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1． 4～ 5月特集

〔総合テレビ〕
 4.23『洋楽倶楽部80’sスプリングスペシャル』
29『 ホリデーインタビュー　陸上競技指導者・中村
宏之』
『三代友達～大地の祈り　黒川能の絆』
『 応援ソングを高らかに～I love you & I need 
you ふくしま』
『地球クイズ　プレミアム 1』

30『ホットスポット　福山雅治　最後の楽園へ』
『 タイムスクープハンター 0（ゼロ）号～沢嶋雄
一　真の姿とは！？』

 5. 1『復活の海へ～岩手・宮古市重茂漁協の40日』
『サラメシ　直前スペシャル』

 2『孤立集落　どっこい生きる』
『 医療崩壊の町を津波が襲った～岩手県宮古市』
『 病院が消えた町で～宮城・南三陸町・被災診療
の 1か月』

 3『ホリデーインタビュー　騎手・武豊』
『 連続テレビ小説　てっぱん総集編　第 1部、第
2部』

『 憲法記念日特集　大震災、そして政治は～いま
この難局を乗り越えるために』
『 これを見ればすべてがわかる　おひさまの魅
力』
『気仙沼　ある経営者の決意』
『 追跡！AtoZスペシャル～電子書籍革命の作家
たち』
『歌でつなごう～いまあなたに届けたい』

 4『 連続テレビ小説　てっぱん総集編　第 3部、第
4部』

『 ドラマ　恋するキムチ　NHK岐阜　開局70周
年記念ドラマ』
『 追跡！AtoZスペシャル～謎の国際強盗団ピン
クパンサーを追え』
『 クイズでGO！ローカル線の旅～静岡・伊豆急
行線』
『頭がしびれるテレビ』

 5『別冊あさイチ　おいしい闘技場決勝大会』
『 新日本風土記スペシャル　美の城　戦の城～国
宝四天守への旅』
『ガレキの球春 大槌高校野球部の13人』
『 誰もが中学生だった～中学生日記50年クロニク
ル』
『 また仲間たちと歌いたい　中学生をつなぐ“証”』
『福岡発地域ドラマ～見知らぬわが町』
『ぎふ発ドキュメント～全力大垣日大vs東北』
『 にっぽん紀行～心つなぐ誕生の笑顔～福井“出
産写真”の町』
『第17回家族で選ぶ　にっぽんの歌』

 6『救急救命センター　激動の50日』
『20万人の瀬戸際を救え』

『釜石　不屈の人々』
『 海の街の“誇り”を胸に～宮城・気仙沼　経営
者再建への日々』
『 特集ドラマ　どんど晴れスペシャル前編～座敷
童
わ ら し

子を見た男』
 7『 特集ドラマ　どんど晴れスペシャル後編～玉手
箱の誓い』

 8『 NHKアーカイブス　田中好子さんを偲
しの

んでド
ラマ「鳥帰る」～故郷の母に会いたい』
『漁場を返せ～原発事故に苦しむ福島県相馬市』
『 ハマナスの咲く　ふるさとにもどりたい～岩手
県釜石・根浜地区』

〔Eテレ〕
 4.30『舞台～浮標』
 5. 1『歌舞伎～伊賀越道中双六　沼津』
 3『おさるのジョージ 2　ゆかいな大冒険！』
 4『 劇場版　きかんしゃトーマス　伝説の英

ヒ

雄
ロ

』
 5『 おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート　
NHKホール・2011春』

 8『第39回ローザンヌ国際バレエ・コンクール』
22『吟詠　山村に遊ぶ』

〔ラジオ第1〕
 4.29『 私も一言！夕方ニュース　東日本大震災関連特

集』
『 特集・渋谷アニメランド～アキバ・ポップ in 
青山』
『新・話の泉スペシャル　新緑編』

 5. 3『鎌田實 いのちの対話～いのちの絵本』
『 みんな一緒に！“ラジオビタミンいつでも体
操”』
『海外日本語放送の絆～ニッポンを応援する』

 3～4『 東日本大震災チャリティー落語会～元気と
笑いを届けたい』

 3～5『特集 絆うた』
 4『お天気ヒットパレード』
 5『復活！ラジオNHK杯将棋トーナメント』
『トップランナー on R1』
『 プラトンからの宿題～ことばの世界でぐるぐる
考える～4「心ってなに？」』

17～18『ブラジル発ラジオ深夜便』

〔ラジオ第2〕〈ラジオ第 2放送80周年記念〉
 3.28～ 4. 2，10『 カルチャーラジオ・スペシャル　学

ぶ力、知る喜び～私の歩んできた
道』

 4. 3『 カルチャーラジオ・スペシャル　あの懐かしい
声をもう一度』

〔FM〕
 4.26～30『ルーキーの流儀』
29『今日は一日“戦後歌謡”三昧』

期間・祝日編成（2011年度）放送
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 5. 3『第79回日本音楽コンクール受賞者発表演奏会』
『今日は一日“タンゴ”三昧』
『ジャパニーズ ゴールデン ポップス』

 4『今日は一日“ラ・フォル・ジュルネ”三昧』
 5『今日は一日“尾崎豊”三昧』

〔ワンセグ2〕
 4. 8～　金12：45　 5 週連続『美輪乃湯』
 5.13～　金12：45　 5 週連続『TELL ME ABOUT』

2．夏期特集

〔総合テレビ〕
 7.18『 大科学実験スペシャル　やってみなくちゃわか

らない！』
22『お天気バラエティー　気象転結』
24『 その時、みんなテレビを見ていた！　地上デジ
タル移行関連特番』
『双方向クイズ天下統一～アニメ』

29～30『 NHKスペシャル～未解決事件　未解決事
件　File.01　グリコ・森永事件』

 8. 3『 ファミリーヒストリー～浅野忠信～祖父はなぜ
アメリカに帰ったのか。初めて知る真実』

 6『平成23年　広島平和記念式典』
『 渡辺謙・ 戦争を語る「映画“硫黄島からの手
紙”から新作ドキュメンタリーまで」』

『 「おひさま」の夏休み～陽子、あたらしいステ
ージへ』
『ヒバクシャからの手紙』

 8『鶴瓶の家族に乾杯スペシャル～パラオ共和国』
『 二度と原爆を使ってはいけない～ナガサキを見
た　占領軍司令官』

 9『 ふたり「コクリコ坂・父と子の300日戦争～宮
崎駿×宮崎吾朗」』
『平成23年　長崎平和祈念式典』
『 証言記録　市民たちの戦争～封印された大震
災』

10『 ちょっと変だぞ日本の自然～新型生物誕生SP』
『 ファミリーヒストリー～竹下景子～戦争が父を
変えたそして庶民派弁護士に』
『追跡！AtoZスペシャル～偽造医薬品を追え』

11『ブラタモリスペシャル～渋谷編・拡大版！』
『 追跡！AtoZスペシャル～過熱する日本人技術
者争奪戦』

12『 特集　キッチンが走る！～夏全開！北海道スペ
シャル』
『名曲アルバム　放送35周年スペシャル』
『 追跡！AtoZスペシャル～福島第一原発　作業
員に何が』
『双方向クイズ　天下統一～戦国時代』

13『第43回思い出のメロディー』
『コレができたらニッポン人　小林家の人々』
『いのちのうた2011～つなげよう　いのちの絆』

14『日本怪談物語』
『連続クイズホールド オン！プロローグ』

15『全国戦没者追悼式』
『 渡辺謙 アメリカを行く～“9.11テロ”に立ち向

かった日系人』
16『もしドラ　ふたたび』
『洋楽倶楽部80’sサマースペシャル』

17『 ファミリーヒストリー～勝野洋～父はボルネオ
で何を見たか』

18『きよしとこの夜　2011夏スペシャル』
『特ダネ！投稿DO画ペシャル』

19『欽ちゃんのワースト脱出大作戦』
『朝鮮遺産　百年の流転』
『MAG・ネット　増刊号』

20『 ワンダー×ワンダー夏の絶景&冒険スペシャル』
「富士山“絶景誕生”の秘密」
「パタゴニア　世界の果ての大冒険」
『ほっかいどう穴場ハンター』

22『スゴロQ ジャパン』
23『 にっぽん紀行～カブトムシ父さんの熱い夏～佐
賀　カブトムシ相撲』
『 サバイバル頭脳ゲーム　ええクイズ売りまっ
せ！』

24『 にっぽん紀行「もう一度立ち上がれ～山形・女
子高生剣士」』
『 ヒューマンドキュメンタリー～二人の旅路～日
中　激動を生きた京都夫婦』

『 世界遺産への招待状Special　Travel～リビア　
謎の古代都市 キュレネ遺跡』

25『 NHKスペシャル～シリーズ日本新生～どう選
ぶ？わたしたちのエネルギー』
『 ヒューマンドキュメンタリー～登山 1万回の約
束～認知症を抱える夫婦の記録』

26『 首都圏スペシャル～過去からの警告“首都圏大
地震”にどう備えるか』
『 ヒューマンドキュメンタリー～こうして 8人が
選ばれた』

『 Shibuya Deep A～夏の終わりの恋愛スペシャ
ル』

〔Eテレ〕
 7. 3『 ハイビジョンふるさと発～作兵衛さんの炭

や

鉱
ま

～
筑豊　日記が明かす炭鉱画家の人生』

 4～7『あんぐるランキング』
 8『 麻里子さまのおりこうさま　デンキのかわりに
ゲンキをあげるスペシャル』

10『 栄光へのステップ　第32回日本インターナショ
ナルダンス選手権大会』

11～14『きょーこ先生の空想保健室』
15『コレヤバっ』
16『 デジタルテレビ新時代“わかる・伝え合う”授
業づくり』

17『能狂言』
18『忍たま乱太郎スペシャル』
23『スーパーフラワーレッスンスペシャル』
24『第23回テレビ囲碁アジア選手権』
『 白熱教室JAPAN　ヒロシマで正義の話をしよ
う』

25～28『オトナへのトビラTV　第 2弾』
『真夏の夜の経済学』
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29『バリバラ+～障害者情報バラエティー』
30『グレーテルのかまど』
31『 白熱教室JAPAN　ヒロシマで正義の話をしよ
う』

 8. 1『 テストの花道スペシャル　この夏！できること
を考える』
『 きょうの料理　夏スペシャル～きじまりゅうた
のメシタビin大分』

 2『 すイエんサー！夏は芸能人も一緒にガチで考え
よう！！スペシャル』

20，27『 モリゾー・キッコロ　森へいこうよ！スペ
シャル』
「沖縄やんばる　奇跡の森を大冒険！」
「 沖縄やんばる探検隊！海と森とのヒミツを
さぐれ！」
『Eテレ2355・0655デラックス』

21，28『 クリエイターズ・file（ファイル）～サウ
ンドデザイナー』
（前編）「発車サウンドを作れ」
（後編）「終着駅を音で盛り上げろ」
『 テレビで基礎英語』
第 1回「こんなに簡単！自己紹介」
第 2回「みんなが感動！自己紹介」

27『ココロ見』

〔ラジオ第1〕
 6.11『 震災 3 か月 被災した人たちが望む生活再建と

は？』
『 特集“対談　柳田邦男・和合亮一”～震災 3か
月 言葉は未来をひらくか？』

23『平成23年沖縄全戦没者追悼式』
 7. 2～3『ザ・ベストラジオ2011』
18『 つながるラジオ 東日本大震災特集～子どもた
ちの笑顔のために』
『 沖縄熱中倶楽部 夏休みスペシャル～体感！あ
なたの知らない“琉球王朝”の世界』
『ラジオ女子会議』

20『ライブハウス・R－1』
20～23，25～30『夏休み子ども科学電話相談』
22『幻想図書館』

 8. 1『 ラジオでも花道　2011夏～真夏のお悩み相談
会』

 1～5，22～26『夏休み子ども科学電話相談』
 6『平成23年 広島平和記念式典』
『 原爆の日・ラジオ特集～ヒロシマの記憶を受け
継ぐ　若き二人の夏』
『ヒバクシャからの手紙』

 8『弔い人の地図』
 8～12『 ラジオ深夜便　戦争インタビューシリー

ズ』
 9『平成23年　長崎平和祈念式典』
『 それでも僕らは甲子園をめざした～岩手・被災
地野球部の夏』

 8～12『 長崎原爆の日・ラジオ特集～ある俳人の日
記より』

10『遠いふるさと～フクシマの家族2011』

『今、世界の“GENPATSU”は』
11『特集　絆うた』
12『昭和歌謡ショー・東北スペシャル』
13『カケダセ！夏休みスペシャル』
14『サラリーマンの掟』
『増子直純兄ィのロックな労働相談室』
『新・話の泉スペシャル　真夏の夜の夢編』

15『全国戦没者追悼式』
『 鎌田實といのちを語ろう～これからをどう生き
るか』

16『 エレうた！特集～モモーいいね！夏セレクショ
ン@アキハバラ』

16～18『ムーンライトシャワー』
17『ライブハウス・R－1』
18『ここでしか聞けない！落語会』
19『トップランナー on R1』
21『増子直純兄ィのロックな労働相談室』
『フォークは素敵な贈り物～盛夏編』
『田辺聖子の“私本・源氏物語”』

27『残間里江子のプレミアムナイト』
28『 ラジオをプロデュース！～Power to the 
Radio』
『 若者ディスカッション～10代のクロスロード・
夏“いのち”』

〔ラジオ第2〕
 8.21『 ティーンズラジオ2011　ラジオドキュメント部

門・創作ラジオドラマ部門』
27『全国盲学校野球大会・決勝戦』

〔FM〕
 7.18『今日は一日“AOR”三昧』
 8. 6『ライブ！ザ・ソウルミュージックvol.9』
 8～12『まろのSP日記 第 4 集』

『ジャパニーズ ゴールデン ポップス』
『 クロスオーバーイレブン2011新春アンコー
ル』

『 伝説のロック・ライブ～未発表音源でつづ
るROCK OF AGES』

13『今日は一日“鉄道”三昧リターンズ』
『特集オーディオドラマ「空の防人」』
『 エレクトロニカの世界2011～渋谷慶一郎の電子
音楽マトリクス』

14『 とことんやはり本物が聞きたくなる　ビート
ル・ソングス三昧』

15『ふるさと民謡夏列島2011』
15～18『真夏の夜の偉人たち』
15～19『 石丸幹二のシアターへようこそ セレクシ

ョン』
『クロスオーバーイレブン・2011夏』

19『 AKB48の“私たちの物語”夏休みミステリー・
スペシャル』

20『 世界の快適音楽セレクション　2011夏休みスペ
シャル』

21『今日は一日“ちょんまげSONG”三昧』
22～26『ヨーロッパ夏の音楽祭2011』
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 8.23～26『 熊川哲也のバレエ音楽スタジオ　セレクシ
ョン』

27『 ウィークエンドサンシャイン サマー・スペシ
ャル2011』
『 ミュージックライン！サマー・スペシャル～元
気で過ごした夏』

28『ライブビート from WEST SIDE』

〔ワンセグ2〕
 6. 3『TELL ME ABOUT　30分版』
 7. 3『 麻里子さまのおりこうさま　デンキのかわりに

ゲンキをあげる夏休みスペシャル！』
 8『ボイス･アクターズ　浅沼晋太郎・清水香里』
 8～　 5週連続『D.ACTORS File　girls』
　　　 3週連続『GO！GO！護身術』（ 5本）

3．秋の特集（祝日特集など）

〔総合テレビ〕
 9.10『 マイケル・サンデル　究極の選択「震災復興　

誰が金を払うのか」』
11『明日へ～震災から半年』
『NHKのど自慢　拡大版～岩手県・久慈市』
『 NHKスペシャル～巨大津波 2～今明らかにな
る未知の脅威』

17『ごきげん歌謡笑劇団～愛知県豊橋市』
18『NHKスペシャル～世界初中継　宇宙の渚』
19『 ホリデーインタビュー～プロ・ランニングコー
チ　金哲彦』
『 ヒューマンドキュメンタリー～画家　堀文子・
93歳の決意』
『 ヒューマンドキュメンタリー～がれきを踏みし
めて～気仙沼　港町の絆』
『さかなクン　被災地への恩返し』
『 ヒューマンドキュメンタリー～子どもだけの避
難生活』
『 明日へ　再起への記録～ガレキの町の小さな一
歩～岩手・大槌小学校 6年生」』

20『歌謡チャリティーコンサート』
22『 クイズでGO！ローカル線の旅～山口・JR山口
線』

23『 愛され50年♪“みんなのうた”フェスティバ
ル！』
『 ヒューマンドキュメンタリー～結束の集落　再
起へ～大槌町赤浜の180日』
『 NHKスペシャル～きこえますか　私たちの歌
が～被災地　のど自慢』
『 マイケル・サンデル　究極の選択～ビン・ラデ
ィン殺害に正義はあるか』

24『 ワンダー×ワンダー～縦断アルプス　天空の大
冒険』
『もしも明日…～我が子に虐待を始めたら』

30『 ヒューマンドキュメンタリー～永六輔　戦いの
夏』

10. 1『続・また仲間たちと歌いたい』
『ドラマスペシャル　神様の女房（ 1）』

 8『 土曜スタジオパーク～スタジオパーク・リニュ

ーアル・スペシャル』
『ドラマスペシャル　神様の女房（ 2）』
『ナインティナインのいっちょまえ！』

10『ホリデーインタビュー～歌手・千昌夫』
『 連続テレビ小説「おひさま」総集編　第二章　
前編、後編』

『新装オープン　スタジオパーク』
『ドラマ　やさしい花』
『 プロフェッショナル 仕事の流儀 SMAPスペシ
ャル』

『執念～小澤征爾76歳の闘い』
11『 響け！笑顔のスウィング～気仙沼　小中学生ジ
ャズバンド』

15『ドラマスペシャル　神様の女房（ 3）』
20『平成23年度　NHK新人演芸大賞　演芸部門』
22『平成23年度　NHK新人演芸大賞　落語部門』
『 NHKスペシャル～シリーズ日本新生～“食の
安心”をどう取り戻すか』

25『 にっぽん紀行～50歳の運動会～鹿児島　阿久
根』

26『にっぽん紀行～金沢　芸妓ふたり』
27『 にっぽん紀行～漕

こ

ぎ出せ　第二の人生～広島・
おじさんカヌークラブ』

28『ラスト・ニンジャ～古文書発掘ミステリー』
29『五感の迷宮～脳が作る錯覚の世界』
30『第26回国民文化祭・京都2011』
『第31回全国豊かな海づくり大会～鳥取』

11. 1『わが心の大阪メロディー』
 3『 ホリデーインタビュー～金メダルの先へ～長野
オリンピック金メダリスト・清水宏保』
『さど☆まさし　題名のある音楽会』
『 お天気バラエティー気象転結～秋の空　変わり
やすいから面白い』

『双方向解説　そこが知りたい！～激論！TPP』
『 未来をつくる君たちへ～司馬遼太郎作品からの
メッセージ～自分のつくり方～安藤忠雄が語る
吉田松陰』

『 ワンダー×ワンダー～マヤ文明　暦の謎を解
け』

『 YELLOW　MAGIC　ORCHESTRA　Live　
at　NHK』

 5『 土曜ドラマスペシャル～使命と魂のリミット
（前編）』

 7『京都音楽博覧会2011』
 8『AKB48ライブ@SBD』
『映画「DOCUMENTARY　of　AKB48」』

 9『 MONGOL800　フェスティバル2011　沖縄あな
たに贈るメッセージ』

11～13『2011NHK杯フィギュア』
12『 未来をつくる君たちへ～司馬遼太郎作品からの
メッセージ～合理主義という道具～磯田道史が
語る大村益次郎』
『 土曜ドラマスペシャル～使命と魂のリミット
（後編）』

19『 土曜ドラマスペシャル～蝶々さん～最後の武士
の娘（前編）』
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23『 ホリデーインタビュー～俳優・演出家　串田和
美』
『NHKアーカイブス　シリーズ原子力』
『 未来をつくる君たちへ～司馬遼太郎作品からの
メッセージ～リーダーシップって何？～森永卓
郎が語る鍋島直正』
『嵐の明日に架ける旅』

26『 土曜ドラマスペシャル～蝶々さん～最後の武士
の娘（後編）』

29『 歌謡チャリティコンサート～前橋市・ベイシア
文化ホールで収録』

〔Eテレ〕
 9. 4『青春舞台2011』
 5～8『特集・まいにちスクスク』
 7『 櫻井翔の“いま　そこにいる人々”〈命の現場〉』
11『東日本大震災　障害者たちの 6か月』
17『NHK東西浪曲特選』
19『 まいん台湾スペシャル～ニーハオ！料理偶
像！』

23『 声のお仕事　丸わかり～Eテレ秋の新アニメ声
優大集合』

24『 第78回NHK全国学校音楽コンクール　ブロッ
クコンクール　ハイライト』

25『第65回全日本アマチュア将棋名人戦』
『 決定！こども将棋名人～第36回　小学生将棋名
人戦』

10. 2『NHK講談大会』
 8『 第78回NHK全国学校音楽コンクール　高等学
校の部』

 9『 第78回NHK全国学校音楽コンクール　小学校
の部』

10『こどもミュージカル～雪んこ』
『 第78回NHK全国学校音楽コンクール　中学校
の部』

23『NHK浪曲大会』
29『中村芝翫さんをしのんで』
30『 第38回日本賞受賞式～輝け！教育コンテンツ世
界一』

11. 3『 リトル・チャロ 2スペシャル　SING！SING！
SING！～音楽でたどるチャロの物語』

 6『第25回全国短歌フォーラムin塩尻』
『吟詠　秋に思う』

19『 名医にQスペシャル2011　ここまでわかった！
がん予防術』

23『 おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート　
NHKホール・2011秋』

29『科学で遊ぼう！マリー&ガリー2011』

〔ラジオ第1〕
 9. 1『 特集・防災の日2011～東日本大震災から学ぶべ

きものは』
11『 東日本大震災から半年～ほんとうの復興のため
に』
『特集 放射能汚染とどう向き合うか』
『渋マガZ 公開生放送 in 仙台』

『 アメリカ同時テロから10年　テロ戦争時代の市
民は』

19『鎌田實いのちの対話～納得して生きる』
『ナイスゲーム～言葉で伝えるプロ野球名勝負』

23『 ロックンローラー近田春夫の歌謡曲って何だ？
電撃的スペシャル』
『 ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・長月編』
『 秋の夜長に「つぶや句575」なう。～今夜のテ
ーマは“男と女”』

10. 1～2『地球ラジオ イン 釧路』
 2『シブヤ音フェスタ2011』
10『 徹底調査　都道府県対抗“こだわりの食”～
NHKネットクラブ アンケート5,000人の声か
ら』
『ラジオ紙芝居　東西鉄道落語自慢』
『 ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・神無月編』
『“聞く”図書館～心に残るこの一冊』

29『 かんさい土曜ほっとタイム in BKワンダーラン
ド』

11. 3『 高田郁と土井善晴 知りたい！食べたい！作り
たい！二人がいざなう“心にうれしい”江戸の
食』
『 つながるラジオ ラジオ井戸端会議　鉄道スペ
シャル』
『 私が愛した怪獣～語ろう選ぼう いとしさ
No.1！』
『 復興は笑顔から～震災から立ち上がったフラガ
ールの半年』
『新・話の泉スペシャル　秋の夜長編』
『フォークは素敵な贈り物　文化の日編』

23『鎌田實いのちの対話～おとうさん』
『 ホリデーライブ in スタパ・ステージ～勤労感
謝の日編』
『 日韓“交わることば”“ひらける未来”～放送
の舞台裏からK－POPまで』
『ライブハウス・R－1』
『被災地の声に耳を傾ければ』

25『 特集“エレうた！”ワークショップ2011～これ
が電子の歌作りのコツだ！』

〔FM〕
 9. 4『東京JAZZ2011』
19『今日は一日“山下達郎”三昧』
23～24『今日は一日“浜松アーカイブス”三昧』
24『 民謡日本一決定！～日本民謡フェスティバル
2011』

10. 3，6，12『NHK音楽祭2011』
10『今日は一日“プログレ”三昧、再び』
10～14『第80回日本音楽コンクール』
29『第78回NHK全国学校音楽コンクール』

11. 3『わが青春のベイ・シティ・ローラーズ』
12『今さらですが、突然キンキキッズ生放送』
17，21～22，24～25，28『 第80回日本音楽コンクー

ル』
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11.18『 ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・FM編』

18～19『NHK音楽祭2011』
19『 リトル・チャロ 2スペシャル　SING！SING！
SING！』

20『今日は一日“ガールズユニット”三昧』
23『今日は一日“名曲アルバム”三昧』

〔ワンセグ2〕
 9. 3『ボイス･アクターズ　福山潤・森川智之』
10. 4～8『SHIBUYA DEEP Aワンセグスピンオフ』
 8『ボイス･アクターズ　阿部敦・日野聡』

4．日本賞・NHK文化祭関連特集

〔総合テレビ〕
11. 5『きょうの料理　クッキングコンテスト2011』

〔Eテレ〕
10.30『 第38回日本賞授賞式～輝け！教育コンテンツ世

界一』
11.19『きょうの料理　クッキングコンテスト2011』
29『科学で遊ぼう！マリー&ガリー2011』

12.23『 ざわざわ森のがんこちゃんスペシャル～いのち
の水をまもれ！』

24『 2011年日本賞presents　世界のとっておきテレ
ビ』

25『 まるごと紹介！日本賞　受賞作品　アメリカを
振り返る～人種隔離バスへの抵抗』

26『 まるごと紹介！日本賞　受賞作品　チェルノブ
イリ　再生の歴史』

27『 まるごと紹介！日本賞　受賞作品　み い つ け
た！　真実はウソをつく～秩序』

30『 スクール　Live　Show　for KIDS　スペシャ
ル　なわとびかっとび王選手権2011』

 2.11『ABUデジスタティーンズ』

〔BS1〕
10.25～28『 BS世界のドキュメンタリー　シリーズ　

世界に生きる子どもたち』

〔ラジオ第1〕
11.25『 特集“エレうた！”ワークショップ2011～これ

が電子の歌作りのコツだ！』

〔FM〕
11. 5『名曲リサイタル』

〔国際〕
11.5，14，21『J－MELO秋フェス2011』

5．歳末・海外たすけあい関連

〔総合テレビ〕
11.27『あなたのやさしさを2011』
12.25『NHK歳末・海外たすけあいを終えて』

〔ラジオ第1〕
12. 1『きょうからNHK歳末・海外たすけあい』
25『NHK歳末・海外たすけあいを終えて』

6．年末年始特集

〔総合テレビ〕
12. 2『のんびりゆったり　路線バスの旅スペシャル』
 4『 スペシャルドラマ～坂の上の雲　第10回「旅順
総攻撃」』

11『 スペシャルドラマ～坂の上の雲　第11回「二〇
三高地」』

17『 NHKスペシャル～シリーズ日本新生～激論
“増税”税から考える　日本のかたち』

17～18『東北ローカル鉄道の旅（前編）（後編）』
18『 スペシャルドラマ～坂の上の雲　第12回「敵艦
見ゆ」』

12.20『 もうすぐ紅白！ここが見どころ生放送スペシャ
ル』

21『こんにちは！動物の赤ちゃん2011』
『 タイムスクープハンター　スペシャル～戦国S
OSカラス天狗

ぐ

を追え！』
22『きよしとこの夜2011　クリスマススペシャル』
『 ブラタモリスペシャル～江戸城外堀超拡大
版！』

『アルクメデス　デジタル』
23『 ホリデーインタビュー～能楽囃子大倉流大鼓奏
者・大倉正之助』
『走る宮殿　特別編』
『年忘れ漫才競演2011』
『 NHKスペシャル～緊急報告　北朝鮮はどこへ
向かうのか』

『 Bizスポ年末スペシャル～日本経済　光を求め
て』

『Shibuya　Deep　A　クリスマススペシャル』
24『とれたてマイビデオ2011』
『 ドラマ「てっぱん」番外編～イブ・ラブ・ライ
ブ！』

『 ワンダー×ワンダー　プレゼント・オブ・ナイ
ル』

『 ミラクルセンスを磨け　あなたの知らない脳の
力』

『特ダネ！投稿DO画　クリスマス・スペシャル』
『 野田さんとメリークリスマス～野田ともうしま
す。スペシャル』

『恋のシンクロ率』
25『 ザ少年倶楽部プレミアム　クリスマススペシャ
ル』
『 スペシャルドラマ～坂の上の雲〈終〉　第13回
「日本海海戦」』

『 NHKスペシャル～証言ドキュメント永田町　
権力の漂流』

26『たけしアート☆ビート　年末スペシャル』
『 追跡！真相ファイル～あなたを狙う“情報屋”』

27『 スポーツハイライト2011～スポーツの“底力”』
『 追跡！真相ファイル～パチンコにハマる女た
ち』



第４部　資料編｜NHK

679 NHK年鑑’12

28『 ともに希望あるあしたへ～ニュースハイライト
2011』
『 ヒューマンドキュメンタリー　僕たちにできる
こと～モンキーマジックと被災地の人々』

28『 追跡！真相ファイル～低線量被ばく 揺らぐ国
際基準』

29『 耳をすませば～あの人からのメッセージ～時代
を駆け抜けた名優たち～杉浦直樹・原田芳雄』
『 大河ドラマ「江～姫たちの戦国」総集編　第一
章「戦国三姉妹」，第二章「三度の結婚」』

『わが家は“ネットごはん”』
『大相撲この一年』
『夢の紅白2011　名歌手たちの名勝負・名対決』
『 ホットスポット最後の楽園スペシャル～福山雅
治　命の旅へ』
『 特集　双方向解説そこが知りたい！～どんな国
を目指すのか』

30『 耳をすませば～あの人からのメッセージ～笑い
で平和と元気を～喜味こいし・坂上二郎』
『 大河ドラマ「江～姫たちの戦国」総集編　第三
章「待望の嫡男」，最終章「三姉妹の絆」』

『 ヒューマンドキュメンタリー～車輪の一歩～激
闘・車いすバスケット』
『 キッチンが走る！冬スペシャル～陽光あふれる
薩摩半島で究極のフルコース』
『 旋律よ“殿堂”に響け～ピアニスト・辻井伸行
自作曲に挑む』
『いよいよ明日！紅白直前スペシャル』
『サラリーマンNEOプレゼンツTVマンNEO』

31『 耳をすませば～あの人からのメッセージ～人間
の心を見つめ続けて～小松左京・北杜夫』
『 連続テレビ小説「カーネション」総集編前編
「あこがれ」』
『スタジオパーク大みそかスペシャル』
『 希望の町のデザイン　建築家・伊東豊雄　釜石
復興に挑む』
『第62回NHK紅白歌合戦』
『ゆく年くる年』

 1. 1『2012年新春生放送！年の初めはさだまさし』
『国宝　平家納経～平清盛　その美の世界』
『新春！日本の“お宝”大発掘！』
『バラエティー生活笑百科　新春スペシャル』
『おしえて　なでしこジャパン！』
『 アート鑑賞マニュアル美の壺～庭に恋…。豪
華！風流！日本庭園スペシャル』
『 ダーウィンが来た！お正月スペシャル～生きも
の“ナンバー 1”新伝説』
『NHKスペシャル～目指せ！ニッポン復活』
『新日本風土記スペシャル　雪の夜』
『ケータイ大喜利　お正月スペシャル』

 2『 さわやか自然百景　新春スペシャル～森の国　
日本』
『三宅一生東北へ　伝統を未来につなぐ旅』
『震災の歌～鎮魂と希望と 4千首の記録』
『特集小さな旅　忘れ得ぬ山河』
『日村・土田・塚地の爆笑TEPPANストリート』

『 地球イチバンスペシャル～地球でイチバンのア
スリートの町』
『 ガレキに立つ黄色いハンカチ～山田洋次被災地
と向き合う』　
『新春TV放談2012』

 3『天上の王朝美　京都・修学院離宮』
『大河ドラマ「平清盛」とっておき紀行』
『初笑い東西寄席』
『親子で一緒に！とっておき★K－POP』
『 あなたが主役50ボイススペシャル～大河ドラ
マ・平清盛ボイス』

『にっぽん新春歌まつり～ふるさとを元気に』
『 検索deゴー！とっておき世界遺産～お正月スペ
シャル2012』
『 大人ドリル・新春拡大版～日本再生の芽を大提
言！』

 4『 仕事ハッケン伝　涙と笑いの仕事始めスペシャ
ル』
『 ワールドWaveトゥナイト　2012年世界はどう
動く』
『 洋楽倶楽部80’s 2012ウィンター～ロンドン・ス
ペシャル』

 5『親子でナットク　イチから、Q！』
 6『 クイズでGo！ローカル線の旅～北近畿タンゴ
鉄道・宮津線』
『 MAG・ネットSP～新春！萌え描き初め～夢の
創作まつり』
『コネクト+PLUS』

 7『 ウィーン・フィル　ニューイヤーコンサート
2012』
『土曜ドラマスペシャル「とんび」前編』
『穴場ハンター』

 8『サンデースポーツ　新春スペシャル』
 9『ホリデーインタビュー　冒険家・辰野勇』
『 若冲ミラクルワールド特別編～嵐・大野智が体
感！天才絵師』
『再会～20年後の君たちは―』
『 鶴瓶の家族に乾杯　大河ドラマ「平清盛」スペ
シャル「松山ケンイチ　広島県廿日市市」（前
編）』

10『がんばっぺラジオ～密着・女川災害FM』
14『土曜ドラマスペシャル「とんび」後編』
20『 MJ　presents　密着！水樹奈々　ドームライ
ブの作り方』

29『立ち上がれ！高校生の“食プロジェクト”』
 2.25『夜なのにあさイチ～漢方スペシャル』

〔Eテレ〕
12. 2，9『バリバラスペシャル　笑っていいかも！？』
 4『第37回　将棋の日』
10『第38回NHK古典芸能鑑賞会』
17『 地域ミーティング～みんなで“働く場”を作ろ
う～岩手・大槌町吉里吉里地区』
『決定！すくすくアイデア大賞2011』

18『第80回日本音楽コンクール　ドキュメント』
『 ニュースで英会話　年末スペシャル～英語でふ
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り返る2011』
12.23『 ざわざわ森のがんこちゃんスペシャルショー～

いのちの水をまもれ！』
24『おさるのジョージ　クリスマススペシャル』
『 クリスマスレクチャー・イン・ジャパン～世界
の英知が説く科学』
『韓流“語学”ナイト2011』
『カトリーヌ・ミュレー　パリ発！花のノエル』
『グレーテルのかまど　クリスマスナイト』

25『ららら♪クラシック』
26『 きょうの料理&きょうの健康スペシャル～コラ
ボ　豪華おせちで健康祈願！』

26～28『 語学コロシアム～アスリートたちのもうひ
とつの戦い』

31『 クッキンアイドルスペシャル　まいんのおせち
でハッピー』
『 スクールLiveShow　for TEENS  年末特集　
AKB48が送るティーンズ傑作パフォーマンス』
『京都南座顔見世大歌舞伎』
『 Rの法則大みそかSP　2011決定版！R’sが気に
なったニュース』
『 劇場版　きかんしゃトーマス　伝説の英

ヒ

雄
ロ

』
『N響「第 9」演奏会』
『クラシック・ハイライト2011』
『0655・2355　年越しをご一緒にスペシャル』

31～ 1. 3『 日本の話芸20周年スペシャル　珠玉の
名演セレクション』

 1. 1『舞楽』
『 ビットワールドSP★解かれる封印・ビットワー
ルド前史！』
『ティーンズプロジェクト　フレ☆フレ』
『オトナへのトビラTV』
『俳句さく咲く』
『 テストの花道　考えるチカラでお年玉スペシャ
ル』
『すイエんサー　お正月スペシャル』
『 ウィーン・フィル　ニューイヤー・コンサート
2012』
『 もうまかせられない！新世代が解く　ニッポン
のジレンマ～震災の年から希望の年へ』

 1～2『 スタンフォード白熱教室@大阪大学（前・
後編）』

 1～3『新春能狂言』
 2『新春吟詠』
『 新春お好み将棋対局　ドリームマッチ2012　東
西巨匠ライバル対決』
『新春桧舞台』
『 劇場版アニメ　忍たま乱太郎　忍術学園　全員
出動！の段』
『こいつぁ春から～初芝居生中継』
『古典芸能への招待～能・狂言』

 3『 新春お好み囲碁対局　逆転必至のタッグマッ
チ！プロ・タレント夢の連碁戦』
『 第65回ライスボウル　アメリカンフットボール
日本選手権』
『人形アニメ　チェブラーシカ』

『第55回NHKニューイヤー・オペラコンサート』
『 日本の話芸　20周年スペシャル～至芸名演の軌
跡』

 9『 きかんしゃトーマス～ミスティアイランド　レ
スキュー大作戦！！』

15『演劇特集　泉鏡花～天守物語』
28『能狂言』

〔ラジオ第1〕
12.19～23，26～30『おとおばけのぼうけん』
22～23，26～28『ふるさと発くらしこの 1年』
23『 ホリデーライブ in スタジオパーク～天皇誕生
日編』
『千昌夫～ふるさとのために歌う』
『追悼2011』
『投稿御礼！radio de 大喜利 U－22』
『キャンパス寄席スペシャル@石巻専修大学』

24『 クリスマスにはジャズを～オトナの補習授業・
冬期特別講座』
『カケダセ！クリスマスライブ』

25『 歳末蔵出しわがままジョッキー　元気が出る
歌』
『wktkナイト～クリスマス編』

28『大震災にまけない　ニュース2011』
29『 ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・歳末編』
『スポーツ新たな時代2011』

29～30『怪談源平合戦絵巻 冬の陣』
29～31『ラジオビタミン・年末スペシャル』
30『民族楽器が奏でる“世界の音楽ショウ”』
『渋谷アニメランド～2011年を振り返って特集』

30～31『 ふるさと&つながるラジオ年末スペシャ
ル』

31『思い出の昭和歌謡』
『 ふるさと&つながるラジオ年末スペシャル　東
北を歌で応援』

『 特集 渋谷アニメランド in 福井～トーク&トー
ク ストライクウィッチーズ』

『年越しラジオ ゆく年くる年』
 1. 1『おめでとう あさいちばん』

『新春列島2012』
『第91回天皇杯全日本サッカー選手権　決勝』
『おめでとう！地球ラジオ2012』
『元日の夜は ぷちぷちケータイ俳句』

 1～3『対談2012～今までのこと、これからのこと』
 2『第88回 東京箱根間往復大学駅伝競走　往路』
『新春おめでたバラエティー』
『風間俊介のジミメン！デラックス2012』

 2～3『新春おめでた文芸』
 3『第88回 東京箱根間往復大学駅伝競走　復路』
『新春・ここでしか聞けない！落語会』
『つぶや句575～恋のシュラバンバ』

 8『第48回全国大学ラグビー選手権　決勝』
 9『 ホリデーライブ in スタジオパーク～成人の日
編』
『フォークは素敵な贈り物～成人の日編』
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『被災地ボランティアがしたい！』
『オグラジオ～ぼくたちの青春』
『新・話の泉スペシャル～家元の思い出編』
『新成人よ大志を抱け』

15『第30回全国都道府県対抗女子駅伝』
17『 特集　震災17年～阪神・淡路から伝えたいメッ
セージ』

〔ラジオ第2〕
12.31『 Jazz　In　English　英語で歌うジャズの秘け

つ』
『ラジオでも花道　大みそか・お悩み相談会』
『 Dear　TOHOKU　被災地から、世界から、若
者のメッセージ　ニュースで英会話　ラジオ第
2年末スペシャル』

 1. 1『宗教の時間・新春特集　日本文化の心と形』
『 カルチャーラジオ・スペシャル第 1回名演奏～
音楽はラジオとともに』
『 聞いて聞かせて新春特番　届け！再出発へのメ
ッセージ～音楽に希望をのせて』

 1～2『新春特集！K－POPでハングル三昧』
 1～5『特集　村上春樹を読む』
 2『 カルチャーラジオ・スペシャル第 2回名勝負～
スポーツに沸く』
『みんなでつくる“音の風景”』

 3『 カルチャーラジオ・スペシャル第 3回名舞台～
名優の晴れ姿』
『世界をつなげ！ニッポンのうた』

〔FM〕
12.17『レイハラカミ・トリビュート』
21～22『Live Music from New York』
22『N響 第 9 演奏会』
23『今日は一日“新世紀女性アイドル”三昧』
『 AKB48の“私たちの物語”クリスマス・スペ
シャル』
『ワールドロックナウ 年末スペシャル』

24『土曜日レディ・杏子のDown Town Christmas』
『 特集オーディオドラマ　鳥の名前の少年 ある
いは、ある小惑星探査機の冒険』
『 所・トータス・奥田の男子会　歌ってくだけ
ろ！』

25『 今日は一日“ハードロック・ヘビーメタル”三
昧Ⅳ』
『ライブビート年末スペシャル』

26『 群響アワー群馬交響楽団　第477回定期演奏会』
26～28『ジャパニーズ ゴールデン ポップス』
26～30『バイロイト音楽祭2011』
28『生誕200年フランツ・リスト 魔術師の真実』
29『九州劇場「鉦

かね

の記憶」』
『仙台音楽倶楽部』
『今日は一日“朝比奈隆”三昧』

30『グスタフ・マーラーを振り返る』
『今日は一日“カントリー”三昧2011』

30～ 1. 3『SLのある風景』
31『 スペイン黄金時代の音楽～ビクトリア没後400

年』
『AKITAアニソン大運動会2011』
『年越しラジオマンジャック』

 1. 1『雅楽』
『本土復帰40年 沖縄の歌と心』
『 新春民謡列島2012～東日本にエール！日本に元
気を！！』

『 ウィークエンドサンシャイン　ウィンタースペ
シャル』
『 ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート
2012』
『坂本龍一 ニューイヤー・スペシャル』
『小山田圭吾の中目黒ラジオ』

 1～3『初春の調べ』
『新春歌謡狂言』
『新春邦楽特選』

 2『まろのSP日記 第 5 集』
 2～3『プレイバック東京JAZZ2011』
 2～6『真冬の夜の偉人たち』

『クロスオーバーイレブン・2012新春』
『 伝説のロックライブ～未発表音源でつづる
ROCK OF AGES』

 3『第55回 NHKニューイヤーオペラコンサート』
 4～5『U－18ユーガタM塾東北スペシャル』
 7『ミュージックライン・ウインタースペシャル』
 8『第65回全日本学生音楽コンクール全国大会』
 9『 セパ対抗！今日は一日“プロ野球ソング”三昧
in福岡』

10『元春レイディオ・ショー 新春スペシャル』

〔ワンセグ2〕
12.16『D.ACTORS Fileスペシャル　松山ケンイチ①』
 1. 6『 麻里子さまのおりこうさま！大宰府スペシャ

ル』
 6～　 5週連続『美輪乃湯　その 2』
21『 麻里子さまのおりこうさま！ヒューマン見ろ
よ！スペシャル』

 2.10『D.ACTORS Fileスペシャル　松山ケンイチ②』

7．春の特集等

〔総合テレビ〕
 3. 1『 クローズアップ現代～震災データマップ　記録

が語る新事実』
 3『土曜ドラマスペシャル　それからの海』
『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～原発
事故　100時間の記録』

 4『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～映像
記録　3.11～あの日を忘れない』

 5『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～38分
間～巨大津波　いのちの記録』

 6『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～気仙
沼　人情商店街』

 7『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～仮設
住宅の冬　いのちと向き合う日々』

 8『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～調査
報告　原発マネー～“ 3兆円”は地域をどう変
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えたのか』
 3. 8『 放射能と生きること～26年目のチェルノブイリ

被災地』
 9『 NHKスペシャル～3.11　あの日から 1年～南相
馬　原発最前線の街で生きる』

10『 特集・明日へ支え合おう～東日本大震災から 1
年』
『震災から 1年“明日へ”コンサート』
『 NHKスペシャル～東日本大震災～もっと高い
ところへ～高台移転　南三陸町の苦闘』
『 3月11日のマーラー』

11『 特集・明日へ支え合おう～東日本大震災から 1
年』
『 NHKスペシャル～“同日同時刻”生中継　被
災地の夜』

15『 帰ってきたニッポンの宝！～ボストン美術館秘
蔵の超傑作』

16『 3 月11日　東京にて』
『 オヤジバトル！～福岡発地域ドラマ・北九州放
送局開局80周年記念』

17『NHKのど自慢チャンピオン大会2012』
『もしも明日…～家族が失業したら』

19『にっぽん紀行～ありがとう　わたしの市場』
『サキどり↑～驚きの足こぎ車いす！』

20『港町相撲ボーイズ　富山発スペシャルドラマ』
『第18回家族で選ぶにっぽんの歌』
『 追跡！真相ファイル～都会の孤立死　SOSが届
かない』

21『にっぽん紀行～それでも、ここで春を待つ』
『 追跡！真相ファイル～プロ農家は農業を変える
のか？』

22『 にっぽん紀行～ここからが勝負ぜよ～高知・お
んちゃんの青空将棋』
『 NHKスペシャル～放送記念日特集～NHKと東
日本大震災～より多くの命を守るために』

23『欽ちゃんのがんばる！日本大作戦』
『ロンドン五輪を100倍楽しもう』
『第15回　熱血！オヤジバトル』

24『 東京カワイイ★TV　SP～カワイイ界の新スタ
ーを探せ！プロジェクト』

25『双方向クイズ天下統一～イヌネコ』
27『 天海祐希パリと女と名画たち～魅惑の新オルセ
ー』

27～28『 マルチチャンネルドラマ　朝ドラ殺人事件
（前編）（後編）』

29『ブラタモリスペシャル～神宮外苑』
『のんびりゆったり路線バスの旅　スペシャル』

31『第 2回オンバト+チャンピオン大会』

〔Eテレ〕
 2. 4『 大！天才てれびくんスペシャル　冬の公開イベ

ント浦島太郎』
 5『平成23年度　NHK全国短歌大会』
11『平成23年度　NHK全国俳句大会』
『ABUデジスタティーンズ』

19『 古典芸能への招待～歌舞伎“口上”“菅原伝授

手習鑑・寺子屋”』
26『 復興ミーティング　第 2回～みんなで“新しい
街”を作ろう』
『 ぼくの絵わたしの絵～第71回全国教育美術展か
ら』

『速報！第40回ローザンヌバレエコンクール』
 3. 3『古典芸能への招待　第26回NHK能楽鑑賞会』
 4『追悼　中村雀右衛門の至芸』
10『地域ミーティング　第 3回』
11『 シンサイミライ学校いのちを守る特別授業～み
んなで学ぼう！「想定外」を生き抜く力！～釜
石の奇跡を起こした男　片田敏孝と子どもた
ち』
『 東日本大震災 1年　この町で暮らしたい～障害
者・地域福祉の復興へ』

『 震災 1年特集　東北発！未来塾スタート夢を描
くチカラ～10年後をプランニングしよう』

16『中学生日記　最終回SP』
17『吟詠　春』
『 演劇特集　小さな劇場の大きな冒険～行定勲　
現代演劇をみる』

18『 新世代が解く！ニッポンのジレンマ』
「 反響・ゼミ編　民主主義の限界？～哲学者・萱
野稔人」

「 反響・ゼミ編　困っている人のニーズと向きあ
え～評論家・荻上チキ」

『 3.11その後　ふるさとの祭りはいま～被災地か
ら日本の祭りの将来を考える』

『 プロフェッショナルな女たち～放送の未来をみ
つめて』

『 ティーンズプロジェクト　フレ☆フレ！募集
編』

19～22『アジアで花咲け！なでしこたち』
19～23『ガッ活！』
20『 課題曲を歌おう　第79回NHK全国学校音楽コ
ンクールにむけて』
『 おじゃる丸スペシャル　銀河がマロを呼んでい
る～ふたりのねがい星』

23『はなかっぱSP』
『スクールLiveShow　総集編スペシャル』

24『 新世代が解く！ニッポンのジレンマ』
「 反響・ゼミ編　“OSの壊れた国”で生きてい
くために～批評家・宇野常寛」

「 反響・ゼミ編　マジックワードにダマされるな
～エコノミスト・飯田泰之」

25『 第62回NHK杯テレビ将棋トーナメント～出場
女流棋士決定戦』
『 3.11後を生きる君たちへ～東浩紀　梅原猛に会
いに行く』

26『テストの花道　大成功スペシャル』
26～28『テクネ　映像の教室』
27『 「笑顔を求めて！」～猿まわしコンビ太郎次郎　
東北を行く』

29『 北の大地が育む少年たち～北海道家庭学校の 1
年』
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30『 人類は宇宙人なのか？～立花隆VS東北の小学
生90人』
『麻里子さまのおりこうさま！大人の法則SP』
『 きらっといきる最終回&バリバラ直前スペシャ
ル』
『未来を変えるプレゼンテーション』

31『 にっぽん農業がめざすもの　第40回、41回日本
農業賞から』
『こども農業漁業たいけん教室』
『きかんしゃトーマスがやってきた』
『ふしぎの海のナディア徹底研究！』
『 いよいよ始まるglee　ドラマ×音楽～魅力大解
剖』
『 新世代が解く！ニッポンのジレンマ　決められ
ないニッポン～民主主義の限界？』

〔ラジオ第1〕
 2. 5『第61回 別府大分毎日マラソン』
10～12『 愛されて50年♪みんなのうたリクエスト大

全集』
11『鎌田實 いのちの対話～日本を考える』
『 若者ディスカッション～10代のクロスロード・
冬』

18～19『地球ラジオ イン ベトナム』
 3. 4『第67回びわ湖毎日マラソン』

『選択の春～福島原発事故から 1年』
 9『 サンドウィッチマンのしゃべろうぜ！～被災地
の声を全国へ』

10『仙台発ラジオ深夜便』
11『 被災地からの声～NHK 東日本大震災 音声アー
カイブス』
『 復興へ、あしたのために～東日本大震災から 1
年』
『エネルギーの未来』
『渋マガZ 公開生放送 in 石巻』
『東日本大震災 1年 災害時のラジオの役割は』

18『黒船座談～震災 1年 今こそわれら日本を愛す』
『第49回ラグビー日本選手権～決勝』

19『プレ・すっぴん！』
20『鎌田實 いのちの対話～総集編』
『ラジオNHK杯将棋トーナメント』
『ナイスゲーム～言葉で伝えるスポーツ名勝負』
『 みんなで考える地域防災とは～第 2回 防災ラ
ジオドラマコンテストから』

21『ライブハウス・R－1』
23『wktkラヂオ学園 入学説明会』
25『NHKアニメ祭～バクマン。ラジオ』

〔ラジオ第2〕
 3.30『 基礎英語スペシャル～きみもあなたも腕だめ

し！全国一斉実力テスト』

〔FM〕
 2. 5『とどけ いのりのうた』
11『新しい日本の歌』

 3.11『震災FM特集～ココロウタ』

20『奥会津、からむし織の響き』
『今日は一日“渋谷系”三昧』

20～24『 ジャズ・トゥナイトプレゼンツ　日本のジ
ャズ　幻のライブ』

24『今日は一日“グループサウンズ”三昧』
25『 課題曲を歌おう　第79回NHK全国学校音楽コ
ンクールにむけて』
『 アンサンブルの楽しみ　第50回全国学校合奏コ
ンクールから』

27～31『大滝詠一のアメリカン・ポップス伝2012』
31『浜松発 蓄音機で聴く20世紀の薫り』
『 gleeな夜をあなたに･･･ ～音楽でとことん楽し
む！話題のミュージカルコメディー』

〔ワンセグ2〕
 3.12～16『モタさんの言葉』
19～23『ガッ活！』
23『全国ゆるキャラ図鑑』


