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  月刊みなさまの声 平成３０年４月 

 

 

■ ４月 再放送希望 上位１０番組 
 

４月に視聴者から寄せられた再放送の問い合わせと要望は８，０４９件でした。 

 

 
４．技術・受信相談への意見 
技術・受信相談に関して４月は、５，４６２件の意見や問い合わせが寄せられました。このうちふれあいセンター（受

信相談）および各放送局の受信相談窓口では４，６９１件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，４８８件、受信方法やテレビのリモコンの操作方法などの技術相談は２，２０３件

です。このうち受信不良の申し出について一次窓口で対応を完了したのが１，１９８件（４８％）で、１，２９０件 

（５２％）は訪問による二次対応で改善の指導や助言を行いました。技術相談については、ふれあいセンターや各放

送局の受信相談窓口で対応しました。 

  

 
 
５．経営への意見 
ＮＨＫの経営に関して４月は２４７件の意見や問い合わせが寄せられました。このうち、ふれあいセンター（放

送）で受け付けた意見や問い合わせは１５６件でした。 

主な内訳は、「不祥事」関連が５５件、「公共放送」関連が２０件、「「経営委員会」関連が１１件、「職員制度」関連

が７件、「情報公開」関連が３件、「経営計画」関連と「予算」関連がそれぞれ２件、その他が５６件でした。 

404件

254

211

158

130

118

117

111

101

95

※ガッテン！「肺ストレッチで体が変わる！呼吸コントロールＳＰ」

「“ゴースト血管”が危ない～美と長寿のカギ 毛細血管～」

※ＮＨＫスペシャル 人類誕生 第１集「こうしてヒトが生まれた」

プロフェッショナル 仕事の流儀  ＳＭＡＰスペシャル“完全版”（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ）

※プロフェッショナル 仕事の流儀「銀座、夜の女たちスペシャル」

※ガッテン！「だるさ スタミナ切れ 乾燥肌 体調不良の原因判明ＳＰ」

特集ドラマ どこにもない国（前編）「命をかけた満州からの脱出」

※ガッテン！「傷んだ髪の共通サイン！“空洞化”を防ぐ新常識」

「坂本龍一～父との葛藤 福岡藩黒田家に仕えた先祖～」

どこにもない国（後編）「引揚げは実現するのか、１５０万同胞を祖国へ」

ＮＨＫスペシャル

※ファミリーヒストリー

特集ドラマ
※再放送実施番組

（5月16日現在）

事由

受信不良 2,488

一次対応 1,198

個別受信設備不良 1,069

共同受信設備不良 85

建造物による受信障害 3

雑音障害 37

混信・難視聴など 4

二次対応 1,290

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 2,203

合計 4,691
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  月刊みなさまの声 平成３０年４月 

 

 

６．意見・要望への対応  

■連続テレビ小説を初めて総合テレビで再放送 

４月から、平成２３年度後期に放送した連続テレビ小説「カー

ネーション」を総合テレビ（月－金 午後４時２０分～４時５０

分 ２話連続で放送）で再放送しています。「カーネーション」

は、大阪・岸和田の呉服商の娘として生まれたヒロインの糸子が

修業を積んで、夢の洋装店を開業、その後、娘３人を育て上げる

姿を描いたものです。 

 

連続テレビ小説は、視聴者からの再放送の希望が非常に多く、これまではＢＳプレミアムで再放送してきました。現

在は平成２６年度後期の「マッサン」を放送しています。今回の総合テレビでの再放送は、来年春の「なつぞら」が 

１００作目を迎えることから、視聴者のリクエストに応え、連続テレビ小説の魅力をより多くのみなさんにお届けした

いとの思いから始めました。総合テレビで再放送するのは初めてのことです。 

 

 ４月の再放送の開始後、１か月間で、４５０件近い意見が寄せられました。「地上波での放送はとてもうれしい」と

いう声が届く一方、放送時間が変更になるケースもあったことから、問い合わせも多く寄せられました。 

＜好評意見＞ 

・ 念願の「カーネーション」再放送に胸が熱くなった。数十年さかのぼった過去の作品と比べても、この作品は本

当に秀逸だと思う。                                    （年代不明女性） 

・ 地上波での再放送はとてもうれしい。連続テレビ小説には「あまちゃん」や「あさが来た」などすごく好きだっ

た作品がほかにもあるので、ぜひ今後も続けてほしい。すばらしい企画だ。          （60 代男性） 

・ １話目からすでに泣いてしまった。連ドラ屈指の名作を、ぜひとも多くの人に見てもらいたい。ほかにも、もう

一度見たい、みんなに見てもらいたい連ドラはたくさんあるので、総合テレビでの再放送をぜひレギュラー化し

てほしい。                                       （30 代女性） 

・ 今週からは尾野真千子さんが登場している。喜怒哀楽を素直で情熱的に演じることができる彼女に再会できて大

変うれしい。しばらくは、糸子のパワーを毎日もらって頑張ろうと思う。           （60 代男性） 

＜厳しい意見＞ 

・ カーネーションの再放送が始まり、楽しみにしているが、放送時間の変更で録画ができず、残念な思いをしたこ

とがあった。時間変更の影響をあまり受けない時間帯への変更を検討してほしい。 

                                              （50代女性）※放送変更に対する声２２件 

 

ＮＨＫでは、今後とも視聴者のみなさんのご意見やご要望に真摯（しんし）に耳を傾け、番組作りや編成に生かして

いきます。 
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  月刊みなさまの声 平成３０年４月 

 

 

【主な内容】 

○第１集「暴君か戦略家か 禁断の実像」 

＜好評意見＞ 

・ 日本にとって重大な問題について、事実を一つ一つ積み上げて伝える、すばらしい内容で、東アジア、世界で共

有されるべき成果だと思う。次回以降も期待している。                    (50代男性) 

・ とてもよく取材していたと思う。重厚な内容でよかった。                    （60代男性） 

＜厳しい意見＞ 

・ アメリカと北朝鮮の首脳による歴史的な会談が行われようとしている。何とかよい方向に行ってほしいと思って

いる矢先に、水を差すことにならないかと感じた。                                             （60代男性） 

・ ＢＧＭが大きすぎて、ナレーションや内容がよく聞こえなかった。何とかしてほしい。    

（70代以上男性）※ナレーションが聞き取りづらいという意見３１件 

○第２集「３９号室 外貨獲得の闇」 

＜好評意見＞ 

・ 「３９号室」の金の集め方、金一族直属の大規模で巧みな集金システムができていることをこれだけはっきり取

りあげたことは初めてではないか。とてもよかった。                  （70 代以上男性） 

・ 「３９号室」のことを聞いたことはあったが、ここまで具体的な事を知るのは初めてで、よく調べていると思っ

た。私の故郷は秋田だが、秋田には去年、北朝鮮の木造船が漂着した。そうしたこともあり、番組は興味深いも

のがあった。                                    （70 代以上男性） 

・ 番組を見て北朝鮮という国の仕組みがよく分かった。これからもこうした番組を放送してほしい。 （60代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 北朝鮮の負の部分を強調していて、危険をあおっているように感じた。                        （50代男性） 

・ 韓国と北朝鮮の和平の光が見えてきたところなのに、なぜ今このような内容の放送をするのかと思った。  

                                                                                                      （70代以上男性） 

・ ナレーションの声が聞きづらかった。テレビの音量を上げても、ＢＧＭが同じように大きくなるので、よく聞こ

えなかった。                                       （60代女性） 

○第３集「核・ミサイル 隠された真実」 

＜好評意見＞ 

・ 北朝鮮がなぜこうまで核兵器を作ろうとしているのか、番組を見て疑問が解けた。また「３９号室」という外貨

を稼ぐためのルートがあるなど、北朝鮮の裏側が分かった。                                       （60代男性） 

・ 北朝鮮の問題点をよく捉えていて、よい番組を作っていると思った。情報量が多く、ＮＨＫの力量を発揮してい

る番組だった。                                     （60 代男性） 

・ とても内容がよく、「ああそうなんだ」ということが納得できるように作られていた。ナレーションもよかった。

またこのような番組を作ってほしい。                            （50代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 北朝鮮について、「脅威・脅威」「どうなるんだ」とあおるような内容だった。「平和的に向かうはずがない」とい

う論調に思えた。                                  （70 代以上男性） 

・ ＢＧＭが大きすぎて、本編が聞きづらかった。再放送も見たが、やっぱり聞きづらい。年のせいかもしれないが、

バックの音は小さくしてほしい。せっかくよい番組なのに残念だ。              （70代以上女性） 

・ 再放送の予定を教えてほしい。深夜の放送では起きていられないので、早い時間帯に放送してほしい。 

（70 代以上女性） 
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  月刊みなさまの声 平成３０年４月 

 

 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 私は片方の目に障害があるが、明るく生きる主人公の姿に元気をもらっている。目が悪くなって１年ほどで慣れ

ないことが多いが、主人公みたいにたくましく生きたいと思う。                                  （30代女性） 

・ 私は小学４年生の夏に、おたふくかぜの影響で左耳が全く聞こえなくなった。あの日から、私の世界は半分暗か

ったが、ドラマを見て「右側は毎日晴れ」というすてきな考え方があるのだと思った。また、片耳が聞こえない

だけでも苦しいのだということを多くの方に知ってもらえたと思う。私の考え方を変えてくれたこのドラマに感

謝する。                                      （19 歳以下女性） 

・ 主人公の屈託のない語り口にすがすがしさを感じている。鈴愛のこれからの成長が楽しみだ。     （50代男性） 

・ 北川悦吏子さんの脚本がすばらしい。特に律（佐藤健さん）と鈴愛の会話はいつまでも聞いていたいようなリズ

ムだ。鈴愛は聞こえない左耳があるからこそ、人とは違う何かすてきなものを得ているように感じられ、人とし

て深く魅力的なのだと思う。                                                         （年代性別不明） 

・ 星野源さんのファンだ。出勤前の貴重な時間だが、主題歌「アイデア」に元気をもらい、歌を口ずさみながら会

社へ向かうのが心地よい。オープンニングの映像も爽やかで、歌にぴったりだ。                   （30代女性）） 

＜厳しい意見＞ 

・ オープニング曲の際に一部の出演者のテロップが画面の右や左に出るが見づらい。ほかの出演者と同じように真

ん中の下に出したほうが見やすいと思う。                         （60 代女性） 

・ 私は主人公と同じく片耳が聞こえず、声の向きに対する方向感覚は確かに弱い。日常的にそれを克服しようと、

話す相手の方に無意識で体が斜めに向く癖があるが、当事者感覚からすると大きな付け耳を着ける演出には違和

感があった。                                                               （30代男性）※障害に関する意見３３件 

・ 主題歌の「アイデア」だが、ドラマの音量に対して、小さく感じて歌詞が入ってこない。音量の調整ができない

か。                                                  （20代女性）※主題歌に関する意見２０件 

・ 岐阜弁のイントネーションが違っているところが多くて、とても違和感がある。できるだけ直してほしい。                       

                                                                          （年代不明女性）※方言に関する意見１４件 

・ 東大の模試判定が悪く、レベルを下げて志望校を京大に変えようとするシーンがあった。分野や学部・学科によ

って必ずしも東大のレベルが高いわけではなく、不快な思いをしている人がいると思う。大学名を出す以上、配

慮が必要ではないか。                                                           （年代性別不明）※同様意見１３件 

・ 胎児の首の周りにへその緒が巻いているＣＧがあったが、とてもショックだった。出産の事故は少なくないので

配慮してほしい。                                                       （60代女性）※同様意見４件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番組担当者の声 

ヒロインの左耳が聞こえないのは「何かを半分失っても、別のやり方で前に進めばいい」というメッセージの象徴

です。晴れの日も雨の日も人生は続いていき、人はどんな時でも人生を楽しめる強さを持っている。そんな前向きな

思いとパワーをお届けしたいという思いで制作しています。北川悦吏子さんの脚本は明るいコメディーをベースにし

ながらも人生の光と影を巧みに描きだし、時に大胆な表現がありますが、根底にあるのは人が生きる力への信頼で

す。ご覧になった方が、きょうも一日頑張ろうと思ってくださったなら、こんなにうれしいことはありません。背景

となる時代は１９７０年代から現代までで、「時代劇」と呼ぶにはあまりにも最近ですが、平成の終わりから振り返

ると、社会のありようや、人 の々生活が激しく変わったことが実感されます。「懐かしい」「自分の記憶とは違う」な

ど、インターネットをはじめ、さまざまなところでドラマを題材に盛り上がっていただき、ありがたいかぎりです。

引き続き気を引き締めて制作に励んでいきたいと思います。 
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  月刊みなさまの声 平成３０年５月 

 

 

■５月 再放送希望の多かった番組 
 

５月に視聴者から寄せられた再放送の問い合わせと要望は７，３４８件でした。要望の多かった１０の番組は、 

以下のとおりです。このうち７本の番組が再放送されました。 

 

 
 
４．技術・受信相談への意見 
 
技術・受信相談に関して５月は、６，９３４件の意見や問い合わせが寄せられました。このうちふれあいセンター 

（受信相談）および各放送局の受信相談窓口では５，９８４件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，８９３件、受信方法やテレビのリモコンの操作方法などの技術相談は３，０９１件で

す。このうち受信不良の申し出については一次窓口で対応を完了したのが１，２７０件（４４％）で、１，６２３件 

（５６％）は訪問による二次対応で改善の指導や助言を行いました。技術相談についてはふれあいセンターや各放送局

の受信相談窓口で対応しました。 

 

 
 
５．経営への意見 
ＮＨＫの経営に関して５月は１９３件の意見や問い合わせが寄せられました。このうち、ふれあいセンター（放送）

で受け付けた意見や問い合わせは１１１件でした。主な内訳は、「不祥事」関連が２５件、「公共放送」関連が１２

件、「経営委員会」関連が９件、「予算」関連が６件、「職員制度」関連が５件、「経営計画」関連が４件、その他が 

５０件でした。 

184件

182

182

154

114

92

80

77

75

73

★ガッテン！「物忘れ＆認知症を予防！“記憶物質”大発見ＳＰ」

★ガッテン！「痛みを“脳”で克服！“慢性痛”治療革命」

プロフェッショナル 仕事の流儀  ＳＭＡＰスペシャル“完全版”（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ）

★ＮＨＫスペシャル 人類誕生 第２集「最強ライバルとの出会い そして別れ」

★チョイス＠病気になったとき アンコール「悩み解消！脊柱管狭さく症」(Eﾃﾚ)

★プロフェッショナル 仕事の流儀「家族のために、母のように 家政婦・タサン志麻」

★ＮＨＫスペシャル「日本の諜報 スクープ 最高機密ファイル」

プロフェッショナル 仕事の流儀  ＳＭＡＰスペシャル

プロフェッショナル 仕事の流儀「ラスト・ミッション 本田圭佑のすべて」

★ＮＨＫスペシャル ブループラネット 第１集「大海原 青い砂漠を生き抜く」
★再放送実施番組

（6月12日現在）

事由 件数

受信不良 2,893

一次対応 1,270

個別受信設備不良 1,115

共同受信設備不良 107

建造物による受信障害 11

雑音障害 22

混信・難視聴など 15

二次対応 1,623

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 3,091

合計 5,984
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  月刊みなさまの声 平成３０年５月 

 

 

■大河ドラマ「西郷どん」奄美ことばに共通語のテロップ 

 

５月１３日第１８回の放送「流人 菊池源吾」から鹿児島県 

の奄美大島・沖永良部島が物語の主な舞台となり、西郷吉之助 

（鈴木亮平さん）が二度の島流しを経て革命家に覚醒していく 

姿を第２５回まで描きます。放送では奄美ことばのせりふに 

共通語のテロップを表示したところ視聴者から反響が寄せられ 

ました。 

 

 

 

「いいからこんば｣（せりふ）⇒「いいから来て！」(テロップ) 

※５月１３日放送「流人 菊池源吾」より 

【視聴者の意見･要望】 

・ 奄美のことばのせりふのテロップには違和感があった。聞き取れるものは必要ないのではないか。 

                                 （年代性別不明） 

・ 奄美のことばにテロップがついていたが分かりやすかった。                 （70代以上男性） 

・ テロップがついていることをネットの反響で知った。再放送をぜひ見てみようと思う。  （70代以上男性） 

                        

 

 

【ＮＨＫの対応】 

○ふれあいセンター(放送)では、テロップ表示の理由や演出のねらいなどについて事前に番組担当者から届けられた

視聴者対応資料をもとに、視聴者に丁寧に説明して理解を求めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番組の奄美ことばは、当時使われていたことばよりも平易なものを選択してアレンジし、全国の方

にも分かりやすくしたドラマ独自の「奄美ことば」です。ただ「くん島」→「この島」など、共通語とは

異なることばも多く、視聴者により伝わるようテロップ表示をすることにしました。吉之助にとって、

奄美は琉球の影響も受けた異文化の世界でした。「まるで外国に来たような」吉之助の感慨を視

聴者に追体験していただきたいという演出的なねらいもあります。 
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  月刊みなさまの声 平成３０年６月 

 
■６月 再放送希望の多かった番組 
 

６月に視聴者から寄せられた再放送の問い合わせと要望は６，５５２件でした。要望の多かった１０の番組は、 

以下のとおりです。このうち７本の番組が再放送されました。 

 

 
 
４．技術・受信相談への意見 

技術・受信相談に関して６月は、６，６７９件の意見や問い合わせが寄せられました。このうちふれあいセンター 

（受信相談）および各放送局の受信相談窓口では５，８０５件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が３，１７６件、受信方法やテレビのリモコンの操作方法などの技術相談が２，６２９件

です。このうち受信不良の申し出については一次窓口で対応を完了したのが１，３０２件（４１％）で、１，８７４

件（５９％）は訪問による二次対応で改善の指導や助言を行いました。技術相談についてはふれあいセンターや各放

送局の受信相談窓口で対応しました。 

 

 
 
５．経営への意見 

ＮＨＫの経営に関して６月は１６７件の意見や問い合わせが寄せられました。このうち、ふれあいセンター（放

送）で受け付けた意見や問い合わせは１１１件でした。主な内訳は、「不祥事」関連が１７件、「公共放送」関連が 

１３件、「経営委員会」関連が８件、「「職員制度」関連が７件、「経営計画」関連が５件、その他が６１件でした。 

 

235件

182

173

85

76

74

62

61

59

56

★ガッテン！「せきが止まらない！歯が溶ける！犯人はまさかの“胃”！？」

プロフェッショナル 仕事の流儀  ＳＭＡＰスペシャル“完全版”（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ）

★ガッテン！「筋肉＆血管を強くする！世界が証明した究極の寝たきり予防法」

★趣味どきっ！ 簡単！便利！いまからスマホ＜新＞  第１回「触って楽しい！スマホ」(Eﾃﾚ)

ドキュランドへ ようこそ！「エクササイズの真実」(Eﾃﾚ)

★プロフェッショナル 仕事の流儀「ただ、こどもたちのために かこさとし 最後の記録」

★ガッテン！「魅惑の食材わかめ！未知との遭遇」

★ＮＨＫスペシャル「ミッシングワーカー 働くことをあきらめて…」

プロフェッショナル 仕事の流儀  ＳＭＡＰスペシャル

★ＮＨＫスペシャル ブループラネット 第２集「浅瀬の海 命ひしめく巨大都市」
★再放送実施番組

（7月12日現在）

事由 件数

受信不良 3,176

一次対応 1,302

個別受信設備不良 1,174

共同受信設備不良 90

建造物による受信障害 7

雑音障害 18

混信・難視聴など 13

二次対応 1,874

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 2,629

合計 5,805
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  月刊みなさまの声 平成３０年６月 

 
６．意見・要望への対応  
 
■「ヤバＴ×ＮＨＫ 公共放送のこと知ってほしい！」 

 

【若い視聴者の意見･要望】（視聴者のみなさまと語る会から） 
・ 私たちは、テレビをあまり見ず動画を見る世代だ。このような世代に、「興味がない人にどのように番組を見せる

のか」ということは難しい課題ではないのか。 
・ 若者は、Ｔｗｉｔｔｅｒの「トレンド」を参考にしている人が多いので、そこに掲載されるくらいの話題性をつ

くり注目を集めることが、一番必要ではないか。 
 

１８歳から２３歳までの若い視聴者にＮＨＫのことを 
知ってもらおうと３月から５月末までフレッシャーズ 
キャンペーンを実施しました。メインキャラクターは 
若者に人気の３人組のロックバンド「ヤバイＴシャツ 
屋さん」。書き下ろしの楽曲、「案外わるないＮＨＫ」を 
基にした動画を制作してＹｏｕＴｕｂｅにアップしまし 
た。またキャンペーン特設サイトや特設受信料窓口の 
ホームページを設置したほか「どーも、ＮＨＫ」での紹介、 
大阪、札幌局の番組にもヤバＴの皆さんが出演したところ、 
大きな反響がありました。 
 
 
【キャンペーンの取り組みと反響】 
○ 「案外わるないＮＨＫ」のＹｏｕＴｕｂｅ動画の再生回数（３０秒以上） ３２０万回 
○ キャンペーン特設サイトの実訪問者数  １３万３，６１２人 
○ Ｔｗｉｔｔｅｒ上でも連日大きな反響があり、多くが取り組みを支持する内容でした。 
  
  
                              

【ＮＨＫの対応への視聴者の声】   

・ 私はヤバＴのファンではなく、音楽を普通に聞く程度だが、「案外わるないＮＨＫ」というのは本当にそう思

う。最近の番組おもしろい。「ＬＩＦＥ！」「サラメシ」「ＳＯＮＧＳ」「シブヤノオト」など確実に若者の意見に

耳を傾けてくれているし、新しいことをやっていると思う。若者にも寄り添ってくれるＮＨＫは最高だ。 

                                             （20代女性） 

・ ６月１０日（どーも、ＮＨＫ）の午前１１時５０分ごろに画面に『ヤバＴ』と出ていた。どういう意味か。 

                    （70代以上男性） 

・ ヤバイＴシャツ屋さんが出ていた。ＣＤは購入できるのか。                  （40代男性） 

＜Ｔｗｉｔｔｅｒから＞ 

・ なんかいろいろすごいなＮＨＫとヤバＴ 

・ どうしてこの３人はこんなに心を和ませてくれるんだろ 
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  月刊みなさまの声 平成３０年６月 

 
■間違い指摘の迅速な対応 

６月２２日放送と翌２３日再放送の「チコちゃんに叱

られる！」で信号の色について「赤は止まれ、黄色は注意」

とお伝えしたところ、複数の視聴者から「黄色の信号を注

意だと説明していたが、止まれが正しいのではないか」と

いう指摘がふれあいセンター（放送）に寄せられました。

指摘は直ちに番組の担当者に伝えられ、確認した結果、

「黄色は原則止まれ」という説明が正確であることが分

かり直ちに修正などの対応をとりました。 
 
【ＮＨＫの対応】 
 
○ 配信中のＮＨＫオンデマンドの映像を修正し、「注意は黄色」のコメント、字幕スーパーをカットしました。さら

に青についても『青は進め』ではなく『進んでよい』に修正しました。 
 
○ 番組ホームページに『前回の放送で、信号の色について「止まれは赤、注意は黄色」とお伝えしましたが、信号機

が黄色の時「歩行者は横断を始めてはならず、車両も安全に停止できない場合を除いては、停止位置をこえて進ん

ではならない」とされています。したがって、信号の黄色の意味は「原則“止まれ”」とお伝えすべきでした』 
というコメントを掲載しました。 

 

 

さらに「おことわり」を翌週６月２９日の放送の最後に表示し、ナレーションでも伝えました。 
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  月刊みなさまの声 平成３０年６月 

 
８．四半期（４～６月） 再放送希望 １５番組 

（※集計期間：４月１日～６月 3０日） 

 
２０１８年度四半期（４～６月）に視聴者から寄せられた再放送希望は２万１，９４９件でした。このうち、再放送

希望が多かった１５番組は次のとおりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 番組名 放送日 件数 再放送日

1
プロフェッショナル 仕事の流儀
ＳＭＡＰスペシャル“完全版”

2011/12/24
（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)

522

2
ガッテン！
「肺ストレッチで体が変わる！呼吸コントロールＳＰ」

4/11 418 4/14、6/2

3
ＮＨＫスペシャル
人類誕生 第１集「こうしてヒトが生まれた」

4/8 272 5/3、5/9、6/9

4

ＮＨＫスペシャル
「“ゴースト血管”が危ない
～美と長寿のカギ 毛細血管～」

4/1 260

5

ガッテン！
「せきが止まらない！歯が溶ける！
犯人はまさかの“胃”！？」

6/13 235 7/28

6
ガッテン！
「物忘れ＆認知症を予防！“記憶物質”大発見ＳＰ」

5/23 190 5/26

7
ガッテン！
「痛みを“脳”で克服！“慢性痛”治療革命」

5/9 182 5/12

8 プロフェッショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル 2011/10/10 181

9
ガッテン！
「筋肉＆血管を強くする！
世界が証明した究極の寝たきり予防法」

6/6 172 6/9

10

ＮＨＫスペシャル
人類誕生 第２集
「最強ライバルとの出会い そして別れ」

5/13 168 5/23、6/9

11
特集ドラマ どこにもない国（後編）
「引揚げは実現するのか、１５０万同胞を祖国へ」

3/31 156

12
プロフェッショナル 仕事の流儀
「銀座、夜の女たちスペシャル」

4/16 136 5/3

13

ガッテン！
「だるさ スタミナ切れ 乾燥肌
体調不良の原因判明ＳＰ」

4/25 123 4/28

14
特集ドラマ どこにもない国（前編）
「命をかけた満州からの脱出」

3/24 120

15
チョイス＠病気になったとき アンコール
「悩み解消！脊柱管狭さく症」

5/5
（Eテレ）

118 初回:3/3、3/9、5/11

40





                                                                     

  

 

第２７条 
協会は、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、

適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第３９条 第３項 
会長は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況並びに第２７条 
の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し 
なければならない。 

放送法 


