
平成28年2月17日

※大相撲春場所～

3/5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21日～
（土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （土） （日） （月）

前8:00～8:25
前8:15～ 前8:15～9:30 小さな旅

週刊ニュース深読み 前8:25～8:55
サキどり↑

前9:30～11:30 前9:00～10:00
日曜討論

前10:05～ 前10:15～10:59 前10:05～11:54
前10:30～11:19 　 特集 明日へつなげよう

ニッポン人のギモン 明日へつなげよう いつか来る日のために 前11:30～11:53
目撃！日本列島

後0:20～0:43 後0:15～0:39 後0:15～1:30
NHKのど自慢
(福島・広野町)

後1:05～4:50 後1:50～4:50 ※枠広げ
後1:30～1:50

特集 明日へつなげよう 特集　明日へつなげよう
　　・Jリーグ

後3:05～3:59 後3:05～4:15 後1:50～3:00
未来への手紙2016

子どもたちが見た被災地
後4:50～ 後6:10～6:42

特集　明日へつなげよう

後7:00～8:00
後7:30～7:56 後7:30～7:56 NHKニュース7 後7:30～9:00 22日 後7:30～8:43

クローズアップ現代 クローズアップ現代 ※枠広げ
明日へ Music for TOMMOROW

後8:00～8:43 コンサート in FUKUSHIMA
ＮＨＫスペシャル

｢これが、津波だ｣

後9:00～9:49 後9:00～9:58 後9:00～10:29
ＮＨＫスペシャル
 ＮＨＫスペシャル
 ＮＨＫスペシャル

｢原発事故 ｢被爆の森・野生の記憶｣ 後9:15～10:13
・あの時ひとはどう動いたのか?｣ ＮＨＫスペシャル
後10:00～10:44 後10:00～10:49 後10:00～10:49 後10:00～11:15 ｢26兆円で復興はどれだけ進んだか?｣

特集ドラマ ＮＨＫスペシャル
 ＮＨＫスペシャル

恋の三陸　列車コンで ｢史上空前の町づくり｣ ｢風の電話ボックス｣ 特集　明日へつなげよう 後10:15～10:59 後10:00～10:48

行こう！(2) 特集ドラマ プロフェッショナル
後10:55～11:20 ・被災地縦断800キロ 恋の三陸　列車コンで 仕事の流儀

探検バクモン 行こう！(3) 「災害ボランティア」
｢震災5年・陸前高田｣

26日 後11:30～3:45
前1:40～
鶴瓶の家族に乾杯(再) 今夜も生でさだまさし

間 寛平　東北へ 朝までガンバランバ東北
(前編)(後編)

27日 前11:05～11:54
シンサイミライ学校

後3:30～5:00 後3:00～3:55 後4:00～5:00
東北発☆未来塾 ハートネットTV＋(ﾌﾟﾗｽ)(再) 21人の輪

東日本大震災5年特集 「障害者と災害」 あれから５年後の子どもたち

「夢をつかむチカラ」
後7:00～7:29 後6:55～7:25

バリバラ Rの法則
～障害者情報バラエティー～ 後11:00～11:59

後10:00～10:55 震災5年特集(2) ETV特集
ハートネットTV＋(ﾌﾟﾗｽ) 「無人街の記録」

「障害者と災害」 ～福島県南相馬市小高区～

前0:00～0:45 後11:00～11:20 前1:00～2:30 後11:00～11:20 21日 後11:00～11:20 28日 後11:00～11:20
福島をずっと 東北発☆未来塾 東北発☆未来塾 東北発☆未来塾 東北発☆未来塾 東北発☆未来塾

見ているTV(12) 東日本大震災5年特集(再)
※枠広げ 「夢をつかむチカラ」

前11:00～11:59
プレミアムドラマ 後2:00～2:50 27日 後2:00～2:50 4月3日 後2:00～2:50

44歳のチアリーダー(再) 特集 TOMORROW(1) 特集 TOMORROW(2) 特集 TOMORROW(3)
後0:00～1:00
きらり！えん旅スペシャル
～涙とグルメ その後の物語～(再) 27日 後6:00～6:50
後1:00～2:30 後2:00～4:00 BS1スペシャル
イナサ 風を継ぐ者たち 「大切な人への思い胸に」

後3:00～3:59 ～仙台市荒浜・ 後3:30～3:59
プレミアムドラマ(再) 10年の記憶～ 後7:00～8:50 28日 後7:00～8:50
461個のありがとう 後5:30～5:59 ～八神純子 in 福島･いわき市～ ～野口五郎 in 岩手･岩泉市～ ～天童よしみ in 宮城･七ヶ浜町～ ～神野美伽 in 福島･新地町～ BS1スペシャル ＢＳ１スペシャル

きらり！えん旅 後8:00～8:59 「定点映像震災5年の記録」 「実録メルトダウン
ライブスペシャル 英雄たちの選択 後9:00～9:59 ８８時間」

災害シリーズ② 新日本風土記 30日 9:00～9:50
「東北の春」 ＢＳ１スペシャル

「“奇跡の牛”の命をつないで」

前5:00～7:55
お便りラジオ6

～被災地からあなたへ～
前9:05～9:55 前(8:05)～11:50 後0:15～1:30

被災地からの声 すっぴん！アフター３１１ NHKのど自慢
FUKUSHIMA (福島・広野町)

後(1:05)～4:55 ※枠広げ
午後のまりやーじゅ

後7:30～7:44 後(5:05)～6:50
キャンパスライブ＠福島SP

後8:05～8:55
後(8:05)～9:55

後9:05～9:55 後(9:05)～9:55 ネバーギブアップ・東北 後(9:05)～11:00
震災から5年 私の復活物語 震災から5年

ラジオが果たす役割とは 被災地を励ます歌
後11:15～前5:00

仙台発ラジオ深夜便

前0:10～0:59 ほか 前0:30～0:58 ほか 前8:10～8:59 ほか 前0:10～0:59 ほか 前8:10～8:59 ほか 前0:10～0:59 ほか 26日 前8:10～8:59 ほか 27日 前8:10～8:59 ほか 4月3日 前8:10～8:59ほか

NHK Documentary Japan Railway Journal TOMORROW Special NHK Documentary 廃炉への道 TOMORROW Special NHK Documentary TOMORROW Special Music for TOMORROW Music for TOMORROW
「命と向き合う教室～被災地の15歳･1年の記録～」 「震災の教訓を生かせ」 「Decommissioning Fukushima」 「東日本大震災 原発事故5年」

前8:10～9:00、9:10～10:00 ほか 前8:10～8:59 ほか 前8:10～8:59 ほか
NHK Documentary メルトダウン フクシマ再生 Music for TOMORROW

「88 Hours」 9代目・弥右衛門の挑戦
前9:10～9:59 ほか
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きらり！えん旅 ライブスペシャル

山田雅人が聴いた被災地の声

震災ドキュメンタリー

東日本大震災5年　被災地は今

赤宇木

※タイトル、放送日時等　変更の場合あり

特集 明日へつなげよう

語りの劇場 グッとライフ

「東日本大震災から５年」主な番組 放送予定

ニュース　シブ５時（震災から５年特集）＜枠内＞

特集 明日へつなげよう

あさイチ（震災関連）＜枠内＞

特集  明日へつなげよ
う

・式典中継
・こころフォトＳＰ

ほか
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ＮＨＫアーカイブス ＮＨＫアーカイブス

　｢88時間
　～福島第一原発・
　同時多発事故の全貌～｣

　「ベガルタ仙台×
　　 鹿島アントラーズ」

　「福島第一原発の
　　“いまとこれか


