35mins x 32eps
DRAMA

Woo-gyung was a sweet daughter, a diligent wife, a good mother and a competent children’s counselor; her life was perfect. But, one day a car accident shatters
her perfect life. After the accident Woo-gyung starts to see a girl appearing before
her. Upon tracking down the girl’s identity she is faced with many strange murder
cases, and parts of a strange poems are found at the scene of the crime. Just like
a red moon that lights up the day, and a blue sun that lights up the night sky, Woogyung starts to find the light to the mysteries of the unseen truth, and discover secrets
about her past through the poems left behind.

Director·Writer
· Choi Jung-gyu [Flower in Prison (2016)], [Hwajung, the

Princess of Light (2015)]
· Do Hyun-jung [The Village Achiara’s Secret (2015)],

[Que Sera, Sera (2007)]

导演·编剧
《红月蓝日》讲述了一个女人面对可疑的孩子和神秘的案件，以诗句为线索寻找真相
的悬疑惊悚故事。友景本以为自己是乖巧的女儿，尽职的妻子，好妈妈和能干的儿童
咨询师，自己的人生完美无缺。但有一天，她出了车祸，完美人生支离破碎。友景在
发生车祸时，看到了一个女孩。友景追踪那个女孩，在此过程中，在按发现场发现离
奇的诗句，并面对神秘的杀人案件。就像变红的月亮照亮白昼，变蓝的太阳在夜晚升
起一样，友景渐渐接近暗藏的真相。她就这样开始拼凑最后的一块拼图。

児童心理カウンセラーとして平穏な生活を送っていたウギョンは、ある日不慮の自動車事
故で幼い男の子が死亡する事件を経験した後、妊娠中の二人目を失くし、夫さえも去るな
どすべてを失うようになる。また、事故当時に現れた一人の少女の幻は事故後もずっとウ
ギョンの前に現れ、ウギョン自身も知らなかった過去の残忍な秘密に案内し、死んだ男の
子が持っていた絵の中の詩を手がかりにミステリアスな過去の真実を追い始める。

· 崔政桂《狱中花(2016)》，《华政(2015)》
· 都贤贞《村庄：阿雉阿拉的秘密(2015)》，《顺其自然(2007)》

演出·脚本
· チェ・ジョンギュ『オクニョ 運命の女（ひと）(2016)』、『華政(2015)』
· ト・ヒョンジョン『村-アチアラの秘密(2015)』、『ケ・セラ・セラ(2007)』
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| Starring |

Nam Gyu-ri

全秀英–南奎里饰   /  チョン・スヨン–俳優 ナム・ギュリ

I’m a police officer and I just did my job.
With her short hair, no makeup, neutral colored clothes and no
facial expressions, she has the looks of a pretty boy and a tomboyish charm. She isn’t feminine at all or warm. Although she
is unsociable, her unapproachable aura allows her to adapt
quite well in the midst of all the men in the violent crime squad.
No one knows the anger and strong emotions hidden behind
her curt remarks and expressionless face.

智宪的搭档，暴力犯罪组刑警
头发很短，从不化妆，身穿暗色服装，面无表情。相貌就像美
少年一样充满中性魅力。没有温柔的女人味和亲切随和的魅
力，不善于与人交往。但由于让人不敢轻易冒犯的鲜明个性，
在男性占绝大多数的暴力犯罪组也能工作得很顺利。但是在让
人瞠目结舌的简短话语和不露声色的表情背后，暗藏着不为人
知的愤怒和炙热的感情。

私は警察であり、
警察としてすべきことをしたまでです、
先輩。

ショートカット、化粧気のない顔、無彩色の服、特有の無表
情。ボーイッシュな魅力があふれる美少年のルックスを持
つ。
女性らしいしなやかさも、
温かい大らかさも全く期待でき
ない非社交的な性格だが、
犯しがたい独特な個性のせいで、
男だらけの強力系でもかなり快適に過ごしている。
しかし、
会
話が続かない愛想のなさと感情が読めない無表情の裏に隠
れた怒りと煮えたぎる感情を人々はあまり知らない。

| Starring |

Kim Sun-ah

车友景–金宣儿饰   /  チャ・ウギョン–俳優 キム・ソナ

| Starring |

Lee Yi-kyung

江智宪–李伊庚饰   /  カン・ジホン–俳優 イ・イギョン

If you’re real, I’ll save you.

Crimes should be judged by the law!

She was a sweet daughter and diligent wife. She fulfilled her role as a good
mom and children’s counselor. She considered her life a success until that incident. It happened in a blink of an eye. A young boy was crossing the highway
in broad daylight, gets hit by Woo-gyung’s car and dies. Woo-gyung’s life, which
was peaceful and stable, suddenly becomes shaken. Not only does she have a
miscarriage, but also her husband turns his back on her. It all started happening
after the “girl in green” started showing up. Who is this girl? Why does she keep
showing up to Woo-gyung? Is she the dead boy’s sister? Or is it an illusion Woogyung made up from the guilt of killing the boy? Woo-gyung follows the traces of
the girl in green and finds herself face to face with mysterious murders.

He is reserved and seems as if he doesn’t pay attention to the things going
around him, but he is actually a man of principle. He doesn’t use cheesy words
like sense of duty or justice, but he believes that crimes should be judged by
the law. He is a just and honest cop. Being a violent crime detective, he has a
keen sixth sense, but he doesn’t move on just a hunch. That is because a police
officer should follow logical trails to catch the bad guys.

Hanul儿童中心的儿童咨询师
一直是乖巧的女儿和贤惠的妻子，好妈妈和优秀的儿童咨询师，凡事都尽职尽
责。在发生那件事以前，觉得自己的人生很成功。事故总在刹那间发生。友景的
车撞死了一个在白天横穿高速公路的少女。从此友景原本显得平静稳定的生活开
始出现裂痕。她失去了怀在腹中的第二个孩子，还遭到丈夫的背弃。一切都从绿
衣少女出线后开始。这个有如鬼魂般出现的少女到底是谁？为什么总在她身边徘徊？

あなたが本当に…本当に本物なら…私が助けてあげる。

優しい娘と真面目な妻として生き、
いい母親と子どもたちのカウンセラーとしてす
べての役割に忠実だった。
成功した人生だと思った。
あのことが起こるまでは。
事
故は一瞬だった。
ウギョンの車に真昼の高速道路を横切った幼い子が轢かれて死
んでしまったのだ。
その瞬間から平和で揺るぎないものに見えたウギョンの世界
は亀裂が生じ始める。
妊娠中の二人目を失っただけでなく、
夫さえも背を向けてウ
ギョンのもとを去ってしまう。
すべては‘緑色の服を着た少女’が現れてからだった。
亡霊のように現れたその少女は何者で、
なぜしきりにウギョンの周囲をうろつくの
か? 少年の妹? それとも子どもを殺したという罪悪感が作り出した幻? 緑色の服
を着た少女の痕跡を追うウギョンは謎の殺人事件に出くわす。

暴力犯罪组刑警
善于沉稳冷静地发出有力的一击。看似漫不经心，其实凡事都坚持原则。
虽然不喜欢谈使命感或正义感这些冠冕堂皇的字眼，但恪守“一定要依法
审判所有罪行”这一信念，是个正义而值得信赖的警察官。不愧是暴力犯
罪组的刑警，感觉敏锐，但并不只相信直觉就采取行动。因为刑警应以合
理的怀疑调查案件，擒获罪犯。他依照事实和线索追查案件，却总在案发
现场遇到一个女人。这个名叫车友景的女人荒唐地主张“有诗的死亡总和
孩子有关”。

罪は必ず法の枠の中で審判を受けるべきだ!

やるときはやる。
黙って見たり聞いてるようでも、
実は原理原則主義者。
使命感
や正義感のような照れくさい単語とは程遠いが、
‘罪は必ず法の枠の中で審判
を受けるべきだ’という食傷気味な命題を信念をもって体現している、
正義感の
強い馬鹿正直な警察官だ。
強力系の刑事らしく勘が鋭いが、
それだけでは動か
ない。
当然刑事とは合理的な疑心から事件を追い、
悪者を捕まえなければなら
ないからだ。
ところが事実と状況に基づいて追跡していく事件の現場でしきりに
一人の女性と出くわす。
詩がある死には常に子どもがいるという馬鹿げた論理
を主張していた女‘チャ・ウギョン’だ。

| Starring |

Cha Hak-yeon

李恩浩–车学沇饰  /  イ・ウノ–俳優 チャ・ハギョン

Works at the security office at Hanul
Children’s Center.
He has gentle and kind looks, is quiet and an introvert. However,
he becomes surprisingly bright, happy and cheerful whenever
he is with children. He has a long-term relationship with Hanul
Children’s Center. He was left at Dreamland Orphanage at the
age of 5 and grew up at Hanul Children’s Center until graduating high school. He tried out different jobs after graduation, but
returned to Hanul Children’s Center a year ago. The principal
was considerate enough to hire him as the night guard and provide accommodation. However, he is put in a tight spot when a
woman’s body is found in the shed.

Hanul儿童中心设施管理职员
相貌温柔友善，少言寡语，性格内向。但和孩子们在一起时绽
放出光彩，非常开朗，显得非常幸福。真心喜爱孩子们，和韩
蔚儿童中心非常有缘。在五岁时被送到梦想之家孤儿院后，直
到高中毕业为止一直在那里长大。毕业后换了好几份工作，一
年前回到韩蔚儿童中心。在院长的关照下，兼任夜间警卫，住
在韩蔚儿童中心。他在仓库发现一具女尸后陷入困境。

ハンウル児童センター施設管理室に勤務。

温和で優しげなルックス、
口数が少なく内気だ。
しかし、
子どもた
ちといる時は、
どこからそんな力が出るのかと思うほどまぶしい
ほどに明るく、
幸せで愉快になる。
心から子どもたちを愛する。
ハ
ンウルセンターとは非常に縁がある。
5歳の時に夢の国保育園
に預けられた後、
高校を卒業するまでずっとそこで成長した。
卒
業後、
多くの職業を転々としたが、
現在のハンウルセンターに再
び戻ってきたのがちょうど1年前。
院長の計らいで夜間警備の業
務を兼ねてハンウルセンターで寝泊まりしている。
倉庫で女性の
死体が発見されながら、
ウノは非常に混乱する。

