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ェスティバル脚本賞（ドキュメンタリー部門）受

賞，日本賞（コンテンツ部門／生涯教育カテゴリ

ー）最優秀賞受賞に伴うアンコール放送。宇宙は

どんな形をしているのか？　近年，この謎に迫る

数学の難問「ポアンカレ予想」が証明された。と

ころが，その偉業を成し遂げたロシア人数学者・

ペレリマン博士は謎の失踪を遂げる。 1つの難問

と数学者たちの100年にわたる戦いを描く。／経

済・社会情報番組部

「法隆寺再建の謎」
03.15／21:00～21:49

最古の木造建築・法隆寺。いつ誰が建てたのか

謎に包まれてきた。建立年代を調べる科学調査が

行われ，聖徳太子の権威にすがり国難に挑もうと

した人々の知られざる物語が浮かび上がってき

た。至宝の数々を巡りながら法隆寺再建の謎に迫

る。／ソフト開発センター，衛星放送番組センタ

ー

「私の声が聞こえますか～植物状態からの帰還」
03.28／21:00～21:49
04.09／00:45～01:34

脳に損傷を負い，意識が戻らない「植物状態」

の患者。最先端の治療によって，回復する人が現

われ始めている。植物状態から抜け出そうと格闘

する患者とその家族の姿を追う。／おはよう日本

部

『国会中継』
G・BS2・R1／随時

国会中継は181時間の放送を行った。第169通常

国会（08年 1 月18日～ 6月21日）では，党首討論

や06年度の決算審議などを中継した。第170臨時

国会（08年 9 月24日～12月25日）では，麻生総理

大臣の就任を受けて「所信表明演説」とこれに対

する「代表質問」や衆参両院の予算委員会の質疑，

インド洋での海上自衛隊による給油活動を延長す

る法案の審議や07年度の決算審議などを中継し

た。第171通常国会（09年 1 月 5 日～）では，施

政方針演説などの「政府四演説」とこれに対する

[代表質問」や09年度予算案をめぐる衆参両院の

予算委員会での質疑や集中審議，消費者庁を新た

に設置するための法案の審議などを放送した。／

政経・国際番組部

『総理記者会見』
G・BS1・R1／随時

総理記者会見は，国内外あわせて17回。福田総

理大臣の通常国会閉会を受けての会見，日本を訪

れた韓国のイ・ミョンバク大統領や中国の胡錦涛

国家主席，アメリカのブッシュ大統領との共同会

見，洞爺湖サミットでの議長国としての会見など

を中継で放送した。また，麻生総理大臣の組閣会

見，訪中や訪米，ペルーAPEC出席を受けての会

見，福岡での日中韓首脳会談を受けた共同会見，

追加経済対策についての会見，年頭にあたっての

会見などを中継で放送した。／政経・国際番組部

『にっぽんの歌ふるさとの歌～農業賞記念コンサ
ート』

04.13／15:05～16:04
農業の経営や技術改革・発展に寄与した人々を

表彰する「日本農業賞」の関連イベントとして表

彰式当日に開催するコンサート。「ふるさと」「家

族」「自然」などをテーマに選んだ名曲の数々を，

ゲスト歌手たちがフルオーケストラの演奏ととも

に熱唱する。 3 月22日NHKホールで収録。／出

演：由紀さおり・安田祥子，海援隊，ダ・カーポ，

八反安未果，ESCOLTA，内里美香ほか／司会：

小田切千・鎌倉千秋アナ／エンターテインメント

番組部

『原田知世　LIFE ＆　LIVE』
G 04.27／00:10～00:54
BS2 05.31／18:00～18:44
HV 06.27／17:00～17:44

俳優・シンガーの原田知世さんが，友人である

ミュージシャンの鈴木慶一・伊藤ゴローさんと共

に，気ままなドライブ旅行を敢行。08年 3 月に東

京・恵比寿で行われたライブの模様を交えなが

ら，彼女のライフスタイルと音楽の魅力に迫っ

た。／出演：原田知世，鈴木慶一，伊藤ゴロー／

エンターテインメント番組部

『記憶の扉』
04.29／09:45～10:00

11:40～11:54，17:45～18:00
貧しくても人々が生き生きと暮らし，みんなが

夢や希望を語り合った昭和30～40年代。俳優の藤

村俊二さんと漫談家の牧伸二さんが，当時の映像

を見ながら昭和を振り返った。／ライツ・アーカ

イブスセンター

『記憶の扉～家族の絆
きずな

・地域の絆・師弟の絆』
11.24／14:35～14:50

14:50～15:05，16:45～17:00
12.23／05:15～05:30

05:30～05:45，09:45～10:00
アーカイブスに保管される昭和の原風景を写す

番組を再編集することで，さまざまな絆を見つめ

再 

再 
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直す。番組を見ながら，俳優の藤村俊二さんと児

玉清さんが昭和のセットに囲まれた舞台で絆の大

切さを語った。／ライツ・アーカイブスセンター

『歌謡チャリティーコンサート』
04.29／19:30～20:43
11.24／19:30～20:43

NHKがNHK厚生文化事業団と共催で行ったチ

ャリティーイベント。春は 4月18日に長崎ブリッ

クホール，秋は10月 9 日に広島厚生年金会館で開

催した。それぞれの収益金で「車いす付介護浴

槽」と「障害者用スポーツ器具」を開催地関連の

施設に寄贈した。／出演：（長崎）中孝介，新垣

勉，尾崎紀世彦，川中美幸，北山たけし，香西か

おり，坂本冬美，島谷ひとみ，島津亜矢，純名り

さ，瀬川瑛子，田川寿美，タケカワユキヒデ，長

山洋子，橋幸夫／演奏：九州交響楽団／指揮：藤

野浩一／司会：川原亜矢子，青井実アナ，（広

島）秋元順子，雨谷麻世，岩崎宏美，大月みやこ，

クミコ，伍代夏子，千昌夫，顴永英明，鳥羽一郎，

二葉百合子，堀内孝雄，水森かおり，森進一／演

奏：広島交響楽団／指揮：栗田信生／司会：鳥越

俊太郎，鎌倉千秋アナ／エンターテインメント番

組部

『憲法記念日特集～いま立法府のあり方を問う』
05.03／10:05～11:30

07年の参院選により衆議院と参議院で与野党の

勢力が逆転した“ねじれ国会”のもと，衆参両院

の意思がたびたび衝突した。憲法が定める国権の

最高機関のあり方が問われる中，衆参の全国会議

員を対象にアンケートを実施，その声を基に，慶

応義塾大学教授・小林節さん，日本大学教授・岩

井奉信さん，「宣伝会議」編集長・田中里沙さん

と共に，国会の意思決定の仕組みや衆参両院の関

係など立法府のあり方について考えた。／司会：

神志名泰裕解説委員／政経・国際番組部

『ちりとてちん　総集編』
（前編）05.05／08:35～10:13
（後編）05.06／08:35～10:13

福井県出身，心配性でコンプレックスの塊のよ

うなヒロインが，大阪で上方落語と出会い，落語

家を目指す物語『連続テレビ小説～ちりとてち

ん』。半年にわたる放送で幅広い層から支持を得

たこのドラマの総集編を，前・後編の 2回に分け，

新たに再編集して放送した。父の故郷・小浜への

引っ越しと祖父の死，故郷からの涙の旅立ち，謎

の落語家とその弟子たちとの出会い，感動の一門

復活，内弟子志願，最悪の初高座，笑いと涙の結

婚騒動，そして女流落語家への道と偉大なる師匠

の死…。もう一度あの感動を味わいたい方にも，

見逃した方にも応える，番組の面白さをぎゅっと

詰め込んだ，エンターテインメントドラマとして

届けた。／作：藤本有紀／音楽：佐橋俊彦／テー

マ曲ピアノ演奏：松下奈緒／語り：上沼恵美子／

出演：貫地谷しほり，和久井映見，松重豊，京本

政樹，橋本淳，原沙知絵，青木崇高，桂吉弥，茂

山宗彦，加藤虎ノ介，木村祐一，田実陽子，松尾

貴史，キムラ緑子，川平慈英，佐藤めぐみ，竜雷

太，米倉斉加年，江波杏子，渡瀬恒彦ほか／大阪

局

『真夜中なのに生放送！連休明けもさだまさし』
05.11／00:25～01:55

『徳島から生放送！真夏の夜もさだまさし』
07.27／00:10～01:40

『お台場から生放送！秋の夜長もさだまさし』
10.26／00:10～01:40

『2009年新春生放送！年の初めはさだまさし』
01.01／00:25～02:25

『盛岡から生放送！凍てつく夜もさだまさし』
02.15／00:20～01:50

ミュージシャンのさだまさしが，ラジオのディ

スクジョッキースタイルで送る生放送のトーク番

組。05年大みそか深夜の第 1 回放送以来，年間 5

本程度を不定期深夜に放送してきた。08年度は，

放送センターのほか，徳島，盛岡の各放送局から

も放送。10月にはフジテレビとの共同制作で東

京・お台場のフジテレビ社屋から中継，一部は

CSフジでも同時放送を行った。／出演：さだま

さし／委託管理部，NEP

『ひらけ！魔法の扉～いっしょに歌おう夢のう
た』

05.05／19:30～20:43
子どもたちに夢を与え続けるウォルト・ディズ

ニーや，宮崎駿の作品で流れる音楽を特集した，

こどもの日の特番。東京ディズニー・リゾートや

ジブリ美術館を舞台に，ファンタジーあふれる歌

の世界を人気アーティストが披露した。ファミリ

ーを中心に1,500件を超える再放送希望があり，

大きな反響を得た。／案内：新垣結衣／出演：青

山テルマ，松下奈緒，AAA，秋川雅史，松浦亜

弥，平原綾香，安良城紅，K，石井竜也，モーニ

ング娘。，SoulJa，ベッキー，藤岡藤巻と大橋の

ぞみ，久石譲／エンターテインメント番組部

『篤姫SP～クイズ』
05.06／13:05～13:30

08年 5 月の放送からいよいよ篤姫が江戸城大奥

に入城。家定役の堺雅人や滝山役の稲森いずみな
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どの出演者たちがクイズに答える形式で，大奥の

しきたりや，時代背景などをわかりやすく解説。

ドラマ現場の裏話や面白エピソードも交えて，ド

ラマの見どころを紹介した。（全 1 回）／原作：

宮尾登美子「天璋院篤姫」／脚本：田渕久美子／

音楽：吉俣良／語り：奈良岡朋子／出演：宮闢あ

おい，瑛太，小澤征悦，原田泰造，長塚京三，樋

口可南子，松坂慶子，高橋英樹，堺雅人，堀北真

希，松田翔太，玉木宏，江守徹，稲森いずみ，中

村梅雀，片岡鶴太郎，中村メイコ，北大路欣也ほ

か／ドラマ番組部

『謎缶』
05.08／22:00～22:43

脳を活性化させるオリジナルゲームの数々を楽

しんでもらうファミリー向け開発番組の第 2 弾。

ドラマ仕立てで見せる推理パズルゲーム，パント

マイムやバレエ団のパフォーマンスの中に問題を

盛り込んだ視覚クイズなど，バラエティーに富ん

だ 6種を次々に出題。視聴者が楽しみながら参加

できる新しいタイプのゲームバラエティー。／司

会：ウエンツ瑛士／回答者：アンタッチャブル，

クワバタオハラ，高部あい，田中律子，中鉢明子，

安田美沙子／エンターテインメント番組部

『拝啓　十五の君へ～アンジェラ・アキと中学生
たち』

05.09／22:00～22:43
NHK全国学校音楽コンクールの課題曲「手紙」。

作詞・作曲をしたアンジェラ・アキさんがこの歌

を歌う中学生たちを全国に訪ね，いっしょに自分

の未来に向けて手紙を書く様子を記録し，歌を通

して生まれた心の交流を描く。／出演：アンジェ

ラ・アキ／学校教育番組部，エンターテインメン

ト番組部

『全国学校音楽コンクールスペシャル続・拝啓　
十五の君へ』

09.18／22:45～23:29
NHK全国学校音楽コンクールの課題曲「手

紙」を通して生まれた，アンジェラ・アキさんと

中学生たちの心の交流を描くドキュメント。夏を

迎えコンクール本番に挑む中学生たちの物語や，

コンクールを訪ねるアンジェラ・アキさんとの再

会を記録。「手紙」を歌うことを通して中学生た

ちが成長していく姿を伝える。／出演：アンジェ

ラ・アキ／学校教育番組部，エンターテインメン

ト番組部

『拝啓　旅立つ君へ～アンジェラ・アキと2000
通の手紙』

03.27／19:30～20:42

NHK全国学校音楽コンクールの課題曲「手

紙」を通して生まれた，アンジェラ・アキさんと

中学生たちの心の交流を描くドキュメントシリー

ズの完結編。この 1年「手紙」という歌に共感す

る中学生たちからNHKに2,000通に及ぶ“未来へ

の手紙”が寄せられた。そこに表れた中学生たち

の本音を交えながら，卒業に向けた物語を描く。

／出演：アンジェラ・アキ／学校教育番組部，エ

ンターテインメント番組部

『SONGS BESTセレクションⅢ』
05.25／00:10～01:39

『SONGS』が08年 1 月以降に放送した中から，

[絆
きずな

」をテーマにした歌をセレクトして再構成。

名曲をたっぷりと紹介した。竹内まりや「うれし

くてさみしい日」，水谷豊「カリフォルニアコネ

クション」，平井堅「瞳をとじて」ほか。／出

演・ナレーション：森山直太朗／エンターテイン

メント番組部

『SAVE THE FUTURE プロローグ』
ドラマ「僕の島／彼女のサンゴ」

06.06／22:00～23:00
07.21／14:20～15:14

NHKが全局体制で取り組む環境キャンペーン

[地球エコ2008」。08年度前半の柱として世界環

境デー（ 6月 5日）の直後に，地球温暖化防止を

メッセージとする 3 日間の特別編成「SAVE T

HE FUTURE2008」を実施，そのプロローグと

して沖縄のサンゴ礁を舞台としたドラマを制作し

た。沖縄のサンゴ礁は年々少なくなってきている。

その大きな要因の一つが地球温暖化と言われてい

る。98年，世界的な海水温の上昇で，世界のサン

ゴの 3 分の 1 が白化した。沖縄も例外ではなく，

多くのサンゴ礁が危機に瀕
ひん

し，回復する力さえ弱

まっているとの見方もある。そうした中で，サン

ゴを何とか再生させようとする若者を中心とした

動きも出てきた。サンゴを取り巻く環境が厳しい

ことは間違いないが，“今ならまだ間に合う”を

合言葉にさまざまな取り組みがなされている。

番組では若者の純愛ストーリーをハートフルに描

き，若い世代が環境問題に関心を持つきっかけに

なることを願う。／脚本：秦建日子／出演：美波，

田中圭，岸部一徳，藤岡弘、，麻生祐未，風間ト

オル／スペシャル番組センター，ドラマ番組部

『無邪気なオオカミ』
06.15／00:10～00:39

今が旬のイイ男たちがちょっと気になる場所を

訪れ，気になる事柄についてトークを繰り広げる

新感覚のオールロケトークバラエティー。坂口憲

再 
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二とテリー伊藤が東京・水道橋のプロレスショッ

プをハシゴしながらトーク。貴重なプロレスグッ

ズの店や，プロレスフィギュア専門店，学生街な

らではの丼専門店などを巡りながら，プロレス談

義に花を咲かせた。／出演：坂口憲二，テリー伊

藤，池田鉄洋，武藤敬司／エンターテインメント

番組部

『日本民謡フェスティバル2008』
06.21／15:05～16:29

日本各地で開催されている民謡全国大会のチャ

ンピオン30組が「日本一」を目指して競った。／

司会：中村仁美，滑川和男アナ／音楽・伝統芸能

番組部

『N響オンステージ』
06.29／15:05～15:59

NHKホール35周年記念番組。長年にわたり放

送文化の拠点としての役割を果たしてきたNHK

ホールを舞台に，N響を中心とした盛りだくさん

な内容のステージ音楽番組。大河ドラマ『篤姫』

や『名曲アルバム』の制作秘話，久本雅美さんに

よるN響指揮初挑戦など，クラシック初心者にも

親しみやすい内容を目指した。／司会：武内陶子

アナ，久本雅美／ゲスト：幸田浩子／音楽・伝統

芸能番組部

『笑・神・降・臨』
07.13／00:10～00:39

たった一組の芸人だけが出演し，29分間の番組

の中に作り込んだネタで自分たちの笑いの世界を

作り出し，笑わせるだけでなく感じ入ってうなら

せるような濃厚な笑いを提供しようという新しい

お笑い番組。短いネタで一瞬の笑いが全盛のテレ

ビ界の中で，芸歴10年から20年の脂の乗り切った

腕のある芸人たちに，たっぷりと自分の世界を見

せてもらおうと企画。今回はバナナマンが出演。

芸歴15年，人気の 2 人に，「笑いの神」をもうな

らせる自信のネタを，たっぷりと披露してもらっ

た。／出演：バナナマン／番組開発部

『夏うた2008』
07.26／21:00～21:58

東京・国立競技場，沖縄など，ダイナミックな

ロケーションで出演アーティストが，それぞれの

[夏うた」を熱唱し，30代，40代の視聴者に大き

な支持を得た。東京のホテルのプールサイドをキ

ーベースにした生放送。／出演：aiko，EXILE，

Mr.Children，MONGOL800，レミオロメン／司

会：小野文惠・久保田祐佳アナ／エンターテイン

メント番組部

『鶴瓶の家族に乾杯スペシャル～ベトナム・ホイ
アン』

07.28／19:32～20:44
すてきな家族との触れ合いを求めて日本全国を

旅してきた『鶴瓶の家族に乾杯』が，07年の韓

国・チェジュ（済州）島に続き，海外ロケを敢行

したスペシャル版。舞台はベトナム・ホイアン。

ゲストに元横綱大乃国の芝田山親方を迎え，かつ

て日本と交流があったという世界遺産の港町で，

文化や言葉の壁を乗り越えて“ぶっつけ本番の旅”

ですばらしき出会いを見つけた。／司会：笑福亭

鶴瓶，小野文惠アナ／ゲスト：芝田山親方／ナレ

ーション：久米明／エンターテインメント番組部

『家族で楽しむ　クイZOOランド』
07.29／19:30～20:42

動物園が今，様変わりしている。各地の動物園

であの手この手の「魅力的に見せるくふう」が凝

らされる一方で，地球環境の変化に伴って「かつ

てない重要な役割」が期待されるようになってい

る。番組では 3つのキーワードを軸に，進化する

動物園の魅力をクイズで楽しく紹介。飼育係の知

られざる苦労や動物の意外な素顔に迫る。家族や

大切な人といっしょに近くの動物園に足を運んで

みたくなる夏の特集。／出演：東野幸治（タレン

ト），小林千恵アナ，ちはる親子，北斗晶親子，

野々村真親子，村田浩一（日大教授）／青少年・

こども番組部

『今宵ゴージャス！』
07.29／22:00～22:43

小堺一機と戸田恵子がシナリオライターの夫婦

に扮
ふん

し，新しいシナリオを考えているところに，

さまざまなエンターテイナーたちが訪れ，すばら

しいパフォーマンスを披露するという，ミュージ

カル風な演出手法によるエンターテインメント番

組。／出演：小堺一機，戸田恵子，市村正親，川

平慈英，玉野和紀，HIDEBOH，早乙女太一／エ

ンターテインメント番組部

『ちょっと変だぞ日本の自然Ⅲ 風が吹けば〇〇
が…大変だSP』

07.30／19:30～20:42
「風が吹けばおけ屋がもうかる」のことわざの

ように，アジアの異変がまわりまわって日本の異

変にもつながる様子を描く。平均標高4,000mの

[チベット高原」で，ウサギの仲間が大発生。こ

の異変が日本の猛暑や豪雨と関係している。シベ

リアでは，永久凍土の表面が解け，湖がいくつも

出現。この異変が，日本の魚の減少につながる可

能性が指摘されている。／司会：恵俊彰，鎌倉千
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秋アナ／出演：西岡秀三（国立環境研参与），黛

まどか，ほか／科学・環境番組部，NEP

『広島発特集ドラマ　帽子』
08.02／21:00～22:28
10.10／22:00～23:28
02.08／16:00～17:28

広島の港町・呉に，戦前から続く帽子店がある。

春平は職人の誇りを受け継ぎ，長く学生帽を作っ

てきた。しかし最近注文は減り続け，物忘れも多

い。「ハサミが見当たらない」と警報ボタンを押

し，警備員の社員・吾朗を呼びつける毎日だ。春

平は，吾朗を捨てた母親が幼なじみの世津で，今，

ガンの末期にあると知る。胎内被爆という重い荷

物を抱える世津の兄のような存在だった春平。し

かし，世津は春平のもとを去った。世津が死を前

にしていると知り，春平は強引に吾朗を東京に連

れて行く。世津は意外にも幸せそうに暮らしてい

た。世津は40年前，春平が作った小さな水兵帽を

受け取っていた。春平の職人としての「誇り」が

込められた帽子。それは，世津にとって，辛い時

自分を支えてくれた大切なものだった。世津は，

その帽子を春平に見せる。春平の心に再び力が沸

き上がってくる…。／作：池端俊策／音楽：めい

なCo.／出演：緒形拳，玉山鉄二，田中裕子，岸

部一徳／広島局

『サラリーマンNEOシーズン 3 サマースペシ
ャル～2008夏スペシャル』

G 08.03／23:00～23:42
08.06／03:40～04:22

BS2 08.07／08:15～08:57
『サラリーマンNEOシーズン 3 』の夏期特集

として制作。シーズン 1で人気の高かったコント

シリーズの新作や企画コーナー「サラリンピック

2008」などで構成した。／ゲスト：小西真奈美，

冨士眞奈美／出演：生瀬勝久，入江雅人，山西惇，

八十田勇一，平泉成，野川由美子，田中要次，中

山祐一朗ほか／エンターテインメント番組部

『プロフェッショナル　仕事の流儀　スペシャル
宮崎駿のすべて～“ポニョ”密着300日』

08.05／22:00～23:28
映画監督・宮崎駿の 4年ぶりの新作「崖の上の

ポニョ」は，宮崎自身が「最後の長編」と語る，

宮崎アニメの集大成ともいえる作品。プロフェッ

ショナルでは， 2 年間，延べ300日にわたって宮

崎駿の創作の現場を記録。宮崎がヒロイン“ポニ

ョ”などキャラクターに思いを寄せ，徐々に成長

させていく独特の手法をはじめ，密着カメラだけ

が知り得た宮崎アニメの秘密を徹底的に解明。ま

た，これまでほとんど語られることのなかった宮

崎駿の半生を取材。原点とも言える幼少期の体験

から，過去の苦悩や挫折まで，知られざる人間・

宮崎駿の歩みにも焦点を当てた。88分の夏休みス

ペシャル。／司会：茂木健一郎，住吉美紀アナ／

語り：橋本さとし／経済・社会情報番組部

『あしたをつかめスペシャル～北京でドリーム
ズ・カム・トゥルー』

G 08.07／22:00～22:43
08.25／01:45～02:29

E 09.20／01:00～01:43
さまざまな職業で働く若者たちの姿を描く『あ

したをつかめ』の特集。今回は，オリンピックを

前に経済発展する北京で奮闘する日本の若者た

ち。視聴率30％の番組に出演する日本人女優や日

本式のラーメン店を展開しようとする飲食店経営

者，中国のブライダル文化を変えようと挑戦する

ウェディング・プランナーなど追う。彼らの夢は

かなうのか？／学校教育番組部

『かんさい特集～ちりとてちん外伝　まいご
3兄弟』

G 08.10／10:11～10:55
08.20／14:05～14:49

BS2 07.27／11:00～11:43
07年10月から08年 3 月まで放送博した『連続テ

レビ小説～ちりとてちん』の登場人物を使った外

伝ドラマ。本編の「ちりとてちん」で描かれなか

った，徒然亭の面々の珍道中。小浜から大阪へ帰

る途中で道に迷った 3兄弟が巻き起こす笑いと涙

の一夜の物語。（全 1 回）／作：藤本有紀／音楽

：佐橋俊彦／出演：桂吉弥，茂山宗彦，加藤虎之

介，青木崇高，徳田尚美，田村亮／大阪局

『NHKアーカイブス特集～記憶の扉　人のため
に生きる』

08.16／10:05～10:49
昭和30～40年代の人々の生きざまはけなげであ

る。この特集は“人のために懸命に生きる”こと

を誇りとしたある 3人の人物を記録した過去の番

組を再編集。俳優・藤村俊二さんがナレーター。

／ライツ・アーカイブスセンター

『テレ遊び　パフォー！サマーフェスティバル
2008』

08.27／00:10～00:59
世に眠れるクリエイティブ魂を発掘＆進化させ

るパフォー。番組ホームページへの投稿者とマス

ターがタッグを組み，公開収録で真夏の文化祭を

行った。／出演：テリー伊藤，ペナルティ，大沢

あかね，小倉優子，いきものがかり，スネオヘア

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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ー，電撃チョモランマ隊，COLOR，康本雅子，

小林千恵アナほか／青少年・こども番組部

『第40回　思い出のメロディー』
G・R1 08.30／19:30～20:50

／21:00～21:59
BS2 08.31／15:00～17:19

1969年に始まり，40回目を数えた夏恒例の大型

歌謡ステージ番組。08年度は，「歌こそ永遠の

愛」と題して，33組の歌手を迎え，視聴者からの

便りを紹介しながら思い出のヒット曲の数々を放

送した。前半は，歌手で作曲家の故浜口庫之助さ

んを特集したコーナーや青函連絡船就航100年を

記念した中継，そして後半は，東京タワー50年を

軸に50年前に日本を席
せっ

捲
けん

した石原裕次郎さんの特

集やウエスタンカーニバルのコーナーを企画する

など，バラエティー豊かな内容で，幅広い視聴者

層が楽しめる番組となった。 8 月 9 日NHKホー

ルで収録。／司会：松坂慶子，氷川きよし，阿部

渉アナ／出演：安西マリア，石川さゆり，五木ひ

ろし，内田明里，岡本敦郎，神楽坂浮子，研ナオ

コ，小柳ルミ子，坂本冬美，ジェロ，島倉千代子，

庄野真代，高田恭子，田代美代子・マヒナスター

ズ，鶴岡雅義と東京ロマンチカ，天童よしみ，中

条きよし，錦野旦，原田真二，氷川きよし，平尾

昌晃，ヒロシ＆キーボー，藤あや子，二葉百合子，

マイ・ペース，松坂慶子，水森かおり，ミッキ

ー・カーチス，宮史郎，守屋浩，森光子，泰葉，

山下敬二郎／ゲスト：青木功・チエ夫妻，石原ま

き子，渚まゆみ，森光子／エンターテインメント

番組部

『SONGS BESTセレクションⅣ』
08.31／00:10～01:39

07年 1 月の試作， 4 月の本放送から始まった

{SONGS』の中から，とっておきの「歌」をセ

レクトして再構成。名曲をたっぷりと紹介した。

寺尾聰「ルビーの指環」，松田聖子「あなたに逢

いたくて」，Mr.Children「GIFT」ほか。／出

演・ナレーション：菊池桃子／エンターテインメ

ント番組部

『NHK東西浪曲特選』
08.31／15:05～16:00

『浪曲特選』
012.14／15:05～16:00

東西第一級の浪曲師の十八番を， 7月に東京虎

ノ門・ニッショーホールで公開収録。 8月と12月

の 2回に分けて放送した。／出演と演目：松浦四

郎若「殉国～真説堺事件」，澤孝子「大新河岸

母子河童」（ 8月），国本武春「赤垣源蔵　徳利の

別れ」，東家三楽「甚五郎のうち　天王寺の巻」

(12月）／司会：水谷彰宏アナ／委託管理部，エ

ンターテインメント番組部，NEP

『久石譲in武道館～ナウシカからポニョまで・宮
崎アニメと共に歩んだ25年間』

G 08.31／17:00～17:54
BS2 09.23／19:45～21:28

「風の谷のナウシカ」から「崖の上のポニョ」

まで，宮崎駿監督作品の音楽を25年にわたって手

がけてきた久石譲が， 8月 4， 5日に日本武道館

で行った，ジブリ作品を一挙に演奏する感動のコ

ンサートの模様を伝えた番組。1,200人の大演奏

団と奏でたおなじみのナンバーは，ファミリー層

を中心に大きな反響を呼んだ。／出演：久石譲／

エンターテインメント番組部

『自民党総裁選関連特番』
9 月／随時

福田総理大臣の突然の辞任表明を受けて行われ

た新しい自民党総裁を選ぶ選挙戦の模様を特別番

組で伝えた。選挙期間中の「自民党総裁選共同記

者会見」「自民党総裁選公開討論会」などを生中

継で伝えたほか，麻生太郎新総裁の「総裁記者会

見」の模様を記者解説も交えて中継で伝えた。／

政経・国際番組部

『第38回NHK講談大会』
09.06／15:05～16:00

『講談特選』
12.20／15:05～16:00 

日本の伝統話芸，講談の名作を 7月に東京虎ノ

門・ニッショーホールで公開収録。 9月と12月の

2 回に分けて放送した。／出演と演目：神田紅

[紅恋　源氏物語」，一龍斎貞水「団蔵と多見之

助」（ 9月），田辺一鶴「高野長英」，宝井馬琴

[藤堂高虎　出世の白餅」（12月）／司会：水谷

彰宏アナ／委託管理部，エンターテインメント番

組部，NEP

『ケータイ大喜利スペシャル～SHIBUYA夏の
陣』

09.06／16:00～16:44
NHK初の若者向け公開イベント「ワンダース

トリート」に連動し公開収録を実施。イベント会

場から投稿を受け付け，投稿を終えた人々が「N

HKみんなの広場ふれあいホール」やけやき通り

特設ステージに集結。自分の投稿が読まれるかど

うか一喜一憂しながらの観覧となった。また，大

喜利最高位レジェンドオオギリーガーの人となり

を紹介する「レジェンド100文字作文」やNHKの

人気キャラクターななみちゃんを声のゲストに迎

NHK年鑑’09



総合：特集・特別番組

202

えた演出で深夜の生放送とは違った盛り上がりを

見せた。／出演：今田耕司，板尾創路，千原ジュ

ニア，塚原愛アナ，小林陽広アナ（福島局），な

なみちゃん／青少年・こども番組部

『NHKアーカイブス特集　ふるさと　里山～琵
琶湖畔にいのち輝く』

09.13／10:55～11:53
99年放送の『NHKスペシャル～映像詩“里山”

～覚えていますか　ふるさとの風景』のその後を

訪ねる。『NHKスペシャル』に出演していた写真

家・今森光彦さんと再び琵琶湖湖畔を歩き，その

変貌を通して改めて里山を守ることの大切さや難

しさを見つめた。／ライツ・アーカイブスセンタ

ー

『地
じ

頭
あたま

クイズ　ソクラテスの人事』
09.14／00:10～00:54

「日本国内にゴルフボールはいくつあるか？」

[サザエさん一家に高級オープンカーを買っても

らうにはどう営業しますか？」知識や経験に頼ら

ず，ゼロから発想し解決する力＝“地
じ

頭
あたま

力
りょく

”が今，

ビジネスで成功する能力として注目されている。

先が読めない時代，企業は人事採用の試験でさま

ざまな奇問を出題し，人材獲得競争を繰り広げて

いる。こうしたユニークな問題の数々に，タレン

ト，CMディレクター，学者，芸人，俳優…さま

ざまな分野の才能が挑戦。スタジオには実際に出

題している企業の人事担当者が集まり，出演者の

合否を直接判定する。今，世の中で求められてい

る能力とは？　本当の頭の良さとは？　新感覚の

クイズバラエティーを開発番組として放送した。

／司会：南原清隆，ほしのあき，高田純次／文

化・福祉番組部，NED

『ディロン～運命の犬ふたたび』
G 09.15／19:30～20:43
HV 11.15／16:00～17:13

06年土曜ドラマで放送した『ディロン～運命の

犬』のスペシャル版。セラピー犬を引退し，パー

トナーの里中麻利と穏やかに暮らすディロンはあ

る日，公園でひとりの老紳士と出会う。お年寄り

たちを集めて自作の詩を読むその老紳士の傍ら

に，ディロンは自然と寄り添うようになる。人の

心の痛みに敏感なディロンだけは，その老紳士が

抱える秘密に気づいていた。ディロンとの交流を

通して，「老いる」ということに優しく目を向け

る「敬老の日」スペシャルドラマ。／原案：井上

こみち／作：寺田敏雄／音楽：野崎美波／出演：

樋口可南子，大杉漣，関口知宏，平田満，宇津井

健，池内淳子／ドラマ番組部，NEP

『稲垣吾郎も感動　がんばれニッポン！ロボコン
世界大会』

09.23／19:30～20:43
アジア・太平洋地域の16の国と地域から選抜さ

れた学生たちが一堂に会して，独自のアイデアで

作ったロボットで競い合う，ロボコン世界大会・

ABUロボットコンテストが， 8 月，インドで開

催された。強豪チームに挑み，日本は再びモノづ

くり大国の実力を示すことができるのか。日本チ

ームの奮闘を描いた。／司会：神田愛花アナ／語

り：羽佐間道夫，山田賢治アナ／出演：稲垣吾郎

ほか／科学・環境番組部

『そもそも～生命保険』
09.28／23:30～00:14

現代社会で何かと話題になっている事象，“な

んだか最近おかしいぞ”と人々が感じている仕組

みの根源は何だったのかを探る教養バラエティ

ー。番組では，いわゆる不払い問題で揺れた生命

保険を題材に，そもそも制度は誰がどのように生

み出したのか，日本に根づいたのはいつごろなの

か，破
は

綻
たん

や不払い問題に陥った背景は何なのか，

取材VTRを交えてスタジオトークを展開した。

／出演：関口宏，林遣都／番組開発部

『名優・緒形拳さん逝く』
10.11／00:10～00:55

08年10月 5 日に亡くなった俳優の緒形拳さんを

しのぶ特別追悼番組。大河ドラマ『太閤記』をは

じめ，日本のテレビドラマ・映画文化を半世紀近

くにわたって牽
けん

引
いん

してきた名優・緒形拳。親しい

友人であった俳優・津川雅彦，脚本家・池端俊作

や，息子の幹太・直人が，故人の業績を振り返り，

その思い出を語り合った。／出演：津川雅彦，緒

形幹太，緒形直人，池端俊策／司会：加賀美幸子

／ドラマ番組部

『お仕事バラエティー　がんばれ！ジョブチく
ん』

10.13／19:30～19:58
さまざまな職業のちょっと意外な事実をクイズ

形式で紹介しながらトークを繰り広げるファミリ

ー向けスタジオバラエティー。特殊メイクを施し

たキャラクター・ジョブチ君が現場を訪れ，仕事

体験をしながら，その魅力を伝えた。テーマは，

スポーツ用品メーカー。スタジオにもスポーツメ

ーカーに勤める人が集合，その仕事ならではのユ

ーモラスな癖などをトークした。／司会：井ノ原

快彦，小林千恵アナ／解答者：石丸謙二郎，クワ

バタオハラ，庄司智春，細川茂樹，矢口真里／エ

ンターテインメント番組部
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『Education 2.0～激変する世界の教育』
10.18／15:05～15:49

今，デジタル技術の浸透が教育の世界を大きく

変えようとしている。インタラクションを使った

デジタル教育コンテンツがさまざまな教育の場面

で使われるようになり，学びそのものに変化をも

たらしているのだ。08年から教育コンテンツの国

際コンクールへとリニューアルした日本賞の応募

作品を織り交ぜつつ，世界の教育の地殻変動をリ

ポートする。／司会：ピーター・バラカン／出演

：斎藤孝，赤堀侃司／学校教育番組部

『NHK仙台放送局　開局80周年記念ドラマ～お
米のなみだ』

G 10.19／16:45～17:58
BS2 01.02／17:40～17:53

03.08／16:00～17:13
仙台局が13年ぶりに制作した地域発ドラマ。 5

月，月村みのりが所属する商社のコメ飼料課に，

東アジアが記録的な猛暑になり，コメが大凶作に

なるという極秘情報がもたらされた。比較的涼し

い東北の中山間地ならコメがとれるはずだと，青

田買いのために宮城を訪れたみのりと後輩の伊藤

健吾。しかし，コメを売ろうとしない農家のリー

ダー・矢萩豊蔵が立ちはだかる。「美しい田園風

景を守るために，地域の消費者と手を携えて米を

作っているから，商社に売ることは出来ない」と

豊蔵たちは青田売りを拒否する。交渉を続けるう

ち，みのりの知られざる過去が明らかになってい

く。／作：阿部美佳／音楽：小林洋平／出演：奥

田恵梨華，内野謙太，中村有志，阿藤快，黒部進，

鳴子温泉の皆さん，鬼首神楽保存会の皆さん／仙

台局

『特集番組　テレビの可能性　吉田直哉が残した
もの』

11.03／13:05～14:33
NHKの元ディレクターでドキュメンタリスト

の草分け・吉田直哉さんが亡くなった。吉田さん

が制作した番組を一つ一つ振り返りながら，そこ

に込められたテレビの可能性や使命を問い直し

た。／ライツ・アーカイブスセンター，社会番組

部，NEP

『不屈の者たちへ』
11.09／00:10～00:53

厳しい風が吹き続ける平成日本。人生のどん底

を経験しながらも，決してあきらめずに這
は

い上が

り，再生への道を歩もうとしている不屈の人々の

物語に迫るドキュメンタリー番組。今回は，自ら

経営していた会社を倒産させた後，56歳で全く経

験のないタクシー運転手となった男性が，トップ

クラスの売り上げを達成するまでの軌跡と現在の

姿を追い，深夜の放送にもかかわらず，大きな反

響を呼んだ。／出演：大杉漣，山本一力，伊東敏

恵アナ／番組開発部

『恋うた2008』
11.14／22:00～23:18

秋，そして冬を舞台にしたラブソングや珠玉の

バラードを，その曲にまつわるエピソードととも

に紹介。飛行船からのダイナミックな東京の夜景，

紅葉に燃える松島・円通院，箱根など，この季節

ならではの風景をバックに生中継で全国に感動の

パフォーマンスを届け，30代，40代の視聴者の支

持を得た。104スタジオをキーベースにした生放

送／中継：東京上空，晴海，箱根／出演：大塚愛，

コブクロ，東方神起，中島美嘉，レミオロメンほ

か／司会：長谷川京子，上田早苗・住吉美紀・小

野文惠アナ／エンターテインメント番組部

『お笑い新星誕生～平成20年度NHK新人演芸大
賞　演芸部門』

11.22／00:10～01:09
『お笑い新星誕生～平成20年度NHK新人演芸大
賞　落語部門』

11.24／15:35～16:44
1956年，NHK新人漫才コンクールとしてスタ

ートして以来，数々のお笑いスターを輩出してき

た若手芸人のための登竜門的コンクール。08年度

は演芸部門243組，落語部門60人が参加。漫才コ

ンビのナイツと落語家の三遊亭王楽がそれぞれ大

賞を受賞した。／司会：優木まおみ，高山哲哉ア

ナ／委託管理部，大阪局，NEP

『爆笑問題のニッポンの教養スペシャル　爆笑問
題×早稲田大学　平成の突破力～ニッポンを変
えますか？』

11.25／22:00～23:28
東大，慶応，京大と続いてきた爆問学問スペシ

ャル公開ライブ，今回は私学の雄・早稲田大学へ。

会場には500人を超える早大生と， 5 人の強力教

授陣，さらにスペシャルゲストとして早稲田大学

特任教授・田原総一朗も登場し，爆笑問題とトー

クバトルを繰り広げた。テーマは「平成の突破力」。

バブル崩壊，地下鉄サリン事件，構造改革，イン

ターネット普及，9.11…。社会も文化も激動し続

ける平成とはどんな時代なのか。かつて政治に燃

えた昭和世代とは違った形で，平成世代が時代を

変え突破していく力はどこにあるのか。笑いと怒

号が飛び交う中，平成を突破するヒントが明らか

に！／キャスター：爆笑問題／ゲスト：宮沢章夫

再 
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(演劇論・サブカルチャー論），高橋敏夫（現代

文学）ほか／文化・福祉番組部

『祝女』
11.28／23:00～23:29

さまざまな女性を主人公にしたショートストー

リー集。女性なら誰でもうなずくような日常生活

の瞬間を切り取り，職場仲間や友人同士，恋のラ

イバルなど，さまざまな人間関係の中で起こる悲

喜こもごもを描くオムニバス・コメディー。／出

演：友近，YOU，市川実和子，佐藤めぐみ，小

出早織，臼田あさ美，松木里菜ほか／エンターテ

インメント番組部

『ドキュメント　にっぽんの現場～さなぎの食堂
定食日記』

11.29／22:25～22:54
12.05／03:40～04:09

労働者の町・横浜市寿町にある「さなぎの食

堂」。日雇い労働者，単身生活のお年寄り，求職

中の中高年に300円の温かい定食を出し続ける。

低価格の秘密は規格外で売れない野菜，コンビニ

チェーンの弁当工場から提供されるおにぎりの具

など，さまざまな余剰食品。厨
ちゅう

房
ぼう

に立つ31歳の青

年シェフは，これを見事に生まれ変わらせる。番

組は，過酷な人生を過ごしてきた利用客と，シェ

フらの毎日に密着。不況の中で奮闘する食堂を描

く。／語り：塩野潤二／学校教育番組部

『時代劇スペシャル～母恋ひの記』
12.13／21:00～22:14

谷崎潤一郎の名作「少将滋幹の母」を，本格時

代劇ファンに向けドラマ化する。「母性」「老い」

をテーマに，あたかも現在に向けて書かれたかの

ような“旬”な設定。華麗なる平安王朝を舞台に，

理不尽に引き裂かれてしまった母子が，40年後に

再会を果たすまでの軌跡を，圧倒的な感動で描

く。／原作：谷崎潤一郎「少将滋幹の母」／脚本

：中島丈博／音楽：窪田ミナ／出演：黒木瞳，劇

団ひとり，内山理名，川久保拓司，本田博太郎，

大滝秀治，長塚京三／ドラマ番組部，NEP

『ブラタモリ』
12.14／00:20～01:03

街歩きの達人・タモリさんと共に東京をブラブ

ラと歩く探検散歩番組。街並みに残るさまざまな

歴史の痕跡から，意外な秘密が見えてくる…。今

回の舞台になったのは原宿の明治神宮・表参道界
かい

隈
わい

。今は世界的なファッションタウンとして知ら

れる原宿だが，かつては田んぼが広がる静かな土

地。タモリさんの目を通して歩くと街の激変が身

近なところから見えてくる。日本中から樹木を移

植し人工の森を作り上げたという明治神宮。今や

キャットストリートとして知られるオシャレな裏

通りに変身した渋谷川。表参道に残る造営時の石

垣の痕跡などを紹介した。／出演：タモリ，涌井

雅之，久保田祐佳アナ／番組開発部

『クイズ紅白歌合戦』
12.16／20:00～20:43

59回を迎えた『NHK紅白歌合戦』をテーマに

した生放送のクイズ番組。過去の秘蔵映像を駆使

したエピソードクイズ全 6 問を出題。あわせて，

大晦日の『紅白歌合戦』の見どころ紹介や視聴者

審査員の募集など，「紅白」紅白本編をPRするコ

ーナーも設けた。／司会：関根麻里，高山哲哉ア

ナ／クイズ出題者：北島三郎，ジェロ，五木ひろ

し／解答者：宇梶剛士，鈴木砂羽，トータルテン

ボスほか／エンターテインメント番組部

『時代劇スペシャル～花の誇り』
12.20／21:00～22:27

藤沢周平作品には稀
まれ

な女性主人公の物語を，ヒ

ロイン田鶴の執念の殺
た

陣
て

を見どころに，女の戦い

と愛を強く豊かに描いていく。幼なじみの田鶴と

三弥には因縁があった。田鶴の兄の新十郎は三弥

にふられて自害していた。十数年後， 2人の夫が

家老の座を争うことになる。三弥には負けたくな

い田鶴は気弱な夫の尻を叩く。やがて田鶴が刺客

に襲われた旅の侍を助けたことから， 2人は筆頭

家老の陰謀の渦に巻き込まれてしまう。旅の侍と

家士が殺され，田鶴はついに，小太刀を手に立ち

上がった。／原作：藤沢周平「花の誇り」（「榎屋

敷宵の春月」より「麦屋町昼下がり」所収）／脚

本：宮村優子／音楽：遠藤幹雄／出演:瀬戸朝香，
酒井美紀，田辺誠一，山口馬木也，葛山信吾，大

谷亮介，松金よね子，咲輝，遠藤憲一，石橋蓮司

／ドラマ番組部，NEP

『年忘れ漫才競演』
12.23／13:05～13:59

東京のベテランの漫才師たちを中心に，年の瀬

の午後のひとときを家族そろって漫才を楽しんで

もらう番組。浅草公会堂の舞台で披露された十八

番ネタのほか，漫才コンビのナイツがリポーター

となって，大衆演芸の街・浅草の見どころを紹介

した。／出演：内海桂子，青空球児・好児，あし

た順子・ひろし，昭和のいる・こいる，ぴろき，

ナイツほか／委託管理部，エンターテインメント

番組部，NEP

再 
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『大河ドラマ～篤姫　総集編』
（第 1回）12.26／19:30～20:43
（第 2回）12.27／19:30～20:43
（第 3回）12.27／21:00～21:58
（第 4回）12.28／19:30～20:43
（第 5回）12.28／21:00～21:55

幕末の江戸城大奥を総帥した天璋院篤姫の波乱

の生涯を描く歴史絵巻「篤姫」のハイライトシー

ンを 5 話に凝縮して 3 夜一挙放送。（全 5 回）／

原作：宮尾登美子「天璋院篤姫」／脚本：田渕久

美子／音楽：吉俣良／出演：宮闢あおい，瑛太，

小澤征悦，原田泰造，長塚京三，樋口可南子，松

坂慶子，高橋英樹，堺雅人，堀北真希，松田翔太，

江守徹，稲森いずみ，中村梅雀，中村メイコ，北

大路欣也ほか／語り：奈良岡朋子／ドラマ番組部

『沢田研二ライブ　人間60年ジュリー祭り　
IN 東京ドーム』

12.27／22:00～22:43
03.20／00:45～01:29

08年 6 月に還暦を迎えた沢田研二さん。それを

記念して，08年12月 3 日に東京ドームで80曲，約

7 時間にわたって行われたコンサートを，リハー

サルや舞台裏の映像なども交えながら放送した。

／出演：沢田研二／エンターテインメント番組部

『サラリーマンNEO 2008年冬“宴
うたげ

”』
12.27／22:45～23:28
01.02／01:55～02:38

『サラリーマンNEO シーズン 3 』の年末特

集として制作。スペシャルゲストを招いたオリジ

ナルコントや，人気のコントシリーズを，仕事納

めや忘年会の設定で送るといった趣向で展開し

た。また， 2年連続でノミネートされた国際エミ

ー賞授賞式イベントの模様も紹介。／ゲスト：松

坂慶子／出演：生瀬勝久，沢村一樹，田口浩正，

中越典子，入江雅人，山西惇，八十田勇一，堀内

敬子，池田鉄洋，原史奈，奥田恵梨華，中田有紀

ほか／エンターテインメント番組部

『NHKのど自慢　熱唱熱演名場面』
12.28／12:15～13:29

46年の開始以来，63年目を迎えた長寿番組『N

HKのど自慢』。 1 年間の放送の中から選
よ

りすぐ

りの名場面，とっておきのパフォーマンスの数々

を紹介した。さらに，印象的な出演者の後日談や，

のど自慢出場の裏に隠されたエピソードなどを交

えながら『NHKのど自慢』の08年度をバラエテ

ィー豊かに振り返った。／エンターテインメント

番組部

『耳をすませば～あの人からのメッセージ20
08』

12.29～31／06:15～06:44
激動の時代を走り抜け，人々にさまざまな感動

やメッセージを発信し続けた人たちが08年に数多

く亡くなった。生前に彼らが残した声や映像を再

構成し，残されたメッセージをどう受け継いでい

けばよいのか考えていった。BS2では，スタジオ

にゲストを招き，故人の残したメッセージを読み

解いていった。／ライツ・アーカイブスセンター

『瞳　総集編』
（前編）12.29／08:15～09:53
（後編）12.30／08:15～09:53

札幌でダンサーを目指すヒロイン・瞳は，祖母

の死を契機に上京し，「養育家庭」をしている祖

父との生活に飛び込む。若い里親として 3人の里

子たちと向き合い，心を通わせる中，「家族は与

えられるものではなく作るもの」だと気づく。そ

して，不仲だった祖父と母，離婚した父を瞳が再

び結び付ける「家族再生」の物語。前編「二十歳

の里親」，後編「祭りの町で」（全 2回）／作：鈴

木聡／音楽：山下康介／出演：榮倉奈々，飯島直

子，前田吟，菅井きん，篠井英介，小倉久寛，小

林正寛，闍田延彦，おかやまはじめ，眞木大輔，

安田顕，宇野実彩子，猪野学，春田純一，悠木千

帆，満島ひかり，田野アサミ，鈴木聖奈，吉武怜

朗，森迫永依，中村咲哉，香子，Q-TARO，勝

村政信，笹野高史，木の実ナナ，近藤正臣，西田

敏行ほか／ドラマ番組部

『いよいよ明日！紅白完全ガイド』
12.30／18:05～18:48

『第59回NHK紅白歌合戦』の生放送PR番組。

本番を明日に控えたNHKホール正面玄関の特設

セットから，前日にスタートしたリハーサルの最

新映像を交えて，紅白の見どころや準備の模様を

紹介。楽屋ロビーからは紅白司会者や出場歌手の

意気込みをインタビューした。さらに，紅白視聴

者審査員の募集や投票方法，紅白関連イベント

[紅白ロード」の紹介をした。／司会：関根麻里

(紅白応援隊・隊長），テリー伊藤・沢村一樹

(紅白応援隊・隊員），小林千恵アナ／ゲスト：

天童よしみ／紅白司会：仲間由紀恵，中居正広／

総合司会：松本和也アナ／エンターテインメント

番組部，NEP

『あの瞬間　あなたは…　ニュース総決算
2008』

12.30／19:30～20:58
08年はさまざまな形で暮らしが脅かされるニュ

再 

再 
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ースが相次いだ。その最たるものが，秋以降の金

融危機と，その後の雇用問題であろう。また，逮

捕された容疑者が“誰でもよかった”と供述する

通り魔事件が数多く起き，身の安全をどうやって

守っていけばいいのかという不安を強く抱かせら

れた。一方でノーベル賞の日本人同時受賞という

明るいニュースも印象に残った。こうした08年を

象徴する内外のニュースを，NHK取材による映

像・音声でVTRにまとめるだけでなく，スタジ

オにゲストを招いてトークを展開し，親しみやす

いプレゼンテーションの番組に構成した。取り上

げた主なニュース項目は以下のとおり。ノーベル

賞 4人同時受賞，金融危機と雇用不安，秋葉原通

り魔殺人事件，広がる食の不安（中国製冷凍ギョ

ーザ・汚染米），ねじれ国会の 1 年（ガソリン暫

定税率の期限切れと復活・日銀総裁人事・後期高

齢者医療制度・福田首相問責決議可決・福田首相

突然の辞任・麻生政権誕生），オバマ氏がアメリ

カ初の黒人大統領に当選，中国の 1年（四川大地

震・聖火リレーの混乱・北京オリンピック開催），

岩手・宮城内陸地震，相次いだ局地的な豪雨，亡

くなった人たちが残したメッセージ（赤塚不二夫

さん・遠藤実さん・緒形拳さん）ほか。／司会：

ベッキー（タレント），武田真一アナ／ナレーシ

ョン：兼清麻美・井上二郎アナ／ゲスト：石田衣

良（作家），勝間和代（経済評論家）／テレビニ

ュース部

『高専ロボットコンテスト2008 第21回　
輝け！　ロボコン大賞』

12.30／21:15～22:24
21回目を迎える全国高等専門学校ロボットコン

テスト（高専ロボコン）。全国62のキャンパスの

若きエンジニアたちが，アイデアと技術を凝らし

た手作りロボットで栄冠を目指した。今回のテー

マは“歩行”。創意工夫を凝らしたロボットたち

がフィールドで歩き出す。11月23日に東京・両国

国技館で開催された全国大会の模様を軸に，青春

をかけてロボコンに挑む若者たちの姿を交え，多

彩なスタジオゲストがその見どころをたっぷり紹

介する。／司会：神田愛花アナ／語り：田中信夫

／出演：稲垣吾郎，笑福亭笑瓶，眞鍋かをり，山

田五郎／科学・環境番組部

『いよいよ今夜！紅白最新情報』
12.31／11:20～11:53，14:55～15:00

16:55～17:00，17:55～18:00
『第59回NHK紅白歌合戦』の生放送PR番組。

NHKホールから出場歌手へのインタビューや準

備の模様など直前の臨場感を伝えた。合わせて視

聴者審査員の投票テストも行った。／司会：関根

麻里（紅白応援隊・隊長），テリー伊藤・沢村一

樹（紅白応援隊・隊員），小林千恵アナ／ゲスト

：川中美幸，北山たけし，はるな愛，藤岡藤巻と

大橋のぞみ，前川清，美川憲一，水森かおり，

WaT／紅白司会：仲間由紀恵，中居正広／総合

司会：松本和也アナ／エンターテインメント番組

部，NEP

『第59回NHK紅白歌合戦』
G・HV・BS2・R1 12.31／19:20～23:45

08年の日本歌謡界を代表する歌手と話題曲で構

成し， 1 年を締めくくる大型歌謡番組（NHKホ

ールから生放送）。第58回から60回までの 3 年間

でリニューアルを進めている。その中間年に当た

る今回のテーマは「歌の力・ひとの絆
きずな

」。歌を通

してつながる社会，世代，そして「ひと」を見つ

め直す紅白を目指した。司会陣は第57回に続き 2

回目の組み合わせとなる中居正広と仲間由紀恵を

起用。映画で夫婦役を演じた 2人の息の合った進

行は，大きな支持を得た。また，「崖の上のポニ

ョ」をはじめとする宮崎駿監督作品の音楽を，久

石譲が400人の演奏団と奏でた企画や，世界的ア

ーティスト・エンヤのアイルランドからの中継，

また，ブラジル移民100年を記念して，ブラジ

ル・サンパウロからの中継を実施し，話題となっ

た。一般視聴者の審査員参加も，58回に比べ，20

万票以上という飛躍的な増加を見せ，視聴者の番

組への高い関心を裏付けた。／司会：（紅組）仲

間由紀恵，（白組）中居正広，（総合司会）松本和

也・小野文惠アナ，（ラジオ中継）山田康弘・神

田愛花アナ／歌手：（紅組）aiko，青山テルマ，

秋元順子，絢香，アンジェラ・アキ，いきものが

かり，石川さゆり，大塚愛，川中美幸，GIRL

NEXT DOOR，倖田來未，伍代夏子，小林幸子，

坂本冬美，SPEED，天童よしみ，中島美嘉，中

村美律子，浜崎あゆみ，Perfume，一青窈，平原

綾香，藤あや子，藤岡藤巻と大橋のぞみ，水森か

おり，和田アキ子，（白組）秋川雅史，Aqua

Timez，五木ひろし，EXILE，北島三郎，北山

たけし，キマグレン，木山裕策，コブクロ，ジェ

ロ，羞恥心　with Pabo，SMAP，東方神起，

TOKIO，顴永英明，氷川きよし，平井堅，布施

明，ポルノグラフィティ，前川清，美川憲一，

Mr.Chi ldren，水谷豊，森進一，森山直太朗，

WaT／「蛍の光」指揮：平尾昌晃／ゲスト審査

員：上野由岐子，太田雄貴，姜尚中，高橋尚子，

妻夫木聡，堀北真希，松坂慶子，松本幸四郎，本

木雅弘，吉田沙保里／エンターテインメント番組
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部

『スタジオパークからおめでとう2009』
01.01／12:15～13:48

毎年，元日にお届けする450スタジオからの生

放送。09年は初めて，午後からの放送スタートと

なった。『正月時代劇』や『連続テレビ小説』の

出演者が番組ごとにチームを作り，09年のカレン

ダーで新年のトピックを展望しながら，それにま

つわるクイズやゲームを楽しむ新趣向を取り入れ

た。最高得点を挙げたチームは特別に番組PRの

時間を与えられるとあって，出演者たちの表情は

真剣そのもの。新春らしい華やかな演出で，家族

全員が楽しめるスタジオショーとした。／司会：

武内陶子・稲塚貴一アナ／委託管理部，NEP

『鶴瓶の家族に乾杯　お正月スペシャル』
01.01／19:20～20:43

“ぶっつけ本番”で全国の素
す

敵
てき

な家族と出会う

旅を繰り広げる『鶴瓶の家族に乾杯』の新春スペ

シャル版。ゲストは，元プロ野球選手の古田敦也。

[いろんな縁がある愛媛県の町で，のんびりした

旅がしたい」と，愛媛県伊予市でロケを行った。

／司会：笑福亭鶴瓶，小野文惠アナ／ゲスト：古

田敦也／ナレーション：久米明／エンターテイン

メント番組部

『着信御礼！ケータイ大喜利～お正月スペシャ
ル』

01.01／23:55～01:23
“お笑いマニア”の間で話題沸騰中のケータイ

大喜利が，初笑いの競争著しい正月特番に二度目

のエントリー。08年の正月に大爆笑をとった鉄板

企画・阿藤快さん，秀島史香さんを声のゲストに

迎え，120人のオーディエンスも交えての生放送

を行った。投稿本数は正月深夜にもかかわらず72

万本を記録し，全国の視聴者と共に“初笑い”を

満喫した。／出演：今田耕司，板尾創路，千原ジ

ュニア，チュートリアル，原幹恵，フォンチーほ

か／青少年・こども番組部

『なぜ？どうして？がおがおぶーっ！がいっぱ
い！ゆかいなどうぶつたちのヒミツ』

01.02／18:05～18:48
08年の夏に教育テレビで放送された絵本作家リ

ラ・プラップさん原作のユニークな動物クイズア

ニメ『なぜ？どうして？がおがおぶーっ！』の特

別番組。番組を見た子どもたちから寄せられた奇

想天外なクイズの答えや新作アニメも登場。リラ

さんのアトリエも動物たちが紹介した。／委託管

理部，NEP

『ダーウィンが来た！生きもの新伝説～見たい！
知りたい！新春　一押しスペシャル』

01.02／19:30～20:44
視聴者からの要望，質問に答える特集。スズメ

バチを襲うタカ，生きた化石シーラカンス，大ジ

ャンプで狩りをするメガネザル，逆さまで走るヤ

マネなど，視聴者が選んだ名場面を一挙公開。さ

らに質問には，ナレーター陣が，シカが海を渡っ

た慶良間諸島，ミーアキャットの生息地のカラハ

リ砂漠など，現場を訪ねて取材し回答した。／出

演・語り：桜井洋子・松本和也・中條誠子アナ／

科学・環境番組部，NEP

『正月ドラマ～福家警部補の挨拶』
01.02／21:00～22:28

直接委託の正月ドラマ。年齢不詳，社会性ゼロ，

しかし検挙率はナンバーワンの女性警部補が主役

の推理サスペンス。ある大学の准教授が殺害され

た。福家警部補は，かつて科警研で復顔法のエキ

スパートと言われた同僚の教授に疑いを持つ。部

下を振り回し，上司ににらまれながらも，抜群の

推理能力で捜査を開始。とぼけた中に鋭さを秘め

ながら教授と丁々発止の会話を繰り広げ，ついに

真相を突き止める。／原作：大倉崇裕／脚本：福

原充則／出演：永作博美，草刈正雄，小泉孝太郎

ほか／ソフト開発センター，メディアプルポ

『タビうた』
01.02／23:10～23:53

人気アーティスト 2組が，日本各地を旅して音

楽や人生を語り合い，その地域を代表する美しい

風景の中で楽曲を披露する。「絶景と音楽のコラ

ボレーション」を届ける新感覚の音楽番組。岩崎

宏美と平原綾香が長崎市を訪れ，浦上天主堂や国

立長崎原爆死没者追悼祈念館など，さまざまな歴

史を持つ風景の中で，代表曲「聖母たちのララバ

イ」「Jupiter」などを披露した。／出演：岩崎宏

美，平原綾香，MOTOKO／エンターテインメン

ト番組部

『初笑い東西寄席』
01.03／12:15～15:15

正月の午後のひとときを，寄席演芸でたっぷり

楽しんでもらう生中継番組。東京は，新宿末広亭，

上野鈴本演芸場，大阪は，なんばグランド花月，

通天閣劇場をそれぞれ結んだ 4 元生中継を行い，

東西を代表する一流の演芸人をそろえた。／出演

：三遊亭小遊三，ナイツ，マギー審司，柳家小三

治，オール阪神・巨人，トミーズ，横山ホットブ

ラザーズ，海原はるか・かなた，ほか／司会：爆

笑問題，林家正蔵，中川翔子，笑福亭仁鶴，友近，
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アメリカザリガニ，河島あみる／委託管理部，大

阪局，エンターテインメント番組部，NEP

『正月時代劇～陽炎の辻～居眠り磐音　江戸双紙
～スペシャル』

01.03／21:00～22:27
『土曜時代劇』で好評の「陽炎の辻」のスペシ

ャル版。江戸城の石垣修理を命じられた大名家が，

資金の借用を両替商の今津屋に頼み，磐音は今津

屋吉右衛門に従って 6千両の大金を江戸から伊豆

の石切場に運ぶ仕事を引き受けた。道中で大金を

狙う盗賊に襲われ，また，石垣工事の発注に絡み

巨額の賄
わい

賂
ろ

を取ろうとする幕府の作事奉行・原田

播磨守と磐音たちが対決。磐音たちの旅に，吉右

衛門の亡き妻・お艶に生き写しの謎の女・お絹が

同行し，原田との対決が思いがけない結果となっ

た。／原作：佐伯泰英「居眠り磐音　江戸双紙」

／脚本：尾西兼一／音楽：佐藤直紀／出演：山本

耕史，中越典子，檀れい，渡辺いっけい，宇梶剛

士，川村陽介，永澤俊矢，辰巳鞜郎，榎木孝明，

小松政夫，近藤正臣ほか／ドラマ番組部，NEP

『天地人がやって来た！～“愛”の源は“食”に
あり』

G 01.03／22:30～22:59
01.04／15:05～15:34
01.10／16:15～16:44

HV 01.03／08:30～08:59
01.04／12:30～12:59

BS2 01.04／17:00～17:29
放送が直前に迫った大河ドラマ『天地人』の魅

力や見どころを伝える特別番組。あき竹城さんと

パパイヤ鈴木さんが，兼続ゆかりの地である南魚

沼と米沢を旅し，その土地の“食”を味わった。

また，スタジオでは， 2人が持ち帰った土産の食

べ物を味わいながら，妻夫木聡さんほか，出演者

にドラマへの思いと意気込みを聞いた。／出演：

妻夫木聡，北村一輝，常盤貴子，玉山鉄二，相武

紗季，あき竹城，パパイヤ鈴木，森本健成アナ／

ドラマ番組部

『新春TV放談2009』
01.04／00:10～01:23

未曽有の不景気に揺れた08年の日本。そんな中，

模索を続けるテレビ業界の「今」を出演者たちが

それぞれの視点から熱く語った。テーマは「クイ

ズブーム」「ネタ番組ブーム」「ドラマのマルチ展

開ブーム」「ノンフィクションブーム」。民放各社

やテレビ情報誌の記者などにも取材を行い，他社

の番組名なども必要な情報はきちんと盛り込むジ

ャーナルな姿勢と，「トーク番組」として笑いの

つぼを押さえたバラエティー性がバランスよく盛

り込まれた番組となった。正月深夜の単発特番な

がら放送後の反響は大きく，新聞など他メディア

からも高く評価された。／司会：千原ジュニア，

塚原愛アナ／出演：テリー伊藤，茂木健一郎，箭

内道彦，ケンドーコバヤシ，五月女ケイ子ほか／

青少年・こども番組部

『もっと知りたいノーベル賞　小林さん・益川さ
んにとことんQ』

01.05／19:30～20:43
日本人に大きな希望を与えた 4人のノーベル賞

受賞だが，その研究内容や人となりは，あまり知

られていない部分も多い。番組では受賞した小林

誠・益川敏英両博士をスタジオに招き，50人の若

者からの質問に答えてもらいながら，受賞理由と

なった研究とその背景などをわかりやすく解説。

アメリカ在住の下村脩博士と南部陽一郎博士につ

いてもこれまで知られていなかったエピソードを

掘り起こし紹介した。／司会：松本和也アナ，安

めぐみ／出演：小林誠，益川敏英ほか／語り：窪

田等，加藤優子／科学・環境番組部，科学文化部，

名古屋局

『テレ遊び　パフォー！～初笑い　五番勝負』
01.07／00:10～00:59

お笑い界の最前線「よしもと∞ホール」にパフ

ォーアマチュア芸人が道場破りを仕掛ける。漫才，

コント，ピン芸，大喜利，ものボケの真剣五番勝

負。／出演：テリー伊藤，ペナルティ，大沢あか

ね，フットボールアワー，ものいい，小林千恵ア

ナほか／青少年・こども番組部

『ETV50～子どもサポートネット　親と子の現
場から』

1.09／22:00～22:49
ETV50周年にあわせて行う公共放送キャンペ

ーン「子どもサポートネット」のプロローグ番組。

／文化・福祉番組部／⇒p.000

『あしたをつかめスペシャル～日本の食はオレた
ちに任せろ！私たちが作るぞ！』

G 01.12／08:35～09:48
03.07／01:05～02:19

E 01.31／15:00～16:13
『あしたをつかめ』のスペシャル版。最近，農

業や漁業の世界に飛び込む若者が目立っている。

山梨の「農業の学校」で学ぶ若者たち。富山のブ

リ漁師20歳。北海道で農家として独立する24歳。

鹿児島でイチゴ農家になって 3年目30歳。彼らは

何に魅力を感じ，何を夢見ているのか。さらに08

年に成人式を迎えた福原愛さんや多部未華子さん

再 

再 

再 

再 

再 
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ら有名人からもメッセージが。20代の若者が夢や

希望を熱く語る！／学校教育番組部

『爆笑問題のニッポンの教養　成人の日スペシャ
ル～“大人になる”ということ』

01.12／19:30～19:59
03.17／23:00～23:29

09年，平成元年に生まれた子どもたちが成人の

日を迎えた。彼らを待ち受けていたのは，より一

層先鋭化するかに見える格差社会，若者から働く

場を奪う世界同時不況…。彼らは，どんな“大人”

として，この先行き不透明な世の中を生きて行け

ばいいのか。爆笑問題が迎えるゲストは，ジャー

ナリスト・立花隆やコピーライター・糸井重里な

ど豪華な顔ぶれ。そもそも“大人になる”とは，

どういうことなのか？　“大人”という言葉には

収まりきらないオトナの現実を見つめる21世紀の

新“大人”論。しなやかに，そして鋭くあなたの

胸に突き刺さる番組。／キャスター：爆笑問題／

ゲスト：矢口真里（タレント・歌手）ほか／文

化・福祉番組部

『NHKアーカイブス特集　安田講堂落城
～“あの日”から40年　学生たちのその後』

01.17／10:05～11:25
69年 1 月18日，東大医学部のインターン制問題

に端を発した大学紛争の激化の中で，学生たちが

立てこもった安田講堂が封鎖解除された。この紛

争では300人を超える学生が逮捕された。あれか

ら40年。NHKに残された映像を手がかりに彼ら

の人生は一体何だったのかを探った。／ライツ・

アーカイブスセンター　

『ふたごの不思議に学べ！～老化予防から子育て
まで』

02.11／19:30～20:43
ふたごに関する研究が世界的に盛んになってい

る。遺伝子が全く同じである一卵性のふたごに注

目することで，ヒトの資質や病気などに遺伝の要

素と生まれてからの環境の要素がどのぐらい影響

するのかを探ろうというのである。ふたごの人生

の軌跡をたどりつつ，教育や病気，生き方などに

ついてさまざまなことを教えてくれるふたごの不

思議に迫った。／司会：陣内智則，神田愛花アナ

／出演：中村桂子（生命科学者），三倉茉奈，三

倉佳奈ほか／語り：中條誠子アナ，羽佐間道夫／

科学・環境番組部，NEP

『特集ドラマ～お買い物』
02.14／21:00～22:13

福島の農村から東京・渋谷へ老夫婦が「お買い

物」に出かける。それだけなのに 2人にとっては

大冒険。そんな日常的な風景を，独特のユーモア

と歯切れの良い会話で描くロードムービー。平成

19年度岸田國士戯曲賞を32歳の若さで受賞した前

田司郎が，初めて本格的にテレビのために脚本を

書き下ろした。／作：前田司郎／音楽：BANA

NA／出演：久米明，渡辺美佐子，市川実日子，

山口美也子，山中聡，宗近晴見，志賀廣太郎，黒

田大輔，後藤飛鳥，ふるごおり雅浩／ドラマ番組

部

『第42回NHK福祉大相撲～おたのしみ歌くら
べ』

02.21／17:14～17:59
42回目を迎えた『福祉大相撲』は，障害のある

方やお年寄りへの福祉事業の一環として開催・放

送され，相撲ファンのみならず幅広い視聴者から

親しまれている。番組では国技館の特設ステージ

で行われた人気力士と女性歌手による「おたのし

み歌くらべ」の模様を放送し，NHKの福祉事業

への貢献を，視聴者に向けて広くアピールした。

2 月11日両国国技館にて収録。／出演：岩木山，

鶴竜，豪風，豊ノ島，三保ヶ関親方，石原詢子，

川中美幸，坂本冬美，神野美伽，藤あや子／司会

：山田康弘アナ／演奏：松本文男とミュージッ

ク・メイカーズ／エンターテインメント番組部，

NEP

『ドラマ「ガラス色の恋人」～第32回創作テレ
ビドラマ大賞　受賞作』

02.21／21:00～21:43
水中カメラマンの恋人・英貴を海の事故で失っ

た美波は，かつて英貴と訪ねた沖縄の琉球ガラス

工房で働きながら傷を癒やそうとしていた。ある

日，工房で働きたいと，年下の大学生・月野が現

れる。月野の明るさは，美波の閉ざされていた心

を少しずつ開いていく。美波は，月野の協力でコ

ンクールに参加するためのガラス作品作りに取り

組む。ようやく英貴の死を乗り越えることができ

ると思う美波だったが，英貴の命日に沖縄を訪れ

た英貴の母・久枝は，美波と月野に思いがけない

ものをもたらす。沖縄を舞台に傷ついた 2人の出

会いと再生を描く，命の物語。／作：野条美由紀

／音楽：梅林茂，宮野幸子／出演：吹石一恵，崎

本大海，瀬川亮，永島暎子，大地康雄／ドラマ番

組部，NEP

『テレ遊び　パフォー！～怪獣映画スペシャル』
02.25／00:10～00:59

オリジナル怪獣デザインの完結編。みうらじゅ

ん監修のもと，最優秀に選ばれた投稿者の 1枚の

イラスト「ゲハラ」から樋口真嗣を製作総指揮に
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迎えて，怪獣映画を製作。投稿者たちが奮闘した

映画メイキング・ドキュメントと上映会の模様も

交えて放送した。／出演：ペナルティ，大沢あか

ね，佐野史郎，田口トモロヲほか／青少年・こど

も番組部

『ドラマスペシャル　白洲次郎』
G （第1回）02.28／21:00～22:29
（第2回）03.07／21:00～22:30

HV（第1回）02.28／17:00～18:29
（第2回）03.07／17:00～18:29

白洲次郎（伊勢谷友介）は，教師にも平気で反

発する「傲
ごう

慢
まん

で驕
きょう

慢
まん

」な少年だったが，英国ケン

ブリッジ大学に留学，運命の友人・貴族のロビン

と出会い，真のジェントルマン道に触れた。帰国

後，正子（中谷美紀）との運命的な恋と結婚をき

っかけに近衛文麿（岸部一徳）や吉田茂（原田芳

雄）と親交を深めた次郎は，戦争回避のための政

治活動にのめりこむが，やがて開戦。次郎は正子

と鶴川のカントリーライフを決意。鶴川の武相荘

で，次郎は正子と子どもたちと疎開暮らしを始め

た。終戦後，吉田茂は，次郎を終戦連絡事務局次

長に抜
ばっ

擢
てき

，GHQと対決する最前線に送り込んだ。

流暢
りゅうちょう

な英語を武器に占領軍と渡り合う次郎は「従

順ならざる唯一の日本人」と呼ばれた。戦犯指名

された近衛文麿が自殺を遂げた。近衛を救えなか

った次郎は，クリスマスの夜，ついにマッカーサ

ーへの怒りを爆発させた。（全 3 回）／原案：北

康利「占領を背負った男」，牧山桂子「次郎と正

子」／脚本：（第 1 回）大友啓史，（第 2 回）大

友啓史，近衛はな／音楽：大友良英／出演：伊勢

谷友介，中谷美紀，原田芳雄，岸部一徳，奥田瑛

二，原田美枝子，市川亀治郎，石丸幹二，高良健

吾，塩見三省，高橋克実，神山繁，中原丈雄，田

中哲司／ドラマ番組部

『music trip』
03.01／00:35～01:04

手軽に何千曲も入るデジタルオーディオプレイ

ヤーを持って旅をしながら，出会った風景・人

物・出来事に合う音楽を，旅の現場で考え，音楽

で旅の記録を心に刻む番組。今回はソムリエの田

崎真也が熱海を旅し，アンジェラ・アキ「手紙～

拝啓　十五の君へ」や「チャングム」の曲などを

選曲した。『番組たまご』の 1 本として放送。／

出演：田崎真也／エンターテインメント番組部

『ふるさとの食　にっぽんの食～たべもの名人に
会える旅』

03.07／10:05～11:54
NHK食料プロジェクトの特集番組。渋谷の放

送センター前のイベント会場「ふるさとの食にっ

ぽんの食　全国フェスティバル」と連動しながら

[食のいま」を考える生放送。08年度は全国各地

のたべもの名人を，俳優・永島敏行さんと高山哲

哉アナウンサーが訪ね，日本の農業・漁業を支え

ている人々の素顔を紹介した。また，福岡県志摩

町からは，春のハーブ畑と珍しい新野菜の収穫の

模様を生放送で伝えた。／司会：高山哲哉アナ，

永島敏行／出演：相田翔子，大桃美代子，奥薗壽

子／生活・食料番組部

『平成20年度　NHKのど自慢　チャンピオン大
会』

G・R1 03.14／19:30～20:59
08年度に実施した『NHKのど自慢』のチャン

ピオン44組から15組を厳選，NHKホールから生

放送で実施，グランドチャンピオンを決定。／審

査員：荒木とよひさ，上沼恵美子，弦哲也，半田

健人，真琴つばさ，黛まどか，近藤保博エンター

テインメント番組部長／司会：徳田章アナ／グラ

ンドチャンピオン「三日月」（井口美優さん），優

秀賞「ありがとう…感謝」（石田淳一さん），「残

酷な天使のテーゼ」（鐘築千穂さん）／エンター

テインメント番組部

『総理にきく』
03.15／15:05～15:45

麻生総理大臣に，内閣支持率の低迷や衆議院の

解散・総選挙，西松建設の政治献金をめぐる事件

や追加の経済対策，ソマリア沖の海賊対策などに

ついて，日本商工会議所会頭の岡村正さん，演出

家のテリー伊藤さんを交えて，生インタビューで

迫った。／司会：神志名泰裕解説委員，小郷知子

アナ／政経・国際番組部

『爆笑オンエアバトル第　11回チャンピオン大
会ファイナル』

03.19／22:00～23:27
『爆笑オンエアバトル』で 1年間にわたり繰り

広げられた，笑いのバトルの年間王者を決するチ

ャンピオン大会。08年度の成績上位者20組による

セミファイナルを勝ち抜いた10組がファイナルに

進出。07年の覇者・トータルテンボスが11代目チ

ャンピオンに輝き，連覇を達成した。埼玉県戸田

市で公開収録。／司会：小松宏司アナ／委託管理

部，エンターテインメント番組部，NEP

『天地人がやって来た！ 2 ～愛の源は“出会い”
にあり』

03.23／19:32～20:00
04.05／15:37～16:05

1 月 3 日に放送し，好評を博した紀行バラエテ

再 
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ィー『天地人がやって来た！～“愛”の源は“食”

にあり』の続編。高嶋政伸さんと与六役で人気の

加藤清史郎くんが，出会いを求めて，ドラマの舞

台になった南魚沼と上越を旅した。また，スタジ

オでは，出演者に番組の裏話やこれからの見どこ

ろと，意気込みを聞いた。／出演：妻夫木聡，上

地雄輔，比嘉愛未，小泉孝太郎，東幹久，加藤清

史郎，高嶋政伸，森本健成アナ／ドラマ番組部

『家族で選ぶにっぽんの歌』
03.24／19:30～20:43

NHKの番組モニターに協力して頂いている視

聴者約600家族に「あなたの元気がでる歌は」「青

春，卒業式で思い浮かぶ歌は」などのアンケート

を実施し，時代を越えて家族で楽しめる名曲の

数々を華やかなステージ演出で紹介した番組。今

回で15回目。／司会：伊東四朗，柴田理恵，中川

翔子／出演：秋川雅史，岩崎宏美，岩崎良美，北

島三郎，大事MANブラザーズオーケストラ，夏

川りみ，氷川きよし，ペギー葉山，三倉茉奈・佳

奈，水木一郎，森進一，渡辺美里／エンターテイ

ンメント番組部

『爆笑問題のニッポンの教養スペシャル　ニッポ
ン！チャチャチャ』

03.24／22:20～23:45
「日本」とは何か？「日本人」とはなにか？

{爆笑問題のニッポンの教養』各回でしばしば話

題となったテーマについて，これまで出演した個

性派教授たちに新ゲストも交え，大討論会を開催。

場所は，都内のとある日本家屋。政治学，言語学，

ウイルス学，人類学など，それぞれの学問分野か

ら見た，今現在の日本はどんな形をしているの

か？　ふだん交わることのない異分野の学者たち

が意見を戦わせ，化学変化を起こしながら，曖
あい

昧
まい

模
も

糊
こ

とした日本の未来像を展望した。／キャスタ

ー：爆笑問題／ゲスト：姜尚中（東京大学教授），

川勝平太（静岡文化芸術大学学長），山口仲美

(明治大学教授）ほか／文化・福祉番組部

『春うた2009』
03.25／19:30～20:42

卒業・就職など，出会いと別れの季節である春

に，平成生まれのヒット曲・名曲で旅立つ人へエ

ールを贈る音楽番組。紹介した各曲にまつわるエ

ピソードをドキュメントとして織り込み，また，

満開の桜の下からダイナミックな中継など趣向を

凝らした演出で，30代，40代の視聴者の大きな支

持を得た。NHKのスタジオ104をキーベースにし

た生放送。／中継：新宿区・中野区・京都市ほ

か／出演：アンジェラ・アキ，いきものがかり，

EXILE，東方神起，Perfumeほか／司会：上田早

苗・住吉美紀アナ／エンターテインメント番組部

『NHK・RTHK共同制作ドラマ「幸福
しあわせ

のスープ
はいかが？」』

（前編）03.26／22:00～22:43
（後編）03.27／22:00～22:43

“家族の絆
きずな

”に揺れる，日本と香港の若い男女。

英国統治から中国に返還となったこの10年，香港

の人々は「祖国・故郷とは？」といったメンタル

な問題を抱え続けてきた。この思いは，大きく変

わり続ける社会の一線で揺れる，日本の若き社会

人とも相容れる。このドラマは，まったく違った

生活文化を背景に，また，恋愛模様を縦糸に，

NHK・RTHK双方の新鋭ディレクターによる今

日的なヒューマン・ドラマとした。田尾哲也（成

宮寛貴）は日雇い仕事で生活費を稼ぐ毎日に嫌気

がさし，逃げるように旅立った香港でメイラン

(アニー・リウ）と出会う。メイランの爺ちゃん

(ウー・マー）は香港庶民料理・魚
ぎょ

旦
たん

粉
ふん

の店を営

んでいるが，病気で倒れ店の客は減ってしまった。

さらに再開発のため店も家も手放さなければなら

ないと涙するメイランに心惹
ひ

かれた哲也は，魚旦

粉の復活を誓う。そして香川のさぬきうどん店を

営む父母（塩見三省・風吹ジュン）を訪ね，スー

プの秘伝を学ぼうとする。／作：陳志樺（マン・

チャン）／音楽：森英治／出演：成宮寛貴，劉心

悠（アニー・リウ），風吹ジュン，塩見三省，午

馬（ウー・マー），元秋（ユン・チウ），山崎裕太，

森崎博之，音尾琢真／ドラマ番組部
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