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1．データ放送

ここでは，総合テレビと教育テレビ，デジタル衛星ハ
イビジョンで，随時編成した「独立型データ放送番組」
と特集編成した「独立型データ放送番組」，さらに「番
組連動型データ放送を実施した特集番組」と「番組連動
型データ放送を実施した定時番組」「双方向型データ放
送実施の定時番組」を掲載した。

〔*は双方向番組，数字は編成した月日〕

1．総合テレビ（12セグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『台風情報』
（ 2号）05.08～13 （ 3 ・ 4 号）05.15～20
（ 5 号）05.27～06.03 （ 6 号）06.19～26
（ 7 号）07.15～21 （ 8 号）07.25～29
（11号）08.15～17 （12号）08.18～21
（13号）09.09～20 （14号）09.19～22
（15号）09.24～10.01 （17号）09.30～10.03

『大雨情報』
04.07～08，04.16～19，05.19～20，05.24～25
5.28～29，06.08～09，06.10～12，06.20～23

6.27～30，07.07～09，07.28～29，07.29，08.01～04
8.16～18，08.18～19，08.20～21，08.23～25

8.28～31，09.02～03，09.21～22，10.23～24，03.13
『その他気象に関する情報』
「大雪情報」 12.25～28，01.09～11
「暴風・大雪情報」 2.19～21
「暴風情報」 01.30～02.01，02.13～14，03.13～15
「黄砂情報」 02.12，03.16～18
『地震・津波情報』 （随時）
『福田改造内閣組閣』 08.02～03
『麻生内閣組閣』 09.24～25
『衆院山口 2区補選』 04.27～28
【特集編成した「独立型データ放送」】
『広島特集ドラマ　帽子』 07.28～08.01
『かんさい特集　ちりとてちん外伝』

8.05～07，08.09～10
『第59回NHK紅白歌合戦』 012.02～01.05
『大河ドラマ　篤姫・総集編』 012.19～28
『高校野球　センバツ』 03.13～04.03
『高校野球　夏　地方大会』 06.13～08.01
『高校野球　夏　本大会』 08.01～19
『北京オリンピック』 7.10～08.25
『全国高校駅伝』 12.21～22
『都道府県対抗女子駅伝』 01.11～12
『都道府県対抗男子駅伝』 01.18～19
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『かんさい特集　ちりとてちん外伝』 8.10
『クイズ紅白歌合戦』 12.16
『第59回NHK紅白歌合戦』 12.31*
『大リーグ』

4.10，04.14，05.05，05.24，07.03，08.27

9.04，09.20，09.23
『北京オリンピック』 8.24
『全国高校駅伝』 12.21
『都道府県対抗女子駅伝』 01.11
『都道府県対抗男子駅伝』 01.18

2．総合テレビ（ワンセグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『地震・津波情報』 （随時）
【特集編成した「独立型データ放送」】
『第59回NHK紅白歌合戦』 012.02～01.05
『大リーグ』 03.25～10.31
『高校野球　センバツ』 03.19～04.03
『高校野球　夏　地方大会』 07.22～08.01
『高校野球　夏　本大会』 08.01～19
『北京オリンピック』 8.01～25
『全国高校駅伝』 12.21～22
『都道府県対抗女子駅伝』 01.11～12
『都道府県対抗男子駅伝』 01.18～19
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『第59回NHK紅白歌合戦』 012.31*
『北京オリンピック』 8.06～07，08.09～24
『全国高校駅伝』 12.21
『都道府県対抗女子駅伝』 01.11
『都道府県対抗男子駅伝』 01.18

3．教育テレビ（12セグ）
該当番組無し

4．デジタル教育テレビ（ワンセグ）
該当番組無し

5．デジタル衛星ハイビジョン
【随時編成した「独立型データ放送」】
『台風情報』
（ 2号）05.08～13 （ 3 ・ 4 号）05.15～20
（ 5 号）05.27～06.03 （ 6 号）06.19～26
（ 7 号）07.15～21 （ 8 号）07.25～29
（11号）08.15～17 （12号）08.18～21
（13号）09.09～20 （14号）09.19～22
（15号）09.24～10.01 （17号）09.30～10.03

『大雨情報』
04.07～08，04.16～19，05.19～20，05.24～25
5.28～29，06.08～09，06.10～12，06.20～23

6.27～30，07.07～09，07.28～29，07.29，08.01～04
8.16～18，08.18～19，08.20～21，08.23～25

8.28～31，09.02～03，09.21～22，10.23～24，03.13
『その他気象に関する情報』
「大雪情報」 12.25～28，01.09～11
「暴風・大雪情報」 2.19～21
「暴風情報」 1.30～02.01，02.13～14，03.13～15
「黄砂情報」 2.12，03.16～18
『地震・津波情報』 （随時）

補完放送一覧（2008年度）放送
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『福田改造内閣組閣』 8.02～03
『麻生内閣組閣』 9.24～25
『徳島市長選』 4.06～07
『衆院山口 2区補選』 4.27～28
『鹿児島県知事選』 7.13～14
『山口県知事選』 8.03～04
『新潟県知事選』 10.19～20
『富山県知事選』 10.19～20
『岡山県知事選』 10.26～27
『宇都宮市長選』 11.16～17
『那覇市長選』 11.16～17
『栃木県知事選』 11.16～17
『鹿児島市長選』 11.30～12.01
『山形県知事選』 1.25～26
『岐阜県知事選』 1.25～26
『岐阜市長選』 1.25～26
『千葉県知事選』 3.29～30
【特集編成した「独立型データ放送」】
『BS20歳の名作集』 3.01～31
『大リーグ』 3.24～11.04
『大リーグ　オフシーズン』 12.24～04.03
『プロ野球』 3.20～11.10
『プロ野球選手名鑑』 3.20～11.10
『プロ野球　オフシーズン』 12.24～04.03
『Jリーグ』 3.07～12.16
『大相撲』

05.11～26（夏場所） 07.11～28（名古屋場所）
09.12～29（秋場所） 11.07～24（九州場所）
01.09～26（初場所） 03.13～30（春場所）

『高校野球　センバツ』 3.13～04.03
『高校野球　夏　地方大会』 6.13～08.01
『高校野球　夏　本大会』 8.01～19
『北京オリンピック』 7.10～08.25
『天皇杯サッカー』 11.14～01.05
『NHK杯フィギュア』 11.25～12.05
『全国高校駅伝』 12.21～22
『都道府県対抗女子駅伝』 1.11～12
『都道府県対抗男子駅伝』 1.18～19
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『世界一周！地球に触れるエコ大紀行』

8.03～06，09.01～04，01.19～22，01.26～29
『第59回NHK紅白歌合戦』 12.31*
『夢の美術館　江戸の名画100選』 1.02，02.22～24
『東京国立博物館　研究員が選ぶ12部門ベスト 3』 3.19
『北京オリンピック』 8.09～22，08.24
『全国高校駅伝』 12.21
『都道府県対抗女子駅伝』 1.11
『都道府県対抗男子駅伝』 1.18

2．文字放送・字幕放送

1．テレビ文字放送定時番組
900# NHK目次（000#）
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
918# ふるさとネットワーク
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

2．字幕放送番組
○定時番組（08年度 4月改定期）
総合テレビ
<新規〉『アニメ　彩雲国物語 2 』，『きょうの料理プラ
ス』，『さんぷんまる』，『趣味の園芸プラス』，『スポーツ
大陸』，『太王四神記』，『地球エコ2008』，『デジタルQ』，
{デスパレートな妻たち 2 』，『東京カワイイ★TV』，
{ドキュメント挑戦』，『とくせん』（随時），『トップラ
ンナー』，『土曜時代劇』，『ドラマ 8』，『ニュース（17時
台）』，『星新一　ショートショート』，『ミッドナイト
Y』（随時），『わたしが子どもだったころ』
<継続〉『アートエンターテインメント　迷宮美術館』，
{あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』，『篤姫』，『いよ
っ日本一！』，『NHKアーカイブス』，『NHK映像ファイ
ル　あの人に会いたい』，『NHK歌謡コンサート』，『NH
Kスペシャル』，『NHKニュース　おはよう日本』（一部），
{NHKニュース 7 』，『地域発！ぐるっと日本』，『大相
撲』，『解体新ショー』，『課外授業　ようこそ先輩』，『き
よしとこの夜』，『月刊　やさい通信』，『サラリーマン
NEO』，『さわやか自然百景』，『産地発！たべもの一直
線』，『趣味悠々選』，『食彩浪漫』，『知るを楽しむ選』，
{新日本紀行ふたたび～NHKアーカイブス』，『シリー
ズ世界遺産100』，『絶景　日本の名峰』，『世界ふれあい
街歩き』，『その時　歴史が動いた』，『それいけ！民謡う
た祭り』，『SONGS』，『ダーウィンが来た！生きもの新
伝説』，『ためしてガッテン』，『探検ロマン世界遺産』，
{小さな旅』，『鶴瓶の家族に乾杯』，『テレビ体操』，『と
っておき世界遺産100』，『ドキュメント　にっぽんの現
場』，『土曜ドラマ』，『難問解決！ご近所の底力』，『日本
の話芸』，『ニュース』（正午），『ニュースウオッチ 9 』，
{熱中時間』，『爆笑オンエアバトル』，『爆笑問題のニッ
ポンの教養』，『パパサウルス』，『バラエティー生活笑百
科』，『びっくり法律旅行社』，『美の壺』，『連続テレビ小
説～瞳』，『百歳バンザイ！』，『ふだん着の温泉』，『プレ
ミアム10』（随時），『プロフェッショナル　仕事の流儀』，
{三つのたまご』，『MUSIC JAPAN』，『ミッドナイト
チャンネル』（随時），『みんなの体操』，『笑いがいちば
ん』

教育テレビ
<新規〉『アニメ　おじゃる丸　選』，『アニメ　精霊の
守り人』，『アニメ　忍たま乱太郎　選』，『ETVワイド
ともに生きる』（随時），『海外ドラマ　気分はぐるぐる』，

734NHK年鑑’09



資料編・NHK

{こんなステキなにっぽんが』，『ストレッチマン 2 』，
{知るを楽しむ』，『週刊　日本の名峰』，『趣味の園芸
やさいの時間』，『趣味の園芸ビギナーズ』，『伝える極意』，
{にっぽん心の仏像』，『見える歴史』，『みてハッスル☆
きいてハッスル』，『めざせ！会社の星』
<継続〉『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』，『アニ
メ　おじゃる丸』，『アニメ　電脳コイル』，『アニメ　テ
レパシー少女蘭』，『アニメ　忍たま乱太郎』，『アニメ
メジャー』，『アニメ　南の島の小さな飛行機バーディ
ー』，『ETV特集』，『NHK映像ファイル　あの人に会い
たい』，『NHKみんなの手話』，『おこめ』，『おしゃれ工
房』，『おはなしのくに』，『課外授業　ようこそ先輩』，
{きょうの健康』，『きょうの料理』，『きょうの料理ビギ
ナーズ』，『きらっといきる』，『クインテット』，『クイン
テットプチ』，『こどもにんぎょう劇場』，『さわやか 3組』，
{さわやか自然百景』，『趣味の園芸』，『趣味悠々』，『食
彩浪漫』，『しらべてゴー！』，『すくすく子育て』，『中学
生日記』，『ティーンズTV 地球データマップ』，『テレ
ビ体操』，『道徳ドキュメント』，『ど～する？地球のあし
た』，『トップランナー』，『日本とことん見聞録』，『日本
の話芸』，『美の壺』，『百歳バンザイ！』，『福祉ネットワ
ーク』（随時），『マテマティカ 2 』，『まる得マガジン』，
{みんな生きている』，『理科 3 年　ふしぎだいすき』，
{理科 4年　ふしぎ大調査』，『理科 5年　ふしぎワール
ド』，『理科 6年　ふしぎ情報局』，『わかる国語　読み書
きのツボ 3 ・ 4 年』，『わかる国語　読み書きのツボ
5・ 6年』，『ワンポイント介護』

デジタル衛星ハイビジョン
<新規〉『スポーツ大陸』，『土曜時代劇』，『ドラマ 8 』，
{にっぽん熱中クラブ』
<継続〉『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』，『篤姫』，『COOL JAPAN』，
{こんなステキなにっぽんが』，『さわやか自然百景』，
{週刊　日本の名峰アンコール』，『素敵にガーデニング
ライフ』，『世界ふれあい街歩き』，『世界ふれあい街歩き
セレクション』，『世界わが心の旅アンコール』，『小さな
旅』，『土曜ドラマ』，『にっぽん釣りの旅』，『ネイチャー
スペシャル』（随時），『熱中時間～忙中“趣味”あり』，
{ハイビジョン秀作選』（随時），『ハイビジョン・セレ
クション』（随時），『ハイビジョン特集』（随時），『ハイ
ビジョン特選』（随時），『ハイビジョンふるさと発』，
{連続テレビ小説～瞳』，『美の壺』，『わたしが子どもだ
ったころ』

衛星第2
<新規〉『衛星アニメ劇場』，『蔵出し劇場』（随時），
{こんなステキなにっぽんが』，『さんぷんまる』，『食彩
浪漫』，『新日本紀行ふたたび～NHKアーカイブス』，
{東京カワイイ★TV』，『地球エコ2008』，『にっぽん熱
中クラブ』，『日本の話芸』，『星新一　ショートショー
ト』
<継続〉『アインシュタインの眼　セレクション』，『篤
姫』，『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』，『あなたの
アンコールサタデー』（随時），『あなたのアンコールサ
ンデー』（随時），『アニメアンコール』，『器　夢工房』，

{NHK映像ファイル　あの人に会いたい』，『NHK歌謡
コンサート』，『NHKニュース 7 』，『NHKニュース　お
はよう日本』（一部），『大相撲』（一部），『おしゃれ工房』，
{海外連続ドラマ』，『海外連続ドラマアンコール』，『解
体新ショー』，『課外授業　ようこそ先輩』，『学校放送番
組』（随時），『きょうの健康』，『きょうの料理』，『きょ
うの料理ビギナーズ』，『きよしとこの夜』，『月刊　やさ
い通信』，『サラリーマンNEO』，『さわやか自然百景』，
{産地発！たべもの一直線』，『素敵にガーデニングライ
フ』，『その時　歴史が動いた』，『SONGS』，『ダーウィ
ンが来た！生きもの新伝説』，『ためしてガッテン』，『探
検ロマン世界遺産』，『鶴瓶の家族に乾杯』，『とっておき
世界遺産100』，『トップランナー』，『にっぽん釣りの旅』，
{ニュース』（正午），『熱中時間～忙中“趣味”あり』，
{熱中時間』，『ハイビジョン秀作選』（随時），『爆笑オ
ンエアバトル』，『爆笑問題のニッポンの教養』，『連続テ
レビ小説～瞳』，『今週の連続テレビ小説～瞳』，『びっく
り法律旅行社』，『百歳バンザイ！』，『BSふるさと皆様
劇場』，『ふだん着の温泉』，『プロフェッショナル　仕事
の流儀』，『みんなの体操』

○主な特集番組（夏期・冬期）
『広島発特集ドラマ　帽子』，『NHKスペシャル～北

京五輪』関連，『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』『NH
Kスペシャル～果てなき消耗戦　証言記録　レイテ決
戦』などの夏の特集番組や，『さようなら新宿コマ劇場
～涙と笑いの50年』，『NHKスペシャル～激論2009 世
界はどこへ　そして日本は』，『正月時代劇　陽炎の辻～
居眠り磐音　江戸双紙～スペシャル』などの冬の特集番
組に字幕を付与した。
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