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１．放送番組時刻表 ～別表～ 

２．編成計画の要点 

（１）総合テレビジョン 

総合テレビジョンは、社会の中核を担う視聴者層に向けた番組群のいっそ

うの充実を図ります。激動する社会の変化を的確につかむ情報番組、親しみ

やすい語り口で人々の共感を得る大型番組、４０、５０代の女性層に向けた

ドラマなどを新設し、多様な視聴者ニーズに応えます。 

また、昨年度に引き続き、若い世代の共感を得る新しい番組の開発にも力

を入れ、テレビの新たな可能性を求めて果敢に挑戦します。 

 

【編集のポイント】 

 

○ 平日夜１０時台を、社会的中核層の視聴者に向けたゾーンとして強化 

平日、夜１０時～１１時３０分の９０分ゾーンを刷新し、４０、５０代

女性層に向けた「金曜ドラマ」を新設するなど、社会の中核を担う“働き

盛り”の世代に向けた番組の充実を図ります。 

その他、随時特集番組を編成し、視聴者の多様な関心に応えていきます。 

 

     「世界遺産への招待状」              <月・後１０時台>新設 

「スポーツ大陸」                 <月・後１０時台>移設 

「ＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい」     <火・後１０時台>移設 

「歴史秘話ヒストリア」              <水・後１０時台>新設 

「ソクラテスの人事」                 <木・後１０時台>新設 

「見どころＮＨＫ」                <木・後１０時台>移設 

「あなたが主役 ５０ボイス」            <木・後１１時台>新設 

「大人ドリル」                   <木・後１１時台>新設 

「金曜ドラマ」                  <金・後１０時台>新設 

「世界ふれあい街歩き」              <金・後１０時台>移設 

 

○ 土曜夜間の編成を一新 

激動する社会情勢に機動的に対応できるよう、ＮＨＫの取材力を結集し、

視聴者の関心により速く深く応える情報番組「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」を土曜

夜８時台に新設します。また１０時台には、衛星放送との企画型マルチ展

開大型番組「ワンダー×ワンダー」を立ち上げ、人々を勇気づけ明日の活
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力を生み出す、親しみやすい番組をめざします。 

 

     「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」               <土・後 ８時台>新設 

「ワンダー×ワンダー」                         <土・後１０時台>新設 

「土曜スポーツタイム」              <土・後１０時台>移設 

「ニュース・気象情報」              <土・後１１時台>移設 

「東京カワイイ★ＴＶ」              <土・後１１時台>移設 

「わたしの１冊 日本の１００冊」         <日・前 ０時台>新設 

「ＥＲXⅡ 緊急救命室」              <日・前 ０時台>新設 

 

○ 日本と世界にインパクトを与えるパワー・コンテンツを制作 

・３か年にわたる大型企画「プロジェクトＪＡＰＡＮ」の始動 

 近代日本の誕生を世界史的な視点からあらためて検証する大型プロジェ

クトです。スペシャルドラマ「坂の上の雲」を柱に、ＮＨＫスペシャルや

定時番組が連携し、重層的でうねりのある大型企画として展開します。 

 

・大型企画「あすの日本」 

  平成２１年度、ＮＨＫ報道の新たな取り組みがスタートします。 

「あすの日本」プロジェクトを立ち上げ、日本・地球規模の課題を多角的

に取材し、ニュースや番組を通して「あすの日本」像を視聴者に提言する

ことをめざします。 

 

・ＮＨＫスペシャルの強化 

「ＮＨＫスペシャル」を日曜夜９時の１枠とし、よりスペシャル性を追

求する一方、シリーズ企画は特別編成を組み、その存在を強くアピールし

ていきます。 

 

○ 経済番組と地域制作番組枠の改善 

激動する世界経済と家庭を直結する本格的でしかも親しみやすい経済ワ

イドショー番組「経済ワイドビジョンｅ」を土曜朝９時に新設します。 

また、日曜朝１０時５分からの「地域発！ぐるっと日本」では、放送枠

を拡大、各地の記者やディレクターの出演も積極的に取り入れ、地域局制

作のニュースリポート・番組を紹介していきます。また、テーマを絞った

地域関連特集を随時編成することで全国ネットワークを効果的に生かしま

す。 

     「経済ワイドビジョン e」             <土・前 ９時台>新設 
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○ 深夜、若い世代から共感を得る番組の充実 

若い世代に向けた番組や、若い世代に役立つ番組を編成する時間帯“Ｅ

ＹＥＳゾーン”をより充実させるために、短い周期で番組を入れ替え、新

しい番組を多彩に繰り出していきます。また、通信との連携による新しい

演出の開発、ワンセグ放送と連携した編成など、「ＮＨＫ ｏｎ ３－Ｓ

ｃｒｅｅｎｓ」を体現する未来のテレビの可能性を切り開く試みにも挑み

ます。 

 

「笑・神・降・臨」                 <火・前 ０時台>新設 

「タイムスクープハンター」            <水・前 ０時台>新設 

「探偵Ｘからの挑戦状」              <木・前 ０時台>新設 

「関口知宏のファーストジャパニーズ」       <金・前 ０時台>新設 

     「ドキュメント２０m i n.」（６月～）       <金・前 ０時台>新設 

「特ダネ投稿 ＤＯ画」                <金・前 ０時台>新設 

「トップランナー」                <土・前 ０時台>移設 

「パフォー！」               <日・前 ０時台>改題・移設 

 

○ 平日午前の時間帯を主婦・団塊の世代や高年齢層へ向けたゾーンと 

して強化 

月曜朝１０時５分から、新たに「時代劇アンコール」枠を、火曜日には、

主婦、団塊世代に向けて、紀行と趣味番組を、水曜から金曜にかけては、

生涯学び続けたい人々に向けて教育テレビと連携した番組枠を新設します。 

 

     「時代劇アンコール」               <月・前１０時台>新設 

「こんなステキなにっぽんが」           <火・前１０時台>新設 

「にっぽん釣りの旅」               <火・前１０時台>新設 

「趣味悠々」選                  <水・前１０時台>移設 

「知る楽」選                <木・前１０時台>改題・移設 

     「とくせんＥＴＶ」                <金・前１０時台>新設 
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（２）教育テレビジョン 

開局５０年にあたり、教育テレビは、視聴者一人ひとりの「学ぶ冒険」を

応援します。 

これまで親しまれてきた幼児・小学生に加え、ティーン層向けや若者向け

に番組の新設・刷新、編成時間の見直しを行うなど、幅広い視聴者層が教育

テレビに接する機会を増やすよう改善します。また、２０年度に取り組み成

果を得た語学番組のクロスメディア展開を、２１年度さらに発展させるなど、

ＰＣやモバイル端末向けのコンテンツの充実を図り、学びとの出会いの機会

を増やします。 

 

【編集のポイント】 

 

○ 「ＥＴＶ５０ 学ぶ冒険」     

開局５０年にあたり、番組やイベント、また広報活動を通じて、教育専

門チャンネルの魅力と存在感を視聴者にアピールします。 

時代を越えて人々の心に残っているのは、どんな番組か。“もう一度見

たい教育テレビ”として、平成２０年１１月から１年間、視聴者からのリ

クエストを募集し、このリクエストの結果を特集番組で放送するとともに、

今後、長い歳月を越えて人々の心に残る良質な番組を制作するための貴重

な資料としていきます。 

 

○ 幼児向け番組の充実 

現在、「いないいないばぁ！」（１－２歳向け）、「おかあさんといっ

しょ」（３－４歳向け）などはよく見られ定着しています。この年代に続

く、小学校入学に臨む幼児（４－５歳）が円滑に就学できるように、生活

習慣やコミュニケーションカの醸成に役立つ番組を新設します。番組は、

幼児の興味や関心に応え、幼稚園･保育園での有効利用も図れるものとし

ます。 

また、食の安全が強く求められるなか、子どもの食育に対する関心を呼

び起こすきっかけとなる番組を新設します。 

 

     ｢みいつけた！｣                <月～金・前 ９時台>新設 

｢クッキンアイドル アイ！マイ！まいん!｣    <月～金・後 ５時台>新設 
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○ ティーンズ世代により親しまれる編成 

平日夕方の「天才てれびくんＭＡＸ」や土曜午前・土曜夕方のアニメゾ

ーンを核として小学生以下の少年少女に親しまれている一方、ティーンズ

世代ヘの視聴者層拡大が課題です。この時間帯から引き続く平日早い夜間

や土曜午前～昼などに、ティ－ンズ世代に向けた番組を編成します。特に

「ＥＴＶ５０」にあたり、２１年１月開始の「アニメ 獣の奏者エリン」

に加え、２１年度後期改定では、人形劇「新☆三銃士」を新設します。      

 

     「すイエんサー」                 <火・後 ７時台>新設 

「シャキーン！ザ・ナイト」            <水・後 ７時台>新設 

「カラフル！～世界の子どもたち～」        <木・後 ７時台>新設 

「アニメ 獣の奏者 エリン」           <土・後 ６時台>継続 

（後期）人形劇「新☆三銃士」           <金・後 ６時台>新設 

 

○ 若者番組向けゾーンの拡充     

これまでの土曜夜間だけではなく、平日夜間１１時３０分からの時間帯

に若者向けの番組を集め、インターネットと連動して若者たちがリアルな

声を発信する番組を新設するなど、接触機会をさらに増やすよう努めます。

２０年度新設した３か月単位の「若者向け趣味実用番組」では、継続して

新番組の開発にあたります。 

 

     「めざせ！会社の星」               <日・前 ０時台>移設 

「あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑～」      <火・後１１時台>移設 

「青春リアル２００９」              <土・後１０時台>新設 

「サイエンスＺＥＲＯ」              <土・後１０時台>移設 

「若者向け趣味実用番組」             <土・後１１時台>移設 

      ・○○の国の王子様（４月～） 

      ・佐野元春のソングライターズ（７月～） 

 

○ 語学番組などのクロスメディア展開 

２０年度に開始した「リトル･チャロ」によって、語学学習にとって放

送・インターネット・テキストを複合的に利用する“クロスメディア”が

有効であることが示されました。今年度新設する、ビジネスパーソンなど

に向けたニュース英語講座では、携帯端末も活用できるものとします。あ

わせて、語学番組のポータルサイトでは“ｅ－ラーニング機能”を付加す
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るなどの充実を図り、学習の楽しみや手応えを実感できるようにして、学

習継続を支援します。 

また、小・中学生の科学的思考を育てるインターネット・コンテンツ

「クロスメディア理科」を開発します。 

 

      ｢ニュースで英会話｣               <木・前 ６時台>新設 

 

○ 文化・教養番組の充実 

ＩＴ（情報技術）に関わる進化がめざましく、身の回りの製品やサービ

スが次々に“ブラックボックス化”しているなか、パソコン・携帯端末・

インターネットなどの概念と基礎知識を理解するための教養番組を新設し

ます。 

また、「知るを楽しむ」を「知る楽」と改題した上で、ビジネスに関わ

る教養を身につける新シリーズを開始します。 

「ＥＴＶ５０」にあたっては、「プロジェクトＪＡＰＡＮ」と連携して

日本と朝鮮半島の長年の関わりをたどり未来を展望する特集番組を、年間

を通じて編成します。 

 

     「ＩＴホワイトボックス」             <木・後１１時台>新設 

     「知る楽」                  <月～木・後１０時台>改題 

       シリーズ「探究 この世界」          <月・後１０時台>改題 

       シリーズ「歴史は眠らない」          <火・後１０時台>改題 

       シリーズ「こだわり人物伝」          <水・後１０時台>改題 

       シリーズ「仕事学のすすめ」          <木・後１０時台>新設 

     「ＥＴＶ特集 プロジェクトＪＡＰＡＮ関連」  <日・後１０時台>年１０回 

 

○ 公共放送キャンペーン「子どもサポートネット」の展開            

「ＥＴＶ５０」の一つの柱として、「公共放送キャンペーン・子どもサ

ポートネット」を展開します。虐待で苦しむ親子、発達障害の子育てに悩

む親など、今、子どもを育てていくことに悩んでいる多くの人たちを、親

は、学校は、社会は、そして私たち一人一人は、どうサポートしていける

のか。福祉番組、子育て番組などを中心に、継続的にこの問題を取り上げ

るとともに、ネット上をそれぞれの情報発信、情報交換の場として 大限

に活用します。そして、ＮＨＫが当事者たちのコミュニティの核となり、

現状を少しでも変えていく力となるようなキャンペーンをめざします。 
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     ｢福祉ネットワーク 子どもサポートネット関連｣ 

<月～木・後 ８時台月１シリーズ> 

｢となりの子育て｣                   <土・後 ９時台> 
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＜衛星放送について＞ 

平成２３年（２０１１年）の完全デジタル化に向けて、衛星３波は２波体

制へと再編される見通しです。新ＢＳ１(プレミアム１)は｢報道・スポーツ

波｣、新ＢＳ２(プレミアム２)は｢教養・娯楽波｣としての新たな個性と役割

が期待されています。 

平成２１年度は衛星放送再編に向けての初年度として、２波体制の柱とな

る定時番組枠の開発と、さらなる衛星契約に結びつくダイナミックで機動的

な編成が求められています。 

２１年度はまたＮＨＫの衛星放送開始２０周年にもあたり、まさに節目の

年でもあります。過去の蓄積を生かしつつも、新たな衛星サービスの可能性

を切り開く｢チャレンジ性｣にあふれ、衛星波の魅力を広く視聴者にアピール

する編成をめざします。 

 

 

（３）衛星ハイビジョン 

衛星ハイビジョンは、現行のコンセプト「未来への映像遺産」を継承しつ

つ、いっそうの「高品質性」を追求し、プレミアム感を高めていきます。こ

れまでの「文化・芸術」に加えてエンターテインメント分野を強化し、長時

間編成など地上波とは異なるダイナミックな編成で、目の肥えた視聴者の期

待に応えます。 

 

【編集のポイント】 

 

○ ハイビジョンならではのスケール感、存在感に富んだジャンル別の定時

番組を新設し、より幅広い視聴者層の開拓をめざします。 

 

衛星２波体制を視野に入れ、２１年度の改定の柱として定時の大型番組

を５枠平日夜間に新設します。「自然」「文化・芸術」「紀行」「人物」

「エンターテインメント」の、それぞれの分野での視聴者層の拡大をめざ

すのがねらいです。 

また、ハイビジョンの高視聴率時間は土・日曜に集中しているため、平

日の人気ソフトの再放送枠を土・日曜に集中的に配置し、より多くの視聴

者にアピールします。 
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     プレミアム８             〈 月～金・後８時～９時台〉新設 

     プレミアム８（再） 〈土・後１時～３時台、日・前１０時～後０時台〉新設 

 

 

○ 地上波番組と連携し、多様なスキームの構築をめざすとともに、多様な

コンテンツの制作に挑戦します 

 

  限られた経営資源を有効利用するために、地上波ソフトとの多様な連携

スキームを試みます。また、国際共同制作・番組開発などを積極的に進め、

衛星新時代のキラーコンテンツの開発をめざします。 

 

     ハイビジョン特集（総合テレビとのマルチ展開） 

〈日・後１０時～１１時台〉増設 

  ハイビジョン特集 フロンティア       〈土・後８時～９時台〉移設 

 

 

○ 衛星デジタル２波化に向けて、ＢＳ２との効果的なマルチ展開を進め、

デジタル放送のさらなる普及をめざします。 

 

  平日夜間にアニメゾーンを新設するなど、ＢＳ２との連動番組枠を拡大

し、今後のデジタル２波化に向けてＢＳソフトの効果的な展開を図ります。 

 

     「週刊 手塚治虫」               〈 月・後 ７時台>新設 

    アニメ・ゾーン               <火～金・後 ６時台>新設 

     「猫のしっぽ カエルの手」           〈 日・後 ７時台>新設 

 

 

○ 地域の特性に合わせたサービスの充実を図り、地域からの情報発信を強

化します。 

 

  「ふるさとからあなたへ」の放送枠を増設するとともに、深夜に再放送

枠を新設し、地域局が制作した優れた地域番組を全国に向けて発信するゾ

ーンを拡充します。 

 「ふるさとから、あなたへ」         〈月～木・後 ４時台〉拡充 

〈火～金・前 １時台〉増設 
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（４）衛星第１テレビジョン 

衛星第１テレビジョンは、「ニュース・情報番組」「ドキュメンタリー」

「スポーツ」を３本柱として、国内外のさまざまな情報を伝えるというコン

セプトをいっそう鮮明に打ち出します。若い世代、特に大学生に向けた国際

情報番組の新設やテレビ国際放送と連携した番組で、より多彩な情報を発信

します。また、ワンセグ独自放送と連動して、放送と通信の融合を先導する

新しい取り組みにもチャレンジします。 

 平成２２年２月の冬季オリンピック・バンクーバー大会では、競技のだい

ご味をたっぷりと伝え、視聴者の期待と関心に応えます。 

 

【編集のポイント】 

 

○ 若い世代に向けた国際情報番組の新設 

各地の大学を巡回し、学生自らが企画や制作に参加する国際情報番組

「＠キャンパス」を新設します。この番組を起点に、ＮＨＫに接触する若

者の拡大を図ります。海外のニュースでは、アメリカ・ＣＮＮの学生向け

ニュース「ＣＮＮ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｎｅｗｓ」を新設します。また、

「ニューヨークウエーブ」では 新のニューヨーク情報を伝え、「ジェネ

レーションＹ～地球未来図～」では大学生との意見交換を番組に取り入る

など、若い世代の関心を集める話題を伝えます。 

 

     「CNN Student News」      <月～金・後３時台、土・後１０時台>新設 

「＠キャンパス」                 <日・後 ６時台>新設 

「ニューヨークウエーブ」             <日・後 ６時台>新設 

「ジェネレーションＹ～地球未来図～」  <日(月１回程度)・後８時台>移設 

 

○ 海外取材ドキュメンタリーの充実 

制作体制や放送曜日によってタイトルを分けていた海外取材のドキュメ

ンタリー番組を「ＢＳ世界のドキュメンタリー」として一本化します。こ

れまでの月曜から金曜までのシリーズ編成に加え、平日と週末を合わせた

ダイナミックな大型シリーズを編成し、国際情報波としての特性をさらに

際立たせていきます。 

 

     「ＢＳ世界のドキュメンタリー」<月～金・深夜０時台、土・後１１時台>拡充 
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○ ワンセグ独自放送との連動 

放送と通信の融合を先導する波として、ワンセグ独自放送と連携する番

組を積極的に編成します。「にっぽん木造駅舎の旅」と「アジアンキッチ

ン」の５分番組をワンセグ独自放送とともに新設するほか、「＠キャンパ

ス」「ニューヨークウエーブ」はワンセグ独自放送でも展開していきます。 

 

     「にっぽん木造駅舎の旅」、「アジアンキッチン」 

                               <月～金・後 ３時台ほか>新設 

 

○ スポーツ番組の強化              

「スポーツ大陸」をより多くの視聴者が見ることができる日曜夜間の早

い時間に移設します。平日夜９時台に編成している「ＭＬＢハイライト」

を土曜日にも編成し、「Ｊリーグタイム」「ＢＳベストスポーツ」ととも

に、土・日曜の夜９時台はスポーツゾーンとし、視聴者への定着を図りま

す。 

冬季オリンピック・バンクーバー大会では、事前の関連番組の編成で視

聴者の期待や関心に応えるとともに、大会期間中は競技の模様をたっぷり

と伝えます。また、プロ野球やアメリカ大リーグをはじめ、Ｊリーグやイ

ングランド・プレミアリーグなど一級のプロスポーツを編成し、スポーツ

ファンの期待に応えます。 

 

     ｢ＭＬＢハイライト｣              <月～土・後 ９時台>拡充 

｢スポーツ大陸｣                                   <日・後 ７時台>移設 

｢ＢＳベストスポーツ｣               <日・後 ９時台>移設 

 

○ 国際放送との連携 

テレビ国際放送の大幅改定と連動して、新しい優れた国際放送番組を国

内の視聴者に紹介します。アジアの声を世界に発信する「ＡＳＩＡＮ Ｖ

ＯＩＣＥＳ」や、在日外国人が日本国内を旅する「ＯＵＴ＆ＡＢＯＵＴ」

などを編成し、内外情報波としての多彩な番組編成を実現します。         

 

     ｢ＯＵＴ＆ＡＢＯＵＴ｣               <日・後１１時台>新設 

｢ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ｣           <日(月１回程度)・後１１時台>新設 

｢ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ｣           <火～土・前 ３時台>新設 

｢ＴＯＫＹＯ ＦＡＳＨＩＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ｣   <日・前 ４時台>新設 
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○ 日曜夜間編成の刷新 

日曜夜間は、若い世代に向けた番組やスポーツ番組、国際放送番組を新

たに編成すると同時に、編成全体を刷新します。「世界のエコツアー」を

新設するほか、「関口知宏のファ－ストジャパニーズ」など既存の番組に

ついても新しい視聴者層への浸透をめざして、その編成を見直します。 

 

     ｢世界のエコツアー｣                     <日・後  ９時台>新設 

     ｢関口知宏のファーストジャパニーズ｣   <日(月１回程度)・後 ８時台>移設 

     ｢未来への提言｣            <日(月１回程度)・後 ８時台>移設 

     ｢地球アゴラ｣                    <日・後１０時台>移設 

     ｢新ＢＳディベート｣          <日(月１回程度)・後１０時台>移設 

 

○ そのほか 

 

     「ワールドニュースアワー・アジア｣      <火～土・前 ４時台>移設 

      ｢アジアンスマイル｣               <土・後 ６時台>移設 
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（５）衛星第２テレビジョン 

衛星第２テレビジョンは、チャンネルコンセプト「楽しさいっぱい、ふだ

ん着のＢＳ 娯楽＆アーカイブス＆難視聴解消波」に則りつつ、各時間帯で

ほかの波とは異なる年代層に向けた番組を編成し、視聴者層の拡大に努める

とともに、難視聴の解消に努めます。女性３０代～５０代向けの番組を視聴

好適時間帯に新設するほか、多彩なエンターテインメント番組、視聴者が動

画投稿やクイズの解答で参加できる番組などによって、身近で気軽に楽しめ

る番組編成を推進します。 

 

【編集のポイント】 

 

Ｏ ３０代から５０代の女性層に向けた放送の充実 

平日夜８時台に、３０代から５０代の女性層に向けて、人気海外ドラマ

やペット、趣味、流行などの関心の高いテーマを取り上げる番組群を配置

するとともに、夜１１時台に再放送枠を設定し、生活時間の多様化に応え

ます。 

     「海外ドラマ」                  <月・後 ８時台>増設 

<火～木・後１１時台>移設 

     「にっぽん熱中クラブ」              <木・後 ８時台>移設 

     「わんにゃん茶館（カフェ）」           <木・後 ８時台>新設 

     「Ｔｈｅ 女子力」                 <木・後 ８時台>新設 

     「ＢＳ熱中夜話」                 <金・後 ８時台>移設 

     「ドゥ！エアロビック」              <日・前 ６時台>新設 

     「素敵にガーデニングライフ」           <日・前 ７時台>移設 

 

○ 若者世代に向けた放送の充実の推進 

平日夜８時台に、若者向けアニメ枠を新設するとともに、 新の音楽情

報を伝える番組を移設します。さらに、ほかの波に同種の番組がない日曜

深夜帯にもアニメ集中編成ゾーンを設けます。 

 

「衛星アニメ」                  <火・後 ８時台>新設 

「 新ヒット ウェンズデーＪ－ＰＯＰ」      <水・後 ８時台>移設 

「衛星アニメ劇場」                <日・後１１時台>移設 

「マンガノゲンバ」                <月・前 ０時台>移設 

「アニメギガ」             <年１０回 月・前 ０時台>移設 
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○ 高齢者層に向けた時間帯の充実 

高齢者層の在宅率の高い時間帯のサービスの充実を図ります。これまで

の日曜夜間に加えて、平日午後６時台に、ＮＨＫが所蔵する豊富なアーカ

イブス番組を活用した番組を移設するほか、金曜夜９時台に、高齢者層に

人気のある公開番組を集中編成します。 

 

「蔵出し劇場」             <水・木・後 ６時台>移設 

「こんなステキなにっぽんが」        <金・後 ６時台>増設 

「懐かし連続ドラマ・奥さまは魔女」     <金・後 ６時台>移設 

「ごきげん歌謡笑劇団」      <年１０回・金・後 ９時台>新設 

「三枝一座がやってきた！」    <年１０回・金・後 ９時台>移設 

「上方演芸ホール」        <年１０回・金・後 ９時台>移設 

「あなたの街で夢コンサート」   <年１０回・金・後 ９時台>移設 

 

○ 総合テレビとの連携の推進 

地上波の難視聴解消のための番組を効果的に編成することにより、多様

な選択肢を提供するよう努めます。また、総合テレビの若者向け番組をメ

ディアを超えて展開することにより、若者層へのさらなる番組の浸透をめ

ざします。 

 

「クローズアップ現代」         <火～金・前 ０時台>移設 

「パフォー！」           <月・後１０時～１１時台>新設 

 

○ 衛星デジタル放送のハイビジョン２波化を見据えた番組の開発 

ハイビジョン２波化を見据えて、“将来の看板番組”になる可能性があ

る番組の開発に努めます。さらに「猫のしっぽ カエルの手」「どれみふぁワ

ンダーランド」などの新設番組は、衛星ハイビジョンとのソフトの共有を

進め、デジタル２波化ヘの誘導を促進します。                

 

「どれみふぁワンダーランド」   <年２０回・土・後 ８時台>新設 

「猫のしっぽ カエルの手」          <土・後１１時台>新設 

「ＳＯＵＮＤ＋１」        <年１０回・金・後１０時台>新設 

「熱中時間 忙中“趣味”あり」       <土・後 ６時台>移設 

「クラシックミステリー 名曲探偵アマデウス」<金・前 ８時台>移設 

「アートエンターテインメント迷宮美術館セレクション」   

<金・前 ８時台>新設 
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「アインシュタインの眼セレクション」    <金・前 ９時台>移設 

 

○ ＮＨＫ衛星放送開始２０周年関連番組の編成 

ＮＨＫ衛星放送開始２０周年関連の企画を、通年にわたって定時番組や

特集番組で展開します。この２０年間蓄積してきた名作、話題作を通して、

衛星放送が作り上げてきた世界を振り返る番組を新設するほか、手塚治虫

さんの世界や現代へのメッセージをひも解く番組を編成します。 

 

「ＢＳ２０周年ベストセレクション」 

<年４０回程度・土・後 ９時～１０時台>新設

「週刊 手塚治虫」       <４月～１０月・金・後１０時台>新設 
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（６）ラジオ第１放送 

ラジオ第１放送は、“ラジオルネサンス”を打ち出した２０年度改定の進

化をめざします。さらに、平日夜間や「ラジオ深夜便」などの時間帯の見直

しを進め、団塊の世代や若者を中心に聴取者層の拡大を図ります。 

また、「ＮＨＫジャーナル」などのニュース・報道番組を強化するととも

に地域発全国放送番組を増設し、地域の豊かな文化、暮らしを伝え、聴取者

の信頼に応えます。 

 

【編集のポイント】 

 

○ ラジオルネサンスを継続し、聴取者層を拡大 

火曜午後９時台に、団塊の世代向けエンターテインメント番組「こうせ

つと仲間たち」「亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！」を新設し

ます。 

日曜午後７～９時台には、大学生などが携帯端末で番組に参加する双方

向番組「渋マガＺ」を新設し、若い聴取者層にアピールします。週末午前

の「土曜あさいちばん」「日曜あさいちばん」は、週末の朝にふさわしい

内容に刷新します。また、「ラジオ深夜便」のコーナーを大幅に見直し、

新たな聴取者層の開拓をめざします。 

 

 

     「こうせつと仲間たち」            <火(隔週)・後 ９時台>新設 

     「亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！」<火(隔週)・後 ９時台>新設 

「渋マガＺ」                   <日・後 ７～９時台>新設 

 

○ ニュース・報道番組の充実・強化 

平日午後１０時台の「ＮＨＫジャーナル」は、１５分拡充したうえで演

出を見直し、基幹報道番組としての存在感を高めます。今年度からスター

トした「私も一言！夕方ニュース」は、より深く、わかりやすくニュース

を伝えるとともに、“双方向ニュース番組”として聴取者参加をさらに進

めます。 

日曜午前の「リレーニュース～郷土の話題～」に替わり、新たに週末の

観光情報などを、全国の放送局をつないで伝えます。 

 

     「ＮＨＫジャーナル」         <月～金・後１０～１１時台> 拡充 
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○ 地域発全国放送番組の強化 

今年度放送している沖縄局、札幌局、仙台局制作の地域発全国放送番組

に加え、名古屋局制作の｢ゆきねえの名古屋なごやか喫茶」、福岡局制作

の「博多屋台 こまっちゃん」を新設します。それぞれの地域の特色ある

文化を紹介し、番組を聴いた人がその土地を訪れてみたくなるような番組

づくりをめざします。 
 

     「もぎたて！北海道」      <水（月１回程度）・後 ９時台> 移設 

 「ぬくだまりの宿 みちのく亭」 <水（月１回程度）・後 ９時台> 移設 

 「ゆきねえの名古屋なごやか喫茶」<水（月１回程度）・後 ９時台> 新設 

 「博多屋台 こまっちゃん」   <水（月１回程度）・後 ９時台> 新設 

 

○ デジタルラジオコンテンツの活用        

「亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！」、「クラシックでお茶

を」など、実用化試験放送中のデジタルラジオで放送した番組をマルチユ

ースし、効率的に多彩なソフトを提供します。    
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（７）ラジオ第２放送 

ラジオ第２放送は「生涯学習波」として、語学講座や高校講座のさらなる

充実を図り、聴取者の学習意欲に応えるとともに、多メディアを駆使した魅

力的な学習サービスを行います。また、福祉、文化、教養番組のほか、在日

外国人向けの外国語放送の充実を図ります。 

 

【編集のポイント】 

 

○ 継続学習しやすい語学講座番組の拡充 

１日５分、３６５日毎日続けることで、効率よくスキルアップをめざす

新しいタイプの英語番組を新設します。また、引き続き語学番組の１５分

化を進めるなど、聴取者が１年間学び続けやすい講座番組をめざします。 

 

     ｢英語５分間トレーニング｣           <月～日・前 ９時台>新設 

｢アンコールフランス語｣            <月～土・前１１時台>移設 

｢アンコールイタリア語｣            <月～土・前１１時台>移設 

｢アンコールドイツ語｣             <月～土・前１１時台>移設 

｢アンコールまいにち中国語｣          <月～金・後 ０時台>移設 

｢アンコールロシア語｣             <月～金・後 ０時台>移設 

｢アンコールまいにちハングル講座｣       <月～金・後 １時台>移設 

 

○ 多メディア展開の促進 

ビジネスパーソン向けに、前週のニュースをもとに英語のツボをわかり

やすく解説するクロスメディア型番組を月曜から金曜まで放送します。 

聴き逃したことにより途中であきらめることがないよう、音声配信を行

う外国語講座を大幅に増やすなど、“ＮＨＫで学ぶ”手段と機会を増やし

ます。 

 

     「ワンポイント・ニュースで英会話」      <月～金・前 ８時台>新設 

 

○ 外国語ニュースの拡充 

在日外国人をはじめ、より幅広い聴取者層に向けて、国際放送と同時放

送している英語、スペイン語、ポルトガル語ニュースを拡充するほか、中

国語とハングルで日本の文化や歴史を学ぶ番組を新設します。 

 

     「Japan ＆ World Update」        <月～金・後 ２時台>ワイド化 
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     「World Interactive｣                 <日・後 ２時台>移設 

     ｢英語ニュース｣                <月～金・後 ６時台>拡大 

｢スペイン語ニュース｣             <月～金・後 ６時台>拡大 

｢ポルトガルニュース｣             <月～金・後 ６時台>拡大 

｢中文日本百科｣                <土・日・後 ５時台>新設 

｢ハングル日本百科｣              <土・日・後１０時台>新設 
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（８）ＦＭ放送 

平成２１年（２００９年）３月１日に本放送開始４０年を迎えるＦＭ放送

は、“ＮＨＫ－ＦＭの顔”となる存在感のある音楽番組や、童謡や叙情歌を

楽しむ番組を新設し、多彩な分野の音楽ファンの期待に応えます。また、ポ

ータルサイトをリニューアルし、通信連携サービスを強化します。 

災害など緊急時には、地域情報波としてラジオ第１放送と連携して機動的

な編成を行うなど、きめ細かな情報を提供します。 

 

【編集のポイント】 

 

○ ビッグアーティストを起用した音楽番組の新設 

平日午後９時台に、ビッグアーティストの素顔に迫る「ミュージックラ

イン」を新設します。月曜と火曜の午後１１時台には、知名度の高い歌手

やタレントがパーソナリティーをつとめる音楽トーク番組「きたやまおさ

むのレクチャー＆ミュージック」や、「元春レイディオ・ショー」「大貫

妙子 懐かしい未来」を新たに編成し、 新の音楽情報や深みのあるトー

クを伝えます。 

 

「ミュージックライン」          <月～金・後 ９～１０時台>新設 

     「きたやまおさむのレクチャー＆ミュージック」   <月・後１１時台>新設 

          「元春レイディオ・ショー」            <火・後１１時台>新設 

     「大貫妙子 懐かしい未来」        <火（月１回）・後１１時台>新設 

 

○ 多彩な分野の音楽番組の編成 

平日午前９時台に、国内外の童謡や叙情歌を紹介する「にっぽんのうた 

世界の歌」を新設するとともに、平日午前０時台に、軽音楽を紹介する

「インストルメンタル・ジャーニー」を編成し、多彩な分野の音楽を紹介

します。 

 

「にっぽんのうた 世界の歌」          <月～金・前 ９時台>新設 

     「インストルメンタル・ジャーニー」       <火～土・前 ０時台>新設 

 

○ 若い世代の聴取者層の拡大             

２１年秋に、青山学院大学にオープンするサテライトスタジオを、定時

番組の収録などに活用します。 
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○ ポータルサイトのリニューアル 

ＦＭポータルサイトのコンテンツの整理、統合を進め、聴取者サービス

を強化します。 
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３．新設番組の概要 

（１）総合テレビジョン 
※ デジタル総合テレビジョンについても同じ内容 

 

＜午前５時台＞ 

 ○「ぴあのピア」（土・前５：４０～５：５０） 

楽器の誕生から３００年あまりの間に作曲された膨大なピアノ曲の中から選りすぐ

りの名曲を、ピアノがたどった歴史の流れに沿って、ヨーロッパの美しい映像ととも

に紹介する。衛星ハイビジョンで平成１９年１月から１２月まで放送された番組。 

 

○ 「先どり きょうの健康」（日・前６：１５～６：４５） 

教育テレビ「きょうの健康」のショーウインドーとして、翌週の内容を先行して

放送。テーマへの関心をいっそう高めるとともに、放送予定を丁寧に告知し、教育

テレビの視聴につなげる。 

 

＜午前８時台＞ 

 ○「つばさ―連続テレビ小説―」（月～土・前８：１５～８：３０） 

   埼玉県川越市の老舗和菓子屋が舞台。ヒロインは自分の夢を追って家を空けた母親

に代わって家事全般を仕切ってきたが、突然、母が戻り、地元のコミュニティ放送局

で働くことに。町の抱える様々な問題に悩みながら成長してゆくヒロインの姿を描く。 

 

＜午前９時台＞ 

○「経済ワイドビジョンｅ」（土・前９：００～９：５０） 

   世界経済が大きく揺れ動く時代の中、問題の核心は何か、暮らしにどう影響するの

か、遠い外国の経済ニュースが家計や食卓にどう響くのかを明快に伝える新経済情報

番組。レギュラーコメンテーターと多彩な出演者が活発なトークを繰り広げる。 

 

＜午前１０時台＞ 

 ○「時代劇アンコール」（月・前１０：０５～１０：５５） 

   これまで放送した時代劇の中から傑作シリーズを選んでアンコール放送する。 

 

 ○「こんなステキなにっぽんが」（火・前１０：０５～１０：３０） 

民俗学者・宮本常一が残した写真を手がかりに、自然と共存し、古くからの伝統を

大切に守る日本各地の村々を訪ね、物質的な豊かさとは異なる「ステキなもの」を再

発見していく。衛星ハイビジョンでの好評に応え、総合テレビで放送する。 

 

 ○「にっぽん釣りの旅」（火・前１０：３０～１０：５５） 

   著名人ゲストが知り合いを誘って釣りの旅に出かけ、達人の技やその土地の魅力、

伝統漁法などを紹介しながら、釣りの醍醐味を伝える番組。衛星ハイビジョン・衛星
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第２で平成１５年４月から放送しているものを好評に応えて総合テレビでも放送する。 

 

○「とくせんＥＴＶ」（金・前１０：０５～１１：００） 

   教育テレビでこれから放送する優れた番組を、枠付けをしながら“先行放送”する。

ＥＴＶの番組の魅力を紹介し、視聴者を誘う役割を果たす。 

 

＜午後２時台＞ 

 ○「アジアンスマイル」（日・後２：３０～２：５０） 

衛星第１で好評放送中のドキュメンタリー番組。格差・差別・急激に変わる家族関

係などさまざまな問題を抱えながらも、自らの人生を切りひらこうとするアジア各国

の躍動感あふれる若者たちの姿を紹介する。 

 

＜午後３時台＞ 

 ○「クラシックミステリー 名曲探偵アマデウス」（金・後３：１５～４：００） 

衛星ハイビジョンで放送中の音楽番組。一流の演奏を楽しみながら、名曲の魅力の

秘密を謎解きスタイルでわかりやすく面白く描き、クラシック音楽になじみのない人

にも音楽通にも、楽しんでもらえる番組。 

 

＜午後８時台＞ 

○「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」（土・後８：００～８：４５） 

   次々に発生する事件や現象の 前線に立ち、その深層や本質に迫る新機軸の情報番

組。現場の臨場感を丸ごと伝えるドキュメントやインタビューを中心に、社会の中核

層の期待に応えるビビッドなテーマに挑む。 

 

＜午後１０時台＞ 

○「世界遺産への招待状」（月・後１０：００～１０：４５） 

毎回いくつかの世界遺産を訪ねて巡る、ゆったりと上質な大人の紀行エンターテイ

ンメント番組。壮大優美な映像とともに、土地の人々との出会いや感動もふんだんに

盛り込み、意外な展開に満ちた旅を楽しみつつ世界遺産をめぐる手引きとなる番組。 

 

○「歴史秘話ヒストリア」（水・後１０：００～１０：４５） 

教科書には載らない歴史上の人物の喜び・怒り・哀しみ・愛情が浮き彫り

になる、“知られざる物語”の数々を紹介し、有名無名を問わずひとりひと

りの人生が作り出す歴史の奥深さ、面白さを追求する番組。 

 

○「ソクラテスの人事」（木・後１０：００～１０：４５） 

   決まった正解がなく、発想の柔軟性を必要とするいわゆる「地頭力」を試す問題が、

近頃、世界の尖鋭企業の就職試験で出されている。この地頭力を必要とする難問のか

ずかずに各界を代表する多彩な出演者たちが挑戦。珍問奇答を笑いのうちに楽しみな

がら、知らず知らずのうちに地頭力を鍛える娯楽教育クイズ番組。 
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○「金曜ドラマ」（金・後１０：００～１０：４５） 

   ４０，５０代を中心に、女性たちの共感を集めるような話題に満ちたさまざまなド

ラマシリーズを放送する新設ドラマ枠。韓国現代ドラマなども編成する。第１シリー

ズは、４０歳まぢかの女性の結婚観・離婚観を扱う「コンカツ・リカツ」。 

 

○「ワンダー×ワンダー」（土・後１０：００～１０：５０） 

「未知の世界への誘い」「知的なスリルや興奮」「深い味わい」を丸ごと、視聴者

に届け、感動を伝える。テレビの面白さの原点に立ち返り、見ている人の「ワクワ

ク」「ハラハラ」を喚起する。取り上げる題材や演出も多様で柔らかな大型番組をめ

ざす。なお「ハイビジョン特集」などとのマルチ展開を原則とする。 

 

○「世界と出会った日本人」（日・後１０：４５～１０：５０） 

   幕末から明治にかけて、海を渡った人々は「近代文明」の本質をどのように発見し、

日本に持ち帰ったのか。毎回、ひとりずつ取り上げ、世界の中の日本の近代化の意味

を再検証するプロジェクトＪＡＰＡＮ関連のミニ番組。 

 

＜午後１１時台＞ 

○「あなたが主役 ５０ボイス」（木・後１１：００～１１：３０） 

同じ職業の人、同じことをしている人など５０人にワンテーマの質問をぶつけるイ

ンタビュー番組。笑いと意表をつく答えの数々から今の日本人の気分や悩みが浮かび

上がる。たとえば、皇居の周りをジョギングする５０人に聞く「走って忘れたいこと

は？」など。 

 

○「大人ドリル」（木・後１１：００～１１：３０） 

   ＮＨＫ解説委員たちが作成した問題に司会者と毎回招かれるゲストがチャレンジ。

出題者の目線で展開するトレーニングドリルを通して、今を知り、良質な知識をもつ

「できる大人」になる時事解説風クイズ番組。年１０本程度放送。 

 

＜午前０時台＞ 

○「笑・神・降・臨」（火・前０：１０～０：４０） 

   選ばれたひとり(一組)の芸人が、つくりこんだネタをたっぷり披露し、磨きこんだ

独自の笑いの世界を見せて本物志向のお笑いファンの期待に応えるエンターテインメ

ント番組。スタジオに限らず、その芸人が一番輝く演出形態を用いる。 

 

○「タイムスクープハンター」（水・前０：１０～０：４０） 

   時代劇などでは取り上げられることのない市井の人々が起こした些細な事件を、

“時空ジャーナリスト”の報告としてドキュメンタリー的手法で再現する。徹底した

時代考証をふまえて過去の息遣いをリアルに甦らせる。 
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○「探偵Ｘからの挑戦状」（木・前０：１０～０：４０） 

 放送 1週間前から、携帯電話で読むことができる連続ミステリー小説を毎日１話ず

つ配信。そして、すべての手がかりが与えられたところで、読者に「犯人は誰か？」

という挑戦状が突きつけられ、ここで、携帯からテレビにバトンタッチ。ドラマ仕立

てでストーリーを振り返り、 後に、番組の中で「犯人の名」や「トリック」が明か

される、新しいタイプの推理エンターテインメント番組。 

 

 ○「関口知宏のファーストジャパニーズ」（金・前０：１０～０：３０） 

平成２０年度から衛星第１で放送している番組を２０分に再構成して放送。世界の

さまざまな職業の分野に日本人として初めて挑戦し、その分野のトップに登りつめよ

うとする若き開拓者の姿を、俳優・関口知宏の目を通して描く。 

 

 ○「ドキュメント２０ｍｉｎ.」（６月～）（金・前０：１０～０：３０） 

全国の若手制作者が、新たな才能を発揮するドキュメンタリー番組。演出だけでな

く、プロデュースも２０代から３０代前半の若手職員がつとめ、ドキュメンタリーの

新たな可能性を切り開く。 

 

○「特ダネ投稿 ＤＯ画」（金・前０：３０～０：４０） 

   ケータイなどで撮影したスクープ映像を集める投稿サイトを開設し、そこに送られ

てくる視聴者からの動画を中心に構成する双方向の情報番組。 

 

○「わたしの１冊 日本の１００冊」（日・前０：３０～０：４０） 

さまざまな分野で活躍する著名人１００人が、自分に大きな影響を及ぼした本、人

生で特別な体験となった思い出の本、若い世代にぜひ読んでほしい本など１冊を紹介

する。若い視聴者へのメッセージを込め、ＥＹＥＳゾーンに編成する。 
 

○「ワンセグ劇場」（火～木・前０：４０～０：４５） 

   ワンセグ独自放送番組を曜日ごとに紹介する。 

   火曜：「ケータイ劇場」、水曜：「ミニ時代劇」、木曜：「ドラマ８プチ」を放送

する予定。 

 

 ○「アニメ タイタニア」（金・前０：４５～１：１０） 

銀河系を舞台に、強大な勢力を誇る一族と、その支配に立ち向かう勇敢な人々の戦

いを壮大なスケールで描く田中芳樹原作のスペースオペラ。 

 

 ○「ＥＲXⅡ 緊急救命室」（日・前０：５０～１：３６） 

シカゴのカウンティ総合病院の緊急救命室を舞台に、医師やスタッフの奮闘ぶりを 

描く人気ドラマ。ファン待望の新シリーズ、総合テレビでの放送。 
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 ＜ＮＨＫスペシャル 大型シリーズ＞ 

 

○「プロジェクトＪＡＰＡＮ ＮＨＫスペシャル」（平成２１年４月～７月 ４回） 

   日本が明治以来、先発の欧米列強に伍していこうとするときに常に大きな課題とな

った４つのテーマ「アジア」「天皇と憲法」「貿易」「軍事」について徹底検証。な

ぜ日本が国際社会の中で孤立するに至ったのかを、世界史的な視点から探っていく。

２０１１年まで３か年に渡るシリーズ。 

 

○「ＮＨＫスペシャル マネーの世紀」（平成２１年４月～ ５回） 

   １００年に一度の衝撃といわれるアメリカ発経済危機。この大きな転換点に、マネ

ー暴走の発端から崩壊までを、いくつかの事件や当事者を徹底取材することで、歴史

的に解明するシリーズを打ち出す。 

 

○「ＮＨＫスペシャル ＯＮの時代」（平成２１年５月 ２回） 

   戦後 大のヒーローである王、長島。彼らはなぜ時代を超えて人々の心をとらえる

のか。ＯＮの２人がヒーローとなっていった過程をたどり、当時人々が感動したもの、

求めたものを探っていくシリーズ。 

 

○「ＮＨＫスペシャル エジプト発掘」（平成２１年９月 ３回） 

平成２０年、エジプトに世界一大きい新カイロ博物館がオープン。新博物館にふさ

わしい発掘を期待したエジプト政府が、特別な許可を与え、世界中の調査隊が 新調

査に乗り出した。世界の３大調査隊のアメリカ、イギリス、フランス隊に完全密着す

る。 

 

○「ＮＨＫスペシャル チャイナインパクト」（平成２１年秋～ ３回） 

   北京オリンピックを経て、中国は世界を舞台に大国への歩みを本格化させようとし

ている。中国の攻勢によって、世界各国で何が起きているのか。そして中国はどこへ

向かおうとしているのか。取材の舞台を中国国内のみならず世界に展開し、“チャイ

ナインパクト”の実態に密着する。 

 

○「ＮＨＫスペシャル ミラクルボディーⅡ」（平成２２年１月～２月 ３回） 

人間の限界に挑戦するアスリート達の美しい肉体と精緻な技を、 先端の特撮映像技

術で徹底解剖するシリーズ第２弾。今回はバンクーバー冬季オリンピックを前に、冬の

競技に注目する。 

 

○ 「ＮＨＫスペシャル MEGAQUAKE 巨大地震」（平成２２年１月、３月 ４回） 

   人口の集積が進み近代都市が発展するにつれ、「巨大地震」の被害の衝撃は計り知

れないものになってきた。人類はどう備えることができるのか。巨大地震の実像をＣ

Ｇ、特撮など 新映像技術を融合させて映像化。地震研究の先進地・日本から世界に

発信するドキュメンタリーシリーズをめざす。 
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（２）教育テレビジョン 

※ デジタル教育テレビジョンについても同じ内容 

 

＜午前６時台＞ 

 ○ ｢ニュースで英会話｣（木・前６：４０～７：００） 

ビジネスパーソンを主なターゲットに、「英語ニュース」を題材とした実践英語講

座番組。テレビ・ラジオ・ＷＥＢ・携帯端末などさまざまなツールで学習の機会を提

供する「クロスメディア・コンテンツ」として、学習の継続を支援する。 

 

＜午前７時台＞ 

 ○ ｢あさだ!からだ!｣（月～金・前７：３５～７：４０） 

子どもたちにからだを動かす楽しさを伝え、テレビを見ながら子ども自身がからだ

を動かしたくなる番組。これまで放送した「からだであそぼ」(１５分)を素材に、よ

り気軽に視聴できるように制作する５分番組。 

 

＜午前９時台＞ 

 ○「みいつけた!」（月～金・前９：１５～９：３０） 

椅子をキャラクター化した“コッシー”と４歳の少女“スイちゃん”が、遊びを通

して“自分で何かを発見する喜び”を体験する、楽しさいっぱいの幼児向け教育エン

ターテインメント番組。保育現場だけでなく自宅でも利用でき、幼稚園教育要領の５

領域“健康・人間関係・環境・言葉・表現”の発達を促す。 

 

 ○「コミ☆トレ」（月・前９：４５～１０：００） 

発達障害によって人づきあいが苦手な子どもたちに、生きる力を身につけてもらう

コミュニケーション・トレーニング番組。小学生対象だった「みてハッスルきいてハ

ッスル」を刷新し、中学生を含めた幅広い年代が楽しめる内容にする。 

 

 ○「見えるぞ！ニッポン」（火・前９：３０～９：４５） 

小学校３・４年生向けの社会科番組。地域の特徴を表すランキングやデータなど、

２つの数字を提示して、その背景を探りながら、４７都道府県の産業や歴史、文化、

さらに社会の仕組みについて学ぶ。 

 

 ○「ひょうたんからコトバ」（水・前９：００～９：１５） 

小学校３～６年生向けの国語番組。２３年度実施の新学習指導要領で求められる

“言語力の充実”と“伝統や文化に関する教育の充実”をめざし、ことわざ・慣用

句・故事成語などの意味や文化的背景を紹介し、その使い方を身につける。 
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 ○「アニメ 今日からマ王！～第３シリーズ」（土・前９：２５～９：５０） 

突然、異世界の魔王となってしまった主人公の高校生が、個性あふれる仲間たち

とさまざまな困難を乗り越え成長していく姿を描くファンタジーコメディの第３シ

リーズ。             （全３９回 平成２０年４月～ＢＳ２で放送） 

 

 ○「はろ～！あにまる」（土・前９：５０～１０：００） 

 ＣＧキャラクターのダーウィン博士が世界各地を旅しながら、環境への適応進化と

いう視点から、多種多様な「ほ乳類」を体系的に紹介するミニ番組。全２５０回。 

 

＜午前１０時台＞ 

 ○「えいごルーキーＧＡＢＢＹ」（火・前１０：４５～１１：００）  

２３年度に必修科目となる、小学校５・６年生向けの英語番組。「えいごリアン」

シリーズを引継ぎ、１００本のショートコントによって英語の基本表現を学ぶ。 

 

○「時々迷々
ときどきまよまよ

」（水・前１０：００～１０：１５） 

小学校３・４年生向けの道徳番組。さまざまな葛藤に迷い、悩み、戸惑う主人公を

ドラマ形式で見ながら、誰の心にも時折浮かび上がる迷いの気持ちに、どう打ち克っ

ていくかを、子どもたち一人ひとりに考えてもらう。 

 

＜午前１１時台＞ 

 ○「スタイルアップ」（木・前１１：３０～１１：５５） 

海外の人気番組からセレクトした、３０・４０代女性向けライフスタイル情報番組。

ファッション、インテリア、料理、ＤＩＹなど女性の関心が高いテーマを取り上げ、

名物講師やリポーターがテンポよいトークで解説する。日本語吹き替え。 

 

＜午後５時台＞ 

○「クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!」（月～金・後５：４０～５：５０） 

子どもたちに親しみやすいアニメをコアにして、料理の楽しさ、調理の基本、食材

の知識や食事のマナーといった食育の基本を伝える子ども向け料理・食育番組。 

 

＜午後７時台＞ 

○「すイエんサー」（火・後７：２５～７：５５） 

中高生向けの新しいスタイルの科学エンターテインメント番組。中高生が抱く日常

生活の中の疑問を、答えをまったく知らないリポーターが突撃調査で解明していく。

答えをいっしょに推理ながら、いつのまにか科学的な思考が身につく内容とする。 

 

○「シャキーン！ザ・ナイト」（水・後７：２５～７：４５） 

２０年度から毎朝７時に放送し、脳と体に刺激を与える知的エンターテインメント
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番組「シャキーン!」をリメイクして、親子で見られる夜間にウイークリーで放送す

る。 

 

○「カラフル！～世界の子どもたち～」（木・後７：４０～７：５５） 

ＥＢＵ＝ヨーロッパ放送連合の２０の放送局とＮＨＫが共同制作するドキュメンタ

リー・シリーズ。思春期にさしかかる１０～１２歳の視点で、家族や友情、夢や葛藤、

世界の子どもたちが置かれた状況を主人公自身の語りによって描く。 

 

＜午後１０時台＞ 

 ○「知る楽～仕事学のすすめ～」（木・後１０：２５～１０：５０） 

「知るを楽しむ」を改題し「知る楽」として放送する教養番組の新シリーズ。３０

代以上のサラリーマン男性やキャリアウーマンを主要なターゲットに、ビジネスの世

界で求められる知恵と生き方を提示するビジネス教養番組。 

 

 ○「青春リアル２００９」（土・後１０：３５～１１：００） 

   先行き不透明な中にいる現代の若者たちのさまざまな現実、心の言葉を、彼らが記

すブログを元に映し出す新しいスタイルの若者ドキュメンタリー番組。番組では、毎

回、一般視聴者からの投稿が多かったり、生活に変化があったりした数人の若者をク

ローズアップ。さまざまな映像表現で、その日常や思いなどを紹介する。ブログと映

像の同時進行で彼らのリアルを等身大で伝える。 

 

＜午後１１時台＞ 

 ○「コーパス１００！で英会話」（月～木・後１１：００～１１：１０） 

日常生活でよく使う基本動詞を中心に、毎回１つのフレーズを徹底マスターするミ

ニ語学番組。１００回すべてを受講すれば、日常会話で頻出する単語の８５％をカバ

ーできる。 

 

○「トラッドジャパン」（火・後１１：１０～１１：３０） 

日本の文化を世界に発信すると同時に、自国文化を再発見する、中上級者向けの英

語番組。国際放送「Begin Japanology」を教材として、英語ならではの表現や言い回

しを学習し、さらに背景にある東西の文化の違いを読み解く内容とする。 

 

 ○「佐野元春のソングライターズ」（７～９月）（土・後１１：２５～１１：５５） 

    常に新しい音楽のあり方を追求してきたシンガーソングライター佐野元春がホスト

をつとめる若者向け音楽教養番組。“ソングライティングの巨匠たち”をゲストに招

き、“詩”の世界にスポットをあてた授業を、大学生を前に展開する。全１２回。 
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 ○「ＩＴホワイトボックス」（木・後１１：３０～１１：５５） 

     めざましく進化するＩＴ（情報技術）社会の中で、次々に“ブラックボックス化”

する身の回りの製品やサービスをよりよく知るため、パソコン・携帯端末・インター

ネットなどの設計思想と基盤技術を理解するための教養番組。 

 

 ○「住まい自分流」「住まい自分流アルファ」（月～木・後０：２５～０：３０、 

日・前６：４０～７：００） 

    住まいの簡単な改修、間取り変更など、自分流の住まいにこだわる人に役立つ生活

実用番組。月～木を１シリーズとする５分番組「住まい自分流」と、週末に一挙放送

する２０分番組「住まい自分流アルファ」によって、より視聴しやすくする。 

 

 ○「トラッドジャパン・ミニ」（土・後１１：５５～前０：００） 

   ２０分の「トラッドジャパン」を５分にリメイクし、気軽に学べる内容とする。 

 

＜午前０時台＞ 

 ○「Ｊブンガク」（火～金・前０：２５～０：３０） 

    日本文学を英訳で紹介し、日本人が培ってきた独自の感性を新たな角度から読み解

く５分のミニ英語番組。ケータイ小説世代の若者に、古典や近代文学を読む楽しさ、

そこに宿る日本文化を感じてもらえる内容をめざす。 

   

 ○「ワンセグとくせん」（火～金・前２：４０～２：５０） 

    美しい映像と音楽で一日の緊張を解きほぐす「ヒーリングＴＶ」など、ワンセグ独

自番組をセレクトして放送する。 
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（３）衛星ハイビジョン 

 

＜午前７時台＞ 

○「新漢詩紀行」（月～金・前７：２５～７：３０） 

  唐代の中国で 盛を迎えた漢詩。１週間ごとにテーマでくくりながら、朗読とハイ

ビジョンの美しい映像とともに紹介する。 

 

＜午前８時台＞ 

 ○「アニメ メジャー」（日・前８：００～８：４５） 

  教育テレビで好評を博している「アニメ メジャー」を、第１シリーズから放送す

る。 

 

＜午前１１時台＞ 

 ○「ごきげん歌謡笑劇団」（年１０回・木・前１１：００～１２：００） 

   （内容は衛星第２テレビに同じ） 

 

＜午後１時台＞ 

 ○「ハイビジョン時代劇・西部劇シネマ」（日・後１：００～３：００） 

人気の時代劇や懐かしい西部劇の映画を、ハイビジョン画質で放送する。 

 

＜午後５時台＞ 

 ○「パフォー！」（水・後５：００～５：３０） 

  （内容は衛星第２テレビに同じ） 

 

○「ＳＯＵＮＤ＋１」（年１０回・後５：００～５：５０） 

   （内容は衛星第２テレビに同じ） 

 

○「世界のエコツアー」（金・後５：３０～５：５０） 

   （内容は衛星第１テレビに同じ） 

 

＜午後６時台＞ 

 ○「金曜ドラマ」（月・後６：００～６：４５） 

   （内容は総合テレビに同じ） 

 

 ○「風林火山 アンコール」（火・後６：００～６：４５） 

  平成１９年１月から１２月まで放送された大河ドラマをアンコール編成する。 

 

 ○「シリーズドラマ アンコール」（水・後６：００～６：４５） 

  「土曜ドラマ」や「ドラマ８」など、これまでＮＨＫで放送されたドラマシリーズ 

の中からアンコール編成する。 
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＜午後７時台＞ 

 ○「週刊 手塚治虫」（月・後７：００～８：００） 

   （内容は衛星第２テレビに同じ） 

 

○「アニメ スター・ウォーズ～クローン戦争」 

（火・後７：００～８：００ アニメゾーン内） 

  世界中で大ヒットした映画「スター・ウォーズ」のアニメ版。ジョージ・ルーカス

製作総指揮により、アナキン・スカイウォーカーやオビ=ワン・ケノービなどお馴染

みのキャラクターとともに、映画にはなく新しい「スター・ウォーズ」の世界をアニ

メで描く。 

 

＜午後８時台＞ 

○「プレミアム８」（月～金・後８：００～９：３０） 

２年後のＢＳデジタル２波化に向け、視聴者層の定着とさらなる拡大をめざして、

多様なジャンルを曜日ごとにシリーズ編成していく大型の定時放送枠「プレミアム

８」を設ける。 

（月）自然番組 

…壮大な大自然の絶景や長期取材で生きものの謎に迫る「ワイルドライフ」

（仮）ほか 

 

（火）文化・芸術番組 

…歴史に名を残す王妃や芸術家たちの生涯を描く「王妃たちの物語」（仮）、

「天才芸術家たちの肖像」（仮）ほか 

 

（水）紀行番組 

…世界各地のコメ文化圏を訪ね、食について再発見する「フードロード」

（仮）ほか 

 

（木）人物番組 

…「１００年インタビュー」や、他波とのマルチ展開による「未来への提言」

（S1）や「知る楽」（E）などで内外の一級の著名人のメッセージや生き方

を伝える 

 

  （金）エンターテインメント番組 

…「ＳＯＮＧＳプレミアム」（G）、「どれみふぁワンダーランド」（S2）な

ど、効果的な他波とのマルチ展開による大型エンターテインメント枠 
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＜午後９時台＞ 

○「猫のしっぽ カエルの手」（日・後７：３０～８：００） 

  緑豊かな京都・大原で築１００年の古民家に２００種類のハーブに囲まれて住む英

国人主婦のベニシア・スタンリー・スミスさん。「新と旧」「和と洋」をたくみに取

り込みながら自然に寄り添って暮らすそのライフスタイルを紹介する。 

 

○「ハイビジョン プレミアムシネマ」（金・後９：００～前０：００） 

  ＢＳデジタルハイビジョンにふさわしい画質・音声ともに優れた大型映画や名作を

中心に紹介する。 

 

 ○「アニメ映画劇場」（土・後１１：３０～前１：３０） 

高画質、５・１サラウンドの大作や、知る人ぞ知る隠れた名作まで、大人の鑑賞に 

堪える国内外の劇場版アニメを紹介する。 
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（４）衛星第１テレビジョン 

 

＜午後３時台＞ 

 ○「ＣＮＮ Student News」 

（月～金・後３：１５～３：２５、土・後１０：１０～１０：５０） 

   アメリカ・ＣＮＮの学生向けニュース番組。アメリカの一般的なニュースをわかり

やすい表現でコンパクトに伝える。 

 

 ○「にっぽん木造駅舎の旅｣（月～金・後３：５５～４：００） 

   路線の廃止や駅の無人化で、急速に姿を消す古い駅舎。明治から昭和初期に建てら

れた古い木造の駅舎には独特の温もりがある。その地域の鉄道や路線の歴史を今に伝

える木造駅舎を全国各地に訪ねる。 

 

 ○「アジアンキッチン」（月～金・後３：５５～４：００） 

   アジア各国の料理を、日本に住むその国の出身者が紹介する料理番組。日本で手に

入る食材を使ってエキゾチックで本格的な味を作り出すコツを伝える。 

 

＜午後６時台＞ 

○「＠キャンパス」（日・後６：１０～６：３０） 

   大学生が番組制作に参加する大学生のための国際情報番組。毎週、一つの大学を舞

台に、学生たちが関心を持った国際ニュースや留学生による海外情報などを、学生自

身が発信する。 

 

○「ニューヨークウエーブ」（日・後６：３０～６：５０） 

 ファッションやカルチャーからビジネスまで、ニューヨークの若者たちが創り出す

新の話題を伝える。 

 

＜午後９時台＞ 

 ○「世界のエコツアー」（日・後９：４０～１０：００） 

   アドベンチャーツァーとして大自然を体感しつつ、地球環境の危機や自然保護の大

切さを学ぶエコツァー。単なる観光ツァーとは一線を画す世界各地のエコツァーを体

験し、地球環境について考える。 

 

＜午後１１時台＞ 

 ○「OUT & ABOUT」（日・後１１：１０～１１：４０） 

   日本各地を外国人リポーターが訪ね、その土地の人たちと交流し、日常生活や独自 

  の文化を体験することで、日本の魅力を再発見する。 

 



 36

  

○「ASIAN VOICES」（月１回程度・日・後１１：１０～１１：５５） 

   アジア各国の知識人やジャーナリストと東京のスタジオを結んで、アジアが直面す

る課題について討論することで、“アジアの声”を伝える。 

 

＜午前３時台＞ 

 ○「ＮＨＫ NEWSLINE」（火～土・前（月～金・深夜）３：１０～３：４０） 

 ＮＨＫの国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）で、全世界に向けて放送している英語の

ニュース番組。アジアを中心に、世界の 新ニュースを伝える。 

 

＜午前４時台＞ 

 ○「TOKYO FASHION EXPRESS」（日・前４：１０～４：４０） 

  世界の流行発信地となっている日本のファッションを紹介する情報番組。コレクシ

ョン情報に加えて、東京のストリートの流行など、ファッションシーンの今を伝える。 
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（５）衛星第２テレビジョン 

 

＜午前６時台＞ 

○「ドゥ！エアロビック」（日・前６：３０～６：５５） 

 エアロビックを通して、健康への意識を高めていく視聴者参加の健康情報番組。 

 

＜午後８時台＞ 

○海外連続ドラマ「名探偵モンク６」（月・後８：００～８：４５） 

 妻を殺害され心の傷を負うサンフランシスコ警察の元刑事モンクが、一流の推理力

を発揮し、難事件を次々と解決していくドラマの第６シリーズ。   （全１６回） 

 

○「わんにゃん茶館（カフェ）」（木・後８：２５～８：５０） 

 安らぎを求め「ペットと共に暮らす」人たちに向けて、おしゃれで快適なペットラ

イフを提案する情報バラエティー番組。司会は人気モデルの黒田知永子さん。 

 

○「Ｔｈｅ 女子力」（木・後８：５０～９：００） 

   外見のきれいさだけでなく、知性や常識、行動力なども含めた総合力を“女子 

力”と名づけ、この女子力をアップさせるために必要な情報を提供する女性向けの 

情報バラエティー番組。 

 

○「どれみふぁワンダーランド」（年２０回・土・後８：００～９：００） 

 音楽の原点である“音を楽しむこと”にたちかえり、音楽のジャンル分けや常識に

とらわれない「自由な音楽の楽しみ方」を提案する音楽バラエティー番組。クラシッ

ク、ポップス、ジャズから歌謡曲まで、あらゆる音楽を独自の切り口で楽しく伝える。 

 

＜午後９時台＞ 

○「ごきげん歌謡笑劇団」（年１０回・金・後９：００～１０：００） 

綾小路きみまろをメイン司会に、歌謡芝居、地元のリポート、歌などで、親しみや

すさと屈託のない笑いを巻き起こす全国各地からの公開番組。 

 

○ 「ＢＳ２０周年ベストセレクション」 

（年４０回程度・土・後９：００～１１：００） 

ＮＨＫ衛星放送開始２０周年企画。この２０年間に放送文化基金賞やＡＴＰ賞など

を受賞した名作を通して、衛星放送が切り開いてきたテレビの新しい可能性をあらた

めて振り返る。 

 

 ○海外連続ドラマ「スポットライト」（日・後９：００～１０：００） 

韓国ソウルのテレビ局報道社会部の若手女性記者が、キャップに叱咤激励されなが

ら一人前の記者をめざす物語。                  （全１６回） 
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○海外連続ドラマ「イサン」（日・後９：００～１０：００） 

〔スポットライト〕の後続〕 

朝鮮王朝・第２２代の王、イ・サン。幼少時にその父が祖父王の座を簒奪しようと

しているとして殺害された過去を持つ。成長した後もさまざまな陰謀や策略に遭遇す

るが、人を信じる心を失わず優れた王に成長する姿を描く。     （全７７回） 

 

＜午後１０時台＞ 

○「パフォー！」（月・後１０：５５～１１：２５） 

ＷＥＢサイトとテレビ番組が完全連動した視聴者参加型番組。サイト上でさまざま

な分野の動画投稿を募り、その道の専門家によるコーチングで若者たちの表現力や創

造力を磨いていく。数多くの投稿作品の中から選抜されブラッシュアップを受けたパ

フォーマーたちの演技は総合テレビでも紹介する。メディアの垣根を越えて、若い才

能を応援する番組。 

 

○「週刊 手塚治虫」（４月～１０月・金・後１０：００～１１：００） 

ＮＨＫ衛星放送開始２０周年企画。「科学と未来」「自然と文明」など、月ごとの

７つのテーマから手塚治虫の作品世界の魅力や、２１世紀に生きる私たちへのメッセ

ージなど、その壮大な世界を余すところなく紹介する。 

 

○「ＳＯＵＮＤ＋１」（年１０回・金・後１０：００～１０：５０） 

全国各地で活動するアマチュアの音楽グループと、日本を代表する一流ミュージシ

ャンが、いっしょに音楽を作り上げていく物語を描くミュージックドキュメンタリー。 

 

＜午後１１時台＞     

 ○海外連続ドラマ「デスパレートな妻たち４」（水・後１１：００～１１：４５） 

  郊外の閑静な住宅街に住む一見豊かで幸せに見える妻たちの秘密や悩みを、コミ

カルかつ風刺をこめて描く人気アメリカドラマの第４シリーズ。  （全１７回） 

 

○衛星アニメ劇場「花咲ける青少年」（日・後１１時台） 

樹なつみ原作の大ヒット少女マンガのアニメ化。主人公の少女・花鹿と、彼女を取

り巻く魅力的なキャラクターたちとの恋愛ゲーム、王位をめぐる陰謀と、スリリング

な展開の中に、若者たちの自分探しのストーリーを描く。     （全３９回） 

  

 ○衛星アニメ劇場「グイン・サーガ」（日・後１１時台） 

   栗本薫による大ベストセラー小説をついにアニメ化。異世界のキレノア大陸を舞台

に、冒険・戦争・野望・恋愛が交錯する壮大なファンタジー。 （全２６回） 

 

 ○「猫のしっぽカエルの手」（土・後１１：００～１１：３０） 

   （内容は衛星ハイビジョンに同じ） 
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（６）ラジオ第 1放送 

 

＜午後７～９時台＞ 

○「渋マガＺ」（日・後７：２０～９：５５） 

   若者が携帯端末で番組参加する双方向番組。短時間のコーナーを並べ、雑誌の

ように気軽に聴くことのできる「マガジン形式」の構成とし、キャンパス情報な

ど大学生が興味をもつ多様な情報を伝える。 

 

＜午後９時台＞ 

 ○「こうせつと仲間たち」（火・後９：０５～９：５５） 

    歌手、南こうせつをパーソナリティに、彼の音楽仲間をゲストに迎え、トークや

スタジオライブを楽しむ。 

 

○ 「亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！」（火・後９：０５～９：５５） 

    かつて深夜放送のＤＪとして活躍した亀渕昭信をパーソナリティとした団塊の世

代向け音楽番組。デジタルラジオとのマルチユースとする。 

 

○「ゆきねえの名古屋なごやか喫茶」（水・後９：３０～９：５５） 

    架空の喫茶店を舞台として、兵藤ゆきと名古屋ゆかりの芸能人、作家が、名古屋

にまつわる話題に花を咲かせるトーク番組。 

 

○「博多屋台 こまっちゃん」（水・後９：３０～９：５５） 

   博多の屋台のおやじという設定の小松政夫をホストとしたトーク番組。屋台の

にぎやかな雰囲気の中、九州とアジアのつながりがわかる耳よりな話題を提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

（７）ラジオ第２放送 

 

＜午前８時台＞ 

○「ワンポイント・ニュースで英会話」（月～金・前８:３０～８：３５） 

   前週に流れたニュースの中から、毎日１トピックずつ取り上げ、時事英語のツボを

解説する実践講座。 

 

＜午前９時台＞ 

○「英語５分間トレーニング」（月～日・前９：０５～９：１０） 

   １年３６５日毎日５分間、英語を話すための“筋肉を鍛える”練習にこだわったミ

ニ番組。 

 

＜午後５時台＞ 

○「中文日本百科」（土・日・後５:４５～６:００） 

日本の文化や風習から日本語講座まで、今すぐに役立ち深く広く日本を理解するた

めのさまざまな情報を、中国語で提供する在日中国人と中国語を学ぶ人に向けた番組。 

 

＜午後７時台＞ 

○高校講座「政治経済」（土・後７：５０～８：１０） 

以前より開設要望の多かった政治・経済を新設する。自学自習を進める通信制高校

生に役立つだけでなく、一般高校の生徒の利用や教室での使用にも適した学習支援教

材とする 

 

＜午後１０時台＞ 

○「ハングル日本百科」（土・日・後１０：４０～１０：５５） 

日本の文化や風習から日本語講座まで、今すぐに役立ち深く広く日本を理解するた

めのさまざまな情報を、ハングルで提供する在日韓国・朝鮮人とハングルを学ぶ人に

向けた番組。 
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（８）ＦＭ放送 

 

＜午前９時台＞ 

○「にっぽんのうた 世界の歌」（月～金・前９：２０～１０：００） 

日本や世界で大事にされ、伝えられてきた童謡・叙情歌などを紹介する番組。 

 

＜午後９～１０時台＞ 

 ○「ミュージックライン」（月～金・後９：１０～１０：４５） 

ビッグアーティストを招いてのトークや新作情報の紹介などを中心に、日本の 新

音楽情報を提供する番組。 

 

＜午後１１時台＞ 

○「きたやまおさむのレクチャー＆ミュージック」（月・後１１：００～前０：００） 

ミュージシャンで精神分析医のきたやまおさむを中心に、「大人たち」が自分の

も愛する２０世紀の音楽家を独自の視点から紹介する音楽トーク番組。 

 

○「元春レイディオ・ショー」（火・後１１：００～前０：００） 

歌手、佐野元春が３０～４０代に向けて発信する音楽トーク番組。８０年代の人気

番組「サウンドストリート 元春レイディオ・ショー」の復活にとどまらず、ホーム

ページなどを活用し、聴取者との新しい関係づくりをめざす。 

 

○「大貫妙子 懐かしい未来」（火・後１１：００～前０：００） 

シンガーソングライター、大貫妙子がパーソナリティをつとめる音楽トーク番組。

環境問題や音楽について、ゲストとともに幅広く語り合う。 

 

＜午前０時台＞ 

○「インストルメンタル・ジャーニー」（火～土・前０：００～０：５０） 

心地よい眠りに誘うようなインストルメンタル・ミュージック（器楽曲）の数々を、

小限のナレーションで紹介する。 
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４．放送時間等  

（１）部門別定時放送時間および比率（週間） 

 

      ○総合テレビジョン 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

７６・３１ 

                 ％ 

４５．５ 

教    育 １７・１４ １０．３ 

教    養 ４０・３７ ２４．２ 

娯    楽 ３３・３８ ２０．０ 

合    計 
         時間    分 

     １６８・００ 

                 ％ 

       １００．０ 

 

 

○教育テレビジョン 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

３・３８ 

       ％ 

  ２．５ 

教    育 １２０・５７ ８２．０ 

教    養 ２２・５０ １５．５ 

合    計 
         時間    分 

１４７･２５ 

                 ％ 

１００．０ 

 

 

     ○デジタル教育テレビジョン 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

  ３・３８ 

       ％ 

  ２．３ 

教    育 １２７・４７ ７９．４ 

教    養  ２９・３１ １８．３ 

合    計 
         時間    分 

１６０・５５ 

                 ％ 

       １００．０ 

 



 

 
43

 

 

     ○衛星ハイビジョン 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

１６・４８ 

                 ％ 

１１．４ 

教    育 ２１・１８ １４．５ 

教    養 ７２・３４ ４９．４ 

娯    楽 ３６・３１ ２４．７ 

合    計 
         時間    分 

１４７・１３ 

                 ％ 

１００．０ 

 

 

      ○衛星第１テレビジョン 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

８９・１２ 

                 ％ 

５３．０ 

教    育 ２２・５４ １３．７ 

教    養 ４２・０３ ２５．０ 

娯    楽 １３・５２ ８．３ 

合    計 
         時間    分 

１６８・００ 

                 ％ 

１００．０ 

 

 

      ○衛星第２テレビジョン 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

３０・５２ 

                 ％ 

１８．４ 

教    育 ５１・１０ ３０．５ 

教    養 ３５・１９ ２１．０ 

娯    楽 ５０・３９ ３０．１ 

合    計 
         時間    分 

１６８ ・ ００ 

                 ％ 

１００．０ 
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      ○ラジオ第１放送 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

８６・３８ 

                 ％ 

５１．４ 

教    育 ３・２３ ２．１ 

教    養 ３９・５３ ２３．７ 

娯    楽 ３８・０６ ２２．８ 

合    計 
         時間    分 

１６８・００ 

                 ％ 

１００．０ 

 

 

      ○ラジオ第２放送 

時        間 比        率 

報    道 
時間    分 

２０・１５ 

                 ％ 

１５．３ 

教    育 ９１・００ ６８．８ 

教    養 ２１・０５ １５．９ 

合    計 
         時間    分 

１３２・２０ 

                 ％ 

１００．０ 

 

 

      ○ＦＭ放送 

時        間 比        率 

報    道 
         時間    分 

３０・４１ 

                 ％ 

１８．５ 

教    育 １１・２２ ６．８ 

教    養 ６３・１８ ３８．１ 

娯    楽 ６０・４８ ３６．６ 

合    計 
         時間    分 

１６６・０９ 

                 ％ 

１００．０ 
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（２）地域放送時間 

 

地域に密着したきめ細かなニュースや生活情報と、地域の課題に取り組む番組などを編成すると

ともに、生活や経済・文化圏に即した広域放送など、各地域の特性に応じて自主編成を積極的に推

進する。 

 

 

＜総合テレビジョン＞ 

○  １日平均    ３時間程度 

 

 

＜ラジオ第１放送＞ 

○  １日平均    ２時間３０分程度 

 

 

＜ＦＭ放送＞ 

○  １日平均    １時間５０分程度 

 

 

 

また、上記のほか、全国向けの地域情報として、「生中継 ふるさと一番！」、「お元気ですか 

日本列島」、「地域発！ぐるっと日本」、「ドキュメント２０ｍｉｎ.」（総合テレビ）、「ふる

さとから、あなたへ」、「ハイビジョンふるさと発」（衛星ハイビジョン）、「ＢＳ列島ニュー

ス」（衛星第1テレビ）、「ふるさとラジオ」（ラジオ第１）など全国発信をいっそう推進する。 
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○ 補完放送等の放送計画 

 

 （１）データ放送‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４７ 

【編集のポイント】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４７ 

【デジタル総合テレビジョン・データ放送】‥‥‥‥‥‥‥‥４７ 

【ワンセグ･デジタル総合テレビジョン・データ放送】‥‥‥ ４９ 

【デジタル教育テレビジョン・データ放送】‥‥‥‥‥‥‥‥５０ 

【ワンセグ･デジタル教育テレビジョン・データ放送】‥‥‥ ５０ 

【衛星ハイビジョン・データ放送】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１ 

【デジタル衛星標準テレビジョン・データ放送】‥‥‥‥‥‥５２ 

【データ放送 サービス編成表】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５３ 

 （２）ワンセグ独自放送‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５５ 

【編集のポイント】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５５ 

 （３）テレビジョン文字放送‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５７ 

 （４）字幕放送、ステレオ放送、２か国語放送、解説放送‥‥５８ 

 （５）その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６７ 

【インターネット】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６７ 

【番組ガイド（ＥＰＧ）】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６７ 
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（1）データ放送 
 

【編集のポイント】 

１．ワンセグ独自放送を中心とした、新たなサービスの開発と展開 

通信（１次リンクおよび携帯サイト）とより密接に連携したコンテンツ開発を行い、モ

バイル向けサービスの新しいスタイルを、主に若年層向けに提案する。 

 

２．防災・減災に役立つ情報の強化・拡充 

土砂災害警戒情報や竜巻注意情報、短時間降水予報等、防災・減災に役立つ情報提供に

力を入れる。「ＮＨＫデータオンライン」の特性を生かし、全国各地のニュースのほか、

すべての地域の避難所地図を一挙に紹介する、デジタルテレビならではの正確で簡便なサ

ービスを展開する。 

 

３．バンクーバー冬季五輪で即時性・“３-Ｓｃｒｅｅｎｓ”展開を重視したサービス 

注目の競技の予定・結果・経過・放送予定などをリアルタイムできめ細かく速報する一

方、視聴者の利便性向上を図るため、放送予定から視聴に誘導する方法を開発する。 

 

４．教育テレビのデータ放送を見直し、ユーザーの拡大へ 

  幅広い年代層が楽しめるデータ放送コンテンツの開発に取り組み、新たな利用者の増加

をめざす。 

５．「楽しく魅力的な」スポーツデータ放送を追求 

Ｊリーグ情報として、経過・結果や順位、試合予定、得点ランキングなど詳細な情報を

伝える１２セグ・ワンセグ共用のコンテンツを開発し、充実を図る。サッカーワールドカ

ップをはじめ、関心の高いＭＬＢ、プロ野球、それに冬季オリンピックに向けたフィギュ

アスケート等のコンテンツに力を入れる。 

 

６．ＢＳデータ放送で経済情報を拡充 

めまぐるしく変化する経済状況に対応して、企業のＩＲ情報や景気動向指数などの経済

指標をわかりやすく、的確に伝える経済情報データ放送の開発を進める。 

 

 

 

【デジタル総合テレビジョン・データ放送】 

１．放送時間 

原則として、デジタル総合テレビジョンの放送時間と同一とする。 
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２．放送内容 

○「ニュース」（地域および全国ニュース） 

各地域の身近なニュースを提供。全国ニュースは要約したニュースとともに関心の高いニ

ュースを提供する。 

 

○「気象情報」（各地域向けおよび全国） 

３時間ごとの天気、週間天気、気温や降水、風向きなど、気象の現況などを伝える気象情

報。予報の表示地点を８か所まで登録できる「あちこち天気」、雨の降り出しを伝える「お

しらせ雨です」など、便利なサービスも提供。また、新たに土砂災害警戒情報や竜巻注意情

報、短時間降水予報等、防災・減災に役立つ気象情報を提供する。 

 

○「地域情報」 

災害関連情報や診療所情報など、暮らしに役立つ生活情報についてオンラインでの情報収

集を推進し、迅速できめ細かい情報を提供する。また「環境」「文化」「農業」など各放送

局が取材した、地域性豊かな情報を提供し、２４時間見ることのできる地域放送サービスと

して充実を図る。 

 

〇「スポーツ情報」（各地域向けおよび全国） 

地元の「プロ野球」「Ｊリーグ」チームの途中経過・結果速報などを提供。「大相撲」で

は地元出身力士の活躍が一目でわかる「ふるさとの力士」コンテンツを実施。 

２２年２月に開催される「バンクーバー冬季オリンピック」では３-Ｓｃｒｅｅｎｓ展開

を重視し、すべての競技について経過・結果を速報で伝える。また、中継に応じた競技の見

どころを連動データ放送で伝える。 

 

〇「道路交通情報」（地域） 

地域のライフライン情報の一つとして提供する道路情報。道路交通情報センターのデータ

を使い、高速道路、主要幹線道路の渋滞情報を表示。適宜サービス地域を拡大していく。 

また、中国地方では、高速道路情報に加え、主要国道の路面状況を伝えるデータ放送を提

供する。 

 

○ 「デジタルステーション」 

「大河ドラマ」「連続テレビ小説」「ためしてガッテン」などを継続し、随時、特集番組

コンテンツも編成する。 

 

〇災害等への対応 

データ放送の特性を生かした「大雨情報」「台風情報」に加え、暴風・高波などの「防災

気象情報」も伝える。さらに、震度３以上の地震発生とともに自動的に「地震情報」「津波

情報」を提供する。 
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地震・津波情報は入り次第、地震の規模、詳しい各地の震度、津波の有無、各警報・注意

報、津波の到達状況などを迅速に伝える。Ｌ字画面を自動的に表示する設定も可能とする。 

 

〇番組連動サービス 

「大河ドラマ」「連続テレビ小説」「ためしてガッテン」を継続するほか、視聴者参加型

の双方向番組開発を積極的に進める。       

 

 

【ワンセグ・デジタル総合テレビジョン・データ放送】 

１．放送時間 

原則として、デジタル総合テレビジョンの放送時間と同一とする。 

 

２．放送内容 

○「ニュース」 

全国向けニュースはデータ放送ニュースのリード部分のみを７項目伝えるほか、地域向け

ニュースは３項目の全文を伝える。 

 

○「気象情報」 

きょう、あすの天気と降水確率、 高・ 低気温。トップ画面の選択で、全国天気も表示

するほか、「週間天気予報」も提供する。 

 

○災害への対応 

地震・津波情報は震度３以上の場合に自動で提供、台風情報、大雨情報など災害情報は、

インターネット・携帯端末向けとデータを共用して提供する。 

 

○「スポーツ情報」 

大リーグ情報や春のセンバツ高校野球、夏の高校野球など、日常からリアルタイム更新デ

ータ放送に注力、さらに新たにＪリーグの経過・結果もリアルタイムで提供し、ワンセグの

機動性を生かした“いま”にこだわった情報提供を行う。 

 

○「地域情報」 

地域で開催するイベント情報を伝える。ホームページ制作システムのデータをマルチアウ

トプットする形を原則に制作する。 

 

○「ワンステーション」（番組関連・通信連携サービス） 

「大河ドラマ」「ためしてガッテン」「生活ほっとモーニング」「連続テレビ小説」など

の番組関連情報を、通信機能を生かした携帯ユーザー向けのサービスとして伝える。 
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○番組連動型サービス 

「連続テレビ小説」「大河ドラマ」「ためしてガッテン」および深夜の若年層向けの番組

をあわせて、番組連動型サービスを継続する。 

 

 

【デジタル教育テレビジョン・データ放送】 

１．放送時間 

原則として、デジタル教育テレビジョンの放送時間と同一とする。 

 

２．放送内容 

 〇「暮らしＱ＆Ａ」 

「きょうの料理」「おしゃれ工房」「まる得マガジン」「住まい自分流～ＤＩＹ入門」か

ら、生活実用情報や問い合わせに対する答えなどを紹介する。 

 

 〇「健康Ｑ＆Ａ」 

「きょうの健康」に寄せられる問い合わせに答える形で、図表やデータを使い健康関連情

報の要点をわかりやすく紹介する。 

 

 〇「福祉Ｑ＆Ａ」 

「福祉ネットワーク」から、介護の方法や介護保険に関するＱ＆Ａなど介護関連情報を提

供する。 

 

 〇「わくわくワールド」 

理科や地理などを楽しみながら学び、知ることができるクイズやゲーム。 

 

 〇防災に役立つ情報 

大規模災害発生時に「安否情報」を実施する。 

 

 〇ユーザー新規開拓を図るコンテンツ 

高齢者や若年層など、あらたな年代層をターゲットにしたコンテンツを開発、ＮＨＫへの

接触者率の向上をはかる。 

 

 

【ワンセグ・デジタル教育テレビジョン・データ放送】 

１．放送時間 

原則として、デジタル教育テレビジョンの放送時間と同一とする。 
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２．放送内容 

デジタル教育テレビで放送する情報を、ワンセグ・データ放送にふさわしい形に再編集し

て提供するとともに、新たなユーザーの開拓をめざすコンテンツの開発を行う。 

 

３．ワンセグ独自放送 

通信（１次リンクおよび携帯サイト）とより密接に連携したコンテンツ開発を行い、モバ

イル向けサービスの新しいスタイルを、主に若年層向けに提案する。 

 

 

【衛星ハイビジョン・データ放送】 

１．放送時間 

１日２４時間を基本とする。 

 

２．放送内容 

 〇「ニュース」 

２４時間いつでも見ることができる内外の 新ニュース。要約に加え、関心の高いニュー

スについては詳しく表示する。 

 

 〇「気象情報」 

「あなたの街の天気」や「各地の天気」「警報・注意報」「世界の天気」、「紫外線情

報」などに加え、天気図・気象衛星画像など提供項目の拡大を行い、暮らしに役立つ情報の

提供を推進する。また、新たに土砂災害警戒情報や竜巻注意情報、短時間降水予報等、防

災・減災に役立つ気象情報を提供する。 

 

 〇「スポーツ情報」 

「プロ野球」「大相撲」「Ｊリーグ」「ＭＬＢ」などの途中経過・結果速報のほか、「天

皇杯サッカー」や「ＮＨＫ杯フィギュア」など、冬季のスポーツ情報も提供する。 

２２年２月に開催される「バンクーバー冬季オリンピック」では、３-スクリーンズ展開

を重視し、すべての競技について経過・結果を速報で伝える。また、中継に応じた競技の見

どころを連動データ放送で伝える。 

また、アジア 終予選で盛り上がりを見せるサッカーワールドカップに関する情報を適時

適切に提供する。 

 

 〇「円と株～経済情報」 

めまぐるしく変化する経済状況の中で、国内、海外株式の指標や東証第一部の個別銘柄や、

円や主な海外通貨の為替相場の値動きを提供するほか、新たに企業のＩＲ情報や景気動向指

数などの経済指標を分かりやすく、的確に伝える経済情報データ放送の開発を進める。 
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 〇「医療・福祉情報」 

公共放送としての医療・福祉情報サービス。医師との接し方やとっさのけがや病気の際の

対処法など、身近な医療情報ほか、介護保険など介護関連情報、全国の福祉イベント情報、

ＮＨＫの字幕放送案内などの福祉情報を提供する。 

 

 〇「ｈｉステーション」 

番組の周知をはじめ、双方向番組やインターネット接続機能の活用など、ＢＳデジタル放

送の魅力や便利さを積極的に伝える。 

 

 〇災害等への対応 

データ放送の特性を生かした「大雨情報」「台風情報」に加え、暴風・高波などの防災気象

情報も伝える。さらに震度３以上の地震発生とともに自動的に「地震情報」「津波情報」を提

供する。 

地震・津波情報は入りしだい、地震の規模、詳しい各地の震度、津波の有無、各警報・注意

報、津波の到達状況などを迅速に伝える。Ｌ字画面を自動的に表示する設定も可能とする。 

 

 〇番組連動型サービス 

番組連動型サービスについては、趣味・実用番組、視聴者参加型番組など、データ放送サー

ビスとしてふさわしい番組を厳選して実施する。 

 「大河ドラマ」        

 「にっぽん釣りの旅」               

 「ハイビジョンスーパーゴルフ」       

 「連続テレビ小説」 

 「世界ふれあい街歩き」 

 「にっぽん力検定」（双方向型） 

 「紅白歌合戦」（特集番組） 

 

 

【デジタル衛星標準テレビジョン・データ放送】 

１．放送時間 

原則として、衛星第１テレビジョンまたは、衛星第２テレビジョンの放送時間と同一とする。 

 

２．放送内容 

登録地域の３時間ごとの天気と週間天気を提供する。 
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※ＮＨＫデータオンライン 

内 容 

   ○各地のニュース（全国各地の地域のニュース） 

各地域の放送局のデータ放送で提供している全てのニュース。 

 

   ○避難所情報 

全国の避難所の所在地や電話番号などを地図付で紹介する。 

 

   ○おすすめの番組 

ＮＨＫのおすすめの番組を写真付きで詳しく紹介する。 

 

   ○データ放送ライブラリー 

過去に放送した番組に関するデータをライブラリー化して提供する。 

 「ためしてガッテン」(アンコール)  

 「にっぽん釣りの旅」 

 「各地で人気のコンテンツ」など 

 

 

【データ放送 サービス編成表】 

デジタル総合テレビジョン 

サービス（番 組）名 

「目  次」（Ｌ） 

「ニュース」（首都圏（Ｌ）および全国） 

「気象情報」（首都圏（Ｌ）および全国） 

「首都圏暮らしガイド」（Ｌ） 

「台風・大雨情報」等（随時実施） 

「地震・津波情報」等（随時実施） 

番組連動型サービス（随時実施） 

       

デジタル教育テレビジョン 

サービス（番 組）名 

「目  次」 

「暮らしＱ＆Ａ」 

  「健康Ｑ＆Ａ」 

  「福祉Ｑ＆Ａ」 

  「わくわくワールド」 
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デジタル衛星ハイビジョン 

サービス（番  組）名 

「目  次」 

「ニュース」 

「気象情報」 

「台風・大雨情報」等（随時実施） 

「地震・津波情報」等（随時実施） 

「スポーツ情報」 

「円と株～経済情報」 

「ｈｉステーション」 

「医療と健康」 

「福祉とくらし」 

番組連動型サービス（随時実施） 

 

衛星デジタル標準テレビジョン 

「気象情報」 

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ衛星ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ・ﾃﾞｰﾀ放送の｢気象情報｣の一部を放送） 

デジタル総合テレビジョン（ワンセグ） 

サービス（番 組）名 

「目  次」（Ｌ） 

「ニュース」（首都圏（Ｌ）および全国） 

「気象情報」（首都圏（Ｌ）および全国） 

「地域情報」（Ｌ） 

「ワンステーション」 

「台風・大雨情報」等（随時実施） 

「地震・津波情報」等（随時実施） 

番組連動型サービス（随時実施） 

       

デジタル教育テレビジョン（ワンセグ） 

サービス（番 組）名 

「目  次」 

「特選・きょうの料理」 

  「健康Ｑ＆Ａ」 

  「福祉Ｑ＆Ａ」 
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（２）ワンセグ独自放送 

 

【編集のポイント】 

１．放送と通信の融合 

携帯インターネットとの親和性が高いという特徴を生かした独自番組を開発・編成する。 

 

２．視聴者層の拡大 

携帯電話と馴染みが深い世代に向けた放送を提供し、若年層に視聴を拡大する。 

 

３．放送他波との連携 

ダイジェスト番組・広報番組などの戦略的配置により、ＮＨＫ放送他波へ視聴者を誘導

する。 

 

上記３つのポイントに則り、主に３０代以下の若年層をターゲットとし、昼と深夜の戦略的時

間帯に限って独自番組を編成する。編成するコンテンツは、通信との融合や放送他波との連携を

重視したものとする。 

 

１．放送時間 

  デジタル教育テレビジョンで、１週間に８時間５０分を基本とする。 

 

２．放送内容 

○「ワンセグ ランチボックス」 

働く若い人たち向けのかんたん料理や便利グッズなど実用情報を紹介するコーナーを軸

に、短尺の広報番組、雑学クイズ番組、旅行番組、英語ニュース番組などで構成。 

 

○「ワンセグ ボイス」 

あるテーマを軸に数十人の人に同じ質問を問い、さまざまな答を引き出すインタビュー

番組。 

 

○「ヒーリングＴＶ」 

     美しい映像と音声で心身をリラックスさせる番組。 

 

○「キャンパスタイム」 

     社会人・大学生向けの社会常識を紹介する番組や各大学の学生に取材してつくる番組な

どで構成。 

 

○「ワンセグ プレミアム」 

     携帯電話での視聴に向くさまざまな番組のマルチユースで構成。 



○「ワンセグ ショーケース」 

     短尺の番組をまとめて再放送する番組。 

 

○「ワンセグ牧場」 

     他の放送波やインターネットで放送された短尺の番組を活用して構成。 

 

 

 

 

 

 

下記以外は、NHKデジタル教育テレビジョン（教育１）のサイマル放送。



（随時）

（随時）

（随時）

、（随時）





★印は新設番組、＊印は再放送番組・アンコール番組。印は字幕放送、印はステレオ放送、印はデータ放送の番組連動サービス対象番組

１０
★ ワンセグプレミアム

　ジョーシキ大学
　 ワンセグ校　　

ほか

★
キ
ャ

ン
パ
ス
タ
イ
ム

　　★ ワンセグ
　　　ショーケース

１１

平成２1年度　ＮＨＫワンセグ独自放送番組時刻表

前 「ワンセグランチボックス」のミニ番組（5分）×4本 *

１０

１１

前

後

平成２１年４月

月

・英語でわかるニュースのツボ、ケータイ劇場　　　ほか

０
★　ヒーリングＴＶ

水 木火

後

０

１

　　ジョーシキ大学
　　　ワンセグ校 *　

★ ワンセグ牧場

０

土

後

日金

０

１

後★　ワンセグランチボックス

★ ワンセグボイス

、（随時）

・英語でわかるニュースのツボ
・ケータイ劇場
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

ミニ番組（5分）×4本

40

55

15

35

30

30

45

20
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（３）テレビジョン文字放送 

 

  １．放送時間 

原則として、総合テレビジョンの放送時間と同一とする。 

 

２．放送内容 

      ニュース、番組ガイド等 

 

  ３．テレビジョン文字放送番組表 

 

番 組 番 号 番      組      名 

０００＃ 

９００＃ 
ＮＨＫ目次 

９０１＃ ＮＨＫヘッドラインニュース 

９０２＃ ニュース 

９０４＃ ニューススーパーライン 

９１１＃ ＮＨＫガイド 

９１２＃ ＮＨＫテキスト情報  

９１３＃ ＮＨＫ衛星放送  映画・音楽情報 

９１４＃ 番組みどころ情報  

９１５＃ ハイビジョンみどころ情報  

９１７＃ バラエティー 生活笑百科 

９１９＃ ＮＨＫ世論調査 

９９１＃ 聴力障害者・イベント情報 

９９２＃ 字幕番組案内 

９９３＃ 字幕番組（ドラマ）のあらすじ 

９９４＃ 人にやさしい福祉情報 

９９５＃ ＮＨＫ福祉番組情報 

                       

 

※ 総合テレビジョンで緊急警報放送を含む「臨時ニュース」が送出された場合、

文字放送画面では、「緊急ニュースを総合テレビで放送しています」という内

容のメッセージが表示される。 
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（４）字幕放送、ステレオ放送、２か国語放送、解説放送 

 

１．総合テレビジョン 

ア．字幕放送 

 

○放送時間 

週  ８１時間４６分 

 

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

「先どり きょうの健康」、「ニュース・気象情報(8:30～8:35)」、 

「時代劇アンコール」、「こんなステキなにっぽんが」、 

「にっぽん釣りの旅」、「とくせんＥＴＶ」、「ニュース（13:00～13:05）」、

「アジアンスマイル」、「クラシックミステリー 名曲探偵アマデウス」、

「週刊こどもニュース」「クローズアップ現代(8 月末から)」、 

「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」（随時）、「世界遺産への招待状」、「歴史秘話ヒスト

リア」、「ソクラテスの人事」、「金曜ドラマ」、「ワンダー×ワンダー」、 

「世界と出会った日本人」、「大人ドリル」、「あなたが主役 ５０ボイス」、

「笑・神・降・臨」、「タイムスクープハンター」、 

「関口知宏のファーストジャパニーズ」、「ドキュメント２０ｍｉｎ.」、 

「ワンセグ劇場」、「アニメ タイタニア」、「ＥＲXⅡ 緊急救命室」 

      
     ＜継続＞ 

「シリーズ世界遺産１００」、「絶景 日本の名峰」、「日本の話芸」、 

「美の壺」、「産地発！たべもの一直線」、「月刊 やさい通信」、 

「デジタルＱ」、「ＮＨＫニュース おはよう日本」（一部）、 

「さわやか自然百景」、「小さな旅」、「つばさ －連続テレビ小説－」、 

「課外授業 ようこそ先輩」、「みんなの体操」、「きょうの料理プラス」、

「趣味の園芸プラス」、「パパサウルス」、「趣味悠々 選」、「知る楽 選」、

「ＮＨＫアーカイブス」、「新日本紀行ふたたび～ＮＨＫアーカイブス～」、

「地域発！ぐるっと日本」、「三つのたまご」、「ニュース」（正午）、 

「バラエティー生活笑百科」、「笑いがいちばん」、「百歳バンザイ！」、

「ふだん着の温泉」、「テレビ体操」、「星新一 ショートショート」、 

「とっておき世界遺産１００」、 

「アートエンターテインメント 迷宮美術館」、「それいけ！民謡うた祭り」、 

「大相撲」、「ニュース(16:55～17:05)」、「ＮＨＫニュース７」、 

「土曜時代劇」、「ダーウィンが来た！～生きもの新伝説～」、 

「鶴瓶の家族に乾杯」、「ＮＨＫ歌謡コンサート」、「ためしてガッテン」、
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「ドラマ８」、「難問解決！ご近所の底力」、「いよっ日本一！」、 

「新トーキョー人の選択」、「天地人」、「ニュースウオッチ９」、 

「土曜ドラマ」、「ＮＨＫスペシャル」、「スポーツ大陸」、 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」、 

「ＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい」、「熱中時間」、 

「世界ふれあい街歩き」、「爆笑問題のニッポンの教養」、「ＳＯＮＧＳ」、 

「サラリーマンＮＥＯ」、「東京カワイイ★ＴＶ」、 

「ＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ」、「トップランナー」、「爆笑オンエアバトル」、 

「わたしが子どもだったころ」、「ミッドナイトチャンネル」（随時） 

 

イ．ステレオ放送 

 

○放送時間 

週  ９３時間程度 

※デジタルでは、「ＮＨＫ歌謡コンサート」で 

５．１チャンネルサラウンド放送を実施。 

 

ウ．２か国語放送 

 

○放送時間 

週  １２時間程度 

 

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

     「ＥＲXⅡ 緊急救命室」 

 

＜継続＞ 

「ＮＨＫニュース７」、「ニュースウオッチ９」、「Begin Japanology」、 

「ミッドナイトチャンネル」（随時） 

※デジタルのみ「大相撲」（一部） 
 

エ．解説放送 

 

○放送時間 

 ＜アナログ総合テレビジョン＞ 

週  ５時間４７分  
  
 

＜デジタル総合テレビジョン＞ 

          週  １０時間１８分  

 



 

 
60

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

     「先どり きょうの健康」 

     ※デジタルのみ 

「ためしてガッテン」「笑いがいちばん」 

 

＜継続＞ 

「日本の話芸」、「つばさ －連続テレビ小説－」、 

「課外授業 ようこそ先輩」、「みんなの体操」、「知る楽 選」 

※デジタルのみ 

「土曜時代劇」、「ドラマ８」、「天地人」 

 

 

２． 教育テレビジョン 

ア．字幕放送 

 

    ○放送時間 

          週 ５５時間３５分  

 

        ○対象番組 

＜新規＞ 

「住まい自分流」、「ざわざわ森のがんこちゃん」、「コミ☆トレ」、 

「見えるぞ！ニッポン」、「ひょうたんからコトバ」、 

「アニメ 今日からマ王！３」、「日曜美術館」、「時々迷々」、 

「スタイルアップ」、「カラフル!～世界の子どもたち～」、 

「ここが聞きたい！名医にＱ」、「となりの子育て」、 

「住まい自分流ミニ」 

 

     ＜継続＞ 

「日めくり万葉集」、「テレビ体操」、「クインテット」、 

「アニメ 南の島の小さな飛行機バーディー」、「趣味の園芸 やさいの時間」、

「趣味の園芸ビギナーズ」、「趣味の園芸」、「理科３年 ふしぎだいすき」、

「おはなしのくに」、「ストレッチマン２」、「アニメ メジャー３」、 

「理科４年 ふしぎ大調査」、「理科５年 ふしぎワールド」、 

「こどもにんぎょう劇場」、「理科６年 ふしぎ情報局」、 

「日本とことん見聞録」、「見える歴史」、「ど～する？地球のあした」、 

「道徳ドキュメント」、「マテマティカ２」、 

「わかる国語 読み書きのツボ ５・６年」、「伝える極意」、 

「きょうの料理」、「きょうの料理ビギナーズ」、「おしゃれ工房」、 

「まる得マガジン」、「日本の話芸」、 
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「ＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい」、 

「ＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい選」、「週刊 日本の名峰」、 

「アニメ 忍たま乱太郎選」、「アニメ おじゃる丸選」、 

「アニメ おじゃる丸」、「アニメ 忍たま乱太郎」、 

「アニメ メジャー５」、「アニメ 獣の奏者 エリン」、 

「海外ドラマ アルフ」、「中学生日記」、「ワンポイント介護」、 

「ＮＨＫみんなの手話」、「福祉ネットワーク」（随時）、「きょうの健康」、 

「きらっといきる」、「すくすく子育て」、 

「ＥＴＶワイド ともに生きる」（随時）、「趣味悠々」、「知る楽」、 

「美の壺」、「ＥＴＶ特集」、「めざせ！会社の星」、 

「あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑～」 

 

イ．ステレオ放送 

 

○放送時間 

週  １１２時間程度  

 

ウ．２か国語放送 

 

○放送時間   

週  ４時間程度  

  

        ○対象番組 

＜新規＞ 

「スタイルアップ」、「海外ドラマ」、「海外アニメ」 

 

＜継続＞ 

「おさるのジョージ」、「日本の伝統芸能」、「フルハウス」、 

「地球ドラマチック」 

 

エ．解説放送 

 

○放送時間 

週  １３時間１３分  

 

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

     「見えるぞ！ニッポン」、「時々迷々」、 

「カラフル!～世界の子どもたち～」 
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＜継続＞ 

「ざわざわ森のがんこちゃん」、「理科３年 ふしぎだいすき」、 

「理科５年 ふしぎワールド」、「理科６年 ふしぎ情報局」、 

「日本とことん見聞録」、「見える歴史」、「ど～する？地球のあした」、 

「伝える極意」、「えいごでしゃべらないとＪｒ．」、「日本の話芸」、 

「中学生日記」、「きょうの健康」、「きらっといきる」、「知る楽」 

 

 

３．衛星ハイビジョン 

 

ア．字幕放送 

 

    ○放送時間 

          週  ４７時間４０分  

 

       ○対象番組 

     ＜新規＞ 

「証言記録 兵士たちの戦争」、「アニメ メジャー」、 

「さわやか自然百景セレクション」、「ごきげん歌謡笑劇団」、 

「金曜ドラマ」、「風林火山アンコール」、「シリーズドラマアンコール」、 

「アニメ・ゾーン」（随時）、「プレミアム８」（随時）、 

「クラシックミステリー 名曲探偵アマデウス」、 

「特集＆シネマ ゾーン」（随時） 

 

     ＜継続＞ 

「日めくり万葉集」、「小さな旅」、「美の壺」、 

「つばさ －連続テレビ小説－」、「ハイビジョンふるさと発」、 

「さわやか自然百景」、「ハイビジョン秀作選」（随時）、 

「週刊 日本の名峰アンコール」、「シリーズ世界遺産１００」、 

「ハイビジョン・セレクション」（随時）、「にっぽん熱中クラブ」、 

「ドラマ８」、「土曜時代劇」、「にっぽん釣りの旅」、「土曜ドラマ」、

「天地人」、「完全復刻 刑事コロンボ」、「熱中時間～忙中“趣味”あり」、

「ハイビジョン特集」（随時）、「こんなステキなにっぽんが」、 

「素敵にガーデニングライフ」、「アインシュタインの眼」、 

「アートエンターテインメント 迷宮美術館」、「COOL JAPAN」、 

「わたしが子どもだったころ」、「世界ふれあい街歩き」 
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イ．ステレオ放送 

 

○放送時間 

週  １４７時間程度 

 

ウ．２か国語放送 

 

○放送時間   

週  ５時間程度  

   

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

     「新漢詩紀行」 

 

     ＜継続＞ 

「ＭＬＢアメリカ大リーグ」、「ＰＧＡゴルフツアー」、 

「完全復刻 刑事コロンボ」 

 

エ．解説放送 

 

○放送時間 

週  ４時間３４分  

 

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

「風林火山アンコール」、「ＳＯＵＮＤ ＋１」 

 

     ＜継続＞ 

「つばさ －連続テレビ小説－」、「あなたの街で夢コンサート」、 

「ドラマ８」、「土曜時代劇」、「天地人」 

 

 

４． 衛星第１テレビジョン 

 

ア．ステレオ放送 

 

○放送時間 

週 ３７時間程度    
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イ．２か国語放送 

 

○放送時間   

週 ８５時間程度  

 

     ○対象番組 

    ＜新規＞ 

    「ＣＮＮ Student News」、「ASIAN VOICES」 

     

＜継続＞ 

「ＰＧＡゴルフツアー」、「ワールドニュースアワー」、 

「おはよう世界」(一部)、「ＭＬＢアワー」、「ＡＢＣニュース」、 

「ＣＮＮヘッドラインニュース」、「ＡＢＣジス・ウイーク」、 

「ＰＢＳジム･レーラー・ニュースアワー」、「ＡＢＣナイトライン」、 

「スポーツ＆アンコールゾーン」（随時）、「アジア クロスロード」（一部）、 

「イギリスＢＢＣブレックファストニュース」、 

「エキサイティングスポーツ」（随時）、「未来への提言」、 

「きょうの世界」(一部)、「ＢＳ世界のドキュメンタリー」（随時）、 

「ミッドナイトスポーツ」(随時)、 

「ミッドナイトスポーツ＆アンコールアワー」(随時)、 

「ワールドニュースアワー・アジア」 

 

 

５． 衛星第２テレビジョン 

 

ア．字幕放送 

  

○放送時間   

週  ５４時間５７分   

 

        ○対象番組 

     ＜新規＞ 

     「歴史秘話ヒストリア」、「クラシックミステリー 名曲探偵アマデウス」、 

     「アートエンターテインメント 迷宮美術館セレクション」、「小さな旅」、 

     「難問解決！ご近所の底力」、「いよっ日本一！」、「美の壺」、 

     「ドキュメント２０ｍｉｎ.」、「ソクラテスの人事」、 

「バラエティー生活笑百科」、「世界遺産への招待状」、 

「あなたが主役 ５０ボイス」、「衛星アニメ」、「ごきげん歌謡笑劇団」、 

「クローズアップ現代(8 月末から)」、「めざせ！会社の星」 
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     ＜継続＞ 

「ふだん着の温泉」、「こんなステキなにっぽんが」、「みんなの体操」 

「百歳バンザイ！」、「器 夢工房」、 

「ＮＨＫニュース おはよう日本」（一部）、「熱中時間」、 

「つばさ －連続テレビ小説－」、「素敵にガーデニングライフ」、 

「にっぽん釣りの旅」、「鶴瓶の家族に乾杯」、「ＮＨＫ歌謡コンサート」、

「ためしてガッテン」、「海外連続ドラマアンコール」、 

「アインシュタインの眼 セレクション」、 

「ＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい」、 

「つばさ －今週の連続テレビ小説－」、「さわやか自然百景」、 

「あなたのアンコールサンデー」（随時）、「ニュース」（正午）、 

「大相撲」（一部）、「あなたのアンコールサタデー」（随時）、 

「新日本紀行ふたたび～ＮＨＫアーカイブス～」、 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」、 

「ダーウィンが来た！～生きもの新伝説～」、「課外授業 ようこそ先輩」、 

「産地発！たべもの一直線」、「月刊やさい通信」、 

「あしたをつかめ～平成仕事図鑑～」、「ハイビジョン秀作選」（随時）、 

「ＳＯＮＧＳ」、「東京カワイイ★ＴＶ」、「蔵出し劇場」（随時）、 

「熱中時間～忙中“趣味”あり～」、「ＮＨＫニュース７」、 

「衛星アニメ劇場」（随時）、「にっぽん熱中クラブ」、「海外連続ドラマ」、

「天地人」、「サラリーマンＮＥＯ」、「きょうの健康」、 

「爆笑問題のニッポンの教養」、「トップランナー」、 

「爆笑オンエアバトル」「きょうの料理」、「きょうの料理ビギナーズ」、

「おしゃれ工房」、「日本の話芸」、「学校放送番組」（随時） 

 

イ． ステレオ放送 

 

○放送時間 

週  １０３時間程度   

※デジタルでは、「ＮＨＫ歌謡コンサート」で 

５．１チャンネルサラウンド放送を実施。 

 

ウ. ２か国語放送 

 

○放送時間 

週  １５時間程度   

 

         ○対象番組 

      ＜継続＞ 
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      「海外連続ドラマアンコール」、「衛星映画劇場」（随時）、 

「大相撲」（一部）、「懐かし連続ドラマ」、「ＮＨＫニュース７」、 

「海外連続ドラマ」 

 

 

エ. 解説放送 

 

○放送時間 

 ＜アナログ衛星第２テレビジョン＞ 

          週  ８時間４１分   

 

 ＜デジタル衛星第２テレビジョン＞ 

          週 １０時間３１分    

 

        ○対象番組 

＜新規＞ 

※デジタルのみ 

「ためしてガッテン」、「ＳＯＵＮＤ＋１」 

 

＜継続＞ 

「みんなの体操」、「つばさ －連続テレビ小説－」、 

「つばさ －今週の連続テレビ小説－」、「課外授業 ようこそ先輩」、 

「きょうの健康」、「日本の話芸」、「学校放送番組」（随時） 

 

※デジタルのみ 

「あなたの街で夢コンサート」、「天地人」 
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（５）その他 

 

【インターネット】 

 新しいインターネット実施基準の下で、インターネットコンテンツの制作・発注体制の

見直しを進め、効率的でメディアの特性に合わせたマルチ展開を推進する。 

 

【番組ガイド（ＥＰＧ）】 

 １．放送時間 

   地上デジタル放送とＢＳデジタル放送で、１日２４時間を基本とする。 

 

 ２．放送内容 

当日を含めてテレビ８日分表示する。なお、独立データ放送２日分の番組名と簡潔

な番組内容を紹介する。 

 

項   目 

番組名（タイトル・サブタイトル） 

番組記述（番組の簡単な内容） 

番組ジャンル 

番組内容（あらすじ、番組解説） 

出演者、原作・脚本、監督・演出、音楽、制作 

映像・音声モードなど 

自由な記述（問い合わせ情報など） 

お知らせ（雨天休止、中断など） 
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