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『学びが変わる！教育最前線2019』
3.29／ 9:40〜10:10

　2020年に向けて教育が大きく変わる。プログラ
ミング教育や小学校“英語”が導入され，大学入
試も変わる！？　実際にどう変わるのか？　番組
では，いま学校でどんな授業が行われているのか，
最新の“学びの姿”を取材。これからの学びに何
が必要なのかを探っていく。／出演：中山秀征，
藤本美貴，工藤勇一／ナレーション：新井里美／
青少年・教育番組部

『みいつけた！　お正月スペシャル「サボテンミ
ュージックでショウ」』

1. 1／ 8:25〜 8:55
　番組に楽曲提供しているミュージシャンをゲス
トに招き，コッシー，スイちゃん，サボさんと一
緒に楽しいスタジオライブを開催。豪華な歌の共
演のほか，面白トークやゲームで盛り上がった。
／出演：高橋茂雄（サバンナ），川島夕空，佐藤
貴史，トータス松本，山崎まさよし，スキマスイ
ッチ，クレイジー・ケン・バンド／青少年・教育
番組部，NED

『みいつけた！ステージでショー「千葉」』
8. 5／16:15〜17:00

　千葉県東金市で『みいつけた！』の公開収録を
実施。千葉県の名所や名物などをショーに盛り込
み，海の家を舞台にした爆笑コント，会場の子ど
も達とキャラクターが対決するゲームコーナー，
人気の歌やダンスなどで大いに盛り上がった。／
出演：高橋茂雄（サバンナ），川島夕空，佐藤貴史，
小林顕作，篠原ともえ，DAIGOほか／青少年・
教育番組部，NED

『昔話法廷』
8.13〜14／ 9:00〜 9:20

　15年 8 月からスタートしたシリーズ特集番組。
18年度は，新作 2 本制作した。「昔話の登場人物
が訴えられたら？」という設定で，検察官，弁護
人，被告人，証人のやり取りを， 1 人の裁判員の
目線で描く法廷ドラマ。毎回，判決は出さず，視
聴者が自分の価値観と向き合いながら，自分なり
の判決を考えてもらうのがねらい。18年度は，「“ブ
レーメンの音楽隊”裁判」と「“赤ずきん”裁
判」を放送。また，フランスとの国際共同制作に
もつなげた。／出演：吉田羊，竹中直人，木村多
江，林遣都ほか／動画配信／青少年・教育番組部

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，最終回19.3.7／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』
火〜金　 0:00〜 0:49

再火〜金　17:00〜17:49
　第 1 回04.4.1／海外の制作者が時代の最前線を
追って取材・制作した番組を購入，または国際共
同制作した。 4 月は「プラスチック・チャイナ」
「ダス・ライヒ〜ヒトラー“死の部隊”〜」， 5
月は「素顔のイギリス王室　ハリーとメーガン」，
7 月は「原音のサバンナ」「英国庭園の四季」な
ど異色の演出を工夫した自然番組が反響を呼ん
だ。 8 月は「ダイアナ妃の“憎き”継母」， 9 月
は中国の強制収容所からのSOSを題材にした「馬
三家からの手紙」がよく見られた。国際共同制作
では「白人至上主義の裏側」「ソーシャルメディ
アの“掃除屋”たち」，大型シリーズ「Why　
Slavery？」などを秋に展開し，世界の制作者の
連携を深めた。12月からは，BS 4 K放送の定時枠
で一体化制作した作品も放送。「海深く生きる　
ジャゴ」「映像詩　フランスの田園」など，映像
美と物語性に優れた番組を紹介した。12月の「輪
廻（りんね）の少年」， 2 月の「おっぱいでいっ
ぱい」はSNSで話題になり， 3 月の「素顔のボヘ
ミアン・ラプソディ」では，社会現象となった大
ヒット映画の実話版として，ファンの期待に応え
る試みをした。07年に始めた『発掘アジアドキュ
メンタリー』も継続し，共同制作した 4 作品を放
送した。／展開戦略推進部，NEP，Gメディア

『BSニュース』
月〜日　（ 5 〜23時）毎時50分〜

　第 1 回04.11.1／早朝から深夜まで毎時50分から
10分間を基本とし， 1 日19回放送。国内外の主な
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ニュースをはじめ，為替と株の情報，気象情報な
どをコンパクトに伝えた。18年度から制作業務全
体をGメディアに委託。“ニュースはコンパクト
かつ多項目”を編集方針に地震や事件・事故など
の緊急報道にも迅速に対応した。大リーグやプロ
野球などのスポーツ中継がある場合は，休止や中
断ニュースになる場合もあった。／キャスター：
實石あづさ，高嶋未希，竹村優香，長谷川静香，
河野千秋，笠井美穂，佐久川智，木下瑠音，井上
真帆／テレビニュース部

『CNNスチューデントニュース』
火〜土　 3:20〜 3:30

再月〜金　15:10〜15:20
　第 1 回09.3.30／米CNN制作，中学・高校生向
けのデイリー・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〜』
BS1�　　日　18:00〜18:44

再日　12:00〜12:44
BS 4 K　木　19:45〜20:29

再木　 9:45〜10:29
　第 1 回06.4.5／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。18年度は福井・
山口・宮崎などへスタジオを飛び出して出張版を
制作（ローカル放送向けにもリメーク），さらに
静岡の出張版は『ザ・ディレクソン』とコラボし
て地元の人たちも参加した。日本人自身は気付か
ないが外国人には不思議な習慣などに注目しその
意味を掘り下げる「ニッポン人あるある」，東京
オリンピックを見据え最近外国人でにぎわう東京
の 意 外 な 人 気 ス ポ ッ ト を 見 つ け る
「TOKYO2020」，99分の拡大版で日本や日本人
を描いた人気動画を題材に議論する正月特集「新
春SP　世界が驚いた！ニッポン動画大賞2019」
など，多様な展開で「クール」を紹介した。／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，中村伊知哉，高井典子，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』
土　21:10〜21:49

　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。J2も定期的に特集。シ
ーズンオフは各回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

『NFLウイークリー　2018』
（ 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18〜19レギュラーシーズンとプレ
ーオフ，スーパーボウルなどの注目カードや好試
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
ト番組のリメーク版で，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を紹介。／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，18年の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。松山英樹ら日本選手
の活躍はENG取材も行い，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た。／ス
ポーツ番組部，Gメディア

『アスリートの魂』
BS1（前期）土　 0:00〜 0:44

（後期）金　23:00〜23:44
再日　17:00〜17:44

G���　　　　木　 1:50〜 2:34
BS 4 K��　　日　18:10〜18:54

再土　10:40〜11:24
　第 1 回12.4.2（BS1），11.4.4（G），最終回19.3.24
（BS1），19.3.28（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。プロ
野球・ソフトバンクの千賀滉大投手や甲斐拓也選
手，西武の菊池雄星投手をはじめ，サッカー日本
代表の酒井宏樹選手や堂安律選手など有名選手を
取り上げた。さらに2020年の東京オリンピックを
控え，ナビゲーターに吉田沙保里，太田雄貴を起
用。競泳・池江璃花子選手や卓球・伊藤美誠選手，
バドミントン・奥原希望選手などに密着。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
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『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，最終回19.3.24／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

『行くぜ！パラリンピック』　新
日　19:00〜19:49

　第 1 回18.4.22，最終回19.3.10／2020年東京パラ
リンピックを目指し，全国の発掘プロジェクトな
どから活躍を始めた若手の有望選手の成長を伝え
た。競泳，陸上はじめ多岐にわたる競技の「金の
卵」を，公募で選ばれたNHKリポーターが密着
取材。スタジオではサッカーの元日本代表，ゴン
中山が熱く選手にエールを送った。／MC：中山
雅史／リポーター：千葉絵里菜，後藤佑季，三上
大進／コンテンツ開発センター，Gメディア

『奇跡のレッスン』
BS1����　　　　　　　　不定期
E��　（前期）木　22:00〜22:50

　第 1 回16.11.20／世界の最強コーチが日本の子
どもたちに 1 週間の特別レッスンを行い，技術と
心の成長を呼び起こすドキュメント。50分×2枠
の前・後編を基本形に， 9 本（17枠）の新作を放
送した。元大リーガーで300勝投手のランディ・
ジョンソン氏をコーチに迎えた野球ピッチャー編
は，過去最高の視聴率となった。陸上長距離，ボ
クシング，パラ水泳などのスポーツだけでなく弦
楽器，書道などの文科系のテーマでも積極的に制
作した。／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18の国と地域，23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：塩﨑隆敏，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〜』

（後期）土　23:00〜23:49
再月　20:00〜20:49

　第 1 回18.11.10，最終回19.3.30／「究極の野球
辞典」の編さんという設定で，毎回，一つの「キ
ーワード」を徹底的に掘り下げるため現役選手や
OBを取材し，野球の神髄・極意をひもとく。も
ともとプロ野球のオフシーズン企画として開発さ
れた番組だが，18年度は， 5 月と 7 月に視聴者か
らの投稿を基に作る「プレ編」を放送。11月以降
は「悪球打ち」「ブルペン」「審判」「代打」など
を取り上げた。このほか特集番組として「2019開
幕スペシャル」（3.28）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，データ解析の専門家ほか
／語り：土屋伸之（ナイツ）／コンテンツ開発セ
ンター，NEP，万作

『月刊SHVニュース』
BS1����（最終）日　12:20〜12:50
SHV�����　　　　　　　　　随時

　第 1 回17.4.30，最終回18.6.24／その月の主なニ
ュースを 4 K・8 Kの高精細映像の特性を生かして
伝えるニュース番組。地震で損壊した熊本城の復
旧作業（ 4 月号）や歴史的な米朝首脳会談（ 6 月
号）などを 4 K映像で取材。従来の映像では見え
なかったものが見えることで，ニュースに新たな
付加価値をもたらすものとなった。この番組で得
た知見やノウハウは，12月の本放送でスタートし
た『週刊まるわかりニュース』4 Kサイマル放送
に引き継がれている。／キャスター：井原陽介・
保里小百合・赤木野々花アナ／テレビニュース部，
社会番組部，映像取材部，映像制作部

『国際報道2018／2019』
月〜金　22:00〜22:50

　第 1 回14.3.31／海外総支局のネットワークを生
かして，最新の国際ニュースをいち早く，より深
く伝えるとともに，海外の人びとの暮らし，文化，
トレンドなども紹介した。また，キャスターによ
る中継オペレーションを 3 回実施。フランスと日
本との文化交流の深まりや，カンボジアの総選挙，
アメリカ中間選挙など，激動する世界の現場から
臨場感をもって伝えた。／キャスター：花澤雄一
郎，松岡忠幸，酒井美帆／政経・国際番組部，G
メディア

『ザ・ディレクソン』　新
土　17:00〜17:25ほか（随時）

　第 1 回18.4.14／参加者全員がディレクターにな
って地域を元気にするアイデアを競い合う番組。
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最優秀アイデアをNHKが全力で番組化して放送，
さらにNHKが地域に暮らす人と人をつなぐ
「場」，地域の未来をともに創る「場」になるこ
とを目指す。「静岡を世界に発信しよう！」（静岡
局　4.28），「北海道を幸せにするテレビ」（旭川
局　7.14），「秋田愛でヒット番組を生み出せ」（秋
田局　9.22），「イチサン女子　高知を救う！」（高
知局　12.15）など。／MC：山里亮太（南海キャ
ンディーズ）／社会番組部，コンテンツ開発セン
ター，視聴者コミュニケーション推進室，各地域
局，Gメディア

『スポーツ　イノベーション』
BS1�　　日　21:00〜21:49
BS 4 K　日　18:10〜18:59

再土　10:40〜11:29
　第 1 回17.4.9／スポーツにおける勝負の“あや”
やアスリートの進化を，最先端テクノロジーとデ
ータを駆使してVTRとスタジオで解き明かす。
18年度は最新の放送技術AR（拡張現実・オーグ
メンテッドリアリティー）を本格導入。／出演：
向井一弘アナ，パトリック・ハーラン（タレント）
／スポーツ番組部，Gメディア

『聖火のキセキ』　新
土　17:25〜17:50

（後期）再火　14:00〜14:25
　第 1 回18.4.7／64年東京五輪の聖火リレーはど
のように行われたのか，その“軌跡”を地元出身
のオリンピアンがたどり，地域に残された“奇跡”
のような五輪遺産レガシーを都道府県ごとに見つ
める。2020年の期待の星も紹介。五輪や聖火リレ
ーがもたらす意味を掘り下げ多彩に描き出した。
地方局の金曜730枠や610ニュースの地域支援ソフ
トとしても貢献した。／ナレーション：満仲由紀
子／コンテンツ開発センター，Gメディア，NPN

『世界はTokyoをめざす』
BS1�　　日　20:00〜20:49
BS 4 K　日　17:20〜18:09

再土　 9:50〜10:39
　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目指すアスリートに
スポットを当てる社会派スポーツドキュメンタリ
ー。紛争の傷跡を乗り越えたコソボ柔道家，難民
選手団をめざすシリア難民空手家，ホストタウン
山形で合宿を続けるブルガリア新体操チーム，日
本のライバルとなる米ソフトボールチームなど。

彼らの姿からは平和と夢をもたらす，オリンピッ
クのもう一つの姿が見えてくる。2020年が近づく
につれ，メダル争いをする可能性の高いアスリー
トによりシフトしている。／ナレーション：山口智
充／コンテンツ開発センター，NEP，Gメディア，NED

『武井壮のパラスポーツ真剣勝負』　新
（月 1 回）日　19:00〜19:45

　第 1 回18.4.6／18年度から定時番組となった。
運動能力抜群で「百獣の王」の異名を持つ武井壮
がパラスポーツに挑戦。その競技のトップアスリ
ートに真剣勝負を挑む。武井壮の能力を持ってし
ても，かなわないパラアスリートのテクニックや
超感覚。悪戦苦闘する武井壮の姿を通して，その
奥深さを描く。スタジオには，その競技の健常者
のトップアスリートなどを招き，パラアスリート
のすごさを，さらに深めていくことを目指した。
ブラインドサッカー，視覚障害者柔道，ボート，
シッティングバレーなど 9 競技に挑戦した。／キ
ャスター：武井壮／首都圏放送センター

『チャリダー★快汗！サイクルクリニック』
土　18:00〜18:25

（後期）再日　 5:00〜 5:25
　第 1 回15.4.4／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。また，アマチュアレー
サーの成長を見つめる「ロードレース男子部」の
結成，「ロードレース全日本選手権」の密着ドキ
ュメント，台湾の山岳王レース挑戦など，さまざ
まな自転車競技の魅力も紹介した。／出演：うじ
きつよし，朝比奈彩，竹谷賢二，猪野学，ふるや
いなや，マリン／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』
（月 1 回）土　 0:00〜 0:49

再日　17:00〜17:49
　第 1 回16.5.1，最終回19.3.25／障害者アスリー
トの知られざる能力に迫る番組。2020年東京パラ
リンピックに向けて，走り幅跳びの髙田千明選手
を紹介。また，アンプティサッカーのバルシュ・
テッリ選手，車いすフェンシングのアントン・ダ
ツコ選手，競泳のジェシカ・ロング選手，陸上の
ジョニー・ピーコック選手など，世界のトップ選
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手を軒並み紹介。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とその可能性に迫
ることで，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
　　
『東京オリパラ団』

（月 1 回）日　19:00〜19:49
　第 1 回16.11.6／東京2020にまつわるさまざまな
話題を届けるスポーツ情報番組。「東京大会に参
加したい！　応援したい！」，そんな熱い思いを
持つ人たちを各地に訪ねるとともに，知られざる
東京五輪・パラの秘話を紹介。毎回スタジオに東
京五輪・パラを目指すアスリートが登場。その技
の凄さを紹介するとともに，素顔に徹底的に迫っ
た。東京2020を盛り上げようと頑張る人たちを取
材した特集や「オリパラ団を探せ」のコーナーを
通じて，東京五輪・パラの気運を高めた。／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，コンテンツ開発センター，Gメディア

『東京マーケット情報』
月〜金　12:00〜12:25，15:25〜15:50

　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
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

『熱血解剖！Bリーグ』
月　21:00〜21:49

　第 1 回17.11.6／プロバスケットボール・Bリー
グの情報を伝えるスタジオ生放送。直近で行われ
たB1のゲームから注目試合を選び，Bリーグ公認
アナリストの佐々木クリスが独自データや解説
VTRを使って，勝負のポイントを解説。ゲスト
の選手からもプレーの裏側や得意技の秘けつなど
を聞き出した。 1 月のオールスターでは，トップ
選手によるトークを収録し， 2 月に特番として放
送した。／MC：神田れいみ／スポーツ番組部，
Gメディア

『ラン×スマ〜街の風になれ〜』
土　18:25〜18:50

（ 4 〜10月）再火　14:00〜14:25
（11月〜）　再日　 5:25〜 5:50

　第 1 回12.4.29／“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。更に，
山道を走るトレイルランニングや100キロを超え
るウルトラマラソン，被災地を走るドキュメント，
『大河ドラマ』「いだてん」とのコラボ企画など，
幅広いテーマで，ランニングの魅力を伝えた。／
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　　23:00〜23:48
月　　 0:00〜 0:48

　第 1 回13.4.1／『MLBハイライト』に代わり，
スタジオ生番組。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伝える。
MLBが提供するデータ「STATCAST」やそれを
視覚的に提示する「ゼウス」などを駆使，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など海外スポーツの最新情報も
紹介。ワールドシリーズ終了後に18年度の放送は
終了。／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，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18
の国と地域，23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
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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
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
『BS 1 スペシャル』
　「マイケル・サンデルの白熱教室2018」

22:00〜22:49
　　第 1 回「移民を拒む権利はあるのか」

6.23
　　第 2 回「AIは最適な恋人を探せるか」

6.30
　　第 3 回「人を見た目で選んでもいいのか」

7. 7
　　第 4 回「ロナウドの年収は高すぎる？」

7.14
　　最終回「プライバシー　あなたは何を守りた

い？」
7.21

　ハーバード大学マイケル・サンデル教授が，民
主主義発祥の地・ギリシアのアテネで 5 回にわた
って，さまざまな背景を持つ若者たちと白熱の議
論を行う。議論のテーマは，「移民」「AI」「差別」
「所得格差」「プライバシー」。各自の体験，経験
を踏まえた白熱の議論が繰り広げられた。／出演：
マイケル・サンデル／NEP，大型企画開発センター

　「ボクらと少年ジャンプの50年」
7. 8／22:00〜23:49

　18年 7 月に創刊50年を迎えた「週刊少年ジャン
プ」。苦難の創刊から600万部に上り詰め現在に至
るまでの歩みを，多くの漫画家と編集者の証言で
振り返った。／ナレーション：佐藤健ほか／出演：
永井豪，本宮ひろ志，高橋陽一ほか／展開戦略推
進部，NEP

　「“悪魔の兵器” はこうして誕生した〜原爆　
科学者たちの心の闇〜」

8.12／22:00〜22:50，23:00〜23:49
　広島・長崎で多くの命を一瞬で奪った“悪魔の
兵器”原爆。第 2 次大戦中のアメリカで開発，ノ
ーベル賞受賞者ら1,200人以上のエリート科学者
と巨額の予算で進んだ空前の兵器プロジェクトだ
った。科学者はなぜ原爆開発に参加し大殺りくへ
と突き進んだのか？　発掘した証言テープや資料
などから真相を探った。軍や政治家でなく科学者
自身が原爆開発を提案し，積極的に推進，投下さ
えも主張。エリート科学者の胸中から，人間の恐
ろしさを見つめる。／コンテンツ開発センター，
Gメディア

　「喜劇“病は気から”〜高齢者700人の挑戦〜」
11.17／19:00〜19:49

　10月，埼玉県で，高齢者が舞台芸術に取り組む
祭典「世界ゴールド祭」が初めて開催された。中
でも注目されたのが，10年程前，演出家の故・蜷
川幸雄さんの下で発足した，日本人高齢者の演劇
集団。今回は，蜷川さんの遺志を受け継いだノゾ
エ征爾さん演出の下，700人の高齢者が，モリエ
ールの喜劇「病は気から」に挑んだ。参加した高
齢者たちの思いと，格闘の日々に密着した。／出
演：ノゾエ征爾／コンテンツ開発センター，NEP

　「ロストフの死闘　日本vs．ベルギー　知られ
ざる物語」

12.30／21:00〜21:50，22:00〜22:49
　ロシア・ロストフアリーナで行われた2018�
FIFA�ワールドカップベルギー戦。日本は 2 点を
先制するが，終了間際の超高速カウンターでベス
ト 8 の夢を打ち砕かれた。選手や監督の証言から
浮かび上がってきたのは，一瞬のうちに交錯した
判断と世界最高峰の技術，巧妙なワナと意外な伏
線。人生を賭けた男たちが全力を尽くし生まれた
壮絶なドラマだった。／スポーツ番組部，社会番
組部，NEP，大型企画開発センター

　「緊急被ばく医療の闘い〜誰が命を救うのか
〜」

3.10／22:00〜23:49
　福島第一原発の事故発生直後，福島に入ってい
った医師たちがいた。「安全神話」の下，原発事
故時の医療の準備はほとんどなく，国の指揮命令
系統は混乱に陥っていた。そんな中，汚染された
住民の対応，爆発で負傷した自衛隊員の治療など，
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最前線で奔走した医師たちには，命を巡る重い判
断が委ねられた。独自に入手した，数千に及ぶ医
師たち自身の撮影による写真と映像から，当時の
医療現場のすさまじい実態を明らかにした。／語
り：吉川晃司／文化・福祉番組部

『空港ピアノ』
4. 3／10:00〜10:15ほか

『駅ピアノ』
4. 5／10:00〜10:15ほか

　世界の空港や駅に置かれた 1 台のピアノ。演奏
する人々を定点カメラで見つめる15分のシリーズ
番組。18年度は，チェコ・プラハのマサリク駅，
アメリカ・ロサンゼルスのユニオン駅，地中海に
浮かぶマルタ島の空港を取材。世界中から訪れた
人々が，思い思いに音を紡いでいく様子をノーナ
レーションで描いた。／コンテンツ開発センター，
Gメディア，デジタルSKIPステーション

『激動の世界をゆく』
（不定期）日　22:00〜22:50，23:00〜23:49

　第 1 回16.5.1／世界各地を旅し，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
で切り取った「報道紀行番組」。18年度から大越
健介キャスターに代わり，ディレクターや海外総
局長が各地を取材。アメリカ大使館のエルサレム
移転に揺れるイスラエル人やパレスチナ人，アメ
リカ議会の中間選挙で政治を変えようと立ち上が
った新人候補者たち，イギリスのEU離脱やイタ
リアのEU懐疑派政権誕生で分裂の危機を迎えて
いたヨーロッパについての番組を放送した。／政
経・国際番組部

『高専ロボコン全国大会2018「ペットボトルが
華やかに舞って立つ！今年は空中対決」』

11.25／16:00〜18:00
　高等専門学校生が手作りのロボットで挑む「高
専ロボコン」。31回目の大会は，ロボット同士が
ペットボトルを投げ，立てるルールで競い合った。
さまざまな工夫を凝らしたユニークなロボットに
込められたアイデアと，学生たちの熱い戦いぶり
を生放送で，収録版のドキュメンタリーも放送し
た（G，12.24）。／出演：小島瑠璃子，ヒャダイン，
岸優太，池澤あやか，森田洋平／実況：松田利仁
亜アナ／科学・環境番組部

『シリーズ　人体　特別版〜神秘の巨大ネットワ
ーク〜』

22:00〜22:50
　プロローグ「神秘の巨大ネットワーク」
� 10.27
　第一集「“腎臓” が寿命を決める」

11.10
　第二集「驚きのパワー！ “脂肪と筋肉” が命を

守る」
11.17

　第三集「“骨” が出す！最高の若返り物質」
11.24

　第四集「万病撃退！ “腸” が免疫の鍵だった」
12. 1

　第五集「“脳” すごいぞ！ひらめきと記憶の正
体」

12. 8
　第六集「“生命誕生” 見えた！母と子　ミクロ

の会話」
12.22

　第七集「“健康長寿” 究極の挑戦」
12.29

　好評を博した，NHKスペシャル「シリーズ人
体」のオールVTR版（スタジオを交えずVTRの
みで再構成）。 4 Kとの一体化制作で，高精細化
を実現。より専門的な内容も交えて，深く知りた
い視聴者に見応えのあるシリーズとなった。たっ
ぷり，じっくりと「人体」を楽しみたいという視
聴者から大きな反響を得た。／語り：吹越満，上
田早苗アナ／大型企画開発センター，科学・環境
番組部，社会情報番組部，NED，NEP

『パラスポーツ×アニメ「アニ×パラ」あなたの
ヒーローは誰ですか』

BS1・G・E　随時
　日本が誇る文化・アニメでパラスポーツの魅力
を伝える番組。日本を代表する漫画家が手がけた
オリジナルストーリーや魅力的なキャラクター，
そして人気アニメとコラボするなど，子供や若い
人を中心に幅広い世代にパラスポーツを広げてい
くことを目指している。「ゴールボール」では『こ
ちら葛飾区亀有公園前派出所』の両さんなど“こ
ち亀メンバー”が挑戦。「車いすテニス」では人
気アニメ『ベイビーステップ』の世界に金メダリ
スト・国枝慎吾が登場。「車いすラグビー」はち
ばてつや，「視覚障害者柔道」は河合克敏が手が
けた。／首都圏放送センター
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BSプレミアム

BS プレミアム：定時番組
『AKB48SHOW』

（ 4 〜 8 月）　日　23:00〜23:30
（ 9 〜 3 月）　日　22:50〜23:20

再日　 9:30〜10:00
　第 1 回13.10.5，最終回19.3.24／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
届けた。／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』
BSP　　金　20:00〜20:43

再日　18:45〜19:28
（19. 1. 9〜）BS 4 K　水　19:00〜19:43

再水　 9:00〜 9:43
　第 1 回11.4.3／人気シリーズに加えて新シリー
ズもスタート。時代劇ファンの要望に応える痛快
娯楽時代劇の枠として 8 年目を迎えた。
　「子連れ信兵衛」
　再放送第 1 回18.3.9，最終回18.4.13／本放送
（15.11.13〜12.18）のアンコール放送。（全 6 回）
／ドラマ番組部

　「鳴門秘帖」
　第 1 回18.4.20，最終回18.6.22／剣の極める修行
の果て，家を捨て，さすらう虚無僧となった法月
弦之丞は，10年ぶりに舞い戻った江戸で，幕府転
覆の密約を記した血判状「鳴門秘帖」を巡る争い
へと巻き込まれていく。鳴門秘帖の行方を追って，
舞台は江戸から中山道，そして大坂，阿波徳島へ。
吉川英治の名作時代劇が復活する。（全10回）／
原作：吉川英治／脚本：尾西兼一／音楽：栗山和
樹／語り：神田松之丞／出演：山本耕史，野々す
み花，早見あかり，袴田吉彦，武田真治，武田玲
奈，品川徹，篠井英介，萬田久子，田村亮，中村
嘉葎雄／ドラマ番組部，NEP，C.A.L

　「一路」
　再放送第 1 回18.6.29，最終回18.8.24／本放送
（15.7.31〜17.9.25）のアンコール放送。（全 9 回）
／ドラマ番組部

　「雲霧仁左衛門 4」
　第 1 回18.9.7，最終回18.10.19／13，14，16年度
に放送された番組の第 4 シリーズ。江戸の米相場
を恣

し

意
い

的
てき

に操作することで暴利を貪っている悪徳
米問屋とその背後にいる老中を，「金を奪う」と
いう行為で懲らしめようとする雲霧仁左衛門とそ
の一味の鮮やかな盗みの手口を，宿敵である火付
盗賊改方長官・安部式部との戦いを絡ませ描く痛
快娯楽時代劇。（全 7 回）／原案：池波正太郎／
脚本：尾崎将也，松下隆一，岡本さとる，森下直
／音楽：遠藤浩二／語り：志賀廣太郎／出演：中
井貴一，國村隼，内山理名，近藤芳正，手塚とお
る，大東駿介，渡辺哲，黒沢あすか，やべきょう
すけ，村田雄浩，永山絢斗，佐野史郎，星野真里，
忍成修吾，イッセー尾形／ドラマ番組部，NEP，
松竹

　「立花登青春手控え 3」
　第 1 回18.11.9，最終回18.12.21／立花登は医師
を志し，江戸で町医者をしている叔父・玄庵を頼
って秋田から出て来た。玄庵の計らいで小伝馬町
の牢医者として働くことになった多感な青年・登
は，牢の内外で巻き起こるさまざまな事件に関わ
りながら，人々の苦しみを目の当たりにしていく
が…。一話完結型の青春時代劇。パート 3 の今回
が最終章となる。（全 7 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，波岡一喜，
樋井明日香，渡辺佑太朗，鷲尾真知子，石黒賢，
古谷一行／ドラマ番組部，NEP，松竹

　「小吉の女房」
　第 1 回19.1.11，最終回19.3.1／天真らんまんな
貧乏旗本の妻と破天荒な夫。英雄・勝海舟を育て
た，型破りな夫婦を描くホームドラマ時代劇。幕
末間近の天保期。貧乏旗本・勝家の女房・お信は，
毎日お金の苦労をしながらも，無邪気な笑顔も絶
やさず身分にとらわれず，度胸の良さも満点だ。
夫は，勝小吉。生来の無鉄砲。腕はめっぽう強く，
頼まれたら嫌とは言えない。お信の明るさとのん
きさ，知恵や機転が，トラブル続きの小吉を支え
る。そして両親を冷静に見守る跡取り息子の麟太
郎は，やがて「勝海舟」として江戸の人々を救う
ことに…。（全 8 回）／作：山本むつみ／音楽：
荻野清子／出演：沢口靖子，古田新太，鈴木福（ 5
〜 8 話），江波杏子ほか／ドラマ番組部，NEP，
松竹
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　「大岡越前」
　再放送第 1 回19.3.8，最終回19.5.3／本放送
（13.3.30〜4.13，6.1〜6.15，14.1.10〜1.24）のアン
コール放送。（全 9 回）／ドラマ番組部

『THIS　IS　US　36歳、これから』
水　22:30〜23:13

　第 1 回18.11.28，最終回19.4.3／総合で17.10.1〜
18.2.4に放送した番組。（全18回）／展開戦略推進
部，NEP

『TOKYOディープ！』
月　19:00〜19:29

再月　12:00〜12:29
　第 1 回15.3.30，最終回19.3.25／開始から 4 年と
なった18年度，その土地特有の“色”を見極め，
しっかりとしたテーマ立てをして，その土地特有
の魅力を紹介した。「都会と田舎のいいとこ取り」
と捉えた町田市，「太宰治が愛した文化薫る街」
として紹介した三鷹，「心のゆとりを演出する街」
として見つめた駒沢。有名な土地の有名な場所に
ついては，表には現れていない魅力を掘り出し，
あまり知られていない土地については，訪れたく
なるような情報を提供。そこに暮らす人々の真

しん

摯
し

な姿を特に意識した。／ナレーション：モト冬樹
／コンテンツ開発センター，NEP，アマゾンラ
テルナ

『アナザーストーリーズ　運命の分岐点』
火　21:00〜22:00

再月　23:45〜00:44
　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。「羽生結弦オリンピック連覇」で
はハビエル・フェルナンデスにインタビューする
など，海外ロケで数々の重要証言を得る。／ナビ
ゲーター：沢尻エリカ，松嶋菜々子（18.11.6〜）
／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　カードキャプターさくら　クリアカー
ド編』

BSP　日　 7:30〜 7:55

再金　23:45〜 0:10
E�　　水　19:25〜19:50

　第 1 回18.1.7，最終回18.6.10／CLAMP原作の人
気アニメの約20年ぶりとなる続編。「クロウカー
ド」を集め，魔法の力で自分のカードに変えたさ
くらは，中学に進級した。ある夜，集めたカード
に異変が。夢の鍵と透明なカードに導かれ，新た
な物語が始まる！／声の出演：丹下桜，久川綾ほ
か／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，講談社

『偉人たちの健康診断』
水　20:00〜20:59

再火　23:45〜 0:44
　第 1 回17.10.4／歴史上の人物の日常生活や病
歴，さらには健康へのこだわりから，現代の私た
ちが元気で長生きするためのヒントを探る歴史と
健康を組み合わせた教養番組。ジョン万次郎の無
人島サバイバル術や伊能忠敬の体に優しい歩き方
など，偉人たちの「健康の知恵」に加え，「坂本
龍馬暗殺」や「赤穂浪士の討ち入り」といった歴
史的事件を現代医学の見知から検証。新たな歴史
の楽しみ方を提示した。／司会：渡邊あゆみアナ
／出演：関根勤，カンニング竹山／文化・福祉番
組部，NED

『イッピン』
BSP�　　火　19:30〜19:59

再火　12:00〜12:29
G���　　　日　 4:30〜 4:59
BS 4 K　日　16:50〜17:19

再日　 9:45〜10:14
　第 1 回12.10.2／日本の職人たちが伝統のワザを
駆使して生み出す，優れた地場産品。それが今，
新感覚のデザインや現代的な機能を備えた，新し
い“イッピン”へと進化を遂げている。番組では，
イッピンリサーチャーが生産現場を訪れ，科学的
なアプローチや驚きの映像で，人気の秘密を解き
明かす。誰もが欲しくなるような日本の“イッピ
ン”の魅力をたっぷり紹介した。／語り：平野義
和／コンテンツ開発センター，NEP

『イニョン王妃の男』
土　 8:30〜 9:16

　第 1 回18.5.26，最終回18.9.8／BSプレミアムで
17年度に集中放送したものを定時で放送。朝鮮王
朝時代，王妃を助けようとする若者と，現代でそ
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の王妃を演じることとなった無名の女優が，時空
を超えて出会い恋に落ちるタイムスリップ・ラブ
ストーリー。（全16回）／展開戦略推進部，NEP

『岩合光昭の世界ネコ歩き』
金　22:00〜22:59

再水　12:00〜12:59
　第 1 回12.8.6／動物写真家の岩合光昭が世界各
国のネコを動画で撮影。音楽と少ないナレーショ
ンで臨場感たっぷりに伝えた。特徴は，ネコと同
じ目線で撮影すること。ネコについて歩いていく
と，世界各国の日常が見えてくる。何のしがらみ
もなく本能的に生きるネコの姿を，美しい世界各
国の映像とともに放送した。／出演：岩合光昭／
語り：塚本高史，宮﨑あおい，山田孝之，相武紗
季／コンテンツ開発センター，NEP，ジーズ・
コーポレーション

『岩合光昭の世界ネコ歩きmini』
BSP　水　23:15〜23:30
G�　　金　16:05〜16:20

　第 1 回13.7.4／『岩合光昭の世界ネコ歩き』の
各エピソードから，可愛いネコの姿を選

よ

りすぐり
「猫のことをもっと知ってみよう」というミニコ
ーナー「猫識」も加えた「15分枠」のミニ番組。
本編で使用しなかった未放送素材を活用する場合
もあった。／コンテンツ開発センター，NEP，
ジーズ・コーポレーション

『梅沢富美男と東野幸治のまんぷく農家メシ！』
土　18:00〜18:29

再日　 7:00〜 7:29
　第 1 回17.4.4／梅沢富美男と東野幸治が全国各
地の農家を訪ね，その土地の農作物を使ったおい
しい農家のごはん＝“農家メシ”をいただく。笑
いたっぷりのトークを楽しみながら，その土地に
代々伝わる伝統料理や，生産者だからこそ作れる
アイデア料理を紹介。／出演：梅沢富美男，東野
幸治，友近（ナレーション）／コンテンツ開発セ
ンター，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，たった一つの選択を行う。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。18年度は「刀剣スペシャル」「沢村英治」
「近衛文麿」「承久の乱」などを放送。／司会：
磯田道史（歴史家），杉浦友紀アナ／語り：松重
豊／文化・福祉番組部，NEP

『おとうさんといっしょ』
日　 9:00〜 9:29

再水　11:15〜11:44
　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となるロケ
コーナー，歌，体操，お話，アニメーションなど
を中心に構成した。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
を助けることをねら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，木戸大聖，竹内夢，岩崎ひろし，ほか／声：
佐藤弘道／青少年・教育番組部，NED

『仮面の王　イ・ソン』　新
日　21:00〜22:00

　第 1 回18.4.15，最終回18.8.26／秘密組織から命
を狙われるのを避けるため，仮面をかぶって育っ
た王の若き世継ぎが，奪われた王座と，民のため
の政治を取り戻すために仲間と手を取り闘う史
劇。王子役はユ・スンホ。王子の身代わりとなる
若 者 を 演 じ る の は 人 気K-POPグ ル ー プ・
INFINITE（インフィニット）のメンバー，エル
（キム・ミョンス）。（全20回）／展開戦略推進部，
NEP

『クイーン・メアリー　愛と欲望の王宮-決断-』　
新

水　22:30〜23:13
　第 1 回18.4.4，最終回18.11.21／17年度に放送し
た第 2 シーズンの続編としてBSプレミアムで放
送した。（全34回）／展開戦略推進部，NEP

『クラシック倶楽部』
BSP���　　月〜金　 5:00〜 5:55
BS 4 K　　月　　19:00〜19:55

再月　　 9:00〜 9:55
　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。アレ
クサンドル・トラーゼやギル・シャハム，アリス
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・紗良・オットなど世界の第一線で活躍する演奏
家の中継収録をしたほか，「三浦文彰×デジタル
アート（チームラボ・ボーダレス）」や「小曽根
真×富士山」など，日本が誇る観光名所や美しい
景観で番組独自企画による収録も積極的に行っ
た。また，一部の中継収録や独自企画は 4 K一体
化制作を実施した。／音楽・伝統芸能番組部，大
阪局，名古屋局ほか地域局，NEP

『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』
水　16:30〜18:00

　第 1 回18.10.6，最終回18.10.27／17年度に放送
したシリーズ初放送 9 作の続編としてBSプレミ
アムで放送した。（全 4 回）／展開戦略推進部，
NEP

『幻解！超常ファイル　ダークサイド・ミステリ
ー』

木　21:00〜21:59
再水　18:00〜18:59

　第 1 回18.4.5，最終回18.9.27／女優・栗山千明
がナビゲートする，人智を超えた“超常現象”の
謎解き番組で，13年 3 月「File-0」から放送を開
始。18年度は初回に新作の「File-24　バミュー
ダ・トライアングル＆ヴォイニッチ手稿の謎」を
放送。また， 4 月12日から，これまでの25回のう
ち22本を，放送順を再構成し定時集中再放送を行
った。／コンテンツ開発センター

『極上！スイーツマジック』　新
火　23:00〜23:29

再火　12:30〜12:59
　第 1 回18.4.3／ 2 人のトップパティシエが， 1
つのテーマに沿って斬新な発想と豊かな経験で新
作スイーツを生み出すプロセスを追い，プロの技
をハイスピードカメラなど最新映像技術を駆使し
て余すところなく紹介した。味や香り，製菓技術
や食材の特徴などを，開発秘話やスタジオ実食を
交えて紹介。 2 月には平成時代のスイーツを徹底
分析した特集番組も制作（19.2.23）。／ナレータ
ー：伊武雅刀／生活・食料番組部，NED，アマ
ゾンラテルナ

『コズミック　フロント☆NEXT』
BSP���　　木　22:00〜23:00

再水　23:45〜 0:45
BS 4 K　火　21:00〜21:59

再火　11:00〜11:59

　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
格宇宙番組。「重力波」「地球　謎の大絶滅史」「ダ
ークマターの謎」「スーパーカミオカンデ」「コズ
ミックフロント☆MUSIC」など，多彩なテーマ
を取り上げた。国際共同制作 3 本。4 K制作20本。
／語り：萩原聖人，中嶋朋子，中條誠子・池田伸
子・小田切千・稲塚貴一アナ／科学・環境番組部，
NED

『ザ少年倶楽部』
BSP���　　金　18:00〜18:59

再日　10:00〜10:59
BS 4 K　月　19:00〜19:59

再月　 9:00〜 9:59
　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。／出演：（第 1 〜
2 週）King�&�Prince，ジャニーズJr.ほか（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

再水　18:00〜18:59
　第 1 回18.10.4，最終回19.3.14／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するシリ
ーズの第 7 シーズン。18年度に取り上げたのは，
和宮，シェイクスピア，前田利家，ベーブ・ルー
ス，近藤勇，チャーチル，水木しげる，玄奘三蔵，
オードリー・ヘプバーン，嘉納治五郎，北大路魯
山人，ジャクリーン・ケネディ，アームストロン
グ，ヘミングウェー，ゾルゲ，安藤百福，ポター
（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

『新・BS日本のうた』
日　19:30〜20:59

再土　12:00〜13:29
再金　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。「古今
東西名曲特選」「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。
／司会：小松宏司アナ／エンターテインメント番
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組部，NEP

『新日本風土記』
BSP���　　金　21:00〜21:59

再金　 8:00〜 8:59
再木　23:45〜 0:44

BS 4 K　金　20:00〜21:59
再金　10:00〜10:59

　第 1 回11.4.8／日本各地に残された美しい風土
や祭り，営みをオムニバス形式で描く紀行番組。
「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。
18年度は全25本を放送。／4.6「ハワイ」，5.25「古
事記への旅」，6.22「沖縄のうた」，7.27「明治維
新への旅」，11.23「そこに健さんがいた」，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　 7:10〜 7:15
　※関連番組『Seasoning the Seasons』
　　（「新日本風土記・短縮版／英語版」）

NHKワールド�JAPAN　月　 8:30〜 9:00ほか
　『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。

『世界ふれあい街歩き』
火　20:00〜20:59

再火　 8:00〜 8:59
再月　18:00〜18:59

　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。メインの街歩きと，歴史などを紹介する「情
報コーナー」，地元料理を紹介する「食べ歩きグ
ルメ」，近郊の魅力的なスポットを訪ねる「ちょ
っとより道」のミニコーナーで構成。ヨーロッパ
に加え，北米，南米，中央アジア，東南アジア，
南太平洋などの個性的な街を歩いた。スペシャル
の日本国内版として，飛騨高山編と那覇編を制作。
4 Kでも制作した。／語り：イッセー尾形，八嶋
智人，永作博美ほか／文化・福祉番組部，NEP

『世界ふれあい街歩き　ちょっとお散歩』
BSP� 　　　　　　随時
G��　　火　16:05〜16:20

　第 1 回12.10.2／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『世界ふれあい街歩き』を再編集した15分の
ミニ番組。ヨーロッパに加え，北米，南米，南太
平洋，アジア，日本などの個性的な街を歩いた。
／語り：松田洋治，浦井健治，池田伸子・杉浦友
紀アナほか／文化・福祉番組部，NEP

『体感！グレートネイチャー』
（月 1 回）土　19:30〜21:00

　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，空撮や水中撮影などを駆使しな
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』（木，12:00
〜12:29）としても放送。／コンテンツ開発セン
ター，NEPほか

『大河ドラマアンコール』
　「軍師官兵衛」

日　12:00〜12:45
　再放送第 1 回18.4.1，最終回19.3.17／本放送
（14.1.5〜12.21）のアンコール放送。（全50回）
／ドラマ番組部

『ダウントン・アビー　華麗なる英国貴族の館』
土　 8:30〜 9:22ほか

　第 1 回18.9.15，最終回18.10.27／総合で14.5.11
〜6.22に放送した番組。（全 7 回）／展開戦略推
進部，NEP

『ダウントン・アビー 2 　華麗なる英国貴族の
館』

土　 8:30〜 9:28ほか
　第 1 回18.11.3，最終回19.1.12／総合で14.11.30
〜15.3.1に放送した番組。（全10回）／展開戦略推
進部，NEP

『ダウントン・アビー 3 　華麗なる英国貴族の
館』

土　 8:30〜 9:22ほか
　第 1 回19.1.19，最終回19.3.23／総合で15.3.8〜
5.31に放送した番組。（全10回）／展開戦略推進部，
NEP
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『ダウントン・アビー 4 　華麗なる英国貴族の
館』

土　 8:30〜 9:22ほか
　第 1 回19.3.30，最終回19.6.1／総合で16.1.10〜
3.20に放送した番組。（全10回）／展開戦略推進部，
NEP

『釣りびと万歳』
日　17:30〜17:59

再金　12:30〜12:59
再土　 6:30〜 6:59

　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。／コンテンツ開発センター，NPN

『にっぽん縦断　こころ旅』
月〜金　 7:45〜 7:59

再月〜金　11:45〜11:59
　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『に
っぽん縦断　こころ旅』とは違うシーンも盛り込
み，併せて視聴することで一日の旅の全貌を味わ
ってもらう，その日の旅の完結編。旅は通算803
日を数えた。／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』
BSP���　　月〜土　 7:00〜 7:10
BS 4 K　　土　　 8:50〜 9:00

　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，人が関わりなが
ら守ってきた自然の豊かさの秘密をひもとくシリ
ーズ。18年度は32本すべてを 4 K制作した。／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』
BSP���　　月　19:30〜19:59

再月　12:30〜12:59
BS 4 K　火　19:30〜19:59

再火　 9:30〜 9:59
　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
したほか，火山に対する注意喚起や登山の安全情
報も伝えた。18年度は 4 K一体化制作を行い12月
4 日から 4 K放送を開始した。89分の特集も山開
き・夏山・紅葉の時期に 3 本制作した。BS1でも
初心者のための実践的な特集を開発した。／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』
BSP���　　木　19:30〜19:59

再土　 7:45〜 8:14
再木　12:30〜12:59

BS 4 K　金　21:00〜21:29
再金　11:00〜11:29

　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 1 つ
のキーワードを決め，それを探しに旅に出発して
いく。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
元の人たちとふれあい，地域のすばらしさを紹介
した。／出演：堀井新太，ユージ，金子貴俊，
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』
木　23:00〜23:29

再水　 8:00〜 8:29
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再木　18:30〜18:59
　第 1 回16.4.6，最終回19.3.28／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 3 万円や 2 万円の制限の
中で紹介した。／出演：室井滋，呂敏，細田善彦
ほか／コンテンツ開発センター，NEP

『ハイキュー！！』　新
日　 7:30〜 7:55

再金　23:45〜 0:10
　第 1 回18.6.17，最終回18.12.2／大ヒット漫画の
アニメシリーズ。舞台は高校の男子バレーボール
部。バレーボールに青春をかける少年たちの，熱
き友情とチームワーク，また打倒ライバル校の精
神のもと，命を燃やす闘いを描く。（全25話）／
展開戦略推進部

『ハイキュー！！　セカンドシーズン』
日　 7:30〜 7:54

再金　23:45〜 0:09
　 第 1 回18.12.9／ 大 ヒ ッ ト 漫 画『 ハ イ キ ュ
ー！！』のアニメ第 2 シリーズ。舞台は高校の男
子バレーボール部。バレーボールに青春をかける
少年たちの，熱き友情とチームワーク，また打倒
ライバル校の精神のもと，命を燃やす闘いを描く。
／展開戦略推進部

『晴れ、ときどきファーム！』
金　23:00〜23:29

再木　18:00〜18:29
　第 1 回12.4.8／緑豊かな里山にある築97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
仕事と釣りという滝沢沙織の 3 人が「週末田舎暮
らし」を実践する。これまで古民家の畑で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，家具や食器まで自作
して，田舎暮らしの魅力やだいご味をたっぷり紹
介した。／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

『美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜』
火　22:00〜22:59

再火　18:00〜18:59
　第 1 回17.4.6／若さと美しさを手にする近道は
何か？　“若さと美しさ”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
学の研究から新常識を次々と紹介した。18年度は，
食の新コーナー「和田明日香の新料理」を新設し
た。／「痩せる脂肪」「春肌」「骨」「味

み

噌
そ

」「おサ
ボり筋トレ術」「マインドフルネス」「声」「小顔」
「おやつダイエット」「赤血球」「水」「新・糖質」
「口臭」「目ヂカラ」「韓国」「温泉」「オキシトシ
ン」「鍋」「ストレッチ」「フルーツ」「ハンドケア」
「カカオ女子」「たまご」／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

『美の壺』
BSP���　　金　19:30〜19:59

再金　12:00〜12:29
BS 4 K　木　20:30〜20:59

再木　10:30〜10:59
『美の壺・選』

E��　　　日　23:00〜23:29
　第 1 回06.4.7／放送開始より13年目。18年度は
「大相撲」「備前焼」などの伝統文化・伝統技術と，
「フォント」「少女漫画」など現代の暮らしに根
づいた文化などを主に取り上げた。特集は年に 2
本制作。「日本のお弁当」（89分／18年10月放送），
「漢字と書　三千年の迷宮」（59分／19年 2 月放
送）と，時間枠を拡大して放送している。年間30
本の新作のうち20本を 4 K制作している。／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

『秘密の扉』　新
日　21:00〜22:00

　第 1 回18.9.2，最終回19.2.17／朝鮮王朝時代，
理想の政治に燃える若き王子と，権力を維持する
ため，重臣たちの派閥のバランスに重きを置く父
王との確執を描く本格的史劇。（全24回）／展開
戦略推進部，NEP

『不滅の恋人』　新
日　21:00〜22:00

　第 1 回19.3.3／全20回のうち 5 本放送。朝鮮王
朝時代， 1 人の女性を 2 人の王子が争うロマンス
時代劇。ヒロインを演じるのは『オクニョ　運命
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の女（ひと）』で日本での人気に火がついたチン
・セヨン。／展開戦略推進部，NEP

『ふらっとあの街　旅ラン　10キロ』　新
水　19:30〜19:59

再水　 8:30〜 8:59
　第 1 回18.4.4／今，楽しむ人が増えているとい
う，走って街を旅する「旅ラン」。走るのが好き
な出演者たちがおよそ10キロほどの道のりを実際
に走り，街の意外な魅力を発見していく。気にな
る場所や出会いがあれば，自由に立ち止まり，気
ままに寄り道も。初回は「東京駅→有明」。都内
を中心に，鎌倉，松本，大阪など地方都市を舞台
にした回も。／コンテンツ開発センター，Gメディア

『プレミアムカフェ』
月〜金　 9:00〜11:00
再火〜土��� 　　　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で過去に放送された
名作を中心に，キャスターによる見どころ解説を
加えて紹介する番組。月曜から水曜の 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，番組の魅力に
迫るシリーズとした。18年度の主なシリーズとゲ
ストは，「漁師たちの物語」（ 4 月：夢枕獏），「古
都の名建築」（ 1 月：井上章一），「東北を旅する」
（ 3 月：室井滋，さとう宗幸）など。／キャスタ
ー：渡邊あゆみアナ／知財センター，NEP

『プレミアムシアター』
BSP���　（第 2 〜 4 ）月　 0:00〜 4:00
BS 4 K　　　　　　月　20:00〜22:00

再月　10:00〜12:00
　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。18年度は，ベルリ
ン・フィルのヨーロッパ・コンサートやバイロイ
ト音楽祭のオペラ， 4 K一体化制作シュツットガ
ルト・バレエ団「オネーギン」などを放送。国内
でも西村朗の新作オペラ「紫苑物語」や，バレエ
「ルグリ・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スカラ座開幕公演なども紹
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・洋画の名作を編成した。 4 月の西
部劇特集では「シェーン“デジタルリマスター
版”」（4.9）などを放送， 7 月には「犬神家の一
族」（7.25）など横溝正史原作のミステリー 3 作
品，植木等主演の「ニッポン無責任時代」（7.30）
を特集， 9 月には，番組と連動して「男と女」
（9.10）などのフランス映画を特集，11月には
「家族」（11.26）など，山田洋次監督の作品を集
中編成した。／展開戦略推進部，NEP

『プレミアムシネマ』（深夜）
（随時）土　 0:15〜 2:15

　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。／主な作品：「プライベー
ト・ライアン」（5.12），ジム・ジャームッシュ監
督の「ストレンジャー・ザン・パラダイス」（7.7），
タイ映画「ブンミおじさんの森」（8.18），ヴィム
・ヴェンダース監督の「アメリカの友人」（10.13）。
3 月は「第91回アカデミー賞授賞式　総集編」
（3.10）を放送。また「怪談」（4.7），「リング」
（4.14），「シャイニング」（2.2）など，ホラー映
画の名作も放送した。／展開戦略推進部，NEP

『プレミアムシネマ』（夜間）
（随時）月　21:00〜23:30

　第 1 回11.4.4／家族で楽しめる話題作やヒット
作を中心に放送。／主な作品：「ヒューゴの不思
議な発明」（4.2），「アメリカン・スナイパー」（4.30），
「ジョーズ」（5.28），「日本のいちばん長い日」
（8.6），「アンストッパブル」（11.5）「東京家族」
（12.3），「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シ
リーズ 3 作（12.10〜24），「マッドマックス　怒
りのデス・ロード」（1.14），「 3 月のライオン」
前後編（2.4，11），「南極料理人」（3.11）など。
／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13.4.9／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 回放送。／
4.9「アンチゴーヌ」（作：ジャン・アヌイ，演出：
栗山民也），5.7劇団チョコレートケーキ「あの記
憶の記録」「熱狂」（ともに作：古川健，演出：日
澤雄介），6.4東京演劇集団風「母が口にした『進
歩』　その言葉はひどく嘘っぽく響いていた」
（作：マテイ・ヴィスニユック，演出：江原早哉
香），7.2城山羊の会「自己紹介読本」（作・演出：
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山内ケンジ），8.6劇団桟敷童子「翼の卵」（作・
演出：東憲司），9.3「BOAT」（作・演出：藤田
貴大），10.8劇団青年座「ぼたん雪が舞うとき」
（作：高木達，演出：齊藤理恵子），11.5「死神
の精度〜7Days�Judgement」（原作：伊坂幸太郎，
脚本・演出：和田憲明），12.3「チルドレン」（作：
ルーシー・カークウッド，演出：栗山民也），
1.14青年劇場「あの夏の絵」（作・演出：福山啓子），
2.4歌舞伎「姫路城音菊礎石」，3.4「セールスマン
の死」（作：アーサー・ミラー，演出：長塚圭史）
／ドラマ番組部，音楽・伝統番組部，NEP

『プレミアムドラマ』
BSP���　　日　22:00〜22:49

再日　16:30〜17:19
BS 4 K　水　20:25〜21:14

再水　10:25〜11:14
　第 1 回18.4.8／日曜の夜に女性を中心とする視
聴者に向けてホームドラマ，ミステリー，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。
　「PTAグランパ 2 ！」
　第 1 回18.4.8，最終回18.5.27／松平健主演。仕
事人間のグランパがのめり込んだのは，PTA！
武
む

曾
そ

勤
つとむ

は家事も子育てもノータッチだった「ザ・
仕事中心世代」。高度経済成長，バブル，混とん
を極める今に至るまで，生涯，会社を勤めあげた
誇り高き熱血漢であり仕事人間…。その勤が，リ
タイアして，かわいい孫のためにPTAに乗り込
む！　妻，娘，孫，そしてPTAの面々との悶

もん

着
ちゃく

の中で奮闘する勤の姿を描いたパート 2 。（全 8
回）／原作：中澤日菜子／脚本：おかざきさとこ
／音楽：金子隆博／出演：松平健，安達祐実，眞
島秀和，真飛聖，長谷川朝晴，夕輝壽太，中原丈
雄，浅田美代子ほか／コンテンツ開発センター，
東阪企画

　「アイアングランマ 2」
　第 1 回18.6.3，最終回18.7.8／塩谷令子と佐藤直
美は，かつて“ソルト＆シュガー”というコード
ネームを持ち，表には出ない外交諜報活動を秘密
裏に担う特殊捜査官だった。 3 年ぶりに令子と直
美のもとへ新たに舞い込んできたミッションは，
日本を経由して中東にテロ資金を送っている密輸
ルート“タイタンルート”を壊滅させること。予
想のできないサスペンスタッチの展開の中に，本
格アクションを取り入れたクライムエンターテイ
ンメントドラマ。（全 6 回）／脚本：飯田譲治／
出演：大竹しのぶ，室井滋，加藤晴彦，大倉孝二，

羽場裕一，峯村リエ，八嶋智人，柄本明／コンテ
ンツ開発センター，ステューディオスリー

　「捜査会議はリビングで！」
　第 1 回18.7.15，最終回18.9.2／柔道の達人でカ
ンが命！　女刑事であるアクティブ妻と類いまれ
な頭脳を持つが売れないミステリー作家の夫。夫
婦という最強のタッグでご近所や出先で起こる大
小さまざまな事件や謎をスカッと解決。自宅リビ
ングで，家族総出で“捜査会議”。ありそうでな
かった新ジャンルのホームコメディー，ミステリ
ードラマ。（全 8 回）／作：武井彩，秋山竜平，
横幕智裕／音楽：兼松衆／出演：観月ありさ，田
辺誠一，トリンドル玲奈，片桐仁，鷲尾真知子，
小野寺昭，高橋英樹ほか／コンテンツ開発センタ
ー，共同テレビ
�
　「ダイアリー」
　第 1 回18.9.9，最終回18.9.30／シングルマザー
の母が，急病で倒れ意識不明の植物状態に…。結
婚間近の娘は突然の事態に困惑する中，母の記
した「リビングウィル（尊厳死宣言書）」を知り，
母が高校時代の同級生たちと続けていた交換日記
を発見。その日記を手がかりに，母の故郷・石川
県へと旅立つ，感動のヒューマンストーリー。（全
4 回）／作：嶋田うれ葉／音楽：瀬川英史／出演：
蓮佛美沙子，菊池桃子，中村蒼，大塚寧々，濱田
マリ，西田尚美，山本陽子，緒形直人ほか／コン
テンツ開発センター，東宝映画

　「主婦カツ！」
　第 1 回18.10.7，最終回18.11.25／専業主婦の宮
本夏子（48）は夫・明良（54）から「会社を辞め
る」と言い出され，驚きで絶句する。農業に取り
組みたいと言う彼に夏子は不満を感じつつも，ふ
と「自分も今から就職して働きたい」と思い立つ
が，アラフィフの専業主婦を正社員として雇う会
社はなく，たまたま地元のスーパーマーケットの
タイムセールの混乱に巻き込まれ，レジを切り盛
りする羽目に。経営不振のスーパーを振り出しに，
主人公が20年ぶりの仕事に奮闘する姿を描くお仕
事エンターテインメントドラマ。（全 8 回）／原案：
薄井シンシア／脚本：江頭美智留，李正姫／主題
歌：東方神起「This�is�my�love」／出演：鈴木保
奈美，島崎遥香，岡田義徳，青柳翔，今井悠貴，
高橋ひとみ，中島ひろ子，山口紗弥加，宇梶剛士
／コンテンツ開発センター，アズバーズ
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　「クロスロード 3 〜群衆の正義〜」
　第 1 回18.12.2，最終回18.12.23／刑事とジャー
ナリスト，真実を暴くという共通した目的を抱き，
時に反目し合い，時に強い絆をにじませる前作を
引き継ぎ，尾関と板垣の男 2 人がインターネット
のSNSやライブ配信が絡む難事件に挑むシリーズ
第 3 弾。（全 4 回）／原案：金子成人／脚本：高
橋美幸／音楽：中野雅子／出演：舘ひろし，風間
俊介，志田未来，塚本高史，神田穣，徳重聡，神
田正輝ほか／コンテンツ開発センター，ロビーピ
クチャーズ

　「モンローが死んだ日」
　第 1 回19.1.6，最終回19.1.27／10年前に夫に病
気で先立たれ，軽井沢の隣町で孤独に暮らす幸村
鏡子（51）はある日，買い物中にパニック症状を
起こし，友人の康代から宇津木クリニックの精神
科の受診を勧められる。診察に対応した高橋智之
（58）という医師と話すうちに鏡子の心は安らぎ
を取り戻し，やがて鏡子と高橋は恋愛関係に。だ
が高橋には彼を待つ謎めいた女性がいることを鏡
子は知る由もなかった。ある日，高橋はその姿を
消し，彼の真の姿が明らかになる。恋愛心理サス
ペンス。（全 4 回）／原作：小池真理子／脚本：
岡田惠和，渡邉真子／出演：鈴木京香，麻生祐未，
佐津川愛美，根岸季衣，宇崎竜童，草刈正雄ほか
／コンテンツ開発センター，テレパック

　「盤上のアルファ〜約束の将棋〜」
　第 1 回19.2.3，最終回19.2.24／山田風太郎賞作
家・塩田武士作品，初の映像化。今ブームに沸く
将棋界を舞台に，花形社会部から文化部将棋担当
に不本意ながら異動させられた新聞記者と，33歳
でプロ棋士に再挑戦する男の， 2 人の友情とリタ
ーンマッチを熱く描く。『連続テレビ小説』「ふた
りっ子」以来，久方ぶりにNHKが将棋界を舞台
に描くドラマである。（全 4 回）／原作：塩田武
士／脚本：山岡潤平／音楽：林ゆうき／出演：玉
木宏，比嘉愛未，上地雄輔，野々すみ花，安井順
平，堀井新太，夏子，岡まゆみ，原日出子，萬田
久子，石橋蓮司，近藤正臣／ドラマ番組部，NEP

　「我が家のヒミツ」
　第 1 回19.3.3，最終回19.3.31／奥田英朗の人気
短編小説集をドラマ化。ネットオークションには
まったり，夫の転職に悩む 4 人の妻（一人 4 役）
をそれぞれ各話の主人公とし，我が家のささやか
なヒミツを夫婦の会話劇を中心にユーモラスに描

くオムニバス・シリーズ。（全 5 回）／原作：奥
田英朗／脚本：渡辺千穂，荒井修子／音楽：遠藤
浩二／出演：佐藤仁美，田中直樹（第 1 回），八
嶋智人（第 2 回），永井大（第 3 回），岸谷五朗（第
4 回・最終回）ほか／コンテンツ開発センター，
パオネットワーク

『みんなDEどーもくん！』
日　 8:30〜 9:00

再火　11:15〜11:45
　第 1 回17.4.9／ふれあいホールと全国各地の会
館を舞台に展開している公開収録番組。18年度は
ジャングルポケットが，レギュラー出演者として
新規加入した。16年度までの『ワンワンパッコ
ロ！キャラともワールド』のパート 2 という位置
づけから独立番組となった。どーもくんとななみ
ちゃん，NHKの人気キャラクターが競演。仲間
たちと繰り広げるお芝居や多彩なゲストのパフォ
ーマンス，客席の親子と一体となって遊ぶコーナ
ーなど家族で楽しめる内容で構成。／出演：ジャ
ングルポケット，まひ☆るな／声：玄田哲章，茶
風林，古城望，小桜エツコ／青少年・教育番組部，
NED

『連続テレビ小説アンコール』
　「マッサン」

（前期）月〜土　 7:15〜 7:30
　再放送第 1 回18.4.2，最終回18.9.22／本放送
（14.9.29〜15.3.28）のアンコール放送。（全150
回）／ドラマ番組部

　「べっぴんさん」
（後期）月〜土　 7:15〜 7:30

　再放送第 1 回18.10.1，最終回19.3.30／本放送
（16.10.3〜17.4.1）のアンコール放送。（全151回）
／ドラマ番組部

『ワイルドライフ』
BSP���　　月　20:00〜21:00

再月　 8:00〜 9:00
BS 4 K　火　20:00〜20:59

再火　10:00〜10:59
　第 1 回09.3.30／世界各地で野生動物が繰り広げ
るドラマを最新の機材を駆使してダイナミックに
描く本格自然番組。18年度も，アマゾンの怪魚，
タイの巨大ヤモリ，屋久島の巨大イカ，ロッキー
のビッグホーンなど国内外の動物たちを取り上げ
た。また，年間16本を 4 Kで制作。高精細映像で
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大自然の知られざる営みを紹介した。／科学・環
境番組部，NEP

『ワンワンパッコロ！キャラともワールド』
日　 8:00〜 8:30

再月　11:15〜11:45
　第 1 回12.4.8／番組スタート当初からの 3 部構
成で放送していたが，17年度から単独の30分番組
として放送時間，内容を変更した。Eテレの人気
者ワンワンが，仲良し 3 兄弟のパッコロリン（パ
ックン，リン，コロン）と一緒に，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，視
聴者からの見たい番組，聞きたい歌などのリクエ
ストにも応える家族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向け番組として放送し
た。／出演：チョー，山崎樹範，畑芽育ほか／声：
折笠愛，かないみか，水沢史絵，銀河万丈ほか／
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「親子を

つなぐ名裁き」』
1. 4／20:00〜21:29

　享保の改革を，町奉行として支える大岡越前忠
相に，新たな役目が申し渡される。あまたの先人
が挫折した関東の荒野を開拓する「関

かん

東
とう

地
じ

方
かた

御
ご

用
よう

掛
がかり

」だ。吉宗悲願の農地改革を成功させるため，
僅かな供と旅に出る忠相だったが…。一方，忠相
不在の江戸では，忠相の息子・求次郎の誘拐事件
が起きる。／脚本：尾西兼一／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，勝村政信，寺脇康文，美村里江，近藤芳正，
金山一彦，山崎裕太，加藤頼，柄本時生，石井正
則，高橋長英，寺田農，松原智恵子，平岳大，高
橋光臣，田村亮，遠藤久美子，壇蜜，赤井英和，
浜田学，池田努，西郷輝彦／ドラマ番組部，
NEP，C.A.L

『The Covers』
4.27， 5.25， 6.29， 7.27， 8.31， 9.28，10.26，

12.21， 2.22， 3.29／22:00〜22:59
11.30／22:00〜23:29

　実力派アーティストが，思い入れの深い名曲を
カバー。そのこだわりも存分に語る音楽番組。14
年にレギュラー放送を開始して 5 年目，60分の特
集番組としては 2 年目を迎えた。ジェジュン，山
下智久，城田優，岡崎体育などの人気若手アーテ

ィストや，スガシカオ，エレファントカシマシ，
Char，郷ひろみなどのJ-POP界の実力派が登場
した。年に 1 度NHKホールから届ける「カバー
ズ フ ェ ス 」 で は， 伝 説 の ロ ッ ク バ ン ド・
BARBEE�BOYSが復活，Little� Glee�Monsterや
向井秀徳なども出演した。／MC：リリー・フラ
ンキー，池田エライザ／エンターテインメント番
組部，NEP

『あけおめ！声優大集合2019』
12.31／23:45〜 4:50

　人気声優12人がスタジオに集結し，視聴者投票
による「生アフレコ」や視聴者との生電話，トー
クを大みそかから年越しで生放送。／司会：西川
貴教，杉浦友紀アナ／ゲスト：関智一，三宅健太，
小野賢章，高橋広樹，伊東健人，寿美菜子，豊崎
愛生，加隈亜衣，潘めぐみ，真田アサミ，中村繪
里子，井澤詩織，藤津亮太ほか／展開戦略推進部，
NEP

『いきものがかり水野良樹のうたがたり』
3.30／20:00〜20:59

　いきものがかりが約 2 年間の「放牧」という名
の活動休止を経て復活。グループの多くのヒット
曲を作詞作曲してきたリーダー・水野良樹へのロ
ングインタビューを中心に，いきものがかりのメ
ンバーの証言や，水野が自分の音楽の原点だとい
うアーティストや同世代の作家との対談などを交
えながら，社会が分断された今の時代の「歌のチ
カラ」と「人がつながることの意味」を問うた。
／出演：水野良樹，吉岡聖恵，山下穂尊ほか／語
り：松下奈緒／青少年・教育番組部，NED

『映像の世紀プレミアム』
19:30〜20:59

　第 9 集「独裁者 3 人の “狂気”」
6.16

　第10集「難民　希望への旅路」
8.11

　第11集「運命の 3 つの都　パリ・ベルリン・
ニューヨーク」

12. 8
　第12集「昭和　激動の宰相たち」

3. 9
　世界各地のアーカイブスから発掘した貴重な映
像によって，20世紀を追体験するシリーズ。20世
紀に君臨した独裁者，戦火のたびに出現する難民，
歴史を動かした 3 つの都市の運命の物語，そして



第４部　NHKの番組解説｜BSプレミアム：特集番組

NHK年鑑’19 428

激動の昭和を生きた日本の宰相たちの群像を描い
た。／語り：山田孝之，山根基世／NEP，大型
企画開発センター

『神在月の出雲神話紀行〜 “にほんごであそぼ”
コンサート　in　出雲』

12. 1／ 6:00〜 6:59
　出雲に神々が集うとされる旧暦10月（神在月）
に，出雲各地に残る神話の舞台を巡りながら，「に
ほんごであそぼスペシャルコンサート� in�出雲」
のエッセンスを紹介した。／出演：みわサン（美
輪明宏），野村萬斎，野村裕基，神田山陽，竹本
小住太夫，豊竹咲甫太夫，鶴澤清介，桐竹勘十郎，
中村勘太郞，中村いてう，中村仲助，コニちゃん
（小錦八十吉），おおたか静流，松元ヒロ，ラッ
キィ池田，藤原道山，白A，岡本知高，子どもた
ち／演奏：N響ピックアップメンバー，茂戸藤浩
司／ゲスト：浜田石見神楽社中連絡協議会／青少
年・教育番組部，NED

『グレートトラバース 3 　日本三百名山全山人
力踏破』

（前期）（月 1 回）土　19:30〜20:59
（後期）（月 1 回）土　21:00〜22:29

　プロアドベンチャーレーサー・田中陽希が，自
らの足だけで日本の山を巡りながら旅をする，グ
レートトラバース。その第 3 弾として，日本三百
名山，全三百座を巡る旅が始まった。鹿児島県屋
久島からスタート，一切の交通機関を使わず一筆
書きで北上，海を渡る区間はカヤックを使う。ゴ
ールは北海道利尻岳，その距離 1 万キロ以上， 2
年を超える過酷な旅。歩き切ることはできるの
か？！／出演：田中陽希，ももいろクローバーZ
／コンテンツ開発センター，NEP

『刑事コロンボ　完全捜査ファイル』
11. 3／16:30〜17:59

　アメリカで68年から放送され，日本でも人気を
博したドラマ『刑事コロンボ』の誕生50周年を記
念し，作品の魅力を紹介した番組。事前にホーム
ページで募った視聴者による人気投票の結果も発
表（上位20位）。連動して，選ばれたドラマ20選
を放送した。／出演：船越英一郎ほか／展開戦略
推進部，NEP

『主演俳優来日！「仮面の王　イ・ソン」放送直
前スペシャル』

4. 8／21:00〜22:00ほか

　王子役のユ・スンホとヒロインのキム・ソヒョ
ン，王子の身代わりを演じたエル（キム・ミョン
ス）が来日。ドラマの見どころや，お互いの素顔
について語った。／日本人ゲスト：鈴木あきえ／
展開戦略推進部，NEP

『主演俳優来日！韓国ドラマ “不滅の恋人” 見ど
ころ徹底ガイド』

2.24／21:00〜22:00
　主役のユン・シユン，チン・セヨンを招き，ド
ラマの見どころと撮影の裏話を語ってもらった。
／日本人ゲスト：前川泰之，佐藤仁美／展開戦略
推進部，NEP

『人体　神秘への挑戦』
5.20／15:30〜16:29

　東京・上野の国立科学博物館で開催された展覧
会「特別展　人体」。不思議な人体の魅力に迫る
展覧会の展示内容を紹介した。／司会・語り：久
保田祐佳アナ／出演：石田明，松井愛莉，武田玲
奈，中島健／大型企画開発センター，科学・環境
番組部

『シンフォニック・ゲーマーズ 3 〜そして僕ら
は強くなる〜』

12. 8／23:45〜 1:15
　NHK音楽祭関連イベントとしてNHKホールで
公開収録。「モンスターハンター」や「星のカー
ビィ」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
ーとともに，番組独自の特別編成オーケストラに
よるダイナミックな演奏を届けた。／司会：青木
瑠璃子（声優），塩澤大輔アナ／ゲスト：大谷幸
（作曲家），井上聡（次長課長）／管弦楽：シン
フォニック・ゲーマーズ・オーケストラ／指揮：
永峰大輔／音楽・伝統芸能番組部

『スーパープレミアム』
　「世界最高峰のマジック殿堂 “マジックキャッ

スル2018”」
（180分版） 5.26／20:00〜23:00
（89分版） 8.19／23:00〜 0:29

　ハリウッドにある世界最高峰のマジックの殿堂
「マジックキャッスル」の独占取材。 2 年目は
「伝統と進化」をテーマにキャッスルに召集され
た世界の超一流マジシャン10組のスゴ技を紹介し
た。マジックパートのみで89分に再構成したもの
も放送した。／出演：（現地リポート）哀川翔，
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勝俣州和，（スタジオ司会）ジュディ・オング，
二宮直輝アナ，（スタジオゲスト）近藤正臣，関
根勤，高梨臨，茂木健一郎，新井美羽，（マジシ
ャン）緒川集人，マック・キング，島田晴夫ほか
／青少年・教育番組部

　「カラスになったおれは地上の世界を見おろし
た。」

11.10／22:00〜23:29
　ベンチャー企業の若き社長・坂口は，ある夜出
会ったカラスから，身体を交換しないかと持ちか
けられる。空を飛ぶ自由を手に入れた坂口が見た
ものは，部下による会社乗っ取り，妻の浮気，子
供のいじめ…カラスとなった坂口はやがて，自分
の過去を見つめ直していく。全編の大半を占める
カラスの目線の映像を，ドローンカメラを駆使し
て撮影するという極めて斬新な演出に挑戦した。
／脚本・演出：戸田幸宏／出演：眞島秀和，野波
麻帆，渕上泰史，酒井美紀，江波杏子ほか／コン
テンツ開発センター，NEP

　「スペシャルドラマ “遙（はる）かなる山の呼
び声”」

BSP���　　11.24／21:00〜22:29
G����　　　 3.21／19:30〜20:53

（再編集83分）
BS 4 K　 1.19／19:30〜20:59

　日本映画史に輝く名作「遙かなる山の呼び声」
が38年の年月を経て，テレビドラマとしてリメー
ク。本ドラマでは，夫を失いながらも酪農に夢と
生涯を懸ける女性と悲運な十字架を背負った男と
の出会いと別れを北海道の大自然を舞台にダイナ
ミックかつ感動的に描く一方，北海道酪農事情の
一端もリアルに描いた感動巨編。Gでは89分を再
編集した83分版を放送。／原作：山田洋次／脚本：
山田洋次，坂口理子／音楽：沢田完／出演：阿部
寛，高畑淳子，中原丈雄，筧利夫，常盤貴子ほか
／コンテンツ開発センター，松竹

 『ダークヒーローの美学　力石徹』
12.15／23:45〜24:45

　人はなぜ正義の味方より屈折して陰のある「ダ
ークヒーロー」に引き付けられるのか。その人生
を真面目に振り返り，人気の秘密に迫るアニメ版
偉人伝。取り上げたのは連載開始から50年を迎え
る『あしたのジョー』の力石徹。ジョーの宿敵と
して登場しKO勝ちを収めるも，リングで死を迎
えた彼は，実際に葬儀が行われるほどの社会現象

を巻き起こした。なぜ力石は多くの人々に愛され
たのか。その秘密に徹底取材で迫った。／語り：
古田新太／文化・福祉番組部，NEP

『たけしのこれがホントのニッポン芸能史』
7.14，12.22／19:30〜20:59

10.24， 3.20／21:00〜22:29
　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。「悪役」（7.14），「ラジオ」
（10.24），「スポ根」（12.22），「長寿番組」（3.20）
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

『地球最後の秘境　南極大紀行〜ペンギンの楽園
〜』

3.16／21:00〜22:59
　12月 1 日にBS 4 K，BS 8 Kが開局し，世界初と
なる南極からの 4 K生中継を行った。中継リポー
ターは俳優の大野拓朗。総勢32人のスタッフとと
もに南米大陸最南端から船で出航，荒れ狂うドレ
イク海峡を越えて南極に到達した。巨大な氷山や
氷河，ペンギンなど数多くの野生動物と出会い，
美しい南極の景観を伝えた。／出演：大野拓朗，
池田伸子アナほか／科学・環境番組部，NEP

『特集ドラマ　ネット歌姫〜パート主婦が、歌っ
てみた〜』

1.26／22:00〜23:29
　平凡な子持ち主婦がある日突然，歌姫になる…。
今の時代だからこそ果たされた実話に基づく物
語。今や子供の憧れの職業に「ユーチューバー」
が並ぶ時代。トップユーチューバーともなると年
収も億を超え，カリスマや人気者も登場。そんな
時代の新しい希望や幸福を模索しながら，果たし
てネットが人を幸せにできるのかを問いかけた。
／脚本：水野宗徳／音楽：KOSEN／出演：荻野
目洋子，高橋克典，浅香航大ほか／コンテンツ開
発センター，NEP，KAZUMO

『発表！全ガンダム大投票』
5. 5／21:00〜23:30，23:45〜 0:45

　100万を超える投票を基にした，生放送の結果
発表。結果を発表しながらガンダムの魅力に迫る。
主役を演じた声優が視聴者の選んだ名セリフを生
アフレコ，富野監督が語るマル秘エピソード，ラ
ンクイン作品の声優からの喜びのメッセージなど
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を紹介。／司会：金子貴俊（俳優），小松宏司ア
ナ／ゲスト：西川貴教，土田晃之，古谷徹ほか／
展開戦略推進部，NEP

『明治維新への旅』
　第 1 回「時代の先駆者たち」

10. 6／23:00〜23:29
　第 2 回「賊軍と呼ばれた男たち」

10. 8／23:00〜23:29
　第 3 回「命を燃やした女たち」

10.17／22:00〜22:29
　明治維新から150年。激動の時代が日本の風土
に残したものを 3 本シリーズで探った。「時代の
先駆者たち」では，坂本龍馬脱藩の地や，五代友
厚が活躍した大阪などを取材，「賊軍と呼ばれた
男たち」では，戊辰戦争で敗れ，新時代を敗者と
して生きなければならなかった人々の物語を描
き，「命を燃やした女たち」では，志士たちを魅
了した幕末の京の名妓や，日本の近代化を支えた
群馬の製糸業の女性たちにスポットを当てていっ
た。／語り：井上二郎アナ／大型企画開発センタ
ー，NEP

『歴史秘話　ガンダムヒストリア』
4. 2／ 0:00〜 0:59

　18年 5 月に生放送した『発表！全ガンダム大投
票』に向けて，ホームページでの投票を呼びかけ
るための特集番組。『歴史秘話ヒストリア』のス
タイルで，79年の『機動戦士ガンダム』の放送開
始以来およそ40年に及ぶガンダムシリーズの歴史
を紹介。／司会：渡邊あゆみアナ／展開戦略推進
部，NEP

『歴史秘話　マクロスヒストリア』
3.30／23:45〜 0:44

　19年 5 月生放送予定の『発表！全マクロス大投
票』に向けて，ホームページでの投票を呼びかけ
るための特集番組。『歴史秘話ヒストリア』のス
タイルで，82年の『超時空要塞マクロス』の放送
開始以来37年に及ぶマクロスシリーズの歴史を，
歌，メカ，三角関係の 3 つの要素で紹介。／司会：
渡邊あゆみアナ／出演：河森正治ほか／展開戦略
推進部，NEP

『六角精児の呑（の）み鉄本線・日本旅』
4.28／22:30〜23:29

8.18，12. 1／18:30〜19:29
2.23／22:00〜22:59

　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。／予土線
・土佐くろしお鉄道（4.28），釧網本線（8.18），
天竜浜名湖鉄道（12.1），肥薩線・くま川鉄道
（2.23）／出演：六角精児／語り：壇蜜／エンタ
ーテインメント番組部

『和食の神髄をデータ化せよ』
BSP���　　 3. 2／19:30〜20:59
BS 4 K　 2.24／20:00〜21:29

　京都の一流料亭の「門外不出の技」を科学的に
検証する，料理人と専門家のプロジェクトに密着。
あゆやぐじの焼き方など，老舗に代々伝わる技を
科学的に数値化し，美味の秘けつを探究。四季折々
の料亭のしつらえとともに， 4 K撮影による美し
い映像で紹介した。／出演：村田吉弘，髙橋英一，
髙橋拓児，中村元計ほか／語り：小林薫／生活・
食料番組部



第
4
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
解
説

第４部　NHKの番組解説｜BS�4�K：定時番組

431 NHK年鑑’19

BS 4 K

BS 4 K：定時番組
『浮世絵EDO-LIFE』　新

木　21:45〜21:50，21:50〜21:55
日　22:50〜22:55，22:55〜23:00
再木　11:45〜11:50，11:50〜11:55
再日　 7:50〜 7:55， 7:55〜 8:00

　第 1 回18.12.2／浮世絵は，江戸時代の生活記録
の宝庫。 1 枚の浮世絵から，人々の衣食住のディ
テール，日本人の美意識や季節感を読み取り，江
戸のリアルな暮らしぶりを知る 5 分番組，年間50
本制作。また“江戸の水辺”や“江戸のアイドル”
をテーマにした29分拡大版『浮世絵EDO－LIFE　
福袋』も 2 本制作した。／「江戸のアイドル旋風」
出演：藤澤紫（国学院大学教授），山里亮太（南
海キャンディーズ）／語り：井上二郎・中條誠子
アナほか／文化・福祉番組部，NED生活部

『ウルトラQ』　新
水　16:30〜16:56

再水　12:10〜12:36
　第 1 回18.12.2／66年に放送が始まった伝説的特
撮番組『ウルトラQ』を 4 Kリマスタリング。も
ともと35ミリフィルムで撮影されていた同作が本
来持っていた映像のポテンシャルを，余すところ
なく再現した。パイロットとその助手，新聞記者
の 3 名が毎回遭遇する怪奇現象や魅力あふれる怪
獣たち。人間が自分たちの力でそれらを解決して
ゆく様子を，迫力満点の特撮で描き出す。ペギラ，
ガラモン，カネゴンなど，今も人気の怪獣が続々
登場。／出演：佐原健二，西條康彦，桜井浩子／
コンテンツ開発センター，NEP，円谷プロ

『奥さまは魔女』　新
水　21:15〜22:06

再水　 7:00〜 7:51，11:15〜12:06
　第 1 回18.12.5，最終回19.3.27／64年にアメリカ
で始まり，日本でも人気を博したコメディー。初
カラー化となった第 3 シーズン33本の 4 K版を購
入，2 話ずつ放送した。／展開戦略推進部，NEP

『刑事コロンボ』　新
水　22:10〜23:24ほか

　第 1 回18.12.31／アメリカで68年から放送され，
日本でも人気のドラマ。誕生から50周年を記念し

て，オリジナル35ミリフィルムから 4 Kにデジタ
ル・リマスターし，全69作の放送を開始。12月31
日〜 1 月 3 日で集中編成後，定時で20作を18年度
内に放送した。／主演：ピーター・フォーク（声：
小池朝雄）／展開戦略推進部，NEP

『ニッポン印象派』　新
金　21:30〜21:59

再金　11:30〜11:59
　第 1 回18.12.7／日本の自然や文化などが織りな
す美しい風景を光と色にこだわって切り取り，紡
いでいく番組。 4 Kの高精細映像の魅力を真正面
から打ち出した。北アルプスの山々や日本海の光
る生き物たち，すすきの大海原や五島列島の教会
群，日光の紅葉や山陰の日本庭園など，日本各地
に題材を求め，映像美を追求した。／コンテンツ
開発センター，NEP，Gメディア，各放送局

『 4 Kシアター』
土　21:00〜23:30ほか

再土　11:30〜14:00ほか
　第 1 回18.12.8／洋画・邦画の名作を 4 K版で放
送。放送開始から 1 月にかけては，黒澤明監督の
「羅生門　 4 Kデジタル修復版」（12.8），溝口健
二監督の「雨月物語　 4 Kデジタル修復版」
（12.22），小津安二郎監督の「浮草　 4 Kデジタ
ル修復版」（1.12）を放送，そのほか「戦場にか
ける橋」（1.19），「アラビアのロレンス　完全版」
（1.26），「スパルタカス」（2.23），「太陽がいっぱ
い」（3.9）などを放送した。／展開戦略推進部，
NEP

『 4 Kでよみがえるあの番組』　新
土　 8:00〜 8:43

再日　23:00〜23:43
　第 1 回18.12.1／63（昭和38）年度から81（昭和
56）年度に放送され，人気を博した紀行ドキュメ
ンタリー『新日本紀行』の中から選

よ

りすぐりの番
組を，最新のデジタル技術で 4 K化。今はもう見
ることのできない全国津々浦々の風景や人々の営
みを，鮮やかな 4 K映像で改めて届けた。番組で
は，『新日本紀行』の舞台となった土地の今も併
せて紹介。地域に流れた時間を見つめる。12月 1
日，BS 4 Kの本放送開始とともにスタート。「盆
地の太鼓〜秩父〜」「幸福への旅〜帯広〜」など
18年度に17本を放送した。／語り：森田美由紀ア
ナ／知財センター，NEP
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BS 4 K：特集番組
『移住　50年目の乗船名簿　完全版』
　「第 1 回　アマゾンに生きた人々」

2. 2／19:30〜20:59
　「第 2 回　夢と希望と愛の軌跡」

2. 9／19:30〜20:59
　「第 3 回　理想郷のゆくえ」

3. 9／14:30〜15:59
　昭和43年，一隻の船で南米各地へと渡った移住
者を取材した番組『乗船名簿AR29』。ディレクタ
ー・相田洋は，移住10年目，20年目，31年目と移
住者を訪ね，その暮らしを見つめてきた。そして
移住者たちが日本を旅立って50年がたった2018
年。人々はどのような人生を歩んだのか。 3 回に
わたり放送。／語り：長谷川勝彦／出演：相田洋，
三宅民夫／文化・福祉番組部

『映像詩　宮沢賢治　銀河への旅〜慟哭の愛と祈
り〜』

　「前編」� 12.15／19:30〜21:00
　「後編」� 12.22／19:30〜21:00
　宮沢賢治には，恋い焦がれるように慕った同い
年の男性がいた…『風の又三郎』『銀河鉄道の夜』
などの代表作誕生の背景にあった，生涯の友・保
阪嘉内との深い交流が明らかになる。残された賢
治の手紙，ノート，資料を改めて読み解き，賢治
の思索の行程を追体験。 4 Kによる岩手の美しい
景色やドラマを織り交ぜ，賢治の心の風景に迫っ
た。新たな宮沢賢治像を世に問うドキュメンタリ
ー。／案内役：向井理／朗読：松下由樹／コンテ
ンツ開発センター，NEP，テレビマンユニオン

『大人のてれび絵本 “いわさきちひろのせかい”』
　「第 1 集」 3.22／10:50〜11:00
　「第 2 集」 3.22／20:50〜21:00
　『てれび絵本』のノウハウを生かして，絵本を
原画のまま動かし，俳優の朗読とともに伝える。
日本を代表する絵本作家・いわさきちひろの代表
作「ゆきのひのたんじょうび」「戦火の中のこど
もたち」などを紹介。BS 4 KのほかEテレでも放
送。／青少年・教育番組部，NED

『観世能楽堂　開場記念公演』
12. 3／ 7:00〜 9:00

　17年 4 月に東京・銀座に開場した観世能楽堂の
「開場記念公演」初日のもよう（E，17.5.7放送）
を 4 K収録したものを放送。／「翁」：観世清和，

舞囃子「鶴亀」：梅若玄祥，能「高砂」：観世銕之
丞ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『三大巨匠　奇跡の名画〜 4 Kでよみがえる黒澤
・溝口・小津〜』

12. 1／22:10〜23:39
　日本映画の巨匠，溝口健二・小津安二郎・黒澤
明。その代表作の 4 K復元プロジェクトが世界各
地で進められている。俳優の高橋一生を案内役に，
仲代達矢，是枝裕和，山田洋次など日本の映画界
を代表する出演者が，巨匠たちの創作の秘密とと
もに， 4 Kリマスターの魅力を分かりやすく伝え
た。／コンテンツ開発センター，NEP，フラミ
ンゴ・ビュー・カンパニー

『シリーズ　聖なる建築』
　「キリスト教　教会　いと高きところ　光もと

めて」
12. 1／15:00〜16:29

　「アジアの宗教　寺院　人　自然　宇宙」
12. 8／18:00〜19:29

　「イスラム教　モスク　幾何学模様　祈りの
形」

12.15／18:00〜19:30
　「ユダヤ教　シナゴーグ　救い　絆　集いの

場」
12.22／18:00〜19:30

　世界の宗教建築を訪ね，その神々しさや宗教心
の源に宿るものの神髄に 4 K映像で迫るドキュメ
ンタリーを 4 回シリーズで放送した。フランスが
中心となった国際共同制作の日本語版。番組では，
モン・サン・ミシェル修道院，ミナクシ寺院，ス
レイマニエ・モスク，ドハーニ・シナゴーグなど
の宗教建築を取り上げた。／ナレーション：小宮
悦子／展開戦略推進部，NEP

『スローな武士にしてくれ〜京都　撮影所ラプソ
ディー〜』

3.30／18:00〜19:59
　最先端の撮影技術で，幕末「池田屋階段落ち」
に挑む，時代劇制作の舞台裏ドラマ。舞台は，京
都の歴史ある撮影所。そこにある日，NHKから
「最新鋭の技術を駆使して時代劇を撮ってほし
い」という依頼が舞い込む。撮影所の活動屋たち
は，さまざまな難題を乗り越え，新技術満載のア
クションシーン撮影にあたる。殺

た て

陣を鮮明に見せ
るスーパースロー，ワイヤアクションの階段落ち
など，時代劇の新たな映像表現を確立した。また，



第
4
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
解
説

第４部　NHKの番組解説｜BS�8�K：特集番組

433 NHK年鑑’19

メーキングドキュメントも放送し，ドラマの魅力
を多角的に伝えるとともに，新技術の魅力の普及
にも努めた。／出演：内野聖陽，柄本佑，中村獅
童，水野美紀，石橋蓮司，里見浩太朗ほか／コン
テンツ開発センター，NEP，オッティモ

『フロム・ザ・スカイ　空から見た日本』
　「北海道の旅」

12. 1／11:00〜11:49
　「東北と関東の旅」

12. 8／13:00〜13:49
　「中部と近畿の旅」

12.15／13:00〜13:49
　「中国と四国の旅」

12.22／14:15〜15:04
　「九州と沖縄の旅」

12.29／13:10〜13:59
　フランスの大手制作会社ジェデオンとNHKが
国際共同制作で取り組んだ空撮ドキュメンタリ
ー。ヘリコプターや最新鋭のドローンを活用し，
北海道から沖縄まで日本各地の多様な風土を色彩
豊かな 4 K映像で描いた。また，それぞれの土地
に根を下ろし自然とともに力強く生きる人々の姿
を伝えた。NHKの撮影技術とフランスの映像感
覚を融合させることで，見慣れた日本の暮らしが，
郷愁や憧れを感じさせる光景としてよみがえっ
た。／ナレーション：OWEN真樹／制作局（開
発推進）

『 4 K特集　若冲vs北斎〜夢の天才対決〜』
12. 2／17:00〜17:59

　伊藤若冲と葛飾北斎。江戸を代表する 2 人の天
才絵師が，時空を超えて作品対決…！？　若冲，
北斎はともに江戸時代後期に活躍したが歴史的に
出会った記録はない。そんな 2 人がもし出会って
いたら，果たしてどんな会話を交わしたのか…?　
そんな設定の舞台風ドラマを交え，スーパーハイ
ビジョンで撮影した 2 人の名作の数々を紹介し
た。／出演：佐々木蔵之介，ムロツヨシ／コンテ
ンツ開発センター，NEP

BS 8 K

BS 8 K：特集番組
『いよいよスタート！BS 4 K・BS 8 K　開局ス

ペシャル』
BS 8 K　12. 1／10:00〜11:00，13:00〜13:10，

16:40〜17:00，19:00〜22:10
BS 4 K�　　　　10:00〜11:00，13:00〜13:10，

16:40〜17:00，19:00〜22:10
　12月 1 日のBS 4 K・BS 8 Kの開局に合わせて，
テレビ新時代の幕開けを生放送で伝えた。スタジ
オでは大型LEDモニターを駆使し，それぞれの
見どころを紹介。また，世界初となる南極からの
4 K生中継では，世界最後の秘境の絶景やペンギ
ンなどの野生動物の今の姿を， 8 Kによるイタリ
ア生中継では，ローマからイタリアの食や歴史な
どを臨場感たっぷりに紹介した。BS 4 K・BS 8 K
は同内容，一部総合テレビでも同内容を放送した。
翌 2 日には，バチカンからの生中継および事前収
録映像（大聖堂・美術館）を 8 Kで，南極からは
4 Kで直前に収録した番組を，開局特番として，
それぞれBS 8 K・BS 4 Kで放送した。／MC：井
ノ原快彦，青井実・久保田祐佳アナほか／南極中
継リポーター：大野拓朗，池田伸子アナ／イタリ
ア中継リポーター：北川景子，高山哲哉・赤木野々
花アナ／スタジオ出演：加山雄三ほか／制作局
（ 8 K制作事務局），青少年・教育番組部，生活
・食料番組部，科学・環境番組部，NEP

『ウィーン・フィル　ニューイヤーコンサート
2019　 8 K版』

3.17／20:00〜22:08
　毎年 1 月 1 日，ウィーン楽友協会大ホールから
全世界に生中継されているクラシック界最大級の
イベントに，NHKが独自に 8 Kカメラを設置して
収録。「黄金のホール」と呼ばれるウィーン楽友
協会のきらびやかで豪華な内装と世界屈指の音響
を， 8 Kならではの高精細画質と22.2サラウンド
の迫力ある音響で克明に捉え，世界中の音楽ファ
ンを魅了するウィーン・フィルのワルツとポルカ
の世界を放送した。指揮者はドイツの巨匠クリス
ティアン・ティーレマン。／音楽・伝統芸能番組部

『究極ガイドTV　 2 時間でまわるヴェルサイユ
宮殿』

12. 2／10:00〜12:00
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　誰もが一度は訪れたい観光地を日本人ツアー客
の平均滞在時間といわれる 2 時間でまわるため，
見どころ満載の究極のルートを提案する旅番組。
8 Kの超高精細映像と三次元音響で，世界遺産・
ヴェルサイユ宮殿を巡り，鏡の回廊での舞踏会や
夏の夜空を彩る花火など，太陽王ルイ14世や王妃
マリー・アントワネットが生きた時代にタイムス
リップしたかのような旅を体感した。／出演：松
尾スズキ，ミッツ・マングローブ／語り：守本奈
実アナ／文化・福祉番組部

『古典芸能を未来へ　尾上流』
1. 1／16:00〜17:53

　「第一回　古典芸能を未来へ」公演（18. 8 .29，
国立劇場大劇場）のもようを 8 K収録し放送。／
演目：「式三番」「松の調」「芝居小曲集」「雨の四
季」「斧琴菊旭旗（よきこときくげんじのよあ
け）」／出演：尾上菊五郎，尾上菊之助，尾上右近，
尾上墨雪，尾上菊之丞ほか／音楽・伝統芸能番組
部，NEP

『世界三大オーケストラの響き』
12. 1／17:00〜18:19
12. 8／17:00〜18:37
12.15／17:00〜18:35
12.22／17:00〜18:43

　世界三大オーケストラの呼び声高いウィーン・
フィル，ベルリン・フィル，ロイヤル・コンセル
トヘボウ管の公演を，それぞれの本拠地にて 8 K
収録。ウィーンではネルソンスの指揮でベートー
ベン「第 9 」を，ベルリンでは芸術監督・ラトル
の最後のシーズンから 2 公演を，コルセルトヘボ
ウではミヒャエル・ザンデルリングの指揮でブル
ックナーを，高精細の映像かつ22.2チャンネルの
迫力あるサウンドで放送した。／音楽・伝統芸能
番組部

『ツタンカーメンの秘宝』
　　「第 1 集　黄金のファラオ」

BS 8 K　 1. 1／19:00〜19:59
G　��　　12.26／22:00〜23:00

　　「第 2 集　ファラオの愛と死」
1. 2／19:00〜19:59

　　「第 3 集　三千年の封印を解け」
1. 3／19:00〜19:59

　古代エジプトの美の最高峰・ツタンカーメンの
秘宝。黄金のマスクをはじめ，豪華な玉座やずし，
きらびやかな剣やジュエリーなど，魅惑の至宝を

超高精細 8 Kカメラで世界で初めて撮影。大量の
黄金の副葬品に囲まれ，3,000年の眠りについて
いたツタンカーメン王。その黄金に込められた願
いとは…古代エジプトの若きファラオの知られざ
る素顔に，圧倒的な映像美と最新研究で迫る。／
語り：髙橋美鈴アナ／文化・福祉番組部，NEP

『時を越える輝き〜世界最高峰の宝飾メゾン〜』
1.20／20:00〜21:00

　ナポレオンをはじめ，世界の王侯貴族に愛され
たパリの高級宝飾メゾンの舞台裏に密着。傑作テ
ィアラの制作秘話，55カラットのサファイアの買
い付け，職人の精巧な技などとともに，豪華ジュ
エリーにまつわるエピソードや身につける女性た
ちの思いを， 8 K映像で紹介した。／出演：オニ
ール八菜ほか／語り：奥田瑛二，吉田羊／生活・
食料番組部

『南極大冒険』
2. 3，10，17，24／20:00〜20:59

　第59次南極地域観測隊の活動に 8 Kカメラが密
着した 4 本シリーズ。砕氷船“しらせ”に乗船し
て昭和基地を目指し，巨大な氷山，夜空に広がる
オーロラ，ぶ厚い海氷を砕いて進む様子を描いた。
さらにペンギンの生態や棚氷の調査，夏の間だけ
姿を現す湖での潜水調査など，短い夏に行われた
科学研究を描いた。／語り：佐藤隆太ほか／科学
・環境番組部，NEP

『 8 K完全版　2001年宇宙の旅』
12. 1／13:10〜15:40

　映画史上の名作であり，SF映画の金字塔とさ
れる「2001年宇宙の旅」。製作・監督・脚本・特
殊効果はスタンリー・キューブリック。68年に公
開され，当時最高のクオリティーを誇る70ミリフ
ィルムで上映され，圧倒的な映像美が高く評価さ
れた。その超大作を，オリジナル・ネガを基に
8 K化，色彩の補正や傷の修復を行った 8 K完全
版を放送。／展開戦略推進部，NEP

『 8 Kスーパーライブ』
　　乃木坂46� 12. 2／20:00〜21:59
　　コブクロ� 12. 9／19:00〜20:29
　　Perfume� 12.16／19:00〜19:59
　　サカナクション� 12.22／13:30〜14:59
　　西野カナ� 12.23／19:00〜20:15
　　MISIA� 12.23／20:30〜21:49
　　Superfly� 12.30／19:00〜19:55
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　　Suchmos� 12.30／20:00〜21:00
　12月のBS 8 K開局に合わせて，日本を代表する
トップアーティストのライブを送る大型音楽番
組。すべて 8 K映像，22.2チャンネルマルチ音響
で制作し，臨場感あふれる音楽コンテンツの魅力
を最大限に引き出した。／出演：サカナクション，
乃木坂46，Perfume，Suchmos，西野カナ，コブ
クロ，Superfly，MISIA／エンターテインメント
番組部，NEP

『 8 Kスペシャルドラマ　浮世の画家』
BS 8 K　 3.24／21:00〜22:29
G　　�　 3.30／21:00〜22:29

　物語の舞台は終戦後の日本。主人公は高名な初
老の画家。焼け跡から徐々に復興の姿を見せてい
く街で，隠居老人の一見平和な日常生活が描かれ
ていく。ある時娘の縁談が持ち上がり，そこから
周囲の視線の変化に気づき始める…。戦争に加担
した過去。同僚や師を裏切り，切り捨てた過去。
語りたくない過去が確かにある。その事実を認識
しながらも，強烈な自尊心が首をもたげる。確固
たる決意で国のために尽くしてきた自分が，なぜ
非難されなければならないのか。その一方で，過
去の影に滑稽なほどおびえる自分の弱さも認識し
ていて…。 8 Kで制作。／原作：カズオ・イシグ
ロ／脚本：藤本有紀／音楽：三宅純／出演：渡辺
謙，広末涼子，前田亜季，寺田心，中村蒼，萩原
聖人，佐藤隆太，佐野史郎，余貴美子，小日向文
世，奥田瑛二ほか／ドラマ番組部

『 8 K宝塚スペシャルシート』
　��花組公演「MESSIAH－異聞・天草四郎－」ほ

か
12. 2／12:00〜14:45

　�月組公演「カンパニー－努力、情熱、そして仲
間たち－」ほか

12. 9／12:00〜14:45
　宙組公演「天は赤い河のほとり」ほか

12.16／12:00〜14:45
　星組公演「ANOTHER WORLD」ほか

12.23／12:00〜14:45
　�雪組公演「ひかりふる路－革命家、マクシミリ

アン・ロベスピエール」ほか
12.30／12:00〜14:45

　宝塚歌劇団 5 組（花組，月組，雪組，星組，宙
組）の上演作品をそれぞれ 8 K収録。各組のトッ
プスターのインタビューを交えてノーカットで放
送した。本放送はBS 8 Kの開局に合わせて，18年

12月に集中編成した。番組本編は 2 Kでも制作し，
BSPで18年から19年にかけて放送。出演：渡邊佐
和子アナ（案内役）／大阪局，NPN

『メキシコ・ユカタン半島　驚異の大自然「神秘
の水中鍾乳洞　セノーテ」』

12. 1／18:30〜18:59
　ユカタン半島の地下に，世界最大の水中鍾乳洞
が広がる。その入り口が「セノーテ」と呼ばれる
穴。中で複雑に入り組んだ洞窟とつながっており，
その奥深くはほとんど人が入ったことがない世
界。数万年の時が作った無数の鍾乳石がつり下が
る神秘的な場所や，水中なのに水面があるかのよ
うに見えるまか不思議な場所…。透き通るような
水の中を探検し，他では見ることができない幻想
的な水中洞窟の様子を， 8 Kならではの映像で紹
介した。／語り：井上二郎アナ／大型企画開発セ
ンター




