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タイトル

配信
開始

内容

君は僕の運命 第149話

配信中

字幕／第149話／夫のカン会長とミオクが一緒にいるところを目撃したミンジョンは憤慨。ミオクから
取引先を紹介してもらったと知るも、面白くない。一方、スビンはアフリカ行きの飛行機に乗るが、や
はりソウルでギョンウを一年間待つことにする。

君は僕の運命 第150話

配信中

字幕／第150話／ミオクとミンジョンが口論していると聞き、駆けつけるホセとセビョク。セビョクはミオ
クを責め立てるが、2人が実の親子だと知ったホセは胸が痛い。ミオクはアメリカへ帰国前にせめて
セビョクの誕生日を祝ってやりたいとパーティーを計画する。

君は僕の運命 第151話

配信中

字幕／第151話／セビョクはミオクが本当の母親だと知り衝撃を受ける。一方、キム家では今日がセ
ビョクの誕生日と知り誕生日会兼お祝い会が開かれる。全てを知ったセビョクはミオクもいると知り実
家には行かずに帰宅する。セビョクはミオクのことが気にかかるも、ミンジョンの厳しい嫁教育を受け
る。

君は僕の運命 第152話

配信中

字幕／第152話／セビョクはミオクをロハス社へ呼び出しDNA鑑定を要望する。戸惑いながらもミオ
クはDNA鑑定を受ける事に応じる。一方、セビョクに対するミンジョンの嫁教育は厳しさを増していく
が、ひたすら堪えるセビョク。そんな中、ミオクに紹介してもらったアクア建設の代表ご夫妻を、カン家
へ招いてディナーをすることになる。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
16話

配信中

字幕／第16話／後燕ではケヨンスの息子コウンが、タムドク殺害に失敗し、今では馬の世話係をし
ている元将軍のプンバルに近づく。一方、タムドクたちは真相究明のため、ファンフェが救った民が
住む村を訪れ、妻タリが書き残した目録を手に入れる。そして、もっと確かな証拠を探し出そうと…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
17話

配信中

字幕／第17話／タムドクの事実解明捜査を察し、李春城主のカリョムは、証拠隠めつのためにタリ
族を襲撃。カリョムは老若男女構わず大勢の村人を殺害。そんなカリョムの残忍さに、タムドクたち
の協力はできないと断る村長にタムドクは、自分の配慮のなさを反省するのだった。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
18話

配信中

字幕／第18話／処刑寸前のファンフェのもとへタリ村の人々が駆けつける。村長の証言とタムドクの
動かぬ証拠で、カリョムの悪事が明らかに。悪事がばれたカリョムは処刑され、兄カラジはタムドクに
強い恨みを抱く。ファンフェは天軍の将軍として、中央軍とともに王宮を守る正規軍となる。

笑ってトンへ 第085話

配信中

字幕／第85話／敵対心に燃えるヘスクはアンナにアメリカ行きのチケットを渡し、トンヘに料理対決
の棄権を言い渡す。キム・ジュンの決心は変わらず家を出ようとすると、そこにトンヘが現れ…。

笑ってトンへ 第086話

配信中

字幕／第86話／ガンジェのキムチ工場の開業日の日、見合い相手とユジンが現れ、ボンイとトンイ
の恋は前途多難に。一方、キム・ジュンはトンヘとドジンに真相を伝えようと呼び出す。

笑ってトンへ 第087話

配信中

字幕／第87話／トンヘとキム・ジュンの接触を邪魔するためヘスクは料理大会の件を餌にトンヘをホ
テルに呼び戻す。一方トンヘとボンイの結婚に反対するソノクはピルチェとアンナの再婚を後押しし
…。

笑ってトンへ 第088話

配信中

字幕／第88話／ホテルのボランティアに参加したトンヘ。そこに姿を現したドジンと一悶着が発生。ド
ジンはトンヘが落とした携帯電話を拾うが、そこにキム・ジュンからの着信が…。

配信中

字幕／第17話／ダンナが私で、私がダンナ？ある日突然入れ替わっちゃった？！ホテル総支配人
を目標にバリバリ働く野心家のホテルマンのスナムと、夫だけを信じて尽くしてきた主婦ヨオク。ある
日、ヨオクは夫の浮気現場を目撃し、離婚を決意。が、離婚が成立したまさにその直後、交通事故に
遭った2人の魂が入れ替わってしまう。

ウララ・カップル 第17話
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ウララ・カップル 第18話（最終話）

配信中

字幕／第18話／ダンナが私で、私がダンナ？ある日突然入れ替わっちゃった？！ホテル総支配人
を目標にバリバリ働く野心家のホテルマンのスナムと、夫だけを信じて尽くしてきた主婦ヨオク。ある
日、ヨオクは夫の浮気現場を目撃し、離婚を決意。が、離婚が成立したまさにその直後、交通事故に
遭った2人の魂が入れ替わってしまう。

ゆれながら咲く花 第01話

配信中

字幕／第1話／ソウル市内178の高校の中で、一番下であるスンリ高等学校は2013年度の新入生
誘致のために学校説明会の真っ最中だ。「かつあげされてもパシリはしない」の信条で、学校生活を
耐えてきた2年2組のビリ、コ・ナムスンは突然2学期の学級委員になってしまう。

ゆれながら咲く花 第02話

配信中

字幕／第2話／一人で教室に残っていたナムスンは口を閉じる。インジェは窓が割れた事件の処理
について校長と意見対立をする。そしてこれを目撃した学父母運営委員のミンギのお母さんは2組の
担当先生をセチャンに変えてほしいと積極的にアピールする。

ゆれながら咲く花 第03話

配信中

字幕／第3話／もうやめるというインジェと共同担任を務めるというセチャン。これをきっかけに学校
は大騒ぎになり2組の学級委員であるナムスンの立場はもっと困るようになる。一方、ハギョンは「セ
チャン塾」に通っていることを隠し…。

ゆれながら咲く花 第04話

配信中

字幕／第4話／奨学士はセチャンに不法課外の真実を問い校長は慌てる。一方、留年した転校生、
フンスが伝説の不良だったという噂が流れ、ジョンホはフンスを刺激する。その上ナムスンがフンス
のパシリをしたことで生徒たちは騒ぎ立てる。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第29話

配信中

字幕／第29話／ユンスクから連絡をもらったテヒは、チャウンを借金の取立てから必死に守り怪我を
してしまう。テヒを心配するチャウン。お互いに別れを告げながらも、惹かれあう2人…。一方、テボム
は2000万ウォンをスヨンがチャンシクに渡したことを知る。どうしたらいいものかと悩んだ末にテボム
は、自分が担保となって必ずお金を返すとスヨンに宣言し…。

配信中

字幕／第30話／ククスがテシクの子供だと知り、驚愕したイェジンはその場を立ち去ってしまう。イェ
ジンを追いかけるテシクは、強烈なビンタをくらいフラれてしまう。絶望するテシクは自殺を図ろうとし
…。一方、農場の買い手が現れたと連絡を受け、契約を済ませるチャンシク。その買い手がジェハの
いる映画会社だと知ったテヒは…。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第31話

配信中

字幕／第31話／ガムニョンは農場の買い手がテヒの実の母親の再婚相手だと知り、必死にチャウン
に農場を売らないで欲しいと頼む。後日、ジェハが農場を訪ねてきたときにテヒと面識があると感じ
取ったガムニョンは、テヒに母親に内緒で会っていたのかと聞く。そんなガムニョンに激しい口調で否
定するテヒは…。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第32話

配信中

字幕／第32話／大手企業会長の不正のタレ込みがテボムのもとに入り、情報提供者に会いに行く
ことになった。今回こそはものにしようと張り切るテボムは、その途中エレベーターに閉じ込められた
子供を助け出す。しかし、子供を救出したせいで他局にスクープを取られてしまい、またしても大目
玉を食らう。後日、その救出劇がネット上で話題となり…。

王（ワン）家の家族たち 第05話

配信中

字幕／第5話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

配信中

字幕／第6話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

配信中

字幕／第7話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

タイトル

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第30話

王（ワン）家の家族たち 第06話

王（ワン）家の家族たち 第07話
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配信中

字幕／第8話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

配信中

字幕／第9話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の四
角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告代
理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。あ
る日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

花を咲かせろ！イ・テベク 第10話

配信中

字幕／第10話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

花を咲かせろ！イ・テベク 第11話

配信中

字幕／第11話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

花を咲かせろ！イ・テベク 第12話

配信中

字幕／第12話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

君は僕の運命 第153話

配信中

字幕／第153話／DNA鑑定当日、セビョクはミンジョンに食事に誘われ喜ぶ。しかし、DNA鑑定があ
ることを思い出しセビョクはユリにミンジョンへの伝言を頼む。しかし、セビョクからの伝言を伝え忘れ
るユリ。ミンジョンはセビョクをお店で待つが一向にあわられる様子がなく苛立つ。一方、DNA鑑定の
ため病院でミオクを待ち続けるセビョクだったが…。

配信中

字幕／第154話／セビョクはミオクを探しに実家に寄ってそのまま眠ってしまう。その事実を知り激怒
するミンジョン。キム家を訪ねたミンジョンは、セビョクに対しもう家には戻らなくていいと突き放す。セ
ビョクはホセにかばわれキム家に戻るも一向に怒りが収まらないミンジョン。一方、セビョクはDNA鑑
定以来、連絡をしても通じないミオクが気になっていた…。

君は僕の運命 第155話

配信中

字幕／第155話／ヨンスクはカン家でミンジョンとアクア建設の奥様の会食の家事を手伝う。その姿
を帰宅したセビョクが目にする。ミンジョンが命令したと思い込み、ミンジョンに怒りをぶつけるセビョ
ク…。ホセは言い争っている2人に昼間、カン会長から聞いた嫁姑問題を円満にする秘訣をすぐに実
践すると、ミンジョンはご機嫌に。一方、ロハス社の経営状況は…。

君は僕の運命 第156話

配信中

字幕／第156話／ミンジョンは連絡の取れないホセのことが気になり法事から戻ると、楽しそうに話し
をするホセとセビョクの姿を目にする。更に、自分の事を悪くいう内容に腹を立てるミンジョン。そこで
ミンジョンは、ホセに用事を頼み外出させ、その隙にセビョクは家から追い出されてしまう。一晩中屋
敷の外に締め出されたセビョクの姿をユリを家に送る途中で…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
19話

配信中

字幕／第19話／王位継承はタムドクがすべきと市中に張り出される。第一王子のタムマンはカラジ
にそそのかされ、次第にタムドクに対して過激な態度を取り始める。天軍から招待された祝いの席す
ら煩わしく感じるタムマン。そんなタムドクとタムマンの目の前では豪快にお酒を飲む女の姿が…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
20話

配信中

字幕／第20話／タムマンはタムドクとお忍びで街に出て民の生活に触れるが、そこで見聞きするの
はタムドクの評判ばかり。すっかり落ち込むタムマンは、更にタムドクと距離をとるように…。一方、宮
殿には乗りこなす者は帝王になる気質を持つと伝えられている、汗血馬が献上されタムマンは…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
21話

配信中

字幕／第21話／タムマンの態度にタムドクの心は沈むいっぽう。そんなある夜、タムマンの寝所に刺
客が侵入したという声を聴き、その場に居合わせたタムドクが後を追っていく。途中、襲撃犯を追うタ
ムマンと鉢合わせに…。タムマンはあまりの偶然に自分を狙ったのはタムドクではないかと…。

タイトル
王（ワン）家の家族たち 第08話

花を咲かせろ！イ・テベク 第09話

君は僕の運命 第154話
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笑ってトンへ 第089話

配信中

字幕／第89話／キム・ジュンはアンナに会いに行こうとするが、ヘスクが倒れ家に残ることに。そこ
にピルチェから電話が。キム・ジュンはアンナが待ち続けていると知り再び家を出ようとするが…。

笑ってトンへ 第090話

配信中

字幕／第90話／トンヘはアンナが勝手に出かけた事を責めるがアンナは答えようとしない。キム・
ジュンに話を聞こうとテレビ局を訪ねたトンヘはそこでジェームスのマフラーを見つける。

笑ってトンへ 第091話

配信中

字幕／第91話／ヘスクはアンナに口止めをし、一週間後の飛行機のチケットを渡す。トンヘはマフ
ラーの謎をヘスクから聞き出そうとするが果たせず、アンナから奪った携帯の履歴に電話をかけると
…。

笑ってトンへ 第092話

配信中

字幕／第92話／全てを知ったトンヘは怒り悲しむ。そんなトンヘにヘスクはアメリカに戻るよう強要す
る。しかし、ホテルのエレベーターの前で…。

棚ぼたのあなた 第21話

配信中

字幕／第21話／両家で食事をしている途中、急に気分が悪くなったユニの姿をみたマンレとチョンエ
は、妊娠しているのではないかと喜ぶ。しかし、ストレス性胃炎だと言われ…。後日、服一式をユニ
から借りたマルスクだったが、その洋服をユニに返そうとせずチョンエたちに怒られてしまう。カッと
なったマルスクはそのまま家を飛び出してしまい…。

棚ぼたのあなた 第22話

配信中

字幕／第22話／明け方になってやっと家に帰ってきたマルスクは、ジャンスに髪の毛を切られるの
を恐れてユニの家に無理矢理押し入る。家に戻るようにマルスクを説得するユニだったが…。一方、
イスクの働くレストランに10年間想いを寄せていたギュヒョンが、友人と一緒にやってくる。ワインを楽
しむギョヒョンの衝撃的な告白を聞いたイスクは、その言葉に激しく動揺する。

配信中

字幕／第23話／「父母の日」のプレゼントにグィナムとユニは、思ってもみない物をプレゼントされ
ジャンスたちは感激する。そして、ジャングンからはビリから脱出した成績表をプレゼントされ喜ぶ
ジョンベとオク。その頃、マルスクのもとにセグァンから別れのメールが届く。ショックを受けたマルス
クはセグァンに会いに行くが、冷たく突き放されてしまい…。

棚ぼたのあなた 第24話

配信中

字幕／第24話／チョンエに車の運転を教えていたユニは、いちゃもんをつけてきたドライバーに腹を
立てる。その頃、ジャンスと登山に出かけたグィナムは、その帰りに市場で食事をするために立ち寄
る。その市場とは…。一方、ヘスとの結婚が破談になったギュヒョンから、その話を聞いたイスクは戸
惑いを隠せずにいた。

君は僕の運命 第157話

配信中

字幕／第157話／ヨンスクはカン家を訪れると衝撃を受ける。そこには荷物と一緒に一晩中外に追
い出されていたセビョクの姿があった。ミンジョンの態度に更に腹を立てるヨンスク。大丈夫だからと
堪えるセビョクの姿を目にし不敏に思い、強引に家に連れ帰ることにした。セビョクが眠りについたこ
ろミオクを含めて家族会議が開かれる。

君は僕の運命 第158話

配信中

字幕／第158話／屋敷を訪れたミオクはセビョクの本当の母親だとミンジョンに明かし、驚くミンジョ
ン。キム家ではホセがミンジョンを必ず説得すると言うが、一同はホセの言葉を信じることができな
い。その結果、しばらくの間は実家で養生することとなったセビョク。一方、ロハス社の厳しい経営状
況を知ったミンジョンは、ミオクに会うことになり…。

配信中

字幕／第159話／カン会長はミオクに詫びる気のないミンジョンに困り果ててしまう。セビョクに対す
る怒りが今回のミオクの件で更に増大していくミンジョン。持ち株を全て売却するというミンジョンに対
し、ロハス社の株を買い占めるミオク。一方、ソヨンはテヨンの行動に疑問を持つようになる。なんと、
テヨンは講師の任用を取り消されていた…。

配信中

字幕／第160話／ミオクはアクア建設との契約に協力する条件として、セビョクに謝罪することと、今
後はいじめないと約束することをミンジョンに提示するも拒まれてしまう。続いてホセに対して家を出
てセビョクと一緒にアメリカへ来るなら事業協力をしても構わないとホセに提案をするミオク。その
夜、ホセはセビョクとは夫婦ではない、赤の他人だと知り…。

棚ぼたのあなた 第23話

君は僕の運命 第159話

君は僕の運命 第160話
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広開土太王（クァンゲトテワン） 第
22話

配信中

字幕／第22話／コウンが事前に察知したおかげで、プンバルとソルドアンらによるタムドク暗殺計画
を未然に防ぐ。そして、陰謀の背後には自分を恨むカラジがいるとみたタムドクは、カラジ邸へ乗り
込むのだが、そこにはタムマンの姿が…。後日、タムマンは和解のためにとタムドクとともに…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
23話

配信中

字幕／第23話／狩の最中、刺客の矢が襲ったのはタムドクではなくタムマンだった。タムドクはタム
マンが自分の身代わりになった事を知り、深い悲しみに襲われる。そして、タムマンはタムドクに高句
麗の未来を託して息を引き取った。一方、タムドクの暗殺失敗で追い詰められたカラジは…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
24話

配信中

字幕／第24話／ケヨンスはカラジを口封じのために、反逆罪ですぐに処刑してしまう。そして、タムド
ク暗殺に失敗したプンバルとソルドアンは、奴隷商人のムガプの協力でなんとか高句麗を脱出す
る。一方、タムドクはタムマンの意志を継いで、強い高句麗を築くため、太子になる決断をする。

笑ってトンへ 第093話

配信中

字幕／第93話／トンヘはキム・ジュンを信じられず、決別の意思を告げる。キム・ジュンは諦めずア
ンナ親子とアメリカで暮らす決意をするが、セワがそれをヘスクに電話で伝えるところをドジンが聞い
てしまい…。

笑ってトンへ 第094話

配信中

字幕／第94話／ヘスクはトンヘとアンナを追い出すために妨害を強める。トンヘを心配したアンナは
キム・ジュンと会おうとするが、それに気づいたドジンが後をつけて…。

笑ってトンへ 第095話

配信中

字幕／第95話／ドジンはトンヘが兄なのではないかという思いを強める。一時は料理大会の棄権を
決意するトンヘだったが、思わぬ展開から出場することに。そしてドジンから父親の正体を訊かれ
…。

笑ってトンへ 第096話

配信中

字幕／第96話／トンヘはキム・ジュンが父親と認める。ドジンに殴られたトンヘだが、料理対決には
出場し勝ち残る。そしてもう父親は探さずに韓国で暮らし続ける事を宣言するのだった。

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第001話

8月1日～

字幕／第1話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第002話

8月1日～

字幕／第2話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第003話

8月1日～

字幕／第3話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第004話

8月1日～

字幕／第4話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

ゆれながら咲く花 第05話

8月1日～

字幕／第5話／めちゃくちゃな顔で警察署に連行されたナムスンとフンスとジョンホ。そこでジョンホ
はナムスンが隠していた秘密を知ることになる。一方、中間テストを目前にしクラス全員に自習を強
要する校長の指示をきっぱりと断るインジェとセチャン。
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ゆれながら咲く花 第06話

8月1日～

字幕／第6話／中間テストの期間、問題用紙が流出されインジェとセチャンは犯人探しに…。フンス
に負けたジョンホは彼のことが気に入らない。一方2組にはナムスンとフンスに関する恐ろしい噂が
立ち始めるのだが…。

ゆれながら咲く花 第07話

8月1日～

字幕／第7話／学校暴力委員会から退学の危機に立たされたフンス。ナムスンはフンスへの誤解を
解くため過去の秘密を明らかにする。一方、2組の生徒たちは夜間自立学習をさぼるためにふざけ
た理由でセチャンを慌てさせる。

ゆれながら咲く花 第08話

8月1日～

字幕／第8話／授業のやり方が違うインジェとセチャン。校長は二人のやり方の中で、研究授業比
較評価を通じて選ばれた一つの授業方式に統一しろと要求する。一方クラス内での序列が下がった
ジョンホはフンスとナムスンを一気に陥れる罠を仕掛ける。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第33話

8月1日～

字幕／第33話／チャウンは突然、農場を売らないと宣言する。これに驚いたジェハは最初は断る
が、チャウンの烏鵲橋農場との関係、農場への愛着を聞き、そして、ファン家を許したいというチャウ
ンの気持ちに、半年以内に契約金を全額払い戻すことを条件に、ジェハは契約の解除を受け入れ
る。一方、ファン家ではショックのあまりガムニョンが寝込んでしまい…。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第34話

8月1日～

字幕／第34話／農場から引っ越さなくていいようになったとファン家に伝えに来たチャウン。しかし、
断固引っ越すというチャンシクだったが、半年後にまでに契約金を払い戻さなくてはいけないとチャ
ウンから聞き、家族会議の結果、引越しを取りやめて農場を続けることになった。チャウンは再び農
場で共同生活が始まった。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第35話

8月1日～

字幕／第35話／アンジェリカが病気で亡くなったと訃報がテシクのもとに届く。ククスを育てたくても
病気で育てられなくなり、テシクに全てを託したのだった。テシクはククスの父親であることに自覚を
持ち始めたある日、病院で外国人患者に対し差別的な態度をとる院長の姿に、テシクは我慢できな
くなり殴ってしまい、病院をクビになってしまった…。

8月1日～

字幕／第36話／チャウンと仕事の打ち合わせをするジェハ。そこへ、農場の契約を保留にしたことに
腹を立てた、映画会社の社長でジェハの父が事務所へやってきた。父からこっぴどく怒られたジェハ
は気落ちしてしまう。そんなジェハを励ますため、チャウンは映画館デートに付き合う。しかし、映画
館にまでテヒが姿を現し…。

王（ワン）家の家族たち 第09話

8月1日～

字幕／第9話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第10話

8月1日～

字幕／第10話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第11話

8月1日～

字幕／第11話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

8月1日～

字幕／第12話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

8月1日～

字幕／第13話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第36話

王（ワン）家の家族たち 第12話

花を咲かせろ！イ・テベク 第13話
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8月1日～

字幕／第14話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

8月1日～

字幕／第15話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

花を咲かせろ！イ・テベク 第16話
（最終話）

8月1日～

字幕／第16話／広告業界のトップを目指す4人の男女が、互いにぶつかり合いながら、恋と仕事の
四角関係を繰り広げる、痛快サクセス＆ラブストーリー。才能はあるが学歴や人脈がないため広告
代理店に就職する夢を叶えられなかったイ・テベクは、看板屋でアルバイトをしながら生活していた。
ある日、テベクは屋外広告を設置する仕事を受けることになるが…。

君は僕の運命 第161話

8月1日～

字幕／第161話／家を飛び出しセビョクの元へと向かうホセ。ミンジョンはホセの後を急いで追いか
ける途中、事故にあい病院へ運ばれる。その頃、ホセが忘れていった携帯電話に出たセビョクはミン
ジョンが事故にあった事を知り、病院に駆け付けるが…。一方、株をミンジョンが全て売却してしまっ
たことでロハス社は大騒ぎに。カン会長とホセは緊急記者会見を開くことに。

君は僕の運命 第162話

8月1日～

字幕／第162話／セビョクが目を離した隙に病室を抜け出し、屋敷に帰ってしまったミンジョン。セビョ
クの前ではホセと別れるように言うも、ホセ達家族の前では失語症のフリをする…。ホセはミンジョン
のストレスの原因はセビョクと考えしばらく実家にいてほしいと頼む。一方、ミオクはホセのアメリカ行
きが危ういと感じ、契約の件は再度検討しなおしたいとカン会長に告げる。

君は僕の運命 第163話

8月1日～

字幕／第163話／ホセに3ヶ月の米国出張の辞令が下るも、病気のミンジョンを置いて一緒に行けな
いといわれてしまうセビョク。怒る気持ちを抑えアメリカには1人で行くと言い出だすセビョク。そんな
中、屋敷に挨拶に来ていたセビョクはそこで、喋れない筈のミンジョンと言い争っているうちにセビョ
クは押し倒してしまう。それを目撃したホセはセビョクを責めてしまう…。

君は僕の運命 第164話

8月1日～

字幕／第164話／ホセはセビョクとミンジョンが言い争っている姿を目撃し、ミンジョンが失語症のフリ
をしていたことを知る。久しぶりにホセに優しくしてもっらたと嬉しそうなミンジョンに、アメリカへ行くと
言い放つホセ。キム家を訪れたカン会長は、ホセをアメリカへ行かせることを告げる。ホセを奪われ
たくなくてミオクに会って話をしようとするミンジョンだが…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
25話

8月1日～

字幕／第25話／タムドクの太子冊立式当日、国神剣の細工に気づいたケヨンスの娘トヨンは、その
場に現れタムドクに剣を抜くのを止めさせる。それに激怒したケヨンスはトヨンを部屋に閉じ込めてし
まう。一方、タムドクはタムマンの残した書付に従い、大幅な人事改革を提案する。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
26話

8月1日～

字幕／第26話／高句麗の国力さえ凌ぐケヨンスの権力・財力を削ぐため、ケヨンスが掌握する消奴
部の役人たちの不正が次々と暴かれていく。そんな中、桂婁部のモドゥヨンの娘婿の不正さえも発覚
してしまう事態に…。そこで、ケヨンスはモドゥヨンの懐柔を画策する。一方、タムドクは、ケヨンスが
所有する莫大な私有地を国家に接収するため…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
27話

8月1日～

字幕／第27話／タムドクとの全面対決を決意したケヨンスは、タムドク暗殺のため、謎の刺客を密か
に呼び寄せる。一方、街でトヨンとタムジュ王女が刺客に襲われる事件が発生。武芸に長けた謎の
男によって命を救われる。タムドクは王女たちを助けた謎の男に関心を持つが…。そんな中、契丹
が高句麗領内に侵略してくる。

笑ってトンへ 第097話

8月1日～

字幕／第97話／ヘスクはトンヘを韓国から追い出そうとする。が、トンヘは家からは出て行くが、韓
国からは離れないと決めているのだった。一方、セワに呼び出されたホテルにはドジンとキム・ジュ
ンが…。

笑ってトンへ 第098話

8月1日～

字幕／第98話／工場を守るため、トンヘは身を引くことを決意する。工場の初出荷の日、トンヘたち
は家を出る。一方、キム・ジュンはアンナに空港で待っていると言うのだった。
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笑ってトンへ 第099話

8月1日～

字幕／第99話／アンナたちは空港へは行かなかった。トンヘが残した手紙を読んでボンイは号泣す
る。そして、空港でアンナたちを待つキム・ジュンの前に現れたのはドジンとヘスクだった。

笑ってトンへ 第100話

8月1日～

字幕／第100話／キム・ジュンの居場所を2人に教えたのはトンヘだった。キム・ジュンはヘスクから
最後通牒を突きつけられる。数日後、トンヘたちはアルバイトをしながら新生活を始めていた。

棚ぼたのあなた 第25話

8月1日～

字幕／第25話／グィナムはユニと一緒に、行方不明になったあの市場を訪れていた。そして、あの
日に起こったことを思い出したグィナムは…。一方、やっとの思いでセグァンに会うことの出来たマル
スクだったが、セグァンから告げられた言葉に愕然としてしまう。その頃、仕事中のイスクの元へやっ
てきたヘスから、ギョヒョンとの破談に文句を言われたイスクは…。

棚ぼたのあなた 第26話

8月1日～

字幕／第26話／ヤンシルはマンレが体調を崩して寝込んでいると知り見舞いに行く。そこで、ジョン
フンのことを離れて考えたいと思うヤンシルは、旅に出るとマンレに告げ…。一方、自分が妊娠して
いることを知ったユニは、不安な気持ちを抑えながらグィナムに妊娠を告げる。しかし、仕事を続けた
いユニはグィナムと相談し、家族にも職場にも妊娠の事実を伏せることにした。

棚ぼたのあなた 第27話

8月1日～

字幕／第27話／妊娠していることを家族が知っていた事実にユニは驚く。マンレやチョンエから仕事
を辞めるように言われたユニだったが、家族にある提案をする。その提案内容とは…。一方、ひょん
な事からユニに、大学を休学していることを知られてしまったセグァン。ユニの家で暮らすか実家に
帰るかどちらかをセグァンに選ばせようとする。

棚ぼたのあなた 第28話

8月1日～

字幕／第28話／ユニが仕事を続けることに賛成してくれていたグィナムだったが、急に仕事をやめ
てほしいと言い出しユニは戸惑う。翌日、ボン家ではユニが仕事を続けるか辞めるか投票が行われ
…。一方、徐々にお互いの距離を縮めているイスクとギュヒョンは、デートの約束をする。偶然そのこ
とを知ったジョエンは、デートをさせたくない一心である計画をたてる。

8月15日～

字幕／第5話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第006話

8月15日～

字幕／第6話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第007話

8月15日～

字幕／第7話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第008話

8月15日～

字幕／第8話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

8月15日～

字幕／第165話／アメリカへ渡る決心をしたホセとセビョク。離陸直前の機内でミオクから、ミンジョン
が倒れて病院に運ばれたことを聞き動揺する。2人は渡米を取りやめ、戻ったホセは病院に駆け付
けるが、病床のミンジョンにセビョクとは別れてほしいと告げられてしまう。眠る母の横で1人悲しみに
涙するホセ。一方、ユニの父に対する気持ちを知りテヨンは…。

8月15日～

字幕／第166話／病院の中庭に深刻な面持ちでセビョクを呼出すホセ。そこで、ホセに別れてほしい
と告げられたセビョクは納得できず理由を問い詰める。ホセはミンジュンは白血病でセビョクと別れる
ことが最後の願いだと明かす。ミンジョンはホセの離婚宣言を知り手続きを進めようとするが…。セ
ビョクはやはり納得が出来ず悩んだ末にホセの元を訪れる。
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8月15日～

字幕／第167話／ロハス社の株主総会が開かれる。経営陣の席にはカン会長、ミンジョンの姿があ
る。そこに姿を現したミオク。株主総会後ミオクのとった行動に焦ったミンジョンは病院には戻らず帰
宅し、頻繁に外出をするようになる。ミオクはミンジョンに呼び出され、セビョクに株を譲渡する条件を
出す。

君は僕の運命 第168話

8月15日～

字幕／第168話／ホセから自分の病気が白血病であると知らされ、ショックを受けるミンジョン。そん
な母の姿を目にしてユリもまた動揺してしまう。そんなユリをセビョクは家族なら助け合うべきだと叱
咤激励する。一方、最近ミオクの様子がおかしい事に気付いたヨンスク。ミオクのセビョクへの思いを
くみ、2人だけで会えるように取り計らう。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
28話

8月15日～

字幕／第28話／タムドクは自ら天軍を率いて、契丹の迎撃に向かう途中謎の男と合流する。謎の男
は敵を追い払った後、いきなりタムドクに襲い掛かるも事なきを得る。ファンフェは男に対して不信感
を抱くが、タムドクは天軍の一員として迎えることに…。そして、謎の男はひとりで城門を開け…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
29話

8月15日～

字幕／第29話／タムドクたち天軍の使命は、コム大将軍たちが大勢を整えるまで、契丹軍の真の狙
いである扶余城への到着を少しでも遅らせること…。連日、契丹軍はタムドクたちの奇策に疲労困
憊の状態に陥る。そんな中、契丹陣営に忍びこんでいたソルドアンの妹ソルチは…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
30話

8月15日～

字幕／第30話／タムドクは契丹の大族長タダルに、首長同志の決闘を申し出る。死闘の末タダルを
倒し、契丹を属国として降伏させて、国内城に凱旋する。一方、ケヨンスはサガルヒョン（ソロク）が、
未だタムドク殺害を果たせないことに腹を立て、サガルヒョンに最後のチャンスを与える。

笑ってトンへ 第101話

8月15日～

字幕／第101話／ホテル会長夫妻が帰国しヘスクたちは狼狽する。会長夫人は娘の行方を尋ねる
がヘスクは依然行方が分からないと言う。一方、トンヘの職探しをユジンが目撃し…。

笑ってトンへ 第102話

8月15日～

字幕／第102話／執念を燃やすドジンはトンヘたちの居場所を掴むが、ピルチェと鉢合わせし怪我を
する。怒ったヘスクはカンジェ夫妻を告訴する。一方、ユジンの母親の店を手伝うトンヘだったが…。

笑ってトンへ 第103話

8月15日～

字幕／第103話／ユジンの母親の店に手帳を忘れた会長夫人は再び店を訪れるが、そこで体調を
崩してトンヘが助けることに。ピルチェはドジンを傷つけた事を謝罪するが、工場に届いたのは提携
破棄の書類だった。

笑ってトンへ 第104話

8月15日～

字幕／第104話／提携契約の破棄で窮地に陥ったカンジェの工場の様子をユジンから伝え聞いたト
ンヘは料理対決の決勝戦に参加することを決意するのだった…。

タイトル
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