
9月放送
おすすめ番組



リクエストスペシャル ～もっと、ジュリー～
「太陽を盗んだ男」

沢田研二主演のサスペンスアクション！
原子爆弾を武器に国家権力を脅迫する青年教師の孤独な闘いを描く。
原爆を作りあげたことにより強大な力を得て、国家を脅迫にかかる沢田研二。
それを血眼になって追う菅原文太。男同士の熱い闘いが繰り広げられる。

[出演]沢田研二菅原文太 池上季実子 北村和夫 神山繁 佐藤慶 風間杜夫 水谷豊 西田敏行

(C)1979 東宝／フィルムリンク・インターナショナル

「夢二」
女たちとの愛憎を漂泊し、詩を画にうたいあげた画家・竹久夢二の姿を沢田研二
が演じた、鈴木清順監督による『ツィゴイネルワイゼン』『陽炎座』に続く「大正浪漫
三部作」の最終編。芸術家ゆえの苦悩に悶え苦しみながら、かつ紙風船のごとく
軽やかに色香をただよわせる男を、沢田研二が見事に演じている。赤く染まる紅
葉の金沢を舞台に。

[出演]沢田研二坂東玉三郎 毬谷友子 宮崎萬純 広田玲央名 大楠道代 原田芳雄 長谷川和彦 麿赤児

(C）1991/ 提供：リトルモア

「炎の肖像」
ジュリーこと沢田研二の分身ともいえる孤独な青年が主人公の、ジュリーにとって
初主演となる青春映画。
シラケの時代に自由とロマンを求めて直線的に行動する青春のドラマは意外な
展開を見せる。ジュリーの舞台や日常を追いかけたドキュメント部分も盛り込まれ、
ジュリーの“もう一つの世界”が映し出される。

[出演]沢田研二秋吉久美子 中山麻理 原田美枝子 悠木千帆 佐野周二 朝丘雪路
（C)日活



「映画」

「二重生活」

尾行を哲学する―全く新しい心理エンターテインメント。直木賞作家・小池真理子が
新境地を切り開いた同名小説を映画化。尾行する者の視点と、尾行する者を見つめる
視点、そしてやがて見えてくるいくつもの物語。ドキュメンタリーを見ているかのような
リアルな映像に、登場人物達の視線が入り混じり、尾行による高揚感と胸騒ぎを
スリリングに体感させてくれる。

[出演] 門脇麦 長谷川博己 菅田将暉 リリー・フランキー 河井青葉 篠原ゆき子 西田尚美 烏丸せつこ

（C)2015「二重生活」フィルムパートナーズ

「ライヴブ」

山田悠介の小説を映画化した異色作。
劇中に攻略本として登場する山田の原作「ライヴ」を手に、命懸けのデスレースに
参加することになった主人公たちの姿を描く。映画やドラマで活躍中の山田裕貴主演作。

[出演] 山田裕貴 大野いと 森永悠希 入来茉里 森田涼花 山本愛莉 亜紗美 佐々木心音

（C）2014「ライヴブ」製作委員会

「東南角部屋二階の女」

居場所がなく、くすぶっている3人の男女が、人生をありのままに受け入れて
年を重ねた人々に出会うことで変化していくヒューマンドラマ。

[出演] 西島秀俊 加瀬亮 竹花梓 香川京子 塩見三省 高橋昌也

(C)2008 Transformer, Inc.

「パズル」

人気作家・山田悠介のベストセラー小説を、夏帆と野村周平主演で実写化したサスペンス・スリラー。
不可解な飛び降り自殺を図った女子生徒の通っていた高校の教師や生徒たちに、
次々と仕掛けられるゲームのような殺人事件の行方を描く。

[出演] 夏帆 野村周平 高橋和也 八木さおり 佐々木心音 田中隆三 大和田獏 （C）2014「パズル」製作委員会



「映画」
祝！50周年 「男はつらいよ」シリーズ

「釣りバカ日誌」シリーズ

「釣りバカ日誌２」

西田敏行と三國連太郎主演による人気コメディシリーズ第２弾！
渥美半島の伊良湖岬を舞台に、笑いあり涙ありの珍騒動が繰り広げられる娯楽傑作
魚だって、ゆかいなやつに釣られたい！大ヒットを記録した「釣りバカ日誌」シリーズ第2弾！

[出演] 西田敏行 三國連太郎 石田えり 原田美枝子 谷啓

(C)1989松竹株式会社

「男はつらいよ 寅次郎子守唄」

旅先で見知らぬ男に押しつけられた赤ん坊を背負った寅さんが帰ってきて
「とらや」の面々は、オムツやミルクの用意で大パニック。
しばらくして、父親が赤ん坊を引き取りにやってきて事は一件落着するが、
赤ん坊が熱を出した際、お世話になった看護士婦の京子に寅さんが惚れて
しまったことから、毎度の騒動が持ち上がる。シリーズ第１４作。

[出演] 渥美清 吉永小百合 倍賞千恵子 宮口精二 松村達雄 笠智衆
(C)1974 松竹株式会社



「韓流ドラマ」
「フォレスト（原題）」

日本でもファンの多いパク・ヘジン主演作。
唯一心臓に問題のある以外は完璧な男性と、元気な心臓だけが
取り柄の女性が、神秘的な森の中で出会い、自分と森の秘密を
暴いていく“強制山奥同居ロマンス”ドラマ。

ドラマの予告映像の公開直後、海外でも高い再生回数を記録するなど、
放送前から大反響を呼んだヒーリングロマンス。

日本初放送 ★9月18日(金)放送スタート！

(C)2020. iHQ all rights reserved.

[出演]
パク・ヘジン チョ・ボア チョン・ヨンジュ

「レバレッジ 最高の詐欺師たち」

アメリカのドラマ『レバレッジ ～詐欺師たちの流儀』の韓国リメイク作品。
５人の詐欺師が、現代版ロビン･フッドとして立ち上がり、富と権力を持つ者たちに

食い物にされる人々を救うために、それぞれの得意分野を生かして報復を開始する
物語。

[出演] イ･ドンゴン チョン・ヘビン キム・セロン キム・グォン ヨ･フェヒョン

(C) 2019 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.



「舞台」
「ベイジルタウンの女神」上演記念 俳優・松下洸平 舞台出演作特集

～崩壊シリーズ～『リメンバーミー』 テレビ初放送

2016年4月に上演され、開幕と共に口コミで話題が話題を呼んだ衝撃の喜劇、
「～崩壊シリーズ～『九条丸家の殺人事件』」に続く、崩壊シリーズ第2弾。
作・演出は、前回に引き続き、バナナマンや東京03など数々の人気芸人の
傑作コントはじめ、人気バラエティ番組「ゴッドタン」等で知られる構成作家の
オークラが手がける。本作では新たに、味方良介が参戦！

[出演] 山崎樹範 松下洸平 味方良介 上地春奈
大水洋介(ラバーガール) 伊藤裕一 彩吹真央 梶原善

(C)エイベックス・エンタテインメント／シーエイティプロデュース

（2017年4月13日～4月30日 俳優座劇場）

cube 20th. presents 音楽劇『魔都夜曲』

一人の日本人青年を中心に、華やかさと暗部を抱えた上海の歴史に
隠された秘めた恋と、時代の光と影、人間群像を、生バンドのジャズの
音色と共に華やかにドラマティックに描き出す、オリジナル音楽劇。

[出演] 藤木直人 マイコ 小西遼生 壮 一帆 松下洸平 秋 夢乃
コング桑田 春風ひとみ 山西 惇 村井國夫 橋本さとし、他

（2017年7月7日～7月29日 Bunkamuraシアターコクーン）

「撮影：桜井隆幸」



「舞台」
新作歌舞伎『ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－』序幕（うちはマダラ＝猿之助）

火の国の木ノ葉隠れの里。かつて“九尾”と呼ばれる狐の化け物が現れ里を襲ったが、
四代目火影とその妻が自らの命と引き換えに九尾の化け物を産まれたばかりの赤子に
封印する。時は流れ、その赤子・うずまきナルトは成長し落ちこぼれながらもアカデミー
（忍者学校）を無事に卒業。初めての任務を終えたばかりの第七班はかつて“三忍”と呼
ばれ恐れられた忍者の一人、大蛇丸が木ノ葉隠れの里を滅ぼそうとしている為阻止する
よう命を受け、大蛇丸との戦いが始まる。 (2018年/平成30年8月･新橋演舞場)

[出演]坂東巳之助中村隼人 市川笑也 嘉島典俊 中村梅丸（現・莟玉）市瀬秀和 市川笑三郎 市川猿弥 市川猿之助

新作歌舞伎『ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－』二幕目・大詰（うちはマダラ＝猿之助）

兄・イタチを殺すため大蛇丸のもとに行ったサスケを奪回するため、ナルトは自来也、サクラは綱手の
もとで修行につく。マダラが企む“月の眼計画”とは尾獣の力で強大化した瞳を月に投影し地球に住む
全ての人間に幻術をかけてコントロールするというもの。ナルトは抵抗するが、マダラにより体内に封印
している九尾が引き抜かれ瀕死の状況に。ナルトを救うため自来也が最後の手段に出る。
そして三代目火影の猿飛からイタチの真意を知ったサスケは…。 (2018年/平成30年1月･歌舞伎座)

(C)岸本斉史 スコット／集英社・『NARUTO -ナルト-』歌舞伎パートナーズ

第十回システィーナ歌舞伎『ＮＯＢＵＮＡＧＡ』
「和と洋のコラボレーション」と「新作歌舞伎」をコンセプトとした「システィーナ歌舞伎」。
ヴァティカンのシスティーナ礼拝堂の天井画および壁画を陶板で原寸大に再現した
大塚国際美術館のシスティーナ・ホールを舞台として上演を重ね、本公演で10回目を迎えた。
記念すべき本公演では、信長が双子だったという斬新な設定を基に、戦国の世を駆け抜けた
英雄、織田信長の野望を描く。

[出演]片岡愛之助中村壱太郎 上村吉弥 舞羽美海 今井翼 ほか
(C)松竹株式会社

（2020年2月13日～2月16日
徳島県鳴門市 大塚国際美術館 システィーナ・ホール

(C)岸本斉史 スコット／集英社・『NARUTO -ナルト-』歌舞伎パートナーズ



話題の番組
リクエストスペシャル

中村倫也が2007年に主演したファンタジードラマ。
ちょっと切ない２人の恋人を中心に、ハリネズミから進化した
ハリ系人間が普通に生きる世の中を朗らかに暖かく描いていく心温まるストーリー。

[出演] 中村倫也 村川絵梨 松澤傑 皆川猿時 堀部圭亮 車だん吉 田口トモロヲ
久保田裕之 池谷のぶえ ミッキー・カーチス 吹越満 もたいまさこ

（C）DNDP・VAP

「ハリ系」#7～11

「独孤皇后～乱世に咲く花～」#1～2
中国ドラマ

日本初放送 ★9月30日(水)放送スタート！

2015年に大ヒットした『賢后 衛子夫』の制作チームによる、皇后シリーズ
第2弾となる宮廷時代劇。

唐代繁栄の礎を築いたとされる隋を開国した楊堅と、夫に側妃を持たせな
かった古代中国史上ただ一人の皇后、独孤伽羅の波乱の生涯を描く。

隋の初代皇帝となる楊堅役を『月に咲く花の如く』のチェン･シャオ（陳暁）
が、ヒロイン独孤皇后役を『ハートに命中100%』の人気女優ジョー・チェン
（陳喬恩）が演じる。

[出演] チェン・シャオ（陳暁） ジョー・チェン（陳喬恩）

(C) china Huace Film & TV Co., Ltd.
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