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『やまと尼寺　精進日記』 18:00～18:29
　「文月　万葉ハーブの贈りもの」 7.31
　「霜月　収穫の秋は大忙し」 12.11
　「如月（きさらぎ）　冬ごもりの楽しみ」 2.26
　奈良県桜井市，険しい山道を40分歩かないとた
どりつけない寺に暮らす尼僧たち 3人。28年前に
無人寺を再興した住職，住職に口説かれ東京の
OLから転身した副住職，働き者の住み込みお手
伝い嬢。日々笑い転げながら，丹精込めて精進料
理を作っている。主な素材は寺の周囲の山野草を
採取する「山の恵み」。そして「里からの贈りも
の」。ちょっと不思議で，笑顔あふれる尼寺の暮
らしぶりを， 4 K撮影で季節を伝える美しい映像
と共に届ける。／声の旅人：柄本佑／文化・福祉
番組部，NED
『夢をかなえるアン・ドゥ・トロワ』

5 .14／15:00～16:00
　日本バレエ界の大イベント「NHKバレエの饗

きょう

宴
えん

」の舞台に，未来のエトワールを目指す子供た
ちが立つまでを追ったドキュメンタリー。子供た
ちを指導したのは，元パリ・オペラ座バレエ団エ
トワールで，現ウィーン国立バレエ団芸術監督の
マニュエル・ルグリ。オーディションから，レッ
スン，本番まで， 9か月を徹底的に密着。見違え
るほど成長していく子供たちの姿と，ルグリのバ
レエ，そして子供たちに対する愛情を伝えた。／
語り：忽那汐里（女優）／音楽・伝統芸能番組部
『ろんぶ～ん』

3.29／23:00～23:30
　とっつきにくいイメージがある「論文」。しか
し丁寧に読み解いていくと知的好奇心を刺激して
くれる「知の結晶」が詰まっている。この番組は
研究者が人生をかけて生み出した「論文」を“ロ
ンブー”淳と楽しむ教養エンターテインメント。
今回のテーマは“ハゲ”。トレンディエンジェル
が歴史・医学・社会学…などハゲにまつわる論文
を紹介した。／出演：田村淳，片山千恵子アナ，
トレンディエンジェル，関根勤，入矢麻衣／ナレ
ーター：石澤典夫アナ／青少年・教育番組部
『若き音楽家たちの挑戦～第85回日本音楽コン
クール～』 12.10／15:00～16:00

　クラシック音楽の世界で，作曲家・演奏家を志
す者の登竜門とされる「日本音楽コンクール」。
全 6部門（作曲，ピアノ，バイオリン，オーボエ，
フルート，声楽）合わせて25人が登場した本選会
の舞台裏に密着，インタビュー取材なども行い，
ドキュメンタリーとして放送した。／音楽・伝統
芸能番組部

BS1

BS1：定時番組
『ABCニュースシャワー』

火～土　 4:40～ 4:45
再月～金　15:05～15:10

　第 1 回06.11.1／米ABCのニュース番組『ワー
ルド・ニュース・トゥナイト』の中から，時事英
語のキーワードを選んで解説。直近の国際ニュー
スを通じて，生きた英語を学べるという，一粒で
二度おいしいミニ番組。そのままの動画をホーム
ページにも展開した。／政経・国際番組部，NEP
『BS世界のドキュメンタリー』

（ 4～10月）火～金　 0:00～ 0:49
（11～ 3 月）月～木　23:00～23:49

再火～金　17:00～17:49
　第 1 回04.4.1／トランプ時代，不寛容な社会，
移民などのグローバルな問題，また，AI社会と
個人など21世紀の懸案となっているテーマを積極
的に取り上げた。海外のプロダクションが制作し
た秀作を厳選して購入するほか，国際共同制作も
行った。16年度は，ヒトラーの『わが闘争』の再
出版に合わせたシリーズ「ヒトラーの残像」（全
4本），リオ五輪を前にドーピング問題からスポ
ーツ脳の秘密までを扱った「スポーツ・ドキュ
選」（全 4本），サウジアラビアや旧ソ連の秘密都
市の実態を描く「“閉ざされた国々”を行く」（全
4本），トランプ大統領の誕生とイギリスのEU離
脱から見える「広がる“不寛容な社会”」（全 4
本），不老不死やロボット・AI化が現実となる「す
ぐそこにある未来社会」（全 2本）など，ジャー
ナリスティックな視点と同時代性を大切にして世
界の“今”を切り取ってきた。また，特集として
「発掘アジアドキュメンタリー」を組み込み，内
外に幅広く多彩なメッセージを発信した。また，
国際共同制作ではオバマ大統領の 8年間を総括す
るシリーズや，世界の大都市の知られざる屋上ラ
イフを描いたシリーズ，チェルノブイリ原発の石
棺を覆う巨大プロジェクトを記録した番組などを
放送した。／展開戦略推進部，NEP，Gメディア
『BSニュース』

月～日　毎時50分～
　第 1 回04.11.1／毎時50分から10分間を基本と
し，24時間放送。国内外の主なニュースをはじめ
各地の話題，為替と株の情報，気象情報などを内
容豊富に伝えている。また，地震や事件・事故な
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どの緊急報道にも迅速に対応。“ニュースはコン
パクトかつ多項目”が編集方針で，ヘッドライン
でその時間のニュースが一目で分かるように構成
されている。大リーグやプロ野球などのスポーツ
中継がある場合は，中断ニュースになる。／キャ
スター：伊藤博英アナ，上代真希，工藤紋子，實
石あづさ，井上真帆，杉本麻紀，山住悠，高嶋未
希，白石理央，竹村優香／テレビニュース部
『BS列島ニュース』

月～金　13:00～13:49
　第 1 回07.4.2，最終回17.3.31／各地の放送局が
正午に伝えたローカルニュースをまとめて全国向
けに放送。リポートコーナーを常設し，地方局が
制作した地域色豊かなリポートを毎日放送してい
る。NHKオンデマンドでも配信している。スポ
ーツ中継が延長した場合などは短縮，もしくは休
止。／キャスター：上代真希，工藤紋子，實石あ
づさ，井上真帆，杉本麻紀，山住悠，高嶋未希，
白石理央，竹村優香／テレビニュース部
『CNNスチューデントニュース』

火～土　 3:30～ 3:40
再月～金　15:10～15:20

　第 1 回09.3.30／米CNN制作，中学・高校生向
きのデイリー・ニュース番組を 2か国語で伝えた。
クイズなども織り込み，楽しくニュースを見せる
工夫もある。独自に英語字幕も付加し，英語の勉
強に最適。／政経・国際番組部，Gメディア
『COOL JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～』

日　18:00～18:44
（ 4 ～10月）再日　12:00～12:44
（11～ 3 月）再水　18:00～18:44

　第 1 回06.4.5／07年度からBS1で毎週放送。日
本人も気付かない日本の魅力を，外国人が発掘し，
世界と日本の文化や考え方の違いを楽しむ知的バ
ラエティー。16年度も300回記念枠内特集，地域
ロケ特集「木曽路」，新シリーズ「外国人への大
ギモン」，99分の正月特集「世界が驚いたニッポ
ン」，4 K一体化制作の特集「雪国」含む「日記」
「日本そば」「模様」など34本の新作を制作して
多様なクールを取り上げた。／司会：鴻上尚史，
リサ・ステッグマイヤー／ナレーション：日髙の
り子，中井和哉／ご意見番：荒俣宏，小林康夫，
佐藤博康，中村伊知哉，黛まどか／コンテンツ開
発センター，NEP，クリエイティブネクサス
『Jリーグタイム』

（ 4～11月， 3月）土　21:10～21:49
（12～ 2 月）土　21:00～21:39

　第 1 回06.3.5／放送は原則としてJ1リーグ戦開

催日，どこよりも早く，当日のJ1全試合全ゴール
をダイジェストで伝えた。シーズンオフは各回ご
とにテーマを設けて特集企画を放送。／スポーツ
番組部，Gメディア
『Let’s！　クライミング』　新

土　17:30～17:50
　第 1 回16.11.12／20年東京五輪の追加競技に決
まったスポーツクライミング，日本代表はワール
ドカップなど国際大会でメダルラッシュ，ボルダ
リング競技では世界最強を誇る。クライミングを
楽しめるジムも大盛況，若者を中心に広い世代か
ら支持されている。番組では，初心者でも楽しめ
るよう基礎から丁寧に指導，誰でも気軽に楽しめ
るスポーツとして紹介する。また，国際大会で活
躍する日本代表を招き，自らの試合を徹底分析，
観るスポーツとしての魅力も伝える。後期15本制
作／司会：工藤夕貴，萩原浩司／ゲスト：楢崎智
亜，藤井快，野中生萌，野口啓代ほか／コンテン
ツ開発センター，Gメディア
『NFLウイークリー　2016』

（ 9～ 2月）月・土・日　随時
　第 1回11.9.17／アメリカンフットボールの最高
峰，米NFLの16～17レギュラーシーズンとプレ
ーオフ，スーパーボウルまでに行われた注目カー
ドや好試合をピックアップした週間ハイライト。
NFLの直轄組織「NFL FILMS」が制作するダイ
ジェスト番組のリメイク版で，人気選手の密着映
像や試合中の選手・監督の声など，通常のメディ
アでは取材できないコンテンツもふんだんに紹
介。（全21回）／スポーツ番組部，Gメディア
『PGAゴルフツアー』

随時
　第 1回92.1.5／年間約40試合の決勝ラウンドを
中心に放送。また，世界ゴルフ選手権やザ・プレ
ーヤーズ・チャンピオンシップは予選ラウンドか
ら 4日間生中継した。松山英樹や石川遼ら日本選
手の活躍はENG取材も積極的に行い，予選ラウ
ンドのプレーやラウンド後のインタビューも紹介
していった。／スポーツ番組部，Gメディア
『アスリートの魂』

BS1　土　 0:00～ 0:44
再日　17:00～17:44

G　　月　 0:10～ 0:54
　第 1 回12.4.2（BS1），11.4.4（G）／トップアス
リートの技と心に迫る本格派スポーツドキュメン
タリー。リオデジャネイロ五輪・パラリンピック
の開催前には，水球男子日本代表，新体操女子団
体などのほか，義足のジャンパー（走り幅跳び）
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中西麻耶選手を取り上げた。リオ大会後は，東京
大会で新種目として採用されることになったスポ
ーツクライミング・野口啓代選手，空手・型の喜
友名諒選手などを紹介した。また，ピョンチャン
冬季五輪に向けて，フィギュアスケートの羽生結
弦選手，宇野昌磨選手の活躍を伝えた。20年に向
けて視聴者のスポーツへの関心を高めることに大
きく貢献した。／スポーツ番組部
『イギリス・BBCブレックファストニュース』

土・日　16:40～16:49ほか（随時）
　第 1 回07.7.22／イギリスの公共放送BBCが，
NHKの総合テレビにあたるチャンネル「BBC 
ONE」で，現地土曜と日曜の朝 6時から放送し
ているニュース番組。最新のニュースを 2か国語
放送でいち早く伝えた。／政経・国際番組部，G
メディア
『奇跡のレッスン』　新

日　23:00～23:49
再金　18:30～18:50

　第 1 回16.11.20／これまで特集として随時放送
してきた人気シリーズが後期の定時番組に。世界
トップクラスの指導者が子どもたちに一週間の特
別レッスン。その過程で，指導者がどんなアドバ
イスをし，どんな化学反応を起こしていくのかを
前・後編で伝えた。フィギュアスケート・羽生結
弦選手の振付師や，卓球・水谷隼選手のジュニア
時代のコーチ，ゴルフのタイガー・ウッズ選手の
育ての親も登場。合唱やストリートダンス，料理
など多彩なテーマを取り上げ，子どもたちの劇的
な変化に，多くの感動の声が寄せられた。／コン
テンツ開発センター，NED
『キャッチ！世界のトップニュース』

月～土　 7:00～ 7:49
　第 1 回16.4.4／世界の19の国と地域，24の放送
局が伝えるニュースの中から，日本の視聴者にと
って重要な項目を，経験豊富なキャスター陣が分
かりやすい解説を加えて朝一番で届けた。／キャ
スター：香月隆之，山澤里奈，藤田真奈美，丹野
麻衣子／政経・国際番組部，Gメディア
『球辞苑～プロ野球が100倍楽しくなるキーワ
ードたち～』　新

土　23:00～23:49
再木　20:00～20:49

　第 1 回16.11.12，最終回17.3.25／プロ野球オフ
シーズン企画として開発され，独自の切り口で知
られざる野球の神髄・極意をひもといてきた番組
がレギュラー化。「クイックモーション」「ホーム
ランキャッチ」「満塁」「ストレート」「ゲッツー」

など，毎回，現役選手やOBたちへの取材を基に
一つのテーマを深く掘り下げ，視聴者をプロ野球
の奥深い世界に誘った。（全14回）。このほか特集
番組として「開幕直前100分スペシャル」（3.25）
も放送。／出演：徳井義実（チュートリアル），
塙宣之（ナイツ），里崎智也などプロ野球解説者
ほか／語り：土屋伸之（ナイツ）／コンテンツ開
発センター，NEP，万作
『経済フロントライン』

土　22:00～22:49
　第 1回15.4.4／「This Week」というコーナー
では， 1週間の経済ニュースを番組独自の取材や
視点で分かりやすく伝えた。「特集フロントライ
ン」では，マクロ経済からトレンド情報まで経済・
社会問題を深く読み解いた。「未来人のコトバ」
では，経済人などへのインタビューを通して，仕
事や暮らしに役立つヒントを伝えた。／キャスタ
ー：野口修司，竹内優美／政経・国際番組部，G
メディア
『激動の世界をゆく』　新

（月 1回）日　22:00～22:50，23:00～23:49
　第 1 回16.5.1／大越健介キャスターが，いま注
目の国を旅し，ニュースの深層にある人々の思い
や社会のうねりを独自の視点で切り取る「報道紀
行番組」。EU離脱の国民投票に揺れるイギリス，
多様な宗教・民族の共存を図るインドネシア，大
統領選挙で社会の分断が浮き彫りになったアメリ
カ，アメリカと国交回復し 1年を経たキューバ，
ロシアのウクライナ侵攻に緊張高まるバルト三
国，ポピュリズムが急速に台頭するオランダにつ
いての番組を放送した。／キャスター：大越健介
／政経・国際番組部，Gメディア
『国際報道2016／2017』

月～金　22:00～22:50
　第 1回14.3.31／今日 1日の国際ニュースをせき
止め，NHKの海外総支局による独自取材と，各
国の放送局の伝え方を交えて，世界の事象と密接
に関わり合っている日本の姿を視聴者に分かりや
すく伝えた。／キャスター：田中淳子，児林大介，
佐藤誠太，増井渚／政経・国際番組部，Gメディア
『スポーツ　データ・コロシアム』　新

（最終）土　 0:00～ 0:50
　第 1回16.4.30，最終回17.2.25／最新のデータ分
析技術を番組制作に活用し，プレーの秘密を解明
しようとする新スポーツドキュメンタリー。経験
や勘で語られてきた“勝負のあや”をIT技術や
4 Kの高精細映像を用いて解析し，勝利に導く
“データ”を探り出す。第 1回は「サッカー司令
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塔対決＆MLBトラッキング最前線」。この他，リ
オ五輪の柔道や陸上400mリレー，テニス錦織圭，
箱根駅伝，卓球全日本選手権などの戦いを取り上
げた。（全10回）／スポーツ番組部，Gメディア
『世界はRioをめざす』　新

（前期）日　21:00～21:49
　第 1 回16.4.3，最終回16.8.28／激動の世界から
さまざまな思いを胸にリオデジャネイロオリンピ
ックをめざすアスリートたちにスポットを当てる
新しい社会派スポーツドキュメンタリー。部族の
誇りをかけてアーチェリーでブラジル代表をめざ
すアマゾンの先住民の若者，内戦に揺れる祖国の
ためにと貧困の中で練習を続ける南スーダンのラ
ンナーたち。障害者福祉が不十分なルワンダから
パラリンピックをめざす，シッティングバレーの
選手たちも取り上げた。オリンピックイヤーの 4
月から 8月まで， 6本制作した。／コンテンツ開
発センター，NEP，Gメディア
『世界はTokyoをめざす』　新

日　21:00～21:49
　第 1 回16.10.10／激動の世界からさまざまな思
いを胸に東京オリンピックをめざすアスリートや
彼らを支える人々にスポットを当てる社会派スポ
ーツドキュメンタリー。第 1回は，震災から復興
半ばのネパールで「Tokyo」を合言葉に野球に取
り組む少年たちを取り上げた。また，三世代共に
五輪選手という飛び込みの一家の日々を追った
り，五輪の安全を守るための対策に乗り出した警
察に密着するなど，2020年をめざして生きる日本
人の姿も描き，厚みのあるドキュメンタリー枠と
して定着しつつある。年間30本を制作予定。／コ
ンテンツ開発センター，NEP，Gメディア，NED
『チャリダー★快汗！サイクルクリニック』

土　18:00～18:25
再日　 5:00～ 5:25

　第 1 回15.4.4／16年度から放送時間が拡大／ス
ポーツサイクルを楽しむ人に送る自転車情報番
組。全国各地の自転車イベントや大会のほか，絶
景ロードを巡る自転車旅などを紹介。より速く，
より快適に走るための「サイクルクリニック」を
スタジオに開設し，自転車の役立つテクニックを
伝えた。坂を上ることを愛するサイクリストを紹
介するコーナー「坂バカだより」の新設や，女性
層の視聴拡大をねらった一般公募による「女子
部」創設など，内容をさらに充実させて自転車の
魅力を伝えた。／出演：うじきつよし，朝比奈彩，
竹谷賢二，堤下敦，猪野学／コンテンツ開発セン
ター，Gメディア，テレコムスタッフ

『超人たちのパラリンピック』　新
（月 1回）日　21:00～21:49

再日　 0:00～ 0:49
　第 1 回16.5.1／障害者アスリートの知られざる
能力に迫る『超人たちのパラリンピック』。リオ
デジャネイロパラリンピックに向けて，車いすレ
ースの上与那原寛和選手，車いすラグビーの池崎
大輔選手，陸上のハインリッヒ・ポポフ選手を取
り上げた。リオ大会後は，障害を乗り越えて競技
の奥深さを追求するアスリートの人間性に迫っ
た。視覚障害者柔道・藤本聰選手，競泳・山田拓
朗選手，視覚障害者マラソン・道下美里選手，陸
上・山本篤選手などを取り上げ，視聴者のパラリ
ンピック・障害者スポーツへの理解を深めた。／
スポーツ番組部
『挑戦者たち』　新

日　 3:00～ 3:10ほか
　第 1回16.4.10／日本を飛び出し世界各地で自ら
の能力の限界に挑戦する，さまざまな分野のスポ
ーツ選手を取り上げるミニ番組。毎回10分 1 話完
結の構成。日本でトップを極めた人，世界で実力
を磨き凱

がい

旋
せん

帰国を狙うアスリート，現役引退後コ
ーチとして世界で活躍する元選手。スポーツの分
野で世界に羽ばたく日本人を幅広く紹介する。年
間40本制作した。／コンテンツ開発センター，NEP
『東京オリパラ団』　新

（月 1回）日　21:00～21:49
再金　 0:00～ 0:49

　第 1回16.11.6／東京2020に向けた新たなスポー
ツ情報番組。“東京大会に参加したい！　関わり
たい！”，そんな熱い人たちや五輪にまつわる秘
話を紹介，オリパラの気運を高めることを目指す
番組。五輪応援の達人，リオ五輪の卓球台を手が
けた職人，都市鉱山からメダルを作るプロジェク
ト，リオ大会の心のレガシー，東京1964で日本に
広まった洋食文化などを紹介した。また，パラ陸
上の中西麻耶選手や車いすラグビーの池崎大輔選
手，ボッチャの高橋和樹選手なども出演し，パラ
競技・選手の魅力を伝えた。／出演：東貴博，グ
ローバー，桜井日奈子，大西流星／スポーツ番組
部，2020東京オリンピック・パラリンピック実施
本部，Gメディア
『東京マーケット情報』

月～金　12:00～12:24，15:25～15:50
　第 1 回87.7.4／東京株式市場の 1部・ 2部の値
動きを中心に，外国為替市場，債券市場などの最
新の動向を伝える情報番組。午後 3時台は専門家
が 1日の市場の動きや国内および世界経済の動向
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を分析している。最新の経済ニュースも放送した。
／キャスター：高須沙知子，柏田久美子／政経・
国際番組部，Gメディア
『ドキュメンタリーWAVE』

日　22:00～22:49
（前期）再月　17:00～17:49
（後期）再木　18:00～18:49

　第 1回11.4.3，最終回17.4.2／世界の“今”を見
つめながら，同時に日本人の未来を考える番組。
16年度は欧州のイスラム排斥の動きを独自の視点
で見つめた「デンマーク“ミートボール論争”」
や，コロンビア和平の壁を描いた「ゲリラ兵が町
に」，トランプ就任に揺れる国境の町の不法移民
を追った「希望と絶望のティファナ」など，激動
の世界の現場から伝えた。／コンテンツ開発セン
ター，NEP，NED，Gメディア
『ぼくらはマンガで強くなった』　新

金　23:00～23:49
　第 1 回16.11.11，最終回17.3.31／スポーツマン
ガとアスリートの熱い絆を描くドキュメント。毎
回，トップアスリートたちが登場し，自身が影響
を受け愛読しているスポーツマンガを語るととも
に，マンガが競技に与えた知られざるエピソード
を紹介。さらにマンガ家や編集者が語る作品の創
作秘話にも迫った。スポーツを知らない人，マン
ガを知らない人，それぞれが楽しめる異色のスポ
ーツ番組として，下半期に15本を制作した。／出
演：柳田将洋，棚橋弘至，浜口京子，大林素子，
川合俊一，石川遼，琴奨菊，武豊，武井壮ほか／
コンテンツ開発センター，NEP
『ラン×スマ～街の風になれ～』

土　18:25～18:50
再木　14:00～14:25
再日　 5:00～ 5:25

　第 1回12.4.29／16年度から放送時間が25分に変
更／“走る楽しさ”を伝えるランニング情報番組。
全国各地で開催されるマラソン大会を出演者が実
際に走って取材。大会の魅力やコースの攻略法を
伝えるとともに，ランナーが抱えるさまざまな悩
みの解決法をプロランニングコーチの金哲彦さん
が分かりやすく紹介した。新MCに女優でランニ
ング初心者の秋元才加さんを迎え，初心者からベ
テランランナーまで役に立つ情報を伝えた。／出
演：田村亮（ロンドンブーツ 1号 2号），秋元才加，
金哲彦／コンテンツ開発センター，Gメディア

『ワールドスポーツMLB』
（ 4～11月）月～金　23:00～23:43

土・日　23:00～23:48
　第 1 回13.4.1／『MLBハイライト』に代わり，
13年度から始まったスタジオ生番組。14年度から
は土・日曜にも放送枠を拡大。MLB経験をもつ
小宮山悟，石井一久，髙橋尚成らの解説で，日本
人選手の試合を中心に世界最高峰のプレーを“よ
り深く，より分かりやすく”伝えた。MLB以外
にも欧州サッカーやNBA，NFL，PGA，F1など
海外メジャースポーツの最新情報も紹介。ワール
ドシリーズ終了後に16年度の放送は終了。／スポ
ーツ番組部，Gメディア
『ワールドスポーツSOCCER』

（11～ 3 月）月・火　21:00～23:43
　第 1回16.11.7／欧州サッカーを中心に海外メジ
ャースポーツの情報を伝えるスタジオ生番組。月
曜は主にイギリス・プレミアリーグ，火曜は主に
ドイツ・ブンデスリーガとイタリア・セリエの試
合結果について，早野宏史，山本昌邦，福西崇史
らサッカー解説者と共に伝えた。サッカー情報の
ほかにNFL，NBA，ATPテニス，F1などの情報
も紹介。／キャスター：深津留美，森中直樹，福
澤浩行／スポーツ番組部，Gメディア
『ワールドニュース』

月～土　 5:00～ 5:49，  6:00～ 6:49
 8:00～ 8:49

月～日　11:00～11:49
月～金　12:25～12:49

（前期）日　 7:00～ 7:49
（後期）日　 8:00～ 8:49

　第 1回14.3.31／海外のニュースをいち早く，現
地での伝え方を生かして 2か国語で放送した。米
ABC・PBS，英BBC，仏F2，独ZDF・ARD，ス
ペインTVE，ロシアTV，中国CCTV，香港TVB，
韓国KBS，豪ABC，インドネシアMETRO，カタ
ール・アルジャジーラ，ブラジル・バンデランテ
スなど，世界19の国と地域，24放送機関のニュー
スを伝えた。／政経・国際番組部，Gメディア
『ワールドニュース　アジア』

月～金　14:30～14:50
火～土　 4:00～ 4:39

　第 1 回14.3.31／アジアのニュースをいち早く，
現地での伝え方を生かして放送した。中国
CCTV，上海・東方衛視，香港TVB，韓国KBS，
フィリピンABS-CBN，タイMCOT，ベトナム
VTV，シンガポールCNA，カタール・アルジャ
ジーラなどの放送機関のニュースを伝えた。／政
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経・国際番組部，Gメディア
『ワールドニュース　アメリカ』

月～金　15:00～15:05
月　　16:00～16:29

火～金　16:00～16:49
　第 1回14.3.31／米ABCやPBSのニュースを通じ
て，アメリカそして世界の動きをいち早く，コン
パクトに伝えた。／政経・国際番組部，Gメディア

BS1：特集番組
『BS1スペシャル』
　「原爆救護～被爆した兵士の歳月～」

7.24／19:00～19:50，20:00～20:49
　広島への原爆投下直後，市民救助を命じられ爆
心地に向かった少年兵たちがいた。炎と煙の中，
負傷者を救い出し無数の遺体を葬った兵士たち。
終戦後，故郷に帰ると，放射能の影響が疑われる
さまざまな病気に苦しめられる。しかし，大多数
が差別や偏見を恐れて口を閉ざし，被爆者手帳も
取得しなかった。爆心地での救護活動の実態と，
“埋もれた被爆者”となっていった苦難の戦後を，
当事者たちの証言を通して描いた。／語り：光岡
湧太郎／大型企画開発センター，NEP，テムジン
　「美術家たちの太平洋戦争～日本の文化財はこ
うして守られた～」

1. 8／20:00～20:49
　世界で人気の日本の文化財は，激しい空襲にさ
らされた太平洋戦争をどう生き延びたのか。実
は，法隆寺に魅了されたアメリカ人美術家が中心
になり，守るべき日本の文化財リストを極秘に作
成。攻撃計画する米軍に送っていた。リスト作成
には，米でスパイ容疑をかけられていた日本人も
協力していた。戦中，戦後，日本の文化財を守ろ
うとした美術家たちの知られざる闘いに迫る。／
語り：松岡洋子／コンテンツ開発センター，Gメ
ディア
　「爆走風塵（じん）　中国・激変するトラック
業界」
2.18， 3.13／19:00～19:50，20:00～20:49

3.20／11:00～11:50，12:00～12:49
　中国一の長距離トラックのハブ「成都公路港」
で出会った 3人のドライバーに密着。引退間近の
ベテランコンビ，父と見習いの息子，そして幼子
と妻と共に旅する新米ドライバー。彼らは急激に
変わる社会の影響にさらされながら荷物を運ぶ。
しれつな価格競争，過酷な労働環境を乗り越え，
たくましく生きる姿を通して，庶民の目線から中

国経済の実態を浮き彫りにする。ギャラクシー賞
テレビ部門奨励賞受賞，衛星放送協会オリジナル
番組アワード・ドキュメンタリー番組部門最優秀
賞受賞。／語り：遠藤憲一（俳優）／コンテンツ
開発センター，NEP，テムジン
『シリーズ医療革命』

9.18／19:00～19:49ほか
　「キラーストレス」「あなたを襲う“血糖値ス
パイク”」と，最新医療をテーマにして反響の大
きかった『NHKスペシャル』を，国際展開を視
野に入れて再編集を行いシリーズ化。（全 3回）
／科学・環境番組部
『シリーズ　リアルサウンドが伝える世界　殺人
者34万人の帰郷～ルワンダ虐殺　22年目の
“声” ～』

1.19／21:00～21:49
　ノーナレーションで伝えるシリーズ。80万人以
上が殺されたルワンダ虐殺から22年。重罪犯たち
が刑期を終え，次々と釈放されている。その数34
万人。今ルワンダは，虐殺の被害者と加害者が隣
り合って暮らす特異な状況となっている。釈放さ
れた虐殺犯の帰郷に密着，被害者遺族との初めて
の面会から和解までを記録した。／コンテンツ開
発センター，NEP，CRネクサス
『ママたちへ　最新科学で迫る子育ての謎』

6.12／16:00～16:49
　「ママたちが非常事態！？」というタイトルで
放送し，大きな反響のあった『NHKスペシャル』
2作を，国際展開を視野に入れて再編集を行って
1本にまとめ，放送。／科学・環境番組部
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BSプレミアム

BS プレミアム：定時番組
『AKB48SHOW』

土　23:15～23:44
再日　10:00～10:29

　第 1回13.10.5／AKB48グループのメンバーが，
歌やコントをオムニバスで披露するエンターテイ
ンメントショー。初心者のためのAKB講座や注
目メンバーのインタビューなどもお届けした。／
出演：AKB48，SKE48，NMB48，HKT48，乃木
坂46，欅坂46ほか／エンターテインメント番組部，
NEP
『BS時代劇』

金　20:00～20:43
再日　18:45～19:28

　第 1 回11.4.3／インパクトのあるキャスティン
グと企画で，時代劇ファンの要望に応える枠とし
て 6年目を迎えた。
　「立花登青春手控え」
　第 1回16.5.13，最終回16.7.1／医者を志す立花
登は，江戸で町医者をしている叔父・玄庵を頼っ
て秋田から出てきた。玄庵の世話で小伝馬町のろ
う医者として職を得る。多感な青年・登は，ろう
の内外で巻き起こるさまざまな事件に関わりなが
ら，世の中の底辺で生活する人々の苦しみを目の
当たりにする…。 1話完結型の青春時代劇。（全
8回）／原作：藤沢周平／脚本：古田求，田村惠，
小林政広／音楽：羽岡佳／語り：篠田三郎／出演：
溝端淳平，平祐奈，宮崎美子，マキタスポーツ，
正名僕蔵，高畑裕太，浪岡一喜，音無美紀子，鷲
尾真知子，石黒賢，古谷一行／ドラマ番組部，
NEP，松竹
　「伝七捕物帳」
　第 1回16.7.15，最終回16.9.9／黒門町の伝七は
罪を憎んで人を憎まず。粋で優しい岡っ引き。遠
山奉行から預かった紫房の十手にかけて，悪い奴
らは許さねぇ。恋女房の切り火に送られ，お江戸
の悪をくじくため，伝七親分は今日も行く。父・
中村梅之助の当たり役，ご存知「黒門町の伝七」
を，今，梅雀が受け継ぐ。（全 9回）／出演：中
村梅雀，田中美佐子，松平健ほか／ドラマ番組部
　「子連れ信兵衛2」
　第 1回16.11.11，最終回16.12.23／15年度放送の
『BS時代劇　子連れ信兵衛』の続編。江戸の下
町で長屋に暮らす貧乏浪人の松村信兵衛。引き取

った赤ん坊の鶴之助は，すくすくと育っている。
慣れない子育てに奮闘する信兵衛の元に，市井の
いろいろな問題が持ち込まれる。山本周五郎の名
作『人情裏長屋』を原作に，現代社会に通じる親
子の絆をテーマとして，シングルファーザーであ
るイクメン侍が躍動する痛快時代劇。（全 7回）
／主演：高橋克典／ドラマ番組部，NEP
　「雲霧仁左衛門3」
　第 1回17.1.6，最終回17.2.24／13・14年度と放
送された番組の第 3シリーズ。前シリーズで盗賊
の首領・雲霧仁左衛門に 1万両を奪われて，武家
の面目をつぶされた藤堂家家老・磯部主膳と，磯
部の使う剣客・関口雄介が新たな敵として登場。
宿敵である火付盗賊改方長官・安部式部も交えた
三つどもえの戦いを描いた。（全 8回）／原案：
池波正太郎／脚本：前川洋一，岡本さとる，松下
隆一／音楽：遠藤浩二／語り：志賀廣太郎／出演：
中井貴一，内山理名，近藤芳正，手塚とおる，大
東駿介，朝倉あき，松田悟志，板尾創路，村田雄
浩，春風亭小朝，國村隼／ドラマ番組部，NEP，
松竹
『The Covers』

月　23:15～23:44
　第 1 回14.3.31／日本のヒットポップスを，J－
POP界で活躍する人気アーティストが，魅力あふ
れるアレンジでカバー。併せて，その楽曲に寄せ
る思いをゆったりとした空気の中でトークする，
大人のための音楽トーク番組。／司会：リリー・
フランキー，仲里依紗／出演：UA，エレファン
トカシマシ，クレイジーケンバンド，郷ひろみ，
GLIM SPANKY， ス キ マ ス イ ッ チ，20th 
Century，ハナレグミ，MANNISH BOYS（斉藤
和義×中村達也），山崎まさよし，ほか／エンタ
ーテインメント番組部，NEP
『TOKYOディープ！』

月　19:00～19:29
再金　 6:30～ 6:59

　第 1回15.3.30／毎回，TOKYOの一つの街に注
目。地元の人しか知らない，地元の人も知らない
ディープな情報を徹底的に掘り起こし，30分で，
その街の歴史と個性を明らかにする。15年 4 月レ
ギュラー放送を開始， 2年目の16年度は，前期18
本，後期15本放送。／出演：ゴリ（ガレッジセー
ル），高島礼子，つるの剛士，生方ななえ，照英，
松田悟志，豊田エリー，篠原ともえ，平岳大，ビ
ビる大木，とよた真帆／ナレーション：モト冬樹
　上記の他に，枠内特集として『KOBEディー
プ！』「ウソはアカン！本音で生きる新開地」
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（9.19，19:00～19:29）／出演：ゴリ（ガレッジ
セール）／ナレーション：篠原ともえ
　同じく枠内特集として『OSAKAディープ！』
「人生の交差点　西成」（3.13，19:00～19:29）／
出演：ゴリ（ガレッジセール）／ナレーション：
篠原ともえ／コンテンツ開発センター，NEP，
アマゾンラテルナ
『あてなよる』　新

（前期）（最終）木　23:15～23:44
　第 1回16.4.28／酒の肴

さかな

のことを日本人は愛情を
込め「あて」と呼ぶ。酒にあてがうもの，酒の味
を引き立ててくれる伴奏者。古都京都を舞台に，
極上の「あて」と酒を楽しむ大人のエンターテイ
ンメントトーク番組。／出演：大原千鶴（料理研
究家），若林英司（ソムリエ）／語り：石橋蓮司
／ゲスト：押切もえ，中越典子，長沼毅ほか／コ
ンテンツ開発センター，NEP
『アナザーストーリーズ　運命の分岐点』

水　21:00～21:59
再火　23:45～ 0:44

　第 1 回15.4.1／ベルリンの壁崩壊，ビートルズ
来日…。世界が固唾を飲んで見守った“あの出来
事”。あの日，あの時，そこに関わった人々は何
を考えたのか？　残された映像や決定的瞬間を捉
えた写真を最新バーチャルで立体的に再構成，事
件の“アナザーストーリー”に迫るマルチドキュ
メンタリー。（全34回）／出演：真木よう子（前期），
沢尻エリカ（後期）／語り：濱田岳／コンテンツ
開発センター，NED，テレビマンユニオン，ス
ローハンド，テレコムスタッフ，東北新社
『アニメ　アドベンチャー・タイム』　新

（前期）　火　18:42～18:54
（後期）再日　 7:42～ 7:54

　第 1 回16.4.5，最終回16.10.4／エミー賞，アニ
ー賞など数々の賞を受賞している大ヒットアニ
メ。不思議な世界のウー大陸を舞台に，スーパー
ヒーローを目指す12歳の少年フィンと親友で特別
な力が使える犬のジェイクの冒険をコメディータ
ッチで描く。／原作：ペンデルトン・ウォード／
制作：フレドレター・スタジオ，カートゥーン 
ネットワーク スタジオ／展開戦略推進部
『アニメ　おしりかじり虫3』

BSP　月　 6:25～ 6:30
再月　18:25～18:30

E　　 日　 7:05～ 7:10
　第 1 回12.10.7／16.4.4～パート 3開始。再放送
はパート 1・ 2 を 放送／大阪の下町で暮らす，
おしりかじり虫18世が，ハチャメチャをして起こ

すおかしな出来事をコミカルに描く。／原作：う
るまでるび／監督：小島正幸／アニメーション制
作：キネマシトラス／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　カードキャプターさくら』　新

水　18:30～18:55
　第 1 回16.4.6，最終回17.2.22／封印が解かれた
時，この世に災いをもたらすと言われる魔法のカ
ードを集めるため「カードキャプター」となった
木之本桜が，仲間と共にカードが起こす事件を解
決しながらカード集めに奮闘する姿を描く。全70
話のうち今回，新たにHDリマスターしたクロウ
カード編46話 を 放 送。（全70話 ） ／ 原 作：
CLAMP／監督：浅香守生／アニメーション制作：
マッドハウス／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　がん　がん　がんこちゃん』

（ 1～ 3月）月　18:25～18:30
　第 1 回16.12.19／人形劇でおなじみの『ざわざ
わ森のがんこちゃん』20周年を記念した初のアニ
メシリーズ。人類が滅亡して文明が失われた超未
来の地球が舞台のざわざわ森に，2020年からタイ
ムマシーンでやってきた人間の少年・ゲンくんと
ざわざわ森の仲間たちとの触れ合いをコミカルに
描いた。（全10回）／脚本：赤尾でこ／アニメーシ
ョン制作：10GAUGE／青少年・教育番組部，NEP
『アニメ　カンフー・パンダ　ザ・シリーズ』

日　 7:30～ 7:54
　第 1 回16.4.10，最終回16.10.2／TVシリーズ
（15.9～16.3）の再放送。怠け者で食い意地だけ
は誰にも負けない主人公のジャイアント・パンダ，
ポーの活躍を描く。（全26話）／展開戦略推進部
『アニメ　けいおん！』『アニメ　けいおん！！』　新

木　18:30～18:55
　第 1 回16.4.7，最終回17.1.19／春，高校に入学
した唯，澪，律，紬の 4人の女子高生が廃部寸前
の軽音部に入部し，ゼロからのスタートでバンド
を結成する。仲間たちとの緩やかな部活の日々を
描いた物語。（全41話）／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　新くまのプーさん』　新

火　18:30～18:53
　第 1 回16.10.11，最終回17.3.28／1926年に発表
されたA・A・ミルンの児童文学『クマのプーさ
ん』を基に作られたテレビアニメーション。クリ
ストファー・ロビンの部屋のドアは，四季の自然
があふれる100エーカーの森へと通じている。そ
こに暮らすのは，くまのプーさん，ティガー，ピ
グレット… 6歳の少年クリストファー・ロビンの
豊かな想像力が生んだ，個性に富んだ仲間たち。
彼らの楽しい冒険と友情の物語を描く。（全24話）
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／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　新世紀エヴァンゲリオン』　新

金　23:45～ 0:09
　第 1回16.9.16，最終回17.3.17／庵野秀明の代表
作をHDリマスター，5.1chサラウンドで放送。西
暦2015年。第 3新東京市に，未知の敵性生命体“使
徒”が襲来した。主人公・碇シンジは，人類が“使
徒”に対抗する唯一の手段である汎

はん

用
よう

人型決戦兵
器エヴァンゲリオンの操縦者に抜てきされてしま
う。今，人類の命運を懸けた戦いの火蓋が切って
落とされる。シリーズ全26話の放送に続けて，シ
リーズの劇場版『EVANGELION：DEATH
（TRUE） 2』（3.24）と『新世紀エヴァンゲリオン
劇場版 Air／まごころを、君に』（3.31）を放送し
た。／監督：庵野秀明／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　美少女戦士セーラームーンR』　新

月　18:30～18:54
　第 1回16.4.4，最終回17.2.6／武内直子原作のア
ニメ。ちょっとおっちょこちょいで泣き虫な中学
生・月野うさぎが世界の悪と戦う美少女戦士・セ
ーラームーンになって活躍する物語。人気TVシ
リーズ第 2弾をHDリマスターで放送。（全43話）
／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　ぼくらベアベアーズ』　新

（前期）　火　18:30～18:42
（後期）再日　 7:30～ 7:42

　第 1 回16.4.5，最終回16.10.4／人間の暮らしに
溶け込んで，たくさん友達を作りたい！　そんな
願いを持つグリズ，パンダ，アイスベア， 3匹の
クマが人間社会に溶け込もうと葛藤する様子をユ
ーモアたっぷりに描くコメディー・アニメ。／原
作：ダニエル・チョン／制作：カートゥーン ネ
ットワーク スタジオ／展開戦略推進部
『イッピン』

BSP　火　19:30～19:59
再月　 6:30～ 6:59

G　　 日　 4:30～ 4:59
　第 1回12.10.2／使いやすい器，美しい織物，丈
夫な金属製品…，全国各地で作られるステキなモ
ノたちを，職人の高度なワザと熱い思いと共に徹
底紹介。リポーターが産地を訪れ，科学的なアプ
ローチや驚きの映像で職人技に迫り，人気の秘密
を解き明かした。／出演：三倉茉奈，中越典子，
知花くらら，ほか／語り：平野義和／コンテンツ
開発センター，NEP

『一本の道』　新
水　22:00～22:59

再水　 8:00～ 8:59
　第 1回16.4.27／毎回，歴史や自然に彩られたヨ
ーロッパの一本の道を，NHKアナウンサーと，
日本語が話せる地元の人が二人で歩く紀行番組。
その土地に生きる人々との出会い，息をのむ絶景，
過去の時代の痕跡…，道が語りかけてくるものに
耳を傾けながら豊かな「歩く旅」を提案してき
た。各所で最新のドローン撮影を駆使して，道の
美しさも効果的に伝えた。月 1本ずつ年間10本制
作した。／出演：桑子真帆・鎌倉千秋・松田利仁
亜ほかアナ，旅のガイド役として日本語が話せる
地元の人／コンテンツ開発センター，NEP，NCME
『イニョプの道』　新

日　21:00～22:00
　第 1 回16.4.3，最終回16.8.21／朝鮮王朝時代，
次々と襲いかかる逆境を乗り越え，力強く運命を
切り開く主人公“イニョプ”。両班の令嬢から奴

ぬ

婢
ひ

へ…運命に翻弄されながら全てを失った 1人の
女性が自分の人生をその手に取り戻すロマンス時
代劇。（全20回）／展開戦略推進部，NEP
『美しき伝説の商人～キム・マンドク～』

（後期）土　 8:30～ 9:15
　第 1回16.9.17，最終回17.4.15／16.2.2～16.3.23放
送分の再放送／18世紀末の朝鮮王朝時代。両親を
知らぬまま育ったキム・マンドクは，幼いころか
ら商才を発揮していく。実母の故郷，済州でキム・
マンドクはさまざまな苦難を乗り越え，大商人へ
と上り詰めていく時代劇。（全30回）／展開戦略
推進部，NEP
『英雄たちの選択』

木　20:00～20:59
再木　 8:00～ 8:59

　第 1 回14.4.3／日本の運命を決める岐路に立っ
た英雄たち。その時，英雄たちは「選択」に直面
する。脳裏には，いくつもの選択肢が浮かび，そ
れらの中から，たったひとつの「選択」を行う。
なぜ英雄は，それを選んだのか？　その「選択」
は，後世にどんな影響を残していったのか？　英
雄たちの心中に深く分け入り，日本の歴史を描き
だす歴史教養番組。16年度は「北条早雲」「石橋
湛山」「上杉謙信」「大村益次郎」などを放送。
／司会：磯田道史（歴史家），渡邊佐和子アナ／
文化・福祉番組部，NEP
『エヴァ噺（エヴァナシ）』

土　 0:08～ 0:14
　第 1回16.9.17，最終回17.3.17／『新世紀エヴァ
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ンゲリオン』の魅力を各界の著名人が語るミニ番
組。『アニメ　新世紀エヴァンゲリオン』との連
動企画。途中「エヴァ」ゆかりのスタッフが手が
けるスペシャル「アニメ　龍の歯医者」の見どこ
ろを紹介する特別編を放送した。（全26話）／展
開戦略推進部，NEP
『おとうさんといっしょ』

日　 8:00～ 8:29
再金　 6:00～ 6:29

　第 1回13.3.24／ 3 ～ 6 歳児を中心とした未就学
児童と保護者の親子視聴を対象とした番組。親子
遊びやコミュニケーションのきっかけになるロケ
コーナー，歌，体操，お話，アニメーションなど
を中心に構成。育児に携わる父親を応援するとと
もに，未就学児の身体的，感覚的，知的発達を助
けることを狙いとしたセグメント形式の幼児向け
バラエティー。／出演：柳原哲也，野口かおる，
安藤なおこ，元木聖也，岩崎ひろし，ほか／声：
佐藤弘道／青少年・教育番組部，NED
『奇皇后　－ふたつの愛　涙の誓い－』

土　 8:30～ 9:30
　第 1 回15.9.19，最終回16.9.10／14.8.3～15.8.2に
放送した番組のアンコール放送。元の宮廷を舞台
に，逆境から皇后にまで上り詰めた高麗女性の愛
と闘いを描くロマンス史劇。（全51回のうち23本
放送）／展開戦略推進部，NEP
『きらり！えん旅』

（最終）水　19:30～19:59
再火　 6:30～ 6:59
再水　11:00～11:29

　第 1 回12.4.5／東日本大震災で傷ついた東北地
方を励まし，復興を応援しようと，歌手やタレン
トが，被災した市町村を旅する。旅人は，名産，
絶景，郷土芸能など，ふるさと自慢でもてなしを
受け，被災地の今に向き合い，出会った人たちへ
の感謝を込め，歌やエンターテインメントを贈る
ステージに立つ。16年度は新作12本を制作したほ
か，ステージを中心に再編集したライブスペシャ
ル 4本や，10月には熊本地震の被災地を訪ねる59
分の特集も制作した。／ナレーション：冨永みー
な／出演：八代亜紀，八神純子，森昌子，コロッ
ケ，テツandトモほか／コンテンツ開発センター，
NPN，テレコムスタッフ
『クイーン・メアリー　愛と欲望の王宮』　新

（後期）水　23:15～ 0:00
　第 1 回16.9.28，最終回17.3.1／数奇な運命をた
どった女王と言われるスコットランド女王，クイ
ーン・メアリー。16世紀，生後 6日でスコットラ

ンド女王に即位し，政略結婚によってフランス王
妃となり，後にエリザベス一世と英国王位を争っ
た。宮廷を舞台に繰り広げられる政略と愛憎。運
命に翻弄されるクイーン・メアリーの激動の人生
を壮大なスケールで描く。（全22回）／展開戦略
推進部，NEP
『クラシック倶楽部』

月～金　 5:00～ 5:55
　第 1回04.3.29／国内外の一流アーティストによ
る室内楽の演奏を，高画質，高音質で放送。「樫
本大進（バイオリン）＆ボルケス（チェロ）＆小
菅優（ピアノ）」など世界の第一線で活躍する演
奏家の公演中継収録のほか，「打楽器百花繚乱（會
田瑞紀）」や作曲家・高橋悠治の今を切り取った
「～時代を超えて 音楽の輪を回す～」など，番
組自主企画によるスタジオ収録も積極的に行っ
た。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局
ほか地域局，NEP
『グレートトラバース2　15min.』

（前期）月～木　 7:00～ 7:15
　第 1 回16.4.4，最終回16.9.22／プロアドベンチ
ャーレーサーの田中陽希が，北海道宗谷岬から九
州佐多岬まで約8,000kmを日本二百名山の峰々を
巡りながら 7か月かけて歩いた「グレートトラバ
ース 2～日本二百名山一筆書き踏破への道」。そ
れを，未放送素材も含め， 1座ずつ15分で再構成
した100本シリーズ。全国の知られざる名山を紹
介するとともに，地元の人たちとの温かい交流，
そして田中陽希のどんなことにも諦めず挑戦する
姿勢が，多くの人々に感動を与えた。／コンテン
ツ開発センター，NEP
『刑事フォイル』　新

（後期）日　21:00～21:50
　第 1 回17.1.8，最終回17.3.12／イギリスの人気
作家アンソニー・ホロヴィッツが企画・脚本を手
がけ，13年の長きにわたるロングランヒットシリ
ーズとなったミステリードラマの新シーズン。第
2次世界大戦下のイギリスを舞台に，警視正・フ
ォイルは，一人の人間として揺るぎない信念を持
ち，次々と起こる事件に真

しん

摯
し

にそして毅
き

然
ぜん

と立ち
向う。（全10回）／制作：グリーンリット・プロダク
ションズ／展開戦略推進部，NEP
『コズミック　フロント☆NEXT』

木　22:00～22:59
再木　 0:00～ 1:00

　第 1 回15.4.2／毎回，宇宙にまつわるさまざま
なミステリーを第一線の科学者たちと一緒に，ダ
イナミックなCGを駆使して解き明かしていく本
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格宇宙番組。「宇宙人の高度文明」「ブラックホー
ルの意外な素顔」「謎の巨大惑星　プラネット 9」
「伊能忠敬」「村山斉の宇宙をめぐる大冒険」な
ど，多彩なテーマを取り上げた。（全30回）／語り：
萩原聖人，永作博美，中條誠子・礒野佑子・小見
誠広・堀越将伸アナ／科学・環境番組部，NED
『ザ少年倶楽部』

水　20:00～20:59
再金　18:00～18:59

　第 1 回00.4.9／毎月第 1～ 2 週は，ジャニーズ
Jr.がNHKホールで歌と踊りをエネルギッシュに
繰り広げる公開番組。第 3週は『ザ少年倶楽部－　
プレミアム－』と題し，NEWSがMCを務める音
楽トークバラエティーを放送した。／司会：（第
1～ 2週）河合郁人（A.B.C－Z），桐山照史（ジ
ャニーズWEST），（第 3週）NEWS／エンターテ
インメント番組部，NEP
『ザ・プロファイラー～夢と野望の人生～』　新

（後期）木　21:00～21:59
　第 1 回16.10.6，最終回17.3.9／岡田准一が有名
な歴史上の人物の生き方をプロファイル！の第 5
シーズン。初回は岡田自らイタリアを旅した「ル
ネサンス剣術」。16年度に取り上げたのは，楊貴
妃，石田三成，ニクソン，ハワード・カーター，
田中絹代，ラスプーチン，石原完爾，ロックフェ
ラー一族，葛飾北斎，マリア・テレジア，ワンガ
リ・マータイ，モハメド・アリ，柳原白蓮，阿久
悠，ベーブ・ルース（放送順）。／出演：岡田准
一ほか／語り：笠間淳／コンテンツ開発センター，
NEP，イースト
『三銃士』　新

（後期）日　21:00～22:00
　第 1回16.9.4，最終回16.11.20／17世紀の朝鮮王
朝を舞台に，国を守る男たちの愛と戦いを描くエ
ンターテインメント時代劇。主人公のパク・ダル
ヒャンは，武官の試験を受けるために都に来た。
そこで「三銃士」と名乗る謎の 3人組と出会う。
（全12回）／展開戦略推進部，NEP
『七人のコント侍』

金　22:00～22:49
　第 1 回13.4.5，最終回16.8.12／いつの時代も戦
乱の世を極めるお笑い界。そこには「コントに命
をかける芸人」が存在する。誰が呼んだか「コン
ト侍」。異色の 7人によるコントの数々を放送。
16年度も年間 3チームがふだんのコンビを離れて
オリジナルコントを披露。／コンテンツ開発セン
ター，NEP

『食材探検　おかわり！にっぽん』
（第 1～ 3）水　19:30～19:59

再火　 6:30～ 6:59
再水　11:00～11:29

　第 1 回14.4.2／全国の旬の食材にスポットを当
て，思わずご飯をおかわりしたくなる料理を求め
て元体操選手の田中理恵さんと長野五輪銅メダリ
スト岡崎朋美さんが日本全国を旅する。一流の料
理人が食材の可能性を追求した絶品料理も披露。
／出演：田中理恵，岡崎朋美／語り：平泉成／コ
ンテンツ開発センター，NPN
『植物男子ベランダー　SEASON3』　新

（前期）（第 1・ 2）木　23:15～23:44
　第 1回16.4.7，最終回16.9.8／13年11月にパイロ
ット版 2本を制作し，以降，前期レギュラー放送。
12本制作。ベランダで植物を育てることに心血を
注ぎ，その成長に一喜一憂する孤独な中年男の生
態をコミカルに描いた植物バラエティー。“植物
寅さん”よろしく，男が恋する植物との触れ合い
を通して，時に人生哲学までをも描き出す。原作
は，いとうせいこう。多肉植物のコマ撮りミニド
ラマ「多肉愛の劇場」や草冠の文字をひもとく
「愛

いと

しの草冠」などミニコーナーも。16年度は広
報のため，多肉ドラマを 2分のミニ番組としても
放送した。／出演：田口トモロヲ，松尾スズキ，
安藤玉恵ほか／コンテンツ開発センター，NEP
『新・BS日本のうた』

日　19:30～20:59
再土　12:00～13:29

再翌金　16:30～17:59
　第 1回15.4.12／時代を越えて受け継がれる名曲
の数々を新人からベテランまで総勢10組を超える
歌手の歌唱で紹介する大型公開派遣番組。歌手が
自ら司会を担当しながら「古今東西名曲特選」「知
らなきゃソング」「スペシャルステージ」のコー
ナーを軸に，スケール感あふれる内容で放送した。
また，“ご案内”役として伊東四朗さんが声の出
演をした。16年度は34本を公開派遣で制作。／エ
ンターテインメント番組部，NEP
『新日本風土記』

金　21:00～21:59
再金　 8:00～ 8:59

　第 1 回11.4.8／日本各地に残された美しい風土
や祭り，風習をオムニバス形式で描く紀行ドキュ
メント。「SL」「北酒場」などテーマ別の全国の
旅や，ある土地の四季の物語など，多様な切り口
で日本の魅力を再発見。未来への映像遺産の役割
も担う。16年度は全28本を放送。／5.20「山もの
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がたり」，5.27「すすきの」，6.24「筑豊」，7.22「ブ
ラジルタウン　大泉町」，8.26「小笠原諸島」，9.9
「秋葉原」，11.18「飛騨高山」，12.2「湯布院」，
1.13「豆腐」，2.24「堺」，3.31「北越冬物語」な
ど／声：松たか子／語り：中條誠子アナほか／大
型企画開発センター，NEP
　※関連番組『もういちど、日本』

BSP　月～金　11:55～12:00
E　　 月～金　 5:55～ 6:00

　全国各地の土地ごとに異なる風習，自然，工芸，
食文化などを，印象的なキャッチコピーと旅情を
そそる映像美と共に毎日紹介する 5分番組。
　※関連番組『Seasoning the Seasons』
（「新日本風土記・短縮版／英語版」）

NHKワールド　月　 8:30～ 9:00
　『新日本風土記』を外国の視聴者に向け再構築
して放送。日本の多様な文化，風土，美しい自然
などを分かりやすく，魅力的に紹介した。
『世界入りにくい居酒屋』

（後期）木　23:15～21:45
　第 1回14.10.1／世界各地にある「入りにくい居
酒屋No.1」を徹底調査。地元ならではの美食・美
酒を楽しみ，文化の違いに驚き，店の人や客たち
との会話から，その土地の人情や現代の世相まで
堪能する大人のための紀行エンターテインメン
ト。14・15年度後期放送に次ぐ“シーズン 3”を
後期に18本放送。／コンテンツ開発センター，
NED
『世界ふれあい街歩き』

火　20:00～20:59
再火　 0:15～ 1:14， 8:00～ 8:59

　第 1回05.3.29／カメラの目線で世界の街を歩き
ながら，さまざまな人と出会っていく人気の紀行
番組。メインの街歩きに，歴史などを紹介する「情
報コーナー」，近郊の魅力的なスポットを訪ねる
「ちょっとより道」，地元の料理を紹介する「食
べ歩きグルメ」のミニコーナーで構成。好評のヨ
ーロッパの都市に加え，北米，東南アジアなど世
界の個性的な街を歩いた。スペシャルの日本国内
版として，神戸編と長崎編も制作。ハイブリッド
キャストにも対応。／語り：八嶋智人，中嶋朋子，
永作博美ほか／文化・福祉番組部，NEP
『そして誰もいなくなった』　新

日　21:00～22:00
　第 1回16.11.27，最終回16.12.11／アガサ・クリ
スティーの名作。孤島の邸宅に閉じ込められた10
人の男女が，わらべ歌の通りに 1人ずつ殺されて
いく衝撃のミステリー。（全 3回）／展開戦略推

進部，NEP
『大河ドラマアンコール』
　「武田信玄」

日　12:00～12:44
　再放送第 1 回16.4.3，最終回17.3.19／本放送
（88.1.10～12.18）のアンコール放送。（全50回）
／ドラマ番組部
『体感！グレートネイチャー』

（月 1回）土　21:00～22:29
　第 1 回11.4.9／“見たこともない異次元の大自
然を素肌で体感！”地球の鼓動や極限の地ならで
はの自然現象を，空撮や水中撮影等を駆使しなが
ら体当たりで取材し，あたかも視聴者が自ら現地
に行ったかのような臨場感を味わってもらう“体
感型”自然番組。毎回，取材班があの手この手で
“驚きの大自然”に肉薄し，地球のダイナミズム
を余すことなく伝えた。29分番組に再構成し『驚
き！地球！グレートネイチャー』（金，11:00～
11:29）としても放送。／コンテンツ開発センタ
ー，NEPほか
『釣りびと万歳』

日　17:30～17:59
　第 1回14.3.31／俳優やタレントなど各界で活躍
する釣り好きが日本各地の釣りスポットを訪ね，
その土地ならではの釣り方や秘伝のテクニックを
地元の達人に教わり，旬の魚や憧れの魚に挑んだ。
美しい風景や海の幸・川の幸も紹介する釣り紀行
番組。特集 2本を含め年間26本制作した。／出演：
國村隼，石丸謙二郎，松木安太郎，内藤大助，木
之元亮，照英，夢枕獏，ダニエル・カール，千原
せいじ，おのののか，ほか／コンテンツ開発セン
ター，NPN
『中井精也のてつたび！』

（月 1回）木　19:30～19:59
再土　 7:45～ 8:14
再水　 6:30～ 6:59

　第 1回14.4.24／鉄道写真家の中井精也が毎回一
つのローカル線を旅し，その魅力を写真に切り取
っていく番組。視聴者から事前に投稿写真を募集
し，そこからテーマを決め撮影の旅に出かけて行
く。旅をしながら中井精也が感じたその路線を表
すテーマの写真も撮影。地元の人と触れ合いなが
ら，ローカル線ならではの旅と鉄道写真の魅力を
伝えた。年間10本放送。／出演：中井精也／語り：
鈴木まどか，山口勝平／コンテンツ開発センター，
NEP，ピクチャーズネットワーク
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『にっぽん縦断　こころ旅』
月～金　 7:45～ 7:59

再月～金　11:30～11:44
　第 1回11.4.4／視聴者から寄せられた手紙を手が
かりに，俳優・火野正平が，毎日ぶっつけ本番で
旅をする自転車紀行番組。旅の目的地を決める一
通の手紙には「人生を変えた忘れられない場所」
「ずっと残したいふるさとの姿」など，その人に
とって大切な「こころの風景」が記されている。そ
んなとっておきの場所にたどりつくために，時に
は鉄道やバスなどの力も借りながら，毎日必死に
自転車を走らせる。／旅人：火野正平／月曜朝版
朗読：駒村多恵／コンテンツ開発センター，NEP
『にっぽん縦断　こころ旅～とうちゃこ～』

火～金　19:00～19:29
再土・日　11:00～11:58

　第 1 回14.4.1／視聴者から寄せられた手紙を手
がかりに，俳優・火野正平が，毎日ぶっつけ本番
で旅をする自転車紀行番組。必死に自転車を走ら
せ，旅の終わりに待ち受ける“こころの風景”に
「とうちゃこ！（到着）」。朝に先行放送する「こ
ころ旅」とは違うシーンも盛り込み，合わせて視
聴することで 1日の旅の全貌を味わってもらう，
その日の旅の完結編。／旅人：火野正平／コンテ
ンツ開発センター，NEP
『ニッポンの里山　ふるさとの絶景に出会う旅』

（前期）金・土　 7:00～ 7:10
（後期）月～土　 7:00～ 7:10

　第 1 回11.12.19／全国の里山で，その土地なら
ではの絶景と，そこに培われてきた生き物と共生
する知恵や暮らしを丁寧に描き出すシリーズ。写
真家の今森光彦さんや中村征夫さんも参加。珠玉
の映像と共に，人が関わりながら守ってきた自然
の豊さの秘密をひもといた。一部， 4 K制作も実
施。／語り：森田美由紀アナほか／科学・環境番
組部，NEP
『にっぽん百名山』

月　19:30～19:59
再日　 6:30～ 6:59
再木　11:00～11:29

　第 1 回12.7.2／毎回ある百名山を，その山を知
り尽くしたガイドの案内で登る山旅を紹介。カメ
ラは登山者の目線になり，ガイドに誘われ山頂を
目指す。山の自然や文化，頂上からの眺めを紹介
するほか，山歩きの安全情報も伝えた。16年度は
計30本を放送，特番も山開き・夏山・紅葉の時期
に 3本制作した。また，番組の素材をマルチユー
スする『15分でにっぽん百名山』（BS1），さらに

山の装備や技術の実用情報を伝える『実践！にっ
ぽん百名山』（BS1）も計27本放送した。／コン
テンツ開発センター，NEP，Gメディア
『ニッポンぶらり鉄道旅』

木　19:30～19:59
再土　 7:45～ 8:14
再水　 6:30～ 6:59

　第 1 回14.4.3／ 1 本の路線を選び，ゆったりと
ぶらり旅する鉄道番組。毎回その地域を代表する
風景や暮らし，食べ物や産業などにまつわる一つ
のキーワードを決め，それを探しに旅に出発して
行く。旅人は20代を中心とした若い人たちを起用
し，新鮮な思いを伝えた。途中下車しながら，地
元の人たちと触れ合い，地域のすばらしさを紹介
した。年間30本放送。／出演：堀井新太，八田亜
矢子，宮崎香蓮，五十嵐健人ほか／語り：
TARAKO／コンテンツ開発センター，Gメディ
ア，クリエイティブネクサス
『 2度目の〇〇』　新

（第 1・ 2）水　22:00～22:59
　第 1 回16.4.6／誰もが知っている世界の観光地
を 2度目に訪ねるとしたらどこへ…？　みんなが
行く有名スポットはあえてスルーし，個性的でデ
ィープな穴場を巡る疑似体験型の新しい旅番組。
現地で暮らす「おすすめ人」の最新情報を基に，
格安のB級グルメ探索から超高級レストランをお
得に楽しむ裏ワザ，とっておきのお土産選びなど
を，毎回 5万円や 3万円の制限の中で紹介した。
年間25本制作。／出演：室井滋，細田善彦，呂敏
ほか／コンテンツ開発センター，NEP
『晴れ、ときどきファーム！』

金　23:15～23:44
再日　 7:00～ 7:29

　第 1 回12.4.8／緑豊かな里山に建つ築95年の古
民家と畑を舞台に，野菜ソムリエの資格を持つ長
野博，アイデア料理が得意な村上知子，趣味は畑
仕事という滝沢沙織の 3人が「週末田舎暮らし」
を実践する。これまで200種類もの野菜を育て，
味
み

噌
そ

やしょうゆ，ゴマ油などの調味料も手作り。
さらに古民家の中で使う家具や食器も自作してき
た。田舎暮らしの魅力やだいご味をたっぷりと紹
介する。／出演：長野博，村上知子，滝沢沙織／
語り：赤平大／コンテンツ開発センター，NEP，
ジーズコーポレーション
『美の壺』

BSP　金　19:30～20:00
再火　11:00～11:30
再木　 6:30～ 7:00
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『美の壺・選』
E　日　23:00～23:29

　第 1 回06.4.7／放送開始から10周年。節目の年
に再び原点を見つめるため古典的なテーマに向き
合い，『美の壺スペシャル～有田焼400年　器の宇
宙～』（4.23，90分）を制作。また「西陣織」「漆芸」
など日本伝統の美と技をテーマに 4 K制作に挑ん
だ。一方で，番組が掲げる「くらしの中に根づく
美」の精神から，「鬼」「石ころ」「お守り」など，
知的好奇心をくすぐる幅広いテーマを扱った。さ
らに「とと姉ちゃん」で注目された「花森安治」
をテーマにするなど，時宜にかなった展開を目指
した。被災地応援の意味を込めて，熊本の伝統の
技「肥後象がん」，宮城に新たに建てられた小学
校を取材した「学び舎（まなびや）」なども制作
した。／ナビゲーター：草刈正雄／語り・天の声：
木村多江／文化・福祉番組部，NED
『フランケンシュタインの誘惑　科学史　闇の事
件簿』　新

（最終）木　21:00～21:59
　第 1回16.4.28／科学は，人間に夢を見せる一方
で，時に残酷な結果を突きつける。理想の人間を
作ろうとした科学者フランケンシュタインが，怪
物を生み出してしまったように…。科学史の陰に
埋もれた“闇の事件”にスポットを当て，科学の
知られざる魔性の姿に迫る，全く新しい知的エン
ターテインメント番組。VSF技術を駆使した独特
の再現映像を交えた取材VTR，さらに現役の第
一線の科学者たちが当事者として熱いトークセッ
ションを繰り広げる。／ナビゲーター・ナレーシ
ョン：吉川晃司／コンテンツ開発センター，NEP，
グループ現代
『プレミアムカフェ』

月～金　 9:00～11:00
再月～金　　    深夜帯

　第 1回15.3.30／長時間の枠を生かし，視聴者か
らのリクエストを基に，BSならではの名作を放
送する番組。月曜と金曜は，キャスターによる見
どころ紹介を加えて名作を丸ごと紹介。火曜から
木曜の 3日間は，特定のテーマに沿った番組を集
め，スタジオに招いたゲストのトークを交えなが
ら，名作の魅力に迫るシリーズ。16年度の主なシ
リーズとゲストは，「巨大建築物語」（ 4月：安藤
忠雄），「日本の山々」（ 8月：夢枕獏），「祈りの
聖地」（12月：山折哲雄）など。（年間120本）／
キャスター：渡邊あゆみ，石井かおる／知財セン
ター，NEP

『プレミアムシアター』
（第 2～ 4）月　 0:00～ 4:00

　第 1回10.4.12／旬のアーティストが登場する世
界各地の音楽祭や，一流歌劇場などで行われた話
題の公演を紹介する大型番組。16年度は，ノルウ
ェーで行われたベルリン・フィルのコンサートや
エクサン・プロバンス音楽祭のオペラ，放送用に
特別に収録された「五嶋みどり　バッハを奏で
る」のほか，N響ヨーロッパ・ツアーからベルリ
ン公演なども独自に収録・放送。国内でも「セイ
ジ・オザワ　松本フェスティバル」や，バレエ「エ
トワール・ガラ」を取り上げたほか，おなじみの
ザルツブルク音楽祭やバイロイト音楽祭なども紹
介した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『プレミアムシネマ』（午後）

（随時）月～金　13:00～15:00
　第 1 回11.4.4／午後の在宅率が高い高齢視聴者
に向け，邦画・洋画の名作を編成，273本を放送
した。月曜は 4～ 5月に小津安二郎監督のデジタ
ル修復版「晩春」（4.4），「彼岸花」（4.11），「お早
よう」（4.18），「秋日和」（4.25），「秋刀魚の味」（5.2）
を放送した。また，高倉健さん主演の「日本侠客
伝」（7.4），「海峡」（9.19），原田芳雄さんの遺作「大
鹿村騒動記」（12.12）なども放送した。火曜は西
部劇を放送「限りなき追跡」（5.24），「荒野の七
人」（6.7），「アウトロー」（9.20），「帰らざる河」
（12.20）など，水曜はアクション・サスペンスで，
4月には「ダーティハリー」シリーズ 5本を毎週
放送（4.6，13，20，27，5.6，金），「オデッサ・
ファイル」（5.25），「ランボー」（7.6）などを放送
した。木曜と金曜は，16年度はその他のジャンル
とし，「アウトブレイク」（4.29），「ローマの休日」
（6.10），「ナバロンの要塞」（12.23）など， 8月
には「バルジ大作戦」（8.2），「ヒトラー～最期の
12日間～」（8.4）など戦争映画を特集，11月は横
溝正史原作の「悪魔の手毬唄」（11.17），「八つ墓
村」（11.18），「犬神家の一族」（11.19），「獄門島」
（11.20）を集中放送した。／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムシネマ』（深夜）

（随時）金　23:45～ 1:45
　第 1 回11.4.4／名監督の秀作や国内外の意欲的
な作品を中心に編成。55本放送。／主な作品：「サ
クラサク」（4.8），「ゲーム」（5.6），ザ・ビートル
ズ主演の「ハード・デイズ・ナイト」（6.17），「ニ
ューヨーク1997」（7.15）。 9 月からは放送開始時
間が 0時15分からになり，「荒鷲の要塞」（9.24），
黒澤明監督の「夢」（10.1），「タクシードライバ
ー」（1.14），「裏切りのサーカス」（2.11）， 3月に
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は『第89回アカデミー賞授賞式　総集編』（3.11）
も放送した。／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムシネマ』（土曜夜間）

（随時）土　20:30～23:00ほか
　第 1回11.4.4／家族で楽しめる国内外の大ヒッ
ト作品を編成。洋画の 2か国語・邦画は文字放送
で字幕放送も実施した。11本放送。／主な作品：
「シャーロック・ホームズ　シャドウ　ゲーム」
（5.7），「インディ・ジョーンズ　最後の聖戦」
（5.14），「インディ・ジョーンズ　クリスタル・
スカルの王国」（5.21），「レ・ミゼラブル」（字幕，
6.4），「母（かあ）べえ」（9.3），「キャプテン・フ
ィリップス」（字幕，10.8），「アバター」（1.28）
／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムシネマ』（夜間）

（随時）月・火　21:00～23:00
　第 1 回11.4.4／家族で楽しめる話題作やヒット
作を中心に97本を放送。／主な作品：「人生の特
等席」（4.4），「舞妓Haaaan!!!」（4.5），「レイダ
ース　失われたアーク（聖櫃）」（5.3），「インディ・
ジョーンズ　魔宮の伝説」（5.10），「宇宙戦争」
（6.20），「レンタネコ」（6.21），「ゴジラ　60周年
記念デジタルリマスター版」（7.19）， 8月は「父
親たちの星条旗」「硫黄島からの手紙」 2部作を
2週連続で放送（8.1，8）。「ツーリスト」（9.12），
「羊たちの沈黙」（10.24），星野源さん主演の「箱
入り息子の恋」（11.15），「タイタンの戦い」（12.5），
「タイタンの逆襲」（12.12），「偉大なる、しゅら
らぼん」（1.10），「あん」（1.31），「ゼロの焦点」
（2.21）など。また， 8月から10月にかけては，
渥美清さんの没後20年に合わせて第 1作「男はつ
らいよ」（8.4）から第42作「男はつらいよ　ぼく
の伯父さん」（10.4）まで，シリーズを10本放送
した。／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムステージ』

（第 1）月　 0:00～ 4:00ほか
　第 1回13.4.8／現代演劇を中心にミュージカル，
古典芸能，ダンス・パフォーマンスなどから，ク
オリティーの高い舞台芸術を毎月 1回楽しんでも
らう。／4.4「元禄港歌」（作：秋元松代，演出：
蜷川幸雄），5.2「泳ぐ機関車」（作：サジキドウジ，
演出：東憲司），6.6「二人だけの芝居～クレアと
フェリース～」（作：テネシー・ウィリアムズ，
演出：丹野郁弓），7.4「太陽」（作・演出：前川
知大），8.8「あわれ彼女は娼婦」（作：ジョン・
フォード，演出：栗山民也），「夫婦」（作・演出：
岩井秀人），9.5「ただの自転車屋」（作：北村想，
演出：柄本明），10.3「書く女」（作・演出：永井愛），

11.6「弁明」（作：アレクシ・ケイ・キャンベル，
演出：上村聡史），12.5「あの大鴉、さえも」（作：
竹内銃一郎，上演台本：ノゾエ征爾，演出：小野
寺修二），1.16「景清」（原作：近松門左衛門，脚本：
フジノサツコ，演出：森新太郎），2.6「通し狂言　
しらぬい譚」，3.6「誰も喋ってはならぬ！」（作：
フロリアン・ゼレール，演出：堤泰之）／ドラマ
番組部，音楽・伝統番組部，NEP
『プレミアムドラマ』

日　22:00～22:49
再土　23:45～ 0:34

　第 1 回12.4.8／日曜の夜に，女性を中心とする
視聴者層に向けて恋愛，サスペンス，感動的なヒ
ューマンドラマなど本格的なドラマを制作した。
　「奇跡の人」
　第 1回16.4.24，最終回16.6.12／毎日をなんとな
く生きるだけの，ダメ男・一択は過酷な人生と闘
うタフな女・花に恋をした。花は目と耳に障害の
ある娘・海を抱え，日々の暮らしでさまざまな困
難に見舞われていた。一択は人生で何事も成し遂
げてこなかった自分が今やるべきことは，この母
娘の手助けをすることだと決意し，人生初の無謀
な挑戦を始めるのだった。果たして一択は，花へ
の愛を貫いて「家族」となることができるのか？　
ダメな男の一途な想

おも

いが，信じられないような奇
跡を生む！？（全 8回）／作：岡田惠和／音楽：
井筒昭雄／出演：峯田和伸，麻生久美子，住田萌
乃，浅香航大，中村ゆりか，勝地涼，山内圭哉，
光石研，白石加代子，宮本信子ほか／コンテンツ
開発センター，日テレアックスオン
　「受験のシンデレラ」
　第 1回16.7.10，最終回16.8.28／人生の希望を失
ったカリスマ予備校講師の男と落ちこぼれの女子
高生が挑戦するとてつもなく無謀な目標！　果た
して彼らは僅か一年で難関・東大合格を手に入れ
ることができるのか？！　カリスマ講師ともては
やされていたが突然予備校を追われ，傷つき復し
ゅう心に燃える男・五十嵐。働きながら定時制高
校に通うも将来の展望を持てない女子高生の真
紀。「受験のシンデレラ」は“人生の希望を失っ
た男”と“夢見ることを忘れた少女”が偶然に出
会って起きる奇跡の物語。（全 8回）／原作：和
田秀樹／脚本：山岡潤平，武井彩，武田樹里／音
楽：末廣健一郎／出演：小泉孝太郎，川口春奈，
山口紗弥加，山田裕貴，川原一馬，遠藤新菜，原
田佳奈，児嶋一哉，袴田吉彦，富田靖子ほか／コ
ンテンツ開発センター，共同テレビ
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　「隠れ菊」
　第 1回16.9.4，最終回16.10.23／連城三紀彦の傑
作小説『隠れ菊』をドラマ化。浜名湖畔の料亭・
花ずみを引き継いだ，上島通子という女性の波乱
に満ちた日々を描いた，サスペンスフルなドラマ。
突然の離婚通告，料亭の倒産に多額の負債，そし
て夫の愛人との奇妙な駆け引き…。次々と降りか
かる困難を切り抜けていくうちに，通子は驚くほ
どの「強さ」を発揮していく。（全 8回）／原作：
連城三紀彦／脚本：国井桂／音楽：林祐介／出演：
観月ありさ，緒川たまき，前川泰之，松原智恵子，
茅島成美，木下ほうか，筒井道隆ほか／コンテン
ツ開発センター，イメージフィールド
　「山女日記～女たちは頂を目指して～」
　第 1回16.11.6，最終回16.12.18／「探し物はそ
こにありますか？」…人生の岐路に立つ女たちの
癒やしと希望の「登山ドラマ」。いまや女性が自
ら山を選び，自ら頂に立ち，人生をおう歌する。「山
ガール」は「女性の自立の象徴」になった。「山
女」が抱える現実の問題やさまざまな思いをドラ
マで余すところなく描き，今の時代と女性の心を
奥深く捉えた，湊かなえ原作によるプレミアムド
ラマ。（全 7回）／原作：湊かなえ／脚本：吉川
次郎／音楽：窪田ミナ／出演：工藤夕貴，黄川田
将也，夏菜，かたせ梨乃，萩原聖人，上原多香子，
南野陽子，温水洋一，馬渕英里何，佐藤藍子，武
田航平，井上晴美，佐藤めぐみ，蛍雪次朗，丘み
つ子ほか／コンテンツ開発センター，テレパック
　「女の中にいる他人」
　第 1回17.1.8，最終回17.2.19／夫が，浮気の末
に不倫相手を殺したとしたらあなたはどうします
か？　ある日突然，夫に「不倫」と「殺人」を告
白された平凡な主婦・百合子の物語。現代女性の
心理・心情を背景に，不倫を題材にしたサスペン
スドラマの名作映画，巨匠・成瀬巳喜男が描いた
「女の中にいる他人」を映画公開から50年目の節
目の年に，現代版にリメイクしてよみがえらせる。
（全 7回）／原作：エドワード・アタイヤ，映画
「女の中にいる他人」（東宝製作）／脚本：吉本
昌弘，児玉頼子／音楽：吉俣良／主題歌：手嶌葵
「赤い糸」／語り：近藤サト／出演：瀬戸朝香，
尾美としのり，板谷由夏，石黒賢，木野花，甲本
雅裕ほか／コンテンツ開発センター，ジ・アイコン
『プレミアムよるドラマ』

火　23:15～23:44
再月　23:45～ 0:14

　第 1 回13.3.9／普通の主婦の恋愛ものや歴史フ
ァンタジーそして時代劇など多様なジャンルのも

のを制作した。
　「最後のレストラン」
　第 1回16.4.26，最終回16.6.14／織田信長，クレ
オパトラ，ナポレオン，坂本竜馬…死に直面した
歴史上の人物が，現代のレストランにタイムスリ
ップ！　偉人たちの魂を料理が救う！　フレンチ
シェフ・園場凌が偉人たちの無理難題な注文に挑
戦，非業の死を遂げた彼らを料理で成仏させるレ
ストラン「ヘブンズドア」を舞台にした，全く新
しい「歴史・エンタメ」ドラマ。料理が人を救い
ます！！（全 8回）／原作：藤栄道彦／脚本：高
山直也，谷岡由紀／音楽：辻陽／出演：田辺誠一，
木南晴夏，鈴木浩介，石黒英雄，福田麻由子，神
保悟志，大和田獏／ゲスト：竹中直人，小沢真珠，
トリンドル玲奈，松田悟志，シルビア・グラブ，
武田鉄矢，山村紅葉，池内万作ほか／コンテンツ
開発センター，国際放映
　「ふれなばおちん」
　第 1回16.6.28，最終回16.8.16／夫婦とは，母と
は，女とは…。“母”と“女”の間で揺れ動く主
人公・夏の，禁断の恋の物語。家庭のために身を
捧げ，もはや女であることから遠ざかった一家の
母・上条夏。そんな彼女が住む社宅の隣に，夫の
部下・佐伯龍が引っ越してくる。意気投合し，盛
り上がる二人。それは禁断の恋の始まりであった。
家族のことを考え，自分の思いを抑える夏であっ
たが，すでにもう引き返せないところまで来てい
た。（全 8回）／原作：小田ゆうあ／脚本：安達
奈緒子／音楽：阿部海太郎／主題歌：kōkua「黒
い靴」／出演：長谷川京子，成田凌，古畑星夏，
戸田菜穂，鶴見辰吾ほか／コンテンツ開発センタ
ー，ホリプロ
　「ママゴト」
　第 1回16.8.30，最終回16.10.18／“母子とは？”
“家族とは？”“家族で生きていくとは？”悲しい
過去を持つスナックのママと，彼女の元に預けら
れた幼児・タイジ。寄る辺もない 2人が“新たな
家族”を夢見て探す，おかしくも切ない物語。ス
ナック「アムール」のママ・恩地映子は常連の男
たちと酒を飲み，酔っていた。店じまいしようと
すると，旧友の滋子が久しぶりに姿を現す。タイ
ジという 5歳の子を連れていた。滋子はタイジを
映子に預け，置き手紙をして行方をくらましてし
まう。タイジを見ているうち，映子は赤ちゃんを
産んだ自らの過去を思い出す。（全 8回）／原作：
松田洋子／脚本：杉原憲明／音楽：坂本秀一／主
題歌：THE BLUE HEARTS「ナビゲーター」／
出演：安藤サクラ，小山春朋（子役），臼田あさ美，
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古舘寛治，根岸季衣，杉本哲太ほか／コンテンツ
開発センター，ツインズジャパン
　「プリンセスメゾン」
　第 1回16.10.25，最終回16.12.13／高層ビルが建
ち並ぶ街のアパートに暮らす沼越幸。彼女は街に
あるマンションギャラリーに通うのが休日の日課
である。冷やかしとは思えないほど真剣にモデル
ルームを吟味し，プロ顔負けの質問をする。「地
上の楽園」を求めて集うカップルや家族連れに紛
れて 1人で淡々と見学に通う幸の存在は，マンシ
ョンギャラリーに勤める人々の中で密かなミステ
リーとなっていた。なぜ，彼女は一人でマンショ
ンを買おうとしているのか…。実は，幸には家族
の集う「家」を突然失った過去があった。（全 8
回）／原作：池辺葵／脚本：髙橋泉，松井香奈／
音楽：山田勳生／出演：森川葵，高橋一生，陽月
華，志尊淳，舞羽美海，渡辺真起子，木野花，渡
辺美佐子ほか／コンテンツ開発センター，カズモ
　「幕末グルメ　ブシメシ！」
　第 1回17.1.10，最終回17.2.28／時は幕末，所は
お江戸，殿の参勤交代でまかり越しました酒田伴
四郎。花の都の真ん中で，愉快な日々と思いきや，
妻子恋しや，涙の単身生活。けれど殿や同輩，町
娘，果ては相撲取りまでに頼られて。包丁片手に，
さばいて見せます，人情料理。幕末純情グルメド
ラマ，ここに開幕！　マイペースで気の弱い勤番
武士・酒田伴四郎が，妻が荷籠に忍ばせた“献立”
で周囲の悲喜こもごもの悩みを解決する“ほのぼ
の時代劇”！（全 8回）／原作：土山しげる／脚
本：櫻井剛／音楽：辻陽／語り：櫻井孝宏／出演：
瀬戸康史，田中圭，酒井若菜，三吉彩花，草刈麻
有，戸田恵子，徳井優，平田満，草刈正雄ほか／
コンテンツ開発センター，テレパック
　「嘘なんてひとつもないの」
　第 1回17.3.7，最終回17.3.28／対人恐怖症歴 7
年の山崎真の夢はパイロット。しかし家から出ら
れず航空大学の受験も出来ず年齢制限ぎりぎりを
迎えている。母の香津子から同姓同名のパイロッ
トの話を聞きネットで検索すると，可愛い女の子
の写真を載せたヤマザキマコトのブログに手が止
まる。勢いでマコトと会うことになった真は，ド
ッキリではないかと疑いつつ待ち合わせ場所に行
って驚く。居たのは可愛い女の子・真琴だった。（全
8回）／原案：篠原誠／脚本：藤本匡太／音楽：
王舟／主題歌：OKAMOTO’S「時差」／出演：
須賀健太，石井杏奈，戸田菜穂ほか／コンテンツ
開発センター，NEP，ギーク・ピクチュアズ

『名探偵ポワロ　ハイビジョンリマスター版』
土　16:00～17:30ほか

　第 1回15.10.24／世界が愛した名探偵，エルキ
ュール・ポワロ。25年の年月をかけて，アガサ・
クリスティーの原作すべてを映像化した伝説のシ
リーズを改めて第 1話から放送。日本の視聴者に
も愛されてきた長寿シリーズが，ハイビジョンリ
マスターされた美しい映像で，よみがえる。（全
70回のうち47本放送）／展開戦略推進部，NEP
『連続テレビ小説アンコール』
　「てるてる家族」

（前期）月～土　 7:15～ 7:30
　再放送第 1 回16.4.11，最終回16.10.1／本放送
（03.9.29～04.3.27）のアンコール放送。（全150
回）／ドラマ番組部
　「ごちそうさん」

（後期）月～土　 7:15～ 7:30
　再放送第 1 回16.10.3，最終回17.3.25／本放送
（13.9.30～14.3.29）のアンコール放送。（全150
回）／ドラマ番組部
『ワイルドライフ』

月　20:00～21:00
再月　 8:00～ 9:00

　第 1回09.3.30／世界各地で野生動物が繰り広げ
るドラマを，ダイナミックに描く本格自然番組。
長期取材による最新の機材を駆使した極上の映像
と，臨場感あふれる音で大自然の素顔に迫った。
16年度も，カナダの巨大フクロウ，モンゴルの高
山にすむユキヒョウ，白山連峰のニホンカモシカ
など国内外の動物たちを取り上げた。また，年間
12本を 4 Kで制作，高精細映像で大自然の知られ
ざる営みを紹介した。／科学・環境番組部，NEP
『笑う洋楽展』

日　 0:45～ 1:14
　第 1 回14.4.6／サブカル界の黄金コンビ，みう
らじゅんと安齋肇が，貴重な洋楽のビデオを見な
がら縦横無尽に話を繰り広げるトークバラエティ
ー番組。「ご長寿さん」「七三分け」など，毎回一
つのテーマに沿った 5本のビデオを鑑賞。最後に
最優秀作品を選出する。／出演：みうらじゅん，
安齋肇ほか／エンターテインメント番組部，NEP
『ワラッチャオ！』

日　10:30～10:59
再木　 6:00～ 6:29，18:00～18:29

　第 1回13.10.6，最終回17.3.26／子どもとその親
たちに向けたバラエティー番組。16年度は，お姉
さんの寺崎裕香，料理のお姉さんの夢眠ねむの他
に，歌のお姉さんに小林幸子を迎えリニューアル
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した。大喜利やコント，アニメ，歌など盛りだく
さんのコンテンツで笑顔を届けた。岡山，福島，
山梨，群馬で公開収録も行った。／出演：寺崎裕
香，小林幸子，夢眠ねむ／声：田野アサミ，山崎
バニラ，山本匠馬，谷山知宏，平井善之，ゴー☆
ジャス，中村繪里子／青少年・教育番組部，NEP
『ワンス・アポン・ア・タイム4』　新

水　23:15～ 0:00
再土　17:00～17:45

　第 1 回16.4.6，最終回16.9.14／現代の世界とお
とぎの世界を交差しながら，知られざる愛と冒険
の物語を繰り広げる新感覚のファンタジードラマ
の第 4シーズン。おとぎの国からアナとエルサが
やってきた！　「アナと雪の女王」のエピソード
が登場する。（全23回）／展開戦略推進部，NEP
『ワンワンパッコロ！キャラともワールド』

日　 8:30～ 9:59
月　（パート 1） 6:00～ 6:25，再18:00～18:25
火　（パート 2） 6:00～ 6:29，再18:00～18:29
水　（パート 3） 6:00～ 6:29，再18:00～18:29

　第 1 回12.4.8／Eテレの人気キャラ・ワンワン
が，新たな人気キャラ・パッコロリンや，新旧の
子ども番組人気キャラクターと，夢の共演を繰り
広げる。ふれあいホールでのステージショー「み
んなDEどーもくん！」をパート 2として放送。
ファミリーみんなで楽しめる，日曜朝のエンター
テインメント子ども番組。／出演：チョー，山崎
樹範，花原あんり，タイムマシーン 3号ほか／声：
折笠愛，かないみか，水沢史絵，玄田哲章，茶風
林，豊口めぐみ，ほか／青少年・教育番組部，
NED

BS プレミアム：特集番組
『BS新春時代劇　大岡越前スペシャル』
　「白州に咲いた真実」

1. 3／19:30～20:43
　痛快娯楽時代劇『大岡越前』が正月スペシャル
で放送。ゲストは加藤剛。主演の東山紀之と新旧
大岡越前の夢の競演が実現。お家騒動で23年間流
浪の半生を送ってきた浪人・風間五郎左衛門（加
藤剛）が，突然江戸に現れた。事件の真相を探る
大岡忠相（東山紀之）は，果たしてどう五郎左衛
門を裁くのか？／脚本：大西信行／音楽：山下毅
雄，小笠原肇／語り：てらそままさき／出演：東
山紀之，加藤剛，勝村政信，ミムラ，近藤芳正，
星由里子，八嶋智人，紺野まひる，石橋蓮司，高
橋長英，寺田農，松原智恵子，平岳大，津川雅彦

／ドラマ番組部，NEP，C.A.L
『今からでも間に合う！龍の歯医者　放送直前・
直後（生）SP』

（第 1部）　 2.25／19:30～20:00
（第 2部）　 2.25／20:46～21:00

　「アニメ　龍の歯医者」後編の放送を前に，前
編を振り返りながら，SNSを通じて寄せられる視
聴者の感想や後編の見どころを生放送で紹介。／
出演：鶴巻和哉（監督），井関修一（キャラクタ
ーデザイン・作画監督），松村沙友理（乃木坂
46），おかずクラブ，氷川竜介／司会：高橋茂雄（サ
バンナ），三輪秀香アナ／展開戦略推進部，NEP
『映像の世紀コンサート』

12. 4／13:00～14:29
　テーマ音楽「パリは燃えているか」を始め，加
古隆氏の作曲した『NHKスペシャル』「映像の世
紀」の数々の音楽は，映像に新たな命を吹き込ん
でいる。今回，番組の映像を音楽に合わせて再編
集，巨大スクリーンに投影しながら，映像と音楽
の圧倒的なコラボレーションで激動の100年を振
り返った。壮大な音楽と歴史的映像が織り成す，
息をつかせぬ緊迫の90分である。／出演：加古隆
（ピアノ），日本フィルハーモニー交響楽団（管
弦楽），岩村力（指揮）／語り：進藤晶子／NEP，
大型企画開発センター
『カウントダウンLIVE　アニソンベスト100！』

（第 1部） 2.18／18:30～20:00
（第 2部） 2.18／20:46～21:00

　視聴者からの投票結果を基に，日本アニメ100
年の歴史を彩ってきた「アニソン」100曲をライブ
でカウントダウンしながら発表。／出演：i☆Ris，
岩崎良美，喜多修平，きただにひろし，ささきい
さお，高橋洋子，水木一郎／司会：中川翔子，ケ
ンドーコバヤシ，三輪秀香アナ／展開戦略推進部
『クリエーターたちのDNA～ニッポンアニメ
100年史～』 1.28／19:00～19:59

再 3.20／15:15～16:14
　歴史に残る名作の数々を作り上げてきたクリエ
ーターにスポットを当て，その100年の系譜をた
どりながら，世界に誇る日本アニメの魅力に迫っ
た。／出演：荒木哲郎「進撃の巨人」，庵野秀明「エ
ヴァンゲリオン」シリーズ，いしづかあつこ「ノ
ーゲーム・ノーライフ」，大友克洋「AKIRA」，
押井守「GHOST IN THE SHELL／攻殻機動
隊」，小田部羊一「アルプスの少女ハイジ」，笹川
ひろし「タイムボカン」シリーズ，佐藤順一「美
少女戦士セーラームーン」，杉井ギサブロー「タ
ッチ」，鶴巻和哉「龍の歯医者」，富野由悠季「機
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動戦士ガンダム」，寺本幸代「映画ドラえもん新・
のび太と鉄人兵団～はばたけ天使たち～」，長井
龍雪「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな
い。」，米林宏昌「借りぐらしのアリエッティ」／
展開戦略推進部，NEP
『ザ・プレミアム』
　「たけしのこれがホントのニッポン芸能史」

4. 9，10. 8／19:00～20:29
6.18， 1. 7／19:30～20:59

　ビートたけしが，貴重なアーカイブス映像を紹
介しながら，独自の視点で日本の芸能史を語り尽
くすシリーズ企画。「演歌」（4.9），「マジック」
（6.18），「コミックソング」（10.8），「時代劇」（1.7）
をテーマに放送した。／出演：ビートたけし，所
ジョージほか／エンターテインメント番組部，
NEP
　「知られざる恐竜王国ニッポン」

8.13／21:00～22:30
　最近，日本各地で続々と恐竜化石が発見され，
“恐竜王国”ニッポンの実像が見えてきた。かつ
ての恐竜の姿と動きを 4 K高精細CGでリアルに
よみがえらせ，新展開を見せる恐竜研究の最前線
を紹介した。／語り：渡邊佐和子アナ／科学・環
境番組部，NEP
　「 華族　150年の旅路～激動を生き抜いた日
本の名家～」

9.10／21:00～22:29
　「鹿鳴館の華」とたたえられた美貌の貴婦人た
ち…。明治時代に誕生した上流階級「華族」。財
産と特権を保障され，何不自由ない生活をおう歌
した華族は，やがて激しい時代の渦に巻き込まれ
る。資産を失い没落する者，国の指導者として苦
難の道を歩む者。番組では華族が伝えたゴージャ
スな「美の遺産」を楽しみながら，波乱に満ちた
その運命を近衛家，徳川家，鍋島家を軸に描いた。
／語り：松平定知，渡邊佐和子アナ／大型企画開
発センター，NEP
　シリーズ　知られざる古代文明
　　「 発見！ナスカ・大地に隠された未知なる地

上絵」 12. 3／21:00～22:29
　謎多き古代文明。新たなる科学技術が投入され，
これまで分からなかった新事実が発見されてい
る。その成果を紹介するシリーズ第 1弾は南米ア
ンデス文明。特に巨大な動物を描いた地上絵で有
名なナスカだ。挑んでいるのは山形大学チーム。
高性能レーザーを駆使して数十にも上る未知の地
上絵を発見してきた。ドキュメンタリー番組の案
内役に初挑戦という，俳優の佐藤健が現地を訪ね，

地上絵の知られざる役割を紹介した。／リポータ
ー：佐藤健／語り：古野晶子アナ／大型企画開発
センター，NEP
　シリーズ　知られざる古代文明
　　「 発見！マヤ・密林に隠されたピラミッドと

謎の石舞台」
12.10／21:00～22:29

　俳優の佐藤健さん案内で，新たなる科学技術の
挑戦を追う古代文明シリーズ。第 2弾は中米マヤ
文明。マヤ文明の遺跡の多くが密林地帯にあり，
樹木に覆われて未発見のままだ。そこで茨城大学
が中心となって上空から最新鋭レーザー観測を実
施，未知なる神殿ピラミッドらしい痕跡をいくつ
も捉えた。また，近くの陥没湖でも掘削調査を行
い，湖底の堆積物から当時の環境を細かく再現し
ようと取り組んでいる。マヤ文明盛衰のドラマに
迫った。／リポーター：佐藤健／語り：古野晶子
アナ／大型企画開発センター，NEP
　「 天空の謎　マチュピチュ　～21のミステリー

を徹底究明！～」
12.17／21:00～22:59

　神秘とロマン，天空の世界遺産マチュピチュ（ペ
ルー）の魅力のすべてを21の謎にギッシリ詰め込
み， 2時間たっぷり紹介。標高2,400mの断崖絶
壁に誰が，何のために建設したのか？　どうやっ
て巨石を加工したのか？　世界初放送！「マチュ
ピチュのモデル」？　光と遺跡が織り成す奇跡の
絶景！　最新発見の謎の壁画など。 4 K高精細画
質で長期ロケを行い，SHV試験放送版も制作し
た。／ナビゲーター：朝倉あき／語り：森川智之
／文化・福祉番組部
　時空超越ドキュメンタリードラマ
　　「江戸城無血開城」

1. 1／21:00～22:59
　幕末維新の「江戸城無血開城」。徳川家の象徴・
江戸城が平和のうちに新政府軍に引き渡されたこ
とで江戸は焦土とならず，100万都市が明治の世
に受け継がれた。勝海舟と西郷隆盛のトップ会談
で決められたと言われる「無血開城」。番組では，
英国人通訳官アーネスト・サトウの目を通してグ
ローバルな視点を織り込みながら，無血開城へと
至る西郷と勝の虚々実々の駆け引きを新感覚のド
ラマドキュメンタリーで描いた。／出演：満島真
之介，高橋和也，佐藤二朗ほか／語り：渡邊佐和
子アナ／大型企画開発センター，NEP
　「東北さくら旅」

3.11／21:00～22:30
　待ち望んだ春を告げる満開の桜。東北の人々が
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桜に寄せる心模様を 4 Kの美しい映像でつづる紀
行ドキュメント。岩手の石割り桜に人生を捧げた
庭師の一族。山形県赤湯の桜を迎える巨大なしめ
縄のかけ替え。そして福島。震災から 6年，失わ
れた故郷に今も変わらず咲くおらが桜…。東北を
2か月かけて北上する桜前線と共に巡る，桜と人
の物語。／語り：伊東敏恵アナ，小野卓司／大型
企画開発センター，NEP
『ジャパン・オルフェオ～オルフェオ　IN　鶴
岡八幡宮』

11.28／ 0:00～ 1:59
　日伊国交150周年を記念し，鎌倉・鶴岡八幡宮
で上演された創作オペラ。モンテヴェルディの歌
劇「オルフェオ」に，能と日本舞踊，雅楽を加え
ることで，バロック・オペラと日本の伝統芸能が
融合した作品となった。さらに，モンテヴェルデ
ィが構想を持ちながらも書き残さなかった第 5幕
の「幻の結末」を指揮者で作曲家の沼尻竜典が新
たに補筆。その世界初演を野外特設舞台で中継収
録した。／出演：ヴィットーリオ・プラート，宝
生和英，藤間勘十郎ほか／音楽・伝統芸能番組部
『シンフォニック・ゲーマーズ　～僕らを駆り立
てる冒険の調べ～』

11. 6／22:50～ 0:19
　NHK音楽祭関連イベント。「ポケットモンスタ
ー」や「ファイナルファンタジー」など，おなじ
みのゲーム音楽の名曲を管弦楽版にアレンジし，
こだわりのインサートムービーと，ゲーム専門オ
ーケストラによるダイナミックな演奏を届けた。
20～30代の若者世代から絶大な支持を得た。／司
会：青木瑠璃子（声優），塩澤大輔アナ／ゲスト：
糸井重里，有野晋哉／管弦楽：JAGMO／指揮：
永峰大輔／音楽・伝統芸能番組部
『スーパープレミアム』
　「獄門島」

11.19／20:00～22:00
　金田一耕助再起動！　横溝正史の最高傑作にし
て数々のミステリー・ランキングで 1位に輝く名
作『獄門島』を映画並みのクオリティーでドラマ
化！　長谷川博己演じる金田一が，終戦直後の瀬
戸内の孤島で起きた怪奇な連続殺人事件に挑む。
／原作：横溝正史／脚本：喜安浩平／出演：長谷
川博己，仲里依紗，小市慢太郎，古田新太，奥田
瑛二ほか／演出：吉田照幸／コンテンツ開発セン
ター，NEP，ザロック

　「アニメ　龍の歯医者」
（前編「天狗虫編」） 2.18／20:00～20:46
（後編「殺戮虫編」） 2.25／20:00～20:46

再（前・後編一挙放送） 3.20／16:15～17:47
　「エヴァンゲリオン」シリーズ，「シン・ゴジ
ラ」などで知られる映像作家・庵野秀明が率いる
スタジオカラー制作のスペシャルアニメ。主人公
は，国の守護神“龍”を虫歯菌から守る歯医者の
野ノ子。隣国との戦争が激化する中，ある日彼女
は，龍の歯の上で気絶した敵国の少年兵を見つけ
る。少年の名はベル。大きな災いの前に龍が起こ
すと言われる不思議な現象で，龍の歯から生き返
ったのだった。激しい戦いに巻き込まれながら，
二人はやがて自らの運命を受け入れていく…。／
声の出演：清水富美加，山寺宏一，林原めぐみ，
ほか／原作・脚本：舞城王太郎／監督：鶴巻和哉
／展開戦略推進部，NEP，ドワンゴ，カラー
『世界でカブけ！ラスベガス歌舞伎　「獅子王
SHI-SHI-O」』

8.15／ 0:00～ 1:29
再 9.13／16:30～17:59

　市川染五郎がラスベガス初の劇場歌舞伎公演に
挑戦。演目は新作歌舞伎「獅子王」。巨大ホテル
内の劇場で 5日間にわたって上演された公演を
4 Kスーパーハイビジョンで収録。最新技術のプ
ロジェクションマッピングや，宙乗りなどの古典
演出を駆使した舞台はアメリカの観客を熱狂させ
た。 4 K放送に加えて，ワールドプレミアムでも
海外配信した。 5月デヴィッド・カッパーフィー
ルド劇場（アメリカ・ラスベガス）で収録。／出
演：市川染五郎，中村歌六ほか／音楽・伝統芸能
番組部
『千住クレイジーボーイズ～東京・足立区発ドラマ～』

2.15／22:00～22:59
　東京発地域ドラマの第 2弾。かつて一世をふう
びしたものの今や人気ガタ落ちのピン芸人・恵吾
は，貯金が底をつき，家も追い出され，昔組んで
いた漫才コンビ「クレイジーボーイズ」の相方・
行
ゆき

の住む足立区北千住エリアの家に転がり込む。
そこで出会うのは，シングルマザー，元ヤンキー
の床屋，銭湯のダンナら，個性豊かな町の面々。
プライドばかり高く周囲とトラブルばかり起こす
恵吾だったが，飾らないこの町の人間力に触れ，
次第にお笑いへの情熱を取り戻していく。（全 1
回）／作：高羽彩／音楽：橋本由香利／出演：塚
本高史，小池徹平，比嘉愛未，スマイリーキクチ，
品川徹，北村有起哉ほか／ドラマ番組部，首都圏
放送センター
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『第15回　東京ジャズ』
10.19，26，11. 2／ 0:45～ 2:14

　15回目を迎えたアジアのジャズフェスティバル
としては随一の規模を誇る「東京JAZZ」。 9月に
開催された国内外から一流のアーティストが集結
した 3日間のジャズ・イベントを凝縮して 3夜に
わたって放送した。／出演：セルジオ・メンデス，
パット・メセニー，ハービー・ハンコック，上原
ひろみ，日野皓正，渡辺貞夫ほか／音楽・伝統芸
能番組部，NEP
『天空の “宗教都市” ～チベット仏教・紅の信仰
の世界～』

3.11／19:30～20:59
　中国・四川省の奥深く標高 4 ,000mの山肌に突
如現れる， 1万もの紅の修行小屋。中国最大規模
の仏教僧院“天空の宗教都市”だ。その僧院の内
部に，初めて 4 Kカメラが入った。かつて，何も
ない荒れ地に建てられた小屋から始まった，宗教
都市の知られざる歩みとは。この僧院を頂点に広
がる，チベット仏教の独自の精神世界とは。中国
の奥地に奇跡のように残された，美しき“天空の
宗教都市”を旅した。／大型企画開発センター，
社会番組部
『ドクター・コッペリウス featuring 初音ミク
～冨田勲　追悼コンサート～』

1.29／23:00～23:59
　16年 5 月 5 日に急逝した作曲家・冨田勲の遺作
を中継収録，作品制作に至るミニドキュメントと
共に放送。宇宙開発の父・糸川英夫との邂

かい

逅
こう

を経
て，躍るフォログラフィーが登場する舞台を作り
たいと，冨田が長年温めてきた企画。バーチャル
シンガー・初音ミクが3Dで登場し，ダンサーと
共にバレエを披露し話題となった。／出演：初音
ミク，風間無限，和中和央，佐々木三夏バレエア
カデミー，渡邊一正（指揮），東京フィルハーモ
ニー交響楽団ほか／音楽・伝統芸能番組部
『ニッポンアニメ100　「視聴者投票スタート！
アニメ100人くらいに聞きました」』

1. 8／23:00～23:59
再 1.22／14:30～15:29

　国産アニメが誕生してから100年という節目に
企画された『ニッポンアニメ100』。視聴者のウェ
ブ投票と関連の番組を放送する一大プロジェク
ト。一連の番組のキックオフに当たるこの番組で
は，アニメ好き著名人や街角の人など総勢100人
以上にインタビ ューを敢行。思い出の名シーンを
つづりなが ら，100年の歴史を振り返り， 3か月
に及ぶ視聴者投票がスタートした。／出演：上川

隆也，DAIGOほか／展開戦略推進部，NEP
『バスで！列車で！　篠山輝信×震災6年の東北
旅』 3. 4／17:30～18:59
　『あさイチ』のリポーターで俳優の篠山輝信さ
んが，バスや列車の公共交通機関を利用して，東
日本大震災で被災した各地を訪ね，“復興”の現
状を伝える旅番組。『あさイチ』で13年から毎年
3月上旬に放送してきたシリーズ企画のスペシャ
ル版。三陸鉄道の起点・久慈駅から，岩手，宮城，
福島の沿岸を南下する650kmの旅を通して感じた
のは，被災地とそこに生きる人々のひとくくりに
はできないさまざまな実情だった。“復興”の本
当の意味とは何か？　深く考える旅として伝え
た。／旅人：篠山輝信／語り：原田知世／生活・
食料番組部，仙台局，NPN東北
『バラのささやき～創られた美の物語～』

10.15／18:00～18:59
　現在 3万以上の品種が存在するバラは，世界の
8つの原種から派生したとされ，その原種のうち，
ノイバラ，テリハノイバラ，ハマナスの 3つが日
本に自生している。山野に咲くノイバラが，欧州
に渡り，華やかに創り替えられていった歴史。戦
争を生き残り平和のシンボルとなったバラ。長く
不可能の代名詞とされていた青いバラ。番組は，
わずか200年で 3万以上もの品種に増えたバラの，
美にまつわる物語。日本のノイバラを主役に，さ
まざまなバラのCGキャラクターの目線から，花
の女王・バラの歴史をひもとくファンタジードキ
ュメンタリー。 4 K収録。／声の出演：松たか子，
前田愛，佐倉綾音，大塚明夫，福山潤／語り：団
時朗／生活・食料番組部，NED
『パン旅。』

9.15，22／23:15～23:44
　日本中に個性あふれるパンとパン屋さんがあ
る。パンを通じ，日本を味わう『パン旅。』。16年
度は「発見！那須高原は絶品パンの宝庫」と「神
戸のパン　いいとこどりの一日旅」の 2本を 9月
に放送。一日三食パンでOKという女優・木南晴
夏が相棒の女性と，パンだけが目的の旅をした。
那須では高原らしい牧場の牛乳たっぷりのパンや
ロッジに泊まれるパン屋さんを堪能。神戸では戦
時中からのレンガのパン釜で職人技で焼いた食パ
ンを味わい，パンでワインを楽しむパン飲みも敢
行。／旅人：木南晴夏，蔵下穂波（那須高原），
ニッチェ江上敬子（神戸）／ナレーション：西脇
保／コンテンツ開発センター，NEP，ジーズ・
コーポレーション
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『美と若さの新常識～カラダのヒミツ　シーズン2』
9. 8，15，22／21:00～21:59

　美しさと若さを手にする近道は何か？　それは
カラダにまつわる科学を知ること。“美しさと若
さ”を最新の科学で追究する情報エンターテイン
メント番組。医学，生命科学，栄養学の日進月歩
の研究から，かつての知識をくつがえす新常識を
次々と紹介した。「ダイエットの極意！“ガマン
しない”を学べ」「内側からキレイに！デトック
ス力を上げろ」「若さの秘薬！性ホルモンを生か
せ」。（全 3回）／司会：フットボールアワー／語
り：松本大督／科学・環境番組部，NEP
『プレミアムドラマ　スリル！～黒の章～』

2.26～ 3.19／22:00～22:49
　舞台設定はそのままに総合とBSプレミアムで
主人公を変えて描く連動企画のミステリー。黒の
章では腹黒弁護士を主人公に，金に目がくらんで
危ない依頼を引き受けてはピンチに追い込まれ，
最後は警視庁庶務係の女性職員のひらめきに助け
られるさまをコミカルに描いた。（全 4回）／作：
蒔田光治，徳尾浩司／音楽：橘麻美／出演：山本
耕治，小出恵介，木下ほうか，きたろう，佐野ひ
なこ，小松菜奈ほか／ドラマ番組部，NEP，東宝
『まんぷく農家メシ』

7.29， 8. 5／19:30～19:59
　梅沢富美男と東野幸治が全国各地を訪ね，おい
しい農家のごはんを食べ尽くす。代々受け継がれ
てきた伝統料理から，アイデア満載の調理法まで，
生産者ならではの知恵が詰まった農家メシを紹
介。日本の農産物とそれを作る人々のすばらしさ
を再発見する，笑いにあふれたグルメバラエティ
ー！　開発番組として 2本制作。17年度より定時
化。／出演：梅沢富美男，東野幸治／語り：柳原可
奈子／コンテンツ開発センター，NEP
『六角精児の呑（の）み鉄本線・日本旅』

4. 9／13:30～14:29
8. 7， 3. 5／22:50～23:49

11.30／21:00～21:59
　酒と鉄道という偏った視点で，俳優・六角精児
が日本を再発見する特集番組。鉄道旅に合う音楽
を厳選し，自宅に居ながらゆったりと旅情を味わ
える鉄道音楽紀行番組として制作した。小湊鉄道・
いすみ鉄道（4.9），根室本線（花咲線）（8.7），指
宿枕崎線（11.30），津軽鉄道・弘南鉄道（3.5）。
／出演：六角精児／語り：壇蜜／エンターテイン
メント番組部

スーパーハイビジョン試験放送
『ANNA　NETREBKO　アンナ・ネトレプコ　
IN　東京』

11.21／14:00～15:40ほか
　世界で活躍するロシア出身のオペラ歌手アン
ナ・ネトレプコの来日公演を，スーパーハイビジ
ョン，22.2サラウンドで収録。テノールのユシフ・
エイヴァゾフと共に，イタリア・オペラの名曲の
数々を披露したコンサート。長さの異なる 3つの
バージョンを制作し， 8 Kのプレゼンスを高める
クラシック・コンテンツの一つとして，パブリッ
ク・ビューイング，試験放送で活用された。／出
演：ヤデル・ビニャミーニ（指揮），東京フィル
ハーモニー交響楽団／音楽・伝統芸能番組部
『残響の街・長崎～福山雅治　故郷を撮る～』

11.28／10:00～10:56ほか
　歌手で俳優の福山雅治さんが，ライフワークの
写真を撮りながら故郷・長崎の歴史を再発見。そ
の様子を 8 Kで撮影。まだあまり前例のないドキ
ュメンタリータッチのオール 8 Kコンテンツの制
作に挑戦した。さらに45分に再編集した総合テレ
ビ版（ 2 K）も制作。／出演： 福山雅治／科学・
環境番組部，NED
『 8 Kで体験！牧野植物ふしぎ図鑑』

8. 1／13:00～13:59ほか
　 8 Kの超高精細映像のすごさを体感できる 8 K
スタジオ情報番組。明治から昭和初期に活躍した
植物学者・牧野富太郎が描いた植物精細図を入り
口に，キクや食虫植物などが見せる驚きのミクロ
の営みを高精細映像で描いた。／出演：いとうせ
いこう，ゴリ，福田彩乃，古原靖久，伊東敏恵ア
ナほか／科学・環境番組部，NEP
『被爆の森　原発事故5年目の記録』

12. 7／14:00～14:50ほか
　福島第一原発事故によっておよそ 9万人もの住
民が強制避難して生まれた広大な無人地帯。 5年
の歳月で，世界に類を見ない生態系の激変が起き
ている。人を恐れないイノシシの群れが白昼堂々
と街中を歩き，ネズミやアライグマが住宅に侵入
して荒らすなど，野生動物が縦横無尽に動き回る。
原発事故が生んだ“被爆の森”は今どうなってい
るのか？　生物への放射能の影響は？　世界中の
科学者たちの調査等から明らかになる知られざる
避難地域の 5年目の記録。4 K制作番組。／語り：
中條誠子アナ／科学・環境番組部


