
2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約105本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

BOSS 配信バージョン 第01話 5月1日～

＃1 最強アラフォー女刑事、ボスになる！／警視庁捜査一課に「特別犯罪対策室」が新設され、
室長に警部の大澤絵里子（天海祐希）が抜擢される。絵里子は大学卒業後、警視庁に入庁。将
来を嘱望されながらも、突然、アメリカに留学。5年間をFBIなどで学び、帰国したばかりだった。
絵里子の同期で参事官補佐の野立信次郎（竹野内豊）は、警視庁に集まった記者に…。

BOSS 配信バージョン 第02話 5月1日～

＃2 知りたい…好奇心という罪／大澤絵里子（天海祐希）は、部下の花形一平（溝端淳平）から
犯罪系のサイトに、人を殺したと書き込む人物がいると聞く。この人物は、自らを“神”と称し、殺
害したとする3人の名前、住所、遺体写真まで公開しているが、その中に、絵里子たちの管轄で
起きた刺殺事件の被害者の女子大生の情報があった。

BOSS 配信バージョン 第03話 5月1日～

＃3 女の敵は絶対に許さない！／大澤絵里子（天海祐希）は、女性誌『エピソード』の読者モデ
ルが連続して暴行された事件を担当する。野立信次郎（竹野内豊）は、新たな被害者を出さない
ため、ほかのモデルに刑事を付けて警戒していると言う。が、そんな矢先、再び事件が起きてし
まう。3人目の被害者・樋口ゆかり（酒井若菜）は重傷ではないが…。

BOSS 配信バージョン 第04話 5月1日～

＃4 悲しみの復讐者／大澤絵里子（天海祐希）ら「特別犯罪対策室」のメンバーは、小学生を対
象にした防犯キャンペーンを任され、その一環として、防犯をテーマにした寸劇を上演する。野
立信次郎（竹野内豊）ら警察上層部も見に来る中、絵里子、木元真実（戸田恵梨香）、山村啓輔
（温水洋一）は扮装して舞台に立ち…。

BOSS 配信バージョン 第05話 5月1日～

＃5 対決！悲しい復讐の結末…／大澤絵里子（天海祐希）は、救出に向かった先に木元真実
（戸田恵梨香）がいなかったこと、犯人が現場に残したと思われる数字が以前の「4」から「5」に
変わっていたことにとまどいを隠せない。そんな中、野立信次郎（竹野内豊）が対策室に飛び込
んできて、パソコンを見ろ、と言う。

BOSS 配信バージョン 第06話 5月1日～

＃6 天使？悪魔？天才少女の罠／大澤絵里子（天海祐希）は、英明女子学院の教師殺害事件
を担当する。死亡したのは体育教師・増岡剛で、頭部に打撃を受けていた。現場に凶器など一
切の遺留品がないのを見た絵里子は、犯人は頭がキレ、几帳面で粘着質な性格だと推測。対
策室の木元真実（戸田恵梨香）らに捜査の指示を出すと、英明女子学院へ向かう。

BOSS 配信バージョン 第07話 5月1日～

＃7 女vs女の心理戦！／大澤絵里子は、野立信次郎に言われニュース番組に生出演、キャス
ターの高峰仁美と対談する。番組終了後、絵里子と話す仁美のところへスタッフが1枚の紙を
持ってくる。最近、仁美宛に送られてくる脅迫文だった。スタッフは警察に届けようと提言するが、
仁美はその必要はないと言うと、平然と絵里子に向き直る。

BOSS 配信バージョン 第08話 5月1日～

＃8 悲しき銃声…消せない過去／大澤絵里子は、暴力団幹部の射殺事件を担当する。被害者
の頭部に残った銃弾から、犯人は別の暴力団幹部の谷本隆だと推測された。絵里子は、木元
真実、片桐琢磨、花形一平を連れ谷本の潜伏先にやってくる。しかし、谷本は逃走。やがて、追
跡した絵里子と片桐が発見するが、目の前で何者かにより左胸を撃たれ死亡する。

BOSS 配信バージョン 第09話 5月1日～

＃9 誰にも言えない…秘密の顔／大澤絵里子は、トラック運転手・柏原が惨殺された事件を担
当する。木元真実、花形一平とともに現場に入った絵里子は、犯行に衝動性がある一方、指紋
を拭き取るなど、冷静さもあることから複数犯の可能性を示唆。奈良橋玲子は、遺体の傷が右
半身に集中していることから、犯人は左利きの可能性が高いと言う。

BOSS 配信バージョン 第10話 5月1日～

＃10 容疑者はボス！？最後の事件／大澤絵里子ら対策室の刑事たちは、謹慎処分を受け、
生活安全課を補佐する仕事をしていた。花形一平とともに、あるキャンペーンに参加していた片
桐琢磨は、新聞記者に声をかけられる。記者は、今回の対策室の謹慎と警視庁の裏金汚職問
題には関係があるのかと尋ねる。同じ頃、ゴミ箱連続爆破事件を担当する木元真実、山村啓輔
は…。

BOSS 配信バージョン 第11話（最終話） 5月1日～

＃11 衝撃の最終回拡大SP…裏切りの果て／大澤絵里子は、刑事たちに野立信次郎、警視総
監・大山源蔵を乗せた車の追尾を指示すると、自身も木元真実、山村啓輔、花形一平とともに車
を追いかける。その頃、丹波博久は警視庁の幹部たちに、誘拐の首謀者は、反政府組織「黒い
月」のメンバーだと伝えた。一方、絵里子は片桐琢磨から小野田忠が重体に陥っていると聞く。

not so パーフェクトラブ！ 第01話 5月1日～

＃1 質より量の夏の恋／楠武人（福山雅治）30才。とある歯科医院の医師として、きわめて真剣
に患者の治療に勤しんでいる。もちろんこの日もその端整なマスクを大きな白いマスクで隠し
て、一人の女性の治療にあたっていた。「はい、すぐ終わりますよ」。歯科衛生士・明美（森詠美）
に指示を出しながら手際よく治療を済ませる。と、ここまでは普通の歯科医。

not so パーフェクトラブ！ 第02話 5月1日～

＃2 愛はHの後にある／バリから戻った武人（福山雅治）は、キャバクラ通いを楽しんだりと相変
わらずのナンパぶり。その夜も、リュウ太（ユースケ・サンタマリア）と連れ立ってさんざん遊んだ
あげく、遅くにマンションに帰ってみると、そこには九州から上京したきた父・孝太郎（武田鉄矢）
が武人の帰りをどっしりと待ち構えていた。

not so パーフェクトラブ！ 第03話 5月1日～

＃3 当たれ！恋の万馬券／ある日、武人（福山雅治）の元に父・孝太郎（武田鉄矢）から小包が
届いた。大量の明太子、わざわざ冷凍にされた自家製カレーは世話になっている人に配って回
れということらしい。結婚するつもりだと紹介された千草（木村佳乃）にも、と孝太郎は言う。いい
加減、孝太郎に帰ってもらいたくて紹介した女なのに、どうやら孝太郎は千草を気に入った様
子。

FOD月額見放題サービス　パスポート
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not so パーフェクトラブ！ 第04話 5月1日～

＃4 歯医者は恋の敗者／武人（福山雅治）の部屋にいる彩（板谷由夏）を見てショックを受けた
千草（木村佳乃）は、武人のことが好きだという気持ちを確信する。しかし、二人がよりをもどした
以上、あきらめなければとも思う。そこで武人にもらった髪留めを捨てようとするのだが、それだ
けはどうしても捨てることができない。そんな中…。

not so パーフェクトラブ！ 第05話 5月1日～

＃5 ウソと秘密の暴発／みんなでボウリングに行った帰りに、彩（板谷由夏）とデザイナー加賀
美（KONTA）のキスシーンを目撃してしまった千草（木村佳乃）は、彩にこのことは武人（福山雅
治）には黙ってて欲しいと合図されてしまい、どうしたものかと悩んでいた。しかし彩は、そんな千
草の思いなど知るはずもなく、武人のマンションを訪れ…。

not so パーフェクトラブ！ 第06話 5月1日～

＃6 ラブラブ告白発射／武人（福山雅治）と千草（木村佳乃）がバリで一夜を共にしたと知った大
友（立川政市）は、ショックで千草のことを忘れようと決意する。だが、あれほど気が付く優しい女
性はいないと、なかなか思いきることができない。リュウ太（ユースケ・サンタマリア）は、気楽に
「裏切ったわけではなく、武人が先にやっただけのこと」というのだが…。

not so パーフェクトラブ！ 第07話 5月1日～

＃7 愛と青春の女風呂／武人（福山雅治）のマンションには、相変わらず息子を心配する孝太郎
（武田鉄矢）が居座ったままで、食生活に始まり、あらゆることに厳しく口を挟んでくる。ある日の
こと、武人が少しでもそんな生活を忘れようと、大友（立川政市）となじみのキャバクラ『エル』に
訪れると…。

not so パーフェクトラブ！ 第08話 5月1日～

＃8 満月は欠ける運命／ある日曜日。千草（木村佳乃）は武人（福山雅治）とのデートを楽しん
でいた。付き合い始めたことが嬉しくて仕方ない千草は、千草と名前で呼んで欲しいとか、ペア
のマグカップを買って好きな人と一緒に朝のコーヒーを飲みたいなどと言い出し、武人を困らせ
る。武人は「しょうがない奴」といいつつも、どこか千草を愛しげに見つめるのだった。

not so パーフェクトラブ！ 第09話 5月1日～

＃9 ゴーゴー同棲GO／「好きなだけここにいろよ」。彩（板谷由夏）のことは忘れ、千草（木村佳
乃）と向き合っていくことを決めた武人（福山雅治）は、自分のマンションに寝起きしても構わない
と千草に言った。喜んだ千草は、早速武人のマンションに転がりこんできて、ずっと武人の側に
いられる幸せを実感していた。

not so パーフェクトラブ！ 第10話 5月1日～

＃10 痛みで進化する女／「何の夢見てたの？」。ある日曜の朝。武人（福山雅治）は千草（木村
佳乃）のそんな問い掛けで起こされた。枕をきつく抱き締めた寝姿を見て、「エッチな夢でしょう」
と立て続けに言われた武人は、まさかみさ子（大石恵）の夢とも言えず、「まぁな」と曖昧な返事。
そんなやりとりをしているとき部屋の電話が鳴った。

not so パーフェクトラブ！ 第11話 5月1日～

＃11 愛する男別れる女／ライフセーバーの講習会に向った千草（木村佳乃）を見送ってマンショ
ンに戻ってきた武人（福山雅治）は、そこでパリから戻った彩（板谷由夏）の姿を見つけた。かつ
てよく行った『サマサマ』で、再会と成功を喜ぶ二人。しかし、彩は、武人が苦笑まじりで、でも楽
しげに千草とのことを話すことに軽いショックを受けてしまう。

not so パーフェクトラブ！ 第12話（最終話） 5月1日～

＃12 ここではない何処へ／その日武人（福山雅治）は、リュウ太（ユースケ・サンタマリア）等の
手伝いで、荷物をまとめていた。博多で歯科医として開業する準備が整ったのだ。リュウ太は、
千草（木村佳乃）と連絡を取っていないことを心配するが、武人は「アイツもあいつなりに悩んで
進む道を決めてるようだから」と言うのが精一杯だった。

アタシんちの男子 第01話 5月1日～

＃1 ホームレス娘VS変人6兄弟／峯田千里（堀北真希）は公園のダンボールハウスやネットカ
フェを転々としている20歳の女の子。千里がホームレス生活を送っているのには理由があった。
千里は、幼いころに母親を病気で亡くし、父親の徹（鶴見辰吾）も失踪してしまったため、たった
ひとりで世の中を生き抜いていた。ところがあるとき、千里のもとに突然、借金取りが現れる。

アタシんちの男子 第02話 5月1日～

＃2 男子のフェロモン／千里（堀北真希）は、大蔵家の兄弟たちと一緒に暮らすことに耐えられ
なくなり、トリックハート城を出て行く。千里が向かった先は、国土（つるの剛士）が働いている
ネットカフェだった。するとそこに時田（山本耕史）が現れる。時田は、千里を『ミラクル』の本社に
連れて行くと、会議のために集まっていた役員たちに…。

アタシんちの男子 第03話 5月1日～

＃3 男子、恋にタメ息／千里（堀北真希）のもとに警察から連絡が入った。大蔵家四男の優（山
本裕典）が窃盗の容疑で逮捕されたというのだ。千里は、次男の猛（岡田義徳）に命じられて、
渋々警察署へと向かった。署に着いた千里は、優が誤認逮捕されたことを知る。近くで現金50万
円が盗まれる事件があり、職務質問を受けた優がたまたま50万円を持っていたせいだった。

アタシんちの男子 第04話 5月1日～

＃4 ラブな誘拐大作戦／千里（堀北真希）は、『ミラクル』の社長秘書・時田（山本耕史）から、借
金1億円の返済を迫られる。時田によれば、ミラクル社が計画を進めていた大規模アトラクション
事業が、スポンサーの撤退により中止に追い込まれそうなのだという。顧問弁護士の響子（高島
礼子）が所持している千里との契約書には…。

アタシんちの男子 第05話 5月1日～

＃5 長男とキス？！／トリックハート城を追い出された千里（堀北真希）は、ホームレス生活に戻
る。大蔵家の長男・風（要潤）が、これまでの千里の行動はすべてお金のためだ、と次男の猛
（岡田義徳）や四男の優（山本裕典）たちにばらしてしまったからだった。千里は、風の言葉を否
定しなかった。そんな千里に…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約105本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

FOD月額見放題サービス　パスポート

アタシんちの男子 第06話 5月1日～

＃6 ママが恋人？！／千里（堀北真希）は、大蔵家長男の風（要潤）から、半ば強制的に恋人役
を務めるよう頼まれる。女性関係でトラブルを起こしていた風は、千里に恋人役を演じさせること
でピンチを切り抜けようとしていた。借金を返済するため、母親十か条をクリアしなければならな
い千里は、恋人役を演じればトリックハート城に戻ってくるという風の言葉を信じて…。

アタシんちの男子 第07話 5月1日～

＃7 急接近にドキッ！／千里（堀北真希）は、『ミラクル』の社長秘書・時田（山本耕史）から、大
蔵家の6兄弟が全員トリックハート城から出て行ったと教えられる。原因は、新造（草刈正雄）が6
兄弟ひとりひとりに残した巻物にあるようだった。巻物には、それぞれの秘密が記されているらし
い。時田によれば…。

アタシんちの男子 第08話 5月1日～

＃8 節約で始まる恋！？／千里は、大蔵家の6兄弟と食事をともにする。母親十か条の第一条
『食事は家族そろってリビングで』をようやくクリアし、感激する千里。いつの間にか現れた判定
役の響子は、その光景を写真に収めた。同じころ、国土は、ネットカフェに戻り、三男・翔のことを
調べ始める。

アタシんちの男子 第09話 5月1日～

＃9 さよなら奇跡の男／バルコニーで月を見ていた千里は、やってきた翔に抱きよせられ、キス
をされる。その場面を偶然目撃してしまった猛は、何故か動揺していた。同じころ、千里が社長
代理を務めていた『ミラクル』では、社長秘書だった時田が新社長に就任する。時田は、事情を
確かめにやってきた千里に、社長就任は前社長の新造と約束したことだと主張した。

アタシんちの男子 第10話 5月1日～

＃10 驚きの真相！／千里たちは、ミラクルの新社長に就任した時田から、3日以内にトリック
ハート城を明け渡すよう命じられる。時田は、トリックハート城を潰して、その跡地にミラクルが計
画を進めている新アトラクション施設『トレジャーハンター』を建設するつもりでいた。翔や優、智
らは、そんな時田に反発する。それに対して時田は…。

アタシんちの男子 第11話（最終話） 5月1日～

＃11 家族という宝物／千里は、国土の協力を得て、トリックハート城に戻った。トリックハート城
では、城に立てこもった風、猛、翔、優、智、明の大蔵家六兄弟と、彼らを強制的に立ち退かせよ
うとする時田たちの間でにらみ合いが続いていた。時田は、平次や千里親衛隊のメンバーを全
員『ミラクル』に入社させると、千里の借金を帳消しにするからと言って…。

コンフィデンスマンJP 第01話 5月1日～

＃1 華麗なる詐欺師 今夜の標的は強欲非道ゴッドファーザー！！／ダー子（長澤まさみ）は、
天才的な頭脳と抜群の集中力で、難解な専門知識も短期間でマスターしてしまうコンフィデンス
ウーマン＝信用詐欺師。高級ホテルのスイートルームに居を構える、破天荒な上に天然で、い
い加減なところもある女性だ。そんなダー子と組んでいるのは…。

コンフィデンスマンJP 第02話 5月1日～

＃2 冷酷非情の美しきリゾート女王の秘密を暴け！！／信用詐欺師のダー子（長澤まさみ）、ボ
クちゃん（東出昌大）、リチャード（小日向文世）の3人は、ロシアンマフィアを騙そうとして失敗し、
命からがら何とか逃げ切る。この1件で危険な目に遭ったボクちゃんは、ダー子たちと縁を切ると
宣言し、職探しを始めた。やがてボクちゃんは…。

コンフィデンスマンJP 第03話 5月1日～

＃3 金まみれセクハラ美術評論家と対決！！／コンフィデンスマン＝信用詐欺師のダー子（長
澤まさみ）、ボクちゃん（東出昌大）、リチャード（小日向文世）は、新たなターゲットとして高名な
美術評論家・城ケ崎善三（石黒賢）に狙いを定める。城ケ崎は、貧しい家庭に生まれ育った。画
家だった父は、才能に恵まれなかったものの気位だけは高かったため…。

コンフィデンスマンJP 第04話 5月1日～

＃4 舞台は映画の都 パワハラ社長を倒せ／ダー子（長澤まさみ）は、食品メーカー・俵屋フーズ
で工場長を務めている宮下正也（近藤公園）が、自社製品の産地偽装を告発しようとしていたこ
とを知る。看板ヒット商品の缶詰「うなぎのカレー煮」で、外国産のうなぎを国産だと偽って使用し
ていたのだ。しかし宮下は、同社社長・俵屋勤（佐野史郎）の脅しに屈し…。

コンフィデンスマンJP 第05話 5月1日～

＃5 名医の汚れた顔を暴け！！／ダー子（長澤まさみ）たちは、野々宮総合病院理事長の野々
宮ナンシー（かたせ梨乃）を新たなターゲットにする。虫垂炎を起こしたリチャード（小日向文世）
の手術を担当した同病院の外科医・田淵安晴（正名僕蔵）を、ナンシーがクビにしたのがきっか
けだった。芸能界で活躍した元モデルのナンシーは、開業医と玉の輿婚をした。

コンフィデンスマンJP 第06話 5月1日～

＃6 強欲非道のエリートから故郷を守れ／自転車で一人旅をしていたボクちゃん（東出昌大）
は、山間にある十色村でラーメン店を営む夫妻と知り合う。夫妻は、この村に特産品などを販売
する「ふるさとふれあいモール」が出来ることを喜んでいた。ところがその2年後、再び村を訪れ
たボクちゃんは、ふれあいモールがいつの間にか…。

コンフィデンスマンJP 第07話 5月1日～

＃7 骨肉の遺産争い 暴かれる家族の秘密／ダー子（長澤まさみ）とボクちゃん（東出昌大）は、
リチャード（小日向文世）の知り合いで、服役中の矢島理花（佐津川愛美）という女性が資産家の
末娘であることを知る。理花の父親は、鎌倉に住む資産家で現在闘病中の与論要造（竜雷太）
という男だった。五十嵐（小手伸也）によれば、その正体は違法すれすれの株式操作で…。

コンフィデンスマンJP 第08話 5月1日～

＃8 パワハラ暴言姫 悪業の真相を暴け！！／ダー子（長澤まさみ）とボクちゃん（東出昌大）
は、リチャード（小日向文世）からの頼みを引き受け、元モデルで女医の美濃部ミカ（りょう）を
ターゲットにする。以前リチャードは、福田ほのか（堀川杏美）が経営しているメンズエステ店に
通っていた。だが、店を畳んでミカの会社に転職したほのかは…。
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コンフィデンスマンJP 第09話 5月1日～

＃9 IT社長の強権 支配から選手を守れ／ダー子（長澤まさみ）、ボクちゃん（東出昌大）、リ
チャード（小日向文世）は、新たな詐欺のターゲットとして、若くして億万長者となったIT企業の社
長・桂公彦（小池徹平）に狙いを定める。桂は、人気アプリ『モスモス』を開発した株式会社モスモ
スの代表。大のスポーツ好きでもある桂は…。

コンフィデンスマンJP 第10話（最終話） 5月1日～

＃10 目に見える物が真実とは限らない…何が本当で何が嘘か／ボクちゃん（東出昌大）は、
ダー子（長澤まさみ）とリチャード（小日向文世）に、もう十分稼いだのだから詐欺師稼業から足を
洗うべきだと忠告し、ふたりのもとを離れる。それから1年後、引っ越し業の仕事に就いていたボ
クちゃんは、新人の鉢巻秀男（佐藤隆太）と親しくなる。体が弱かった鉢巻は…。

テラスハウス ＃01 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃1 1st WEEK／MOVING TO THE
TERRACE HOUSE YOUのナビゲーションで幕を開けるのは、見たことのない男女6人のリアリ
ティーショー！いよいよ始まる『テラスハウス』第1話では、期間限定の共同生活をする男女6人
の素顔が解禁！AKB48北原里英も参戦！

テラスハウス ＃02 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃2 2nd WEEK／THE BEGINNING OF
SOMETHING NEW OR… 初めての自炊であっという間に距離を縮めた6人。男子メンバーは女
子メンバーの誰が好みか、コイバナで盛り上がる！一方で、それぞれの悩みが垣間見え始め
る。モデルの島袋聖南は…。

テラスハウス ＃03 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃3 3rd WEEK／NOBODY KNOWS THE
WAY SHE FEELS 消防士志望の菅谷哲也は、AKB北原里英への想いが日に日に募る。そして、
ついに北原と2人きりで出かけるも、北原の胸の内は…。一方、オーディションに落ちたことで自
分の甘さに落ち込むモデルの島袋聖南を…。

テラスハウス ＃04 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃4 4th WEEK／THANK YOU FOR
BEING HERE 「テラスハウスの皆とは、共通言語がない」。「自分には、父も母もいないから、皆
とは分かり合えない」。友人に衝撃の告白をした竹内桃子。何も知らない他のメンバーとの日々
は過ぎていく。

テラスハウス ＃05 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃5 5th WEEK／IT’S NEVER TOO
LATE TO START 菅谷哲也の消防士試験の合格発表--果たして結果は？運命の発表に衝撃
が走る！そして6人は仕事や夢について夜更けまで語り合う…。一方、湯川正人は千葉・鴨川で
行われるサーフィンの大会に出場することに。

テラスハウス ＃06 5月1日～
※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃6 6th WEEK／PUPPY LOVE AKB48・
北原里英への想いについて、モデル島袋聖南に詰め寄られた菅谷哲也。北原の失うものの大
きさを思うと、簡単に「好き」とは言えないと答える。

テラスハウス ＃07 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃7 7th WEEK／THE ONE SHE TRULY
LONGS FOR…？横浜デートを存分に楽しんだAKB48・北原里英と菅谷哲也だったが、哲也との
恋愛の可能性について竹内桃子に問われた北原は「ないと思う」と心中を明かす。さらに、好み
のタイプについて、プロサーファー湯川正人の名前を挙げ…。

テラスハウス ＃08 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃8 8th WEEK／DISHARMONY IN THE
TERRACE HOUSE パーティーの夜、勢いでキスをしてしまったプロサーファー湯川正人とモデル
島袋聖南。翌朝、目覚めた2人は…。聖南とキスをした一方で、正人は、江ノ島にパンケーキを
食べに行きたいと言っていたAKB北原里英を誘い出す。

テラスハウス ＃09 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃9 9th WEEK／PLAYTIME IS OVER プ
ロサーファー・湯川正人とAKB48・北原里英の急接近に不安を覚える菅谷哲也を、竹内桃子は
ランチに誘う。自分の恋愛について、桃子に相談する哲也だったが…。一方、正人は、大事な話
があると言って、モデルの島袋聖南と食事に出かける。

テラスハウス ＃10 5月1日～

※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃10 10th WEEK／THE DECISIONS モ
デルの島袋聖南に「テラスハウスを出て行く」、と告げたプロサーファー湯川正人。本業である
サーフィンの技術を磨くため、カリフォルニアに行く準備を着々とすすめる。正人が出て行くことを
知った、AKB48北原里英は…。

テラスハウス ＃11 5月1日～
※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃11 11th WEEK／GETTING BACK UP
AGAIN 『役者になりたい』と、心を決めた菅谷哲也。さっそく、昔の知人のもとへ相談に行くこと
に。一方、モデルの島袋聖南は、ふたたび雑誌のオーディションを受け、カメラテストにのぞむ。

テラスハウス ＃12 5月1日～
※地上波放送とは一部内容が異なる場合があります／＃12 12th WEEK／MOVING OUT THE
TERRACE HOUSE 話題沸騰の青春シェアハウス密着ショー第1章ファイナル！AKB北原＆哲
也、最後のデート＆切ない別れ…そして旅立ちの朝はやって来る…正人が残した涙の手紙！
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ラヴソング 第01話 5月1日～

＃1 あなたにこの声を届けたい！！たった一つの恋と歌が人生を変えていく！／神代広平（福
山雅治）はプロのミュージシャンだったが、今は別の仕事をしている。独身で定住はせず、持ち
前のルックスを活かして女性の家を転々とする生活。この日も、そろそろ潮時と感じた女性に別
れを告げ、少ない荷物とギターケースを担いで出て行った。

ラヴソング 第02話 5月1日～

＃2 7秒の勇気で世界が変わる／神代広平（福山雅治）はライブハウス『S』で宍戸夏希（水野美
紀）たちと飲んでいる。ステージでは若手バンドが演奏。そんな中、マスターの笹裕司（宇崎竜
童）が、ダイヤの原石のようなミュージシャンはいないものかと愚痴る。『S』ではライブ出演者を
募集していた。一瞬、顔を見合わす神代と夏希。しかし、増村泰造（田中哲司）が…。

ラヴソング 第03話 5月1日～

＃3 あなたを想って歌います！／神代広平（福山雅治）は、ライブハウス『S』に佐野さくら（藤原
さくら）を連れて行きライブに向けての練習をする。客はいないが、初めてステージに立つさくら
は緊張。世間話で緊張をほぐそうとする神代だが、さくらはためらったまま。そんな神代にクライ
アントから電話が入る。店の外に出て電話を済ませた神代が戻ると…。

ラヴソング 第04話 5月1日～

＃4 物語は新展開へ！涙のキス／神代広平（福山雅治）は、宍戸夏希（水野美紀）や他の女性
たちの家を転々とすることをやめて部屋を借りた。引越しは、増村泰造（田中哲司）、星田和夫
（渋川清彦）、そして天野空一（菅田将暉）にも手伝ってもらったため、神代はライブハウス『S』で
慰労会を行う。4人が飲んでいると、夏希が神代の忘れ物を届けに来た。

ラヴソング 第05話 5月1日～

＃5 私とあなたの終わらない歌／神代広平（福山雅治）は、レコード会社との話し合いが不調に
終わった佐野さくら（藤原さくら）が気になっている。一方、さくらは、天野空一（菅田将暉）から思
わぬ告白をされて動揺していた。『ビッグモービル』の医務室にいた神代は、滝川文雄（木下ほう
か）から社員のアンケート書類を渡された。

ラヴソング 第06話 5月1日～

＃6 届け…こんな歌ができたの／レコード会社の弦巻竜介（大谷亮平）にラブソングを作るよう
に言われた神代広平（福山雅治）は、宍戸夏希（水野美紀）にキーボードを借りて準備を始め
る。一方、中村真美（夏帆）は、佐野さくら（藤原さくら）と天野空一（菅田将暉）を仲直りさせよう
と、野村健太（駿河太郎）も呼んで、アパートで食事会。だが、すでに2人の関係は修復済み。

ラヴソング 第07話 5月1日～

＃7 溢れ出す想い…涙の告白／神代広平（福山雅治）が佐野さくら（藤原さくら）に作った曲。そ
れは、宍戸夏希（水野美紀）の亡き姉に、かつて神代が用意した曲をアレンジしたものだった。そ
れに気づいた夏希にわだかまりが生まれる。さくらのレコーディングは順調に進み、ライブハウス
『S』で新曲のお披露目会が開かれた。

ラヴソング 第08話 5月1日～

＃8 君とキスをした夜／神代広平（福山雅治）は、シェリル（Leola）への提供楽曲の相談を、弦
巻竜介（大谷亮平）らレコード会社のスタッフたちと始める。一方、佐野さくら（藤原さくら）は、喉
の不調を診てもらった増村泰造（田中哲司）から精密検査の必要を告げられた。中村真美（夏
帆）は、天野空一（菅田将暉）に手伝ってもらい引っ越しのための荷造り。

ラヴソング 第09話 5月1日～

＃9 わたしが最後にしたい事…／神代広平（福山雅治）は、シェリル（Leola）と曲の打ち合わせ。
とにかく売れる曲を作ってほしいと言うシェリルに、神代は交換条件を提示。神代は、佐野さくら
（藤原さくら）がネット配信している曲をSNSでシェリルにレコメンドして欲しいと頼む。すると、シェ
リルは自分が満足できる曲を神代が作れたらと約束した。

ラヴソング 第10話（最終話） 5月1日～

＃10 希望という名の最後の歌／神代広平（福山雅治）に、佐野さくら（藤原さくら）が言いたかっ
たこと…。さくらの手術を知った中村真美（夏帆）は野村健太（駿河太郎）との結婚式を前倒し。
披露宴で、さくらに頼んでいたスピーチをしてもらうためだ。万が一、手術でさくらが声を失ってし
まったら、その願いはかなわなくなる。そのスピーチ前に…。

ロストデイズ 第01話 5月1日～

＃1 男女7人×10日間の衝撃恋愛サスペンス／城慶大学4年生でテニスサークル部長の篠裕
太（瀬戸康史）は、同じサークルのメンバー6人での卒業旅行に向かう。早朝にゲレンデに到着し
てスノーボードをするため、深夜に出発する車の運転手役を買って出た篠。待ち合わせ場所に
着くと、篠が想いを寄せる桜田美希（石橋杏奈）をはじめ…。

ロストデイズ 第02話 5月1日～

＃2 見えない疑惑、悪意…深まる秘密の関係／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美
希（石橋杏奈）の別荘に来て2日目。今日は全員で、高野ナツ（吉沢亮）のサプライズバースデー
を企画していた。佐々木梨花（トリンドル玲奈）がナツを外に連れ出している間に、篠、美希、笛
木茉奈（小島藤子）、立花五月（三吉彩花）の4人が別荘でパーティーの準備をする計画である。

ロストデイズ 第03話 5月1日～

＃3 壊れゆく友情…話題恋愛サスペンス！／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美希
（石橋杏奈）の別荘に来て3日目。篠は前日、スマートフォンに届いた差出人不明の音声ファイル
に、佐々木梨花（トリンドル玲奈）と高野ナツ（吉沢亮）が急接近している様子が入っていたことに
驚き…。

ロストデイズ 第04話 5月1日～

＃4 美希が失踪！背後に迫る魔の手…監禁／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美
希（石橋杏奈）の別荘に来て4日目。朝を迎えた篠は、差出人不明の音声ファイルと写真から
佐々木梨花（トリンドル玲奈）と高野ナツ（吉沢亮）の浮気を確信し、ナツを問い詰めた昨晩を思
い出して気が重くなる。開き直りの態度を見せるナツを思わず殴ってしまった篠だったが…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約105本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

FOD月額見放題サービス　パスポート

ロストデイズ 第05話 5月1日～

＃5 歪んだ愛！衝撃の夜。切り裂かれた想い／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美
希（石橋杏奈）の別荘に来て4日目の夜。立花五月（三吉彩花）によって、佐々木梨花（トリンドル
玲奈）と高野ナツ（吉沢亮）の浮気の証拠が暴露され、あまりのショックで部屋にこもった美希。し
かし笛木茉奈（小島藤子）が様子を見に行くと部屋から美希の姿は消えていて…。

ロストデイズ 第06話 5月1日～

＃6 命がけの潜入…残酷な裏切り！／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美希（石橋
杏奈）の別荘に来て5日目の夜。予定通り東京へ帰ろうとした6人だが、リビングのカゴに置いて
いたはずのレンタカーの鍵がなくなっており、探しても見つからない。予備のキーが届く2日後ま
で別荘に滞在することになる。

ロストデイズ 第07話 5月1日～

＃7 誰かを殺したい…と思ったことある？／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美希
（石橋杏奈）の別荘に来て6日目の夜。高野ナツ（吉沢亮）が全員の前で笛木茉奈（小島藤子）に
対し、桜田亘（桐山漣）との関係について問い詰める。茉奈は今まで抑えてきた自分の怒りを
篠、美希、佐々木梨花（トリンドル玲奈）、ナツ、立花五月（三吉彩花）にぶつける。

ロストデイズ 第08話 5月1日～

＃8 死へのカウントダウン…絶対に許さない！／篠裕太（瀬戸康史）ら6人が卒業旅行で桜田美
希（石橋杏奈）の別荘に来て7日目の夜。佐々木梨花（トリンドル玲奈）は桜田亘（桐山漣）から脅
されていることを篠に打ち明けようとするが、逆に篠からキャバクラのバイトの件で全員に嘘をつ
いていたことをとがめられてしまう。そして8日目の朝を迎える。

ロストデイズ 第09話 5月1日～

＃9 誰にも言えない殺人…／篠裕太（瀬戸康史）らが卒業旅行で桜田美希（石橋杏奈）の別荘
に来て8日目の夕方。桜田亘（桐山漣）は自分の描いている絵を見られたことに怒り狂い、立花
五月（三吉彩花）を追いかけて殴りかかる。恐怖でパニック状態の五月は別荘を飛び出し、心配
した美希が後を追う。笛木茉奈（小島藤子）から事情を聞いた篠は嫌な胸騒ぎをおぼえ…。

ロストデイズ 第10話（最終話） 5月1日～

＃10 涙！殺人の告白…明かされる秘密／篠裕太（瀬戸康史）らが卒業旅行で桜田美希（石橋
杏奈）の別荘に来て9日目の夜。キッチンから大きな物音が聞こえて駆けつけると、佐々木梨花
（トリンドル玲奈）が手首から血を流し倒れていた。意識がもうろうとしている梨花に急いで処置を
施すが、立花五月（三吉彩花）の死に続き、梨花が自殺を図ったという事実に…。

医龍 Team Medical Dragon 第01話 5月1日～

＃1 神の手を持つ男／かつて難民キャンプで世界最高レベルの救命医療チームを指揮した天
才外科医・朝田龍太郎（坂口憲二）。今は医師を離れ、破滅的な生活を送っていた彼の元に、明
真大学付属病院胸部心臓外科助教授・加藤晶（稲森いずみ）が訪れる。次期教授の座を狙う彼
女は教授選の武器となる論文のため…。

医龍 Team Medical Dragon 第02話 5月1日～

＃2 神の手と悪魔の薬／当直を務めていた朝田（坂口憲二）と伊集院（小池徹平）は、女性の激
しいうめき声を聞き病室へ行く。その患者・佐々木文子（加藤治子）は末期の肺癌患者で、抗癌
剤のせいだという。その抗癌剤は、製薬会社が開発中の新薬の薬効データを収集するために利
用しているらしい。それを聞いた朝田は担当医に抗癌剤投与の中止を進言する。

医龍 Team Medical Dragon 第03話 5月1日～

＃3 娘の心臓を守れ／朝田龍太郎（坂口憲二）は、亡くなった患者の家族に土下座する藤吉圭
介（佐々木蔵之介）の姿を見かける。その患者は手術に問題はなかったが院内感染で死亡。藤
吉はそれを、患者を外科に渡した自分のミスだと言う。そして加藤晶（稲森いずみ）からのバチス
タ手術の患者のリストアップ要請に、自分の患者は一人も渡さないと言う。

医龍 Team Medical Dragon 第04話 5月1日～

＃4 教授が患者を殺す／当直中の朝田龍太郎（坂口憲二）や伊集院登（小池徹平）のもとに、
不整脈を起こして倒れた少年が運ばれてくる。処置は無事に済むが、さらにそこへ2人の患者が
不整脈で運ばれてきた。一晩に3人も不整脈の患者が運ばれてきたことを不審に思った朝田が
調べると、いずれも明真大学付属病院及び…。

医龍 Team Medical Dragon 第05話 5月1日～

＃5 バチスタ手術開始／朝田龍太郎（坂口憲二）は、加藤晶（稲森いずみ）からバチスタ手術の
患者の候補が決まったと告げられる。ひとりは16歳の女子高生・村野里奈（東海林愛美）、もうひ
とりは55歳の主婦・奈良橋文代（江波杏子）。差し迫って手術が必要なのは文代なのだが、加藤
は成功率の高い女子高生を選ぼうとする。

医龍 Team Medical Dragon 第06話 5月1日～

＃6 バチスタ手術急転／朝田龍太郎（坂口憲二）たちによるバチスタ手術が始まった。人工心肺
の装着が完了し、第一助手の加藤晶（稲森いずみ）は心停止液の注入を指示するが、朝田は心
臓を止めずに手術すると宣言。見学室から見つめる医師たちは、なぜそんな危険を伴う方法を
取るのかと騒然となる。そしていよいよ変性部位の特定へ。

医龍 Team Medical Dragon 第07話 5月1日～

＃7 絶対許せない男／朝田龍太郎（坂口憲二）や加藤晶（稲森いずみ）たちのチームによるバチ
スタ手術は成功。だが、翌日の新聞の紙面を飾ったのは霧島軍司（北村一輝）が北日本大学で
アメリカとドイツの名医を助手にバチスタ手術を成功させたという記事だった。医局では朝田もバ
チスタチームももう終わりだと噂され…。

医龍 Team Medical Dragon 第08話 5月1日～

＃8 奇跡を起こす医師／朝田龍太郎（坂口憲二）はバチスタチームに加える臨床工学士と会う
ためにホテルに出向き、そこで霧島軍司（北村一輝）と偶然再会する。その頃明真大学付属病
院では、バチスタ手術を巡る失態で加藤晶（稲森いずみ）が野口教授（岸部一徳）から次期教授
に指名されないという噂が流れる。
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医龍 Team Medical Dragon 第09話 5月1日～

＃9 バチスタ手術断念／朝田龍太郎（坂口憲二）たちのチームによる第2回バチスタ手術が始
まった。加藤晶（稲森いずみ）は、野口教授（岸部一徳）が霧島軍司（北村一輝）を次期教授候補
に推薦したことで、教授選に立候補すらできなくなるのでは、と噂される。荒瀬門次（阿部サダ
ヲ）が加わったバチスタチームは、スムーズに手術を進行。そんな各メンバーの姿を見て…。

医龍 Team Medical Dragon 第10話 5月1日～

＃10 この命は必ず守る／朝田龍太郎（坂口憲二）たちのもとに3人目のバチスタ患者として連れ
てこられたのは、生後9カ月の子供。朝田でさえも手術が困難な状態で、医局内では今度こそバ
チスタチームは解散だろうと噂される。一方、鬼頭教授（夏木マリ）が提出した教授選の改革案
について、臨時教授会が開かれることに…。

医龍 Team Medical Dragon 第11話（最終話） 5月1日～

＃11 最後のカード！！新バチスタ手術／朝田龍太郎（坂口憲二）たちは臨時教授会の時間を
狙って、生後9カ月の患者の緊急手術を決行する。しかし患者は冠動脈瘤を引き起こしていた。
手術を続ければ患者は術中死する可能性があることを知った加藤晶（稲森いずみ）は、やむなく
手術の中止を宣言する。しかし朝田はバイパス手術を行い、続行すると言う。

海月姫 第01話 5月1日～

＃1 月9史上最も奇妙な三角関係！？人は誰でも自分のままで輝ける！／ある朝、『天水館』自
室のベッドで目覚めた倉下月海（芳根京子）は、隣を見てビックリ。なんと上半身裸の男が寝て
いるではないか…なぜ男が？月海は昨晩のことを思い起こす。それは10時間前、夜9時頃のこ
と。クラゲオタクの月海は、久しぶりに近所の熱帯魚店にクララと名前までつけているクラゲを
…。

海月姫 第02話 5月1日～

＃2 初恋の試練 天水館が消滅！？尼ーず最大の危機／『天水館』の朝。大慌ての倉下月海
（芳根京子）が広間に駆け込み、ジジ様（木南晴夏）たちに目白先生が締切日を間違えていたこ
とを報告。目白先生はBL漫画家で、収入の乏しい“尼ーず”たちは時にアシスタントをしていた。
ともあれ、明日に迫った締切に間に合わすべく、月海たちは原稿の仕上げを始めるが、そんな
時…。

海月姫 第03話 5月1日～

＃3 初デート！暴かれたシンデレラの魔法とウソ／倉下月海（芳根京子）は、クラゲのドレスを作
ろうと言い出した鯉淵蔵之介（瀬戸康史）を信じられずにいた。しかし、蔵之介は本気。月海の部
屋で図鑑を見た蔵之介は、早速ドレスのデザインをスケッチし始める。月海は「全然違う」と、自
分が描いたハナガサクラゲのデッサンを見せると、蔵之介は思わず…。

海月姫 第04話 5月1日～

＃4 緊急出動！落ちこぼれ達が起こす大逆転劇！／倉下月海（芳根京子）に思いを届けよう
と、鯉淵修（工藤阿須加）は『天水館』に行くが、ばんばさん（松井玲奈）とまやや（内田理央）に
追い返されてしまう。ばんばさんたちが月海に武勇伝を語っていると、ジジ様（木南晴夏）と千絵
子（富山えり子）が帰宅。こちらは蔵之介（瀬戸康史）が男だと知り…。

海月姫 第05話 5月1日～

＃5 一攫千金！ショータイムにかけた仲間の想いをつなげ！運命の決断／稲荷翔子（泉里香）
が『天水館』の持ち主である千絵子（富山えり子）の母に直接、土地建物の売買契約を持ち込ん
だことを知り、倉下月海（芳根京子）たちは戦々恐々。一方、鯉淵蔵之介（瀬戸康史）も花森よし
お（要潤）から、父の慶一郎（北大路欣也）が自ら主催するパーティーで…。

海月姫 第06話 5月1日～

＃6 第二章突入 尼ーず解散危機！愛と勇気の闘争／『天水館』で行われた月海（芳根京子）た
ちのブランド“ジェリーフィッシュ”のファッションショーは成功した。しかし、ショーの後に蔵之介
（瀬戸康史）にキスされた月海は心ここにあらずの状態に。一方、蔵之介はショーの最中に天水
地区再開発反対を発表したことで、賛成派の父、慶一郎（北大路欣也）に叱られてしまう。

海月姫 第07話 5月1日～

＃7 一発逆転！謎の男の怪しい誘惑！？君が欲しい／鯉淵修（工藤阿須加）から告白された倉
下月海（芳根京子）は大混乱。“尼ーず”に相談出来ない月海は、蔵之介（瀬戸康史）に電話し
た。話を聞いた蔵之介はどういうつもりで言ったのかと修に尋ねる。すると修は交際を求めてい
るのではなく、月海にプロポーズしようと思っていると突っ走ろうとしていた。

海月姫 第08話 5月1日～

＃8 涙腺崩壊！海月の決断と涙の別れ 最後の晩餐／月海（芳根京子）たちはプロモーションス
ペースに自身らのブランド『ジェリーフィッシュ』を出店。客足は全く良くなかったが、アジアでセレ
クトショップを展開するカイ・フィッシュ（賀来賢人）には認められることに。カイは月海と蔵之介
（瀬戸康史）に、ドレスとデザインを買い取りたいと申し出る。

海月姫 第09話 5月1日～

＃9 愛する人へ 奇跡は俺たちが作る！奪還大作戦／月海（芳根京子）は蔵之介（瀬戸康史）や
“尼ーず”が映ったテレビ番組を見て号泣。『天水館』に帰って来いという仲間の気持ちが伝わ
り、寂しい思いがあふれる。そんな月海に、カイ・フィッシュ（賀来賢人）は「戻りたければ戻っても
良い」と告げる。ただし、月海が戻れば『天水館』は取り戻せなくなる、と。

海月姫 第10話（最終話） 5月1日～

＃10 尼ーずよ永遠に！涙の卒業制作 最後のキス／『天水館』を出た月海（芳根京子）は、とり
あえず漫画喫茶で過ごすことに。そんな月海の個室を蔵之介（瀬戸康史）が訪ねて来た。クラゲ
のクララを預かった蔵之介は、飼育方法を聞きたかったのだ。すると、隣近所の個室からジジ様
（木南晴夏）、ばんばさん（松井玲奈）、まやや（内田理央）、千絵子（富山えり子）が…。

僕のいた時間 第01話 5月1日～

＃1 難病と闘い今を生きる青年の物語！！あなたは全力で生きてますか？／澤田拓人（三浦
春馬）は就職活動中の大学生。実家は山梨で総合病院を営んでおり、母親の佐和子（原田美枝
子）や父親の昭夫（小市慢太郎）からは医者になることを期待されていたが、いつからかその期
待は4歳下の弟・陸人（野村周平）に向けられるようになっていた。
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僕のいた時間 第02話 5月1日～

＃2 キスで結ばれた二人に忍びよる病魔！！／澤田拓人（三浦春馬）は、家具販売会社で正社
員として働き始める。拓人は、年上のアルバイト店員から仕事を教えられるが覚えなければなら
ないことも多く、懸命についていくような毎日だった。一方、就職活動に失敗した本郷恵（多部未
華子）は、卒業後もファミリーレストランでアルバイトをしながら就活を続けていた。

僕のいた時間 第03話 5月1日～

＃3 どうして、僕が…！？お母さん、助けて！／突然左腕が動かせなくなった澤田拓人（三浦春
馬）は、整形外科を訪ねる。診察をした医師は、頚椎症だと思われるがしばらく様子をみよう、と
拓人に告げる。一方、介護施設でボランティアを始めた本郷恵（多部未華子）は、施設の職員か
ら、これからはアルバイトとして来てほしいと誘われる。

僕のいた時間 第04話 5月1日～

＃4 好きだからこそ…。涙の決断！！／フットサルをしていた拓人（三浦春馬）と繁之（斎藤工）
のところに、恵（多部未華子）がやってきた。恵は、繁之に温泉旅行の土産を差し出し、介護のア
ルバイトをしながら資格を取るための勉強を始めることにした、と報告する。ある夜、拓人のもと
に母・佐和子（原田美枝子）から電話が入る。

僕のいた時間 第05話 5月1日～

＃5 前を向き生きる覚悟 僕は負けない！／拓人（三浦春馬）は、恋人の恵（多部未華子）に別
れを告げた。ALSを発症したことは言わなかった。拓人から病気のことを打ち明けられた守（風
間俊介）も、恵のことを気にかけていた。しかし拓人は、彼女には絶対に知られたくない、という。
同じころ恵は繁之（斎藤工）と会っていた。

僕のいた時間 第06話 5月1日～

＃6 今、僕にできること 一歩、踏み出す勇気／拓人（三浦春馬）が恵（多部未華子）と別れてか
ら1年半以上の月日が流れた。病状が進行した拓人は、電動車椅子を使って生活をしていた。
親友の守（風間俊介）は、拓人のもとを度々訪れ、行動をともにしている。拓人の母・佐和子（原
田美枝子）は、そんな守に感謝しながらも…。

僕のいた時間 第07話 5月1日～

＃7 動き出す二人の時間 抱きしめたい！！／拓人（三浦春馬）は電動車椅子サッカーの練習
中に、恵（多部未華子）と偶然再会した。ある日、恵は、陽菜（山本美月）から電話をもらう。近ご
ろ守（風間俊介）の様子がおかしいから尾行したいという。つき合わされた恵は、こっそり守の後
をつけた。守が向かった先は、拓人が待つ公園だった。

僕のいた時間 第08話 5月1日～

＃8 俺のこと認めてよ、本当は叫んでたんだ！お母さん！／拓人（三浦春馬）は、恵（多部未華
子）が何度か自宅に手伝いに来てくれたことを守（風間俊介）に話す。恵と繁之（斎藤工）に会い
に行き、拓人の手伝いを頼んだのは守だった。一方、恵は「一緒に暮らすことはできない」と繁之
に伝える。恵とともに恵の自宅に戻った繁之は、「急ぎ過ぎたのかもしれない」と…。

僕のいた時間 第09話 5月1日～

＃9 お父さん、お母さんありがとう！そして／拓人（三浦春馬）は、母の佐和子（原田美枝子）に
恵（多部未華子）のことを紹介する。その後、本郷家を訪れた拓人は、恵の母・翔子（浅田美代
子）に、また恵と親しくさせてもらうことになったと報告した。拓人が帰った後、翔子は、繁之（斎
藤工）は納得しているのかと恵に問いかけ、こんなことは許されない、と告げる。

僕のいた時間 第10話 5月1日～

＃10 最後の日記／拓人（三浦春馬）は、母・佐和子（原田美枝子）に、恵（多部未華子）と一緒
に暮らしたいと話す。佐和子は、恵の母・翔子（浅田美代子）のことを気づかいながらも、ふたり
の気持ちを尊重する。恵は実家に戻り、必要な荷物をまとめる。そんな恵に対して翔子は、二度
とこの家に戻らない覚悟があるなら行きなさい、と告げる。

僕のいた時間 第11話（最終話） 5月1日～

＃11 命の選択／死にたいわけじゃない、生きるのが怖いんだ…。突然姿を消した拓人（三浦春
馬）は、降りしきる雨の中、車椅子ごと転倒し病院に収容される。「今は、拓人さんが周りの人た
ちと一緒に生きている幸せを実感できるよう、1日、1日を積み重ねていくことに専念しましょう」
と、主治医の谷本（吹越満）は、恵たちにそう伝える…。

明智光秀 -神に愛されなかった男- 5月1日～

16世紀中期、延々と続く戦国の世。その中に彗星のごとく登場した織田信長。そしてその重臣と
なって、信長とともに戦国の覇者への夢を見た一人の智将。その男の名は明智光秀。戦国一の
インテリと称され、織田家臣団の中での出世争いを勝ち抜き、トップの座に躍り出た有名武将で
あるにも関わらず、その前半生は多くの謎に包まれた異色の存在。


