」コピーライト不要 「お父さんは二度死ぬ」©NHK 

国内ドラマ 

国内ドラマ 



 
【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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