
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■特集：十人十医療 
『馬医＜ノーカット字幕版＞』  
『チョイス＠病気になったとき』『医療サスペンス』『Autopsy 検死報告書』 

 
■石原軍団特集 
『グランプリ決定！石原プロ次世代スター発掘オーディション』 
『密着150日～グランプリへの道「石原プロ次世代スター発掘オーディ
ション」』ほか 

 
■GW特別編成 
『氷川きよし 9DAYS』、『宮廷の諍い女』一挙放送 
『孤独のグルメ／孤独のグルメ Season2』一挙放送 

 
■冬・北国からのコンサート 

4/30（土）～怒涛の一挙放送！ 

チャンネル銀河2016年5月おすすめラインナップ 

【4K未来映像プロジェクト】石原プロオーディション、グランプリ決定！ 

旅情たっぷりにお届けする名曲の数々 

「馬医」放送記念！多彩なドクターが活躍する作品を特集編成 

国内ドラマ 中国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

日本のうた ＣＳ初含 

日本のうた ＣＳ初 

日本初含 

ドキュメンタリー 

国内ドラマ 

国内ドラマ 



特集：十人十医療 
 

イ・ビョンフン監督作品「馬医＜ノーカット字幕版＞」をCSベーシック初放送！ 

朝鮮王朝時代、馬医から王の主治医にまで上りつめた男のサクセスストーリー。 

この放送を記念して、 

5月は、多彩な医療のスペシャリストたちが活躍する作品をラインナップ！ 

 

NHK人気健康情報番組「チョイス＠病気になったとき」をCS初放送するほか、 

医学の知識をフル活用し、難事件を解決していくサスペンスを特集編成。 

死体の歯から様々な情報を読み取り、事件の糸口を探る「法医・歯科学の女」や、 

総合病院の美人看護師3人組が殺人事件を解決へと導く「ナースな探偵」など、 

医学に精通した人たちの独特の着眼点が見どころ。 

 

スターの死の真相に迫る「Autopsy 検死報告書」では、 

永遠のセクシーアイコン、マリリン・モンローや 

天才ギタリスト、ジミ・ヘンドリックスらの死の謎を検死官が解き明かす。 

 

国内ドラマ 
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特集：十人十医療 
韓国歴史ドラマ 

ライフスタイル ドキュメンタリー 



韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフンが描く 
馬の医者から王の主治医にまでなった男の半生 

【番組の概要】 

朝鮮王朝時代、当時最下層の身分にあった馬医から王の主治医になった実
在の人物、ペク・クァンヒョンの波乱に満ちた生涯をドラマティックな展
開で描いた歴史ドラマ。運命のいたずら、儚く切ない恋物語、そして困難
にぶつかりながらも全力で乗り越えていく真摯な男のサクセススト－リー。 

 

【ストーリー】 

朝鮮王朝時代。共に医学の道を志し、身分を超えた友情で結ばれた三人の
若者、カン・ドジュン、イ・ミョンファン、チャン・インジュ。しかし、
昭顕世子（ソヒョンセジャ）暗殺事件に巻き込まれ、その友情は崩れてい
く。イ・ミョンファンの裏切りからカン・ドジュンは暗殺の罪をかぶせら
れ処刑。生まれたばかりの息子クァンヒョンも処刑されそうになるが、カ
ン・ドジュンを慕う奴婢ぺク・ソックのある行動により一命を取り留める。
その後は、奴婢として牧場で育てられ、やがて腕利きの馬医へと成長する。 

馬医＜ノーカット字幕版＞ 

放送日時 9（月）スタート （月-金）夜9：30- 
※リピート：10（火）スタート （月-金）午後3：00- 

データ 
制作：2012-2013年／韓国／ 
字幕／全50話 

キャスト 
俳優名（役名） 

チョ・スンウ（ペク・クァンヒョン）、イ・ヨウォン（カン・ジニョン）、
イ・サンウ（イ・ソンハ）ほか 

スタッフ 監督：イ・ビョンフン 
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韓国歴史ドラマ HD スタート 

特集：十人十医療 
イチオシ 



1.イ・ビョンフン監督による「トンイ」に続く歴史ドラマ！ 
 

「宮廷女官チャングムの誓い」「イ・サン」「トンイ」などを手掛けた 

韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフン監督の作品。 

韓国ドラマ史において、医療もののドラマは数多くあったが、 

動物が治療対象となるドラマは本作が初めて。 

動物と人間、自然と人間といったテーマで作られており、 

前作「トンイ」以前の李氏朝鮮時代を舞台に、 

馬の獣医を経て、王の主治医にまで上りつめた実在の人物の生涯を描く。 

 

2.主人公ペク・クァンヒョンに起きた数奇な運命 
 

朝廷内の陰謀による昭顕世子（ソヒョンセジャ）暗殺事件に巻き込まれ、 

主人公の父であるカン・ドジュンは処刑される。 

息子であるペク・クァンヒョンも処刑されそうになるが、 

女児なら処刑を免れることが分かり、 

カン・ドジュンを慕う奴婢が自分の娘チニョンとすり替える。 

一命をとりとめたペク・クァンヒョンだったが、 

この入れ替えがのちに大きな問題へと発展し、 

ペク・クァンヒョンを苦しめることとなる。 

「馬医」の魅力 

©2012-3 MBC 3 

特集：十人十医療 



「馬医」主な人物相関図 

©2012-3 MBC 4 

特集：十人十医療 



チョイス＠病気になったとき 

放送日時 9（月）スタート （月-金）午後5：00- データ 

制作：2013-2014年／日本／
20話（5月中は＃１７まで放
送） 

キャスト 星田英利、浜島直子ほか スタッフ 

病気になったときのチョイスは人生の分かれ道！？ 
ＮＨＫの人気健康情報番組が登場！  

【番組の概要】 

自分や家族が病気になったとき、どんなチョイス（選択）をするかで、
その後の人生は大きく変わる。「治療」「病気とうまくつきあう」「予
防」など、あるチョイスをした実際のケースを紹介しながら、ベスト
チョイスを考える。 

 

【ストーリー】 

胃がんは、その進行度に応じてステージ１～４にわかれています。ス
テージ１は、がん細胞が粘膜から粘膜下層にとどまっている状態。ス
テージ２は粘膜下層の下、筋肉層まで進んでいる状態。ステージ３は胃
の外側の層、しょう膜に及んでいる状態。ステージ４はしょう膜を突き
破っている状態。進行する胃がんに対するチョイスを紹介します。（＃
１「胃がんになったとき」） 

 ©NHK 

スタート ライフスタイル ＣＳ初 ＮＨＫ HD 
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特集：十人十医療 



チョイス＠病気になったとき ラインナップ 
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特集：十人十医療 

no 副題
1 胃がんになったとき
2 認知症をくい止めろ
3 目がかすんだとき
4 尿路結石になったら
5 肩の痛みが起こったら
6 大動脈を守れ
7 心筋梗塞が起きたら
8 認知症とわかったら
9 Ｃ型肝炎の悪化をくい止めろ

10 くも膜下出血を防げ
11 ひざが痛いとき
12 あなどれない！不整脈
13 脳梗塞を防げ
14 アフターフォロー　肩が痛いとき
15 頭痛に悩んだとき
16 まとめスペシャル“動脈りゅうに要注意”
17 アフターフォロー“目がかすんだとき”
18 胆石が見つかったら
19 大腸がんをくい止めろ
20 まとめスペシャル“認知症”
21 まとめスペシャル　脳梗塞を徹底予防
22 あなたの腰痛　原因はストレス？
23 Ｂ型肝炎をくい止めろ
24 まとめスペシャル　痛みの原因“石灰”に要注意
25 アフターフォロー“心筋梗塞をくい止めろ”
26 股関節が痛いとき
27 肝臓病　まとめスペシャル
28 健康診断スペシャル



法医・歯科学の女 
放送日時：9（月）-11（水）夜7：45- 

制作：1997-1999年／日本／全3話 

出演：中村あずさ（一ノ瀬美里）、有森也実（藤井めぐみ）ほか 

【番組の概要】 
法医・歯科学のエキスパートが、死体に残された歯から様々な情報を読み取り、死体
の身元を鑑定。鑑定に携わった事件を独自に調査し、事件解決へと導く。 
 

HD 

医療サスペンス 

ドクター・ヨシカの犯罪カルテ 
放送日時：12（木）・13（金）夜7：45- 

制作：2006-2007年／日本／全2話 

出演：木の実ナナ（浜口ヨシカ）、蟹江敬三（堂島卓三）ほか 

 【番組の概要】 
東京下町の診療所の医師・浜口ヨシカ（木の実ナナ）が殺人事件の謎を解明し、犯人
逮捕のため奔走する。 
 

国内ドラマ 

ＣＳ初 

「法医・歯科学の女」：©大映テレビ／「ドクター・ヨシカの犯罪カルテ」：コピーライト不要 7 

特集：十人十医療 



Ｄｒ．門倉周平の事件カルテ 
放送日時：16（月）夜7：45- 

制作：2012年／日本／全1話 

出演：寺脇康文（門倉周平）、櫻井淳子（今村華子）、松重豊（日下部光彦）ほか 

【番組の概要】 
かつて名医と言われたが、今は東京・佃で診療所を営む門倉周平。妻に先立たれ、娘
と2人暮らしの生活を送っていた。ある日、男の水死体を発見。亡き妻の妹が事件の捜
査に当たることになり、周平もまた殺人事件の真犯人を追及する。 
 
 

HD 

医局派遣医 藪仁平 
放送日時：17（火）夜7：45- 

制作：2003年／日本／全1話 

出演：橋爪功（藪仁平）、久野綾希子（藪典子）ほか 

 

 
【番組の概要】 
持ち前の正義感がアダとなり、大学病院を追われた医師・藪仁平が偶然、巻き込まれ
た殺人事件をめぐって繰り広げるサスペンス。 
 

国内ドラマ 

ＣＳ初 

「Ｄｒ．門倉周平の事件カルテ」：コピーライト不要／「医局派遣医 藪仁平」：©オセロット 8 

特集：十人十医療 

医療サスペンス 



ナースな探偵 
放送日時：18（水）-20（金）夜7：45- 

制作：1997-2000年／日本／全3話 

出演：高島礼子（大久保なつき）、七瀬なつみ（沼田真由子）、 

さとう珠緒（近江花絵）ほか 

【番組の概要】 
総合病院の美人看護師、なつき（高島礼子）、真由子（七瀬なつみ）、花絵（さとう
珠緒）のドタバタ3人組が、病院内で起きた殺人事件に巻き込まれ、真相解明に奔走。
事件を追う3人の看護師の目が光る。 
 

HD 

動物病院 彩子の事件カルテ 
放送日時：23（月）夜7：45- 

制作：2009年／日本／全1話 

出演：沢口靖子（栃尾彩子）ほか 

 【番組の概要】 
ある日、有名インテリアデザイナーの女性が殺される事件が発生。怨恨と強盗殺人で
捜査が開始される。一方、獣医師・栃尾彩子（沢口靖子）は、彼女が飼い犬の死をめ
ぐりトラブルをかかえていた事を突き止め、事件との関係を調べ始める。1人の女性獣
医師が、事件の真相へと迫る。 
 

国内ドラマ 

「ナースな探偵」：©ホリプロ／「動物病院 彩子の事件カルテ」：コピーライト不要 9 

医療サスペンス 

特集：十人十医療 



温泉医（ぽっかや）殺人事件カルテ 
放送日時：24（火）スタート （月-金）夜7：45- 

制作：2001-2009年／日本／全7話 

出演：西郷輝彦（安野勝次）、火野正平（野島平太）、河合美智子（花村久枝）ほか 

【番組の概要】 
個人診療所を開く、ぽっかや先生こと医師・安野勝次（西郷輝彦）が数々の凶悪事件
を持ち前の温かい人柄で解き明かす。 

HD 

救急指定病院 
放送日時：6月放送予定 

制作：1992-1997年／日本／全7話 

出演：池上季実子（小諸久美子）、角替和枝（青木菖子）ほか 

 

【番組の概要】 
菊名総合病院救急看護婦主任・小諸久美子（池上季実子）が、
遭遇した事件を、フリーライターで姉の菖子と共に解決して
いく。 

国内ドラマ 

「温泉医（ぽっかや）殺人事件カルテ」：©松竹芸能 10 

特集：十人十医療 

医療サスペンス 

外科医さやかの執刀事件簿 
放送日時：6月放送予定 

制作：2003年／日本／全1話 

出演：久本雅美（風間さやか）、野際陽子（長峰薫子）ほか 

 

【番組の概要】 
外科医として赴任してきた病院の院長の娘が自殺した。さやか
（久本雅美）は、殺人ではないかと疑い、独自に調べる事に。
調査を進めていくと、病院の後継者争いに原因があると分かり
…。 



 スターの死の真相に迫る 

【マリリン・モンロー】 

 
20世紀を代表するハリウッド女優マリリン・モンローの死の真相に迫る。1962年、
36歳の若さで謎の死を遂げ、自宅で遺体となって発見されたマリリン。ケネディ大統
領兄弟と関係を持っていたことから、今も死因について数々の臆測が飛び交っている。
しかし、当時の検死報告書と合わせて新たに発見された医療記録を検証したところ、自
殺でも他殺でもなく意外な結果が導き出される。果たして、その真相とは。 
 

【ジョン・ベルーシ】 

8（日）夜9：00-ほか 

 

 

【ジム・モリソン】 

15（日）夜9：00-ほか 

 

 

 

放送日時：1（日）夜9：00-ほか 

Autopsy 検死報告書 
突如この世を去った有名スターたち。彼らの死の真相を究明すべく、新しいドキュメンタリー番組が誕生した。本番組では、ア
メリカで一般公開されている、検死解剖による報告書（＝Autopsy）をもとに、彼らの死の真相を追及し人生最期の時間に迫る。 

【ジミ・ヘンドリックス】 

22（日）夜9：00-ほか 

 

 

「マリリン・モンロー」「ジョン・ベルーシ」「ジム・モリソン」「ジミ・ヘンドリックス」「モーリス・ギブ」 © ITV Studios Limited 2015 11 

日本初 

【モーリス・ギブ】 

29（日）夜9：00-ほか 

特集：十人十医療 

HD ドキュメンタリー 



石原軍団特集 
 

石原プロモーションがチャンネル銀河や全国約200のケーブルテレビ局と 

タッグを組み、実施した「次世代スター発掘オーディション」がいよいよ佳境。 

 

応募総数1万5千人以上の中から、グランプリがついに決定！ 

授賞式の模様をお届けする特番と 

オーディションのファイナリストたちに密着したドキュメンタリーを 

それぞれ7日、14日に放送します。 

 

この放送に際し、14（土）は「石原軍団DAY」に！ 

前日（金）深夜2：00から放送の「大都会PARTⅢ」を皮切りに、 

「密着150日～グランプリへの道『石原プロ次世代スター発掘オーディション』」、 

渡哲也主演「新選組血風録」、 

渡哲也&舘ひろしの指令の下、徳重聡が西部警察の地方ロケ地を巡る 

「西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼」、 

舘ひろしの主演のサスペンス「神楽坂署 生活安全課」と、 

丸一日「石原プロ」一色の特別編成。 

石原軍団特集 

12 



グランプリ決定！石原プロ次世代スター発掘オーディション 
放送日時：7（土）午前9：00-ほか 

制作：2016年/日本/全1話 

出演：桂文枝（司会）ほか 

【番組の概要】 
石原プロがチャンネル銀河や全国約200のケーブルテレビ局とタッグを組み、実施し
た次世代スター発掘オーディション。2016年8月の応募開始を皮切りに、半年以上に
渡った選考も遂に終結。応募総数1万5千人以上の中から栄えあるグランプリに輝くの
は一体だれか。授賞式の模様を完全放送。 

HD 石原軍団特集 

密着150日～グランプリへの道 

「石原プロ次世代スター発掘オーディション」 
放送日時：14（土）午前10：00-ほか 

制作：2016年/日本/全1話 

【番組の概要】 
全国9カ所で行われた2次審査、石原裕次郎のハワイの別荘で行った選考合宿、グラン
プリ授賞式…。応募総数1万5千人以上の中から選ばれたファイナリスト達に密着した
ドキュメンタリー。 

13 

ドキュメンタリー 

「グランプリ決定！石原プロ次世代スター発掘オーディション」「密着150日～グランプリへの道」©石原プロ／チャンネル銀河／ファミリー劇場 



大ヒットドラマ「西部警察」伝説の全国縦断地方ロケ！ 
石原軍団が、ロケ地の今を訪ねる！ 

西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼 
【４Ｋ未来映像プロジェクト】 

放送日時 14（土）スタート 毎週（土）午前9：00-ほか データ 

制作：2015-2016年／日本／
全10話（チャンネル銀河にて5
話放送） 

キャスト 舘ひろし、徳重聡、小林清志（ナレーション）ほか スタッフ 制作：渡哲也 

【番組の概要】 
大ヒット刑事ドラマ「西部警察」のロケ地を巡るドラマティック紀行番
組。思い出深い地を訪れ４Ｋカメラで撮影。当時のドラマの映像とあわ
せ、制作秘話などを振り返りながら、ロケ地の今と当時を新たな角度で
描く。 

 

【放送ラインナップ】 

山形篇 港町大爆発、競馬場爆破炎上 

三重・名古屋篇 おばけ煙突倒し、遊園地大爆発 

大阪・神戸篇 大阪城銃撃戦、１５万人イベント 

岡山・香川篇 遊園地に時限爆弾、電車内銃撃戦 

広島篇 伝説の路面電車大爆破 ©石原プロモーション 

HD 

石原軍団特集 
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紀行番組 



近藤・沖田・土方の視点で描く新選組内の衝突と結束！ 
渡哲也の渾身の立ち回りによるアクションが熱い！ 

新選組血風録 

放送日時 14（土）スタート 毎週（土）朝7：00- 2話連続 データ 制作：1998年／日本／全11話 

キャスト 
俳優名（役名） 

渡哲也（近藤勇）、中村俊介（沖田総司）、村上弘明（土方歳三）ほか スタッフ 原作：司馬遼太郎 

【番組の概要】 
司馬遼太郎の同名短編小説をドラマ化。尊王攘夷の流れから倒幕への大
きな歴史のうねりに逆らって生きた男たちの姿を鮮烈に描いた幕末群像
劇。 

 

【ストーリー】 

元治元年、ある日、市中見廻りに務める新選組の近藤勇（渡哲也）、土
方歳三（村上弘明）らが倒幕浪士たちを捕えた。捕えた浪士たちから
「祇園祭の当日に、京に火を放つ」という計画を知る。道具屋桝屋喜右
衛門が鍵を握るとの情報を受け、沖田総司（中村俊介）と土方が、道具
屋の店を張り込む。彼が大物浪士・古高俊太郎という人物と突き止め、
土方らは彼の店に乗り込んでいくが…。（＃１「幕末最大の決闘！池田
屋 斬り込み」より） 

 ©東映 

石原軍団特集 
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日本歴史ドラマ 



いねむり癖のある冴えない同心を舘ひろしが好演！ 
眠りから覚めたらひらめきが！？ 

物書同心いねむり紋蔵 

放送日時 9（月）スタート （月-金）朝7：00- データ 制作：1998年／日本／全21話 

キャスト 
俳優名（役名） 

舘ひろし（藤木紋蔵）、風吹ジュン（藤木里）、中村梅之助 
（蜂屋鉄五郎）ほか 

スタッフ 

【番組の概要】 
町奉行所例繰方（れいくりかた）で書記として、過去の判例などを整理
する地味なお役目を30年務めている藤木紋蔵。マイペースな人柄で奉行
所でもいびきをかいているところから、ついたあだ名が「いねむり紋
蔵」。そんな彼が、持ち込まれた事件解決に奮闘する。 

 

【ストーリー】 

内勤三十年、うだつの上がらない同心の紋蔵（舘ひろし）の元に、島帰
りの源次（平幹二朗）が訪ねてきた。島流しになる前、両替商に百両を
預けた証文をなくしたので、世話になった紋蔵の亡き父親がそのことに
ついて書き物を残していないかというのだが…。（＃１「手柄捨てま
す」より） 

 
©NHK 

石原軍団特集 
ＮＨＫ 
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日本歴史ドラマ 



大都会PARTⅢ 

放送日時 13（金）スタート 毎週（金）深夜2：00- 4or5話連続 データ 
制作：1978-79年/日本/ 
全49話 

キャスト 
俳優名（役名） 

石原裕次郎（宗方悟郎）、渡哲也（黒岩頼介）ほか スタッフ 製作総指揮：石原裕次郎 

スタート 

石原プロ製作史上最強のハードバイオレンス！ 
昭和のドラマ史に名を残す傑作刑事ドラマ 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

ハードボイルドな世界観とバイオレンスな雰囲気は、石原プロ製作の
アクションドラマ随一！帰ってきた黒岩軍団が、前作以上のカーチェ
イスと銃撃戦を繰り広げる。『西部警察』へと至る今作ではトク（松
田優作）、ジン（神田正輝）、三代目課長の山元（滝田裕介）に代
わってジロー（寺尾聰）、トラ（星正人）、加川課長（高城淳一）が
新たに黒岩軍団に参戦。 

 

【ストーリー】 

黒岩軍団は殺人事件の犯人として東友会会長・金井を逮捕しようとす
る。若い女をホテルに連れ込み、全裸にして絞殺した容疑だ。逮捕状
を取る矢先、金井は仮病を使って医師の診断書を取り、渋谷病院へ逃
げ込んだ。金井は黒岩に徹底抗戦すべく配下に命令する。（#1
「帰って来た黒岩軍団」より） 

HD 

提供：石原プロモーション 

石原軍団特集 
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神楽坂署 生活安全課 

放送日時 14（土）午前11：30- 5話一挙放送 データ 2005-2008年/日本/全5話 

キャスト 
俳優名（役名） 

舘ひろし（高岡英治）、モト冬樹（戸川六輔）ほか スタッフ 

スタート 

エイジ（舘ひろし）＆ロク（モト冬樹）のコミカルな掛け合いが魅力 
警視庁捜査一課の名物刑事にも注目！ 

国内ドラマ 

【番組の概要】 

市民の笑顔、市民の安全を守ることを使命とする神楽坂署生活安全課の
班長・高岡英治（エイジ）と幼稚園からの腐れ縁で同僚の生活安全課刑
事・戸川六輔（ロク）の迷コンビの二人が難事件を解決するサスペンス
シリーズ。 

 

【ストーリー】 

地域住民の問題を解決する生活安全課に今日も住民から依頼が来る。情
に厚い正義漢、神楽坂署生活安全課の班長・高岡英治（エイジ：舘ひろ
し）と女房役の戸川六輔（ロク：モト冬樹）とは幼稚園からの幼なじみ
で、市民の生活を守る迷コンビ。自転車盗難から騒音問題、犬泥棒・下
着泥棒と地域のトラブルが思わぬ事件と繋がっていく。警視庁捜査一課、
所轄の刑事課に邪険に扱われながらも、生活安全課の迷コンビが難事件
解決に奔走する！ 

HD 

コピーライト不要 

石原軍団特集 
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©NHK 

氷川きよし ９ＤＡＹＳ 「BS日本のうた」© NHK／「宮廷の諍い女」©2012 Dongyang Flower Film & TV Culture Co., Ltd. All Rights Reserved.提供：ｱｼﾞｱ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ6周年／
「 孤独のグルメ」 ©2012 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京  

ＧＷ特別編成 人気作を怒涛の一挙放送！ 

氷川きよし ９ＤＡＹＳ 
放送日時：4/30（土）～5/8（日）午前10：00- 

制作：2001-2011年／日本／全9作 

出演：氷川きよしほか 

 

「宮廷の諍い女」一挙放送 
放送日時：4/30（土）～5/8（日）昼12：00- 8or9話連続 

制作：2012年／中国／字幕／全76話 

出演：スン・リー（甄嬛：しんけい）、チェン・ジェンビン（雍正帝：ようせいてい）ほか 

「孤独のグルメ」「孤独のグルメ Season2」 
放送日時：5/2（月）～5/6（金）夜8：00- 4or6話連続  

制作：2012年／日本／各12話／原作：久住昌之／画：谷口ジロー 

出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

【番組の概要】  
GW特別編成。好評放送中の「BS日本のうた」「歌謡チャリティーコンサート」の中から、 
氷川きよし出演回を抜粋！4月30日（土）～5月8日（日）の9日間、毎日放送。 

【番組の概要】  
18世紀の清を舞台に、女たちの栄枯盛衰と因果応報を描いた壮大な宮廷ドラマ。後宮の中で、
過酷な仕打ちに立ち向かい、愛を失いながら権力を手に入れていく甄嬛（しんけい）の姿を描く。 

【番組の概要】 
異色のグルメコミックの実写ドラマ化シリーズ。料理のうんちくを述べるのではなく、 
ひたすら主人公の食事シーンと心理描写のナレーションが入るドキュメンタリーのような人気グルメ番組。 

ＣＳ初含 



冬・北国からのコンサート 

放送日時 9（月）スタート （月-金）夜6：00- データ 
制作：2002-2011年／日本／
全5本 

キャスト 
俳優名（役名） 

（第1回）石川さゆり、山本譲二、新沼謙治、原田悠里ほか スタッフ 

旅情あふれる名曲の宝庫！ 
東北の熱気をお届けする歌謡ショー  

【番組の概要】 

冬をテーマに北国にちなんだ名曲の数々を、豪華歌手が歌い上げる
NHKの大型歌謡番組。東北各地に、歌手たちが集結。東北の熱気を感
じるステージで、名曲を心ゆくまで楽しめる。 

 

【第1回 番組概要】 

出演者：石川さゆり、山本譲二、新沼謙治、原田悠里 

曲目：津軽海峡冬景色/津軽の花/津軽恋女/みちのくひとり旅/リンゴ村
から/ああ上野駅/北上夜曲/北国の春/北帰行/みだれ髪/帰ってこいよ/
北酒場/北の女房/ヘッドライト/奥入瀬/三年ぶりの人だから/笑い飛ば
して/しあわせの青い鳥/涙つづり/青葉城恋唄 

会場：宮城県・多賀城市文化センター 

©NHK 

スタート 日本のうた ＣＳ初 ＮＨＫ HD 
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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 
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無垢なメイドと主人の禁断の関係 
予測できない衝撃的すぎる結末とは！？ 

韓国映画「ハウスメイド」 ＜R15+＞ 

放送日時 9（月）午後3：00-ほか データ 
制作：2010年／韓国／字幕／
全1本／実尺：107分 

キャスト 
俳優名（役名） 

チョン・ドヨン（ウニ）、イ・ジョンジェ（フン）、ユン・ヨジョン
（ビョンシク）ほか 

スタッフ 

【番組の概要】 
芸術品に埋め尽くされた豪華な邸宅で、無口で素直な若いメイドをめぐ
る狂気と欲望を描いた官能サスペンス。主人に求められ関係を持ったメ
イドが妊娠。妻に堕胎させられ、復讐に燃える。 
 

【ストーリー】 

上流階級の邸宅でメイドとして働くことになったウニ（チョン・ドヨ
ン）。無口で従順なウニは懸命な働きぶりで先輩メイドのビョンシク
（ユン・ヨジョン）や一家の信頼を得るが、ある日、一家の主人である
フン（イ・ジョンジェ）が、双子を妊娠中の妻ヘラ（ソウ）と6歳にな
る娘がいる身であるにもかかわらず、ウニの部屋へ忍び込みひそかに関
係を持ってしまう…。 

 

 

HD 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©2010 MIROVISION Inc. All Rights Reserved 

韓国映画 
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どんなに愛しても記憶のなくなる恋人を愛せますか 
世界が涙した永久不滅のラブ・ストーリー 

韓国映画「私の頭の中の消しゴム」 

放送日時 15（日）夜6：45-ほか データ 
制作：2004年／韓国／字幕／
全1本／実尺：117分 

キャスト 
俳優名（役名） 

ソン・イェジン（スジン）、チョン・ウソン（チョルス）ほか スタッフ 

【番組の概要】 
幸せな2人に突如訪れた試練。彼女の記憶が徐々に消えていくという不
治の病と闘いながら、きずなを深めていくカップルの姿を描いた純愛映
画。若年性アルツハイマーという重いテーマながら、最後まで希望を捨
てない。忘れられないセリフとどこまでも美しいシーンの数々は秀逸。 
 

【ストーリー】 

建設会社の社長の娘スジン（ソン・イェジン）。あの夜、街で一人の男
性チョルス（チョン・ウソン）と出会う。その時は気づかなかったが、
彼こそスジンの運命の人だった。やがて再会した２人は、ほどなく恋に
落ち、幸せの中結婚する。甘い新婚生活に浸る２人だったが、いつの頃
からかスジンの物忘れが度を越したものとなっていく。心配になって医
者に診てもらったところ、若年性アルツハイマーという思いもよらぬ診
断結果を告げられるのだった…。 

HD 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©2004 CJ Entertainment Inc.& Sidus Pictures Corporation. All rights reserved. 

韓国映画 
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3か月連続 中国悪女シリーズ第一弾 
残虐な逸話を多数持つ西太后を新たな解釈で描く歴史ドラマ 

中国ドラマ「蒼穹の昴」 

放送日時 
25（水）スタート  
（月-金）午後1：00- 2話連続 

データ 
制作：2009年／日本・中国／
字幕／全25話 

キャスト 
俳優名（役名） 

田中裕子（西太后）、余少群（李春雲）、張博（光緒帝）、小澤征悦
（岡圭之介）ほか 

スタッフ 
原作：浅田次郎 
語り：松平定知 

【番組の概要】 
19世紀末、中国清朝末期の紫禁城を舞台に、中国三大悪女の1人“西太
后”派が若き皇帝・光緒帝派と対立・離反を繰り広げる。清国の将来を
めぐる人間模様を描いた歴史ドラマ。 

 

【ストーリー】 

19世紀末、清朝末期の中国。若き光緒帝（張博）が帝位にあったが、政
治の実権は西太后（田中裕子）が握っていた。折しも、欧米各国が大陸
に進出しようと蠢き、清国の将来をめぐって西太后を中心にした守旧派
と光緒帝を立てる改革派が対立する頃、貧しさから脱するため、宦官と
なり、宮廷で西太后の寵愛を受ける春児こと李春雲（余少群）と、官吏
登用試験“科挙”に首席合格し、光緒帝の側近となる梁文秀（周一囲）
の二人が数奇な運命によって出会う…。 

HD 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

中国歴史ドラマ 

©アジア･コンテンツ･センター、北京華録百納影視、博報堂DYメディアパートナーズ／浅田次郎・講談社 
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イ・サン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：9（月）スタート （月-金）朝8：30- 

制作：2007年/韓国/字幕/全77話/監督：イ・ビョンフン 

出演：イ・ソジン（イ・サン）、ハン・ジミン（ソン・ソンヨン）ほか 

 

宮廷女官チャングムの誓い＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：9（月）スタート （月-金）深夜0：00- 

制作：2003年/韓国/字幕/全54話/監督：イ・ビョンフン 

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 

【番組の概要】 
朝鮮王朝史上、最も波乱万丈の人生を送った王の生涯を描いた超大作
「イ・サン」。民のための政治を行った祖父・第21代王・英祖（ヨン
ジョ）の後を継ぎ、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ロマン。 

【番組の概要】  
アジア中で大ヒットとなった超人気歴史ドラマ。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。 

HD スタート その他／再スタート 韓国歴史ドラマ 

「イ・サン」：©2007-8 MBC／「宮廷女官チャングムの誓い」：©2003-4 MBC 

※ノンストップ 
放送 

※「ノンストップ放送」とは途中CMが入らない放送です。 
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お父さんは二度死ぬ 
放送日時：1（日）・8（日）朝5：30- 2話連続 

     17（火）・18（水）深夜2：00- 2話連続 

制作：2013年/日本/全4話 

出演：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 

 

紙の月 
放送日時：2（月）スタート （月-金）朝8：30- 

制作：2014年／日本／全5話 

出演：原田知世（梅澤梨花）、水野真紀（岡崎木綿子）、西田尚美（中条亜紀）、 

満島真之介（平林光太）ほか 

 

【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！ 
 

【番組の概要】 
直木賞作家・角田光代が、‘お金を介してしか恋愛出来ない’女性の恋
愛をテーマに描いた同名小説を、原田知世主演でドラマ化。平凡な主婦
が1人の青年との出会いをきっかけに、破滅へと進んでいく様を描いた
サスペンスドラマ。原作以上に深い恋愛物語に仕上がっており、金銭感
覚がマヒし、転落していく主人公から目が離せない。 
  

HD スタート その他／再スタート 

「お父さんは二度死ぬ」「紙の月」：©NHK 

国内ドラマ ＮＨＫ 
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眠れる森の熟女 
放送日時：15（日）スタート 毎週（日）朝5：30- 3話連続 

制作：2012年/日本/全9話 

出演：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）ほか 

 

ベストセラー作家サスペンス特集 
放送日時：15（日）スタート 毎週（土日）昼12：30- 3or4話連続 

【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。 
 

【作品ラインナップ】 

◇小池真理子原作「過去を消す女」「寺田家の花嫁」
「殺意の爪」「鍵老人」「懐かしい骨」 

◇桐野夏生原作「顔に降りかかる雨」  

◇山口洋子原作「サギ娘」  

◇結城昌治原作「裏切りのフィナーレ」  

◇多岐川恭原作「長崎で消えた女」  

◇東野圭吾原作「香子の夢 コンパニオン殺人事件」 

◇連城三紀彦原作「隠された誘拐」  

  

HD スタート その他／再スタート 

「眠れる森の熟女」：©NHK 

国内ドラマ 

◇藤田宜永原作「異端の夏」 

◇ねじめ正一原作「純情商店街ゆうれい殺人事件」 

◇逢坂剛原作「まりえの客」 

◇南條範夫原作「鮮やかな完全犯罪 女相続人」  

◇池井戸潤原作「果つる底なき」  

◇生島治郎原作「追いつめる」  

◇夏樹静子原作「波の告発」  

ＮＨＫ 



 
【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

