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『NHK年鑑』で振り返る
放送の歴史③
～番組解説から読み解く『紅白歌合戦』～

メディア研究部		本道礼奈

はじめに
史料としての『NHK年鑑 』に着目して，放送

の歴史を振り返る本シリーズは，これまでに2
回にわたって，オリンピック放送と皇室行事に
ついて読み解いてきた。今回は，『NHK年鑑 』

（以下，年鑑と表記）の主要なコーナーである
「番組解説」からどのようなことがわかるかにつ
いて，『NHK紅白歌合戦 』に焦点を当てて紹
介することにしたい。
「番組解説」は，NHKのテレビとラジオで放

送されている番組をコンパクトに紹介するもの
で， ▽タイトル， ▽ 放送波（総合，Eテレ，BS1，
BSP，BS4K，BS8K，ラジオ第1，ラジオ第2，
FM，テレビ国際，ラジオ国際）， ▽放送日時，

▽ 番組の概要， ▽出演者情報を紹介している。
2021年版では，約710の定時番組（天気予報，
広報スポット以外のほぼすべてのレギュラー番
組）と，約250の特集番組，あわせて1,000近
い番組を掲載している。

定時番組は，解説文に加え，初回（第1回）
と最終回の放送日が記載される。NHKへ寄せ
られる問い合わせでよくあるのは，「〇〇の番
組はいつから始まっていますか？」「最終回はい
つですか？」といった質問だが，そうした問い
合わせには，「番組解説」を活用することで答
えることができる。

番組解説を執筆するのは，現場で実際に番
組を作っている制作担当者である。筆者も含
め，NHK放送文化研究所の年鑑編集事務局
では，制作担当者から送られてきた原稿につい

て，１番組ずつ改めて放送時間や出演者など
の情報を再確認したうえで，掲載を行っている。
以下では，『紅白歌合戦』を例に，「番組解説」
からどのような情報を得ることができるのか，
見ていくことにしたい。

『紅白歌合戦』は正月に放送されていた！
下記は2021年版の年鑑の番組解説の中から

『紅白歌合戦 』の部分を抜粋したものである。
タイトル，放送波，放送日時，番組内容のあと，
出演者の情報が列挙されている。

過去の年鑑も参照しつつ，放送日時の変遷
を見ると，『紅白歌合戦』の第1回は，1951年1
月3日，正月のラジオ番組として始まったことが
わかる。1953年のお正月に第3回をラジオで放
送し，同年のテレビ本放送開始にともない，大
みそかにも第4回をテレビで放送した。以降，
大みそかのテレビ放送となって，2021年で72
回を迎えた。

番組解説に見る司会者・出演者の変遷
放送の歴史を振り返るうえで年鑑をどこまで

活用できるかを確かめようと，今回，番組解説
をもとに『紅白歌合戦 』の司会者についてまと

『NHK年鑑』2021年版の番組解説
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めてみた（表 ）。1950年代の年鑑では，司会
者の情報は番組解説ではなく，口絵に記され
ていた。1986年版からは，番組解説の形式が
固まり，司会者の変遷がたどりやすくなってい

る。毎年，同じ形式で記述していくことの大切
さを示す例と言えるだろう。
『紅白歌合戦 』の司会者を調べていくと，

NHKの『連続テレビ小説 』や『大河ドラマ』の
ヒロインが多いことに気づき，いつごろからそう
した傾向が表れているのか興味がわいた。そ
れを検証するうえでも年鑑が役に立つ。

年鑑には「大河ドラマ一覧 」「連続テレビ小
説一覧」といったコーナーもあり，それらもあ
わせて調べてみると，予想どおり，紅組の司
会者は2010 年の松下奈緒さんから，2020 年
の二階堂ふみさんまで，すべて『連続テレビ
小説 』や『大河ドラマ』に出演していたことが
わかった。半年間，「朝の顔 」としてテレビで
よく視聴されたヒロインを司会に起用すること
は，「朝ドラのあの子ね」と幅広い世代に好感
を持って見てもらえるためなのだろう。

過去10年続いてきたこの流れは，今後も続く
のだろうか。あと10年後，20年後の検証にもこ
の年鑑を活用してもらえればと考えている。

おわりに
このように年鑑を見るだけで，番組の基本情

報がわかるほか，近年では，『連続テレビ小説』
や『大河ドラマ』との出演者の共通性が高まっ
ていることなど，『紅白歌合戦』の変化を知るこ
とができる。今回見てきたように年鑑を活用す
ることで，放送の歴史をきちんと振り返ること
ができるようにするためにも年鑑編集事務局と
しては，内容の正確さを維持するために引き続
き努力していきたいと思う。

ここまで3回にわたって『NHK年鑑 』を紹介
してきた。年鑑の主な内容は文研ホームページ
でも公開しており，ぜひこちらも活用していただ
ければと考えている。　     （ほんどう れいな）

表　『紅白歌合戦』の歴代司会者
回数 年 紅組 白組

第1回 1951 加藤道子 藤倉修一アナ
第2回 1952 丹下キヨ子 藤倉修一アナ
第3回 1953 本田寿賀アナ 宮田輝アナ
第4回 1953 水の江滝子 高橋圭三アナ
第5回 1954 福士夏江アナ 高橋圭三アナ
第6回 1955 宮田輝アナ 高橋圭三アナ
第7回 1956 宮田輝アナ 高橋圭三アナ
第8回 1957 水の江滝子 高橋圭三アナ
第9回 1958 黒柳徹子 高橋圭三アナ
第10回 1959 中村メイコ 高橋圭三アナ
第11回 1960 中村メイコ 高橋圭三アナ
第12回 1961 中村メイコ 高橋圭三アナ
第13回 1962 森光子 宮田輝アナ
第14回 1963 江利チエミ 宮田輝アナ
第15回 1964 江利チエミ 宮田輝アナ
第16回 1965 林美智子 宮田輝アナ
第17回 1966 ペギー葉山 宮田輝アナ
第18回 1967 八重佑三子 宮田輝アナ
第19回 1968 水前寺清子 坂本九
第20回 1969 伊東ゆかり 坂本九
第21回 1970 美空ひばり 宮田輝アナ
第22回 1971 水前寺清子 宮田輝アナ
第23回 1972 佐良直美 宮田輝アナ
第24回 1973 水前寺清子 宮田輝アナ
第25回 1974 佐良直美 山川静夫アナ
第26回 1975 佐良直美 山川静夫アナ
第27回 1976 佐良直美 山川静夫アナ
第28回 1977 佐良直美 山川静夫アナ
第29回 1978 森光子 山川静夫アナ
第30回 1979 水前寺清子 山川静夫アナ
第31回 1980 黒柳徹子 山川静夫アナ
第32回 1981 黒柳徹子 山川静夫アナ
第33回 1982 黒柳徹子 山川静夫アナ
第34回 1983 黒柳徹子 鈴木健二アナ
第35回 1984 森光子 鈴木健二アナ
第36回 1985 森昌子 鈴木健二アナ
第37回 1986 斉藤由貴，目加田頼子アナ 加山雄三，千田正穂アナ
第38回 1987 和田アキ子 加山雄三
第39回 1988 和田アキ子 加山雄三
第40回 1989 三田佳子 武田鉄矢
第41回 1990 三田佳子 西田敏行
第42回 1991 浅野ゆう子 堺正章
第43回 1992 石田ひかり 堺正章
第44回 1993 石田ひかり 堺正章
第45回 1994 上沼恵美子 古館伊知郎
第46回 1995 上沼恵美子 古館伊知郎
第47回 1996 松たか子 古館伊知郎
第48回 1997 和田アキ子 中居正広
第49回 1998 久保純子アナ 中居正広
第50回 1999 久保純子アナ 中村勘九郎
第51回 2000 久保純子アナ 和泉元彌
第52回 2001 有働由美子アナ 阿部渉アナ
第53回 2002 有働由美子アナ 阿部渉アナ
第54回 2003 有働由美子・膳場貴子アナ 阿部渉・高山哲哉アナ
第55回 2004 小野史惠アナ 阿部渉アナ
第56回 2005 みのもんた，仲間由紀恵，山本耕史，山根基世アナ
第57回 2006 仲間由紀恵 中居正広
第58回 2007 中居正広 笑福亭鶴瓶
第59回 2008 仲間由紀恵 中居正広
第60回 2009 仲間由紀恵 中居正広
第61回 2010 松下奈緒 嵐
第62回 2011 井上真央 嵐
第63回 2012 堀北真希 嵐
第64回 2013 綾瀬はるか 嵐
第65回 2014 吉高由里子 嵐
第66回 2015 綾瀬はるか 井ノ原快彦
第67回 2016 有村架純 相葉雅紀
第68回 2017 有村架純 二宮和也
第69回 2018 広瀬すず 櫻井翔
第70回 2019 綾瀬はるか 櫻井翔
第71回 2020 二階堂ふみ 大泉洋


