
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 

■年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 
佐木隆三「復讐するは我にあり」、乃南アサ「凍える牙」 

東野圭吾「眠りの森の美女殺人事件」、池井戸潤「果つる底なき」など 

作家25人、計42作品 

 

■『豊臣秀吉 天下を獲る！』 
 
■『アウトドアロックンロール』 
 
■『映画「王朝の陰謀～判事ディーと人体発火怪奇事件～」』 

チャンネル銀河2015年12月おすすめラインナップ 

サラリーマンたちが繰り広げる大自然とのガチンコ勝負！ 

中村勘三郎と勘九郎、七之助の親子共演！命日に追悼放送 

人気作家原作のドラマ42作品を年末年始に一挙放送 

国内ドラマ 

ＣＳ初 

国内ドラマ ＣＳ初含 

中国版「シャーロック・ホームズ」 中国歴史サスペンス映画 

ドキュメンタリー 



直木賞作家サスペンス特集 
芥川賞と並んで文学界の栄誉ある賞の1つである、直木賞。 
今回の特別編成では、歴代受賞者の中から、25人の作家
をピックアップ。彼らが原作を手がけたサスペンスドラマ全42
作品を年末年始の7日間に一挙放送！ 

一挙放送 

【概要】 

 

 

国内ドラマ 

放送作品（一部） 

眠りの森の美女殺人事件 凍える牙 果つる底なき 復讐するは我にあり 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初含 

1 
「復讐するは我にあり」：コピーライト不要／「凍える牙」： ©NHK  原作 乃南アサ『凍える牙』（新潮文庫刊）／「眠りの森の美女殺人事件」：©大映テレビ／
「果つる底なき」：©共同テレビジョン 

イチオシ 

佐木隆三の「復讐するは我にあり」や、乃南アサの「凍える牙」など直木賞受賞作のドラマ化作品をは
じめ、向田邦子、東野圭吾、連城三紀彦、ねじめ正一、宮部みゆき、桐野夏生、池井戸潤といった、名
だたる受賞作家が原作のサスペンスドラマ全42作品を12/28（月）～1/3（日）、連日昼12:00から
一挙放送。 
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復讐するは我にあり 
放送日時 28（月）昼12：00- データ 制作：2007年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

柳葉敏郎（榎津巌）、大地康雄（吉村寛惇）、岸本加世子（吉村圭以
子）ほか 

スタッフ 原作：佐木隆三 

幸福の誤算 

放送日時 28（月）午後2：30- データ 制作：1996年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

片平なぎさ（河西由希子）、石丸謙二郎（河西康彦）ほか スタッフ 原作：佐木隆三 

【番組概要】 

実在の連続殺人犯をモデルに、犯人逮捕までの恐怖の3日間を完全映像
化。性善説に生き家族を守ろうとする教誨師（きょうかいし）と‘悪魔
の申し子’と呼ばれた殺人犯の息の詰まる対決。その犯行の軌跡と人間
像を描く。 

 

 

【番組概要】 

夫と2人の子供と幸せに暮らしていた主婦が、周りの母親たちの進学熱
にあてられ、自分の息子を一流私立中学へ進学させるため、借金地獄に
はまりこみ、ついには家庭崩壊の危機を迎える。家族の幸福とは何かを
問いかけるドラマ。 

 「復讐するは我にあり」：コピーライト不要／「幸福の誤算」：©アズバーズ 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 
HD 

受賞作 

ＣＳ初 

ＣＳ初 
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京都映画女優殺人事件 
放送日時 28（月）午後4：15- データ 制作：1994年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

中村あずさ（径子）、田中健（周平）ほか スタッフ 原作：胡桃沢耕史 

まりえの客 

放送日時 28（月）夜6：00- データ 制作：1994年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

三宅裕司（柴山元）、香坂みゆき（宮沢律子）、床嶋佳子（上村兼子）
ほか 

スタッフ 原作：逢坂剛 

【番組概要】 

京都の時代劇映画撮影所を舞台に、造り酒屋のひとり娘が探偵に扮し、
同じ酒屋の職人とともに、同級生の殺人事件解明に乗り出す。 

 

【番組概要】 

昇進レースの真っ只中にいる大手広告代理店の営業課長のまわりで次々
と奇妙な事件が起こる。真相を探るうちに、思わぬ真実を知る事になっ
た男の心理を描く。 

 
「京都映画女優殺人事件」：©Ｇ・カンパニー／TBS 「まりえの客」：©ユニオン映画 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 
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ママの誤算 
放送日時 28（月）夜7：45- データ 制作：1993年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

国生さゆり（路子）、うじきつよし（毅彦）ほか スタッフ 原作：乃南アサ 

２度目のウェディング・ベル 

放送日時 28（月）夜8：35- データ 制作：1994年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

鶴田真由（香奈）、岡田真澄（健介）、竹内力（祐一）ほか スタッフ 原作：乃南アサ 

【番組概要】 

夫の栄転が決まったが、息子の小学校受験を控える妻は不満で夫婦仲が
悪化。息子を進学校に入学させたい妻がとった行動が、息子を巻き込み、
ついには凄惨な結末を迎えてしまう。 

 

 

【番組概要】 

幸せな結婚をしたはずの女性が嫁ぎ先の家族の奇行を目の当たりにし、
その裏に隠された秘密を知ってしまう。 

 

「ママの誤算」「２度目のウェディング・ベル」：©ユニオン映画 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 



5 

凍える牙 
放送日時 28（月）夜9：25- データ 制作：2001年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

天海祐希（音道貴子）、大地康雄（滝沢）ほか スタッフ 原作：乃南アサ 

悪夢の封印 

放送日時 29（火）昼12：00- データ 制作：1993年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

山本陽子（安枝）、大場久美子（イチコ）、榎木孝明（カシマ）ほか スタッフ 原作：西木正明 

【番組概要】 

獰猛な獣を使ったと思われる連続咬殺殺人事件の謎に挑む。男性社会で
孤独に戦う女性刑事と彼女を相棒と認めない中年刑事のコンビが、それ
ぞれの葛藤や互いの対立を乗り越え事件の真相へと迫っていく。 

 

 

【番組概要】 

戦後まもなく非合法に開設された堕胎専門の病院に封印していた過去が
1人の脅迫者によって暴かれた。当時のカルテによる脅迫がやがて殺人
事件へと発展していく。 

「凍える牙」： ©NHK  原作 乃南アサ『凍える牙』（新潮文庫刊） ／「悪夢の封印」：©彩の会 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

受賞作 

ＣＳ初 HD 

ＣＳ初 
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隠された誘拐 
放送日時 29（火）午後1：45- データ 制作：1984年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

渡瀬恒彦（岩本道夫）、蟹江敬三（岡野勇作）ほか スタッフ 原作：連城三紀彦 

盗まれた情事 

放送日時 29（火）午後3：30- データ 制作：1995年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

三浦友和（矢沢亜木雄）、余貴美子（緒方幸子）、高島礼子（沢村藤
子）ほか 

スタッフ 原作：連城三紀彦 

【番組概要】 

誘拐された我が子を奪い返すために、刑事としてあるまじき行為に全て
を賭ける父の姿を描いたドラマ。 

 

 

【番組概要】 

「妻を抱いて欲しい」という広告に興味を持ち、頼まれて人妻を抱いた
青年医師。しかし、思いもよらぬ殺人事件に巻き込まれ、破滅していく。 

 

「隠された誘拐」：©ユニオン映画／ 「盗まれた情事」：©松竹芸能 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 
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みちのく祭り殺人行 
放送日時 29（火）午後5：15- データ 制作：2001年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

古谷一行（長崎俊一郎）、伊藤蘭（長崎秋子）、大杉連（成田浩介）ほ
か 

スタッフ 原作：高橋克彦 

去りゆく日に 

放送日時 29（火）夜7：00- データ 制作：2009年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

小林稔侍（松井和郎）、高畑淳子（松井房子）、川上麻衣子（朝倉妙
子）ほか 

スタッフ 原作：髙村薫 

【番組概要】 

数年前に自殺したはずの妻から、突然「私は殺された」という電話がか
かってきた。それをきっかけに、妻の死に疑問を抱いた夫が、妻の死の
真相を知るため、調査を開始する。 

 

 

【番組概要】 

定年退職間近の老刑事が警察官人生最後の事件に挑む。河川敷の階段で
男性の変死体が発見された。事故死と思われたが、両手両足を揃えて亡
くなっていることに疑念を抱き、部下と共に聞き込みを開始。事件の真
相に迫る。 

 「みちのく祭り殺人行」「去りゆく日に」：コピーライト不要 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

HD 

HD 
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夜の探偵 
放送日時 30（水）昼12：00- データ 制作：1990年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

大原麗子（三枝子）、田中健（赤木）ほか スタッフ 原作：村松友視 

京おとこ京おんな連続怪死事件 

放送日時 30（水）午後1：00- データ 制作：1991年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

坂口良子（五十嵐晴子）、笑福亭鶴瓶（文田浩和）ほか スタッフ 原作：黒川博行 

【番組概要】 

プライドが高いために再婚の機会を逃してきた女探偵が調査対象となっ
た男性と恋におちるが、彼の狙いを知り、殺害を企てる。 

 

 

【番組概要】 

東京から着任したマドンナ警視と京都府警の万年ヒラ刑事とがコンビを
組み、京都で起こった事件の真相を暴いていく。 

 

 

「夜の探偵」：©ユニオン映画／「京おとこ京おんな連続怪死事件」：©松竹芸能 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 



9 

幻の船連続殺人 
放送日時 30（水）午後2：45- データ 制作：1988年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

三浦友和（萩原薫）、笑福亭鶴瓶（文田浩和）ほか スタッフ 原作：黒川博行 

古代舞の女 

放送日時 30（水）午後4：30- データ 制作：1988年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

古谷一行（黒木憲造）、笑福亭鶴瓶（亀田敦也）、佳那晃子（秦野史
子）ほか 

スタッフ 原作：黒川博行 

【番組概要】 

東京から来た新任のエリート警部補と大阪府警のベテラン刑事が、連続
殺人のカラクリを解き明かし、保険金目当ての偽装海難事故の真相を追
う。 

【番組概要】 

研究所長の座をめぐって殺人事件が発生。古代史をめぐる謎の殺人事件
に、クロマメと称されている大阪府警の名コンビ刑事2人が挑む。 

 

「幻の船連続殺人」「古代舞の女」：©松竹芸能 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 

ＣＳ初 
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三角波 
放送日時 30（水）夜6：15- データ 制作：1990年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

早見優（巻子）、三浦浩一（達夫）ほか スタッフ 原作：向田邦子 

香子の夢 コンパニオン殺人事件 

放送日時 30（水）夜7：15- データ 制作：1989年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

賀来千香子（小田香子）、川野太郎（芝田刑事）ほか スタッフ 原作：東野圭吾 

【番組概要】 

出版社のエリート社員と婚約し幸せをつかんだ女性に、気になる男性が
でき、彼を愛してしまう様を描いたドラマ。 

 

 

【番組概要】 

コンパニオン・香子の同僚がホテルで服毒死体となって発見された。彼
女と青年刑事が独自に調査し、パーティコンパニオン殺人事件の謎に迫
る。 

「三角波」：©ユニオン映画／「香子の夢 コンパニオン殺人事件」： ©国際放映 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 
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眠りの森の美女殺人事件 
放送日時 30（水）夜9：00- データ 制作：1993年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

山下真司（加賀恭一郎）、河原崎建三（梶田）、原田貴和子（浅香末
緒）ほか 

スタッフ 原作：東野圭吾 

過去を消す女 

放送日時 31（木）昼12：00- データ 制作：1984年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

酒井和歌子（掛川留美）、山口果林（倉本誠子）、田村亮（倉本真二）
ほか 

スタッフ 原作：小池真理子 

【番組概要】 

演出家が何者かと格闘しているのを見つけ、はずみで殺してしまったと
バレリーナが自首した。しかし、不審な点があると本庁の加賀恭一郎が
事件の真相解明に乗り出す。バレエ界という特殊な世界の中での複雑で
切ない人間模様を描いたドラマ。 

 

 

【番組概要】 

社長夫人の座を目前にした女が、自分の過去を知る男を口封じのために
殺し、幸せを手に入れようとする。しかし、殺された男の妻が、夫の死
の真相を解明するため、調査を始める。 

 

「眠りの森の美女殺人事件」： ©大映テレビ／「過去を消す女」：©松竹芸能 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 
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姥捨ての街 
放送日時 31（木）午後1：45- データ 制作：1994年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

柴田恭兵（根岸恒夫）、浅田美代子（峰子）、丹阿弥谷津子（及川ハ
ル）ほか 

スタッフ 原作：小池真理子 

殺意の爪 

放送日時 31（木）午後3：30- データ 制作：1989年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

伊藤蘭（木部比呂子）、柴俊夫（及川鏡一郎）ほか スタッフ 原作：小池真理子 

【番組概要】 

高齢化社会の歪みを抱えた現代の世相を背景に、老婆とお人よしの殺人
犯が殺人事件の真相に迫るコメディータッチのドラマ。 

 

 

【番組概要】 

不倫の発覚を恐れる愛人の為に、殺人事件の手掛かりを口に出来ない女
が1人で真相究明に乗り出す。 

 

「姥捨ての街」：©国際放映/TBS／「殺意の爪」：©汎企画 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 
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懐かしい骨 
放送日時 31（木）午後5：15- データ 制作：1993年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

伊藤蘭（矢田早紀子）、永島暎子（堤佳代）、古尾谷雅人（堤孝治）ほ
か 

スタッフ 原作：小池真理子 

鍵老人 

放送日時 31（木）夜7：00- データ 制作：2001年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

森繁久彌（西村与平）、牧瀬里穂（坂本絵里）ほか スタッフ 原作：小池真理子 

【番組概要】 

実家から女性の白骨死体が見つかった。これをきっかけに、娘は、朗ら
かな母と明るい家庭の中に隠された意外な過去を、数十年の時を経て知
る。 

 

【番組概要】 

森重久彌最期の主演作。妻に先立たれた老人が、所有するマンションで
起こった殺人事件の真相を暴くため、奔走する。 

 

「懐かしい骨」：©近代映画協会／「鍵老人」：コピーライト不要 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 HD 
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寺田家の花嫁 
放送日時 31（木）夜8：45- データ 制作：2001年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

岸本加世子（斉木千佳子）、柳葉敏郎（寺田光生）ほか スタッフ 原作：小池真理子 

異端の夏 

放送日時 1/1（金）昼12：00-（予定） データ 制作：2003年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

渡辺謙（辰巳幸輝）、南果歩（室谷康子）、大和田伸也（田村課長）ほ
か 

スタッフ 原作：藤田宜永 

【番組概要】 

田舎暮らしを夢見、農村に嫁いだ女性。嫁ぎ先の家族は温かく迎えてく
れるが､村人達の視線はなぜか冷たい。村人たちの視線の理由が夫にある
と知った彼女が、夫の過去を不審に思い、隠された真実に迫る。 

 

 

【番組概要】 

真夏の軽井沢の別荘地で、少年の誘拐事件が発生。捜査を進めると、少
年の家族の驚くべき過去が明らかになっていく。誘拐事件をきっかけに、
謎と愛に翻弄される人々。事件真相に元エリート刑事が迫る。 

 
「寺田家の花嫁」：コピーライト不要／「異端の夏」 ：©松竹 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 HD 

HD 
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鮮やかな完全犯罪 女相続人 
放送日時 1/1（金）午後1：45-（予定） データ 制作：1979年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

岡田茉莉子（やす子）、小沢栄太郎（専造）、村井国夫（藤井）ほか スタッフ 原作：南條範夫 

裏切りのフィナーレ 

放送日時 1/1（金）午後3：30-（予定） データ 制作：1984年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

佐藤友美（芙佐子）、村井国夫（孝三）、永島暎子（桃代）ほか スタッフ 原作：結城昌治 

【番組概要】 

30億円の遺産をめぐり、骨肉の争いを繰り広げる遺族。その騒動に巻き
込まれた秘書の心に浮かんだ完全犯罪を描いたドラマ。 

 

 

【番組概要】 

夫の浮気を知り離婚を訴える妻と出世を考え応じない夫。離婚を巡り夫
婦の間で起こる事件を描く。 

 

「鮮やかな完全犯罪 女相続人」：©松竹／ 「裏切りのフィナーレ」： ©国際放映 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

女相続人」：©松竹「 

ＣＳ初 
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描かれた女 
放送日時 1/1（金）午後5：15-（予定） データ 制作：1985年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

藤真利子（江津子/のり子）、秋野太作（山野）、河原崎長一郎（奈良
川）ほか 

スタッフ 原作：結城昌治 

殺人刑事が愛した女 

放送日時 1/1（金）夜7：00-（予定） データ 制作：1982年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

古谷一行（俊介）、市毛良枝（トシ子）、原田大二郎（阿久津）ほか スタッフ 原作：結城昌治 

【番組概要】 

売れない女優を自分の愛人そっくりにメイクし妻を殺そうとする男と、
その男にロマンチックな夢を見ようとする女の虚構の恋を描く。 

 

 

【番組概要】 

頭の切れる敏腕刑事の評判の裏に隠された秘密。惚れた女のために汚い
金を稼ぐ刑事が、1億8千万円の大仕事に一世一代の勝負を賭ける。 

「描かれた女」「殺人刑事が愛した女」：©三船プロダクション 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 

ＣＳ初 
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純情商店街 ゆうれい殺人事件 
放送日時 1/1（金）夜8：45-（予定） データ 制作：2001年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

桃井かおり（佐倉はるか）、永島敏行（北村三郎）、竹中直人（鍛治木
重男）ほか 

スタッフ 原作：ねじめ正一 

果つる底なき 

放送日時 1/2（土）昼12：00-（予定） データ 制作：2000年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

渡辺謙（伊木遙）、菅野美穂（柳葉奈緒）、伊集院光（坂本健司）ほか スタッフ 原作：池井戸潤 

【番組概要】 

元スタントウーマンで新米私立探偵・佐倉はるかが依頼を受け、幽霊マ
ンションと怪事件の謎に挑み、真相を調査していく。 

 

 

【番組概要】 

取引会社をワナにかけて倒産に追い込み不正利益をむさぼる銀行マンの
悪辣な犯罪に、一人の行員が果敢に戦いを挑んでいく異色作。 

 

「果つる底なき」：©共同テレビジョン 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

HD 

画像なし 
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テロリストのパラソル 
放送日時 1/2（土） 午後1：45-（予定） データ 制作：1996年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

萩原健一（菊池敏彦）、高橋惠子（松下優子）、大杉連（浅井志郎）ほ
か 

スタッフ 原作：藤原伊織 

銀色のフラスク 

放送日時 1/2（土） 午後3：30-（予定） データ 制作：1990年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

出演：増田恵子（朝子）、萩原流行（西野）ほか スタッフ 原作：阿刀田高 

【番組概要】 

東京・新宿公園で多数の死傷者を出した爆弾テロ事件に端を発し、20年
前の学生運動の同志男女の数奇な運命を描いたドラマ。 

 

 

【番組概要】 

愛した男の心変わりに悩む女性が、自殺願望がある女から毒入りのウィ
スキーを預かることになり、恋人を殺し自分も死のうと画策する。 

 

「テロリストのパラソル」：©共同テレビジョン／ 「銀色のフラスク」：©ユニオン映画 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

受賞作 ＣＳ初 
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濡れた心 レズビアン殺人事件 
放送日時 1/2（土） 午後4：30-（予定） データ 制作：1981年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

大場久美子（小村トシ）、一ノ瀬康子（御厨典子）ほか スタッフ 原作：多岐川恭 

長崎で消えた女 

放送日時 1/2（土）夜6：15- （予定） データ 制作：2002年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

渡瀬恒彦（二本松秋彦）、宍戸錠（新開賢三）、夏樹陽子（勝浦喜代）
ほか 

スタッフ 原作：多岐川恭 

【番組概要】 

妹の通う女子高校で水泳部員をめぐる殺人事件が続発し、刑事の兄が事
件の真相を追う。彼がたどり着いたのは、女子高生の純粋な同性愛とそ
れを阻む悪意の影だった。 

 

 

【番組概要】 

会社の上司を殴りクビになった男。失業中の彼に、「にわか探偵」の依
頼が来る。リストラされた「にわか探偵」が人探しに来た長崎で遭遇し
た殺人事件の解決に乗り出す。 

 
「濡れた心」： ©国際放映／「長崎で消えた女」：コピーライト不要 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

HD 

ＣＳ初 
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顔に降りかかる雨 
放送日時 1/3（日） 昼12：00-（予定） データ 制作：1994年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

役所広司（成瀬隆次）、鶴田真由（村野ミロ）、村上里佳子（宇佐川耀
子）ほか 

スタッフ 原作：桐野夏生 

サギ娘 

放送日時 1/3（日） 午後1：45-（予定） データ 制作：1985年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

岸恵子（山田民子）、有馬稲子（早苗）ほか スタッフ 原作：山口洋子 

【番組概要】 

1億2千万の金と共に突然失踪した婚約者の行方を追うため、彼女の親友
と2人で事件の解明に奔走。目まぐるしく二転三転する謎の中に、男と
女の愛憎の極限の姿が浮かび上がってくる。 

 

【番組概要】 

平凡な主婦が、人から信用されるという天性の魅力を武器に偽のダイヤ
モンドリングを売り歩き、得たお金で束の間の夢をみる女性の心の交錯
を描いたコメディタッチのドラマ。 

 
「顔に降りかかる雨」：©共同テレビジョン／「サギ娘」：©アズバーズ 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

ＣＳ初 
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追いつめる 
放送日時 1/3（日）午後3：30- （予定） データ 制作：1989年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

杉良太郎（志田四郎）、阿木燿子（泰子）ほか スタッフ 原作：生島治郎 

運命の銃口 

放送日時 1/3（日）午後5：15- （予定） データ 制作：1992年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

田中邦衛（織口邦男）、麻生祐未（関沼慶子）、風吹ジュン（神谷佐智
子）ほか 

スタッフ 原作：宮部みゆき 

【番組概要】 

引責退職をし、妻と娘とも別れた元刑事・志田は、たった一人となった。
全てを失った男が、命を賭けて暴力団に挑んでいく。 

 

 

【番組概要】 

別れた妻と娘を惨殺された男が、妻子の復讐のためにある計画を実行に
移すが、思いがけない事態になってしまう。人間の真実をえぐった傑作。 

 

 
「追いつめる」：©国際放映／ 「運命の銃口」： ©松竹芸能 
 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 

受賞作 ＣＳ初 
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龍は眠る 
放送日時 1/3（日） 夜7：00-（予定） データ 制作：1994年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

石黒賢（高坂昭吾）、東幹久（織田直也）、鶴田真由（三村七恵）ほか スタッフ 原作：宮部みゆき 

たった一人 

放送日時 1/3（日）夜8：45- （予定） データ 制作：1992年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

畠田理恵（永井梨恵子）、風間杜夫（河野修介）ほか スタッフ 原作：宮部みゆき 

【番組概要】 

大雨の夜に出会った1人の高校生。彼は超能力者だと打ち明ける。不思
議な超能力者たちと、ある記者との触れ合いを通し、生への悩みや苦し
みを描くドラマ。 

 

 

 

【番組概要】 

心優しい幼稚園の先生の夢と場末のうらぶれたビルに探偵事務所を開く
男の過去が交錯する。 

 

「龍は眠る」：©キティフィルム／「たった一人」：©ユニオン映画 

年末年始特別編成 直木賞作家サスペンス特集 



勘三郎の命日12月5日に追悼放送 
秀吉を親子二代で演じた話題作！ 

七之助、海老蔵も出演 

【番組の概要】 

中村勘三郎（18代目）主演。貧しい農家の子から武士となり、やがて一国
一城の主、ついには「天下人」にまで上り詰めた豊臣秀吉。その波瀾万丈な
秀吉62年の生涯を、一大叙事詩として描いたドラマ。 

【ストーリー】 

尾張の貧農の家に生まれた日吉（後の秀吉）は「人の考えていないことをや
れ」という父の教えを胸に生活していた。父亡き後、彼は放浪の旅へと出る。
やがて野武士になり、信長の軍に仕官。草履取りから草履取り頭、足軽から
足軽頭へと取り立てられていく。その後、寧々と結婚した日吉は「木下藤吉
郎」と名乗る。藤吉郎は天才軍師・竹中半兵衛を迎え入れ、奇襲攻撃で稲葉
山城を陥落させる。その稲葉山城を「岐阜城」と改名した信長のもとに、将
軍の弟・足利義昭に従って、明智光秀がやってくる。 

 

豊臣秀吉 天下を獲る！ 

放送日時 5（土）・12（土）午前10：00- 6or7話連続 データ 制作：1995年／日本／全13話 

キャスト 

中村勘三郎（豊臣秀吉）、中村勘九郎（少年期の秀吉）、中村七之助（少
年期の家康）、竹中直人（徳川家康）、宅麻伸（織田信長）、市川海老蔵
（少年期の信長）、風吹ジュン（寧々）ほか 

スタッフ 
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©NHK 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

スタート 

コピーライト不要 

日本歴史ドラマ 
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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 

ドキュメンタリー×ドラマの新ジャンル 
本部長の指令で大自然に放り出された 

サラリーマンたちがアウトドアに悪戦苦闘！ 

アウトドアロックンロール 

放送日時 3（木）スタート （月-金）深夜0：00-ほか データ 
制作：2013-2014年／日本／
全28話 

キャスト 
俳優名（役名） 

田中要次、竹嶋康成、鈴木勝大、高瀬将嗣、本田亮、南沢奈央ほか スタッフ 

【番組の概要】 

サラリーマンと大自然のガチンコ勝負。かつてないハイテンションなア
ウトドア番組。 

アウトドアをモチーフに、「ドキュメンタリー×ドラマ」という全く新
しいジャンルのエンターテインメント。物語前半がドラマパート、後半
がドキュメンタリーパートで構成され、前半部分では、出演者たちが秀
逸な演技を繰り広げ、後半部分では、演出無し・ガチンコのアウトドア
に挑戦し、その素顔をさらけ出している。 

アウトドアのノウハウ満載・ワイルドな焚き火料理にも注目。 

HD ドキュメンタリー ＣＳ初 スタート 

©BS朝日 dentsu 



映画「王朝の陰謀～判事ディーと人体発火怪奇事件～」 

放送日時 6（日）午前10：00- ほか データ 
制作：2010年／中国・香港／字幕／全1本／本
編尺：123分 

キャスト 
俳優名（役名） 
 

アンディ・ラウ（ディー・レンチェ）、カリーナ・
ラウ（則天武后）ほか 

スタッフ 
監督：ツイ・ハーク（「ワンス・アポン・ア・
タイム・イン・チャイナ」） 
アクション監督：サモ・ハン・キンポー 
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アジアトップの俳優&スタッフが集結！ 
“中国版シャーロック･ホームズ”が挑む 

空前のサスペンス･アクション！！ 

【番組の概要】 

則天武后の即位が目前に迫った唐王朝時代を舞台に、王朝を揺るがす殺人
事件の解決に挑む主人公の活躍を描いたサスペンスアクション映画。“中
国版シャーロック・ホームズ”とも評される原作をもとに映画化。香港映
画界きってのヒットメイカー、ツイ・ハークが監督を務め、アクション監
督に、サモ・ハン・キンポーを迎え制作された超大作。 

 
 

 

【ストーリー】 

唐王朝時代、則天武后の即位を前に、政権の要人ばかりが犠牲になる不可
解な焼死事件が頻発。王朝を揺るがす殺人事件の謎を解明するため、文武
両道に長けた判事ディー・レンチェ（アンディ・ラウ）が捜査に乗り出す
が、事件の裏には恐るべき陰謀が隠されていた…。 

 

HD 

©2010 Huayi Brothers Media Corporation Huayi Brothers International Ltd. 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 

中国歴史映画 
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大河ドラマ『篤姫』 
放送日時：1（火）スタート （月-金）午後1：00- 2話連続 

制作：2008年/日本/全50話/NHK 

出演：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 

 

トンイ＜ノーカット吹替え版＞ 

放送日時：14（月）スタート （月-金）朝6：00- 2話連続 

制作：2010年/韓国/吹替え/全60話 

出演：ハン・ヒョジュ（トンイ）、チ・ジニ（粛宗：スクチョン）ほか 

監督：イ・ビョンフン 

 

その他／再スタート 

HD スタート 

「篤姫」：©NHK／「トンイ」：©2010 MBC／「朱蒙」：©All Rights Reserved by MBC 2006/7 
 

【番組の概要】激動の幕末、自らを失うことなくひたむきに生きた篤姫の波瀾万丈の一代記。 

HD スタート 

【番組の概要】 17世紀の朝鮮王朝時代、最下層出身でありながら、宮廷の下働きから王の側室となり、のち
の第21代王・英祖（ヨンジョ）の母となった実在の女性（トンイ）の波乱万丈な生涯を描く。 

韓国歴史ドラマ 

日本歴史ドラマ 

朱蒙 チュモン＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時：18（金）スタート （月-金）午後3：00- 2話連続 

制作：2006年/韓国/字幕/全81話 

出演：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 

HD スタート 韓国歴史ドラマ 

【番組の概要】高句麗を建国した伝説の英雄・朱蒙（チュモン）の生涯を描いた韓国歴史ドラマ。意気地な
しで軟弱な王子が、数々の試練を乗り越え、強く生まれ変わっていく。 



 
【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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mailto:publicity@nissenad.co.jp

