
番組名（★：新番組）
放送日

（本放送）
時間

（本放送） 担当（○：新担当）

　総合

　NHKニュース おはよう日本　（平日） 月～金 0430～0800

  430）　　      佐藤克樹 /  ○塩田慎二  /  ○利根川真也（佐賀局)
  500、600）　  保里小百合  /  林田理沙
  600、リーダー）　○岩野吉樹
  600、700）　  高瀬耕造、　和久田麻由子
  スポーツ）　　 豊原謙二郎  /  ○武本大樹（宮崎局）
  経済情報）    関口博之解説委員　/　○岸正浩解説委員
  気象）　　　　　檜山靖洋、　山神明理

　NHKニュース おはよう日本（土日祝） 土日祝
土 0600～0800
日 0700～0745

  新井秀和 、○石橋亜紗（大阪局）
  スポーツ）  ○廣瀬智美
　気象）　　　 南利幸  /  佐藤公俊

　あさイチ 月～金 0815～0955 　博多華丸、　博多大吉、　近江友里恵

　ひるまえほっと 月～金 1105～1154 　○柘植恵水

　正午ニュース　（平日） 月～金 1200～1215 　○三條雅幸

　正午ニュース　（土日祝） 土日祝 1200～1210 　赤松俊理

  ごごナマ 月～金 1300～1455

・月曜～木曜
　船越英一郎、　美保純、　阿部渉
　プレゼンター）　安部みちこ　/  ○松村正代 、　　中継リポーター）　○稲塚貴一
･金曜
　○近田雄一（大阪局）
・金曜「ごごウタ」
　塚原愛

　ニュース　シブ５時 月～金 1650～1810
　松尾剛、　守本奈実
　プレゼンター）　○片山千恵子  / ○大橋拓（沖縄局）  /  木花牧雄
　リーダー）  　   ○三條雅幸、　　気象）　福岡良子

　首都圏ネットワーク ※関東地方向け 月～金 1810～1900
　田所拓也、　○中山果奈（広島局）
　気象）　　　　関口奈美　/  ○船木正人

　NHKニュース７　（平日） 月～金 1900～1930
　キャスター）　○瀧川剛史
　サブキャスター）　 高井正智　 /  ○上原光紀、　　気象）　平野有海

　NHKニュース７　（土日祝） 土日祝 1900～1930
  キャスター）　○青井実
　サブキャスター）　井上裕貴   /  ○池田伸子、　　気象）　國本未華

　ニュースウオッチ９ 月～金 2100～2200

　桑子真帆、　有馬嘉男記者
　スポーツ）　　一橋忠之
　リポーター）  高橋篤史　/ ○深川仁志（広島局）　/ 今井翔馬  /  ○星麻琴（札幌局）
  リーダー）　  滑川和男  / ○糸井羊司（札幌局）
  気象）　　　　 斉田季実治

★ニュースきょう一日 月～金 2320～2335
　 ○井上あさひ
 　リーダー）　○滑川和男 /　○糸井羊司（札幌局）、　　気象）　○平井信行

　クローズアップ現代＋ 火～木 2200～2230
　武田真一
  リポーター）  ○高山哲哉  /  ○合原明子  /  ○栗原望

　週刊まるわかりニュース 土
0900～0930
（BS4K同時）

　井上二郎、　　リポーター）　伊藤海彦、　　気象）　渡辺蘭

　サタデースポーツ 土 2150～2210 　副島萌生

　サンデースポーツ２０２０ 日 2150～2250 　大越健介記者、　副島萌生

　うまいッ！ 月 1220～1245 　天野ひろゆき、　塚原愛

　鶴瓶の家族に乾杯 月 1930～2042 　笑福亭鶴瓶、　小野文惠

　ファミリーヒストリー 月
(月1回程度)

1930～2042   今田耕司、　池田伸子

★逆転人生 月 2200～2250   ○山里亮太、　○杉浦友紀

　うたコン 火 1957～2042 　谷原章介、　小郷知子

　ガッテン！ 水 1930～2015 　立川志の輔、　小野文惠

　歴史秘話ヒストリア 水 2230～2320   ○渡邊佐和子（大阪局）

　所さん！大変ですよ 木 1930～1957 　所ジョージ、　木村佳乃、　○合原明子、　　リポーター）　井上裕貴

　ネーミングバラエティー
　　　　　日本人のおなまえっ！

木 1957～2042 　古舘伊知郎、　赤木野々花

　NET BUZZ 木 2350～0055 　杉浦友紀

　チコちゃんに叱られる！ 金 1957～2042   岡村隆史、　木村祐一、　塚原愛、　　ナレ）　森田美由紀

　土曜スタジオパーク 土 1350～1450 　○近藤春菜、　足立梨花、　原口雅臣

　ブラタモリ 土 1930～2015 　タモリ、　林田理沙

　小さな旅 日 0800～0825   山田敦子　/　山本哲也

　日曜討論 日
0900～1000
　(R1同時）

　太田真嗣解説委員 / 伊藤雅之解説委員、　○小郷知子

　ＮＨＫのど自慢 日
1215～1300
　(R1同時）

　小田切千

　これでわかった！世界のいま 日 1805～1842 　○永井伸一（福岡局）

2019年度「主な番組キャスター」一覧 　※外部出演者はメインMCのみ記載



　Ｅテレ

　ハートネットＴＶ 月～水 2000～2030 　中野淳

　きょうの料理 月～水 2100～2125
　○廣瀬智美  /　○原大策  /　後藤繁榮
　○井田香菜子（大阪局）　/  岩槻里子（京都局）

　沼にハマってきいてみた 月～水 1855～1925 　高橋茂雄、　近堂靖洋記者

　１００分de名著 月 2225～2250 　伊集院光、　安部みちこ

　先人たちの底力　知恵泉 火 2200～2245 　新井秀和

★フランケンシュタインの誘惑E+ 木 2200～2245 　○武内陶子

　あしたも晴れ！人生レシピ 金 2000～2045 　○小澤康喬（松山局）

　ららら♪クラシック 金 2100～2130 　高橋克典、　○石橋亜紗（大阪局）

　日曜美術館 日 0900～1000 　○柴田祐規子　

　サイエンスＺＥＲＯ 日 2330～2400 　小島瑠璃子、　森田洋平　　　ナレ）　大嶋貴志

　ＢＳ１

　キャッチ！世界のトップニュース 月～金 0800～0850 　○西海奈穂子記者、　○松田智樹記者

　国際報道２０１９ 月～金 2200～2240 　○池畑修平記者

　勝利の条件 土 2300～2350 　○杉岡英樹（水戸局）

★パラ×ドキッ！
日

(月2回程度)
1700～1750 　○千鳥、　○保里小百合

　ＢＳＰ

　英雄たちの選択 水 2000～2100 　杉浦友紀

★ダークサイドミステリー 木 2100～2200 　○片山千恵子

　Ｒ１

★マイあさ！　（平日） 月～金 0500～0630
　○田中孝宜（文研）
　ニュース）　 ○小見誠広
  スポーツ） 　○吉松欣史（北九州局）

★三宅民夫のマイあさ！　（平日） 月～金 0640～0828

　○三宅民夫
　サブ）　　 　 ○田中孝宜（文研）
　ニュース）　 ○小見誠広
  スポーツ）   ○吉松欣史（北九州局）
  木のみ）　　 ○大越健介記者

★マイあさ！　（土日） 土日 0500～0800 　○小澤康喬（松山局）

　ごごラジ！ 月～金 1230～1555 　○武内陶子

　Ｎらじ 月～金 1800～1955 　畠山智之

　増田明美のキキスギ？ 金 2005～2055 　増田明美、　○杉嶋亮作（富山局）

　ちきゅうラジオ 土日 1705～1850 　○吾妻謙（福島局）

★子ども科学電話相談 日 1005～1150   ○山田敦子   /  ○山本志保  


