
時代劇専門チャンネル　2019年5月編成表

…
5/22(水) 深夜1:00 ～ 翌あさ4:00 (3時間)
放送機器メンテナンスのため、
auひかりTVサービス(ch.502) 停波

スカパー！サービス(ch.292)、スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、
スカパー！プレミアムサービス光(ch.662) でご視聴の方は
以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。

・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents 若山富三郎劇場のすべて
・生活情報の時間

・5/1(水･祝)   あさ10:00 ～ ひる 1:00 の番組 …
午後 5:00 ～ よる 8:00 の番組 …

・5/2(木･祝)   あさ10:00 ～ ひる 1:00 の番組 …
午後 5:00 ～ よる 8:00 の番組 …

・5/3(金･祝)   あさ10:00 ～ ひる 1:00 の番組 …
午後 5:00 ～ よる 8:00 の番組 …

・5/4(土･祝)   あさ10:00 ～ 午後 2:00 の番組 …
・5/5(日･祝)   あさ10:00 ～ 午後 3:00 の番組 …
・5/6(月･振休) あさ 8:00 ～ よる 7:00 の番組 …

① <解>のついた作品は、スカパー！サービス(ch.292)、

スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、

スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)

でご視聴の方は、副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。

・5/5(日･祝) 深夜2:20 ～ ｢八幡鳩九郎｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2019年5月編成表

05/01(水･祝) 05/02(木･祝) 05/03(金･祝) 05/04(土･祝) 05/05(日･祝)
4:00 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00

鬼平犯科帳'75 #22 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 長七郎江戸日記３ [終] 天皇の世紀
主演：丹波哲郎 #23 #24 #4

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 主演：里見浩太朗 #13
5:00  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 長七郎江戸日記３ 立花登青春手控え２
#5

#4 #5 #6 #5 主演：溝端淳平
6:00  6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

次郎長三国志 #7 次郎長三国志 次郎長三国志 長七郎江戸日記３ 国盗り物語
主演：高橋英樹 #8 #9 #4

6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #6 主演：北大路欣也 ほか
7:00  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00  7:00

大岡越前 第14部 #21 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 遠山の金さん 浪花の華～緒方洪庵事件帳～

主演：加藤剛 #22 #23 #16 #2　出演：窪田正孝･栗山千明

主演：高橋英樹  7:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

8:00  8:00  8:00  8:00 姫君捕物控　#6  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】
風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 主演：加賀まりこ 遠山の金さん 茂七の事件簿　ふしぎ草紙

#10 #2  8:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #6
主演：西郷輝彦 主演：田村正和  8:45 生活情報の時間 #17 主演：高橋英樹

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00
鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 遠山の金さん [終] 次郎長　背負い富士

#15 #10
主演：萬屋錦之介 #16 #17 #18 主演：中村雅俊

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00  新番組スタート！！
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 【池波正太郎劇場】

仕掛人 藤枝梅安スペシャル [新] 鬼平犯科帳２
#51 #52 #53 対決 #1

11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門
遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 11:20

#88 主演：渡辺謙 剣客商売４
主演：中村梅之助 #89 #90 11:45 生活情報の時間

12:00 12:00 12:00 12:00 【｢次郎長三国志｣全4作一挙放送!】 #7
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 12:00 12:20 【新･藤沢周平劇場】

#27 (映画) 立花登青春手控え２
主演：里見浩太朗 #28 #29 次郎長三国志 #6

13:00 13:00 13:00 13:00 主演：溝端淳平
山本周五郎時代劇　武士の魂 山本周五郎時代劇　武士の魂 [終] 山本周五郎時代劇 13:15

#10 #11 武士の魂　#12 主演：鶴田浩二
鬼平犯科帳スペシャル

14:00 14:00 14:00 14:00 姫君捕物控　#7 14:00 浅草・御厩河岸
風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 主演：加賀まりこ

#11 #3 14:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 (映画)
主演：西郷輝彦 主演：田村正和 14:45 生活情報の時間 続 次郎長三国志 主演：中村吉右衛門

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 雲霧仁左衛門 江戸編

#19 主演：鶴田浩二 主演：松方弘樹
主演：緒形拳 #20 #21 15:40 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00  新番組スタート！！ (映画) 雲霧仁左衛門 名古屋編
鬼平犯科帳'80 #26 [終] 鬼平犯科帳'80 [新] 鬼平犯科帳'81 次郎長三国志　第三部
主演：萬屋錦之介 #1 主演：松方弘樹

16:55 若山富三郎劇場のすべて #27 主演：萬屋錦之介 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 主演：鶴田浩二 17:00 【池波正太郎劇場】

長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 17:20 鬼平犯科帳１
#52 (映画)

主演：里見浩太朗 #53 #54 次郎長三国志 #22
18:00 18:00 18:00 18:00 甲州路殴り込み 18:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売４

#67 #68 #69 主演：鶴田浩二 #2
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 【鶴田浩二、時代劇の軌跡】 【｢鬼平外伝｣シリーズ全5作完全放送】

#97 #98 チャンネル初放送！ オリジナル時代劇

主演：中村梅之助 19:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #99 (映画) 鬼平外伝　老盗流転
20:00 20:00 20:00 20:00 孤剣は折れず 月影一刀流  

柳生一族の陰謀 #23 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 出演：橋爪功/國村隼
主演：千葉真一 #24 #25 主演：鶴田浩二 20:40 生活情報の時間

20:45 生活情報の時間 20:55 若山富三郎劇場のすべて

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【池波正太郎劇場】 21:00
[終] 八丁堀の七人２ #9 石川五右衛門 #6 秀吉 #5
出演：片岡鶴太郎/村上弘明 主演：市川海老蔵 主演：竹中直人 剣客商売スペシャル 敵は本能寺にあり

春の嵐  
22:00 22:00  新番組ｽﾀｰﾄ!! CS初! 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】

[新] 幕末グルメ ブシメシ！２ 国盗り物語 茂七の事件簿　ふしぎ草紙
　#1　主演：瀬戸康史 #5 #7 主演：藤田まこと 主演：市川染五郎
22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 主演：北大路欣也 ほか 主演：高橋英樹 22:45（オリジナル番組） [十代目松本幸四郎]

23:00 【Edoテレ】 歴史を訪ねて 日本の社 23:00
23:00 23:00 23:00  一挙放送

必殺スペシャル 必殺スペシャル 新ＴＶ見仏記 #9 忍者がえし　水の城
恐怖の大仕事 仕事人大集合 出演:みうらじゅん/いとうせいこう 語り：國村隼  

0:00 水戸・尾張・紀伊 0:00[終]幕末グルメ ブシメシ！  0:00
#8　主演：瀬戸康史 新・座頭市Ⅱ 主演：市川染五郎

主演：藤田まこと 主演：藤田まこと  0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #13 [十代目松本幸四郎]
主演：勝新太郎  0:40

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 【市川雷蔵 不滅の美学】
八丁堀の七人２ #8 石川五右衛門 #5 秀吉 #4 新・座頭市Ⅱ (映画)

出演：片岡鶴太郎/村上弘明 主演：市川海老蔵 主演：竹中直人 眠狂四郎無頼控　魔性の肌
#14

2:00  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00 主演：市川雷蔵
戦国BASARA Judge End #3 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#53 どろろ　#16 新・座頭市Ⅱ  2:20
 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)
戦国BASARA Judge End #4 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#54 どろろ（1969）　#18 #15 <解>八幡鳩九郎

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  
必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 新・座頭市Ⅱ

#6
主演：緒形拳 #7 #8 #16 主演：松平健

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【時専シンヤ】

【推】

【推】

【推】

【推】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。
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05/06(月･振休) 05/07(火) 05/08(水) 05/09(木) 05/10(金) 05/11(土) 05/12(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  新番組スタート！！ 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00

鬼平犯科帳'75 [終] 鬼平犯科帳'75 [新] 鬼平犯科帳'80 #1 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 長七郎江戸日記３ 牢獄の花嫁
#25 #26 主演：萬屋錦之介 #2 #3

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #7 主演：岡田英次
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 長七郎江戸日記３ 立花登青春手控え２

#7 #8 #9 #10 #11 #8 #6
 6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00 【朝だよ！次郎長三国志】  6:00  新番組スタート！！  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 [終] 次郎長三国志 [新] 山本周五郎時代劇 長七郎江戸日記３ 国盗り物語
#10 #11 #12 #13 武士の魂 #1

6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #9 #5
 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00  新番組スタート！！  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00  7:00

[終] 大岡越前 第14部 [新] 大岡越前 第15部 #1 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 遠山の金さん 浪花の華～緒方洪庵事件帳～

#24 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #3
 7:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #19  7:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

【｢長七郎江戸日記｣SP版一挙放送!】  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】
 8:00 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 姫君捕物控　#7 遠山の金さん 茂七の事件簿　ふしぎ草紙
長七郎江戸日記スペシャル  8:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

長七郎立つ！江戸城の対決 #17 #11 #3  8:45 生活情報の時間 #20 #7
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　　　 (映画)

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 遠山の金さん 高瀬舟
主演：里見浩太朗

 9:50 #18 #19 #20 #21 #21 主演：前田吟
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

長七郎江戸日記スペシャル 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ
柳生の陰謀 #54 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳２

 10:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #55 #56 #57 助太刀
11:00 11:00 11:00 11:00 #2

主演：里見浩太朗 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳
主演：藤田まこと

11:40 #92 #93 #94 #95 11:45 生活情報の時間 11:45 生活情報の時間
長七郎江戸日記スペシャル 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】

怨霊見参！ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 暴れん坊将軍Ⅳ 立花登青春手控え２
長七郎･弟と対決 （第４シリーズ）

#30 #31 #32 #33 #32 #7
主演：里見浩太朗 13:00  新番組スタート！！ 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

13:10 [新] 柳生一族の陰謀　#1 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 暴れん坊将軍Ⅳ 【鶴田浩二、時代劇の軌跡】
主演：千葉真一 #2 #3 #4 （第４シリーズ） チャンネル初放送！

長七郎江戸日記スペシャル #33 (映画)
母は敵か?!正雪の陰謀 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 孤剣は折れず 月影一刀流

夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 姫君捕物控　#8 暴れん坊将軍Ⅳ
14:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 （第４シリーズ） 主演：鶴田浩二

主演：里見浩太朗 #18 #12 #4 14:45 生活情報の時間 #34 14:45 生活情報の時間
【｢暴れん坊将軍｣SP版一挙放送!】 15:00 15:00 15:00 15:00 【チョイ見せ！1話】 15:00
15:00 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 15:00 桂ちづる診察日録 #1
暴れん坊将軍Ⅲスペシャル 主演：市川由衣 仕掛人 藤枝梅安スペシャル

みちのく血判状！ #22 #23 #24 #25 15:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

魔性の谷の決戦！！ 16:00 16:00 16:00 16:00 【大河｢風林火山 総集編｣一挙放送!】

鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 16:00  新番組スタート！！
#3 [新] 風林火山　総集編 主演：渡辺謙

#2 16:55 若山富三郎劇場のすべて #4 #5 第一部　風の巻
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 主演：内野聖陽 17:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲスペシャル 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 17:10 鬼平犯科帳１

危うし将軍の座！ 風林火山　総集編
吉宗、試練の目安箱 #55 #56 #57 #58 第二部　林の巻 #23

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 18:20 剣客商売４

風林火山　総集編
18:45 生活情報の時間 #70 #71 #72 #73 第三部　火の巻 #3
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00  19:00
【映画｢新吾十番勝負｣完全放送!】 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 【｢鬼平外伝｣シリーズ全5作完全放送】

(映画) #102 19:30 オリジナル時代劇
新吾十番勝負 #100 #101 19:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #103 [終] 風林火山　総集編 鬼平外伝　熊五郎の顔

第一部・第二部 総集版 20:00 20:00 20:00 20:00 第四部　山の巻 主演：寺島しのぶ
柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀  20:25 (オリジナル番組)

主演：大川橋蔵 #26 #27 #28 #29 歴史を訪ねて 日本の城
20:45 生活情報の時間 第４シリーズ 一挙放送

21:00 21:00 21:00 新番組スタート!! 21:00 21:00 21:00 【池波正太郎劇場】 21:00
剣客商売３ 鬼平犯科帳１ [新] みをつくし料理帖 #1 石川五右衛門 秀吉 【市川雷蔵 不滅の美学】

#3 #18 21:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #7 #6 剣客商売スペシャル (映画)
道場破り 眠狂四郎人肌蜘蛛

22:00  新番組ｽﾀｰﾄ!! CS初! 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】
[新] 桂ちづる診察日録 浪花の華～緒方洪庵事件帳～ 幕末グルメ ブシメシ！２ 国盗り物語 茂七の事件簿　ふしぎ草紙

#1　主演：市川由衣 #4　出演：窪田正孝/栗山千明 #2 #8 主演：藤田まこと 主演：市川雷蔵
22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #6 【Edoテレ】 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:35

23:00 23:00 (映画)
23:00 必殺スペシャル 23:00 23:00 23:00 歴史漫才 ﾋｽﾄﾘｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ #5 必殺スペシャル 旗本やくざ

(秘)必殺現代版 戦国自衛隊 関ヶ原の戦い 戦国自衛隊 関ヶ原の戦い 蛇姫様 23:30 恐怖の大仕事
主水の子孫が京都に現われた 第一部 さらば友よ 第二部 愛する者のために 歴史漫才 ﾋｽﾄﾘｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ #6 水戸・尾張・紀伊

仕事人VS暴走族 0:00  新番組ｽﾀｰﾄ!! CS初! 主演：大川橋蔵
主演：藤田まこと 主演:片岡孝夫(現･片岡仁左衛門) [新]幕末グルメ ブシメシ！２ #1  0:15 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

 0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 出演:反町隆史/渡部篤郎/藤原竜也 出演:反町隆史/渡部篤郎/藤原竜也  0:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて  0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 主演：藤田まこと  0:30
舞台

 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 ｢竜馬の妻とその夫と愛人｣
剣客商売３ 鬼平犯科帳１ [終] 八丁堀の七人２ 石川五右衛門 秀吉 新・座頭市Ⅱ

#2 #17 #9 #6 #5
#17 出演：佐藤B作/佐渡稔

 2:00  新番組スタート！！  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00 /あめくみちこ/平田満
(ｱﾆﾒ)[新]活撃 刀剣乱舞 #1 クロムクロ　#19 戦国BASARA Judge End #5 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#55 どろろ　#17 新・座頭市Ⅱ
 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30

活撃 刀剣乱舞 #2 クロムクロ　#20 戦国BASARA Judge End #6 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#56 どろろ（1969）　#19 #18 （オリジナル番組）
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 歴史を訪ねて 日本の社

必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 [終] 新・座頭市Ⅱ  一挙放送

#9 #10 #11 #12 #13 #19 語り：國村隼
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【時専シンヤ】

【推】

【推】

【推】

【推】

【推】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。
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05/13(月) 05/14(火) 05/15(水) 05/16(木) 05/17(金) 05/18(土) 05/19(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00 （前日の続き）

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 長七郎江戸日記３
#4 #5 #6 #7 #8 主演:片岡孝夫(現･片岡仁左衛門)

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #10
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 長七郎江戸日記３ 立花登青春手控え２

#12 #13 #14 #15 #16 #11 #7
 6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】
山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 長七郎江戸日記３ 国盗り物語

#2 #3 #4 #5 #6
6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #12 #6
 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00  7:00

大岡越前 第15部 #5 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 遠山の金さん 浪花の華～緒方洪庵事件帳～

 7:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #6 #7 #8 #9 #4
#22  7:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】
銭形平次　#217 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 姫君捕物控　#8 遠山の金さん 茂七の事件簿　ふしぎ草紙

(セレクション放送)  8:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

主演：大川橋蔵 #18 #12 #4  8:45 生活情報の時間 #23 #8
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 9:00  新番組ｽﾀｰﾄ!! CS初!

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 遠山の金さん [新] 桂ちづる診察日録
#1　主演：市川由衣

#22 #23 #24 #25 #26 #24  9:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳２

#59 剣客商売スペシャル
#58 10:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #60 #61 #62 母と娘と #3

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 剣客商売４

主演：藤田まこと
#96 #97 #98 #99 #100 11:45 生活情報の時間 #8

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 暴れん坊将軍Ⅳ [終] 立花登青春手控え２

（第４シリーズ）
#34 #35 #36 #37 #38 #35 #8

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 【市川雷蔵 不滅の美学】

#5 #6 #7 #8 #9 暴れん坊将軍Ⅳスペシャル (映画)
狙われた江戸城の花嫁！ 眠狂四郎人肌蜘蛛

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
銭形平次　#218 夫婦旅日記 さらば浪人 [終] 風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 姫君捕物控　#9

(セレクション放送) 14:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 主演：市川雷蔵
主演：大川橋蔵 #19 #13 #5 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00  新番組スタート！！ 15:00 15:00 15:00 【土曜特別席～特集･中村勘三郎】 15:00  新番組スタート！！
[終] 必殺必中仕事屋稼業 [新] 必殺剣劇人 必殺剣劇人 必殺剣劇人 必殺剣劇人 15:00 [新] 仕掛人　藤枝梅安

#1
#26 主演：近藤正臣 #2 #3 #4 幕末青春グラフィティ #1

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 福沢諭吉 主演：渡辺謙
鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 16:20

#8 仕掛人　藤枝梅安
#6 #7 16:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #9 #10 主演：中村勘九郎

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 (十八代目 中村勘三郎) #2
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 17:10 【池波正太郎劇場】

17:30 鬼平犯科帳１
#59 #60 #61 #62 #63 #24

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 河井継之助 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 駆け抜けた蒼龍 剣客商売４

#74 #75 #76 #77 #78 #4
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 【｢鬼平外伝｣シリーズ全5作完全放送】

#107 主演：中村勘三郎 オリジナル時代劇
#104 #105 #106 19:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #108 19:45 生活情報の時間 鬼平外伝　夜兎の角右衛門

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀

#30 #31 #32 #33 #34 仕掛人・藤枝梅安 主演：中村梅雀
梅安蟻地獄 20:45 生活情報の時間

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
剣客商売３ 鬼平犯科帳１ みをつくし料理帖 #2 [終] 石川五右衛門 秀吉

#4 #19 21:55 若山富三郎劇場のすべて #8 #7 主演：小林桂樹 戦国自衛隊 関ヶ原の戦い
21:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 第一部 さらば友よ

22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】 22:00
桂ちづる診察日録 浪花の華～緒方洪庵事件帳～ 幕末グルメ ブシメシ！２ 国盗り物語 茂七の事件簿　ふしぎ草紙

#2 #5 #3 必殺スペシャル 出演:反町隆史/渡部篤郎/藤原竜也

22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #7 #9 仕事人大集合
【Edoテレ】 23:00

23:00 23:00 23:00　　　(映画) 23:00 23:00
千利休とその妻たち 赤ひげ 新吾十番勝負 (ＴＶ長編) 新ＴＶ見仏記 主演：藤田まこと 戦国自衛隊 関ヶ原の戦い

  第一部・第二部 総集版 上意討ち　拝領妻始末 #10 第二部 愛する者のために
  0:00  0:00  新番組スタート！！

主演：藤田まこと 主演：大川橋蔵 主演：加藤剛 幕末グルメ ブシメシ！２ #2 [新] 新・座頭市Ⅲ
 0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 主演：藤田まこと  0:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて  0:55 若山富三郎劇場のすべて  0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #1

主演：勝新太郎 出演:反町隆史/渡部篤郎/藤原竜也

 1:00  1:00  1:00  新番組スタート！！  1:00  1:00  1:00
剣客商売３ 鬼平犯科帳１ [新] みをつくし料理帖 #1 石川五右衛門 秀吉 新・座頭市Ⅲ  1:15 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

#3 #18  1:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #7 #6  1:30
#2

 2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00 旗本やくざ　大江戸喧嘩帳
活撃 刀剣乱舞 #3 クロムクロ　#21 戦国BASARA Judge End #7 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#57 どろろ　#18 新・座頭市Ⅲ  

 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)
活撃 刀剣乱舞 #4 クロムクロ　#22 戦国BASARA Judge End #8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#58 どろろ（1969）　#20 #3

 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：西郷輝彦
必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業  3:10 (オリジナル番組)

蛇姫様 歴史を訪ねて 日本の城
#14 #15 #16 #17 #18  第５シリーズ 一挙放送

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【時代劇プレミアム23】

【時専シンヤ】

【推】

【推】

【推】

【推】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。
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05/20(月) 05/21(火) 05/22(水) 05/23(木) 05/24(金) 05/25(土) 05/26(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00 （前日の続き）

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 長七郎江戸日記３
#9 #10 #11 #12 #13 主演：加藤剛

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #13
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 長七郎江戸日記３ [終] 立花登青春手控え２

#17 #18 #19 #20 #21 #14 #8
 6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】
山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 山本周五郎時代劇 武士の魂 長七郎江戸日記３ 国盗り物語

#7 #8 #9 #10 #11
6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #15 #7
 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00  7:00

大岡越前 第15部 #10 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 遠山の金さん 浪花の華～緒方洪庵事件帳～

 7:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #11 #12 #13 #14 #5
#25  7:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】
銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 [終] 風鈴捕物帳 若さま侍捕物帳 姫君捕物控　#9 遠山の金さん 茂七の事件簿　ふしぎ草紙

#218  8:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

(セレクション放送) #19 #13 #5  8:45 生活情報の時間 #26 #9
 9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

[終] 鬼平犯科帳'80 [新] 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 遠山の金さん 桂ちづる診察日録
#1 #2

#27 主演：萬屋錦之介 #2 #3 #4 #27  9:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳２

#64 剣客商売スペシャル
#63 10:55 若山富三郎劇場のすべて #65 #66 #67 決闘・高田の馬場 #4

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 剣客商売４

主演：藤田まこと
#101 #102 #103 #104 #105 11:45 生活情報の時間 #9

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00  新番組スタート！！
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 暴れん坊将軍Ⅳ 【新･藤沢周平劇場】

（第４シリーズ） [新] 江戸の用心棒　#1
#39 #40 #41 #42 #43 #36 主演：古谷一行

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 暴れん坊将軍Ⅳ 【映画｢新吾十番勝負｣完全放送!】

#10 #11 #12 #13 #14 （第４シリーズ） (映画)
#37 新吾十番勝負

14:00 14:00 14:00  新番組スタート！！ 14:00 14:00 14:00 第一部・第二部 総集版
銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 [新] 紅つばめお雪 若さま侍捕物帳 姫君捕物控　#10 暴れん坊将軍Ⅳ

#219 #1 14:30 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 （第４シリーズ） 主演：大川橋蔵
(セレクション放送) #20 主演：宮園純子 #6 14:45 生活情報の時間 #38 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00  新番組スタート！！ 【チョイ見せ！1話】 15:00
必殺剣劇人 必殺剣劇人 必殺剣劇人 [終] 必殺剣劇人 [新] 必殺仕事人 15:00 仕掛人　藤枝梅安

#1 必殺仕事人　#1
#5 #6 #7 #8 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと #3

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 【土曜特別席～特集･松平健】 16:00
鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 16:00 仕掛人　藤枝梅安

#13 あぐら剣法無頼帖
#11 #12 16:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #14 #15 用心棒と好色一代男 #4

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 鬼平犯科帳１

主演：松平健
#64 #65 #66 #67 #68 #25

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売４

清水次郎長物語
#79 #80 #81 #82 #83  #5

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 【｢鬼平外伝｣シリーズ全5作完全放送】

#112 主演：松平健 オリジナル時代劇

#109 #110 #111 19:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #113 19:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 鬼平外伝　正月四日の客
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】  

柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 [終] 柳生一族の陰謀 主演：松平健
#35 #36 #37 #38 #39 仕掛人・藤枝梅安 20:40 生活情報の時間

梅安流れ星 20:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて

21:00 21:00 21:00 21:00  新番組スタート！！ 21:00 21:00
[終] 剣客商売３ 鬼平犯科帳１ みをつくし料理帖 #3 [新] おそろし 三島屋変調百物語 秀吉

#5 #20 #3 #1　主演：波瑠 #8 主演：小林桂樹 幕末青春グラフィティ
21:45 生活情報の時間 福沢諭吉

22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】 22:00
桂ちづる診察日録 浪花の華～緒方洪庵事件帳～ 幕末グルメ ブシメシ！２ 国盗り物語 [終] 茂七の事件簿 必殺スペシャル

#3 #6 #4 ふしぎ草紙　#10 (秘)必殺現代版 主演：中村勘九郎
22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #8 【Edoテレ】 主水の子孫が京都に現われた (十八代目 中村勘三郎)

23:00 仕事人VS暴走族
23:00  新番組スタート！！ 23:00 23:00 23:00 歴史漫才 ﾋｽﾄﾘｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ #7 23:15

[新] 風林火山　総集編 風林火山　総集編 風林火山　総集編 [終] 風林火山　総集編 23:30 主演：藤田まこと
第一部　風の巻 第二部　林の巻 第三部　火の巻 第四部　山の巻 歴史漫才 ﾋｽﾄﾘｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ #8 23:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 河井継之助
主演：内野聖陽   0:00  0:00 駆け抜けた蒼龍

 0:15 歴史を訪ねて 日本の城  0:15 歴史を訪ねて 日本の城 【特選!日替り時代劇】  0:15 歴史を訪ねて 日本の城 幕末グルメ ブシメシ！２ #3 新・座頭市Ⅲ
第４シリーズ 一挙放送 第５シリーズ 一挙放送  0:15 みをつくし料理帖 #2 第６シリーズ 一挙放送  0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介

 1:00 #4
 1:00  1:00 (映画)  1:00  1:00  1:00 主演：中村勘三郎

剣客商売３ 鬼平犯科帳１ 時代劇は死なず [終] 石川五右衛門 秀吉 新・座頭市Ⅲ
#4 #19 ちゃんばら美学考 #8 #7  1:30

#5 (映画)
 2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00 時代劇は死なず

活撃 刀剣乱舞 #5 クロムクロ　#23 出演：中島貞夫/山本千尋 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#59 どろろ　#19 新・座頭市Ⅲ ちゃんばら美学考
 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)

活撃 刀剣乱舞 #6 クロムクロ　#24  2:40（オリジナル番組） るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#60 どろろ（1969）　#21 #6
 3:00  3:00 歴史を訪ねて 日本の社  3:00  3:00  3:00 出演：中島貞夫/山本千尋

必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業  一挙放送 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 (ＴＶ長編)  3:10 (オリジナル番組)
上意討ち　拝領妻始末 歴史を訪ねて 日本の城

#19 #20 語り：國村隼 #21 #22  第６シリーズ 一挙放送
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【特選！日替り時代劇】 【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【時専シンヤ】 【時専シンヤ】

【推】

【推】

【推】

【推】

【推】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。
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05/27(月) 05/28(火) 05/29(水) 05/30(木) 05/31(金)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80
#14 #15 #16 #17 #18

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生

 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#22 #23 #24 #25 #26
 6:00 【朝だよ!山本周五郎時代劇 武士の魂】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！街道をゆく】  6:00 【朝だよ！街道をゆく】  6:00 【朝だよ！街道をゆく】
[終] 山本周五郎時代劇 [新] NHKスペシャル 街道をゆく NHKスペシャル 街道をゆく NHKスペシャル 街道をゆく NHKスペシャル 街道をゆく

武士の魂 #12 #1 朗読：田村高廣 #2 #3 #4
6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生

 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】
大岡越前 第15部 #15 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部

 7:55 ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて #16 #17 #18 #19

 8:00  8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00
銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 [新] 紅つばめお雪 若さま侍捕物帳 姫君捕物控

#219 #1 #10
(セレクション放送) #20 主演：宮園純子 #6  8:45 生活情報の時間

 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00
鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81

#5 #6 #7 #8 #9
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ
#69

#68 10:55 若山富三郎劇場のすべて #70 #71 #72
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳

#106 #107 #108 #109 #110
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１

#44 #45 #46 #47 #48
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀
#15 #16 #17 #18 #19

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 紅つばめお雪 若さま侍捕物帳 姫君捕物控

#220 #11
(セレクション放送) #21 #2 #7 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人

#2 #3 #4 #5 #6
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81 鬼平犯科帳'81

#16 #17 #18 #19 #20
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１

#69 #70 #71 #72 #73
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#84 #85 #86 #87 #88
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳

#114 #115 #116 #117 #118
20:00 新番組スタート!! 20:00 20:00 20:00 20:00

[新] 風の中のあいつ 風の中のあいつ 風の中のあいつ 風の中のあいつ 風の中のあいつ
#1･#2 #3･#4 #5･#6 #7･#8 #9･#10

21:00  新番組スタート！！ 21:00 21:00 21:00 21:00
[新] 剣客商売４　#1 鬼平犯科帳１ みをつくし料理帖 #4 おそろし 三島屋変調百物語 秀吉

主演：藤田まこと #21 21:45 生活情報の時間 #2
#9

22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00　　　(映画)
桂ちづる診察日録 浪花の華～緒方洪庵事件帳～ 幕末グルメ ブシメシ！２ 国盗り物語 高瀬舟

#4 主演：前田吟
22:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 #7 #5 #9 【Edoテレ】

23:00
23:00チャンネル初放送！ 23:00　　　(映画) 23:00 23:00 新ＴＶ見仏記

(映画) 眠狂四郎人肌蜘蛛 あぐら剣法無頼帖 清水次郎長物語 #11
孤剣は折れず 月影一刀流  用心棒と好色一代男   0:00

主演：市川雷蔵 幕末グルメ ブシメシ！２ #4
主演：鶴田浩二  0:35 歴史を訪ねて 日本の城  0:40 歴史を訪ねて 日本の城

 0:45 ｢映画俳優･鶴田浩二｣の作品紹介 第９シリーズ 一挙放送 主演：松平健 主演：松平健 第１０シリーズ 一挙放送

 1:00  1:00  1:00  1:00  新番組スタート！！  1:00
[終] 剣客商売３ 鬼平犯科帳１ みをつくし料理帖 [新] おそろし 三島屋変調百物語 秀吉

#5 #20 #3 #1　主演：波瑠 #8

 2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)
活撃 刀剣乱舞 #7 クロムクロ　#25 戦国BASARA Judge End #9 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#61 どろろ　#20

 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)
活撃 刀剣乱舞 #8 [終] クロムクロ　#26 戦国BASARA Judge End #10 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#62 どろろ（1969）　#22

 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  新番組スタート！！
必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 必殺必中仕事屋稼業 [終] 必殺必中仕事屋稼業 [新] 必殺剣劇人

#1
#23 #24 #25 #26 主演：近藤正臣

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専シンヤ】

【推】

【推】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については梗概をご確認ください。


