
ここでは，2009年度国内放送 8波等の番組解説

を掲載した。

1．記載は①総合テレビ，②教育テレビ，③ハイ

ビジョン，④衛星第 1テレビ，⑤衛星第 2テレ

ビ，⑥ラジオ第 1，⑦ラジオ第 2，⑧FMの順。

2．「定時番組」は，主なものを「50音順」に記

述し，短いニュース・天気予報・広報スポット

などは省略した。「資料編」の「番組時刻表」

(⇒p.594）を参照されたい。

3．「特集番組」は，主なものを放送日順に記載

した。

4．複数の波で放送した番組は，メインの波に掲

載した。 は「再放送」である。

5．シリーズタイトルはまとめて表記した。

6．NHK関連団体については，次のように略称

した。

NEP＝NHKエンタープライズ

NED＝NHKエデュケーショナル

Gメディア＝NHKグローバルメディア

サービス

NSC＝NHKサービスセンター

NPN＝NHKプラネット

SV＝総合ビジョン

総合テレビ

『EYES』
火～土 0:10～ 0:39ほか
日　 0:00～ 0:45ほか

若い世代に向けた番組ゾーン。月～土曜の深夜

時間帯に横帯で多彩な番組を編成し，視聴者層の

拡大を目指した。『EYES』というゾーンブラン

ド名で統一感を持たせ，PRなども展開した。／

ソフト開発センター

『アグリー・ベティ2』 新
日 0:50～ 1:35

第 1 回08.9.30（BS2），第 1 回09.10.4，最終回

10.2.14（G）／ルックスやファッションセンスは

イマイチでも心はピカイチの女の子ベティ。なに

ごとにも一生懸命に立ち向かっていくベティの姿

を描いたアメリカの人気シリーズ・ドラマの第 2

シーズン。08年度，BS2で放送。（全18話）／ソ

フト開発センター

『あなたが主役　50ボイス』 新
G 木　23:00～23:29

水　15:15～15:44
BS2 火　17:30～17:59

第 1 回09.4.2／一見何気ないシンプルな質問を

50人にひたすら尋ねていくと，意外にも，今の日

本人が抱くいろいろな夢や希望，不満や本音が浮

かび上がってくる。50人のさまざまなコメントに

思わずうなずいたり，感心したり，はたまた元気

をもらったりできる番組。／司会：春風亭昇太，

小池栄子／ソフト開発センター，グループ現代

『ER衞 緊急救命室』 新
日 0:50～ 1:36

第 1 回07.4 .2（BS2），第 1 回09.4 .5，最終回

09.9.20（G）／大都会シカゴのカウンティ総合病

院を舞台に，患者がひしめく緊急救命室で献身的

に働く医師とスタッフらが直面するさまざまな問

題を描いたヒューマンドラマ。07年度，BS2で放

送（09年度，BS2，火　9:00～9:46で再放送）。
(全22回）／ソフト開発センター

『いよっ日本一！』
（年間 6本） 金　20:00～20:43

第 1 回07.4.15，最終回10.3.12／日本全国津々

浦々，街の数だけ意外な「日本一」があると言わ

れ，日本の町（自治体）には，その土地の風土や

昔ながらの人々の気質・歴史が息づいている。日

本一の町や地域を徹底的にリサーチし，ふるさと

の魅力と元気のもと「桃の種」を見つけ出すべく，

ひとつのテーマにまつわる日本一を訪ねてさまざ

まな土地を訪ねた。親しみやすいテーマと多彩な

データを駆使し，意外な日本一の数々を紹介した。

／ 5月「路線バス」， 6月「ご当地グルメ」， 7月

[暑いから元気」，9月「早起き」，12月「海の幸」，

3月「温泉」など／ソフト開発センター，NEP

『NHKアーカイブス』
土　10:05～11:25

第 1 回00.4.9／保管されている過去の番組を時

代の変化とともにもう一度見つめ直し，新たに

“いま”の出来事を再取材して番組全体を再構築。

現代の諸問題や社会現象を考える温故知新番

組。／キャスター：桜井洋子／ライツ・アーカイ

ブスセンター，NEP

「集団就職列車　15歳の旅路」「記憶の扉特
集」 5.23

青森発上野行きの最初の集団就職列車が運行さ

れたのは昭和29年。集団就職の若者たちの映像を

手がかりに，彼らのその後を取材，高度成長を支
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えた人々の人生を見つめた。後半は，昭和の原風

景を映し出す番組を見ながら，俳優の藤村俊二さ

んと中村メイコさんが昭和のセットに囲まれた舞

台で，師匠と弟子，先輩後輩の絆
きずな

の大切さを語っ

た。

「甲子園　伝説の名勝負」 8. 1

甲子園伝説の名勝負と称されているのが，30年

前，延長18回の死闘を繰り広げた「箕島対星稜」

の 1戦。当時の中継映像とその後を追ったドキュ

メンタリーに加え，30年後の今を取材して高校野

球の魅力に迫った。

「ポーランド民主化20年」 8.29

東欧の民主化が始まって20年目の09年，その発

火点でもあったポーランドで，自主管理労組「連

帯」に関与した 1人の日本人を取材。非共産主義

政権が誕生するまでの当時の番組を再構成し，激

動の時代に自由を求めて立ち上がった人たちの思

いを描いた。

「阪神・淡路大震災　絆
きずな

つないだ15年」
1.16

95年 1 月17日，多くの命が奪われた阪神・淡路

大震災。震災直後の番組と，登場人物たちのその

後の人生を新たに取材。大きな痛手を受けた人た

ちが生きた15年間と復興を支えたふるさとの絆を

見つめた。

『NHK映像ファイル　あの人に会いたい』
G 火　22:50～23:00
E 火　14:30～14:40

火　14:40～14:50
BS2 金 9:50～10:00

第 1 回04.4.11／NHKが保有する映像の中から，

物故者となっている歴史的著名人のインタビュー

を精選し，現代に残されたメッセージを伝えた。

／語り：森山春香アナ／ライツ・アーカイブスセ

ンター

『NHK海外ネットワーク』
日　18:10～18:45

第 1 回03.4.6／世界で今，何が起きているのか，

その背景に何があるのか，NHKの海外取材網を

生かして，通常のニュースでは伝えきれない国際

ニュースの深層に迫る番組。09年度は，金融危機

が世界に与えた影響，中国など新興国の台頭，地

球温暖化など環境問題，北朝鮮やアフガニスタン

情勢などを重点に特集を組んだ。キャスターが北

京，ベルリン，ヨハネスブルグに出張し，現地か

ら生中継で番組を出すオペレーションも行った。

／キャスター：長尾香里記者／テレビニュース部

『NHK歌謡コンサート』
G 火　20:00～20:43
BS2 火　08:15～ 8:58

第 1 回93.4.17／歌謡曲を中心に，毎回のテーマ

に合わせた楽曲を一流歌手が熱唱するNHKホー

ル公開番組。09年度は「時代の歌こころの歌」

[歌コン最前線」のコーナーを継続し，時代を越

えた名曲から最新曲まで幅広く紹介した。また，

高松，福井，福山，岐阜，青森で公開派遣を実施

した。／司会：小田切千アナ／エンターテインメ

ント番組部

『NHK週刊ニュース』
土　08:30～09:00

第 1 回99.4.3／ 1 週間のニュースをせき止めて

伝えるニュース番組。関心の高いニュースの背景

や今後の展開まで，わかりやすく読み解く「ニュ

ースアップ」。その週の出来事をコンパクトにま

とめた「ダイジェストニュース」，そのほか，気

象情報，来週の予定などで構成。／キャスター：

畠山智之・古野晶子アナ／気象キャスター：南利

幸／テレビニュース部

『NHKスペシャル』
日　21:00～21:49
水 0:45～ 1:34

09年度は『NHKスペシャル』が誕生してちょ

うど20年。この節目の年にさらなる飛躍を目指し，

“細胞分裂”に挑んだ。これまで週 2 回だった定

時枠を日曜だけにし，Special of Specialsにふさ

わしい番組を目指す一方で，土曜夜に『NHKス

ペシャル』の遺伝子を受け継ぐ 2つの番組を新設

した。映像エンターテインメント番組『ワンダ

ー×ワンダー』（⇒p.188）と，今をリアルに切り

取る新感覚の報道情報番組『追跡！A t o

Z』（⇒p.179）である。09年度は歴史に残る事件

や出来事が続発した。劇的な政権交代，新型イン

フルエンザの世界的流行，冬季オリンピック，ハ

イチやチリの大地震…。こうした時の激流と併走

しながら，NHKだからこそできる64本を制作し

た。

「シリーズ　JAPANデビュー」
「（1）アジアの“一等国”」

4. 5／21:00～22:13
04. 8／ 0:45～ 1:58

1895年，日清戦争に勝利した日本は，初の植民

地として台湾を支配し，敗戦まで半世紀に及んで

統治した。1930年代後半になると，台湾人を強制

的に日本人へと変えていく皇民化政策が進めら

れ，多くの台湾人が日本兵として戦場に送り込ま
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れた。日本統治時代を生きた台湾の人々の証言，

近年台湾で発見されたフィルム， 2 万6,000冊の

台湾総督府文書などを手がかりに統治の実像を明

らかにし，近代日本とアジアの関係の原点を探っ

た。／ジャパンプロジェクト，社会番組部

「（2）天皇と憲法」
5. 3／21:00～22:13
05. 6／ 0:45～ 1:58

日本が近代国家として列強と対等に渡り合うた

めに重要だった憲法。その中には，天皇の位置づ

けをはじめ，議会や司法，国民の権利義務などが

書き込まれ，文字どおり国家のシステムを形づく

るものとなった。やがてその運用を誤り，大日本

帝国憲法の国家体制は崩壊，日本は戦争への道を

突き進んでいく。その過程をつぶさに検証するこ

とによって，現代にも通じる国のありようを探っ

た。／ジャパンプロジェクト，Gメディア

「（3）通商国家の挫折」
6. 7／21:00～22:13
06.10／ 0:45～ 1:58

150年前，貧しい島国として世界にデビューし

た日本は，貿易によって富を得る通商国家を目指

した。日本初のグローバル企業・三井物産は中国

市場に乗り出し，欧米を猛追，世界恐慌後，日本

の輸出は拡大し経済成長を加速した。しかしその

時，世界貿易の枠組みが変わってしまう。中国を

巡りアメリカと対立し，石油資源の獲得で孤立し

た日本は世界市場から閉め出されるに至った。通

商国家の興亡を通し，未来への生存条件を探った。

／ジャパンプロジェクト，政経・国際番組部

「（4）軍事同盟　国家の戦略」
6.28／21:00～22:13
07.15／ 0:45～ 1:58

日露戦争で軍事面でも一等国に躍り出た日本。

しかし，それは世界のパワーバランスの中で際ど

く勝利を得た戦争だった。以後日本は自国の力を

見誤り，外交的にも戦略面でも情報戦を軽視し，

国際協調の機会を失っていく。日本が地獄を見る

太平洋戦争に至る道筋を，各国との同盟を巡る情

報戦というグローバルな視点からたどり，外交交

渉や国際情報の分析という，今日でも日本の大き

な課題となっているテーマについて検証した。／

ジャパンプロジェクト

「マネー資本主義」
「（ 1 ）“暴走”はなぜ止められなかったのか
～アメリカ投資銀行の興亡」

4.19／21:00～21:49
04.22／ 0:45～ 1:34
05. 6／11:05～11:54
07.17／ 2:12～ 3:01
10.15／ 0:45～ 1:34

金融危機はなぜ起きたのか。巨大マネーはどの

ように膨張していったのか。マネー資本主義の歴

史と背景を徹底検証する大型シリーズ。第 1回は，

経営破たんしたリーマン・ブラザーズなどの「投

資銀行」。これまで沈黙を守ってきたウォール街

の当事者が，少しずつ真相を語り始めた。そこに

は「超レバレッジ」や「高額報酬」に踏み込みな

がら，すさまじい競争を繰り広げる業界の姿があ

った。30年の成長と転落の物語を新証言で追った。

／大型企画開発センター

「（ 2 ）“超金余り”はなぜ起きたのか？～カ
リスマ指導者たちの誤算」

5.17／21:00～21:54
05.20／ 0:45～ 1:39
07.18／ 1:20～ 2:14
10.22／ 0:45～ 1:39

膨大なマネーを世界にあふれさせ，無謀な投資

を可能にしたと，厳しく批判されるグリーンスパ

ン前FRB議長ら，アメリカのカリスマ的指導者。

世界の金融界をリードした政策の何が問題だった

のかを，関係者の証言で検証。また，番組はオリ

ジナルドラマを交えて進行。大金を拾った主婦が

巻き起こす事件のドラマと，世界の金余りの謎を

解き明かすリポートを絡ませ，今回の金融危機の

真相を明らかにした。／大型企画開発センター

「（ 3 ）年金マネーの“熱狂”はなぜ起きたの
か」

6.14／21:00～21:49
06.17／ 0:45～ 1:34
07.18／ 2:16～ 3:05
10.29／ 0:45～ 1:34

なぜ世界のマネーはこれほどまでに肥大化した

のか。そこで見逃せないのが，私たちの老後の備

え「年金基金」の存在である。手堅い投資に徹し

てきた年金基金が，株などへの投資に乗り出した

のは80年代。2000年のITバブル崩壊後，ヘッジ

ファンドなどとのつながりをさらに深め，マネー

資本主義の主役の一角を担っていくことになる。

私たちの年金がいかに「マネーがマネーを生み出

す仕組み」に依存してきたのかを描いた。／大型
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企画開発センター

「（ 4 ）ウォール街の“モンスター”金融工学
はなぜ暴走したのか」

7.19／21:00～21:49
07.22／ 0:45～ 1:34
11. 4／ 0:45～ 1:34

産業革命に，蒸気機関などを発明した科学者が

欠かせなかったように，マネー資本主義の興隆の

陰には，多くの科学者たちによる金融工学開発の

すさまじい歴史があった。核開発競争の終焉
えん

や冷

戦終結で，行き場を探していた世界の科学者たち

を集めたウォール街。金融に自然界と同じ法則を

見つけ出し，数学理論によって金融をコントロー

ルするという発見を成し遂げる。しかしそれは，

科学への過信と人間の欲望によって暴走していっ

た。／大型企画開発センター，社会番組部

「最終回　危機を繰り返さないために」
7.20／19:30～20:43
07.25／ 1:36～ 2:49

世界的な経済危機が続く中，はたして私たちに

バブルに頼らない経済を築くことはできるのか。

最終回では，世界の賢人たちから寄せられたメッ

セージを基に考えた。／大型企画開発センター，

社会番組部，NEP，Gメディア

「ウォール街の“モンスター”バブルは再び起
きるのか」

12.20／21:45～22:58
マネーが暴走し，やがてモンスターと化したウ

ォール街の興亡を当事者の膨大な証言でつづっ

た。原因は何か？　なぜ規制できなかったのか？

最新情報も加えた金融危機追跡の決定版。／大型

企画開発センター

「インドの衝撃」
「（1）膨張する軍事パワー」

5.24／21:00～21:49
05.27／ 0:45～ 1:34

台頭するインドを描くシリーズの第 3 弾。100

万を超える兵員数，空母や核兵器も保有するイン

ド軍。今，積極的な軍備拡張を実施，活発な軍事

外交も展開，パワーを世界に誇示し始めている。

これまでメディアの取材を厳しく制限してきた

が，今回，軍内部の撮影が大幅に許可された。イ

ンド軍はどう変わろうとしているのか？　貴重な

現場の密着取材から，巨大化する軍事パワーの実

態と戦略を探った。／大型企画開発センター，N

EP

「（ 2 ）世界最大の選挙戦　貧困層が国を動か
す」

5.31／21:00～21:49
06. 3／ 0:45～ 1:34

有権者 7 億1,000万人“世界最大の民主主義国”

インドで総選挙が行われた。 2大勢力である国民

会議派とインド人民党に対し，カースト最下層の

ダリッドを基盤とする大衆社会党が台風の目。勝

敗の鍵を握るのは，インド社会の圧倒的多数を占

める貧困層票の動向だ。貧困層の支持を取り付け

る激しい戦いが行われた選挙戦に密着，経済発展

の一方で格差が広がるインド社会の変化と，多様

な国家をまとめる巨大な政治ショーの素顔を伝え

た。／政経・国際番組部，社会番組部

「エジプト発掘」
「（1）ピラミッド　隠された回廊の謎」

7. 5／21:00～21:49
07.29／ 0:45～ 1:34

古代エジプトのピラミッドは，平均2.5トンの

石を300万個積み上げて造られている。地上60メ

ートルの場所には，重さ60トンもの巨石もある。

5,000年もの昔にどうやって造ったのかは，最大

の謎だった。ところが今，「秘密の内部回廊を使

って建設した」という新説が世界の注目を集めて

いる。ピラミッドの登頂調査をはじめ徹底取材し，

神秘に満ちた大ピラミッド建造の謎を興味深く解

き明かした。／大型企画開発センター，NEP

「（2）ツタンカーメン　王妃の墓の呪
のろ

い」
7.26／21:00～21:49
07.30／ 0:45～ 1:34

エジプトの王家の谷で，80年ぶりに新たな墓が

見つかった。墓は，極端に小さく，黒い棺が納め

られていた。この異様な墓は，いったい誰のもの

なのか。調査を進めるうちに，浮かび上がってき

たのは，ツタンカーメンの妻の存在だった。妻の

アンケセナーメンは，若くして嫁ぎ，その後歴史

の闇に消えていった，悲劇の王妃とされている。

墓の発掘調査を通して，呪
のろ

われたツタンカーメン

と王妃の悲劇の人生に迫った。／大型企画開発セ

ンター，甲府局

「（3）クレオパトラ　妹の墓が語る悲劇」
8.02／21:00～21:49
08.26／ 0:10～ 0:59

古代エジプト最後の女王クレオパトラ。絶世の

美女とうたわれるが，実像は謎に包まれてきた。

ところが，血のつながった妹の墓がトルコの遺跡

で発見され，クレオパトラの真の姿に迫れるので

はないかと期待が高まっている。骨の分析から明

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

165 NHK年鑑’10

総合：定時番組



総合：定時番組

NHK年鑑’10 166

らかになった生前の顔，そして意外な死因。そこ

からは，エジプト滅亡の裏にあった，クレオパト

ラ姉妹の悲劇の物語も明らかになってきた。／大

型企画開発センター

「日本海軍　400時間の証言」
「（1）開戦“海軍あって国家なし”」

8.09／21:00～21:59
09.08／00:10～01:09

開戦の鍵を握った大日本帝国海軍・軍令部。

“海軍の頭脳”と呼ばれた参謀たちはなぜ開戦に

突き進んだのか。戦後秘密裏に行われていた「海

軍反省会」で内実が明らかにされる。／社会番組

部

「（2）特攻“やましき沈黙”」
8.10／22:00～22:59
09.09／00:10～01:09
10.30／01:40～02:39

1944年10月に始まった「特攻」神風特別攻撃隊。

海軍反省会ではそれより前に，組織的に計画して

いた事実が語られる。「特攻」の真実とは…。／

社会番組部，衛星放送センター，札幌局

「（3）戦犯裁判“第二の戦争”」
8.11／22:00～22:59
09.10／00:10～01:09

敗戦後の東京裁判。海軍反省会ではトップを守

るため，組織的に裁判対策に動いていた実態を語

る。戦争を指導したエリート将校たちは戦争の責

任にどう向き合ったのか。／社会番組部

「ONの時代」
「（1）スーパーヒーロー　50年目の告白」

9.20／21:00～21:58
09.22／09:00～09:58
10.12／15:30～16:28

時代を越えたヒーロー・長嶋茂雄と王貞治。

[ON」がそろって50年目の09年，人々を熱狂さ

せた 2人の魅力とは何だったのか，長時間インタ

ビューと初めて公開された手記などを基に， 2回

シリーズで探った。第 1 回は，ONの現役時代に

焦点を当てた。人々の期待を一身に背負った 2人

は，どのような思いで，それに応え続けてきたの

か。「天才・長嶋」と「努力の王」。その知られざ

る闘いの日々に迫った。／ソフト開発センター，

社会番組部，福岡局，Gメディア

「（2）スーパーヒーロー　終わりなき闘い」
9.27／21:00～21:58
10.12／16:30～17:28

第 2 回は，2人の現役引退後の人生を見つめた。

監督になり，試練に直面しながらも，それを乗り

越え続ける 2人。その終わりなき闘いの日々。／

ソフト開発センター，社会番組部，Gメディア

「自動車革命」
「（1）トヨタ　新時代への苦闘」

10.18／21:00～21:49
10.28／00:55～01:44

世界的な“経済危機”と“脱化石燃料”の潮流。

この激動の時代を，GMの破たんで名実ともに世

界一の自動車メーカーとなったトヨタはどう勝ち

抜こうとしているのか。その戦略に迫った。／社

会番組部，名古屋局

「（ 2 ）スモール・ハンドレッド　新たな挑戦
者たち」

10.25／21:00～21:49
11.05／00:45～01:34

ガソリンから電気へ，革命的な変化の時代を迎

えた自動車産業。既存の自動車メーカー以外の新

たなプレーヤーが続々参入している。「スモール

ハンドレッド」と呼ばれるベンチャー企業だ。ア

メリカのIT産業の中心地シリコンバレーで，中

国・山東省の地方都市で，クルマ作りに縁のなか

った人までもが，電気自動車開発に乗り出してい

る。高性能電池の開発や資源確保では，国家レベ

ルのつばぜり合いも激しさを増してきた。／大型

企画開発センター，社会番組部

「証言ドキュメント　永田町・権力の興亡」
「（ 1 ）1993～1995 “政権交代”誕生と
崩壊の舞台裏」

11.01／21:00～22:08
12.01／00:10～01:18

「55年体制」に代わる「新たな政治」模索の道

のり。権力を巡る攻防のドラマを，小沢一郎への

ロングインタビューをはじめ，中枢にいた20人を

超える政治家たちの生々しい証言でつづった 3回

シリーズ。第 1回は，原点である「16年前の政権

交代」。自民党を離党した小沢が仕掛けた細川政

権成立のドラマ。短命に終わった“ガラス細工の

政権”の内実。そして自民党・執念の政権奪還劇

…。道のりの始点，10か月の政権攻防に迫った。

／大型企画開発センター，政治部，Gメディア

「（2 ）1996～2000 漂流 5 年“数”をめ
ぐる攻防」

11.02／22:00～22:49
12.02／00:40～01:29

戦後システムの制度疲労，押し寄せるグローバ

ル化の波…。日本社会が激震に見舞われる中，過

半数の安定政権は生まれず，自民党と小沢の対決

は“数を巡る攻防”になっていった。自民党で先
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陣に立ったのは，かつて小沢がいた「経世会」の

新たな実力者・野中広務。混迷する政局の果て，

自民党で起きたのは「五人組の密室劇」，そして

[加藤の乱」。今，証言で初めて明かされるその

内実と秘話とは…。／大型企画開発センター，政

治部，社会番組部

「（ 3 ）2001～2009 小泉　そして　小沢
“民意”をめぐる攻防」

11.03／22:00～22:58
12.03／00:10～01:08

90年代の閉
そく

塞感を打ち破るように登場した自民

党の異端児・小泉純一郎。国民の熱狂的支持を背

に“古い自民党”を次々と壊した。一方，30人に

満たない自由党を率いていた小沢一郎。小泉旋風

のすさまじさを前に 3度目の大勝負，民主党との

合併に出る。そこには政権交代を目指す小沢のし

たたかな戦略があった。今回の政権交代とは何な

のか。日本政治16年を証言でつづるシリーズの最

終回。小泉と小沢，希代の 2人の政治家の深層に

迫った。／大型企画開発センター，政治部，政

経・国際番組部

「チャイナパワー」
「（1）“電影革命”の衝撃」

11.22／21:30～22:19
11.25／00:45～01:34

「映画大国」に向け始動した中国。「レッドク

リフ」などの作品がアジア市場で大ヒット。ハリ

ウッドで活躍していた監督やプロデューサーた

ち，香港映画の顔役たち，そしてアジアの名優た

ちも中国に活動拠点を移し始めている。建国60年

を迎えた09年は，“孔子”や“孫文”を扱った映

画が登場，すさまじい競争が繰り広げられている。

市場の爆発的成長と国家戦略が相まって，ソフト

パワー大国を目指す新しい姿を追った。／大型企

画開発センター

「（2）巨龍　アフリカを駆ける」
11.29／21:45～22:34
12.12／00:55～01:44

世界経済を
けん

牽引する中国パワー。企業の海外進

出は勢いを失っていない。巨大マーケットと豊か

な天然資源を持つアフリカ大陸では，厳しい環境

の中，中国企業と現地国との共存共栄を図るプロ

ジェクトが次々と実行に移されている。世界で唯

一，一国の携帯電話システムの整備をすべてひと

つの中国企業が引き受けたエチオピア，民間企業

が新たな銅の開発に乗り出したザンビアのケース

を通して，新中華ネットワークの現実を描い

た。／大型企画開発センター，社会番組部，Gメ

ディア

「（3）膨張する中国マネー」
12.13／21:45～22:34
12.16／01:10～01:59

年々増える中国の対外投資。その仲介を行う投

資銀行が，今，中国で続々と誕生している。アメ

リカに長く住んだ帰国組などが，海外経験や人脈

を生かし，マネーの橋渡し役を果たしている。今

や中国マネーは，世界経済を動かすほどの規模に

なりつつある。北京にある投資銀行を密着取材，

海外での企業買収や資源獲得に向けた戦略を見つ

めた。／大型企画開発センター，文化・福祉番組

部

「MEGAQUAKE 巨大地震」
「（ 1 ）次の巨大地震をつかめ　人類の果てし
なき闘い」

1.10／21:00～21:58
01.13／00:45～01:43
03.04／01:00～01:58

「巨大地震はいつ，どこで起きるのか」。阪

神・淡路大震災から15年，その問いに迫る闘いは

新しいステージに入った。最新観測技術を手に入

れた研究者たちは，地球の内部を克明にとらえ

[地震の巣」を明らかにしつつある。地層の痕跡

を読み解くことで，これまで「空白域」とされて

きた地域に迫る巨大地震の可能性も次々とあぶり

出されている。最新科学の描き出す巨大地震のリ

スクとどう向き合うか。地震と人類の闘い，その

到達点を描いた。／大型企画開発センター

「（ 2 ）KOBE 15秒の真実　そのとき地下
で何が」

1.17／21:00～21:49
01.20／00:45～01:34
03.04／02:00～02:49

阪神・淡路大震災では，わずか15秒の揺れがな

ぜあれほどの惨禍をもたらしたのか？　引き金と

なった地下深くに滞留する「水」。断層面にアス

ペリティー（固着域）が 2つあったため 2波連続

で発生し木造住宅を破壊した強い揺れ。入り組ん

だ表層地盤のために複雑に揺れ，倒壊した高速道

路。最新科学が解き明かした地下のリスクの全貌
ぼう

，

15秒の“真実”を，生存者の証言，最新科学CG，

VFX（Visual Effects）技術によって完全再現し

た。／大型企画開発センター，大阪局

「（ 3 ）巨大都市を未知の揺れが襲う　長周期
地震動の脅威」

3.07／21:00～21:49
03.30／00:15～01:04再 
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今，世界の大都市が「新たな震災」の恐怖に直

面している。高層ビルや巨大構造物に集中的に襲

いかかる，経験したこともない地震。それが，

[長周期地震動」と呼ばれる，長くゆっくりとし

た揺れだ。この「長周期地震動」が都市に与える

重大な影響が，最新の研究によってしだいに明ら

かになってきた。しかも，この震災は人間がみず

から生み出してきたものだということもわかって

きた。最新科学が解明する「新たな震災」の素顔。

／大型企画開発センター

「（4）TSUNAMI 襲来の悪夢」
3.14／21:00～21:49
03.30／01:05～01:54

10年 2 月，チリで起きたM8クラスの巨大地震

と津波。津波はチリ沿岸に壊滅的な被害を与え，

太平洋を越えて日本にまで襲来した。そして，次

にM8クラスの地震と10メートル以上の大津波に

襲われる可能性が高いと研究者たちが警鐘を鳴ら

すのが日本だ。有史以来初めて現代都市が大津波

に襲われるその時，一体何が起きるのか？　最新

のシミュレーションとドラマで，津波のリアルな

姿と恐怖を“未来の被災者たち”に伝えた。／政

経・国際番組部

「ミラクルボディー」
「（ 1 ）滑降　時速160� 極限の恐怖に挑
む」

2.07／21:00～21:49
02.10／00:45～01:34
02.13／16:15～17:04

世界のトップアスリートの肉体・パフォーマン

スに特撮を駆使して迫る大型シリーズ。厳しい自

然との闘いに挑む冬のアスリートたちの能力を分

析した。最高時速160キロ，アルペン・ダウンヒ

ル。多くの選手が大けがに見舞われ，時に雪上で

命を落としてきた。滑降中にかかる肉体負担とは。

そして高速移動の恐怖をどう克服するのか。トッ

プレーサー，ノルウェーのアクセル・スビンダル

選手の肉体と脳を世界で初めて徹底解析。／国際

部，社会番組部，Gメディア

「（2）ジャンプ　空飛ぶ“魔法使い”」
2.12／19:30～20:19
02.20／02:05～02:54

スキージャンプのシモン・アマン（スイス）選

手は，身長172袍，体重58裴。日本人と変わらぬ

体格で大ジャンプを連発し，バンクーバー五輪の

金メダル有力候補となった。なぜ小さな体で大き

なジャンプが飛べるのか。特撮と科学分析を駆使

して，アマンの秘密に迫った。／社会番組部

「（ 3 ）フィギュアスケート 4 回転ジャンプ
“0.7”秒の美しき支配者」

2.14／21:00～21:49
02.17／00:45～01:34

フィギュアスケート男子シングルで勝負のカギ

を握るのが 4 回転ジャンプ。世界で最も美しい 4

回転を飛ぶといわれるブライアン・ジュベール選

手。0.7秒に凝縮された技のすべてを特撮を駆使

して明らかにした。また，けがからの復活を果た

し，金メダルを狙う闍橋大輔選手にも密着， 4回

転ジャンプを取り戻すまでの苦闘も取材。 4回転

ジャンプにかける選手たちの心と肉体に迫っ

た。／スポーツ部

「象徴天皇　素顔の記録」
4.10／19:30～20:43
04.12／13:35～14:48
10.12／10:05～11:18

ご成婚50年を迎えた天皇皇后両陛下。戦地への

慰霊や被災地訪問など，新しい時代の皇室はどう

築かれたのか。初めて公開された資料や証言から，

両陛下の歩みをたどった。／社会番組部

「ヤノマミ　奥アマゾン　原初の森に生きる」
4.12／21:00～21:59
04.15／00:45～01:44
09.03／00:10～01:09
10.10／15:30～16:29

アマゾンの最深部で 1万年以上，独自の文化・

風習を守り続けるヤノマミ族。その一つの集落に

150日間同居，深い森の中の原初の暮らしの中で，

人間を深く見つめた。／大型企画開発センター，

スポーツ部

「介護保険が“使えない”～10年目の検証」
4.26／21:00～21:49
04.29／15:05～15:54

「家族が担ってきた介護を社会化し，必要なサ

ービスをみずから選択。自宅で最期まで生活でき

るようになる」という理念を掲げて，2000年 4 月

にスタートした介護保険制度。10年目を迎え，制

度の恩恵にあずかっている人が多い反面，すべて

の人にサービスが届いていない現実も明らかにな

ってきた。番組では独自のアンケートを基に介護

現場の実態を浮かび上がらせ，今後どのような改

革が求められるか，考える手がかりとした。／文

化・福祉番組部

「“35歳”を救え　あすの日本　未来からの提
言」

5.06／19:30～20:43
06.06／01:40～02:53再 
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将来への不安が広がる日本。これから社会を支

える若い世代に抜本的な対策を講じれば，日本は

衰退を免れるという。希望が持てる社会をどう取

り戻すか，解決への道を探った。／あすの日本プ

ロジェクト，社会番組部

「サハラ砂漠　謎の岩絵～エジプト文明の起源
に迫る」

5.10／21:00～21:49
05.13／00:45～01:34

エジプト・サハラ砂漠の奥地に， 1万年前から

5,000年間にわたり，描き続けられた伝説の岩絵

がある。世界で初めて，その姿をテレビカメラが

記録した。その岩絵からは，当時の人々の暮らし

やアフリカの環境がわかるだけでなく，古代エジ

プト文明との密接なつながりが見えてくる。アー

ティストの日比野克彦さんと 2人の専門家を旅人

に，太古の岩絵の不思議な世界，そして古代エジ

プト文明発祥の謎に迫った。／生活・食料番組部

「核は大地に刻まれていた～“死の灰”消えぬ
脅威」

8.06／22:00～22:49
09.02／00:10～00:59

冷戦時代，450回を超す核実験が行われた，旧

ソ連・セミパラチンスク核実験場。広島の科学者

らによる調査で，核保有国が否定し続けてきた

“死の灰”による被ばくの脅威が初めて明らかに

なった。死の灰からの放射線が，広島の爆心付近

にも匹敵する被ばくをもたらしていたのだ。広島

でも，死の灰は，“黒い雨”として降り注いだが，

その影響は見過ごされてきた。大地に刻まれると

消えることのない死の灰。その脅威の実態に迫っ

た。／広島局

「気骨の判決」
8.16／21:00～22:29
10.10／16:30～17:59

1942年，大審院裁判官の吉田久（小林薫）は衆

議院選挙で落選した元議員から選挙無効の訴えを

受ける。当時の首相・東條英機は政府に非協力的

な議員を排除しようと総選挙を実施，政府が推薦

しない候補は激しい選挙妨害を受けた。事実確認

のため訴えがあった鹿児島に向かい，200人に及

ぶ証人尋問を行うが，誰も真相を話そうとしない。

司法大臣や東條首相からの圧力が強まる中，吉田

がたどり着いた「判決」とは…。／名古屋局

「首都直下地震　見逃された危機」
9.01／22:00～22:49
09.06／13:35～14:24
09.09／01:15～02:04

シミュレーション震度 7の揺れが襲う超高層ビ

ルのオフィス，都内にあふれる帰宅困難者。ある

ビジネスマン一家の苦難，地震で会社の同僚が一

瞬にして取引先を失う恐怖，家族とともに訪れた

避難所では信じられないことが…。エレベータ

ー・非常階段・都市の日常に潜む危険や，地震で

会社の業務を止めたために陥る取り返しのつかな

い危機など，今後30年間で70％の確率で起きると

される首都直下地震を，宍戸開主演の想定ドラマ

も交え，伝えた。／社会部，社会番組部

「“政権交代”政治はどう変わるか」
9.06／21:00～22:13

“政権選択”が最大の焦点となった第45回衆議

院選挙。民主党が戦後最多となる308議席を獲得

して圧勝し，政権が交代することになった。「官

僚任せの政治に終止符を打ち，国民の生活を豊か

にしたい」と訴え，有権者の支持を得た民主党。

政権交代で今後の日本政治はどう変わるのか，各

党の代表が徹底討論。／政経・国際番組部，社会

番組部

「金融危機1年　世界はどう変わったか」
9.12／22:00～22:49
09.17／02:40～03:29
09.30／00:45～01:34

「リーマンショック」から 1年，世界の様相は

大きく変わりつつある。当初，マネー資本主義の

見直しが叫ばれたが，震源地アメリカでは再びマ

ネーがあふれ，ファンドが息を吹き返し，規制強

化に対しても巻き返しを強めている。しかし一方，

雇用や消費などは低迷，経済的に中国の存在感が

強まる中，アメリカ市場に頼ってきた日本は，新

興市場への傾斜を強める。金融危機後，世界はど

う変わったのか？　最新の動きを現場からリポー

ト。／経済・社会情報番組部，経済部，国際部，

社会番組部，アメリカ総局，ワシントン支局

「未知の脅威　新型ウイルス　日本は耐えられ
るか」

9.13／21:00～21:49
09.16／01:15～02:04

急速に感染が広がる新型インフルエンザ。多く

の人は軽症ですむが，わずか数日で症状が悪化す

る「ウイルス性肺炎」で死亡するケースが報告さ

れるなど，従来のインフルエンザとは異なる特徴

があることがわかってきた。どうすれば重症者や

死者を減らすことができるのか。新型ウイルスの

正体に迫るとともに，医療現場の課題や最新の対

策を伝えた。／大型企画開発センター，科学・文

化部，社会番組部，大阪局，沖縄局，NEP
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「セーフティーネット・クライシス　vo l . 3
しのびよる貧困　子どもを救えるか」

10.04／21:00～22:28
010.07／00:45～02:13

日本社会に広がる貧困や格差が「子どもたちを

守るセーフティーネット」に深刻な危機をもたら

している。家計が苦しく，病気になっても医者に

かかれない小学生，学費が払えず中退を迫られる

高校生。背景にはこの10年余りで進んだ働き方の

変化がある。収入が不安定な非正規雇用の増加で，

医療や住まいなどのセーフティーネットにほころ

びが生じ，子どもたちの育ちが脅かされている。

日本の子どもの社会保障のあり方を考えた。／大

型企画開発センター，青少年・教育番組部，文

化・福祉番組部，経済・社会情報番組部，NPN

「原発解体～世界の現場は警告する」
10.11／21:00～21:58
10.14／00:45～01:43

今，地球温暖化対策などで，原子力発電が注目

され，世界で100基の導入の準備が進んでいる。

その陰で120基が寿命を迎え，相次いで解体され

ている事実は知られていない。知られざる原発解

体の現場に初めて密着，放射線という目に見えな

い壁，そして解体で出る廃棄物の処分場所が決ま

っていない現実が見えてきた。この難しい問題に

私たちはどう向き合うのか。世界の解体現場から

の報告。／おはよう日本部，社会番組部

「秘録　日朝交渉～知られざる“核”の攻防」
11.08／21:00～21:49
11.11／01:00～01:49
01.06／01:50～02:39

核実験やミサイル発射など，国際社会に対し挑

発的な行動をとり続ける北朝鮮。日本と国際社会

は対応に苦慮している。キム・ジョンイル総書記

は何を考えているのか。会談の極秘資料と交渉当

事者の証言を手がかりに， 2回にわたる日朝首脳

会談を核問題の視点から検証。そこには，キム・

ジョンイル総書記の“核”への執念と本音があっ

た。核を巡る攻防から，日本と国際社会は，今，

北朝鮮とどう向き合えばよいのかを考えた。／政

治部，政経・国際番組部，社会番組部

「魔性の難問～リーマン予想・天才たちの闘
い」

11.15／21:00～21:49
12.14／01:10～01:59

数学史上最大の難問と恐れられ，09年，問題発

表からちょうど1 5 0年を迎えた「リーマン予

想」は，数学の世界の最も基本的な数「素数」の

規則の解明のための最大の鍵とされている。創造

主の暗号ともいわれる素数の謎を，CGや合成映

像を駆使してわかりやすく紹介し，素数の謎に挑

んでは破れてきた天才たちの奇想天外なドラマを

たどった。／経済・社会情報番組部

「立花隆　思索ドキュメント　がん　生と死の
謎に挑む」

11.23／22:00～23:13
12.13／16:45～17:58

ぼう

膀
こう

胱がんを患ったジャーナリストの立花隆さん

は，世界の最前線の研究者たちを取材する中で，

がんの正体を根源的な部分から見つめ直そうとし

た。立花さんの思索の旅を追った。／社会番組部

「真珠湾の謎～悲劇の特殊潜航艇」
12.06／21:45～22:34
12.09／01:10～01:59

真珠湾の湾外，水深400メートルの海底で， 3

つに解体された潜水艦が発見された。潜水調査の

結果，真珠湾攻撃で出撃した日本軍の特殊潜航艇

であることを確認。当時大本営は，潜航艇が戦艦

アリゾナを撃沈したと発表し，搭乗員は「軍神」

と称揚された。しかし近年，そこには情報操作が

秘められていたことが明らかになってきた。真珠

湾での潜水撮影，日米海軍の証言から，国家の戦

略によって翻
ほん

弄
ろう

された特殊潜航艇の悲劇を描い

た。／ジャパンプロジェクト，ソフト開発センタ

ー，文化・福祉番組部

「攻防　マニフェスト予算～政治主導は実現で
きたか」

12.26／19:30～20:43
衆議院選挙で歴史的圧勝を果たして誕生した鳩

山政権。国民に約束した政権公約＝マニフェスト

の実現を目指し，政治主導による新たな仕組みで

の予算編成に取り組んだ。鳩山政権が発足してか

ら100日，10年度の予算編成の舞台裏に密着した。

政権のキーマンとなる閣僚や，予算編成の実働部

隊となる副大臣・政務官を取材，予算編成や税制

改正などを巡る攻防を追った。／政経・国際番組

部，社会番組部，あすの日本プロジェクト

「働き盛りのがん」
12.26／21:00～22:29
11.31／15:30～16:59

今，増え続ける働き盛りのがん。あるビジネス

マンが 6 回のがんと向き合った25年の軌跡を軸

に，働き盛りの患者たちが向き合う現実を織り交

ぜながら，彼らの前に立ちはだかる壁とは何か，

それを乗り越えるには何が必要かを問いかけるト

ークドキュメンタリードラマ。「仕事をどうす
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る」「家族をどう守る」「人生をどう歩む」など，

がんとの向き合い方を現実的に提示し，よりよく

生きるためにどうあるべきか，その指標を探っ

た。／ソフト開発センター

「生激論2010 にっぽん大転換！？」
1.11／21:00～22:47

戦後初めて本格的な政権交代が起こった日本。

2010年は，まさにこの国の将来を占う重要な年。

私たちの生活も，経済も，そして世界の中でのこ

の国の存在も，大きな転換を迫られる。暮らしは

どうなるのか？　経済の成長戦略は？　混迷する

日米関係はどうなるのか？　元日の夜，スタジオ

に時代のキーパーソンである政治家・経済人・有

識者などが集まり，生放送でこの国の行方につい

て激論を交わした。／大型企画開発センター，社

会番組部，NEP

「ふしぎがり～まど・みちお　百歳の詩」
1.03／21:30～22:19
01.30／15:55～16:44

「ぞうさん」や「やぎさんゆうびん」など，戦

後を代表する童謡の作詞家，まど・みちおさんが

09年11月，100歳の誕生日を迎えた。最後の詩人

と評されるまどさんの創作意欲は衰えを知らな

い。子どもを楽しませ，大人をふと立ち止まらせ

る独創的な詩はどのように生まれるのか。老いや

死，そして命の尊さを今，どのように受け止めて

いるのか。まどさんの詩作の日々を見つめながら，

生命をうたい続けてきた大詩人から生きるヒント

をもらった。／青少年・教育番組部，生活・食料

番組部

「メイド・イン・ジャパンの命運」
1.24／21:00～21:49
01.27／00:45～01:34

アジア勢の台頭で危機に立つメイド・イン・ジ

ャパン製品。高度技術もすぐに追いつかれ価格競

争に曝
さら

される。日本は何を作り，何で稼いでいく

のか。電機メーカーの生き残りをかけた取り組み

を追った。／大型企画開発センター，経済部

「無縁社会～“無縁死”3万 2千人の衝撃」
1.31／21:00～21:58
02.03／00:45～01:43

「地縁」「血縁」「社縁」。日本人を社会と結び

付けてきた「縁」が急速に失われている。独自調

査によって明らかになった 3 万2,000人の「無縁

死」。その現実と背景に迫った。／社会番組部，

大阪局

「ランドラッシュ～世界農地争奪戦」
2.11／22:00～22:49
03.11／01:30～02:19

インドや産油国がアフリカで，韓国がロシアで，

農地を囲い込んでいる。穀物価格再上昇で新たな

食糧危機が懸念される今，アフリカや東欧の農地

を外国企業が囲い込む「ランドラッシュ」と呼ば

れる争奪戦が激化している。韓国は国内需要の 4

分の 1を賄う食糧基地を国外に設置しようと，ロ

シアなどに大農場を建設。食糧不足の時代に備え

先手を打つ各国と，遅れをとる日本。食糧安全保

障を巡る争奪戦の実情を描いた。／大型企画開発

センター，生活・食料番組部，経済・社会情報番

組部，国際部

「浅田真央　金メダルへの闘い」
2.21／21:00～21:49
02.24／00:50～01:39

金メダルへの期待を背負い，五輪へ臨む浅田真

央選手。今シーズン，世界一の技術に加え，表現

力を増すことで，究極のスケーターを目指してき

た。 1年以上にわたり，浅田のプログラム作りと

スケートにかける思いを追った。彼女は技術，表

現力をどう磨き上げ，キム・ヨナ選手らライバル

に打ち勝とうとしているのか。浅田真央の知られ

ざる闘いの記録。／スポーツ部

「浅田真央　キム・ヨナ“史上最高”の闘い」
2.27／22:00～22:49
03.03／00:45～01:34

“史上最高”の闘いが繰り広げられ，興奮を巻

き起こしたオリンピックの女子フィギュアスケー

ト。韓国のキム・ヨナ選手は総合得点228.56とい

う世界最高記録で優勝，日本の浅田真央選手も高

い技術力と表現力で200点を超える成績を上げ，

銀メダルに輝いた。ともに19歳という 2人は，い

かにしてメダルを獲得するに至ったのか。そこに

は，13歳のジュニア時代から世界のリンクで競い

合い，互いに自分の技や表現力を磨き上げてきた

6 年の歳月と，さらなる高みを目指そうと挑戦す

る強い志があった。オリンピックという大舞台で

世界を魅了した 2人。バンクーバーでの競技ドキ

ュメントをベースに，事前の『NHKスペシャ

ル』や秘蔵映像を織り交ぜながら，メダル獲得ま

での軌跡を描いた。／社会番組部

「権力の懐に飛び込んだ男　100日の記録」
2.28／21:00～21:49
03.03／01:35～02:24
03.10／01:00～01:49

1 年前，“年越し派遣村”の村長を務めた湯浅
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誠さんが政府に招かれ，09年秋から内閣府の参与

となり活動を始めた。待ったなしの貧困対策。カ

メラは官僚や政治家，地方自治体の間を自在に飛

び回り，貧困者の対策に乗り出す湯浅さんに密着。

現場一筋に解決策を見いだしてきた彼は，果たし

て行政に横たわるさまざまな障壁を乗り越え，効

果的な施策を実現していけるのか。困難に直面し

ながら格闘し，ときに挫折する男の100日を描い

た。／大型企画開発センター，文化・福祉番組部

「命をめぐる対話“暗闇の世界”で生きられま
すか」

3.21／21:00～21:49
03.24／00:45～01:34

意識があるのに，体を動かすことも見ることも

話すことも困難になる「閉じ込め症候群」と「閉

じ込め状態」。ある患者が「そうなったら死なせ

てほしい」と要望し波紋を呼んでいる。作家の柳

田邦男さんが「命とは何か」を巡って患者や家族

と対話を行った。／大型企画開発センター

「人体“製造”～再生医療の衝撃」
3.28／21:00～21:49
04.02／00:15～01:04

筋肉や臓器などさまざまな種類の細胞に分化す

る「幹細胞」が，注目を集めている。切断された

指の再生や，豊胸手術などにも使われ始め，さら

には，難病の子どもを救う幹細胞を得るため，遺

伝子の型を選んで別の子どもを出産する夫婦も現

れた。生まれた赤ちゃんは「救世主兄弟」と呼ば

れ，その是非をめぐり論争が繰り広げられている。

人体を“製造”する技術とどう向き合うべきか，

作家で医師の海堂尊さんと考えた。／科学・環境

番組部

『NHKニュース　おはよう日本』
G 月～金　04:30～08:13

土　　06:00～08:13
日　　07:00～07:45

BS2 月～金　05:00～07:45
土　　06:00～07:30
日　　07:00～07:40

第 1 回93.4.4／09年度の『おはよう日本』は朝

の視聴者に向けたコンテンツを強化するため， 6

時台後半に曜日別の新コーナーを設けた。月曜の

[世界が注目！ネット動画」ではインターネット

で話題のさまざまなネット動画を紹介。火曜は生

活に密着した最新情報を取り上げる「暮らし最新

事情」，水曜は音楽や映画を独自の視点で紹介す

る「Check！エンターテインメント」，木曜はNH

Kの取材網を生かした驚きの映像を伝える「特ダ

ネ映像」，金曜は08年度から引き続き「ニューヨ

ークスタイル」。 7 時台は最新のニュースをわか

りやすく掘り下げ，気になる出来事や身近な話題

を，企画や時には生中継でリポートするなど，45

分間を視聴者の関心に幅広く応える構成で放送し

ていった。

毎日の特集企画では，シリーズ企画「絆
きずな

・は

じめよう」を集中的に放送。「生まれてすぐ養子

へ」「豪雪の限界集落支える都会の若者」「路上生

活者の尊厳守るNPO」など，地域社会や家族の

中で失われる絆を改めて見つめ直し，取り戻そう

という全国各地の動きをとらえ10本余りの企画で

伝えた。

一方，祝日には「75歳の壁を乗り越えろ」「水

中映像で迫るサンマの素顔」など，暮らしや自然

を見つめたテーマで25分間にわたり放送。スポー

ツでは，アメリカ大リーグ最新情報のほか， 2月

のバンクーバーオリンピックでは，開幕前から企

画や祝日の特集などで日本人選手の動向や注目点

などを詳細に伝え，競技が始まると最新の結果を

いち早く伝えるほか，現地から日本人メダリスト

のインタビューを放送した。ビジネスや生活に関

する最新トレンドを紹介し視聴者の強い支持を得

ている「まちかど情報室」は，韓国ロケを実施す

る新たな試みにも挑戦。さらに，番組のホームペ

ージを新たに開設，翌日の主なニュースや企画，

[まちかど情報室」の問い合わせ先，キャスタ

ー・リポーターが執筆する「ブログ」も掲載し，

番組の裏話などを毎日交代で紹介した。／キャス

ター：（月～金・ 4時台）高瀬耕造・井上二郎ア

ナ，（月～金・ 5 ～ 6 時）守本奈実・高瀬耕造・

井上二郎アナ，（月～金・ 6 ～ 7 時）島津有理

子・佐藤龍文アナ，（月～金・ 7 ～ 8 時台）阿部

渉・守本奈実アナ，（土日祝）森本健成・首藤奈

知子アナ，（月～金・スポーツ）望月啓太アナ，

(土日祝・スポーツ）増田卓アナ，（月～金・気

象）檜山靖洋・加藤祐子・渕岡友美，（土日祝・

気象）南利幸，（月～金・まちかど情報室）吾妻

謙アナ／おはよう日本部

『NHKニュース7』
G・BS2 月～日　19:00～19:30

第 1 回93.4.5／夜のメインニュース番組として，

その日のニュースにこだわり，NHKの持つ取材

力とネットワークを生かした最新の情報を，正確

に速く伝えることを目指している。さらにその日

の主要なニュースのポイントや背景を，視聴者に

わかりやすく伝えるために，現場からの生中継，

映像や音声に徹底的にこだわったVTR編集，ス

再 

再 



タジオでの模型や図表を使ったキャスター解説な

どを重点に構成している。また，主要なニュース

に加えて，スポーツや国内外のさまざまなニュー

スもテンポ良く伝えることで，30分間で一日の幅

広い動きがわかる構成を目指している。大きなニ

ュースがあったときには，30分間にこだわらず，

放送時間を延長して，視聴者の関心に応える柔軟

な編成を行った。／キャスター：武田真一アナ，

(土・日）野村正育アナ／テレビニュース部

『NHKのど自慢』
G・BS2・R1 日　12:15～13:00

第 1 回46.1.19／『のど自慢素人音楽会』として

スタートし，09年で64年目を迎えた。全国各地の

出場者の歌を通して，その人柄や土地柄を浮き彫

りにする人間ドキュメンタリー番組。09年度は全

国45か所で実施。出場希望者は毎回およそ1,000

人。20組の出場者の中から「今週のチャンピオ

ン」 1組と特別賞 1組を選ぶ。／司会：徳田章ア

ナ／エンターテインメント番組部

『お元気ですか　日本列島』
月～金　14:05～14:54

第 1 回03.9.29／平日の午後のひととき，NHK

のネットワークを生かして列島各地のニュース・

話題などを伝える情報番組。各局キャスターが地

域色豊かなニュース・話題を伝える「ぐるっとニ

ュース」や，地域が抱える課題・元気に頑張る人

などに迫るリポート，全国に400以上ある「お天

気カメラ」の映像で各地の今の表情を伝える「日

本列島天気の旅」。視聴者から寄せられた日本語

の疑問に答える「気になることば」。毎月 1 回シ

リーズで伝えるヘリコプターからのリポート。ま

た，毎週テーマを決めてお便りを紹介するなど双

方向性を重視して放送。／キャスター：谷地健吾

アナ／気になることば：梅津正樹アナ／気象キャ

スター：関嶋梢／「お元気ですか日本列島」プロ

ジェクト

『大人ドリル』 新
G 木（最終）23:00～23:29

水　15:15～15:44
BS2 火　17:30～17:59

第 1 回09.4.30／今，大人が知るべきことを，N

HK解説委員の知識と経験から学ぶ“大人のため

の情報番組”。テーマに沿って解説委員 3 人が出

題するドリルをきっかけに熱い議論を繰り広げ

る。／出演：加藤浩次，渡辺満里奈ほか／ソフト

開発センター，サラダボウル

『課外授業　ようこそ先輩』
G 日　18:25～18:54
BS2 火　15:30～15:59

第 1 回98.4.2／各界の第一線で活躍する著名人

が，母校という舞台で，後輩と出会い，体験を基

に独自の授業を展開する。共に考えていきながら，

大切なメッセージを伝えていくドキュメンタリ

ー。／出演：郷ひろみ，米村でんじろう，渡辺貞

夫，知花くらら，友近，田村淳，瀬戸内寂聴，海

堂尊，勝間和代，泉谷しげる，杉良太郎，田渕久

美子，鳥越俊太郎ほか／ソフト開発センター，N

EP，NED

『カンテツな女』 新
水　10:10～10:39

第 1 回10.1.20／最終回10.3.3／徹夜で働く女性

に一晩密着し，その本音に迫る『カンテツな女』

の 7回シリーズ。美容師，ディスプレーデザイナ

ー，介護福祉士，降雪作業員，居酒屋店長，トラ

ック運転手，貨物船船長を紹介。担当ディレクタ

ーはすべて女性。ロケは 1昼夜のみ，その間にイ

ンタビューで主人公の心を裸にする。放送時にツ

ィッターを実施。制作裏話などを伝えた。／青少

年・教育番組部，NEP，NED

『きょうのニュース＆スポーツ』
月～金　23:30～00:10

第 1 回07.4.2，最終回10.3.26／一日の主なニュ

ースやスポーツの結果をコンパクトに伝えるとと

もに，ニュースの背景を掘り下げた解説も交えた

番組。その日注目されたニュースや最新のニュー

スを伝えるニュースコーナー，プロ野球などその

日のスポーツの結果をしっかり伝えるスポーツコ

ーナー，ローカルニュース・気象情報，時論公論

で構成した。午前 0時からの10分間は，その日最

後のニュースとしての役割も担った。／キャスタ

ー：藤井彩子アナ／おはよう日本部

『きょうの料理プラス』
月～木　09:30～09:54

第 1 回07.4.2／教育テレビの『きょうの料理』

と連動し，番組に登場した料理研究家や著名料理

人に，生放送で料理のノウハウや楽しさをわかり

やすく伝えてもらう番組。放送中に講師への質問

やメッセージを募集し，番組内で直接答えてもら

うなど，生放送ならではの“双方向感”を重視。

シニア男性など，これまで料理経験が少なかった

人にとってもわかりやすい内容を心がけてい

る。／司会：柘植恵水アナ／制作局（委託管理），

NED

再 
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『金曜ドラマ』 新
G 金　22:00～22:43
HV 月　18:00～18:43

第 1 回09.4.3，最終回10.3.19／外部プロダクシ

ョンへの直接委託（外部制作委託・本体）などに

よるエンターテインメントドラマシリーズ。「笑

い，テンポ，情報性」をキーワードに，「コンカ

ツ・リカツ（全 8話）」「ツレがうつになりまして。

(全 3 話）」「行列48時間（全 6 話）」などをライ

ンナップ。また，韓国ドラマ「スポットライト」

も放送した。／ソフト開発センター，東北新社，

テレビマンユニオン，共同テレビ

『金曜バラエティー』
金　12:20～12:43

第 1 回05.10.7／音楽，演芸，マジックなどさま

ざまなジャンルからゲストを招き，そのパフォー

マンスと絶妙なトークを楽しむバラエティー。09

年度は，「NHKみんなの広場ふれあいホール」か

ら年間49本の公開放送を行った。／司会：山崎バ

ニラ，小松宏司アナ／エンターテインメント番組

部，NEP

『クローズアップ現代』
G 月～木　19:30～19:56
BS2 火～金　24:10～24:36

第 1 回93.4.5／事件やニュース，社会のさまざ

まな話題を，最も旬なタイミングで取り上げ，背

景や深層を掘り下げたり，対策などを考える材料

を視聴者に提供する情報番組。放送開始以来一貫

して，「いま起きていることをよく知りたい」と

いう視聴者の声に応える番組作りを追求してき

た。ニュースと異なる視点の企画，キャスターの

持ち味を生かしたインタビュー，テーマを多面的

に捉えるシリーズなど，多様な手法・演出で「現

代」を伝えてきた。企画制作は，大型企画開発セ

ンターNHKスペシャル事務局のもとで，報道

局・制作局・海外総支局・各放送局が担当。／キ

ャスター：国谷裕子／社会番組部，経済・社会情

報番組部

『経済ワイドビジョンe』 新
土　09:00～09:49

第 1 回09.4.4，最終回10.3.20／経済ニュースを

井戸端会議のように読み解く，経済ワイドショー。

多彩なコメンテーターが，独自の視点で「暮らし

にどう影響するか」「今後どうなるか」活発なト

ークを繰り広げた。また，最新のトレンド情報や，

地方から芽吹く再生の取り組みなども紹介。金融

危機後の日本経済を明るくしたい！という思いを

込めた，ヒント満載の未来志向番組。／キャスタ

ー：野田稔，小林千恵アナ，関口博之／経済部，

政経・国際番組部，経済・社会情報番組部

『月刊やさい通信』
G 日（最終）06:15～06:45

月　16:05～16:35
BS2 水　15:00～15:30

第 1 回05.4.30／「野菜からはじまる食文化を楽

しもう」をキャッチフレーズに，野菜にこだわり，

その魅力を多彩な視点から紹介。野菜作りや家庭

菜園の楽しみを伝えるコーナーも。／出演：糸井

重里，クリス智子ほか／ソフト開発センター，N

EP

『“坂の上の雲”明治の夢・歴史の今』
木　22:55～23:00
土　21:55～22:00
日　22:45～22:50

スペシャルドラマ『坂の上の雲』をさらに興味

深く見ることができ，また，その背景まで知るこ

とができるミニ番組。各地に残る「坂の上の雲」

の世界をたどり，明治時代の出来事がどう現在の

我々に引き継がれ， 1世紀以上の時空を越えてな

お我々に語りかける，その意味とは何かを探る，

明治と現在をつなぐ紀行。／朗読：国井雅比古ア

ナ／語り：塚原愛アナ／音楽：久石譲／放送総

局，NEP

『先どり　きょうの健康』 新
日　5:15～5:45

第 1 回09.4.5／その週の月曜から木曜に放送す

る『きょうの健康』に先立ち，その週の放送の中

から選
よ

りすぐりの回をピックアップし，さらに教

育テレビでの週間放送予定を紹介する。／制作局

(委託管理），NED

『サラリーマンNEO シーズン4』（前期） 新
G 日　23:00～23:29
BS2 火　12:30～12:59

第 1 回09.4.12，最終回09.9.27／サラリーマンを

題材とした「笑い」と「風刺精神」で作るコメデ

ィー番組。俳優が演じるコントの数々とユニーク

なサラリーマンのミニドキュメンタリーなどをオ

ムニバス形式で構成。07～08年度 2年連続で国際

エミー賞コメディー部門ノミネート。／出演：生

瀬勝久，沢村一樹，田口浩正，麻生祐未，中越典

子，入江雅人，山西惇，八十田勇一，堀内敬子，

原史奈，奥田恵梨華，中田有紀，いとうあいこ，

コンドルズ，宝田明，平泉成，宮崎美子ほか／エ

ンターテインメント番組部

再 



『さわやか自然百景』
G 日　07:45～07:59

月　04:15～04:29
水　11:05～11:19

HV 土　08:45～08:59
BS2 金　11:40～11:54

日　05:00～05:14
第 1 回98.4.5／日本各地の自然と，そこで生き

る生き物たちの姿を紹介しながら，四季折々の姿

を見せる日本の自然の美しさ，すばらしさ，貴重

さ，そして，そこでの環境が育
はぐく

む生き物や植物の

大切さを伝えた。09年度は48本を制作した。／札

幌局，科学・環境番組部，各放送局，NEP，NP

N

『産地発！たべもの一直線』
G 日　06:15～06:50

月　16:05～16:40
BS2 水　15:00～15:35

第 1 回07.4 .8／本物のおいしさを届けようと，

誇りを持って農業・漁業を営む全国の生産者を毎

回紹介。食材の味の秘密を解き明かし，生産者の

こだわりを伝えることで，消費者の“食”への理

解を深めることを目指した。NHKの食料プロジ

ェクトの柱として，各放送局のネットワークを生

かし，全国各地の生産現場を現地のアナウンサー

がリポート。各産地の現状も詳しく伝えた。／司

会：井上あさひアナ，永島敏行／生活・食料番組

部

『サンデースポーツ』
日　21:50～22:39

第1回85.4.7／日曜のさまざまな競技の結果を，

いち早く，わかりやすく，独自の視点で伝えるス

ポーツ報道番組。また，旬のアスリートへの独占

インタビューや舞台裏に密着したドキュメントな

ど，多彩な特集で，スポーツの醍醐
だ い ご

味を伝えた。

特に，バンクーバーオリンピックに関する企画を

継続的に取り上げ，視聴者のオリンピックへの関

心に応えた。／キャスター：与田剛，廣瀬智美ア

ナ／スポーツ部

『時代劇アンコール』 新
10:05～10:48

視聴者からのリクエストが多い時代劇のアンコ

ール放送。

[御宿かわせみ」13.30～16.11

本放送 03年 4 月 4 日～ 5月30日（ 8回）

[御宿かわせみ～第二章」16.18～11.16

本放送 04年 4 月 2 日～ 7月23日（16回）

[御宿かわせみ～第三章」11.30～10.13.17

本放送 05年 5 月13日～ 8月 5日（12回）

／ドラマ番組部

『週刊こどもニュース』
土　18:10～18:42

第 1 回94.4.10／ 1 週間に起こったニュースを子

どもたちにわかりやすく伝えるニュース情報番

組。子どもたちの興味と関心を引くように，模型

やCGアニメを使うなど演出にさまざまなくふう

を凝らしている。昨今の難しいニュースがよくわ

かると，子どもだけでなく大人たちにも好評を得

た。／出演：岩本裕（お父さん役），はしのえみ

(お母さん役），金子雄・奈良瞳・渡辺魁士（子

どもたち），古川登志夫（ピント君の声）／青少

年・教育番組部，報道局，解説委員室

『週末プレマップ』
土　18:42～18:45

第 1 回08.10.4／08年度の後期にスタートした 3

分の広報番組。番組のコンセプトは『もうすぐ 9

時　プレマップ』と基本的に同じだが，取り扱う

内容を土・日曜の番組やイベントに限定した。幅

広い層がテレビを見ている時間帯であることか

ら，受信料に関するお知らせなども積極的に伝え

た。／鈴木奈穂子アナ／広報局制作部

『祝女～シーズン1』（後期） 新
G 日　23:00～23:29
BS2 火　12:30～12:59

第 1 回10.1.10，最終回10.3.28／女の本音や本性

をテーマにしたショートストーリーを集めたオム

ニバスコメディー。女性が遭遇する日常生活の瞬

間を切り取り，友人同士や主婦仲間，職場の先

輩・後輩，恋のライバルなど，さまざまな人間関

係にある女たちの悲喜こもごもを描いた。／出

演：友近，YOU，ともさかりえ，市川実和子，

佐藤めぐみ，臼田あさ美，小出早織，入山法子ほ

か／エンターテインメント番組部

『出社が楽しい経済学』 新
G 木　23:00～23:29

水　15:15～15:44
BS2 火　17:30～17:59

第 1 回09.10.8，最終回09.12.10／経済学の基本

用語をドラマで学ぶ新感覚番組。厳選した 8のキ

ーワードで，仕事やふだんの生活に潜む経済の仕

組みを読み解く。経済学の知識が無い人たちにも

すぐに役立つ考え方を紹介する。／出演：吉本佳

生，劇団スーパー・エキセントリック・シアター

／経済・社会情報番組部

再 
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『趣味の園芸プラス』
金　09:30～09:54

第 1 回07.4.6／視聴者から寄せられた園芸に関

する疑問，質問に専門家が生放送で答える。「洋

ラン」「バラ」「観葉植物」など毎回テーマを設定

し，手紙やFAX，番組ホームページで質問を募

集。質問に答えるほか，視聴者が育てた植物の写

真を紹介する「園芸大好き！」，講師がとってお

きの管理のコツを教える「園芸プラスメモ」のコ

ーナーで構成。／司会：柘植恵水アナ／レギュラ

ー講師：金子明人，矢澤秀成，小笠原誓／制作局

(委託管理），NED

『趣味悠々選』
水　10:05～10:54

第 1 回05.10.5／人生をより豊かに過ごしたいと

いう中高年を対象にした生活提案型の趣味講座。

[ひと味違う！ダッチオーブン入門」「骨董
とう

を楽

しもう」「中高年のためのいまさら聞けないパソ

コンABC」「心も体もリフレッシュ　ヨガで元気

に！」などを放送した。／制作局（委託管理），

京都局，NED，NPN

『笑・神・降・臨』 新
火　10:10～10:39

第 1 回09.4.7／毎週29分間の中にただ 1 組の芸

人だけが出演し，自分たちが作り込んだネタをじ

っくりたっぷりと演じて魅せる番組。09年度は 4

～ 5 月に 8 本，10～11月に 8 本制作した。／出

演：次長課長，アンジャッシュ，インパルス，東

京03，フットボールアワー，ますだおかだ，バカ

リズム，ドランクドラゴン，サンドウィッチマン，

ロバート，キングオブコメディ，2丁拳銃，友近，

TKO，麒麟，よゐこ／エンターテインメント番

組部

『シリーズ世界遺産100』
月～木　10:55～11:00
火～土　14:15～14:20
金　　10:40～10:45
日　　22:40～22:45

第 1 回第1回05.4.4／ユネスコの世界遺産をテー

マとした 5 分の短編ドキュメンタリーシリーズ。

番組のタイトル映像に登場するのは，ゴーギャン

の代表作のひとつ，「我々はどこから来たか

我々とは何か　我々はどこへ行くのか」。／語

り：江守徹，鹿賀丈史，松平定知アナ／テーマ音

楽：久石譲／文化・福祉番組部，NEP

『知る楽選』
木　10:05～10:55 

第 1 回05.10.5，最終回10.3.11／幅広い知的好奇

心に応える肩の凝らない教養番組。教育テレビで

月～木曜の夜間に放送している『知る楽』からセ

レクトして総合テレビで再放送。定番の話を重厚

に語るのではなく，情報の新鮮さ，切り口の斬
ざん

新

さで，本放送とは異なる時間帯の視聴者層にもア

ピールした。／文化・福祉番組部，京都局ほか，

NED

『新日本紀行ふたたび～NHKアーカイブス』
G 土　11:25～11:53 
BS2 月　15:00～15:29

第 1 回05.4.9／かつて『新日本紀行』で紹介し

た取材地を再び訪れ，当時と現在を対比しながら

地域の風土や暮らしを見つめ直す紀行番組。／ラ

イツ・アーカイブスセンター，NEP

『スタジオパークからこんにちは』
月～金　13:05～13:55 

第 1 回95.3.22／スタジオパークにある450オー

プンスタジオからの公開番組。旬で話題の俳優・

ミュージシャン・作家・スポーツ選手など，各界

の第一線で活躍する人物をゲストに迎え，多彩な

ラインナップで生放送する。ゲストが出演する番

組の舞台裏，現在の活動から人生談まで，さまざ

まな角度から掘り下げ，意外な素顔に迫る。趣味

や特技の実演も交え，視聴者からのFAXやメー

ルで質問やメッセージを受け付け，ライブ感あふ

れる番組を展開した。「暮らしの中のニュース解

説」では身近な時事問題をわかりやすく解説し

た。／司会：竹内陶子・岩槻里子・山本志保・住

吉美紀・稲塚貴一アナ／解説委員室，制作局（委

託管理），NEP

『スペシャルドラマ　坂の上の雲（第1部）』 新
G 日　20:00～21:29
HV（先行放送） 日　17:30～18:59
BS2 日　22:00～23:29

第 1 回09.11.29／司馬骰太郎が10年の歳月をか

け，日露戦争とその時代を生きた明治の青春群像

を渾
こん

身の力で書き上げた「坂の上の雲」を原作と

して描く人間ドラマ。全13回のうち第 1～ 5回を

第 1 部とし，09年に放送した。松山に生まれた 3

人の男，バルチック艦隊を破る作戦を立てた秋山

真之，ロシアのコサック騎兵と対等に戦った秋山

好古そして俳句・短歌の革新者となった正岡子規

を主人公とし，生まれたばかりの「少年の国」で

ある明治の日本が，世界の中でいかに振る舞って

いったかを描く。（連続13回）／原作：司馬骰太

郎「坂の上の雲」／脚本：野沢尚，柴田岳志，佐

藤幹夫／音楽：久石譲／語り：渡辺謙／出演：本

木雅弘，阿部寛，香川照之，菅野美穂，松たか子，



竹中直人，片岡鶴太郎，小澤征悦，藤本隆宏，原

田美枝子，竹下景子，伊東四朗，西田敏行，石坂

浩二，加藤剛，高橋英樹，渡哲也ほか／放送総局

『スポットライト』
金　22:00～22:43

第 1 回09.6.19～第 7 回09.07.31，第 8 回10.1.8～

最終回10.3.19／韓国・ソウルのGBS放送報道局社

会部の若手女性記者ソ・ウジンが，新任キャップ，

オ・テソクの叱咤
し っ た

激励を受けながら一人前の記者

に成長していく姿を描くドラマ。BS2で09年度に

放送したものを短縮版で放送。（全16回）／ソフ

ト開発センター，NEP

『生活ほっとモーニング』
月～金　08:35～09:25

第 1 回95.4.3，最終回10.3.19／健康や衣食住な

ど暮らしに役立つ情報から，定年後のさまざまな

家族の選択や奮闘の物語など人生の応援歌となる

ドキュメンタリー，さらには災害・事件・事故の

リポートまで，確かな情報とさわやかな感動を，

わかりやすく親しみやすい演出で伝える生活情報

番組。／キャスター：黒崎めぐみ・永井伸一ア

ナ／生活・食料番組部

『世界遺産への招待状』 新
G 月　22:00～22:43

金　16:05～16:48
BS2 水　16:45～17:28

第 1 回09.3.30，最終回10.3.15／毎回数か所の世

界遺産を訪ねる紀行番組。まるで自分が旅をして

いるような感覚を楽しめるよう構成し，遺産の背

後にある謎，歴史や人間のドラマにも迫る。番組

プレゼンターとして女優の真矢みきが，声の出演

をした。09年度は，「オーストラリア」「フラン

ス」「マヤ文明」「エーゲ海」「西アフリカ」「中

国・長江流域」「スロバキア」「カリフォルニア半

島」「南アフリカ」「イタリア・サンマリノ」「ク

ロアチア」「南インド」「カリブ海」「エジプト」

[ピレネー山脈」「草原のシルクロード」「インド

ネシア」「スイス・アルプス」「モーリタニア」

[トルコ」「ドイツ」「ロッキー山脈」「リトアニ

ア」「コソボ」「スイス・ウォッチバレー」「ロシ

ア・クレムリン」「ハンガリー」「中国・五台山」

[ベネチア」「シリア」「カナリア諸島」「中国・

皇帝陵墓」「セネガル・ガンビア」を制作した。

また，最終回は，これまでに放送した番組の中か

ら再構成した「Special Travelようこそ人類の至

宝へ」を制作した。／語り：腹筋善之介／声の出

演（プレゼンター）：真矢みき／文化・福祉番組

部，NEP

『世界と出会った日本人』 新
日　22:45～22:50
木　22:55～23:00

第 1 回09.4.5，最終回10.3.28／新しい時代を迎

えた時，われわれの先人たちはどうのように反応

し，行動したのだろうか。幕末から明治半ば（20

世紀初頭）にかけて，幕府，各藩，そして明治政

府は，近代国家の新しいビジョンを求めて使節団

や留学生を次々と欧米各国に派遣した。なかには

禁を犯し，あるいは私費で海を渡った日本人もい

た。彼らはそこで何に出会い，何を発見し，何を

持ち帰ったのか…。番組では，近代日本の基礎作

りに計り知れない貢献を行った25人の日本人にス

ポットを当て，彼らがどのように近代文明と出会

い，日本を変えるに至ったかを描いた。取り上げ

た25人は以下のとおり。中村正直，渋沢栄一，大

山捨松，福沢諭吉，稲畑勝太郎，伊藤博文，山田

わか，辰野金吾，高橋是清，大島高任，成島柳北，

大久保利通，黒田清輝，北里柴三郎，南方熊楠，

山田耕筰，安達峰一郎，新渡戸稲造，佐野常民，

辰巳一，町田久成，津田梅子，高峰譲吉，片山潜，

朝河貫一／ソフト開発センター，アジア・コンテ

ンツ・センター

『絶景　日本の名峰』
G 日　　14:15～14:20
HV 月・火　12:50～12:55
BS2 木　　10:50～10:55

第 1 回07.5.21／日本を代表する山岳の魅力をコ

ンパクトな 5分サイズのミニ番組で年間を通して

紹介した。日本各地の46山を四季折々の山岳映像

に加えてダイナミックな空撮をふんだんに盛り込

むことで，山に登る感動を手軽に味わえる番組と

して好評を博した。「登る人さえ一生で出会えな

い絶景がある」をキャッチフレーズにメディアミ

ックスを展開，番組は 3 冊のDVDブックとして

発売するなどマルチ展開を行った。（全46回）／

ナレーター：加賀美幸子／衛星放送センター，G

メディア

『双方向解説　そこが知りたい！』
土ほか　10:05～11:54

第 1 回08.4.18／社会の関心が高いテーマを取り

上げ，メールやFAXで寄せられた視聴者の意見

を生放送に取り込みながら，議論を重ねる双方向

番組。複数の解説委員が議論することで，多層的，

複眼的な視点を視聴者に提示した。09年度は特集

(12月）を含めて 6 本を制作。／4.18「世界同時

不況・危機への対応は十分か」，6.20「どこまで

やれるかCO2削減～ポスト京都と世界」，9 . 21

再 

再 
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[新政権　どうなる内政　どうする外交」，11.3

[どんな国をめざすのか」，12.26「どう読む2010

年の日本と世界」，2.11「“地域主権”の国をどう

創
つく

るか」／解説委員室

『ソクラテスの人事』 新
G 木　22:00～22:43

木　16:05～16:48
BS2 火　16:45～17:28

第 1 回09.4.2，最終回09.9.17／今，世の中で求

められている能力とは？　知識や経験に頼らず，

ゼロから発想し解決する力＝“地頭力
じあたまりょく

”が注目さ

れている。先が読めない時代，企業は人事採用の

試験でさまざまな難問奇問を出題し，激しい人材

獲得競争を繰り広げている。こうした“ソクラテ

スもびっくり！？”のユニークな問題の数々に，

芸人や俳優，学者など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，出演者の合否を判定する。08

年 9 月に放送し，反響を得た番組を半年間のレギ

ュラー化。司会とゲスト受験者，人事部の絶妙な

掛け合いで進行する新感覚バラエティー。最終回

は，出演者が合格した企業に体験入社，JAXA

(宇宙航空開発機構）が宇宙飛行士に向く人材を

選ぶなどの内容で75分の特集として放送した。／

キャスター：高田純次，南原清隆，ほしのあき／

文化・福祉番組部

『それいけ！民謡うた祭り』
土・日　15:05～15:49ほか（不定時）

第 1 回03.4.27／地域にこだわった民謡ステージ

ショーでふるさとの魅力をたっぷりと紹介し

た。／八戸市，朝倉市，常滑市，伊達市，砺波市，

妙高市，日立市，足利市，奈良市で実施。年 9

回。／司会：伍代夏子，滑川和男アナ／音楽・伝

統芸能番組部

『SONGS』
G 水　23:00～23:29

火　15:15～15:44
BS2 月　17:30～17:59

第 1 回07.4 .11／1960年代から現代までのJ－

POPの名曲を送る，大人のための音楽番組。09

年度は，松任谷由実，坂本龍一，矢沢永吉，中森

明菜，美輪明宏，井上陽水ら時代を象徴するアー

ティストたちが，貴重なスタジオライブで名曲を

披露した。／エンターテインメント番組部

『ダーウィンが来た！生きもの新伝説』
G 日　19:30～19:59
BS2 火　15:00～15:29

第 1 回06.4.9／家族で楽しめる自然番組。ジャ

ングル，深海から里山，都会まで，自然の中に埋

もれる驚きのスクープ「新伝説」を発掘。特殊撮

影を駆使し，本格映像で紹介した。CGキャラク

ター「ヒゲじい」が視聴者の素朴な疑問を代弁，

アナウンサーとの掛け合いで，わかりやすく伝え

た。／科学・環境番組部，NEP

大河ドラマ
G 日　20:00～20:45

土　13:05～13:50
HV（先行放送） 日　18:00～18:45
BS2 日　22:00～22:45

第 1 回63.4.7／昭和38年から始まり，今回で48

作目となるNHKの看板番組の一つ。スケールの

大きな主人公を中心に，人物群像と時代の息吹を

描き出す本格時代劇。基本的には 1月放送開始の

1年 1作。

『天地人』
第 1 回09.1.4，最終回09.11.22／戦国の世，謀略

と裏切りが繰り返された時代にあって，兜
かぶと

に愛の

一文字を掲げ，義と仁愛の精神を貫いた武将がい

た。上杉景勝の家臣でありながら，豊臣秀吉，徳

川家康らを魅了し，また，最も恐れられた男，そ

の名は，直江兼続。失われつつある「日本人の義

と愛」を兼続の人生に重ね合わせて描き出した歴

史ドラマ。大河ドラマ48作目。（連続47回）／原

作：火坂雅志「天地人」／脚本：小松江里子／音

楽：大島ミチル／出演：妻夫木聡，北村一輝，常

盤貴子，田中美佐子，高嶋政伸，小栗旬，長澤ま

さみ，玉山鉄二，相武紗季，加藤清史郎，東幹久，

小泉孝太郎，比嘉愛未，城田優，深田恭子，松田

龍平，上地雄輔，杏，石原良純，木村佳乃，吉川

晃司，笹野高史，中尾彬，高島礼子，宇津井健，

富司純子，阿部寛，松方弘樹ほか／語り：宮本信

子／ドラマ番組部

『龍馬伝』 新
第 1 回10.1.3／「幕末史の奇跡」と呼ばれた風

雲児・坂本龍馬33年の生涯を，幕末屈指の経済

人・岩崎弥太郎の視線から描くオリジナル作品。

黒船目撃，脱藩，海軍操練所建設，薩長同盟…

いつも自分の一歩先を進む龍馬への憧
あこが

れ，ねたみ

は弥太郎をさいなむ。長崎で再会した 2人は衝突

を繰り返す中で急接近。「世界の海援隊を作る」

龍馬の志は龍馬暗殺の後，弥太郎に引き継がれて

いく。世界的な不況の時代，名も無き若者が世界

を動かす「龍」へと成長していく壮大なストーリ

ーで，希望の新ヒーローを描いた。大河ドラマ49

作目。（連続48回）／作：福田靖／音楽：佐藤直

紀／出演：福山雅治，香川照之，大森南朋，広末

再 

再 

再 



涼子，寺島しのぶ，貫地谷しほり，宮迫博之，佐

藤健，大泉洋，杉本哲太，谷原章介，生瀬勝久，

渡辺いっけい，伊勢谷友介，上川隆也，蒼井優，

余貴美子，高橋克実，近藤正臣，松原智恵子，蟹

江敬三，倍賞美津子，児玉清，里見浩太朗ほか／

ドラマ番組部

『タイムスクープハンター』 新
水　10:10～10:39

第 1 回09.4.1／従来の時代劇や教科書では決し

て描かれなかった無名の人々を主人公に，人間の

存在感を楽しむ歴史エンターテインメント番組。

未来に存在する会社からタイムワープし派遣され

たジャーナリストが，人間の営みをアーカイブス

していく設定で，さまざまな時代を紹介した。数

百年前，現代に通じる悩みや熱き志を持ち，壁を

壊そうと懸命に生きた人々の身に起きた些細
さ さ い

な事

件や出来事を徹底した時代考証を行ったうえで，

ドキュメンタリーテイストとしたドラマ。年間 8

本制作した。／出演：要潤／ソフト開発センター

『ためしてガッテン』
G 水　20:00～20:43

火　16:05～16:48
BS2 木　18:15～18:58

第 1 回95.3.29／食や健康を中心にした身近な疑

問に答えるため，ユニークな実験や徹底調査を敢

行，生活科学番組としてさまざまな役立ち情報を

提供した。／司会：立川志の輔，小野文惠アナ／

ゲスト：山瀬まみ，ほか／科学・環境番組部

『探偵Xからの挑戦状！』 新
木　10:10～10:39

第 1 回09.4.2，最終回09.11.26（春と秋の 2 シリ

ーズを放送：春09 . 4 . 2～5 . 2 1，秋0 9 . 1 0 . 8～

11.26）／テレビ番組と携帯小説を融合させた初

の試み。推理作家が書き下ろしたミステリー小説

を携帯電話で 6日間かけて配信し，読者は，犯人

を推理してNHKの携帯サイトに投票。最後にテ

レビの番組内で事件の真相が明かされる，という

仕組み。番組は，携帯に配信された小説をドラマ

化した「問題編」と，同じくドラマ仕立てで真相

を明かす「解決編」からなる。春シリーズでは

[問題編」と「解決編」を同一回内で，秋シリー

ズでは 2 週にわけて放送した。／原作小説

(春）：辻真先作「DMがいっぱい」，白峰良介

作「赤目荘の惨劇」，黒崎緑作「猫が消えた」，霞

流一作「サンタとサタン」，芦辺拓作「森江春策

の災難」，井上夢人作「セブ島の青い海」，折原一

作「石田黙のある部屋」，山口雅也作「靴の中の

死体～クリスマスの密室」／原作小説（秋）：辻

真先作「嵐の柩島で誰が死ぬ」，井上夢人作「殺

人トーナメント」，近藤史恵作「メゾン・カサブ

ランカ」，我孫子武丸作「記憶のアリバイ」／ソ

フト開発センター，NEP

『地域発！ぐるっと日本』
日　10:05～11:30

第 1 回08.4.6，最終回10.3.14／全国54局のネッ

トワークを生かして，NHK各局が制作したニュ

ースリポートや地域番組を全国に発信した。地域

で生きる人たちの奮闘する姿や地域の抱える課題

を通して，“にっぽんの今”を見つめた。／ソフ

ト開発センター，Gメディア

『着信御礼！ケータイ大喜利』
日（第 1・ 3週） 00:00～00:45

第 1 回05.1.5／携帯電話からの投稿で，誰でも

大喜利のお題に答えられる視聴者参加番組。大量

のテキスト投稿を即時に表示できるサーバー・作

画システムを採用し，双方向性・即時性をもった

新たなお笑い番組のスタイルを確立した。月 2回

の定時放送となってからも，コンスタントに40万

件の投稿が寄せられている。09年 1 月には番組メ

ルマガ会員が10万人を突破，若者が視聴し若者が

参加する「若者番組」として支持されている。／

出演：今田耕司，板尾創路，千原ジュニアほか／

制作局（委託管理），青少年・教育番組部，NEP

『追跡！A to Z』 新
（前期）土　20:00～20:43
（後期）土　22:00～22:43

第 1 回09.4.18／NHKスペシャルが日・月曜の

週 2本から，日曜週 1本になることに伴い生まれ

た，新機軸の報道情報番組。視聴者が最も知りた

い現象の最前線にいち早く迫り，その背景と本質

を深い納得感とともに提供することをねらいとし

てスタートした。取材経験豊富なキャスターが積

極的に現場に立ち，時代を読み解いていくことも

目指した。「調査報道型」の番組では，北朝鮮の

核兵器開発のキーパーソンの足取りを追った「北

朝鮮　謎の“核調達人”を追う」，年金記録の調

査の不備を調べ上げ，社保庁長官に直接迫った

[どうなっているのか？年金記録問題」などが大

きな反響を呼んだ。また，老人ホームの知られざ

る実態に迫った「無届け老人ホームの闇」，長崎

県の情緒障害児短期治療施設にカメラを据え，被

虐待児の心の傷を生々しくとらえた「虐待の傷は

癒えるのか」など，「最前線の現場を丸ごと活写

する，超リアルなドキュメント」というキャッチ

フレーズのもと，カメラが出来事の奥深くまで入

り込む作品も並んだ。さらに「人々がその週末，

再 
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一番見たいもの，知りたいこと」に常に留意しつ

つ，緊急性のある話題にも臨機応変に対応した。

時事的なテーマでは， 8月末の政権交代を受けて

[民主党　新代表でどう戦うのか」「政権交代

民主党はどう動く」「鳩山新政権　“政治主導”

は実現できるか」，スポーツでも「野村監督は何

を残したか」「松井秀樹　MVPへの道」「石川遼

18歳賞金王の衝撃」「朝青龍　引退の舞台裏」な

ど，最新の話題を取り上げた。地方局からの参加

も活発で，「新型インフルエンザ　何が問われて

いるのか」（大阪局，神戸局），「暴力団を追い出

せるのか　住民達の闘い」（福岡局），「緊急検証

土砂災害」（山口局，秋田局）など，積極的な展

開を見せた。10月からは視聴者の視聴習慣を考慮

して，放送時間を午後 8時から10時に移行，10年

3 月からはスタジオセットを一新し，視聴者目線

にたったタレントを時にゲストとして起用するな

ど，演出面でも視聴者本位の演出を模索し続けて

いる。／キャスター：鎌田靖解説委員／大型企画

開発センター

『鶴瓶の家族に乾杯』
G 月　20:00～20:43
BS2 月　18:15～18:58

第 1 回97.4.26／家族のすばらしさやきずなの大

切さを再発見することを目的とした，視聴者参加

型紀行番組。毎回，旅に出るのは，笑福亭鶴瓶と

ゲスト。 2人が訪ねる先は，どこにでもある町や

村。さまざまな家族とぶっつけ本番の出会いを繰

り広げ，今の時代に失われがちな人々との触れ合

いのすばらしさを伝える。09年度は18か所を旅し，

前・後編で36本を放送。／司会：笑福亭鶴瓶，小

野文惠アナ／ナレーション：久米明／和歌山県日

高川町（ゲスト・白川由美），佐賀県唐津市（米

倉涼子），新潟県村上市（余貴美子），鹿児島県龍

郷町（渡辺えり），長野県上田市（奥田瑛二），熊

本県山都町（柳家花緑），北海道森町（八千草薫），

徳島県美馬市脇町（大杉漣），群馬県昭和村（渡

辺満里奈），奈良県曽爾村（坂崎幸之助），宮崎県

高原町（田中麗奈），福島県三春町（徳光和夫），

岡山県高梁市（高橋英樹），岐阜県羽島市（八嶋

智人），石川県穴水町（西田敏行），秋田県八峰町

(温水洋一），宮城県石巻市（坂口憲二），高知県

安芸市（川藤幸三）／このほかスペシャルとして，

台湾・台南（鈴木杏）／エンターテインメント番

組部

『デジタルQ』
日　06:50～06:53
金　15:12～15:15

第 1 回08.4.6／コールセンターなどに寄せられ

る，デジタル放送に関する視聴者の疑問や相談に

わかりやすく答える番組。／出演：島津有理子ア

ナ，瀬川瑛子，キャン×キャン／広報局制作部，

NSC

『東京カワイイ★TV』 新
G 土　23:30～23:59
BS2 水　17:30～17:59

第 1 回08.4.3／東京は世界のファッション業界

で最も注目を集める街。特に渋谷や原宿は，欧米

の若者たちが，一度は行ってみたい街の筆頭格で

ある。番組のキーワードは「カワイイ（kawaii）」。

トーキョーの新しい魅力をリアルに切り取る女の

子のためのカルチャー情報マガジンである。デコ，

ネイル，姫，ゴスロリ，制服など，東京発のトレ

ンド最前線を毎回紹介したほか，来日有名人のお

買い物にも密着。「カワイイ」を世界に浸透させ，

海外のメディアからも注目を集めた。／出演：沢

村一樹，BENI／制作局（委託管理，番組開発），

NEP

『TOKYO ニュース　REMIX』 新
水　10:10～10:39

第 1 回09.10.7，最終回09.12.2／日本のニュース

を「海外」目線で斬
き

ることで，よりおもしろく・

より深く伝える情報バラエティー。毎回のテーマ

はスポーツ・政治・カルチャー，旬なら何でもご

ざれ。ネット感覚で世界中から集めた海外VTR

と各テーマに精通した国際派ゲストとのトーク，

さらには，ハリウッド・セレブへのインタビュー

や海外ロケにも突撃。日本人に，今のニッポンを

見つめるもう一つの視点を提示した。／司会：ジ

ョン・カビラ，川平慈英／ゲスト：劇団ひとり，

矢口真里，はるな愛，杏ほか／文化・福祉番組部

『ドキュメント20min.』 新
G 金　10:10～10:30
BS2 翌週火　14:25～14:45

第 1 回09.6.5／若い制作者の企画を，30歳代の

中堅ディレクターがプロデュースする“新感覚”

のドキュメンタリー。09年度は，夏の特集枠も含

め29本を制作。はじめてのトウキョウ，ケータイ

予測変換ワード，松本サリン事件15年など硬軟織

り交ぜたテーマで編成した。また，疑似中継風リ

ポートやスチール構成，音や早送りにこだわった

手法や，リレー形式のインタビュー構成など，挑

戦的かつ斬
ざん

新な演出で，若い視聴者層の開拓に貢

献した。／大型企画開発センター

『とくせんETV』 新
金　10:05～10:54



第 1 回09.4.3，最終回10.3.19／総合テレビを通

して，教育テレビの魅力や役割を伝えるPR番組。

新シリーズや注目番組を中心に，月替わりのゲス

トが基本的に 1回 2番組を紹介。内容は趣味・実

用，語学ほか教育テレビ各ジャンルの番組。また，

再放送または新作を先取りで放送することで，視

聴者の教育波への誘導，および番組テキストの周

知を図った。／ゲスト：西城秀樹，髭男爵ほか／

制作局（委託管理），NED

『特ダネ投稿　DO画』 新
金　10:30～10:40

第 1 回09.4.3／番組が独自に設けた動画投稿サ

イトに視聴者から寄せられた魅力的な動画の数々

と，世界各国の動画サイトから，数万～数十万回

も再生・視聴されて人気を集めた動画などを紹介

する，動画の“今”をヴィヴィッドに伝える番組。

／ソフト開発センター，Gメディア

『とっておき世界遺産100』
水　15:45～16:00

第 1 回06.4.16／複数の世界遺産を，時間と場所

を越えたテーマに沿って取り上げることによっ

て，ダイナミックな世界遺産の見方と魅力を提示

した。『シリーズ世界遺産100』をはじめ，NHK

の世界遺産関連番組のアーカイブスを徹底的に再

利用し，世界遺産の地球・歴史・文化的価値を独

自の切り口でメッセージ化した。08年度の再放送。

文化遺産では「岩絵は語る」「王妃の宮殿・マリ

ーアントワネット」「天空からのメッセージ」「仏

の来た道」など，自然遺産では「山水の世界」

[化石ロマン」などを放送した。／音楽：久石

譲／ナレーション：島津有理子アナ／ソフト開発

センター，NEP

『トップランナー』
G 土　10:10～10:54
BS2 水　13:00～13:44

第 1 回97.4.4／02年度は休止。03.4.10～08.3.22

(E）／音楽・アート・スポーツ・文学・映画な

ど，あらゆるジャンルで活躍するトップランナー

をスタジオに招き，彼らの魅力，本音，素顔，意

外な個人史などを引き出すトーク番組。総合テレ

ビに放送が変わった08年 4 月から，司会をクリエ

イティブディレクター・箭
や

内
ない

道彦と，モデル・

SHIHOが担当。ゲストには，ミュージシャンの

TAKURO（GLAY），俳優の小栗旬・綾瀬はるか，

映画監督の西川美和・細田守，プロ野球選手・岩

隈久志，囲碁棋士・張栩，イラストレーター・中

村佑介らが登場。熱気あふれるトークやライブを

繰り広げた。／青少年・教育番組部

『土曜時代劇』
G 土　19:30～20:00
HV（先行放送） 金　18:00～18:30

スタートして 2年目を迎えた『土曜時代劇』で

は「陽炎の辻」「オトコマエ！」の人気シリーズ

のほか，初めて女性主役のシリーズ「咲くやこの

花」を制作。バリエーションを広げ時代劇ファン

の支持を得た。

「陽炎の辻3～居眠り磐音　江戸双紙」
第 1 回09.4.18，最終回09.8.8／おこんと湯治に

出かけた坂崎磐
いわ

音
ね

は江戸に戻り，両替商・今津屋

の財産を狙った一味を捕えるなど，相変わらずの

大活躍。剣の師の佐々木玲圓と将軍御側御用取次

の速水左近から，将軍の嫡男・家基の警護を頼ま

れる。老中・田沼意次は権力保持のため，次期将

軍として期待される家基の暗殺を企てている。お

忍びで江戸城を出た家基を，田沼が差し向けた暗

殺集団が襲い，磐音と玲圓が撃退して，家基は無

事に城に戻る。磐音は玲圓の養子となって佐々木

道場を継ぐことになり，両親の許しを得るために，

おこんと故郷・豊後関前に向かう。磐音は，かつ

ての同志で，家老の陰謀にあって死んだ琴平たち

の墓参を済ませ，坂崎家でおこんと仮祝言を挙げ

る。（連続14回）／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，宇梶剛士，川村陽介，

榎木孝明，辰巳鞜郎，小松政夫，近藤正臣ほか／

ドラマ番組部，NEP

「オトコマエ！2」
第 1 回09.9.5，最終回09.12.12／オトコマエな 2

人がパワーアップして帰ってきた！　藤堂逸馬は

北町奉行所の吟味与力。武田信三郎は評定所の物

調役。弱い者に味方し悪を懲らしめる，ハイテン

ポの 1 話完結痛快時代劇。その第 2 シリーズ。

(連続14回）／原作：井川香四郎「梟与力吟味

帳」シリーズより／脚本：川上英幸，菱田信也ほ

か／音楽：羽岡佳／出演：福士誠治，斎藤工，片

岡鶴太郎，柴田恭兵，佐藤江梨子，石橋蓮司，井

上和香，浅田美代子，黒川芽以，松金よね子，小

倉一郎ほか／ドラマ番組部，NEP

「咲くやこの花」
第 1 回10.1.9，最終回10.3.27／百人一首が大好

きで，地味に目立たず生きようとしていたはずの

深川の漬物屋「ただみ屋」の一人娘・こいが「大

江戸かるた腕競べ」で勝ち進み，江戸中の注目の

的となっていく。さらには仇
かたき

討ちを志す浪人・

由良との初恋を経験する中で，人間として成長し

ていく大江戸青春グラフィティー。（連続1 0

181 NHK年鑑’10

総合：定時番組



総合：定時番組

NHK年鑑’10 182

回）／作：藤本有紀／音楽：河野伸／出演：成海

璃子，平岡祐太，余貴美子，寺田有希，でんでん，

内田滋，松澤一之，みのすけ，宍戸美和公，寺泉

憲，寺田農，大和田伸也，佐野史郎，松坂慶子ほ

か／ドラマ番組部，NEP

『土曜スタジオパーク～あなたの声に答えます』
土　14:00～15:00

第 1 回99.4.10／NHKの番組・経営・イベント

の広報と理解促進を図る60分の生放送番組。NH

Kの番組に出演するゲストとのトークのほか，視

聴者から寄せられた質問に答えたり，NHKの最

新情報を紹介するコーナーなどで構成した。NH

Kスタジオパーク内の450スタジオで，来館者に

もくつろいだ気分で観覧してもらった。／司会：

小野文惠・青井実アナ，ビビる大木／広報局制作

部，NSC

『土曜スポーツタイム』
土　22:45～23:15

第 1 回07.4.7／スポーツ専門番組として，プロ

野球やJリーグ・大相撲などの結果を，勝負を分

けたポイントにこだわりながら伝えることを目指

してきた。また，バンクーバーオリンピックやサ

ッカーワールドカップを控える中，選手の取り組

みや意気込みをていねいに伝えることで，大会へ

の期待を盛り上げてきた。そのほか，選手たちの

高度な技術を紹介する企画コーナー「究める！」

を活用し，ラグビーやハンドボール・アイスホッ

ケーなどにも広く興味を持ってもらえるように努

めてきた。競技の裏に隠されたもう 1つのドラマ

にスポットを当てた「アナザーストーリー」は，

認知度も高く，番組のもうひとつの“顔”として

好評を得た。／キャスター：一橋忠之アナ／スポ

ーツ部

『土曜ドラマ』
G 土　21:00～21:53
HV（先行放送） 土　18:00～18:53

第 1 回06.1.14／社会派骨太路線とヒューマンド

ラマの両面に重点を置き，現代性に富んだ題材を

厳選して届けた。

「遥かなる絆」
第 1 回09.4.18，最終回09.5.23／大宅賞受賞のノ

ンフィクションのドラマ化。日中国交回復前の

1970年，自力で肉親を探し出し帰国を果たした中

国残留孤児の父と，その娘の物語。日本の両親と

中国の養母，ふたつの愛情の間で奮闘してきた父

の軌跡を追った娘の目を通して，国と世代を越え

た人の絆
きずな

を描く。（連続 6 回）／原作：城戸久

枝／脚本：吉田紀子／音楽：渡辺俊幸／出演：鈴

木杏，グレゴリー・ウォン，フービン，岳秀清，

王維維，西須隼太，徐宏，張春祥，薄宏，大塚道

子，伊藤榮子，浜畑賢吉，森下愛子，加藤健一ほ

か／ドラマ番組部，NEP

「風に舞いあがるビニールシート」
第 1回09.5.30，最終回09.7.4／UNHCR東京事務

所で働く若き日本人女性を主人公とした森絵都の

短編小説「風に舞いあがるビニールシート」。こ

の直木賞受賞作品を原作に，男女の愛をきっかけ

に，世界で懸命に生きる人々への愛に気づいて，

新たな一歩を踏み出す女性の姿を感動的に描く。

(連続 5 回）／原作：森絵都／脚本：宮村優子，

加藤綾子／音楽：菅野よう子／出演：吹石一恵，

クリス・ペプラー，吉沢悠，篠原ともえ，平岩紙，

ダンテ・カーヴァー，佐野史郎，片平なぎさ，ほ

か／ドラマ番組部

「リミット～刑事の現場2」
第 1 回09.7.11，最終回09.8.8／ベテランと若手

の対立，ショカツの実情をリアルに描き好評を得

た「刑事の現場」第 2弾。世代も価値観も異なる

全く異なる刑事が激突。捜査の限界，警察の限界，

優しさの限界などさまざまな“リミット”に直面

し，乗り越えようとする刑事たちの姿を描く骨太

のヒューマンドラマ。（連続 5 回）／作：遊川和

彦／音楽：coba／出演：森山未來，加藤あい，

杉本哲太，細田よしひこ，斉藤洋介，森本レオ，

甲本雅裕，黒川芽以，純名りさ，ARATA，若村

麻由美，伊武雅刀，武田鉄矢ほか／名古屋局

「再生の町」
第 1 回09.8.29，最終回09.9.26／財政破たん寸前

の地方都市「なみはや市」を再建する使命を帯び

た公務員たちが，困窮する市民の現状と向き合い

ながら「ふるさと」再生の道を模索する姿を通し

て，まち作りのあり方を問う行政ヒューマンドラ

マ。（連続 5 回）／作：菱田信也，山本雄史／出

演：筒井道隆，段田安則，南果歩，矢島健一，久

保山知洋，牧瀬里穂，岩本多代，桂吉弥，小西美

帆，阿南健治，山西惇，水崎綾女，中原丈雄，佐

川満男，石倉三郎，長門裕之，吉田栄作，近藤正

臣，岸部一徳ほか／大阪局

「チャレンジド」
第 1 回09.10.10，最終回09.11.7／「チャレンジ

ド」は英語で障害者を指す。神からチャレンジと

いう使命を与えられた人の意。主人公の塙啓一郎

は熱血教師だったが，病気のため失明する。天職

のように思っていた教師の道をあきらめられず，

懸命のリハビリを行って教壇に復帰。持ち前のひ

たむきな姿勢と，たゆみない努力で，生徒たちに



人を愛することの大切さ，生きることの尊さを教

えていく。人生の再挑戦を図る教師と，さまざま

な問題を抱える思春期の生徒たちとの心の交流を

通して，現代の教育のあり方や意義を問いかけ

た。／作：渡邉睦月／音楽：小西香葉，近藤由紀

夫／出演：佐々木蔵之介，富田靖子，村川絵梨，

夏八木勲，西郷輝彦，朝加真由美，田中実，川平

慈英ほか／ドラマ番組部，NEP，ケイファクト

リ

「外事警察」
第 1 回10.11.14，最終回10.12.19／9・11を機に

設立された対国際テロ秘匿捜査の精鋭部隊「警視

庁公安部外事 4課」を舞台に，日本のインテリジ

ェンス（ちょう報活動）の現在をドラマ化。壮絶

な情報戦争，探り合い，だましあいをスピード感

豊かに描いた，社会派サスペンス。（連続 6

回）／原案：麻生幾／脚本：古沢良太／音楽：梅

林茂／出演：渡部篤郎，石田ゆり子，尾野真千子，

片岡礼子，奥貫薫，平岳大，北見敏之，田口トモ

ロヲ，堀部圭亮，二階堂智，嶋田久作，升毅，遠

藤憲一，余貴美子，石橋凌ほか／ドラマ番組部，

NEP

「君たちに明日はない」
第 1 回10.1.16 最終回10.2.27／山本周五郎賞受

賞の人気小説シリーズのドラマ化。主人公は，リ

ストラ請負会社に勤める面接官。不景気にあえぐ

ひん死の会社に乗り込んで社員面接を行い，希望

退職という名目で相手を退職に追い込むプロ。

“リストラ”という決定的な人生の危機に遭遇し，

究極の選択を迫られる人々と向き合い，「仕事」

とは何か，「会社」とは何か。人が働くことの意

味を問い直し，日本の職場に，明るい「明日」を

模索した。（連続 6 回）／原作：垣根涼介「君た

ちに明日はない」「借金取りの王子」／脚本：宅

間孝行／音楽：松本晃彦／出演：坂口憲二，田中

美佐子，須藤理沙，北村有起哉，麻生祐未，村田

雅浩，堺正章ほか／ドラマ番組部

『ドラマ8』
G 木　20:00～20:43
HV（先行放送） 木　18:00～18:43

第 1 回08.4.3／ティーンズとその親世代（30～

40代）をメーンターゲットとした青春エンターテ

インメントドラマ。若い世代を主人公とし，その

成長する姿を描くことで，大人も子どもも爽
そう

快感

と励ましを得るドラマ枠。

「ゴーストフレンズ」 新
第 1 回09.4.2，最終回09.6.11／ゴーストたちの

心残りをかなえようとする女子高校生の奮闘と，

ゴーストの青年と彼女の切ない恋を描く。（連続

10回）／脚本：高橋留美，増本庄一郎，遠藤彩見，

瀧川晃代，高山なおき／音楽：窪田ミナ／出演：

福田沙紀，西島隆弘ほか／ドラマ番組部，NEP

「ふたつのスピカ」 新
第 1 回09.6.18，最終回09.7.30／宇宙ロケットの

設計技師だった父の影響で宇宙に強い関心を持っ

た鴨川アスミは，中学を卒業すると，新設された

国立東京宇宙学校の宇宙飛行士コースに進学。ア

スミは仲間たちとともに，厳しい授業や実習に耐

え，過酷なサバイバルレースに挑んでいく。宇宙

への関心が高まる中，JAXA（宇宙航空研究開発

機構）の全面協力で描く，宇宙を目指す若者たち

の闘いと友情の物語。（連続 7 回）／原作：柳沼

行／脚本：荒井修子，松居大悟／音楽：梅堀淳／

出演：桜庭ななみ，中村優一，大東俊介，足立梨

花，高山侑子，本上まなみ，向井理，RIKACO，

ゴルゴ松本，かとうかず子，闍嶋政宏，田辺誠一

ほか／ドラマ番組部，NEP，ドリマックス・テ

レビジョン

「恐竜SFドラマ プライミーバル 第2章」 新
G 木　20:00～20:43
HV（先行放送） 木　18:00～18:43

第 1 回09.8.27，最終回09.10.8／時空の亀裂を通

して太古の時代から古生物が現代のロンドンに現

れ，大暴れするイギリスの人気シリーズ・ドラマ

の第 2 シーズン。（全 7 話）／ソフト開発センタ

ー

「ROMES／空港防御システム」 新
第 1 回09.10.15，最終回09.12.10／世界最先端の

防御システム・ROMESを駆使して国際空港を守

れ！　東京湾に浮かぶ人工島にオープンした東京

湾国際空港を舞台に，警備チームと犯人たちの白

熱の攻防を描くノンストップサスペンス。（連続

9 回）／原作：五條瑛「ROMES06」「ROMES06

女神の誘惑」／脚本：佐伯俊道，山浦雅大／音

楽：森悠也／出演：大倉忠義，安田章大，国仲涼

子，渡辺裕之，杉浦太陽，近藤芳正，草刈正雄ほ

か／ドラマ番組部，NEP

「とめはねっ！鈴里高校書道部」
第 1 回10.1.7，最終回10.2.11／若い世代に巻き

起こる書道ブームをけん引する人気コミックのド

ラマ化。とある高校の弱小書道部を舞台に，気弱

な男子生徒と元気いっぱいの柔道女子生徒の 2人

が，ひょんなきっかけから書道にのめり込んでい

く姿を笑いあり感動あり，生き生きと描いた文化

系熱血青春コメディー。（連続 6 回）／原作：河

合克敏「とめはねっ！鈴里高校書道部」／脚本：
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旺季志ずか／音楽：鷺巣詩郎／出演：朝倉あき，

池松壮亮，亜希子，赤井沙希，浅野かや，奈津子，

中村倫也，葉月里緒奈，ダンカン，八嶋智人，山

本陽子，高橋英樹ほか／ドラマ番組部，NEP，

The icon（ジ・アイコン）

『生中継　ふるさと一番！』
月～木　12:20～12:43
（祝日） 12:15～12:38

第 1 回05.10.3／全国各地の“地域を支える人”

を主役に“地域の魅力と元気”を伝える番組。

人々の表情が一番輝く瞬間を，生放送ならではの

臨場感と共に伝え，地域に生きる人たちの言葉か

ら，元気に生きるヒントを見つける。／進行役：

各局アナ（東京担当：澗隨操司アナ）／旅人：石

倉三郎，市毛良枝，いとうまい子，岩本勉，江口

ともみ，奥山佳恵，佐藤弘道，篠井英介，滝田栄，

林マヤ，渡辺徹／生活・食料番組部

『難問解決！ご近所の底力』
G（年間15本・特集 2本） 金　20:00～20:43

日　13:35～14:18
BS2（年間15本） 月　15:55～16:38
第 1 回03.4.10，最終回10.3.26／身近な悩みから

切実な社会問題まで，日本の地域が抱える「難

問」を，その地域の人々と一緒になって解決する

視聴者参加番組。問題に悩む人々に，全国から寄

せられた解決策を，肩の凝らない演出で提案し，

[その後」も継続して取材を行った。09年度は

[棚田の復活」「消防団員の不足」「森林の保全」

[ひとり親の子育て」など，地味だが大切なテー

マに取り組み，各地で展開したキャンペーンでも

反響を呼んだ。／司会・松本和也アナ，和田アキ

子／生活・食料番組部

『日曜討論』
G・BS2・R1 日　09:00～10:00

第 1 回46.6.23／歴史的な政権交代が起きた09年

度は，政治に対する視聴者の関心が高まり，与野

党の幹部による討論を繰り返し行った。外交・安

全保障の問題から経済政策，そして「政治とカ

ネ」の問題から地球温暖化対策まで，さまざまな

テーマが取り上げられた。また，09年度から導入

された裁判員制度や激動する世界経済，そして，

日米同盟や北朝鮮問題などについては，各界の専

門家による討論も行った。／キャスター：影山日

出夫・島田敏男解説委員／政経・国際番組部

『日本の、これから』
金・土　随時

第 1 回05.4.2／視聴者を代表する市民数十人が

スタジオに集い，「本音」で「予定調和なし」の

議論を行ったらどうなるか。日本がいま抱えるさ

まざまな課題について突っ込んだ議論を行う生放

送の大型討論番組。市民に加えて，当代一流の識

者が議論をリードし，時には政策責任者にその姿

勢をただす。携帯電話による即席意識調査も活用

し，視聴者も巻き込んで活発な議論を喚起した。

大型番組や全局的なキャンペーンとの連動も行っ

た。5.7「独身者急増！どうする未婚社会」，6.20

[ 1 5％削減・あなたの暮らしを変えられます

か？」（“SAVE THE FUTURE”連動），8.15

[“核の時代”とどう向き合うか？」，10.3「鳩山

新政権に問う」，12.4「自殺者 3 万人　命をどう

守るか」，3.12「いま考えよう日米同盟」の 6 本

を放送した。／大型企画開発センター

『ニュースウオッチ9』
月～金　21:00～22:00

第 1 回06.4.3／NHKの国内外のネットワークを

生かした取材のほか，番組独自の視点での取材を

加えて，多角的で“視聴者が納得できる”ニュー

ス番組を目指して取り組んだ。／キャスター：田

口五朗記者，青山祐子アナ／スポーツキャスタ

ー：一柳亜矢子アナ／リポーター：堀潤・高井正

智・田代杏子アナ／気象キャスター：平井信行気

象予報士／ニュースウオッチ 9プロジェクト

『爆笑オンエアバトル』
G 土　00:10～01:09
BS2 水　03:00～03:59

第 1 回99.3.28，最終回10.1.23／15組の若手お笑

いタレントが，100人の審査員の前でそれぞれ

[ネタ」を披露，審査で勝ち抜いた上位 8組だけ

がオンエアされるという“史上最もシビアなお笑

い番組”として，お笑いシーンを牽
けん

引。週末夜間

の若者をターゲットに「新しい笑い」を提供し，

若い視聴者層を開拓してきた。09年度はレギュラ

ー回 9本を放送，うち 2本は公開派遣収録（ 7月

長野，10月大阪）を行った。／司会：小松宏司ア

ナ／エンターテインメント番組部，NEP

『爆笑問題のニッポンの教養』
G 火　23:00～23:29

月　15:15～15:44
BS2 水　02:30～02:59

第 1 回07.4.13／知の最前線で何が起こっている

のか？　驚きと発見と笑いに満ちた「知の異種格

闘技」を目指す教養エンターテインメント。爆笑

問題が，毎回，世界水準にある学者たちの実験室

や研究フィールドを訪ね，その研究の本質に迫る

トークを展開する。哲学から科学まで，ノーベル

賞受賞者から世界的な音楽家や漫画家まで，対談

再 

再 



相手はあらゆる分野に及ぶ。恒例のスペシャルで

は，東京芸術大学の表現の現場を訪ね，200人以

上の学生たちと「自己表現」に関して激論を交わ

し，大きな反響を得た。／キャスター：爆笑問

題／文化・福祉番組部

『パパサウルス』
土　09:50～10:00

第 1 回07.4.2，最終回10.3.20／幼い子どもを持

つ世代や，予備軍ともいえる20～30代に向けた，

子育てを楽しむ新感覚のライフスタイル提案番

組。「パパサウルス」とは，子どもから見た「恐

竜のように大好きなパパ」を象徴した造語。09年

度は，視聴者パパと子どもの「特別な 1日」のド

キュメントと各界著名人パパによるミニコーナー

[パパむすび」をベースに構成。パパイヤ鈴木が

町のうわさのパパを訪ねるスペシャル版「出張！

パパむすび」も 6本制作した。また，事業センタ

ーとの連携で，公開イベント「エンジョイ！パパ

サウルス」を全国 5か所で開催。木山裕策が歌う

オリジナルソング「over the rainbow」にパパイ

ヤが振り付けしたダンスを大勢の親子が楽しん

だ。／放送総局プロジェクト（ソフト開発センタ

ー，制作局，報道局，国際放送局，地域局），NE

P，Gメディア

『パフォー！』 新
G 日（隔週）00:00～00:29
HV 水　17:00～17:29
BS2 月　22:55～23:24

第 1 回09.4.26，最終回10.3.28（第 1 回08.4.2

{テレ遊び　パフォー！』）／NHK初の動画投稿

システム連動視聴者参加型番組。ホームページへ

の投稿をきっかけに，番組で投稿者の才能を磨き

プロデュース，新たな表現を世に送り出してきた。

09年度は，タイトル・出演者などをリニューアル。

BS版を「発掘編」，総合版を「育成編」と位置づ

け， 2 波を連動させながら，世に眠るアマチュ

ア・クリエイターをバックアップした。／出演：

テリー伊藤，つるの剛士，はんにゃ，中川翔子，

小林千恵アナほか／青少年・教育番組部

『バラエティー生活笑百科』
G 土　12:15～12:38
BS2 水　15:35～15:58

第 1 回85.4.6／暮らしの中のトラブルや相談を

漫才で取り上げ，個性的な相談員が楽しいトーク

で自説を展開し，弁護士が最新判例を基に法律的

見解を示すバラエティー。／出演：笑福亭仁鶴，

上沼恵美子，辻本茂雄，桂吉弥，オール阪神・巨

人，宮川大助・花子ほか／大阪局

『ぴあのピア』
土　05:40～05:50

第 1 回09.4.4，最終回10.3.27（初回本放送HV

07.1.8，最終回07.12.28）／09年はピアノが誕生し

てから300年とされる記念の年。ピアノという楽

器によって生み出されてきた数々の名曲と，作曲

家のエピソードを，日本を代表するピアニストた

ちの名演奏で伝えた。／ナレーション：宮闢あお

い／ソフト開発センター，NEP

『百歳バンザイ！』
G 土　13:50～14:00

水　11:20～11:30
日　14:20～14:30

BS2 日　16:10～16:20
第 1 回02.4 .6／百歳以上のお年寄りは 4 万人。

多彩で深みのある人生を送る人たちの日々を描

き，温かい触れ合いや笑顔，百年を経て到達した

境地を届けた。09年度は番組開始から200回を超

えた。／広島局

『ふだん着の温泉』
G 日　14:20～14:30

月　16:40～16:50
木　11:20～11:30

BS2 日　05:15～05:25
第 1 回98.4.3／暮らしの中に根づき生き続ける

番組として好評。人々が育
はぐく

んできた全国各地の温

泉の隠れた魅力を全国に紹介するとともに，土地，

風土，暮らし，温泉に寄せる人々の心情を描い

た。／仙台局，各放送局

『ブラタモリ』 新
G 木　22:00～22:43

木　16:05～16:48
BS2 火　16:45～17:28

第 1 回10.10.1／街歩きの達人・タモリさんとと

もに，東京周辺の街をブラブラと歩く探検散歩番

組。普通の街並みの中に何気なく残る痕跡から，

意外な歴史や秘密が見えてくる…。古地図を片手

に昔と現在を比較したり，CGによる昔の街並み

再現などで，イマジネーションあふれる時空を超

えた街歩きが展開する。路肩の石組みや橋の痕跡

など，普段
ふ だ ん

目にしているのに見落としているもの

と，大使館や迎賓館など，普段
ふ だ ん

なかなか見ること

のできないもの…。このふたつを発見していくこ

とを柱に，15か所の街歩きを展開した。／早稲田，

上野，二子玉川，銀座，三田・麻布，秋葉原，日

本橋，本郷，品川，横浜，浅草，神田，新宿・大

久保，赤坂，六本木／出演：タモリ，久保田祐佳

アナほか／ナレーション：戸田恵子／エンターテ

再 
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インメント番組部

『プロフェッショナル　仕事の流儀』
G 火　22:00～22:48

火　00:45～01:33
BS2 月　16:40～17:28

第 1 回06.1.10／さまざまな分野の第一線で活躍

中の一流のプロフェッショナルの「仕事」を徹底

的に掘り下げる新しいドキュメンタリー番組。時

代の最前線にいる彼らはどのように発想し，ざん

新な仕事ぶりを見せているのか。成果主義やニー

トなど，日本人の“仕事”を巡る情況が激変する

時代に，プロフェッショナルな人々の姿を通じて

“仕事”の奥深さ，働くことの醍醐
だ い ご

味を伝えてい

く。／キャスター：茂木健一郎，住吉美紀アナ／

経済・社会情報番組部

『星新一　ショートショート』
月　15:45～15:55

第 1 回08.3.31，最終回09.3.2（初回本放送 第

1 回09.4.6，最終回10.3.8）／08年度に好評を博し

たシリーズの再放送。「ショートショートの神

様」といわれるSF作家・星新一（1926～1997）

の作品を毎回 3 つずつ取り上げ，CGアニメや実

写ドラマなど，多様な映像手法で表現した大人の

童話。特に新進気鋭の映像作家たちによる斬
ざん

新な

作品は，世代や国境を越えて話題となり，第37回

国際エミー賞のコメディー部門でグランプリを獲

得した。／ソフト開発センター，NEP

『ホリデーインタビュー』
祝日　06:30～06:53

第 1 回93.4.29／さまざまな分野で活躍する著名

人にとって，「ふるさと」はどう心に刻まれてい

るのかを，原点となった場所で聞くインタビュー

番組。現在の活動の原動力になっているのは，ふ

るさとでのどんな経験だったのか，ゆかりの地を

訪ねながら聞く。09年度は14本制作。／出演：紀

田順一郎，柳本啓成，柳葉敏郎，小日向文世，中

島啓江，角野栄子，ケイコ・リー，石川文洋，村

上章史，弘山晴美，天龍源一郎，近藤良平，佐々

岡真司，赤星憲広／アナウンス室

『ママさんバレーでつかまえて』 新
G 日　23:00～23:29
BS2 火　02:30～02:59

第 1 回09.10.11，最終回09.12.28／20代から70代

の個性豊かなメンバーがそろうママさんバレーチ

ーム「マミーズ」を舞台に繰り広げられる抱腹絶

倒のノンストップコメディー。チームのモットー

は「筋肉痛を残さない練習量」と「隠し事をしな

い」の 2つ。でもキャプテン鈴子は，実は，一回

り年下でイケメンコーチの光太郎と，新婚ホヤホ

ヤの夫婦であることを秘密にしていた。そんな大

きな秘密を抱えた夫婦を中心に，部室周りで起こ

るママさんチームのコミカルな日常を描いた。毎

回 3 日間の濃密なけいこを重ね，約100人の観客

を前に一発勝負のノンストップで収録を行った。

全 8 回。／作・演出：西田征史／出演：黒木瞳，

向井理，横山めぐみ，片桐はいり，ほか／ソフト

開発センター，NEP

『三つのたまご』
日　11:30～11:50

第 1 回07.4.8／NHKの予算・事業計画，NHK

“約束”評価といった経営情報から全国各地の放

送，技術，営業，事業などが取り組むさまざまな

活動を紹介する。最終週には，コールセンターに

寄せられた視聴者の声をお伝えするとともに，そ

うした声にNHKがどのように応えているかなど

を紹介した。／司会：黒沢保裕アナ，宮崎瑠依，

矢野竜司，棚橋麻衣／広報局制作部

『見どころNHK』
木　22:45～22:55

第 1 回06.4.7，最終回10.3.11／主として総合テ

レビの番組や週末の看板番組，大型シリーズなど，

見どころを伝える番組ガイド。／司会：小田切千

アナ・加藤夏希／広報局制作部，NSC

『MUSIC JAPAN』
日　23:30～23:59

第 1 回07.4.7／J－POPの人気アーティストを中

心に，新しく良質な音楽を届ける若者向け番組。

新人や海外アーティストも積極的に発掘してい

る。NHKホールでの公開収録およびスタジオで

の収録。／ナビゲーター：関根麻里，Perfume／

ナレーション：水樹奈々／エンターテインメント

番組部

『みんなのうた』
G 月～金　09:55～10:00

月～金　13:55～14:00
土　　04:55～05:00

E 火～木　14:50～14:55
月～金　18:55～19:00

HV 月～金　12:55～13:00
R2 月～土　16:25～16:30

月～土　23:55～00:00
月～土　08:35～08:40
日　　09:00～09:05
日　　22:55～23:00

※R2とFMはネット放送あり

第 1 回61.4.3／子どもを中心に，家族そろって

再 
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楽しめるオリジナル曲の開発を目的とするミニ番

組。アニメーション，VTRロケによる楽しい映

像で構成し，隔月の新曲（年間20曲）に加え，過

去の作品もテレビ，ラジオの再放送枠で紹介した。

0 9 年度の話題はいきものがかりが歌った

[YELL」。若者たちへの応援歌であるこの曲は，

09年度の『NHK全国学校音楽コンクール』中学

校部門課題曲としても歌われ，若者を中心に大き

な反響を呼んだ。また，加藤清史郎が歌った「か

つおぶしだよ人生は」や，アヤカ・ウィルソンの

[ひよこぐも」などのコミカルな歌は，老若男女

を越えた幅広い層の視聴者から，共感の声が届い

た。このほか「グラスホッパーからの手紙～忘れ

ないで」（高見のっぽ），「ふるさと」（ファンキー

モンキーベイビーズ）など。／テキスト発行／青

少年・教育番組部，NEP

『みんなの体操』
G 月～金　09:25～09:30
BS2 土・日　05:55～06:00

第 1 回99.10.10／国際高齢者年に放送が始まっ

た体操。ゆっくりしたテンポで座ったままでも行

える，体にやさしい 8つの運動で構成。ラジオ体

操では動きがきつくて運動しにくいという高齢の

方や体が不自由な方も，リラックスしながら萎
い

縮
しゅく

しがちな全身の筋肉を伸ばし，血行促進を図

ることができる。09年は『みんなの体操』が制定

されて10周年になるのを記念して，特別巡回ラジ

オ体操が行われた全国 8会場で収録を行い，後日，

総合テレビとBS2で放送した。／体操指導：長野

信一，多胡肇，西川佳克，岡本美佳／解説本，

DVD発行／スポーツ業務監理室，Gメディア

『みんなの童謡』
G 木　15:12～15:15

日　11:50～11:53
E 金　05:30～05:33

金　12:25～12:28
第 1 回00.4.1／人々に親しまれ，歌い継がれて

きた日本の童謡・唱歌などを，わかりやすい解説

付きで次の世代に伝える童謡番組。／曲名：「庭

の千草」「はしれ・ちょうとっきゅう」ほか／音

楽・伝統芸能番組部

『名曲アルバム』
G 日　　05:45～05:50
E 火～木　14:55～15:00

金　　05:05～05:10
土　　05:20～05:25

HV 月～水　11:55～12:00
金　　16:55～17:00
土　　06:55～07:00

第 1 回76.4.5／誰もが知っている世界の名曲を

ゆかりの地の文化，歴史や風土などの取材による

映像とともに紹介した。クラシック曲のほか日本

の民謡も 4曲放送。／音楽・伝統芸能番組部

『もうすぐ9時　プレマップ』
月～木　20:43～20:45

第 1 回08.3.31／NHKの番組の見どころやイベ

ントの楽しみ方から経営関連情報まで幅広く伝え

る 2 分の広報番組。『プレマップ』のゴールデン

タイムの定時化をして 2 年目，放送時間を午後 8

時台に変更した。／司会：鈴木奈穂子アナ／広報

局制作部

『歴史秘話ヒストリア』 新
G 水　22:00～22:43

水　16:05～16:48
BS2 水　08:15～08:58

第 1 回09.4.1／ 9 年間続いた『その時　歴史が

動いた』の後継新番組。歴史に秘められた偉人の

思いや知られざる逸話をわかりやすく紹介する，

歴史が苦手な視聴者でも楽しめる歴史番組。内容

のみならず，司会者の着物やセットの華やかな

CG合成，アニメなどで人気の作曲家の起用で話

題に。／出演：渡邊あゆみアナ／音楽：梶浦由

記／大阪局

『連続テレビ小説』
G 月～土　08:15～08:30

月～土　12:45～13:00
HV （先行放送） 月～土　07:30～07:45
BS2（先行放送） 月～土　07:45～08:00

月～土　19:30～19:45
土　　09:30～11:00

ヒロインの成長を温かく
さわ

爽やかに描く「朝ド

ラ」として定着した『連続テレビ小説』は，09年

前期の「つばさ」で第80作目。埼玉県を舞台にし

たこの作品で47都道府県すべてが朝ドラの舞台地

として描かれたことになった。

「つばさ」（前期） 新
第 1 回09.3.30，最終回09.9.26／埼玉県川越市に

ある老舗
し に せ

和菓子屋とコミュニティー放送局が「つ

ばさ」の舞台。ヒロイン・つばさは家出した母に

再 
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代わって一家の主婦となり，未婚の二十歳にもか

かわらず“おかん”と呼ばれるような老成した娘

だった。そこへ借金で首が回らなくなった不肖の

母が10年ぶりに家に戻って来て…。しっかり者の

娘と自由奔放な母という，一見するとあべこべな

娘と母が，いがみ合いながらも壊れた家族の絆
きずな

を

取り戻すため，懸命に努力する姿を描く家族再生

の物語。「つばさ」は誰もが抱える心の傷や痛み

と，その絶望からの救済がテーマの物語だが，た

だ暗く悲しいストーリーではなく，笑いと涙の振

り幅が大きい，朝から元気の出る懐かしい昭和風

味のホームドラマ。（連続156回）／作：戸田山雅

司／音楽：住友紀人／出演：多部未華子，高畑淳

子，中村梅雀，宅間孝行，松本明子，金田明夫，

佐戸井けん太，広岡由里子，井上和香，山本未來，

小柳友，冨浦智嗣，ROLLY，脇知弘，川島明

(麒麟），三浦アキフミ，吉田桂子，永島敏行，

渡辺哲，白川和子，手塚理美，斉藤由貴，山本學，

小松政夫，冨士眞奈美，西城秀樹，吉行和子，イ

ッセー尾形（語り）ほか／ドラマ番組部

「ウェルかめ」（後期） 新
第 1 回09.9.28，最終回10.3.27／ウミガメが産卵

に来る徳島県美波町に生まれ育った波美の夢は，

[世界につながる」雑誌編集者になること。その

夢かなって一流ファッション誌の編集部に入るも

突然の廃刊。ひょんなことから徳島市で地元情報

誌を発行する出版社に入社した波美は，個性的な

メンバーの中で日々奮闘しながら雑誌作りのおも

しろさに目覚めていく。夢，家族，仕事，友情，

そして恋…。大海原を回遊するウミガメのように，

広い世界を目指して旅立ったヒロインが，さまざ

まな人との出会いを重ね成長し，再び故郷を見つ

める物語。連続テレビ小説81作目。（連続150

回）／作：相良敦子／音楽：吉川慶／語り：桂三

枝／出演：倉科カナ，石黒賢，羽田美智子，坂井

真紀，温水洋一，嶋大輔，未知やすえ，正名僕蔵，

大東俊介，国広富之，石野真子，松尾れい子，岩

佐真悠子，武田航平，田中こなつ，レオナルド・

ベヌッチ，あがた森魚，長塚圭史，江良潤，板東

英二，瀬川亮，チャーリー浜，益岡徹，星野知子，

芦屋小雁，室井滋ほか／大阪局

『私の1冊　日本の100冊』
日　00:30～00:40

第 1 回09.4.26，最終回10.3.28（初回本放送HV

08.10.27，最終回09.3.27）／08年度HVの再放送。

各界の著名人100人に“私の最も大切な本”を 1

冊あげてもらい，その本と出会ったときの状況や

時代背景，そしてどんな影響を受けたのかを語っ

てもらった。／出演：安藤忠雄，押切もえ，児玉

清ほか／ソフト開発センター，アジア・コンテン

ツ・センター

『笑いがいちばん』
日　13:05～13:34

第 1 回94.4.10／落語，漫才からマジック，コン

トまで，よりすぐりの出演者たちの「芸」を味わ

ってもらう演芸番組。ベテランから若手まで毎回

3 ～ 4 組がネタを披露，演芸の多様な魅力を伝え

つつ，トークや中川翔子のミニコーナーで多彩に

構成した。／出演：桂春團治，桂歌丸，橘家圓蔵，

三遊亭小遊三，三遊亭楽太郎，桂文珍，月亭八方，

江戸家猫八，国本武春，マギー司郎，ナポレオン

ズ，昭和のいる・こいる，オール阪神・巨人，大

木こだま・ひびき，今いくよ・くるよ，青空球

児・好児，アンジャッシュ，アンガールズ，

NON STYLE，東京03，ナイツほか／司会：林

家正蔵，中川翔子／エンターテインメント番組部，

NEP

『ワンセグ劇場』 新
火～木　00:40～00:45

第 1 回09.4.1／「ケータイ劇場」「ミニ時代劇」

[ドラマ 8プチ」などの，ワンセグ独自番組を総

合テレビで紹介。／編成センター

『ワンダー×ワンダー』 新
（前期） 土　22:00～22:49

木　00:45～01:34
（後期） 土　20:00～20:44

木　00:45～01:29
第 1 回09.4.18／「ワンダー」，それは驚き，不

思議。途方もない冒険に思わず息を飲む，迫力あ

る映像に身を乗り出してしまう。歴史や芸術の陰

に秘められた人間ドラマ，新たな謎に想像力をか

き立てられる。毎回，さまざまなジャンルから新

鮮なテーマでお茶の間に感動と共感を届けた。／

司会：山口智充，神田愛花アナ／大型企画開発セ

ンター

『ワンダー×ワンダー　スペシャル～ほぼ完全公
開！紅白の舞台裏』

1.02／19:30～20:42
01.05／01:00～02:12

50組，総勢100人近い出演者が 1 曲ごとに入れ

代わり，セットも目まぐるしく転換する紅白歌合

戦のステージ。その制作の 1か月間に密着。出演

者，スタッフが一体となったワンダーなオペレー

ションを追いながら， 4時間を超えるライブショ

ーの魅力に迫った。／司会：山口智充，神田愛花

アナ／大型企画開発センター

再 

再 

再 
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『国会中継』
G・BS2・R1／随時

国会中継は201時間の放送を行った。第171通常

国会（09年 1 月 5 日～ 7月21日解散）では，海賊

対処法案の審議や党首討論などを中継した。第

173臨時国会（09年10月26日～12月 4 日）では，

鳩山総理大臣の就任を受けての「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

員会の質疑などを中継した。第174通常国会（10

年 1 月18日～）では，09年度第 2次補正予算案に

対する「代表質問」や衆参両院の予算委員会の質

疑，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10年度予算案に対する衆

参両院の予算委員会での質疑や集中審議などを中

継した。／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13回。そのう

ち，麻生総理大臣によるものが 5回（中国を訪問

した際に北京で行われた会見，イタリアのラクイ

ラサミットでの会見，衆議院解散を受けての会見

など），鳩山総理大臣によるものが 8 回（総理大

臣に指名された直後の会見，初めてG20に出席し

た後のピッツバーグでの会見，日本を訪れたアメ

リカのオバマ大統領との共同会見，新政権として

初めての予算成立を受けての会見など）だった。

／政経・国際番組部

『桂離宮　心愉しき美の館』
4.11／21:50～22:44

「日本美の極致」と讃えられる桂離宮。江戸時

代の初期，王朝文化再興を目指した八条宮智仁・

智忠親王父子が造営した別荘だが，「素材を選び

抜き，その持ち味を最高に生かす」「技巧の限り

を尽くしながら，さりげなく表現する」といった

日本独自の美意識が，一部の隙
すき

もないほどに満ち

ている。現代の眼から見ても「綺
き

麗
れい

」と呼ばれる

その洗練された感覚には驚かされる。特別に撮影

を許可された満月の夜の映像も織り込みながら，

桂離宮の随所に秘められた「美」そのものを徹底

的に紹介した。／語り：森本健成アナ／ソフト開

発センター，大型企画開発センター，衛星放送制

作センター，制作局（委託管理），NED

『にっぽんの歌　ふるさとの歌　コンサート』
04.12／15:00～15:59

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

に熱唱した。 3 月 7 日NHKホールで収録。／出

演：ペギー葉山，堀内孝雄，佐藤しのぶ，氷川き

よし，木村弓，LUXIS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

『タビうた』
4.16，06.25，07.30，09.24，10.29，02.25

／22:00～22:43
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，地域の美しい風景をバック

に楽曲を披露する。「絶景と音楽のコラボレーシ

ョン」を届ける音楽番組。／出演：小椋佳＆中孝

介，加山雄三＆キマグレン，夏川りみ＆秋川雅史，

水谷豊＆いきものがかり，世良公則＆つるの剛士，

谷村新司＆一青窈／エンターテインメント番組部

『にっぽん紀行』
「ファインダー越しに笑顔見つめて～東京　世
田谷」

4.27／19:30～19:55
東京・世田谷区で，近所に住む人たちを主人公

にビデオ作品を趣味で作り続けてきた老夫婦がい

る。“ご近所映画”の制作風景を追いながら，夫

婦，そして周りの人々との間で紡ぎ出される老後

の「豊かさ」を描いた。／社会番組部，首都圏放

送センター

「黒潮の海に今ふたり～土佐・カツオ漁師」
4.29／19:32～19:58

土佐足摺
ずり

沖に，93歳になった今も黒潮の海でカ

ツオを追う漁師がいる。88歳の妻は，夫の衰えを

案じ数年前から漁を辞めるよう勧めてきたが，夫

はきかない。今では，夫の船に乗って沖について

行くようになった。初鰹
がつお

の季節に老夫婦の日々

を追った。／社会番組部，高知局

「“野球オヤジ”が燃える日～沖縄　糸満」
4.30／19:33～19:58

沖縄県糸満市に20年の歴史を誇る草野球の名物

大会がある。出場できるのは40歳以上，しかも地

元中学の卒業生のみ，という条件にもかかわらず，

44チームおよそ700人が参加する。あきれるほど

の野球愛に満ちた，沖縄の野球オヤジたちを訪ね

た。／社会番組部，沖縄局

「12歳の“成人式”～みんなで挑んだ立山の
頂
いただき

」
8.24／19:30～19:55

富山県の東部にそびえ立つ北アルプス・立山連

峰。地元では古くから「立山に登って初めて一人

総合：特集番組

総合：特集番組
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前」と認める習
なら

わしがあり，今も学校登山という

形で受け継がれている。夏山を舞台にした小学生

たちの“成人式”を見つめた。／社会番組部，富

山局

「隊長は82歳～新潟・ライフセーバーたちの
夏」

8.25／19:30～19:55
新潟県村上市の海水浴場で「海の守護神」と呼

ばれるライフセーバー（水難救助員）の本間錦一

さん。82歳の今も，日々の鍛錬と若者に負けない

熱い心で現場に立ち続けている。楽しい夏の一日

を一瞬にして悲劇に変えてしまう水難事故。それ

を防ごうと奮闘する本間さんと仲間たちのひと

夏。／社会番組部，新潟局

「私だって輝きたい！～福井・女子高生チアダ
ンス」

9.22／19:30～19:55
福井県立商業高校チアリーダー部は09年 3 月，

アメリカで開かれたチアダンス選手権で，チャン

ピオンに輝いた強豪。ところがメンバーのほとん

どは未経験者。夏休みの特訓に密着し，“普通の

女子高生たち”が輝き始める瞬間を見つめた。／

社会番組部，福井局

「ボクはあひるのヒーローぐあー～しにせ遊園
地　復活の主役たち」

9.23／19:30～19:55
大分県別府温泉にある老舗

し に せ

遊園地の名物アトラ

クション“あひるの競走”。あひるを自在に操っ

て客を沸かせる，あひる使い 3代目の父と 4代目

の息子。 2人が時に衝突しながらも互いを思いや

り，お客さんを喜ばせようと奮闘する熱い夏を追

った。／社会番組部，大分局

「“みんなのバスが走る島～鹿児島　加計呂麻
島」

9.24／19:30～19:55
鹿児島県の加

か

計
け

呂
ろ

麻
ま

島
じま

。1,500人が暮らす島で

唯一のバス会社「加計呂麻バス」は，食料品や新

聞などの配達も行うほか，買い物の代行まで行う。

しかしこの夏，会社は経営危機に直面。起死回生

を目指す社員たちの奮闘記。／社会番組部，おは

よう日本部

「きょうも元気です～飛騨　雪の絵手紙」
2.10／19:30～19:55

岐阜県飛騨市。独り暮らしの75歳以上の高齢者

のもとに週 2回，安否確認の往復の絵手紙が届く。

4 年ぶりの大雪に覆われたこの冬，それでもこの

土地でみずからの生き方を貫く人々の暮らしを，

絵手紙を通して見つめた。／社会番組部，岐阜局

「火の粉を払って、進め～福岡久留米　鬼夜」
2.11／19:30～19:55

厳寒の夜，竹でできた巨大なたいまつを，締め

込み姿の裸の男たち300人が担いで回る…。福岡

県久留米市大善寺に1 ,600年前から伝わる火祭

り・鬼
おに

夜
よ

だ。男たちが人生をかける伝統の祭りに

肉薄した。／社会番組部，福岡局

「夢をつかめ！門真っ子」
2.12／20:20～20:45

大阪・門真市で毎週土曜，教員OBたちが地元

の小学生を対象に開いている無料の学習会「門真

っ子」。学校という場を離れてもなお理想の教育

を追い求める元教師たち。子どもたちとともに未

来を探して奮闘する日々を追った。／社会番組部，

大阪局

「宿題は親子でギュッ～宮崎・小林市」
3.23／19:30～19:55

宮崎県小林市にある小学校では，毎年 2月にな

ると一風変わった宿題が出される。バレンタイン

デーまでの 1週間，親子で毎日ギュッと抱きしめ

合って，その感想文を提出するというもの。不思

議な宿題を通して結ばれる親子の絆
きずな

を見つめた。

／社会番組部，宮崎局

「巣立ち支えるメロディー～宮崎・岡崎市 5
人だけの小学校」

3.24／19:30～19:55
愛知県岡崎市にある児童わずか 5人の千万町小

学校。この小学校では46年前から「へき地の子ど

もに自信をつけさせたい」と全校音楽を続けてき

た。山あいの小さな学校で，一歩一歩成長する子

どもたちの日々。／社会番組部，名古屋局

「忘れないで　ぼくらの島を～長崎・池島」
3.25／19:30～19:55

長崎市の沖合に浮かぶ池
いけ

島
しま

。閉山後の炭鉱の研

修事業にやってきたインドネシア人の子どもと元

炭鉱マンの日本人の子どもが，兄弟のように仲良

く暮らしてきた。しかし，研修事業が終了，子ど

もたちの別れの時までの日々を追った。／社会番

組部，長崎局

『歌謡チャリティーコンサート』
4.28／19:32～20:45
11.23／19:30～20:43

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 9日に兵庫県立芸

術文化センター，秋は10月 9 日に北海道厚生年金

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：（兵庫）川中美

NHK年鑑’10
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幸，木山裕策，酒井俊，坂本冬美，ジェロ，平松

愛理，藤あや子，布施明，モーニング娘。，安田

祥子・由紀さおり／ゲスト：川井郁子，宮川大

助・花子／演奏：大阪シンフォニカー交響楽団／

指揮：藤野浩一／司会：ベッキー，三宅民夫アナ，

(札幌）岩崎宏美，辛島美登里，佐々木秀実，ト

ワ・エ・モワ，夏川りみ，樋口了一，藤あや子，

布施明，細川たかし，森進一／演奏：札幌交響楽

団／指揮：藤野浩一／司会：星野真里，三宅民夫

アナ／エンターテインメント番組部

『今夜も生でさだまさし』
「長野の春はただいま御開帳」

4.29／00:45～02:15
「北の国から2009・札幌」

5.31／00:00～01:35
「奈良よし・鹿よし・あをによし」

8.01／00:10～01:40
「夏の終わりに水戸で芸術？」

8.30／00:00～01:35
「そうだ、京都でやろう」

11.01／00:00～01:35
「秋の夜ナハ（那覇）はめんそーれ」

11.28／01:10～02:40
「年の初めはさだまさしイン国技館」

1.01／00:25～02:30
「秋田でまさしときりたんぽ」

1.31／00:00～01:35
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

本程度を不定期に放送してきた。09年度は，北は

北海道から南は沖縄まで，全国各地の放送局を中

心に年間 8 本放送した。また，放送局以外にも，

奈良・春日大社や東京・国技館などからも放送し

た。／出演：さだまさし／制作局（委託管理），

NEP

『連続テレビ小説～だんだん　総集編』
（前編）04.29／08:35～10:03
（後編）04.29／10:10～11:38

縁結びの神様・出雲大社で運命的な再会を果た

した島根・松江の高校 3 年生・田島めぐみと京

都・祇園の舞妓・一条めぐみ。生まれてすぐに離

れ離れになってしまった 2人には，たった一つの

同じ記憶，母が歌った子守唄「赤いスイートピ

ー」があった。 2人はその歌で結び付けられ，そ

して数奇な運命に翻
ほん

弄
ろう

されながらも， 2人の絆
きずな

を

深めながらデュオ歌手としての道を進んでいく。

そんな中，人気絶頂を極めた 2人は，別々の道を

選ぶことを決意。 2人は，それぞれの人生を再び

歩き始める。双子の姉妹であった喜びと苦悩，そ

してそれぞれの家族の愛と絆
きずな

を描く物語。／前編

[赤いスイートピー」，後編「縁
えにし

の糸」（全 2

回）／作：森脇京子／音楽：村松崇継／主題歌・

語り：竹内まりや／出演：三倉茉奈，三倉佳奈，

吉田栄作，石田ひかり，鈴木砂羽，京野ことみ，

山口翔吾，佐川満男，赤井英和，円広志，久保山

知洋，木咲直人，阿南健治，河合美智子，宮田圭

子，曾我廼家八十吉，片岡静香，茂山逸平，Mr

オクレ，木村文乃，伊藤麻衣，こばやしあきこ，

チェン・チュー，多賀勝一，東島悠起，寺田有希，

六子，森公美子，せんだみつお，正司照枝，正司

花江，辻沢響江，宅麻伸，桂米朝，三林京子，石

倉三郎，伊武雅刀，岸部一徳，夏八木勲，藤村志

保ほか／大阪局

『日めくりタイムトラベルSP～なるほど！昭和
バスツアー』

04.29／13:05～14:54
BS2の定時番組『日めくりタイムトタベル』の

総合での特集版。「昭和の日」にちなみ，東京都

内をその時代を象徴した場所をバスで駆け巡りな

がら，昭和30年以降，昭和が終わるまでの日本の

現代史を振り返った。訪ねたのは，都市再開発の

象徴・有明，サザエさんの街・桜新町，新カルチ

ャーの発信源に変貌
ぼう

した秋葉原，住民運動の原点

となった立川市の砂川町など。／出演：池上彰，

やくみつる，ピエ－ル瀧，八田亜矢子／司会：松

本和也アナ／衛星放送センター，NEP

『緊急報告　新型インフルエンザ』
05.11／19:30～20:44

09年 3 月，メキシコで発生した新型インフルエ

ンザ。ウイルスは国境を越え，感染は世界に広が

っていった。なぜ新型インフルエンザは発生した

のか。どのように感染は広がり，どんな影響が出

るのか。各地の最新リポートから感染の実態に多

面的に迫り，対策について考えた。／大型企画開

発センター，生活・食料番組部，科学・環境番組

部，国際部，社会部，科学・文化部，政経・国際

番組部，社会番組部，ヨーロッパ総局，アメリカ

総局，ワシントン支局，ロサンゼルス支局，首都

圏放送センター，千葉局，NEP

『憲法記念日特集～いま問われる25条“最低限
度の生活”』

05.13／19:00～10:30
生活や教育の「格差」が大きな問題となってい

る今の日本。憲法25条に定められた「生存権」が，

改めてクローズアップされている。「すべて国民

総合：特集番組
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は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を

有する（25条 1 項）」と規定された「最低限度の

生活」とは何なのか。なぜ，こうした概念が憲法

に盛り込まれたのか。そして，その憲法を持つ国

民として，私たちは今，何をするべきなのか。ノ

ンフィクション作家の吉岡忍さんを司会に，作家

の五木寛之さん，作家で反貧困ネットワーク副代

表の雨宮処凜さんが，「生存権」の意味などにつ

いて語り合った。／政経・国際番組部

『DEAR～あなたを忘れない』
05.13／17:00～17:59

亡くなった人を今も大切に思いながら生きる人

の姿を伝えるドキュメント。俳優・緒形拳さんは，

長男・幹太さんに「舞台で“ある役”を演じてく

れ」と告げ，この世を去った。父の遺言となった

その舞台に立ったとき，息子は父の思いを初めて

知る。ジャーナリスト・橋田信介さんが 5年前イ

ラクで亡くなった後，つらい日々を送る妻・幸子

さんを支えたのは，夫婦で交わした“ある約束”

だった。映画「おくりびと」のテーマを演奏した

チェリスト・古川展
のり

生
お

が音楽を担当した開発番

組。／出演：橋田幸子，緒方幹太，黒崎めぐみア

ナ／生活・食料番組部

『立体生中継　地球LIVE』
第1部「地球の肺　森が危ない！」
第2部「地球の肺　海が危ない！」

05.14／19:30～20:45，22:00～23:28
地球環境の未来を左右する，二酸化炭素。「地

球の肺」としてその吸収源となっている，森と海

の危機を，宇宙，海洋，深海という視点を立体的

に移動しながらわかりやすく伝える生中継番組。

日本が誇る地球深部探査船「ちきゅう」をメイン

スタジオに据え，国際宇宙ステーションに長期滞

在中の若田宇宙飛行士との生中継や，中南米の島

国バハマからは不思議な石灰岩の様子，インドネ

シアの泥炭火災のリポートなど，精巧かつ繊細な

地球のシステムの大切さを訴えた。／司会：毛利

衛，鎌倉千秋アナ／ゲスト：劇団ひとり，眞鍋か

をり，ほか／科学・環境番組部

『ABU未来への航海～フィリピンのサンゴ礁で
地球を考えたアジアの10代の環境日誌』

05.05／16:30～17:59
ABU（アジア太平洋放送連合）の国際共同制

作番組。09年 3 月，アジア 7つの放送局から25人

の10代が開発や違法漁業などでサンゴ礁が傷つい

ている島々や，海の環境回復の取り組みを続けて

いる島を訪れて地球環境の学習に取り組んだ。／

ソフト開発センター，NED

『世界びっくり旅行社～新装開店！児玉トラベル
特選ツアー』

05.05／19:30～20:43
児玉清がオーナーを務める旅行社「児玉トラベ

ル」を舞台に，海外のびっくりする旅のプランを

紹介した。実際にゲストも旅に出かけ，小堺一機

さんには猫を通してローマの新しい魅力を感じて

もらい，大沢あかねさんは，住むことができる世

界遺産の物件を探す旅に出かけてもらった。その

ほかにも，さまざまな食文化が集まるニューヨー

クでは，屋台ツアーのほか，究極のグルメツアー

も紹介した。そして，その国の習慣やマナーまで，

ゲストたちとともに楽しみながら，快適で安全な

旅の「知っててよかった情報」を伝えた。／出

演：児玉清，黒崎めぐみアナ，タカアンドトシ，

あき竹城，大沢あかね，小堺一機，スザンヌ，高

木美保，森永卓郎／ソフト開発センター

『復活した“脳の力”～テイラー博士からのメッ
セージ』

05.07／22:00～22:58
新進気鋭の女性脳科学者として活躍していたジ

ル・ボルティ・テイラー博士。37歳で脳卒中に倒

れ， 8年間のリハビリを経て完全復活を果たした

彼女の軌跡を追い，生命科学者・中村桂子さんと

の対談を交えて人間の脳の神秘に迫った。／科

学・環境番組部

『いきものがかりの合唱部にエール！』
G 5.07／23:00～23:27

05.09／00:55～01:22
E 05.09／15:00～15:27
HV 06.02／17:00～17:27

第76回NHK全国学校音楽コンクール中学校の

部の課題曲を作ったいきものがかりの 3人が，出

来上がったばかりの曲「YELL（エール）」を携

え，島根県と熊本県の中学校を訪ねたドキュメン

ト。歌を通じて交流する様子を紹介した。／青少

年・教育番組部

『クイズでGo！ローカル線の旅～静岡・天竜浜
名湖鉄道』

05.08／19:30～20:43
ローカル線を舞台に，その地域のクイズを出題

しながら，そこに暮らす人たちの様子や，食や文

化を紹介する紀行番組。特集番組としてこれで 3

回目の放送になる。今回は静岡県掛川市内の掛川

駅から静岡県を東西に走り，湖西市新所原駅まで

の67.7㎞，37駅を結ぶ第 3セクターのローカル線，

天竜浜名湖線を紹介した。鉄道の文化遺産として

も貴重な木造の駅舎や車両基地に立ち寄ったり，

再 

再 

再 
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天竜川の舟下りを楽しんだり，浜名湖の名産を食

したりしながら，地元の人たちとの温かい出会い

を紹介した。／出演：石田純一，熊田曜子，原口

あきまさ，神田愛花アナ／ソフト開発センター，

NEP

『おめでとう森光子さん～「放浪記」2000回記
念特集』

05.09／20:00～20:43
09年 5 月 9 日，森光子さん主演の名作舞台「放

浪記」が2,000回を迎えた。森光子さんは一人の

主役としては前人未到の偉業を達成した。また，

この日は森さんの89歳の誕生日でもあった。この

日，公演終了後の森光子さんにスタジオに駆けつ

けてもらい，この偉業をたたえる生放送を行った。

ゲストとして，森さんが敬愛する王貞治さん，古

くからの友人黒柳徹子さん，森さんを尊敬する萩

本欽一さんも出演した。当日の舞台の様子を伝え

るとともに，NHKに残された古いVTRなども紹

介しながら48年続く「放浪記」と日本人の歴史を

振り返った。／司会：三宅民夫アナ／ソフト開発

センター，NEP

『愛しあってるかい？～キング・オブ・ロック
忌野清志郎』

05.10／23:30～00:19
5 月 2 日に亡くなった“キング・オブ・ロック”

こと忌野清志郎さんの追悼番組。 4万人が訪れた

お別れライブのもようや過去の名曲をアーカイブ

スで紹介。大きな反響を呼んだ。／出演：忌野清

志郎／エンターテインメント番組部

『ディープ　ピープル』
05.28／00:10～00:39
07.05／00:05～00:34
01.02／02:50～03:19

同じジャンルを極めた 3 人のカリスマたちが，

評論家でも語りえない“本物のディープな世界”

を，司会なし台本なしで語りあう，新しいスタイ

ルのトーク番組。テーマは「ボクシング世界チャ

ンピオン」。 3 人のチャンプが，戦いの中で研ぎ

澄まされる感覚や駆け引き，ケガや減量など想像

を絶する過酷な体験を吐露。その様子を芸能界き

ってのボクシング通，関根勤がモニタリングし，

独自の切り口で解説。／出演：長谷川穂積，畑山

隆則，浜田剛史／解説：関根勤,鈴木奈穂子ア

ナ／青少年・教育番組部

『日本民謡フェスティバル2009』
G 6.06／15:05～16:30
BS2 7.05／15:00～17:30
FM 9.23／09:20～11:50

日本各地で開催されている，権威ある民謡全国

大会のチャンピオンたちが30組，NHKホールに

集結，「民謡日本一」を目指して得意の歌を競っ

た。／司会：ゆかり（民謡歌手），稲塚貴一アナ

／音楽・伝統芸能番組部

『第60回　全国植樹祭　2009ふくい』
06.07／10:55～11:54

福井県の一乗谷朝倉氏遺跡などで開催された第

60回全国植樹祭記念式典のもようを生中継。テー

マは「未来へつなごう　元気な森　元気なふるさ

と」。天皇・皇后両陛下によるお手植え・お手ま

きの様子や市民60人による全国へのメッセージも

発信した。／ゲスト：貫地谷しほり／福井局

『HIP KOREA』
G 6.13／00:55～02:08
HV 6.19／20:00～21:28

06.20／16:30～17:58
06.26／14:00～15:28

韓国を代表する 2 大スター，RAIN（ピ）と

イ・ビョンホンの素顔に迫り，韓流パワーの背景

を探る。伝統とポップ・カルチャーが混在するソ

ウルのさまざまな表情も交えた，スタイリッシュ

なドキュメンタリー。バン・プロダクション（シ

ンガポール）との国際共同制作。BS20周年関連

企画として，HVでも88分バージョンを放送し

た。／ソフト開発センター

『難問解決！ご近所の底力スペシャル～SAVE
THE FUTURE～あなたの一歩が未来を創

つく

る』
06.19／19:30～20:43

2 年目を迎えた，地球環境にまつわる問題を考

え る 番 組 の 特 別 編 成 『 S A V E T H E

FUTURE』に，定時番組『ご近所の底力』が73

分のスペシャル番組として参加。今回扱ったのは，

[種の保存」「CO2削減」「環境汚染」「地球との

共存」といった，一見とっつきにくいテーマだっ

たが，それぞれ「メダカの復活」「地産地消」「漂

着ゴミの清掃」「エコツアー」と，わかりやすい

形で読み替えて展開した。「身近にできること」

を，ご近所みんなで地道にやることが，成果に結

び付く様子を紹介し，環境への取り組みを一過性

のものに終わらせず，「まず何かをやってみる」

ことの大切さを訴えた。／出演：和田アキ子，中

尾彬，宮本和知，松本和也アナ／生活・食料番組

部

『SAVE THE FUTURE』
06.20～21／12:15～
12.19／16:30～

NHKの環境キャンペーンの柱となる環境特集

再 

再 

再 

再 
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番組。「子どもから大人まで大自然を感じて環境

のことを考えよう。日本全国“まもりびと”大集

合！　今夜はみんなでキャンドルナイト」をテー

マに20時間近く放送，あわせて放送センターでイ

ベントを実施した。12月19日にはCO2削減につい

て世界が話し合う「デンマークCOP15」会場か

らの生中継も交え，「科学者ライブ“グリーン・

エコノミーで未来を築け！”」『週刊こどもニュー

ス～どうなった？COP15 デンマークから生中

継　エコ特集！』を放送した。／メインパーソナ

リティー：藤原紀香／総合司会：松本和也アナ／

大型企画開発センターほか

『ケータイ大喜利スピンオフ～千原ジュニアの
40歳まであと何分？』
0 G 6.21／01:40～2:15

ワンセグ 6.09～13／00:05～0:10
35歳の誕生日を迎えた千原ジュニアが，5年後，

40歳になった際にスペシャルなライブを行うと予

告。そのチケットを今から発売してしまうという

[日本初」の試みに挑戦した。番組ではそんなジ

ュニアの芸人魂をサポートすべく，35歳の自分を

しっかり見つめ直してもらうため，ワンセグの枠

で新たな「短くインパクトのあるミニ番組」を企

画した。視聴者からのメッセージやリクエストを

盛り込み，毎日 5分の放送のほか，週末にまとめ

て25分で流すなど，実験的で柔軟な編成を行った。

NHKのワンセグと総合テレビの特性を考慮した

マルチ展開の新たな試みとなった。／出演：千原

ジュニアほか／青少年・教育番組部

『沖縄　慰霊の日特集～“集団自決” 戦後64
年の告白～沖縄・渡嘉敷島』

06.22／22:45～23:28
太平洋戦争末期の昭和20年 3 月，沖縄県渡嘉敷

島で起こった“集団自決”において，みずからの

家族を手にかけた兄弟が，その時のことや，戦後

も引きずってきた思いを，告白した。島が特攻基

地として軍民一体の様相を呈していく様，戦陣訓

の唱和を通じて「生きて虜囚の辱めを受けず」と

いう教えにとらわれていった歴史的背景などを描

いた。「2009年地方の時代映像祭」優秀賞受賞。

／沖縄局

『平成21年沖縄全戦没者追悼式～沖縄県糸満
市・平和祈念公園から中継』

06.23／12:20～12:45
住民・兵士あわせて20万人以上が犠牲になった

沖縄戦。最後の激戦地・摩文仁で，旧日本軍によ

る組織的戦闘が終わったとされる「慰霊の日」に

行われる式典を中継した。知事による平和宣言や

小学 6年生による「平和の詩」朗読のほか， 1月

に起きた不発弾爆発事故の被害者のその後を取材

したリポートなども通じ，全国に「終わらない戦

後　記憶受け継ぐ模索」（式典テーマ）を届け

た。／沖縄局

『テレビとネットが合体！伝説の謎解きゲームに
挑戦』

06.27／15:50～16:29
教育テレビ『天才てれびくんMAX～ビットワ

ールド』で09年 3 月に放送され大きな反響を呼ん

だ「緊急生放送！過去と現在 2つの部屋・最後の

脱出スペシャル」。番組ホームページ上のゲーム

を通して生放送中に10万人が参加したこの番組が

総合テレビ用に装いを変えて復活。元番組レギュ

ラーのシンヤ（上田晋也）をゲストに迎え，あら

ためて謎解きに挑戦した。ふだん教育テレビを見

ない視聴者層に『ビットワールド』が取り組む双

方向番組の魅力をアピールした。／出演：いとう

せいこう，上田晋也，中田あすみ，ほか／青少

年・教育番組部

『マイケル・ジャクソン　“KING OF POP”
の軌跡』

07.11／11:10～12:09
6 月25日に亡くなった“KING OF POP”

ことマイケル・ジャクソンの追悼番組。「スリラ

ー」「BAD」など往年の名曲を中心に，マイケル

の偉大な功績を振り返り，大きな反響を得た。／

出演：マイケル・ジャクソン／エンターテインメ

ント番組部

『神と人が会う日～京都・葵祭　一千年の神事』
07.20／10:05～10:58

1,300年以上前に起源をさかのぼる，京都の葵

祭。「神を迎え，共に遊び，供物を捧げて，都に

夏を迎える」という一連の壮大な神事だ。毎年 5

月，上賀茂，下鴨両神社と京都御所を中心に繰り

広げられる。千年以上同じ形で現在まで続く希少

な祭の全ぼうを描き，世界遺産の幽玄の森，荘厳

な社，王朝絵巻の粋を伝えた。／語り：石田ひか

り，麿赤兒，吉田浩アナ／京都局

『波乱続出　激闘！ロボット魂　決定・ロボコン
日本代表～ABUロボコン2009 国内大会』

07.20／13:05～13:59
未来のものづくりを担う理工系の大学生がくふ

うを凝らしてロボットを手作りし，競うのがロボ

コン。今回の競技テーマは「人とロボットの協調」。

介護ロボットや，ペットロボットなど人間ととも

に活動できるロボットの開発は時代の要請でもあ

る。技術国日本の底力を示したいと困難な技術に
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挑んだ若者，子どものころからの夢だったロボッ

ト作りに初めて取り組んだ若者など，青春を賭け

たロボットレースのもようを伝えた。／司会：山

田賢治・神田愛花アナ／実況：大蔵哲士アナ／語

り：上川隆也／出演：パパイヤ鈴木，清水ミチコ

ほか／科学・環境番組部

『地球エコ2009 体感生中継！46年ぶりの皆
既日食』

07.22／10:30～11:45
日本で起こった46年ぶりの皆既日食を，硫黄島

や太平洋上の船からの生中継で伝えた。刻一刻と

姿を変える美しい太陽の映像と，現場の人々の感

動の声により，視聴者に皆既日食を追体験しても

らった。放送とともにインターネットによる映像

配信も行った。／司会：三宅民夫・小林千恵ア

ナ／ゲスト：宮本亜門，西田ひかる，常田佐久国

立天文台教授ほか／編成局デジタルサービス部，

科学・環境番組部，科学・文化部，放送技術局ク

ロスメディア部，ニューデリー支局，上海支局，

鹿児島局

『地球エコ2009 体感！46年ぶりの皆既日食』
07.22／19:30～20:43

日本で起こった46年ぶりの皆既日食を，硫黄島

や太平洋上の船の鮮烈な映像と，現場の人々の感

動の声により構成。豊富な映像により世紀の天体

ショーの魅力を伝えた。また，同時に日食の起こ

ったインドや中国などの様子も，現地ドキュメン

トで紹介した。／司会：三宅民夫アナ／ゲスト：

宮本亜門，西田ひかる，常田佐久国立天文台教授

ほか／科学・環境番組部，科学・文化部，ニュー

デリー支局，上海支局，鹿児島局

『ファミリーヒストリー～漫才師・宮川大助』
07.22／22:00～22:43

個人のアイデンティティーと密接にかかわる

[家族の歴史」をインタビューや再現映像を交え

てひもとき，家族が生き抜いた時代とそのきずな

を描く。夫婦漫才で活躍する「大助・花子」の宮

川大助さんは，戦後，大陸から引き揚げる際の壮

絶な体験と姉の死によって，深い悲しみを抱えた

両親の姿が忘れられない。時代にほんろうされた

一組の家族の姿が浮かび上がる。／出演：宮川大

助，ガレッジセール／経済・社会情報番組部

『どう準備すればいいの？～地デジ完全移行まで
あと2年』

07.24／10:05～10:54
完全デジタル化 2年前の 7月24日，石川県珠

す

洲
ず

市周辺で午前10時～11時の 1 時間，NHKおよび

民放のアナログ放送が休止され，当日，どんな影

響や反響があるのか， 2年後を見据えた課題の検

証が行われた。現地のほか，総務省の地デジコー

ルセンターからも中継し，デジタル化に関する視

聴者の質問・疑問に答えた。／広報局制作部

『ファミリーヒストリー　女優・市毛良枝』
07.29／22:00～22:43

個人のアイデンティティーと密接にかかわる

[家族の歴史」をインタビューや再現映像を交え

てひもとき，家族が生き抜いた時代とそのきずな

を描く。女優・市毛良枝さんは21年前に亡くなっ

た父に，その波乱に満ちた人生についてしっかり

聞いておかなかったことが心残り。出自，戦争，

離婚，そして母との再婚…今まで知らなかった父

の姿を探す旅に出る。／出演：市毛良枝，ガレッ

ジセール／経済・社会情報番組部

『楽園の絵がやってきた～ゴーギャンが伝えるメ
ッセージ』

08.01／17:00～17:43
100年に一度といわれる経済危機の中，19世紀

末，資本主義社会の矛盾が出てきた前に描かれた

ゴーギャンの大作が，初めて日本で公開された。

[我々はどこから来たか，我々は何者か，我々は

どこへ行くのか」。ゴーギャンは19世紀末，資本

主義の矛盾が顕在化したころ，文明に背を向けタ

ヒチへ渡り，遺作としてこの絵を描き自殺を図る。

今回，日本の芸術家が特別に機会を与えられ大作

と対面し，触発されて行動に出た。浅井慎平（写

真家）は東京の雑踏の中で写真版「我々は何者

か」を制作した。牟岐礼（作曲家）はマオリの末

裔
えい

の歌手を使って，絵の中にある響きを音楽にし

た。 2人の行動を軸に，ゴーギャンに潜む豊かな

世界を紹介した。／ソフト開発センター，NEP

『WALKING EYES アルクメデス』
08.16／10:10～10:39

司会者も解答者も存在しない新しいスタイルの

クイズ番組。コント，パロディーなど，笑いの要

素満載の短いVTRをオムニバス形式で構成。そ

の中に，論理パズルや数学クイズなどの問題と解

答を織り込んだ。／出演：阿南健治，初音映莉子，

野間口徹ほか／声の出演：松重豊ほか／エンター

テインメント番組部

『平成21年　広島平和記念式典～広島平和公園
から中継』

G 18.16／18:00～18:37
BS2 18.16／18:00～18:57
R1 18.16／18:00～18:55

8 月 6 日，広島は原爆投下から64年目の「原爆

の日」を迎えた。09年の 8月 6日も，平和公園は，

総合：特集番組
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被爆者や世界から核廃絶を訴えたいと集う人々の

深い祈りに包まれた。被爆64年の平和式典の様子

と，この 1 年間の被爆者と核廃絶を巡る動きを，

インタビューを交えながら，中継で式典終了まで

伝えた。／広島局

『少女たちの日記帳～ヒロシマ　昭和20年 4 月
6日～ 8月 6日』

08.16／20:00～20:43
昭和20年 8 月 6 日午前 8時15分，広島県立広島

第一高等女学校の 1 年生223人は，爆心地から0.6

キロの場所で建物疎開の作業中に被爆，全員が亡

くなった。この日，病気で休んでいた梶山雅子さ

んをはじめ，作業に行かなかった同級生だけが生

き残った。当時 2年生だった大野充子さんは，亡

くなった 1 年生の日記帳を基に「八月の少女た

ち」を出版。後に他の遺族からも日記帳が寄せら

れ，現在，10冊が公表されている（現存 9 冊）。

学校生活，家族，友人のことなど，それぞれの日

記帳には，戦争に追い詰められながらも精一杯生

きる少女たちのみずみずしい思春期の日常が綴
つづ

ら

れている。番組では，再現ドラマと10冊の日記帳，

梶山さんや遺族の証言を基に，4 月 6 日の入学か

ら 8月 6日まで120日間の少女たちの日々を描き，

原爆によって断ち切られたものの大きさを伝え

た。同タイトルの『ハイビジョン特集』のダイジ

ェスト版。／編成局ソフト開発センター，NEP，

テレビマンユニオン

『ノーモア・ヒバクシャ～核兵器のない世界を目
指して』

08.17／19:30～20:43
核兵器廃絶に向けて，人類はかじを切れるのか。

世界は歴史的な転換点を迎えている。アメリカの

オバマ大統領が「核兵器のない世界を目指す」と

宣言，核兵器廃絶の大きなうねりが起こっている。

人類に初めて核兵器が投下された広島をキーステ

ーションに，長崎，アメリカ，そしてセミパラチ

ンスクを中継で結び，インターネット上に開設し

たサイトと連動し，ヒバクシャたちの悲願である

核兵器廃絶，“ノーモア・ヒバクシャ”のメッセ

ージを世界に向けて発信した。／司会：相沢紗世，

出山知樹アナ／出演：姜尚中，岡田恵美子，田中

熙巳，成瀬杏実，ローザ・リムバエワ，フルハッ

ト・スリャムベコフ，モートン・ハルペリン／リ

ポーター：江藤泰彦アナ／広島局，長崎局

『ヒバクシャからの手紙』
G・R1 18.18／23:30～01:00

全国の被爆者の平均年齢は75歳を越え，直接体

験を聞くことができるのはあと数年だと言われて

いる。ところがその 4割が，いまだに被爆体験を

周囲に語っていない。平和のため，体験をしっか

り伝えたいとの思いがある一方で，結婚差別を受

け独り暮らしを続けていたり，子や孫の病気を自

分のせいではないかと思うなど，家族や友人にさ

え口にできない悩みも多い。被爆者のそうしたつ

らい体験や平和への思いを手紙の形でつづっても

らい，広島・長崎の中継映像に乗せて，アナウン

サーが静かに手紙を朗読した。／出演：井上ひさ

し／司会：周山制洋アナ／リポーター：比留木剛

史アナ／朗読：杉浦圭子アナ／広島局

『平成21年　長崎平和祈念式典～長崎市・平和
公園から中継』

G・BS2 08.19／10:40～11:50
R1 08.19／10:55～11:31

被爆64年となるこの日，長崎では29か国の政府

代表や被爆者・市民5,800人が出席して平和祈念

式典が開かれた。式典のもようを原爆が投下され

た11時 2 分の黙とう，長崎市の田上富久市長が

[核兵器のない世界を目指すと明言したアメリカ

のオバマ大統領に支持を表明し，共に歩んでいこ

う」と呼びかけた平和宣言を中心に中継。被爆者

による平和への誓いを交えて長崎からの核兵器廃

絶と平和の願いを全国，そして世界へ伝えた。／

国際放送局・長崎局

『男自転車ふたり旅～チェコ　ボヘミアの街道を
行く』

08.12／19:30～20:42
ヨーロッパ伝統のスローでシンプルな暮らしに

触れる自転車での旅。狂言師の茂山宗彦と若手俳

優の黄川田将也が，初夏のボヘミア地域の街道を

走った。中世の面影残るチェコの首都プラハまで

の500キロの道中を紹介した。地元でしか味わえ

ない貴重なワインのほか，今も残る東西冷戦の遺

構やチェコ伝統の芸術や文化に触れた。また，チ

ェコ人の狂言劇団と共演するなど，芸術を愛し自

国の歴史と文化を大切にするチェコ人たちとの触

れ合いを伝えた。／ソフト開発センター，NEP，

テレコムスタッフ

『約束のチカラ』
08.13／19:00～20:42

大切な人と交わした「約束」や人生の転機とな

るような「約束」。そうした約束を果たすことを

チカラに頑張っている人たちを追う感動のヒュー

マン・ドキュメンタリー。誰も作れなかった伝説

の花火を親父
お や じ

から引き継ごうとする若き花火師の

物語など。／司会：井ノ原快彦，住吉美紀アナ／

ゲスト：中尾彬，東貴博，矢口真里／ソフト開発
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センター，NEP

『多元ドキュメント　夏・東京湾岸24時』
08.14／22:00～22:43
08.21／00:45～01:28

夏に多くの観光客で賑
にぎ

わう東京湾岸。NHK内

外のディレクター 4 人が，このエリアに集まる

人々，ここで暮らす人々の姿を描く。人工の街・

お台場住人のコミュニティー，京浜工業地帯の風

景に魅せられた人々，競馬ファンの常連が集う大

井のラーメン店，2,000人以上の若者が集まる新

木場のクラブイベント…。 4つのドキュメントを

つむぎ合わせることで，夏の東京湾岸の多彩な表

情を浮かび上がらせた。／語り：なだぎ武／制作

局，青少年・教育番組部，文化・福祉番組部，N

EP

『究極ヒットパラダイス～アラフォー・エンドレ
ス・サマー』

08.15／10:10～11:08
40代を中心としたアラフォー世代をターゲット

に80年代，90年代の青春期を彩った名曲の数々を

熱いライブで届けた。収録は101スタジオ。／出

演：稲垣潤一，杉山清貴，スターダスト・レビュ

ー，中村あゆみ，山下久美子／ナビゲーター：杉

崎真宏／エンターテインメント番組部

『全国戦没者追悼式』
G・BS2 08.15／11:50～12:05

今年で64回目となる終戦の日。東京九段の日本

武道館では，政府が主催する「全国戦没者追悼

式」が行われた。09年で47回目となる式典には天

皇・皇后両陛下が出席された。また，麻生内閣総

理大臣のほか，全国47都道府県から戦没者の遺族

の代表などが参列。戦争で亡くなったおよそ310

万人に上る方々の霊を慰めるとともに，平和への

願いを捧げた。番組では国歌斉唱，内閣総理大臣

の式辞，正午の黙とう，天皇陛下のおことばなど

を中心に中継で伝えた。／中継担当：秋野由美子

アナ／おはよう日本部

『ちょっと変だぞ　日本の自然～気がつけば様変
わり　大激変SP』

8.19／19:30～20:42
身近な自然から，その裏に潜む大きな異変を探

る環境番組。日本にいつのまにか住みついて野生

化し，日本固有の生物の住みかを脅かしたり，人

間の生活にまで害を及ぼしたりする外来生物の実

態をリポート。夏休み中でもあり，親子そろって

楽しめる演出を目指し，身の回りの自然について

考え，地球環境の大切さを訴えた。／司会：三宅

裕司，住吉美紀アナ／ゲスト：半田健人，石川梨

華ほか／科学・環境番組部

『不屈の者たちへ』
8.19／22:00～22:43

厳しい社会情勢の平成日本で，人生のどん底を

経験しながらも，決して諦
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，脳腫瘍から

カムバックしたことで知られる元プロ野球投手・

盛田幸
こう

妃
き

氏が，現役引退後の今も，病の再発と闘

い続け，計 3回の手術を乗り越えて力強く生き抜

く姿を追った。／出演：大杉漣，山本一力，小郷

知子アナ／番組開発部

『検索deゴー！　とっておき世界遺産』
8.21／19:30～20:42

膨大なNHKの映像からキーワードで検索し，

世界遺産の新しい魅力と不思議を楽しむ知的エン

ターテインメント番組。「美容」「グルメ」「住

宅」「恋愛」など，身近なことばで検索すると，

雄大な自然遺産や豪華な文化遺産に秘められた意

外なドラマや驚きの歴史が浮かび上がってく

る。／司会：南原清隆，島津有理子アナ／ゲス

ト：なかにし礼，森公美子，知花くらら，パック

ン／文化・福祉番組部，NEP

『天地人がやって来た！3～レキジョ大集合』
8.22／18:10～18:40

大河ドラマ『天地人』関連番組として， 1月と

3 月に放送した紀行バラエティー『天地人がやっ

て来た！』の第 3弾。今回は歴史好きの女性・レ

キジョから見た戦国時代や天地人の魅力を紹介。

案内人として，比嘉愛未さんがレキジョが出没す

る都内のスポットを巡り，常盤貴子さんとあき竹

城さんは，お船の故郷・新潟県長岡市を旅した。

スタジオでは，番組出演者がその様子をVTRで

見ながら，女性の戦国ブームについて語った。／

出演：妻夫木聡，常盤貴子，比嘉愛未，城田優，

あき竹城，美甘子，森本健成アナ／ドラマ番組部

『第41回　思い出のメロディー』
G 8.22／19:30～20:50，21:00～21:59
BS2 08.30／13:00～15:19
R1 8.29／19:30～20:50，21:00～21:59

1969年に始まり，41回目を数えた夏恒例の大型

歌謡ステージ番組。09年度は，「歌で笑い　歌で

泣いた　時代を映した名曲たち」と題して，33組

の歌手を迎え，視聴者からのお便りを紹介しなが

ら思い出のヒット曲の数々を放送した。前半は，

09年度60回を迎える『紅白歌合戦』を特集し，第

1 回に出場した菅原都々子さんが熱唱した。後半

では開港150年となる横浜を舞台にした歌のコー

再 
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ナーを企画し，氷川丸からの中継や，NHKホー

ルで13年ぶりの歌唱となるいしだあゆみさんの登

場など，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 8 日NHK

ホールで収録／司会：伊東四朗，菊川怜，小田切

千アナ／出演：秋川雅史，いしだあゆみ，石野真

子，五木ひろし，五輪真弓，岩崎宏美，尾崎紀世

彦，小林幸子，こまどり姉妹，サーカス，ささき

いさお，ザ・ヴィーナス，ジェロ，ジュディ・オ

ング，菅原都々子，千昌夫，園まり，T．AKI

RA，天童よしみ，錦野旦，氷川きよし，平野忠

彦，藤あや子，布施明，二葉百合子，ペギー葉山，

堀江美都子，マヒナスターズ，三沢あけみ，水木

一郎，水森かおり，宮路オサム，安田祥子・由紀

さおり／ゲスト：大石和太郎さん，関亀夫さん

(東海道新幹線一番列車の運転士），元氷川丸乗

組員のみなさん／エンターテインメント番組部

『祝女2～shukujo 蠡』

08.23／23:25～23:54
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：市川実和子，臼田あさ美，小出早織，佐藤め

ぐみ，清水ミチコ，ともさかりえ，光浦靖子，

YOUほか／エンターテインメント番組部

『きよしとこの夜　夏のスペシャル・リバイバ
ル』

08.28／19:30～20:43
08年度までの定時番組『きよしとこの夜』の放

送終了を惜しむ視聴者からの再開・特集制作の要

望に応えたスペシャル番組。歌コーナーでは，

[夏」をテーマにした名曲の数々を披露。また，

スタジオに50人の小学生を招いての新設のクイズ

コーナーでは大爆笑の迷答，珍答が続出した。／

出演：氷川きよし，グッチ裕三，ベッキー，東貴

博，オードリー，高橋英樹，頏希美，秋元順子，

天野ひろゆき／エンターテインメント番組部

『よみがえるビートルズ』
09.06／17:00～17:58

『よみがえるビートルズ　完全版』
G 09.12／00:55～02:03

11.21／02:20～03:28
BS2 12.30／13:00～14:08

ビートルズの未公開レア素材を日本初公開。全

作品がリマスターされ，09年，再び熱い注目を集

めたザ・ビートルズ。CDリリース週を「ビート

ルズ・ウイーク」とする英国BBCで，前日に放

送されたばかりの新作ドキュメンタリーをいち早

く届けた。NHKでの放送にあたり，ヒストリー

などの内容を追加した。使用する音源は新リマス

ター音源。 9 月 6 日の放送ではBBCドキュメン

タリーの48分バージョンを使用。後日，58分バー

ジョンを使用して完全版として再編集し，オンエ

アした。幅広い音楽ファンに喜ばれた。／曲：

[Love Me Do」「Yesterday」「While My

Guitar Gently Weeps」「Get Back」ほか／

出演：ザ・ビートルズ，ジョージ・マーティン／

ナレーション：松本和也アナ／エンターテインメ

ント番組部

『山形発ドラマ～スキップ！～商店街が生んだア
イドル』

9.20／10:11～10:54
5 年前，山形県の“さくらんぼ商店街”は時代

の波を受け，閉店が次々と続くシャッター街化に

頭を悩ませていた。そんな時，かつて商店街で育

ち東京で音楽トレーナーをする男から「この商店

街でアイドルを育てて活性化を図ろう」という仰

天プランが持ち込まれる。商店主の多くが反対す

る中，金物屋の協力でプロジェクトがスタートし，

地元高校生 3 人によるアイドルグループ“SKIP
スキップ

”

が結成される。活動するうち 3人は，商店街の現

実や商店主の思いに接し，だんだん自分自身とも

向き合うようになる。 1年かけて，ようやく正式

デビューコンサートにこぎ着けるが，同時に大き

な決断を迫られ，岐路を迎える…。山形県酒田市

の商店街アイドルとして活動した「SHIP」の実

話をベースにドラマ化。／脚本：白石雄大／音

楽：高田耕至／出演：山口馬木也，星井七瀬，通

山愛里，東海林愛美，野間口徹，今田裕美子，神

原弘之，木野花，渡辺いっけい／山形局

『魚VS釣り名人～解明！水面下の攻防戦』
9.21／08:35～09:48

釣りは魚とのチエ比べ。釣り師は水中の魚の様

子を想像してさまざまなくふうを凝らし，釣り上

げようとする。そのとき魚は実際にはどのように

動き，いかに釣り師の裏をかくのか？　一方，釣

り師はどんな対抗策を繰り出すのか？　カワハ

ギ，クロダイ，メジナ，マコガレイ，アオリイカ

の 5種類について，魚の生態や「駆け引き」を水

中カメラで解明し，釣りの多様なおもしろさと難

しさを紹介した。／科学・環境番組部，NEP

『ロボコン純情物語　in TOKYO～汗と涙と友
情の世界大会』

9.21／19:30～20:43

再 
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世界の若者たちが，みずから製作したロボット

で技術とアイデアを競うABUアジア太平洋ロボ

ットコンテスト。その第8回大会が，09年 8 月22

日，駒沢オリンピック公園総合運動場（東京）で

開催された。参加したのは19の国と地域から選抜

された20チーム。日本からは豊橋技術科学大学と

金沢工業大学の 2校が参加。開催国の誇りをかけ

て世界の強豪と激突した。涙あり，感動あり，友

情あり。アジア太平洋各国の学生が一つの目標に

向けて夢中になったひと夏の物語。／プレゼンタ

ー：稲垣吾郎／司会：山田賢治・神田愛花・井上

裕貴アナ／実況：三輪洋雄アナ／語り：羽佐間道

夫／出演：徳光和夫，天野ひろゆき，ほか／科

学・環境番組部

『ドラマスペシャル　白洲次郎』
G （第 1回） 09.21／22:00～23:29

（第 2回） 09.22／22:00～23:29
（最終回） 09.23／22:00～23:29

HV （第 1回） 09.19／13:30～14:59
（第 2回） 09.19／15:00～16:29
（最終回） 09.19／16:30～17:59

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。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

，GH

Qと対決する最前線に送り込んだ。流
りゅう

暢
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。次郎は，新憲法作成を巡ってGHQ

と火花の出るような戦いを繰り広げる一方，経済

復興に全力を傾ける吉田茂の懐刀として汚れ役を

引き受け，通産省創設や外資導入などに蛮勇をふ

るう。「現代のラスプーチン」と揶
や

揄
ゆ

され，バッ

シングを受ける次郎を支え，正子は不安に思う子

どもたちを諭す。経済復興のため広畑製鉄所を英

国に売却しようとした次郎は，社長の永野重雄

(遠藤憲一）と鉢合わせし，大喧
げん

嘩
か

となる。そし

てついに，日本が独立を果たすサンフランシスコ

講和条約締結の日を迎える。（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，（最終回）近衛はな，大友

啓史／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，遠藤憲一

ほか／ドラマ番組部

『夏の北アルプス　あぁ絶景！雲上のアドベンチ
ャー』

G 09.23／08:35～09:48
11.03／13:05～14:18

BS2 10.03／13:32～14:46
12.26／16:14～17:28

夏の北アルプスの山頂から山頂へと 3週間60キ

ロにわたって歩く大縦走。登山歴 1年の内多勝康

アナと女性初でエベレストに登頂した田部井淳子

さんの笑いあり涙ありの 2人旅。日本有数の難ル

ートにも挑戦した。／長野局，名古屋局，富山局

『カンテツな女』
G 09.29／00:10～00:39

10.12／09:00～09:29
01.16／01:25～01:54

BS2 10.11／10:01～10:30
完全に夜を徹して働き，朝を迎える女性のホン

ネに迫る新感覚ドキュメンタリー。水野緑さん

(37歳）は，夜通し注文を受けつけるテレビ通販

会社でオペレーター百数十人の頂点に立つコール

センター長。使命はセンター全体を指揮し， 1本

でも多くの注文をとること。商品への質問やクレ

ームなど，次々起こるハプニング。彼女の一晩12

時間に密着。仕事・自己像・結婚観などについて

徹底的に質問。深夜ならではの〈裸のキモチ〉に

迫った。／青少年・教育番組部

『いきものがかり　15歳へのエール』
G 10.03／16:00～16:29

10.10／00:55～01:24
E 10.04／15:00～15:29

第76回NHK全国学校音楽コンクール中学校の

部の課題曲「YELL（エール）」。大人への第一歩

を踏み出す10代の気持ちを描くこの曲に，みずか

らの思いを託し合唱に取り組む島根・栃木・神奈

川の中学生の姿を紹介。いきものがかりのオリジ

ナル曲を交え，中学生と彼ら 3人との心の交流を

伝えた。／青少年・教育番組部

『国民的ことばバラエティー　みんなでニホン
GO！』

10.9／22:00～22:43
ことばに正解はない…。ならば民意に問え！

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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おかしな敬語，ギャル語，死語…気になることば

を徹底調査，時代のことばとして「イケてるか？

イケてないか？」国民投票にかけちゃうバラエテ

ィー番組。「“ニラレバ”か？“レバニラ”か？」

[“よろしかったでしょうか？”って許せる？」

などを取り上げた。／司会：チュートリアル，中

尾彬，杉浦友紀アナ／ソフト開発センター，NE

D

『クエスタ～目指せ！質問王』
10.10／20:00～20:43

用意された「正解
キーワード

」を，質問を繰り返すことで

解き明かしていく「質問力向上クイズバラエティ

ー」。クエスタマスター名倉潤の出題に対し，秋

元康チームと関根勤チームが激しいバトルを繰り

広げた。／解答者：秋元康，里田まい，レッド吉

田，松本明子，関根勤，八田亜矢子，ゴルゴ松本，

中澤裕子／ゲスト：IKKO／エンターテインメン

ト番組部

『祝！「新・三銃士」まもなくスタートスペシャ
ル』

10.12／08:35～09:00
10.12／17:35～18:00

ETV50周年を記念して，連続テレビ人形劇と

しては14年ぶりに制作された『新・三銃士』。そ

の放送直前スペシャルと題した特集番組。番組の

ダイジェスト映像やメイキングシーンに加えて，

収録スタジオの舞台裏を紹介。脚色を担当した三

谷幸喜，語り役の田中裕二（爆笑問題），人形劇

の大ファンである太田光（爆笑問題）の 3 人が，

収録スタジオを見学したり，人形に変身して番組

に出演している人形たちと絡むなど，ユニークな

演出で番組の魅力を紹介した。／MC出演：三谷

幸喜，爆笑問題／VTR出演：フィリップ・トル

シエ，平井堅（番組エンディングテーマ「一人じ

ゃない」作曲・歌）／青少年・教育番組部

『皇室の名宝　秘められた珠玉の技』
10.12／13:05～13:59

09年10～11月末，天皇即位20周年を記念して，

皇室所蔵の美術の名品が，大々的に公開された。

鎌倉時代の蒙古襲撃を描いた「蒙古襲来絵詞
えことば

」，

安土桃山時代の天才絵師・狩野永徳の代表作「唐

獅子図屏風」，江戸時代の奇想画の傑作，伊藤若

冲「動植綵
さい

絵
え

」30幅。作品管理を担う三の丸尚蔵

館では，最先端の科学技術で絵画や工芸品を調査

し，長期保存に耐えうる素材で修復を進めている。

その中で，名作の数々がいかに画期的な技法の粋

を集めて作られたものかが浮かび上がってきた。

最新の研究成果を軸に，日本が誇る名宝に秘めら

れた珠玉の技に迫りながら，コレクションの圧巻

の美を伝えた。／制作局（委託管理），NED

『がんばれパパママ！　実況　お仕事スタジア
ム』

10.12／22:00～22:43
父親や母親が働いている「現場」をマルチカメ

ラで実況中継し，その様子を実況席にいる家族に

見てもらおうというファミリーバラエティー。

[ビルの窓ふき」の父，「ファミリーレストラン

の店員」の母，「動物園の飼育員」の父の親子 3

組が登場し，子どもたちは，ふだん家庭では見せ

ない父や母の真剣な表情を食い入るように見つめ

た。最後に子どもたちが，初めて親の仕事ぶりに

触れた感想を作文にまとめ，朗読した。／司会：

住吉美紀アナ，宇梶剛士／実況：松本和也・吉田

賢アナ／ゲスト：よゐこ，ほっしゃん。，濱田マ

リ，北斗ほか／ソフト開発センター，NEP

『ザ・コーチ　人生ノ教科書～横道にそれてもい
いんだ～伝説の国語教師　橋本武』

10.12／22:45～23:28
スポーツ，芸術，学問など，成功の陰には名指

導者がいる。一流の指導者の教えを通して，子育

てやコミュニケーションのヒントを探るドキュメ

ントバラエティー。今回は，神戸の灘中学・高校

で長年国語教師を務めた橋本武さんにスポットを

当てた。たった 1冊の文庫本を使った「横道にそ

れる」授業で，同校を私立として初めて東大合格

者数日本一に導いた橋本さんのユニークな指導法

を紹介，大きな反響を呼んだ。／出演：武田鉄矢，

井村雅代，中尾明慶，長島瑞穂，鈴木奈穂子ア

ナ／語り：劇団ひとり／制作局（番組開発），青

少年・教育番組部

『広島発ドラマ　火の魚』
HV 10.14／18:00～18:53

12.30／23:30～00:23
G 03.13／21:00～21:53

瀬戸内の島に住む老作家・村田省三（原田芳

雄）のもとに，原稿を受け取るため東京の出版社

から女性編集者・折見とち子（尾野真千子）が通

ってくる。あるとき小説の装丁を，燃えるような

金魚の「魚拓」にしたいと思いついた村田は，折

見に魚拓を作ることを命じる。魚拓をとるには，

金魚を殺さなければならない。小さな命を巡って，

2 人の間にさざ波が立つ。／原作：室生犀星／

作：渡辺あや／音楽：和田貴史／出演：原田芳

雄，尾野真千子，岩松了，高田聖子，笠松伴助，

藤山喜子／広島局

再 

再 
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『もしも明日…～親の介護が必要になったら』
10.16／20:00～20:43

「生活不安大国」といわれる日本で，ある日突

然，予想もしなかった事がわが身に起きたら，一

体どうすればいいのか？「本格ドラマ」と「生活

情報番組」の融合という新しいスタイルで答える

開発番組。親の介護は，誰もがいつか直面するか

もしれない身近な問題であり，特に仕事を持つ40

代・50代の女性にとっては切実だ。実話を基にし

たドラマに続くVTRリポートで，介護と仕事を

両立するヒントを紹介した。スタジオには，ドラ

マのモデルとなった本人も登場，後日談なども聞

いた。／ドラマ出演：奥貫薫ほか／スタジオ出

演：渡辺えり，黒崎めぐみアナほか／生活・食料

番組部・ドラマ番組部

『加藤和彦さんをしのんで～あの素晴しい歌をも
う一度』

10.26／00:25～01:08
10月16日に亡くなった加藤和彦さんの追悼番

組。ザ・フォーク・クルセダーズの結成から，近

年の活動までを貴重なアーカイブスで紹介。大き

な反響を呼んだ。／出演：加藤和彦／エンターテ

インメント番組部

『わが心の大阪メロディー』
11.03／19:30～20:43

NHK大阪ホール落成記念のイベントとして始

まった番組で 9回目を迎えた。全国から「心に残

る大阪の歌」のリクエストを募り，視聴者の思い

出のエピソードとともに，日本を代表する豪華な

歌手の競演で名曲を届ける歌謡ステージ。／司

会：上沼恵美子，高山哲哉アナ／出演：小林幸子，

坂本冬美，ジェロ，つんく♂，天童よしみ，堀内

孝雄，松浦亜弥，八代亜紀ほか／大阪局

『ヒューマンドキュメンタリー～いのち　見つめ
て～心臓移植　待機患者』

11.04／22:00～22:58
大阪大学医学部付属病院には，心臓移植をしな

ければ助からない待機患者が40人余りいた。症状

の重い患者は補助人工心臓を装着し，ドナーが現

れるのを待つが，血栓や感染症などから医学的に

安全を保証されているのは数年間。生と死の間で

揺れ続けている。「僕，あと少しで死んじゃうの

かな」と日記に綴
つづ

った青年。「もう子どもと一緒

に寝られないのかな」とつぶやく主婦。待機患者

が真
しん

摯
し

に命と向き合い，闘っていく姿を見つめ

た。／ソフト開発センター，NEP

『ヒューマンドキュメンタリー～ふたりの14歳
～ボッチャ　自立への階段』

11.05／22:00～22:43
重度の障害者のために考案された競技，ボッチ

ャに打ち込む 2 人の14歳が，ボッチャを通して，

一歩一歩成長していく姿を温かなまなざしで描い

た。／文化・福祉番組部

『三遊亭圓楽さんをしのんで』
11.08／13:35～14:18

09年10月末に76歳で亡くなった落語家の五代目

三遊亭圓楽さんを追悼する番組。NHKアーカイ

ブスに残る本人の名演から「浜野矩随」などを紹

介。三遊亭楽太郎，桂歌丸，橘家圓蔵など，ゆか

りの人々のインタビューとともに，演芸界に多大

な足跡を残した故人をしのんだ。 ／エンターテ

インメント番組部，NEP

『追悼　森繁久彌さん』
11.13／22:10～23:37

09年11月10日に96歳で亡くなった森繁久彌さん

をしのぶ特別追悼番組。大河ドラマをはじめとす

る，日本のTVドラマや映画，そして舞台などの

演劇文化，さらには歌唱や文筆活動など広範囲に

わたって大衆芸能の発展に尽くした森繁久彌。テ

レビ創世記時代から親交の深かった女優，俳優が，

故人の業績を振り返り，その思い出と功績を語り

合った。／出演：中村メイコ，北大路欣也，西田

敏行／司会：山根基世／ドラマ番組部

『日米開戦を語る　海軍はなぜ過ったのか～
400時間の証言より』

12.07／22:00～23:14
09年 8 月に 3 回シリーズで放送したNHKスペ

シャル『日本海軍　400時間の証言』に対し，多

くの反響が寄せられたことを受けて，企画制作し

た番組。反響は特に30～40歳代の社会を担ってい

る世代からのものが目立ち，「組織と個人」とい

う視点から自分のこととして戦争をとらえてい

た。そこで，番組では，同様の視点から太平洋戦

争を研究し著作を発表してきた作家の半藤一利さ

ん，澤地久枝さん，歴史研究家の戸闍一成さんが

[なぜ開戦に至ってしまったのか」をテーマにし

て，現代と重なる問題について語る鼎
てい

談を行った。

[組織が持つ“異分子排除の精神”」「国民の熱狂

の危うさ」など，未来につながる重要な提起がな

され，放送後大きな反響があった。／司会：報

道・社会部　小貫武記者／社会部，社会番組部，

編成局

総合：特集番組
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『連続テレビ小説～つばさ　スピンオフ』
「好きと言えなくて　青春編」
12.19／03:00～03:10，12.22／02:25～02:35，

12.27／14:15～14:25
「好きと言えなくて　中年編（仮）」
12.19／03:10～03:20，12.23／02:40～02:50，

12.28／13:45～13:55
「好きと言えなくて」は09年 9 月まで半年間放

送された『連続テレビ小説～つばさ』から生まれ

た10分の短編ドラマ。個性的な脇役の活躍を熱望

するファンの支持を受けてスピンオフに登場する

のは，つばさの弟・知秋とつばさの親友・万里の

恋を描いた「青春編」，つばさと共にラジオぽて

とにかかわった真瀬や浪岡ら中年男たちのその後

を描く「中年編（仮）」の 2本。（全 2回）／作：

今井雅子／音楽：住友紀人／出演：「青春編」冨

浦智嗣，吉田桂子，三浦アキフミ，「中年編

(仮）」宅間孝行，ROLLY，脇知弘，中島ひろ子，

山本未來，畠山彩奈／ドラマ番組部

『大河ドラマ～天地人　総集編』
（第 1回） 12.21／22:00～22:58
（第 2回） 12.22／22:00～22:58
（第 3回） 12.23／22:00～22:58
（第 4回） 12.24／22:00～22:58

戦国時代，上杉家の家臣として，「義」と

[愛」の精神を貫いて生きた智将・直江兼続の波

乱の生涯を描いた大河ドラマ『天地人』のハイラ

イトシーンを 4 話に凝縮して 4 夜一挙放送。（全

4 回）／原作：火坂雅志「天地人」／脚本：小松

江里子／音楽：大島ミチル／出演：妻夫木聡，北

村一輝，常盤貴子，田中美佐子，高嶋政伸，小栗

旬，長澤まさみ，玉山鉄二，相武沙季，比嘉愛未，

加藤清史郎，深田恭子，松田龍平，吉川晃司，笹

野高史，高島礼子，富司純子，阿部寛，松方弘樹

ほか／語り：宮本信子／ドラマ番組部

『こんにちは！動物の赤ちゃん2009』
12.22／19:30～20:29

日本全国の動物園で 1年間に誕生した動物の赤

ちゃんをたっぷりと紹介する動物番組の決定版。

生まれたての赤ちゃんのかわいらしい姿や親子の

ほほえましい触れ合いなど，ふだん見ることので

きない様子を，飼育員たちが撮影した秘蔵映像を

中心に伝える。中でも目玉は，国内で数が減り続

けているアフリカゾウの出産と母子ゾウ 3頭の成

長物語。また，獣医師カメラマンが10年以上も撮

りためた映像を一挙公開，奮闘ぶりとともに伝え

た。／ソフト開発センター，NEP

『年の差100歳！～山形 5世代大家族』
12.24／19:30～20:40

101歳の誕生日を迎えるおばあちゃんから数え，

5 世代がともに暮らす山形の農家。収穫の秋から

冬支度までの日常を描く。おばあちゃんは100歳

年下， 5世代目の 1歳の子を背負い元気！幼稚園

の運動会は一家にとって， 4世代目の子ども時代

以来，20年ぶりの運動会。弁当作りも一家総出と

思いきや早朝から農作業や仕事に出かける面々

も。大家族ならではの人間もようを見つめた。／

ソフト開発センター，NEP，植木商店

『ミステリーロマン　古代エジプト』
12.25／19:30～20:40

7 ～ 8 月にかけて放送した『NHKスペシャ

ル』の大型シリーズ「エジプト発掘」の豊富な素

材を基に制作した紀行番組。ピラミッド，ツタン

カーメン，クレオパトラ。エジプトに残る，この

3 つのミステリーの現場を女優の相武紗季さんが

訪ね，地元の人々と触れ合いながら，謎解きに挑

んだ。今も多くの人々を引き付ける古代エジプト

のロマンあふれる魅力をたっぷりと紹介した。／

大型企画開発センター

『究極ヒットパラダイス～アラフォー☆クリスマ
ス』

12.25／22:00～22:57
（完全版）12.28／00:05～01:23

アラフォー世代をターゲットに青春時代の名曲

をライブで届けた。今回はクリスマスをテーマに

冬の名曲満載でNHKホールにて開催。また，NH

Kホールロビーではクリスマスイベントもあわせ

て行った。そのもようを盛り込んだ完全版を28日

に時間を拡大して放送した。／出演：杏里，稲垣

潤一，小野正利，カズン，辛島美登里，広瀬香美，

藤田恵美，渡辺美里／ナビゲーター：杉崎真宏／

エンターテインメント番組部

『カウントダウン龍馬伝』
G 12.26／22:30～22:58

01.01／23:00～23:28
01.02／11:25～11:53

HV 01.03／07:30～07:58
BS2 01.03／10:00～10:28

坂本龍馬の原動力の源には「食」があった。龍

馬に縁のある高知・長崎で龍馬が愛した「美食」

を紹介する，龍馬のグルメ旅を決行。「食」を通

して，龍馬の人間性に迫った。／出演：福山雅治，

児玉清，杉本哲太，寺島しのぶ，松原智恵子，島

崎和歌子，香川照之，蟹江敬三，倍賞美津子，大

泉洋／ドラマ番組部

再 

再 
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『NHKのど自慢　熱唱熱演名場面』
12.27／12:15～13:29

46年の開始以来，64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，『のど自慢』ができるまで

の舞台裏や，印象的な出場者の素顔なども交えな

がら『NHKのど自慢』の09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

『サラリーマンNEO ウインタースペシャル
2009』

12.27／23:10～23:57
01.02／01:00～01:47

『サラリーマンNEOシーズン 4 』の年末特集

として制作。人気のシリーズや忘年会やボーナス

など年末ならではの話題をモチーフにした新作で

構成した。また，市川亀治郎，野村克也，姜尚中，

ピーター・バラカンといった異色のゲストが登場

し，さまざまなパロディーコントを熱演した。／

出演：生瀬勝久，沢村一樹，田口浩正，麻生祐未，

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

『ニュースハイライト2009～チェンジが来
た!?』

12.28／19:30～20:57
09年，世界を駆け巡ったさまざまなニュースを，

NHKが取材した映像で再構成し， 1 年を振り返

る番組。夏に行われた衆議院選挙で民主党が圧勝，

社民党・国民新党との連立政権が発足し“政権交

代”が実現した。裁判員裁判が始まり，司法の世

界にも“チェンジ“が訪れた。アメリカでは“チ

ェンジ”を掲げて就任したオバマ大統領が“核兵

器のない世界”の実現を世界に訴え，ノーベル平

和賞を受賞した。一方で，雇用情勢の悪化による

“派遣切り”が深刻化するなど，景気低迷の出口

が見えない状態が続いた。また，新型インフルエ

ンザの大流行は世界に暗い影を落とした。／キャ

スター：武田真一・小郷知子アナ／テレビニュー

ス部

『ママさんバレーでつかまえて　最終回生放送ス
ペシャル』

12.28／21:15～21:55
抱腹絶倒のノンストップコメディー『ママさん

バレーでつかまえて』の年末最終回スペシャル。

101スタジオに約300人の観客を迎え，半世紀ぶり

となる生ドラマに挑んだ。個性豊かなママさんバ

レーチーム「マミーズ」。キャプテン鈴子と光太

郎コーチが夫婦だとバレてから， 1年が過ぎたマ

ミーズ 4年目の結成記念日。チームの存亡を左右

する 2人の新たな隠し事が発覚し，部室は大騒ぎ

に。放送直前のスタジオの様子をインターネット

のライブストリーミングで生中継し，番組への期

待感を高めるとともに新たなデジタル展開を図っ

た。／作・演出：西田征史／出演：黒木瞳，向井

理，横山めぐみ，片桐はいり，ほか／ソフト開発

センター，NEP

『耳をすませば～あの人からのメッセージ』
12.29～31／06:15～06:39

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，09年も数

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

いくべきか考えた。 3 回シリーズ（VTR構成）

で放送。／ライツ・アーカイブスセンター

『連続テレビ小説～つばさ　総集編』
（前編）12.29／08:15～09:44
（後編）12.30／08:15～09:44

埼玉県川越市にある老舗
し に せ

和菓子屋とコミュニテ

ィー放送局が『つばさ』の舞台。ヒロインのつば

さは家出した母に代わって一家の主婦となり，未

婚の二十歳にもかかわらず“おかん”と呼ばれる

ような老成した娘だった。そこへ借金で首が回ら

なくなった不肖の母が10年ぶりに家に戻って来て

…しっかり者の娘と自由奔放な母という，一見す

るとあべこべな娘と母が，いがみ合いながらも壊

れた家族の絆
きずな

を取り戻すため，懸命に努力する姿

を描く家族再生の物語。総集編は本編になかった

つばさのその後の物語が新撮追加され，『つば

さ』の完結編となっている。／前編「ハタチのお

かんとホーローの母」，後編「二度目の春」（全 2

回）／作：戸田山雅司／音楽：住友紀人／主題

歌：アンジェラ・アキ「愛の季節」／出演：多部

未華子，高畑淳子，中村梅雀，宅間孝行，松本明

子，金田明夫，佐戸井けん太，井上和香，山本未

來，広岡由里子，小柳友，冨浦智嗣，ROLLY，

脇知弘，川島明（麒麟），三浦アキフミ，吉田桂

子，渡辺哲，永島敏行，白川和子，手塚理美，斉

藤由貴，山本學，小松政夫，冨士眞奈美，西城秀

樹，イッセー尾形（語り），吉行和子ほか／ドラ

マ番組部

『松本清張ドラマスペシャル～顔』
12.29／21:00～22:13

松本清張生誕100年に当たり，清張の原点とも

いうべき傑作短編をドラマ化。戦後の復興期，売

再 
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れない劇団俳優だった男は，ある大作映画の準主

役に抜擢
てき

され，一躍スターへの道を歩き始める。

しかし，男にはひた隠しにしてきた殺人の過去が

あった。みずからの「顔」がスクリーンに大きく

映し出される前に，どうしても過去を抹殺しなけ

ればならなかった。栄光への渇望と，過去が露見

する恐怖の間で揺れ，やがて自滅していく男の運

命をスリリングに描いた。／原作：松本清張／脚

本：中園健司／音楽：佐橋俊彦／出演：谷原章

介，原田夏希，高橋和也，大地康雄，中本賢，塩

野谷正幸，瀬川亮，押元奈緒子，美保純，建蔵，

伊藤聡，林遼威，原田麻由，大久保麻理子，石原

茂史，篠原真衣，末広ゆい，和泉敬子，吉原拓弥，

谷本一，針原滋ほか／ドラマ番組部

『爆笑問題のもうひとつの龍馬伝』
12.30／21:00～21:57

これまでにない角度から「生身の人間・龍馬」

に迫る，もう一つの龍馬伝。冗談や下ネタ満載の

自筆の手紙，浮気の言い訳に即興で作った歌，恋

愛エピソードなどから，お茶目で人の心をつかむ

のがうまい，まるで一流芸人のような龍馬像が浮

かび上がる。また，龍馬の体格や現存する写真を

手がかりに，龍馬の声の再現にも挑戦。大の龍馬

ファンの爆笑問題・太田光と大河ドラマ『龍馬

伝』主役の福山雅治が，縦横無尽に「人間・龍

馬」を語り合う対談も行った。/キャスター：爆

笑問題／ゲスト：福山雅治，野村克也，真鍋かを

り，美甘子／文化・福祉番組部

『タイムスクープハンター　スペシャル～幕末決
死行！～江戸牢

ろう

獄・限界長屋の実態』
12.30／23:10～23:53

定時番組として09年度は10本放送した『タイム

スクープハンター』。有名人を一切使わず，庶民

的視点から，ドキュメンタリータッチで描くこと

で，タイムマシーンに乗って本当の過去へさかの

ぼったような感覚を味わせようという演出。スペ

シャル編では黒船の来襲を契機に，物価高騰する

庶民生活に視点を当てた。米蔵の襲撃騒ぎに巻き

込まれる主人公の視点から幕末の牢
ろう

獄の様子と混

乱する時代の雰囲気をとらえた。／ソフト開発セ

ンター

『第60回 NHK紅白歌合戦』
G・HV・BS2・R1 12.31／19:15～23:45

09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）。「60回」のメモリアル回であり，

また，第58回から 3年間で「歌力」をテーマにリ

ニューアルを進めた，その集大成でもある今回の

紅白のテーマは「歌の力∞無限大」。テーマソン

グとして，全国の視聴者からフレーズを募集した

ものを歌詞にし，久石譲が作曲した「歌の力」を

制作，紅白歌手全員で歌った。司会陣は第57・59

回に続き 3回目の組み合わせとなる中居正広，仲

間由紀恵の 2人を起用。紅組応援歌手として来日

したスーザン・ボイル，白組特別出場歌手として

サプライズ出演した矢沢永吉をはじめ計52組の紅

白歌手が歌の力を競った。また，人気の子どもた

ちを集めた「こども紅白」や，この年に亡くなっ

たマイケル・ジャクソンを追悼するステージなど

の企画も披露。大きな関心を集めた。／司会：

(紅組）仲間由紀恵，（白組）中居正広，（総合司

会）阿部渉アナ，（ラジオ中継）山田康弘・神田

愛花アナ／歌手：（紅組）aiko，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，

AKB 4 8 ，大塚愛，GIRL NEXT DOOR，川

中美幸，木村カエラ，倖田來未，伍代夏子，小林

幸子，坂本冬美，天童よしみ，D R E AM S

COME TRUE，中島美嘉，中村美律子，浜崎あ

ゆみ，Perfume，平原綾香，水樹奈々，水森かお

り，和田アキ子，（紅組応援歌手）スーザン・ボ

イル，（白組）嵐，アリス，五木ひろし，EXILE，

NYC boys，北島三郎，北山たけし，コブクロ，

ジェロ，SMAP，東方神起，TOKIO，顴永英明，

氷川きよし，FUNKY MONKEY BABYS，布

施明，福山雅治，flumpool，細川たかし，ポルノ

グラフィティ，美川憲一，森進一，遊助，ゆず，

レミオロメン，（白組特別出場歌手）矢沢永吉／

[蛍の光」指揮：平尾昌晃／「歌の力」指揮：久

石譲／ゲスト審査員：阿部寛，勝間和代，草刈民

代，城田優，杉山愛，西田敏行，白鵬翔，原辰徳，

深田恭子，森光子／エンターテインメント番組部

『ゆく年くる年』
G・BS2 12.31～01.01／23:45～00:15

全国各地の年越しの風景を，新たな年への祈り

とともに生中継でリレーしていく『ゆく年くる

年』。09年は「故郷の祈り，希望を託して」をテ

ーマに，新年に込めた人々の願いや思いを伝えて

いった。番組では徳川家の菩提
ぼ だ い

寺として知られ，

多くの人たちが年越しに訪れる東京港区の増上寺

にキーステーションを置き，山形県・慈恩寺をは

じめ，大分県・両子寺，愛知県・豊川稲荷，石川

県・妙成寺など全国10か所を結び，5.1chサラウ

ンドの臨場感たっぷりの音声とともに中継で伝え

た。／キャスター：森本健成・島津有理子アナ／

おはよう日本部
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『招福・日本の元旦めでたいスペシャル』
�1.01�／8:30～11:54

日本全国の選
よ

りすぐりの“めでたい”縁起物を

人気の若手芸人たちが紹介するバラエティー。麒

麟が推薦する「見るだけで福を呼ぶ動物」，原口

あきまさ推薦の女子高校生がパフォーマンスで見

せる「長生きする書初め」など盛りだくさん。ゲ

ストも婚約中の石田純一，結婚した大沢あかね，

世界一のニューハーフに選ばれたはるな愛など，

とにかく“めでたい”。／司会：三宅裕司，島崎

和歌子，青井実アナ／ソフト開発センター，NE

P

『正月時代劇～陽炎の辻　スペシャル～居眠り磐
音　江戸双紙～海の母』

01.01／19:20～20:33
酒乱の設楽貞兼が妻のお彩に暴力を振るい，止

めに入った嫡男・小太郎の剣の師匠・佐江傳三郎

に切りかかり，傳三郎が貞兼を切り捨てる。傳三

郎とお彩は遁
とん

走。磐
いわ

音
ね

は将軍お側御用取次・速水

左近に相談。速水は13歳の小太郎に仇討ちを，磐

音に助太刀を命じる。磐音らは上総の網小屋に隠

れていたお彩を発見するが，お彩の父・参左衛門

が来て， 2人を許してほしいとすがる。 2人が安
あ

房
わ

の湊
みなと

から上方に向かうと知った磐音らは湊に急

行。停泊中の船にひそかに乗り込んだお彩だが，

岸壁に立つ小太郎の姿を見て，船から下りる。小

太郎は心を鬼にして仇
かたき

に向かい，磐音が助太刀す

る。／原作：佐伯泰英／脚本：尾西兼一／音楽：

佐藤直紀／出演：山本耕史，中越典子，水野美紀，

宇梶剛士，川村陽介，榎木孝明，辰巳鞜郎，小松

政夫，近藤正臣ほか／制作局（委託管理），NEP

『京都・南禅寺界隈　山紫水明のユートピア』
01.02／07:20～08:13

年間5,000万人もの観光客が訪れる京都にあっ

て，ガイドマップに一切載らず，ひっそりとたた

ずむ別天地，南禅寺界隈
わい

の別荘群。明治維新で召

し上げられた 9 万坪もの広大な南禅寺の敷地を，

明治から大正時代にかけて勃
ぼっ

興した政財界の大物

たちが買い求め，持てる財力と美意識のすべてを

注ぎ込み，競い合いながら作り上げた極上の空間

が12件，今にそのまま残されている。これまで非

公開とされてきた“京都最後の秘境”である南禅

寺界隈の別荘群を初めて本格的に撮影。秋の夜の

名月や紅葉など，季節の彩りもあでやかに，究極

の日本美の空間を味わい尽くした。／語り：平幹

二朗／制作局（委託管理），NED

『新春TV放談2010』
01.03／00:00～01:13
02.15／01:10～02:24

09年新春に第 1回を放送。第 2弾は，2009年の

テレビ番組を振り返りながら，2010年のテレビの

行方を考えるスタジオトークバラエティー。NH

K・民放問わず，話題になった番組やテレビ業界

の出来事を取り上げ，パネラーたちが歯に衣
きぬ

着せ

ぬ自由なトークを展開，番組制作の裏側までも語

り尽くした。／司会：千原ジュニア，塚原愛ア

ナ／パネラー：テリー伊藤，森達也，箭内道彦，

鈴木おさむ，眞鍋かをり／青少年・教育番組部，

NEP

『 7サミット　極限への挑戦』
01.04／19:30～20:43

エベレストなど世界 7 大陸の最高峰「7サミッ

ト」に，みずからカメラ片手に撮影をしながら挑

戦し続ける登山家・栗
くり

城
き

史
のぶ

多
かず

さんを描く絶景満載

のドキュメント。氷河の裂け目を飛び越える！

切り立った絶壁をよじ登る！　驚くべき映像の連

続に加え，命がけの挑戦や極限状態での決断を見

つめた。／文化・福祉番組部

『NHK歌謡コンサート～祝700回！歌まつり
2010』

01.05／19:30～20:43
93年にスタートして以来，18年でついに700回

目の放送となった『歌謡コンサート』。ここまで

支えてくれた視聴者に感謝の気持ちを込めて歌あ

り，芝居あり，踊りありのスペシャルステージを

届けた。／出演：北島三郎，森進一，倍賞千恵子，

二葉百合子，細川たかし，八代亜紀，千昌夫，石

川さゆり，安田祥子・由紀さおり，坂本冬美，山

川豊，長山洋子，瀬川瑛子，秋川雅史，石原詢子，

冠二郎／司会：小田切千アナ／エンターテインメ

ント番組部

『絢香　22歳のラストステージ』
1.07／22:00～22:43
01.11／13:05～13:48

09年限りで無期限活動休止を宣言した絢香。ラ

ストステージとなった『紅白歌合戦』までの 3か

月に密着。彼女が大切にしてきた歌，ライブとと

もに最後のメッセージを届けた。紅白から時間を

おかず放送したことによる効果もあって，20代，

30代を中心に反響が多かった。／出演：絢香／ナ

レーション：松本和也アナ／エンターテインメン

ト番組部

『二本の木』
01.09／21:00～22:13

再 

再 
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がんはいつ，誰を襲うかわからない。元NHK

ディレクターの小沢爽が生前残した，妻の発病か

ら書き残した日記や膨大な写真，ビデオを基に，

自身もがんと闘いながら，その存在を確かめ合っ

た夫婦の命と愛の記録を綴
つづ

ったドキュメンタリ

ー。／原作：「二本の木」小沢爽・千代／音楽：

渡辺俊幸／出演：片岡仁左衛門，竹下景子，小沢

北太郎，小沢冬平ほか／ナレーション：鎌田正幸

アナ／制作局(委託管理），NEP

『あしたをつかめスペシャル～命にまっすぐ～病
院で働く若者たち』

G 1.11／08:35～09:29
02.21／02:05～02:59

E 01.23／15:10～16:04
『あしたをつかめ』の成人の日スペシャル版。

熊本市の済生会熊本病院で働く若い医療スタッフ

に 1か月密着。24時間365日“断らない救命救急”

を目指す救急外来では，30歳の医師らが，一分一

秒を大切に治療を続けている。入院病棟では25歳

の看護師らが，がん患者の心に寄り添おうと努力

している。ひとりひとりの命を救うため，ひたむ

きに働く，若者たちの姿に迫った。／青少年・教

育番組部

『時々おとなも迷々』
G 1.11／09:30～09:59

02.18／01:20～01:49
E 01.23／16:05～16:34

小学校中学年向け道徳番組『時々迷々』の成人

の日特集番組。電車でお年寄りにうまく席を譲れ

ない新成人の女性。市役所で上司の顔色をうかが

う公務員。年老いた親と同居するかどうか迷う夫

婦。マンションで規則違反のイグアナを飼う青年。

大人だからこその悩みを，神出鬼没のキャラクタ

ー『時
とき

々
どき

迷
まよ

々
まよ

』が解き明かし，悩みながら生きる

大人たちへのエールをドラマ番組として描い

た。／出演：片桐はいり，村上東奈ほか／青少

年・教育番組部

『かみさまのいじわる～神戸　幼き被災者の15
年』

01.14／22:00～22:43
震災の 1 年後，「かみさまのいじわる」と題さ

れた文集が自費出版された。神戸市長田区で被災

した子どもたちが率直なことばで被災体験をつづ

ったものだ。そして震災から15年がたった。神戸

では当時文集に作品を寄せた人たちに再び呼びか

け，震災後の歩みを改めて作文にしてもらおうと

いう取り組みが始まった。震災は子どもたちの人

生をどう変えたのか，そして今，彼らは震災をど

う受け止めているのか。子どもたちのそれぞれの

人生を追いながら震災が残したものの大きさを考

えた。／大阪局

『よみがえる震災の記憶』
01.17／08:25～08:54

阪神・淡路大震災から15年。今，改めて市民が

撮影した震災の記録に脚光が集まっている。被災

者たちの姿を撮影することへの葛
かっ

藤
とう

を抱えながら

使命感から行われた記録だ。 3人に 1人が震災を

知らない今，震災を伝える必要に駆られて寄せら

れた。“復興とは，震災を忘れることではない”

市民の視点で記録した「震災」の映像から秘めら

れた物語をひも解き，震災が何をもたらしたのか

改めて考えた。／ソフト開発センター，桜映画社

『震災15年　命をみつめる　心をつなぐ』
01.17／10:05～11:54

阪神・淡路大震災から15年。地震で家族を失っ

た人たちは今どんな思いで暮らしているのか。私

たちは震災から何を学んだのか。神戸放送局のス

タジオをキーステーションに，三宮・東遊園地，

長田区の商店街，この日オープンする神戸震災復

興記念公園からの中継を交えて，遺族の15年の歩

みや街の復興，国内外で活躍する災害ボランティ

ア，そして震災について知りたいと動き出した若

者たちなどを紹介した。また，全国の被災地を支

援するNHKのウェブサイト「リエゾン被災人」

に連動して，震災についてのメッセージを募集。

神戸から未来につながるメッセージを生放送で発

信した。／司会：真下貴アナ／ゲスト：竹下景子，

佐渡裕／中継：上田早苗・今城和久・西堀裕美ア

ナ／大阪局，神戸局

『阪神・淡路大震災15年　特集ドラマ　その街
のこども』

01.17／23:00～00:13
神戸の街を舞台に，幼いころに実際に震災を体

験した森山未來と佐藤江梨子がリアルな感情で挑

んだロードムービー。 1月17日の震災の日を，15

年ぶりに故郷神戸で迎える若い男女の一晩の会話

劇を軸にして，彼らの等身大の心の震災を見つめ

た。／作：渡辺あや／音楽：大友良英／出演：森

山未來，佐藤江梨子，津田寛治ほか／大阪局

『NHKアーカイブス　あの冬　誰もが熱くなっ
た～札幌五輪　日の丸飛行隊』

02.11／13:05～14:23
冬季五輪に日本中の注目が集まるきっかけとな

ったのが1972年の札幌五輪。日の丸飛行隊のメダ

ル独占までを描いた番組を紹介するとともに，バ

ンクーバー五輪期待の選手たちを紹介し，冬季五

再 

再 

再 

再 
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輪ならではの魅力に迫った。／ライツ・アーカイ

ブスセンター，NEP

『福岡発ドラマスペシャル～母
かか

さんへ』
02.11／16:45～17:58

福岡県南部，美しい川の流れやどこまでも広が

る茶畑に彩られた山間の里・黒木町。町の中でも

特に山深い地区にある笠原小学校に，臨時教師と

して 2学期から赴任してきた若い女性教師・ひか

りが主人公。ひかりが担当することになった 6年

生のクラスには，1人の山村留学生・亜矢がいた。

亜矢は町に来て数か月たつが，いまだに学校や里

親になじめず，心を開こうとしない。ひかりは，

亜矢が博多で働く母親との間に問題を抱えている

事を知る。ひかり自身，あるわだかまりが解けな

いままに母親を亡くしていた。ひかりは亜矢の笑

顔を取り戻すため奔走する。やがて，笠原小学校

の伝統である人形浄瑠璃の公演が迫ってきた。ひ

かりは，すれ違う母子の愛情を描いたこの人形浄

瑠璃に取り組むことで亜矢と母親を救おうとす

る。／作：羽原大介／音楽：榊原大／出演：前田

亜季，小澤征悦，今田萌，西田尚美，津川雅彦ほ

か／福岡局

『第43回NHK福祉大相撲～おたのしみ歌くら
べ』

02.21／17:14～17:59
43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」のもようを放送し，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：豊ノ島，

安美錦，嘉風，鶴竜，三保ヶ関親方，秋元順子，

小林幸子，長山洋子，水森かおり，モーニング

娘。／司会：山田康弘アナ／演奏：ザ・サウンド

メイカーズ／エンターテインメント番組部，NE

P

『平成21年度　NHKのど自慢チャンピオン大
会』

G・R1 03.06／19:30～20:59
BS2 03.14／10:00～11:29

09年度に実施した『NHKのど自慢』のチャン

ピオン47組から15組を厳選，NHKホールから生

放送でグランドチャンピオンを決定した。／審査

員：弦哲也，中尾彬，真矢みき，水木れいじ，森

公美子，湯川れい子，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「契り」（ホベルト・カザノバさん），優

秀賞「home」（大場一一さん），「命船」（山田裕

美さん）／エンターテインメント番組部

『龍馬を愛した女たち～ヒロインたちの龍馬伝』
G 03.06／21:15～21:58
HV（先行放送） 03.06／18:00～18:43

幕末の風雲児・坂本龍馬。龍馬が成長し，偉業

を成していくプロセスには多くの女性がいた。大

河ドラマ『龍馬伝』の中にも数々のヒロインが登

場する。番組では広末涼子さん，貫地谷しほりさ

んの「女性」対談を軸に，撮影に奮闘する 2人の

ドキュメントを紹介する。また，新しく龍馬の妻

[お龍」役として，撮影に入る真木よう子さんが，

龍馬とお龍のゆかりの地である鹿児島県霧島市高

千穂峰を登山する様子をドキュメントする。ヒロ

インたちの奮闘や素顔を通して，龍馬を愛した女

性が何を感じ，どのような魅力的な力を持ってい

たかに迫った。／出演：福山雅治，広末涼子，貫

地谷しほり，真木よう子，蒼井優ほか／ナレーシ

ョン：要潤／ドラマ番組部

『バンクーバー・パラリンピック　世界に挑む日
本代表』

G 03.07／15:05～15:59
E 03.07／22:00～22:54

冬の障害者スポーツの祭典，バンクーバー・パ

ラリンピック。活躍が期待される日本代表選手を

中心に，その見どころをたっぷり伝えた。／文

化・福祉番組部

『ふるさとの食　にっぽんの食～大集合！わたし
の自慢のお弁当』

03.13／10:05～11:52
NHK食料プロジェクトの特集番組。テーマは

日本が誇る食文化として注目されている「お弁

当」。東京・渋谷のNHK放送センター前でのイベ

ント「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，お弁当の持つパワーを

さまざまな角度から生放送で楽しく伝えた。スタ

ジオにはお弁当作りの達人が集合，すばやくでき

るお弁当作りの技やキャラ弁の裏技を紹介し

た。／司会：井上あさひアナ，永島敏行／出演：

早見優，奥村彪生，宮澤真理ほか／生活・食料番

組部

『まいど238号～日本放送作家協会主催　第33
回創作テレビドラマ大賞最優秀作品』

03.20／21:00～21:43
20歳の引きこもり青年・文

ふみ

也
や

が，大好きな祖

母・ツネが余命 3か月のガンと聞いて，発明家で

ある祖父・謙吉の手助けで，介護ロボット238号

総合：特集番組
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となり，認知症の祖母の介護に挑んでいく。引き

こもり青年の心の扉を開けようと頑張る家族と，

友人たちのハートウォーミングな物語を大阪を舞

台に描いた。／作：辻本昌平／音楽：榊原大／出

演：津川雅彦，辻本祐樹，まつこ，岩本多代，逢

坂じゅん，田岡美也子，吉田羊，石井光三ほか／

制作局（委託管理），NEP

『第16回　家族で選ぶにっぽんの歌』
03.22／19:30～20:43

NHKの番組モニターに協力していただいてい

る視聴者約500家族に「あなたの元気がでる歌

は」「家族の姿が思い浮かぶ歌は」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。今回

で16回目。／司会：伊東四朗，柴田理恵，中山優

馬／出演：秋川雅史，秋元順子，石川ひとみ，五

木ひろし，岡本敦郎，坂本冬美，ジェロ，

FUNKY MONKEY BABYS，前川清＆クール・

ファイブ，真琴つばさ，山本潤子，山本リンダ，

YOU＆優馬／エンターテインメント番組部

『放送記念日特集～激震マスメディア～テレビ・
新聞の未来』

03.22／22:00～23:28
テレビや新聞を取り巻く状況が激変する中，今

後のマスメディアやジャーナリズムのあり方を問

い直した討論番組。メディア先進国アメリカが直

面するマスメディアの危機的現状や，日本のテレ

ビ・新聞の模索の最新状況もリポート。さらには，

ツイッターやメールで寄せられた視聴者の声を積

極的に取り入れて放送した。／大型企画開発セン

ター，社会番組部，Gメディア

『チャレンジド～総集編』
03.23～25／20:00～20:43

10～11月に放送した『土曜ドラマ～チャレンジ

ド』を再編集して 3夜連続で放送。主人公の塙啓

一郎（佐々木蔵之介）は熱血教師だったが，病気

のため失明。天職と思っていた教師の道をあきら

められず，リハビリを行って教壇に復帰。持ち前

のひたむきな姿勢と，たゆみない努力で，生徒た

ちに人を愛することの大切さ，生きることの尊さ

を教えていく。人生の再挑戦を図る教師と，さま

ざまな問題を抱える思春期の生徒たちとの心の交

流を描いたドラマ。／作：渡邉睦月／音楽：小西

香葉，近藤由紀夫／出演：佐々木蔵之介，富田靖

子，村川絵梨，夏八木勲，西郷輝彦，朝加真由美，

田中実，川平慈英ほか／ドラマ番組部，NEP，

ケイファクトリー

『外事警察スペシャル～89分リミックス版』
03.24／22:00～23:29

09年11～12月に放送された『土曜ドラマ～外事

警察』のダイジェスト版。再放送を希望する反響

に応え，全 6回の内容を89分に凝縮しスペシャル

版として放送。ストーリーを大幅に再構成し，国

際テロに立ち向かう「外事警察」の世界をスピー

ド感豊かに描いたサスペンスドラマ。／原案：麻

生幾／脚本：古沢良太／音楽：梅林茂／出演：渡

部篤郎，石田ゆり子，尾野真千子，片岡礼子，北

見敏之，滝藤賢一，渋川清彦，山本浩司，二階堂

智，遊井亮子，嶋田久作，升毅，遠藤憲一，余貴

美子，石橋凌ほか／ドラマ番組部，NEP

『難問解決！ご近所の底力　最終回スペシャル～
悩んだ！動いた！日本が変わった！』

03.26／19:30～20:43
「ご近所からニッポンを変えよう！」を合言葉

に03年から 7年間続いた番組の集大成。当初は誰

も知らなかった，蛍光色ジャンパー着用の住民パ

トロールが日常の風景となるなど，「地域のこと

は地域住民で」という意識は全国に浸透し，大き

な足跡を残した。最終回スペシャルでは，地域を

変えた数々の例を基に，本気になった地域住民の

パワーを改めて紹介するとともに，これまで番組

が蓄積してきたノウハウを大公開。「どうすれば

地域をまとめ，活性化できるのか」というご近所

共通の悩みに答えた。／出演：和田アキ子，清水

圭，松居直美，松本和也アナ／生活・食料番組部

『春うた2010』
03.27／21:00～22:28

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，

桜の下でのダイナミックな中継などの趣向を凝ら

した演出を施した。男女13～19歳の視聴率が 6％

を記録し，若年者層の支持を得，接触者率アップ

に貢献した。NHKのスタジオ101をキーベースに

した生放送。／中継：八王子市，名古屋市ほか／

出演：aiko，アンジェラ・アキ，いきものがかり，

AKB 4 8，北乃きい，S P E E D，顴永英明，

FUNKY MONKEY BABYS，水樹奈々，レミオ

ロメン／司会：北乃きい，青井実アナ／エンター

テインメント番組部
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教 育 テ レ ビ

『ITホワイトボックス』 新
E 木　23:30～23:54

日　14:00～14:24
BS2（後期） 土　05:00～05:24

第 1 回09.4.2／インターネットやEメール，携

帯電話など，身の回りにあふれるIT（情報技術）

のメカニズムを解き明かし，その中に込められた

コンセプトに迫ることで，ITをブラックボック

スからホワイトボックスにする。／司会：森下千

里，高市佳明アナ／ゲスト：IT専門家／ナレー

ション：宮本愛子アナ／科学・環境番組部，NE

D

『あさだ！からだ！』 新
月～金　07:35～07:40

第 1 回09.3.30，最終回10.3.26／子どもたちが体

を動かす楽しみを知り，遊びながら身体感覚を高

めてゆくきっかけを提供するミニ番組。子どもが

実際にやってみたくなるような「体を使った遊

び」や「体操」などのコーナーなどで構成。／制

作局（委託管理），NED

『アジア語楽紀行』
火～木　00:55～01:00
金～日　06:25～06:30

第 1 回05.4.5／アジア各国の観光地で撮影，旅

行に役立つフレーズを毎回 1つずつ覚える12回の

ミニシリーズ。観光に役立つ情報や，それぞれの

地域文化も紹介。09年はタイ語，トルコ語，ネパ

ール語，ベトナム語，マレー語，ヒンディー語を

再放送で紹介。／テキスト発行／制作局（委託管

理），NED

『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』
E 火　23:30～23:55

金　19:35～20:00
BS2 水　16:00～16:24

第 1 回04.4.5／社会へ出ることを考え始めた10

～20代の若者に，さまざまなジャンルの仕事で実

際に働く若い人々の姿を紹介し，その仕事の現実

や魅力について考えてもらう“仕事ガイダンス番

組”。09年度はアクション俳優，救急救命医，す

し職人，家電販売員など39職種を紹介。過去 6年

間で233職種を紹介した。地方局参加番組。／ナ

レーション：緑川光／青少年・教育番組部

『アニメ　あずきちゃん・選』
土　09:25～09:50

第 1 回96.7.6（ 第 1回10.1.16，最終回10.3.27）

／「ETV50もう一度見たい教育テレビ　リクエ

スト」で多くの支持を集めたアニメを第 1シリー

ズ全39話の中から11話セレクトして放送。野山あ

ずさは小学生の女の子。みんなからは「あずき」

と呼ばれている。 5年生になった 4月，同じクラ

スに小笠原勇之助という男の子が転校してきた。

出会ったその瞬間から，勇之助のことを考えると，

なんだかドキドキしてしまうあずき。これって，

もしかして…恋！？／監督：小島正幸／アニメー

ション制作：マッドハウス／ソフト開発センタ

ー，NEP，SV

『アニメ　エレメントハンター』 新
土　18:00～18:25

第 1 回09.7.4，最終回10.3.27／元素消失！未来

は僕らに託された…地球の危機を救うため，子ど

もたちによる“エレメントハンター”が結成され，

人類の存亡をかけてネガアースへ元素回収に向か

った！／アニメーション制作：NEP，HEEWON

ENTERTAINMENT／製作：エレメントハンタ

ー製作委員会／ソフト開発センター

『アニメ　おさるのジョージ』
土　08:00～08:24

第 1 回08.4.5／世界中で半世紀にわたって，親

から子へと親しまれてきた人気絵本「ひとまねこ

ざる」「おさるのジョージ」（マーガレット＆H.A.

レイ原作）を基に製作されたテレビアニメ。黄色

い帽子のおじさんといっしょに暮らす，こざるの

ジョージが好奇心から毎回騒動を引き起こす。／

制作：NBCユニバーサル／ソフト開発センター，

NEP

『アニメ　おじゃる丸』
E 月～金　18:00～18:10

日　　17:50～18:00
HV 火～金　19:50～20:00

第 1 回98.10.5／千年前の世界からやって来た妖

精貴族の子ども「おじゃる丸」と，現代の子ども

たちや町の人々との触れ合いを通じて，日常生活

を見つめ直す，ほんわかとした雰囲気の漂うアニ

メ。未就学児童から大人まで楽しめるギャグもち

りばめた。／原案：犬丸りん／監督：大地丙太

郎／ソフト開発センター，NEP

『アニメ　今日からマ王！3』
土　09:25～09:50

第 1 回08.4.3，最終回09.2.19（BS2），（ 第 1

回09.4.11，最終回10.1.9）／異世界へと流され，

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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魔王に任命された有利
ユーリ

は持ち前の前向きな姿勢

で，魔王として成長していく。第 3シリーズでは，

世界各国が平和への道を歩み始めている中，小シ

マロンの少年王・サラレギーが有利と接触する。

喬林知原作の小説をアニメ化した第 3シリーズの

再放送。全39回。／監督：西村純二／アニメーシ

ョン制作：スタジオディーン／ソフト開発センタ

ー，SV

『アニメ　獣の奏者エリン』
土　18:25～18:50
土　23:00～23:25

第 1 回09.1.10，最終回09.12.26／上橋菜穂子の

ファンタジー小説「獣の奏者」をアニメ化。獣の

医術師だった母を失った少女エリンが，さまざま

な人に出会い，助けられながら成長する姿を描く。

翼を持つ巨大な獣「王獣」を操る術を身に付けた

エリンは，王国の存亡にかかわる秘密に巻き込ま

れていく。全50話。／監督：浜名孝行／アニメー

ション制作：プロダクションI.G，トランス・ア

ーツ／ソフト開発センター，NEP

『アニメ　スポンジ・ボブ』
水　19:00～19:23

第 1 回07.7 .1／09年度は4.1～6.24と12.30～

10.3.24に放送／アメリカをはじめ世界中で人気の

アニメシリーズ。海底都市ビキニタウンに住む黄

色くて四角い海綿くん「スポンジ・ボブ」はバー

ガーショップ「カニカーニ」でのバイトが大好き

で明るく楽観的。何事にも一生懸命な彼は，親友

のヒトデのパトリックやバイト仲間のイカルドた

ちと，毎回楽しい騒動を巻き起こす。／制作：ア

メリカ・ニコロデオン／ソフト開発センター

『アニメ　ぜんまいざむらい』
月～金　07:15～07:25
月～金　17:30～17:40

第 1 回06.4.3／江戸が明治に変わることなく続

いたパラレルワールド「からくり大江戸」を舞台

に，「ぜんまいざむらい」が活躍する子ども向け

アニメ。泥棒であった「ぜんまい」は事故で命を

落とすが，「善行」を続けるという約束で神様に

再び命を授かる。だんご剣を使って，ユーモラス

にさまざまな事件を解決していく「ぜんまいざむ

らい」の活躍の物語。／監督：やすみ哲夫／制作

局（委託管理），アニプレックス

『アニメ　忍たま乱太郎』
月～金　18:10～18:20
土　　17:50～18:00

第 1 回93.4.10／「忍たま」とは，忍者のタマゴ

のこと。先祖代々のヒラ忍者の家に生まれた乱太

郎は「忍術学園」に入学。戦国時代の忍者学校を

舞台に，乱太郎や風変わりな同級生，変人ばかり

の先生たち，くの一組や謎の天才忍者などが加わ

って，波乱万丈の学園生活を描くギャグシリー

ズ。／原作：尼子騒兵衛／総監督：芝山努／ソフ

ト開発センター，SV

『アニメ　南の島の小さな飛行機　バーディー』
土　07:15～07:25

第 1 回06.4.8／南の島・バードパラダイスで働

く新米小型遊覧飛行機「バーディー」の活躍を描

く，3DCGアニメーション番組。／アニメーショ

ン制作：スタジオディーン／アニメーション監

修：ジミー・ムラカミ／ソフト開発センター，S

V

『アニメ　メジャー3， 4』
土　09:00～09:25

第 1 回04.11.13／（第 3シリーズ）第 1回07.1.6，

( 第 1回09.4.11，最終回09.10.3）／（第 4 シリ

ーズ）第 1 回08.1.5，（ 第 1 回09.10.10，最終回

10.4.10）／『アニメ　メジャー』の過去のシリー

ズから，海堂高校をやめた吾郎が，野球部のない

聖秀高校に編入するところから始まる第 3シリー

ズ（全26話），いよいよメジャーリーグに挑戦す

るため，吾郎がひとりアメリカへと海を渡ったと

ころから始まる第 4シリーズ（全26話）を再放送

した。／ソフト開発センター，NEP，小学館プ

ロダクション

『アニメ　メジャー5』
土　18:00～18:25
水　19:00～19:25

第 1 回04 . 1 1 . 1 3／（第 5 シリーズ）第 1 回

09.1.10，最終回09.6.27／週刊少年誌で連載されて

いる人気漫画「MAJOR（メジャー）」（原作：満

田拓也）をアニメ化。メジャーリーグ挑戦のため

渡米した主人公・吾郎が，日本代表チームの一員

としてWBCで世界一を目指す第 5 シリーズ（全

25話）後半を放送した。／ソフト開発センター，

NEP，小学館集英社プロダクション

『アルフ』
月　19:00～19:24

第 1 回08.10.6／09年度は第25～72回までを放

送／80年代に放送されたファミリーSFコメディ

ー｡アメリカのごく普通の 4 人家族が暮らす一軒

家に，ある晩，宇宙船が落ちてきた｡毛むくじゃ

らのぬいぐるみのような宇宙人アルフと一家のド

タバタを描く｡主な登場人物の吹き替えは，所ジ

ョージと小松政夫。／ソフト開発センター

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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『ETV特集』
日　22:00～23:00（23:30）

第 1 回04.4.10／04年の放送開始以来，現代に起

きるさまざまな事象を，文化や歴史的なアプロー

チで，深い視点で読み解いてきた。09年度は日本

と朝鮮半島の交流史を日韓双方の学術的成果から

読み解く「シリーズ日本と朝鮮半島2000年」が高

い評価を得た。「シリーズ戦争とラジオ」では現

代史を，「死刑囚永山則夫」「裁判員へ」「いま憲

法25条“生存権”を考える」「あるダムの履歴

書」などで貧困，裁判員制度や公共事業など社会

的課題を取り上げ大きな反響を得た。「ピアニス

トの贈り物」「迷走　碁打ち・藤沢秀行という生

き方」など文化芸術分野の番組にも多くの反響が

あった。／文化・福祉番組部

『囲碁の時間』
日　12:00～14:00

第 1 回60.7.9／総合『囲碁・将棋の勘どころ』

としてスタート。62.4.2教育『趣味講座～囲碁』，

81.4.12同『囲碁の時間』となる。／最初の20分間

は現役の棋士を迎えた講座。後半100分は『第57

回NHK杯テレビ囲碁トーナメント』を放送した。

／上半期「あなたも囲碁仲間」講師：石倉昇，聞

き手：高倉梢／下半期「厚みの戦略」講師：横田

茂昭，聞き手：稲葉禄子／NHK杯優勝：結城聡

九段／司会：万波奈穂／テキスト発行／制作局

(委託管理），NED

『いないいないばあっ！』
月～金　08:15～08:30
月～金　16:00～16:15

第 1 回96.10.7（BS2，96.4.1）／ 0歳児から 2歳

児を対象に，赤ちゃんの感性に直接働きかける

[映像」と「音」で構成した「乳幼児が初めて出

会うテレビ番組」。スタジオではワンワン・こと

ちゃん・うーたんとその仲間たちが大活躍，その

ほかアニメーションや体操など新しいコーナーが

満載。また，親にとっては，乳児との遊び方を知

る上で役立つ育児支援番組でもある。／出演：チ

ョー，空閑琴美，間宮くるみ，ほか／制作局（委

託管理），NED

『英語が伝わる！100のツボ』
（後期）月～木　23:00～23:10

金・土　06:40～07:00（ 2 本ずつ）
第 1 回08.3.31／日常生活でよく聞くフレーズを

取り上げ，豊かで繊細な日本語を英語に置き換え

る発想のツボを伝授する講座。100のフレーズを

使いこなせる発想力を身に付けることを目指し

た。（08年度の再放送）／講師：西蔭浩子（大正

大学教授）／出演：優木まおみ，サイラス・望・

セスナほか／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED

『えいごであそぼ』
月～金　07:50～08:00
月～金　17:15～17:25

第 1 回90.4.2／『英語であそぼ』としてスター

ト。05.4.4改題。／未就学児を対象とした子ども

英語バラエティー。番組キャラクターのケボ・モ

ッチとともに，英語の音・文字・意味でさまざま

な遊びを繰り広げる。／出演：エリック，ジェニ

ーほか／制作局（委託管理），NED

『えいごでしゃべらないとJr.』
金　10:15～10:30

（前期） 月　19:25～19:40
第 1 回07.4.2／これから英語を学ぶ小学生を応

援する番組。さまざまな方法で英語に挑戦する

[えいごキッズ」，ポップソングで英語を学ぶ

[ウェイクアップコール」，カタカナで英語を聞

きとる「えんけれせ塾」などのコーナーで構成。

／出演：小林克也／教師用テキスト発行／青少

年・教育番組部

『えいごルーキー　GABBY』 新
火　10:45～11:00
金　10:45～11:00

（後期） 月　19:25～19:40
第 1 回09.4.7／「総合的な学習の時間」に対応

する小学校高学年向け英語番組。主人公であるロ

ボットGABBYが，コメディードラマやクイズな

どさまざまなコーナーで英語にチャレンジする。

20の基本動詞を毎回ひとつずつテーマとして取り

上げた。／出演：ジャスティン・ベルティほか／

教師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『NHK高校講座』
月～木　15:00～16:00
金　　14:00～16:00
火～金　01:10～02:40

第 1 回59.1.12／全国の通信制高校生の学習支援

を目的に，13番組，年間40本（「数学基礎」「情報

A」のみ隔週編成で年間20本）を計画的かつ継続

的に放送，番組視聴によってスクーリング（面接

指導）時数を減免できる番組として利用されてい

る。その他の高校生の自宅学習や生涯学習の目的

でも視聴されている。また，午前 1時台の再放送

は，通信制高校の前・後期 2期制の後期入学生の

学習に対応。毎年10月から始まり，本放送から半

年遅れでその年度の番組を翌年夏までにすべて再

放送している。本放送を見られない高校生や，教

再 
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師のビデオ録画等にも応える枠となっている。09

年度制作は「日本史」「物理」「地学」「情報A」

の 4番組。一部制作は「地理」の 1番組。再放送

は「世界史」「数学基礎」「数学Ⅰ」「理科総合

A・B」「化学」「生物」「英語Ⅰ」「家庭総合」の

8 番組。さらに，08年度より番組ホームページ上

で始まった，番組インターネット配信の利用は

年々飛躍的に増加，番組視聴回数は年間約1,255

万回に上り，08年度の1.6倍と急増している。／

09年度からテレビ全テキスト休刊／制作局（委託

管理），NED

『NHK手話ニュース』
月～金　13:00～13:05
土・日　19:55～20:00

第 1 回94.4.3／聴覚に障害のある人に，手話を

使ってニュースと気象情報を簡潔に伝えている。

手話と合わせて音声，字幕スーパーも放送し，主

なニュースは映像も付けている。手話と字幕だけ

でニュースの内容が理解できることを基本に，わ

かりやすいニュースを目指している。 5人の手話

キャスターが交代で出演。／テレビニュース部

『NHK手話ニュース845』
月～金　20:45～21:00

第 1 回97.4.7／聴覚に障害のある人や，高齢化

に伴って増えている難聴の人などを対象に，一日

のニュースをまとめて伝えている。手話，音声，

字幕，映像を組み合わせて制作している。また，

難解なニュース項目には，手話によるキャスター

解説を加え，聴覚障害者にわかりやすいニュース

を目指している。キャスター10人のうち 6人が聴

覚障害者である。／テレビニュース部

『NHK短歌』
日　07:00～07:30
木　05:05～05:35

第 1 回05.4.9／これまでと同様に，視聴者の投

稿作品に対する選者の講評を中心に構成。古今の

歌人みずからによる自作自詠コーナー「うたびと

のことば」を新設。各界のゲストを招き，今野寿

美，加藤治郎，東直子，米川千嘉子の 4人の新選

者が入選12首を紹介，添削指導した。／司会：内

藤啓史アナ／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED

『NHK俳句』
日　07:30～08:00
水　05:05～05:35

第 1 回94.4.8／08年度と同様，視聴者の投稿を

基に， 4人の選者の個性を生かした「選」と「選

評」を中心に構成。毎回ゲストを招き，VTRで

は俳人による自作自詠を紹介する「俳人のこと

ば」を設けた。／新選者：西村和子，三村純也，

高野ムツオ，片山由美子／司会：石井かおるアナ

／テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『NHKみんなの手話』
日　19:00～19:25
土　11:15～11:40

第 1 回90.4.2／初歩の手話を学ぶ人のための番

組。聴覚障害者の講師がふだん使う自然な手話を

紹介，健聴者の講師がポイントをわかりやすく解

説する。聴覚障害者同士の生きた会話を毎回紹介。

手話について理解を深めるコーナーも設けた。／

文化・福祉番組部

『N響アワー』
日　21:00～22:00

第 1 回80.4.26／NHK交響楽団の定期公演を中

心とした演奏を，音楽にまつわる話題とともに送

る番組。09年度は池辺晋一郎さんから作曲家の西

村朗さんに司会が交代し，岩槻里子アナウンサー

とともに音楽の聴きどころをわかりやすく紹介し

た。番組の終わりにはクラシック音楽周辺の話題

を短く紹介する「今宵
こよい

もカプリッチョ」のコーナ

ーを新設し，多様な視聴者層のための音楽鑑賞ガ

イドとした。／音楽・伝統芸能番組部

『エリンが挑戦！にほんごできます。』
金　00:30～00:50
金　05:10～05:30

第 1 回06.10.6／日本に在住，または留学してい

る外国人向けの初級日本語講座。日本にやってき

た交換留学生・エリン（17歳）を主人公に，日本

語でさまざまな場面に挑戦する学園ドラマ風スキ

ットで，生きた日本語表現を身に付ける。（06年

度の再放送）／監修：国際交流基金日本語国際セ

ンター／出演：豊田エリー，倉科カナ，石井めぐ

る，石黒英雄，夕輝壽太／ガイドブック発行／制

作局（委託管理），NED

『オーケストラの森』
第 5日　21:00～22:00

第 1 回06.4.30／『N響アワー』枠の第 5 週日曜

放送（5.31，8.30，11.29，1.31）を原則に，日本

各地の名門オーケストラを紹介する音楽番組。山

形交響楽団，京都市交響楽団，読売日本交響楽団，

日本フィルハーモニー交響楽団の計 4 団体を紹

介。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『おかあさんといっしょ』
月～土　08:35～09:00
月～金　16:20～16:45
土　　17:00～17:25再 

再 

再 
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第 1 回59.10.5／ 2 ～ 4 歳児を中心とした在宅児

童を対象とした番組。低年齢児の知的，感覚的，

身体的な発達を助けることをねらいとしたセグメ

ント形式の幼児向けバラエティー。ぬいぐるみ人

形劇や，お兄さん，お姉さんの歌のコーナー，そ

して幼児参加の「たいそう」のコーナーなどを中

心に構成。09年度からは新しい人形劇「モノラン

モノラン」が登場。 3人の子鬼たちが古道具たち

の暮らす町・ものものランドで一人前の風神，水

神，雷神になるべく修業をしながら暮らす物語。

また09年度は，番組が50周年を迎えた記念として，

夏・冬の枠内特集で歴代人形劇の紹介や歴代出演

者等を招いたミニライブなどを放送した。／出

演：横山だいすけ，三谷たくみ，小林よしひさ，

いとうまゆ，ほか／制作局（委託管理），NED

『おしゃれ工房』
E 月～水　11:30～11:55

月～水　21:30～21:55
BS2 土　　02:45～04:00

第 1 回93.4.5／美容・健康・ファッション・手

芸まで幅広いジャンルを網羅する女性向け総合番

組。「暮らしも　キレイも　私らしく！」をキャ

ッチフレーズに，手作りやライフスタイルの提案

など，50～60代の女性が求める情報を発信する。

／司会：高市佳明・山本美希アナ／テキスト発行

／制作局（委託管理），NED，NPN

『おはなしのくに』
火　09:00～09:15
金　09:30～09:45

第 1 回90.4.2／小学 1 ～ 3 年生向け国語番組。

日本や世界の名作を語り手が表情豊かに語る「語

り聞かせ」の番組。美しい日本語に触れて，言語

感覚と読書習慣をはぐくむことをねらう。／出

演：菊池麻衣子，安達祐実ほか／教師用テキスト

発行／青少年・教育番組部，NED

『カラフル！～世界の子どもたち』 新
木　19:40～19:55
水　09:30～09:45
金　09:45～10:00

第 1 回09.4.2／一般視聴および小学 3 ～ 6 年生

[総合・道徳」向けの教育番組。さまざまな子ど

もの生活や，日常の中で感じる悩みを子ども自身

の一人語りでドキュメントし，「人は一人で生き

ているのではないこと」「ひとりひとり違った考

えがあり，そのどれもが尊いこと」を伝えた。／

青少年・教育番組部

『きょうの健康』
E 月～金　20:30～20:45

月～金　13:05～13:20
BS2 火　　03:00～04:00

第 1 回67.4.3／医学の最新情報をわかりやすく

伝える健康番組。専門の医師とともに，科学的な

根拠に基づいた治療法や生活の中でできる予防法

などを患者や家族の立場に立って伝え，長寿番組

に対する信頼に応えてきた。金曜はその週のテー

マについて，視聴者から寄せられた相談に回答。

／テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『きょうの料理』
E 月～木　11:00～11:25

火～金　21:00～21:25
BS2 金　　02:30～03:45

第 1 回57.11.4／日々の献立作りに役立つさまざ

まなレシピを，料理研究家や著名料理人などの講

師が紹介。家庭で出来る安全・簡単な冷凍レシピ

や，おいしく体によい，免疫力UPレシピ，減塩

レシピなど，時代に合わせた料理法を紹介すると

ともに，産地ならではの料理を紹介する「地元の

味をいただきます」など，幅広く家庭料理の魅力

を伝えた。／司会：後藤繁榮・江崎史恵・山本美

希アナ／テキスト発行／制作局（委託管理），NE

D，NPN

『きょうの料理ビギナーズ』
E 月～木　11:25～11:30

月～木　21:25～21:30
BS2 金　　03:45～04:00

第 1 回07.4.2／『きょうの料理』放送50年を記

念に放送。料理の初心者向けにアニメーションの

キャラクター・高木ハツ江さんが料理のコツを紹

介。料理道具の使い方，買い置き野菜の有効活用，

さまざまな食材の扱い方から，ごはん，パスタ，

鍋物のバリエーションなど，ビギナーズでなくて

も役に立つノウハウを紹介する。幅広い視聴者の

獲得を目指した。／ナレーション：佐久間レイ／

テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『きらっといきる』
金　20:00～20:29
金　13:20～13:49

第 1 回99.4.7／障害のある人を主人公に，その

生き方や活動を紹介することで，障害のある人の

社会参加や自立を応援する番組としてスタート。

放送開始から10年，放送回数は400回を超えた。

障害のある人自身，特に若い人たちにもっと見て

もらいたいと，09年 4 月からは司会陣にラジオ

DJの山本シュウ氏，当事者として自立生活運動

に携わる玉木幸則氏を新たに迎え，さらにパワー

アップ。主人公の本音にぐっと迫るトークを展開
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している。また，「視聴者とともにつくる番組」

を目指し，視聴者から寄せられた悩みや疑問をき

っかけにテーマを掘り下げる「おたよりスペシャ

ル」を年 4本制作した。07年度より解説放送を開

始。／出演：山本シュウ，小林紀子，玉木幸則／

大阪局

『クインテット』
月～金　07:25～07:35
土　　08:25～08:35
月～金　17:50～18:00

第 1 回03.4 .7／子どもから大人まで楽しめる，

パペットによるクラッシック音楽バラエティー。

形式は人形と人間の掛け合いによるトーク＆音楽

ショー。クラッシックから唱歌，民謡まで幅広く

取り上げ，パペットショーでありながら，サウン

ドを重視した演出を行った。／制作局（委託管理），

NED

『クッキンアイドル　アイ！マイ！まいん！』
新

月～金　17:40～17:50
第 1 回09.3.30／子どもたちにアニメと実写で楽

しく料理の魅力を知ってもらう番組。架空のテレ

ビ局を舞台に，ひょんなことから料理番組の司会

を務めることになった，主人公まいんが大活躍。

歌と料理で子どもたちのクッキンアイドルとして

成長していく。／出演：福原遥，どーよテル／制

作局（委託管理），NED

『グラン・ジュテ～私が跳んだ日』 新
土　23:25～23:55
土　12:00～12:30

第 1 回09.10.3，最終回09.12.19／毎回，“今”輝

いている女性の生き方を紹介する番組。「今のま

までいいのか？」「自分の夢とは？」と自問しな

がら，夢を実現させるまでの軌跡や，そのターニ

ングポイント，さらに現実の壁を乗り越えた方法

や心の持ち方などを丹念にたどる。同世代や少し

下の世代の女性たちにとって，人生の新たな一歩

を踏み出すヒントを伝える。「グラン・ジュテ」

はバレエ用語で「跳躍」の意味。／制作局（委託

管理），NED

『芸術劇場』
金（第 4週を除く） 22:30～00:45

第 1 回82.4.11／国内外の優れたステージ・アー

トを提供する番組。クラシック音楽（第 1・ 3週），

演劇（第 2 週），古典芸能（第 5 週）の構成。各

週の情報コーナーでは芸術に関する最新の話題や

公演，旬のアーティスト・インタビューなどを多

彩に編成した。公演コーナーではオペラ，バレエ，

オーケストラ，室内楽，演劇，舞踊，歌舞伎，文

楽など，東西の一流ステージを柔軟に編成して紹

介。／司会：礒野佑子・闍橋美鈴・中川緑・黒崎

めぐみアナ／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『芸能花舞台』
木　14:00～14:44
日　23:30～00:14

第 1 回88.4.8／日本舞踊や邦楽の名曲を，人間

国宝をはじめとする各流派の代表格の人たちや，

実力のある中堅若手の出演で紹介。人気のある歌

舞伎俳優の舞踊や成長著しい若手舞踊家の舞台を

紹介する一方，故人となった名人たちの芸も

NHKに残された貴重な映像を用いて，「伝説の至

芸」と題して紹介した。また，演目の前後には，

鑑賞のガイドとなるさまざまな解説を行った。／

司会：闍橋美鈴アナ（前期），葛西聖司アナ（後

期），中川緑アナ（大阪局），橋本奈緒子アナ（名

古屋局）／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古

屋局

『劇場への招待』
第 4金　22:30～00:45

商業演劇・歌舞伎など広範囲にわたる良質なソ

フトを中継放送した。／主な放送：俳優祭，明治

座「眉
び

山
ざん

」，ヨーロッパ企画「ボス・イン・ザ・

スカイ」，「怪談　牡丹灯籠」，文学座「定年ゴジ

ラ」など10本／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，

NEP，NPN

『コーパス100！で英会話』 新
月～木　23:00～23:10

金・土　06:40～07:00（ 2 本ずつ）
火～金　12:30～12:40

第 1 回09.3.30，最終回09.9.24／好評な「100語

でスタート！」シリーズの後続番組。have，get，

takeなど，日常会話で重要な役割を果たす基本的

な動詞のフレーズを，ネイティブスピーカーたち

の使用頻度を基にランク付けして効率よく学べる

よう設計した。／講師：投野由紀夫（東京外国語

大学大学院准教授）／出演：福田萌，マシュー・

まさる・バロンほか／テキスト発行／制作局（委

託管理），NED

『ここが聞きたい！名医にQ』
土　20:00～20:59
土　13:00～13:59

第 1 回08.4.5／病気や健康の悩みについて，視

聴者からメールやFAXで寄せられる疑問に，複

数の医師や専門家が，模型やCGを駆使してわか

りやすく答える番組。09年度は，「更年期障害」

[統合失調症」など，相談しにくいテーマも積極
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的に取り上げた。 1つの症例に対して複数の医師

がベスト治療法を議論する「マルチオピニオン」

や，予防のための運動・料理を紹介するコーナー

などで構成。／制作局（委託管理），NED

『こころの時代～宗教・人生』
日　05:00～06:00
月　14:00～15:00

第 1 回82.4.11／さまざまな宗教が示す生きる指

針や実際の人生の困難を乗り越えた人々の言葉を

手がかりに，人間の心を深く見つめ直す。月 1回，

町田宗鳳（広島大学大学院教授）が「法然を語

る」と題し，法然の教えの本質を解説した。／文

化・福祉番組部

『ことばおじさんのナットク日本語塾』
月～金　13:55～14:00

第 1 回06.4.3／総合テレビ「気になることば」

で蓄積した言葉に関するQ＆Aを，梅津正樹アナ

ウンサーがバーチャルスタジオでコンパクトに解

説。間違いやすい表現や，微妙なニュアンスの違

いについて，イラストなどを駆使し，わかりやす

く解説した。09年度は30本を制作した。／アナウ

ンス室

『こども手話ウイークリー』
日　19:45～19:55

第 1 回98.4.10／聴覚に障害のある子どもたちに

ニュースやさまざまな話題を伝えている。手話と

字幕，映像を組み合わせ，耳の聞こえない子ども

にわかりやすい番組作りを心がけている。子ども

たちにニュースに関心を持ってもらうと同時に，

身近な疑問を掘り起こして，わかりやすく伝える

ことを目指している。キャスターは聴覚障害者で

ある。／出演：河合祐三子／テレビニュース部

『こどもにんぎょう劇場』
ES2 月　10:30～10:45
BS2 火　04:30～04:45

第 1 回90.4.5／ 4 ～ 6 歳の子どもたちを対象に

人形劇を通して豊かな感性と想像力を育てること

がねらい。国内外の昔話や名作，それに現代の優

れた創作童話から，人形劇の表現にふさわしいも

のを選んで制作・放送した。／制作局（委託管理），

NED

『コミ☆トレ』 新
月　09:45～10:00
水　09:45～10:00

第 1 回09.4.6／人とうまく付き合うことが苦手

な発達障害のある子ども向けの特別支援教育番

組。主人公の中学 1年生の男の子・しおんと小学

6 年生の妹・みくりが忍術修行の過程で，日常生

活のさまざまな課題にぶつかりながらも，コミュ

ニケーションや社会生活のためのスキルを身に付

けていく。／出演：興津正太郎，岸本華和，小森

麻由，坂口あずさ，スコット・クロウ／声の出

演：銀河万丈／大阪局

『サイエンスZERO』
E 土　22:00～22:35

金　19:00～19:35
BS2 木　02:30～03:05

第 1 回03.4.9／最先端の科学技術と現代社会の

関係を独自の視点で解き明かす科学情報番組。皆

既日食にあわせて「太陽」の最新の研究や，ノー

ベル賞受賞の研究内容，また，「ミトコンドリ

ア」や「DNA解読技術」など，細胞レベルで解

明が進む生命科学の分野，さらには新型インフル

エンザの最新情報など，幅広いテーマを取り上げ

た。バーチャルセットを駆使し，超微細なナノサ

イズから巨大な宇宙空間まで，あらゆるテーマを

わかりやすく伝えた。／司会：山田賢治アナ，安

めぐみ／科学・環境番組部

『佐野元春のザ・ソングライターズ』 新
E 土　23:25～23:54

土　12:00～12:29
BS2 土　05:00～05:29

第 1 回09.7.4，最終回09.9.26／佐野元春がホス

トになって，毎回ソングライターをゲストに招聘
へい

。

[詞」の世界にスポットを当て，創作の世界に迫

っていく。立教大学の教室で公開講義の形で収録。

ギャラクシー賞09年 7 月の月間賞を受賞。／ゲス

ト：小田和正，さだまさし，松本隆，スガシカオ，

矢野顕子，Kj降谷建志／エンターテインメント

番組部

『ざわざわ森のがんこちゃん』
月　09:00～09:15
木　09:00～09:15
土　07:45～08:00

第 1 回96.4.8／小学 1 ～ 2 年生向け道徳番組。

[規格外」の新入生，恐竜のがんこちゃんと仲間

たちが巻き起こす珍騒動やかっとうを通して，道

徳的テーマを感じ取ってもらう。／脚本：末吉暁

子／音楽：比呂公一／出演：あきやまるな，野沢

雅子ほか／青少年・教育番組部

『 3か月トピック英会話』
水　23:10～23:30
水　06:40～07:00
水　12:40～13:00

第 1 回05.4.7／ 3 か月ごとにテーマを定め多様

な英語番組を展開するシリーズ。／ 4～ 6月「カ
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リフォルニア縦断！シンプル会話術」講師：田中

真紀子（神田外語大学准教授），出演：池端えみ，

ビル・クラウリー／ 7～ 9月「体感！ニューヨー

カーの会話術」講師：浅田浩志，出演：金井紗智

子，クリス・ドロス（08年度の再放送）／10～12

月「ハートで話そう！マジカル英語塾」講師：大

西泰斗（東洋学園大学教授），出演：ポール・ク

リス・マクベイ，あさりど／ 1～ 3月「話して聞

きとる！ネイティブ発音塾」講師：斎藤兆史（東

京大学大学院准教授），制作協力：イアン・ウィ

ルソン，出演：根本はるみ，レイチェル・スミス

(08年度の再放送）／テキスト発行／制作局（委

託管理），NED

『Jブンガク』 新
火～金　00:25～00:30
月～木　06:25～06:30

（後期） 火～金　12:30～12:40（ 2 本ずつ）
第 1 回09.3.31／日本人が培ってきた独自の感性

を「文学」の中から抽出し，英語で読み解く 5分

間のミニ番組。古典から現代文学までさまざまな

名作を日本語と英語で深く味わい，ケータイ小説

世代も楽しめるポップな日本文学案内を目指し

た。NHKエデュケーショナル，共同テレビジョ

ンとの国内共同制作。／出演：ロバート・キャン

ベル（東京大学大学院教授），依布サラサ／テキ

スト発行／制作局（委託管理），NED

『しぜんとあそぼ』
木　10:30～10:45

第 1 回90.4.4／幼児向けの自然・環境番組。さ

まざまな生き物の表情や生態をじっくり見せてい

くことによって，自然界の営みの不思議さや，生

命のすばらしさを身近に感じとってもらうのがね

らい。09年度の新作は「うさぎ」「からす」など。

／制作局（委託管理），NED

『視点・論点』
E 月～木　22:50～23:00

金　　21:50～22:00
G 火～土　04:20～04:30

第 1 回91.10.7／政治や経済から文化まで，さま

ざまなテーマを専門家や有識者がみずからの言葉

で語るオピニオン番組。各界の第一人者だけでな

く，新進気鋭の論者の発掘にも努めてきた。また，

[介護問題」「太宰治生誕100年」「裁判員制度」

[改正臓器移植法」「終戦特集」「鳩山政権」「普

天間基地移設問題」「COP15」「阪神・淡路大震

災15年」など同じテーマを複数の論者が語るシリ

ーズにより，多角的な提言や主張を展開した。09

年度は252本を制作。／解説委員室

『シャキーン！』
月～金　07:00～07:15

第 1 回08.3 .31／登校前にシャキーン！と目覚

め，楽しい一日のスタートを切ってもらうことを

目指す番組。元気な不思議少女「あやめちゃん」

と「ジュモクさん」「ネコッパチ」が，学校で話

題にしたくなるようなトピックを紹介。「ものの

見方を変えてみる」をテーマに，クイズや歌，ア

ニメにコントなど，さまざまなコーナーで構成。

／出演：小島あやめ，片桐仁，やついいちろう，

ほか／制作局（委託管理），NED

『シャキーン！ザ・ナイト』 新
水　19:25～19:45
日　00:25～00:45

第 1 回09.4.1／お目覚め番組『シャキーン！』

が「先行蔵出し放送」として夜にも登場。朝の

{シャキーン！』の月～木曜の本放送から，人気

コーナーやベストセレクションを，前の週にいち

早く放送した。また，独自のコーナー「アートコ

ーナー」も盛り込んだ。／出演：片桐仁ほか／制

作局（委託管理），NED

『週間手話ニュース』
土　11:40～12:00

第 1 回95.4.8／聴覚に障害のある人を対象に 1

週間のニュースをまとめて伝えている。単なるま

とめだけでなく，日々のニュースで伝え切れなか

ったニュースの背景や，生活とのかかわりを，映

像や手話による解説を使って時間をかけて伝えて

いる。また，スポーツ，企画ニュース，トピック

スなど幅広い話題を扱っている。キャスターは聴

覚障害者 2人のコンビ。／出演：赤堀仁美ほか／

テレビニュース部

『出社が楽しい経済学』
土　23:25～23:54
土　12:00～12:29

第 1 回10.1.9，最終回10.2.27／経済学の基本用

語をドラマで学ぶ新感覚番組。経済学の知識が無

い人たちにもすぐに役立つ考え方を紹介する。／

出演：吉本佳生，劇団スーパー・エキセントリッ

ク・シアター／経済・社会情報番組部

『趣味の園芸』
日　08:30～08:55
金　21:00～21:25

第 1 回67.4.8／花と緑を楽しみ，育てる喜びを

伝える園芸ハウツー番組。草花，花木，観葉植物，

盆栽など，植物全般にわたって栽培のヒントを紹

介，初心者からベテランまで楽しめるようくふう

した。季節の花の楽しみ方や管理法を紹介するメ
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インコーナーと，手軽におしゃれに植物を楽しむ

アイデアを紹介する「フルール」の 2コーナーで

構成。／司会：山田香織／フルールナビゲータ

ー：多岐川華子，牧田哲也／テキスト発行／制作

局（委託管理），NED，NPN

『趣味の園芸ビギナーズ』
日　08:25～08:30
金　22:25～22:30

第 1 回08.4.6／園芸初心者に植物の育て方の基

本を伝えるミニ番組。水やりや植え替え，せん定

など季節の作業のハウツーや，良く使う園芸用語

の解説も行う。／テキスト発行／制作局（委託管

理），NED

『趣味の園芸　やさいの時間』
日　08:00～08:25
金　21:25～21:50

第 1 回08.4.4／ 1 年を通じて，季節ごとにでき

る野菜作りを楽しく伝える趣味実用番組。大人気

のトマトやナスからピーマンやレタス，ホウレン

ソウなど多彩な野菜の栽培方法を案内。露地を使

っておしゃれに栽培を楽しむ「ベジタブルガーデ

ン」や鉢で育てる「ベジコン（ベジタブルコンテ

ナ）」など，幅広く野菜栽培の魅力を伝えた。／

司会：亀井薫／講師：藤田智／ゲスト：西城秀樹

／テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『趣味悠々』
月～木　22:00～22:25
月～木　12:00～12:25

第 1 回59.1 .16（『技能講座』81.4 .6，『趣味講

座』91.4.2，『趣味百科』97.4.7，改題）／人生を

より豊かに過ごしたいという中高年を対象にした

生活提案型の趣味講座。水墨画や植物画などの美

術系や，インターネットやデジタルカメラを扱っ

たIT系，ピアノやリコーダーなどの音楽系のほ

か，ヨガ，登山， 4コマ漫画，骨董
とう

，動物画，茶

の湯など多彩なジャンルを扱った。／テキスト発

行／制作局（委託管理），京都局，NED，NPN

『将棋の時間』
日　10:00～12:00a

第 1 回60.7.9／総合『囲碁・将棋の勘どころ』

としてスタート。62.4.4教育『趣味講座～将棋』，

81.4.12同『将棋の時間』となる。／10時から20分

間は現役の棋士を迎えた講座。後半100分は『第

59回NHK杯テレビ将棋トーナメント』を放送し

た。／上半期「受けのテクニック教えます」講

師：橋本崇載，聞き手：中村桃子／下半期「すぐ

わかる現代将棋」講師：先崎学，聞き手：北尾ま

どか／NHK杯優勝：羽生善治名人／司会：矢内

理絵子／テキスト発行／制作局（委託管理），NE

D

『知る楽』
月～木　22:25～22:50
月～木　05:35～06:00

第 1 回05.4.4／『知るを楽しむ』としてスター

ト。09.3.30改題。／幅広い知的好奇心に応える肩

の凝らない教養番組。

「探究この世界」 新　月
第 1 回09.3.30，最終回10.3.22／森羅万象のひと

つひとつに必ずいる専門家や，各分野で大きな業

績をあげた人が自分をとりこにした世界の魅力を

語る。各シリーズ 2 か月（ 8 回）。／制作局（委

託管理），NED

「歴史は眠らない」 新　火
第 1 回09.3.31／「あらゆる事象は歴史軸でとら

えてこそ本質が見えてくる」をコンセプトに，現

代日本が抱える諸問題を歴史的に読み解く。気鋭

の専門家がテーマゆかりの現場を訪ねながら，史

実の背景と意味を探究する。各シリーズ 1 か月

( 4 回）。／文化・福祉番組部，京都局

「こだわり人物伝」 新　水
第 1 回09 .4 . 1／近現代のカリスマ的人物（故

人）について，時代を共有した戦友もしくは影響

を受けたファンが，「正伝」とは一味違う人物伝

を語る。意外な語り手も見どころの 1つ。各シリ

ーズ 1 か月（ 4 回）。／文化・福祉番組部，京都

局ほか，NED，NPN

「仕事学のすすめ」 新　木
第 1 回09.4.2／20代から40代の第一線のビジネ

スパーソンに向けて，仕事の達人がその方法と哲

学を伝授する「ビジネス教養」番組。ビジネスの

世界で求められる本物の知を提示する。各シリー

ズ 1か月（ 4回）。／制作局（委託管理），NED

『新・三銃士』 新
金　18:00～18:20

第 1 回09.10.12／ETV50周年企画。連続テレビ

人形劇としては，14年ぶりに制作された。アレク

サンドル・デュマの名著「三銃士」を三谷幸喜が

脚色。第 1部と第 2部からなる全40話。人形劇の

スケールを超えたセット，緻
ち

密で温かみのある人

形や小道具に加えて，豪華なキャストと練り込ま

れた演出や撮影手法が話題を呼んだ。無鉄砲だが

まっすぐな心を持つ主人公ダルタニアンがパリの

街に出て伝説の三銃士と出会い，さまざまな困難

を経ながら立派な銃士へと成長する姿を描いた。

／キャラクターデザイン：井上文太／音楽：スパ

ニッシュ・コネクション，エンディングテーマ：

再 
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[一人じゃない」平井堅／人形製作・操演：スタ

ジオ・ノーヴァ／語り：田中裕二（爆笑問題）／

声優：池松壮亮，江原正士，貫地谷しほり，瀬戸

カトリーヌ，高木渉，戸田恵子，山寺宏一，西田

敏行，太田光（爆笑問題）／公式ガイドブック，

DVD発行／青少年・教育番組部

『すイエんサー』 新
火　19:25～19:55
土　10:00～10:30

第 1 回09.3.31／日常生活の中で抱く，ちょっと

した“素朴なギモン”や“気になる思い”に，司

会のお笑いコンビ・品川庄司と，大島麻衣さんの

3 人と，リポーター役のアイドルグループ・

AKB48が体当たりで挑み，自分たちの力だけで

紐
ひも

解いていく番組。視聴者といっしょに，徹底的

に考え，答えを探り出す過程を楽しむ。科学アニ

メ「マリー&ガリー」などのコーナーも設け，

[ゆるーい雰囲気の中で，しっかり伝える」こと

を目指した。／制作局（委託管理），NED

『スーパーピアノレッスン』
『スーパーバレエレッスン』

金　12:00～12:25
世界の一流アーティストによるピアノの超一流

技術の伝授が見どころの上級者向けレッスン番

組。09年度は，08年度の「巨匠ピレシュのワーク

ショップ」の再放送のほか，新シリーズとして

[ロイヤル・バレエの精華　吉田都」（講師：吉

田都，8.28～11.27，全14回），「トルコ　情熱の巨

匠　フセイン・セルメット」（講師：フセイン・

セルメット，12.4～3.19，全15回）を放送。／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

『すくすく子育て』
土　21:00～21:29
金　11:30～11:59

第 1 回03.4.11／育児ビギナーのパパ・ママに基

本的な育児情報を提供する番組。 0～ 3歳児の親

を対象に「どうつきあう？アトピー」「もりもり

食べる 3 つのツボ」「赤ちゃんと図書館へGO！」

[ナイスパパの必殺技」など多彩なテーマを楽し

く伝える。／制作局（委託管理），NED

『スタイルアップ』 新
木　11:30～11:55
木　21:30～21:55

第 1 回09.4.2／世界のカリスマアドバイザーが，

日々の生活のスタイルアップのお手伝いをする，

海外ライフスタイル番組。「ティム・ガンのファ

ッションチェック」「毎日がイタリアン」「パーフ

ェクトな妻たち」「ミス・ホワンのお手軽チャイ

ニーズ」を放送し，主婦層の人気を得た。／ソフ

ト開発センター，NEP

『ストレッチマン2』
火　09:45～10:00
木　09:45～10:00

第 1 回02.4.9 最終回10.3.9／養護学校小学部や

小学校の障害児学級で学ぶ知的障害のある子ども

たちが，遊びやストレッチなどを通して活動の世

界を広げ，自発性を培うことをねらいとしている

特別支援教育番組。なお，09年度で『ストレッチ

マン 2 』は終了し，10年度より『ストレッチマ

ン・ハイパー』となる。／出演：宇仁菅真，村崎

真彩，白宰栄，水谷優希／大阪局

『住まい自分流』 新
月～木　12:25～12:30
月～木　23:55～00:00

第 1 回09.3.30／“住”がテーマの生活実用番組。

従来の『住まい自分流～DIY入門』を刷新し，自

分の手で暮らしやすい住まいにするための実用ハ

ウツーや家を個性的に彩るアイデアを紹介する 5

分番組として新たにスタート。家の修繕，収納，

掃除，防災対策などニーズの高いテーマに加え，

地デジ化対策や車の補修など多彩なテーマで放

送。毎月末には突然起きる住まいのトラブルを簡

単に解決する「とっさのDIY」を紹介。また，視

聴者から公募する作品コンテスト「住まい自分流

DIY大賞」を 3 年連続で開催し，千葉・幕張メッ

セから特番を公開生放送した。／出演：各ジャン

ルの専門家講師／テキスト発行／制作局（委託管

理），NED

『住まい自分流アルファ』 新
日　06:40～07:00

第 1 回09.4.5／『住まい自分流』 1 週分の内容

を再構成した20分番組。進行役タレントが登場し

暮らしに役立つノウハウを紹介した。／出演：パ

ンチ佐藤，小野真弓，各ジャンルの専門家講師／

テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『青春リアル』 新
E 土　22:35～23:00

水　23:30～23:55
BS2 木　03:05～03:30

第 1 回09.4.4／社会状況が目まぐるしく変化す

る中，「今」を生きる10～20代は何を感じ，どん

な鐚藤
かっとう

を抱えているのか。番組ウェブサイトを通

じて，互いの悩みや疑問を語り合い，自分や社会

と向き合う日々を描いた。／青少年・教育番組部

『地球ドラマチック』
木　19:00～19:40

再 
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第 1 回04.4.8／恐竜が暮らしていた時代へタイ

ムスリップする科学ドラマ「プレヒストリックパ

ーク」や，精密なCGで太陽系の惑星をひとつひ

とつ巡る「プラネットツアーズ」，活気のない町

に合唱団を作り住民の絆
きずな

を強めた「町中みんなで

合唱団」など，子どもから大人まで楽しめる良質

なドキュメンタリーを放送。ドラマチックな地球

各地の表情を生き生きと伝えた。／ソフト開発セ

ンター，NEP

『中学生日記』
土　19:15～19:44
土　12:30～12:59

第 1 回72.4.9（G）／“中学生に直接役に立つ”

ことを制作の基本とした。 4月は，新入生応援シ

リーズとして，ドラマとトークを 3本放送。教育

現場で問題になっている「中 1ギャップ」にスポ

ットを当て，新入生の不安に応えた。夏には，全

国からドラマの主役を募集する「全国オーディシ

ョン」の第 2回目を実施。耳の不自由な女子中学

生が主役の「少年は天の音を聴く」は，聴覚障害

者向けに全編字幕を付けて再放送した。秋には，

トーク「いじめ・電話で救いたい」を放送。文部

科学省等による“24時間いじめ相談ダイヤル”を

取り上げ，いじめで悩んでいる子どもに“今すぐ

役に立つ”情報を提示した。一般公募した出演生

徒“日記生”222人への徹底取材に基づくテーマ

設定と，日記生の個性を生かしたシナリオ作りと

いう基本姿勢は09年度も踏襲。中 2病，草食系男

子，マイケルジャクソンブーム，授業妨害など，

時代に寄り添ったドラマとトークを数多く制作し

た。／名古屋局

『つくってあそぼ』
火　10:30～10:45
土　07:30～07:45

第 1 回90.4.2／牛乳パックや段ボールなど身近

な素材を使って造形活動を展開する番組。工作上

手なお兄さんのワクワクさん（久保田雅人）とク

マのゴロリが，くふうを重ねながら工作を完成さ

せることで，子どもたちの表現意欲を掘り起こ

す。09年度の新作は「かざぐるま」「あきかんゲ

ーム」など。／構成：長崎武昭／音楽：福田和禾

子，井川雅幸／造形：ヒダオサム，石崎友紀／制

作局（委託管理），NED

『つくってワクワク』
月～水　16:45～16:50

第 1 回99.4.5／15分の『つくってあそぼ』をマ

ルチユースした 5分のミニ番組。遊べるおもちゃ

を作ることを主眼に置いている。／制作局（委託

管理），NED

『伝える極意』
木　10:45～11:00

第 1 回08.4.8／小学 5 ～ 6 年生の子どもたちに，

[自分の考えを，相手に伝わるように伝える力」

を付ける番組。表現力が乏しくコミュニケーショ

ン能力に欠けると指摘される現代の子どもたち

に，文章，話し方，映像などの表現手法の心得，

“極意”を伝える。番組では，「伝える」ことに挑

戦する子どもたちと，彼らを導く表現の達人たち

の姿を通して，さまざまな伝える手法の特徴や活

用方法をわかりやすく紹介した。／語り：小山茉

美／青少年・教育番組部，NED

『てれび絵本』
月～金　07:45～07:50

第 1 回03.4.7／子どもたちが愛する童話・絵本

の世界を，創造性豊かな原画と音楽，ユニークな

読み手で紹介し，「読み聞かせ」の持つ魅力をあ

らためて伝えていく番組。原作の魅力に加え，現

在にふさわしいアニメやCGサンプリング手法を

演出に加味。また，シリーズ「えほん寄席」では，

[死神」（落語：柳家さん喬，絵：水木しげる），

[蜘蛛駕籠」（落語：柳家権太楼，絵：しりあが

り寿）などを放送。／制作局（委託管理），NED

『テレビスポーツ教室』
日　14:30～15:00

第 1 回61.4.8／陸上や体操，トライアスロンか

らヨットまで，さまざまなスポーツの基礎から高

度な戦術まで映像で詳しく伝えた。逆立ちが苦手

な子どもたちのために「逆立ちで培う運動の基

礎」なども放送。日本を代表する指導者や選手が

出演し，最新のトレーニング法や一流の技術を伝

授。小学生から中高年まで幅広いスポーツ愛好家

の要望に対応している。／スポーツ業務監理室，

Gメディア

『テレビ体操』
E 月～日　06:30～06:40
G 月～金　14:55～15:00

第 1 回57.10.7／朝は「みんなの体操」と「ラジ

オ体操」（第 1 か第 2 ）を行うほかにストレッチ

や用具を使った体操も織り交ぜながら10分間の放

送。午後は 5 分間で「みんなの体操」を中心に，

火曜は「ラジオ体操第 1 」，木曜は「リズム系の

体操」も紹介。番組では常に高齢の方々も楽しめ

るよう，いすに座ったままでも出来る「ラジオ体

操」と「みんなの体操」も実践。／体操指導：長

野信一，多胡肇，西川佳克，岡本美佳／ピアノ伴

奏：幅しげみ，名川太郎，加藤由美子／解説本，

再 
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DVD発行／スポーツ業務監理室，Gメディア

『テレビでアラビア語』
（前期） 水　00:30～00:55
（前期） 土　05:35～06:00
（後期） 金　05:35～06:00

第 1 回04.10.4（『アラビア語会話』08.10.1改

題）／カタールのテレビ局「アルジャジーラ・チ

ルドレンズ・チャンネル」との共同制作。カター

ルの首都ドーハとモロッコのマラケシュでのロケ

VTRを基に，実践的な会話とともに，アラビア

文字の書き方や文法をしっかりと学ぶ講座を再放

送した（08年度の再放送）。／講師：木下宗篤

(東京外国語大学講師）／出演：宍戸開，エバ・

ハッサン，リーム・アフマドほか／テキスト発

行／制作局（委託管理），NED

『テレビでイタリア語』
火　00:30～00:55
金　06:00～06:25

第 1 回90.4.8（『イタリア語会話』08.4.1改題）

／ 4～ 6月は知られざるウンブリア州の魅力を25

分のVTR構成で紹介する語学珍道中。豊かな自

然や文化を通してイタリア語の世界へ誘った。／

7 ～ 9 月は「ヴォカボリ宮殿」クイズショー形式

でボキャブラリー力を高めることを目指した。ま

た，回答を寄せた視聴者の中から抽選で番組特製

CDをプレゼントした。／講師：鈴木マリア・ア

ルフォンサ（東京大学講師）／出演：マッテオ・

インゼオ，ルカ・チェッカテッリ，アリーチェ・

スィニョレッリ／10～ 3 月は「素顔のヴェネツィ

ア・宇宙言語研究所」（08年の再構成）。／講師：

京藤好男（慶応義塾大学講師）／出演：モニカ・

ブレッサリア，ジャコモ・ジェルバズッティ，ダ

ニエラ・トラモンターノ，レオナルド・ベヌッチ，

ルカ・チェッカテッリ，マッテオ・インゼオ，青

山草太，大佐藤崇／テキスト発行／制作局（委託

管理），NED

『テレビでスペイン語』
金　00:00～00:25
火　06:00～06:25

第 1 回67.4.4（『スペイン語会話』08.4.3改題）

／前期は「魅惑のスペインを旅しよう！」街全体

が世界遺産というトレドとスペインの魅力がぎっ

しりつまったアンダルシア地方が舞台。穴場スポ

ットを紹介しながら，旅を楽しむためのとってお

きのフレーズを紹介した。／講師：粕谷てる子

(千葉商科大学講師）／出演：伊礼彼方，マリ

ア・ゴメス，エドゥアルド・モレノ／後期は「味

なスペイン」（07年度の再構成）。／講師：粕谷て

る子／出演：関根麻里，ミゲルアンヘル・イバニ

ェス，ベゴーニャ・ビジャマリン，マリア・ドロ

ーレス・マルティネス，ホルヘ・ディアス，ウリ

エル・ロドリゲス，ドロンズ石本／テキスト発行

／制作局（委託管理），NED

『テレビで中国語』
火　00:00～00:25
水　06:00～06:25
日　00:50～01:15

第 1 回67.4.3（『中国語会話』08.3.31改題）／年

間を通して「実感！伝えるヨロコビ」がテーマ。

10年の上海万博に向けて活気あふれる上海をロー

ラ・チャンがリポート。地元の人々の声を伝えた。

また，表現の丸暗記＋文法の整理という 2つのア

プローチから発音・コミュニケーションの基礎を

徹底的にマスターすることを目指した。／講師：

荒川清秀（愛知大学教授）／出演：ローラ・チャ

ン／生徒役：北陽（お笑いタレント）／テキスト

発行／制作局（委託管理），NED

『テレビでドイツ語』
木　00:30～00:55
月　06:00～06:25

第 1 回59.10.5（『ドイツ語会話』08.4.3改題）／

前期は「ベルリン再発見！」ベルリンの壁崩壊か

ら20年を経たベルリンの今を見ながら，旅行に役

立つ便利なフレーズを紹介した。／講師：矢羽々

崇（独協大学教授）／出演：LIZA，フランク・

リースナー，マライ・メントライン，ユリアー

ネ・マッカーティー／後期はロマンチック街道を

自転車で巡る旅スキットを基に，旅行での会話に

役立つ表現を繰り返し覚えるシリーズ（08年の再

放送）。／講師：矢羽々崇／出演：石井正則，ユ

リアーネ・マッカーティー，夏目ナオキ，児玉清

ほか／テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『テレビでハングル講座』
水　00:00～00:25
木　06:00～06:25
月　12:30～12:55

第 1 回84.4.1（『アンニョンハシムニカ～ハング

ル講座』08.4.1改題）／韓流スター，ソ・ドヨン

やオ・ジホ，ソウルで活躍する歌手グループ・ト

ロットナイトキングらが出演するドラマ仕立ての

スキットを基に楽しくハングルを学ぶ講座。単語

力を鍛えるほか，韓国俳優のインタビューやK-

POPの情報から“生きたハングル”を伝えた。

／講師：チョ・ヒチョル（東海大学教授）／出

演：ヨンア，コン・テユ／生徒役：増田英彦（ま

すだおかだ）／スキット出演：コ・ユソン（前期），
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塩田貞治（後期）／テキスト発行／制作局（委託

管理），NED

『テレビでフランス語』
木　00:00～00:25
土　06:00～06:25

第 1 回59.10.3（『フランス語会話』08.4.2改題）

／前期は「あなたにとって仕事とは？」「美しい

と思う愛の告白の言葉は？」“人生と言葉”をテ

ーマに，自分らしい仕事を選んだ人々や街を行き

交うパリの人々へのインタビューのほか，フラン

スの流行事情などをリポートした。／講師：（ 4

～ 9 月）北村亜矢子（上智大学非常勤講師），ク

リステル・ル・カルヴェ（慶應義塾大学講師），

( 7 月）桑瀬章二郎（立教大学准教授），（ 8～ 9

月）三浦篤（東京大学教授）／出演：ロランス・

ニコラ，ミゲル・クインタナ，クリステル・ル

カルヴェ，ジェシー・ルーセル，マリー＝ピエー

ル・リコ，セドリック・リヴォー，髭男爵，三井

シリル／後期は08年の再放送。／講師：佐藤康

(学習院大学講師），北村亜矢子／出演：沢井美

優，ヴァンソン・ジリほか／テキスト発行／制作

局（委託管理），NED

『テレビでロシア語』
（後期）水　00:30～00:55

土　05:35～06:00
第 1 回73.4.7／（『ロシア語会話』09.9.30改題）

／「シベリア 4都市紀行」と題し，ウラジオスト

ク・ハバロフスク・ヤクーツク・イルクーツクの

各地の今を伝えるリポートを通してロシアの奥深

い文化の一端を紹介。“シベリア旅行社”という

設定のスタジオでは，基本的なフレーズを学んだ。

[ジーマといっしょにサバイバル単語」のコーナ

ーでは，覚えておくと役に立つ単語をコンパクト

に伝えた。／講師：沼野恭子（東京外国語大学大

学院教授）／出演：セルゲイ・ポノマリョフ，ナ

ターリヤ・ダヴィドワ，ドミトリー・デムチェン

コ／テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『天才てれびくんMAX』
月～木　18:20～18:54

第 1 回03.4.7／小・中学生の子どもたちに夢や

希望を贈る番組。番組レギュラーの子どもたち

[てれび戦士」が，ドラマ・ゲーム・音楽・お笑

い・スポーツ・自然体験など，さまざまな分野に

挑戦した。CGによるバーチャルセットを中心に

ロケも交え，多彩な演出手法で構成。／出演：照

英，西山茉希，にしおかすみこ，ハリセンボン，

あべこうじ，杉浦太陽ほか／青少年・教育番組部

『天才てれびくんMAXビットワールド』
金　18:20～18:54

第 1 回07.4.6／子どもたちの自由な発想とアイ

デアを，サイバー空間上の世界「ビットワール

ド」で繰り広げられる冒険とともに紹介する参加

型番組。子どもたちが考えた想像上の生き物「ビ

ーボ」を驚きのCG映像で再現，それらが起こす

事件を解決していく。また年間 4回行った生放送

では視聴者が番組ホームページ上のゲームなどを

通して番組展開に参加。放送当日だけで数百万の

アクセスを記録するなど大きな反響を呼んだ。／

出演：いとうせいこう，金子貴俊，升野英知ほ

か／青少年・教育番組部

『10min.ボックス』
火～土　01:00～01:10

第 1 回97.4.8／中学校，高校の授業で利用しや

すい10分サイズの番組。各教科20回を 4～ 9月の

前期，10～ 3 月の後期に分けて編成した。09年度

の新作は，「日本史」20本（火），「情報・メディ

ア」 5 本（火），「職業ガイダンス」10本（土），

[生活指導」 5本（土），「理科」15本（木・金）。

／青少年・教育番組部，NED

『道徳ドキュメント』
水　10:45～11:00

第 1 回06.4.12／小学 5 ～ 6 年生向けの道徳番

組。結論の出しにくい現実社会の問題をドキュメ

ンタリー形式で描き，「キミならどうする？」「人

生はチャレンジだ」「人とつながる」という 3 つ

のシリーズで構成。社会の問題を教室で考えても

らうことを目指した。／出演：石井正則，高山み

なみ，ほか／教師用テキスト発行／青少年・教育

番組部

『ど～する？地球のあした』
水　10:15～10:30

第 1 回07.4.2／地球の未来のため，子どもたち

が自分で考え行動することを応援する，小学校高

学年向け環境教育番組。落語家・林家たい平のナ

ビゲーションで，地球温暖化・ゴミ・生態系・食

の安全などの環境問題を紹介。アニメキャラクタ

ー“こたい平一家”とともに，日々の暮らしと地

球環境とのかかわりについて考える。／出演：林

家たい平／ナレーション：駒村多恵／教師用テキ

スト発行／青少年・教育番組部

『時々迷々』 新
水　10:00～10:15
金　10:00～10:15

第 1 回09.4.8／誰の心の中にもある迷う気持ち

をドラマ形式で描く，小学校中学年向け道徳番組。

再 

再 

再 
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俳優・片桐はいりが扮
ふん

する神出鬼没のキャラクタ

ー『時
とき

々
どき

迷
まよ

々
まよ

』が，主人公の前に現れ，時に子ど

もたちを悪い行動へと誘惑し，時にいさめる。

87年から22年間放送してきた『さわやか 3組』の

後継番組。／出演：片桐はいり／教師用テキスト

発行／青少年・教育番組部

『とっさの中国語』
土　19:45～19:50
金　00:50～00:55
土　05:30～05:35

第 1 回07.4.2／07年の再放送。旅先で役立つフ

レーズを紹介する， 5分サイズのミニ番組。北京

の人たちと会話しながら，実用的な表現を学ぶ全

25回シリーズ。／出演：陳淑梅，谷原章介，盧思，

福原愛／ガイドブック発行／制作局（委託管理），

NED

『突然！サバイバル』 新
火　19:00～19:23

第 1 回09.9.29／09年度は第 1～26回を放送。／

ロサンゼルスの高校生たちが太平洋でのエコキャ

ンプに向かっていた。しかし乗っていた小型旅客

機が悪天候のために無人島と思われる孤島に不時

着。突然，サバイバル生活を送ることになった彼

らの冒険を描くアメリカドラマ。全30回。／ソフ

ト開発センター

『となりの子育て』
土　21:30～21:59
金　11:00～11:29

第 1 回08.4.5（『土曜親じかん』09.4.4改題）／

小学生を中心にした子育て中の親を支援する番

組。子育て中のタレントや，各テーマに沿った専

門家をスタジオに招き，最先端の情報を交え，V

TRをきっかけにしたトークを繰り広げた。子育

てで日々直面するさまざまなテーマに親がどうか

かわっていけばよいのか，具体的なノウハウをバ

リエーション豊かに紹介した。毎月最終週は「育

てた人にきいてみる」と題して，著名人の親の子

育てをインタビュー形式で紹介。／出演：藤井隆

(タレント），高野優（育児まんが家），平田オリ

ザ（演出家・劇作家），浅野温子（女優）／制作

局（委託管理），NED

『トラッドジャパン』 新
火　23:10～23:30

火　6:40～7:00，12:40～13:00
第 1 回09.3.31／すし・着物・東京タワーなど，

身の回りにある“美しい日本”を外国人に英語で

説明する時に役立つ表現の数々を学ぶ新しい英語

番組。英語学習を通して，知っているようで知ら

ない日本を再発見してもらうことを目指した。N

HKのアーカイブス映像を活用し，美しい映像に

明解なイギリス英語のナレーションを乗せた。国

際放送番組『Begin Japanology』と連携すること

で，低コストで高品質な番組を実現した。／講

師：江口裕之／出演：ステュウット・ヴァーナ

ム・アットキン／テキスト発行／制作局（委託管

理），NED

『トラッドジャパン・ミニ』 新
土　23:55～00:00
金　12:40～12:45

第 1 回09.4.4／『トラッドジャパン』のエッセ

ンスを 5分間にまとめたミニ番組。／声の出演：

青山優子，ステュウット・ヴァーナム・アットキ

ン／制作局（委託管理），NED

『日曜美術館』
日　09:00～10:00
日　20:00～21:00

第 1 回76.4.11（97.4.6～09.3.22は『新日曜美術

館』），09.4.5改題／古典から現代アートまで美術

の魅力をダイナミックに伝える番組。09年度は，

司会者やセット，テーマ音楽をリニューアルした。

[本編」（45分）では毎回 1 つのテーマを掘り下

げ，わかりやすく深みのある美術鑑賞を目指した。

美術作品の紹介だけでなく，作家の人生や作品に

込めた思いに深く迫るVTR部分と，多彩なゲス

トによるトークによって展開するスタジオ部分で

構成。時には展覧会場でも収録，作品を間近にし

た臨場感ある演出も試みた。「アートシーン」（15

分）では，今，開かれている展覧会情報や美術界

の最新の情報を紹介した。／司会：姜尚中（政治

学者），中條誠子アナ／制作局（委託管理），NE

D

『日曜フォーラム』
日　18:00～19:00

第 1 回07.4.15，最終回10.3.21／環境，医療，教

育，街づくりなど，暮らしに密接にかかわる話題

から，食料問題や国際社会のありようまで，その

道の第一人者や現場で実践している人，有識者な

どがじっくり，深く議論した。公共放送ならでは

の真
しん

摯
し

で実直な討論番組として，全国各地で開催

されたシンポジウムの録画を核に構成した番組。

／ソフト開発センター，NEP，NED，Gメディア

『にほんごであそぼ』
月～金　08:00～08:10
月～金　17:05～17:15

第 1 回03.4.7／ 4 歳から小学校低学年の子ども

と親を対象に，日本語の豊かな表現に慣れ親しみ，

再 

再 

再 

再 

再 
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再 



教育：定時番組

223 NHK年鑑’10

楽しく遊びながら「日本語感覚」を身に付けても

らう番組。新たに歌舞伎も加え，伝統芸能の手法

もさまざま取り入れている。／制作局（委託管理），

NED

『日本とことん見聞録』
火　10:00～10:15

第 1 回03.4.7／小学 5 年生向け社会科番組。日

本の国土や産業を“とことん”見つめ，日本の社

会の成り立ちに興味を持てるように構成した。09

年度は，シリーズ全20本のうち10本が新作。／ナ

レーション：昌子洋子／教師用テキスト発行／青

少年・教育番組部，NED

『日本の伝統芸能』
水　14:00～14:30
火　05:05～05:35

第 1 回90.4.7／代表的な伝統芸能について，初

心者にも興味深く鑑賞できるよう，わかりやすく

紹介する番組。歌舞伎，能・狂言，文楽の 3分野

計13本を放送。各分野の第一人者が講師役を務め，

歌舞伎は市川團十郎，能・狂言は野村四郎・茂山

千之丞，文楽は豊竹咲大夫・鶴澤燕三・吉田玉女。

副音声で外国人のための英語解説も行った。／司

会：闍橋美鈴アナ／テキスト発行／音楽・伝統芸

能番組部

『日本の話芸』
E 火　14:00～14:30

月　05:05～05:35
G 日　04:30～05:00
BS2 日　03:00～03:30

第 1 回91.4.5／落語・講談という「語り」を中

心とした演芸の世界から，現代に生きる「語り

べ」たちの至芸を30分間たっぷりと味わってもら

う独演番組。 6 月，東京落語会600回記念公演が

行われ，夏期に演目を集中編成するなどした。／

出演：桂米丸，三遊亭圓歌，桂歌丸，鈴々舎馬風，

柳家小三治，笑福亭鶴光，桂三枝，桂文珍，一龍

斎貞水，宝井馬琴ほか／エンターテインメント番

組部，大阪局，NEP

『ニャンちゅうワールド放送局』
日　17:00～17:30

第 1 回05.4.10／人気キャラクター“ニャンちゅ

う”とおねえさんが世界中のおもしろい子ども番

組や楽しいアニメを紹介。“ニャンちゅう”は，

幼児ゾーンのアンコール・リクエスト放送を紹介

するキャラクターとして『母と子のテレビタイム

日曜版』（93.4.11～），『あつまれ！わんパーク』

(2000年度～），『あつまれ！わんパーク土曜版』

(02年度～），『ニャンちゅうといっしょ』（03年

度～）に登場。05年度からは，海外の子どもソフ

トを紹介する番組となっている。／制作局（委託

管理），NED

『ニュースで英会話』 新
木　06:40～07:00

木　12:40～13:00，23:10～23:30
第 1 回09.4.2／『リトル･チャロ』に続くクロス

メディア企画第 2弾。「英語ニュース」を中心に，

テレビ・ラジオ・ワンセグ・ウェブを使ってさま

ざまな角度から時事性の高い実用的な英語を学べ

る仕組みとした。eラーニング機能を充実させた

会員制のウェブサイト「ニュースで英会話オンラ

イン」は会員数が 3万人にも上り，月間ページビ

ューも1,000万を超え，NHKサイトの中でも屈指

のデジタルコンテンツとなった。／講師：鳥飼玖

美子（立教大学大学院教授），伊藤サム（英字新

聞回担当・元ジャパンタイムス編集局長）／出

演：ジョセフ・ショールズ，ジェイソン・ハッチ

ェル，山内木の実／制作局（委託管理），NED

『ハートをつなごう』
（第 4週）月～木　20:00～20:29

月～木　13:20～13:49
第 1 回06.4.24／障害や心の悩みなど，さまざま

な困難や悩みを抱える当事者をスタジオに招いて

語り合う番組。 4年目を迎えた09年度は，さまざ

まな障害がある人たちのクロストーク，みずから

も悩んできた著名人たちが，お便りを寄せてくれ

た人々と語る「今夜はもっとつながりたい」，視

聴者のビデオレターなど，これまでにない演出に

取り組んだ。また，「LGBT」「依存症」に加え，

[摂食障害」「性暴力被害」など新たなテーマも

開拓。番組を中心としたコミュニティーをさらに

広げた。番組のホームページ「NHK福祉ポータ

ル　ハートネット」では，掲示板を通じての視聴

者どうしの議論も活発に行われている。／司会：

桜井洋子アナ，石田衣良，ソニン／文化・福祉番

組部

『はろ～！あにまる』
EV 土　09:50～10:00
HV 日　09:00～09:50

第 1 回08.4.7（HV）／世界のほ乳類を毎回 1種，

10分ずつ紹介する。全240回の「連続TV図鑑」。

HVでは 5 回分をまとめて放送。09年度は08年度

HVで放送したものの再放送（第 1 回09.4.4）。／

科学・環境番組部，ソフト開発センター，NEP

『ピタゴラスイッチ』
水　10:30～10:45
土　07:00～07:15再 

再 

再 
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土　17:35～17:50
第 1 回02.4.9／ 4 ～ 6 歳児を対象にした「考え

方」を育てる番組。身近なことから，日常に隠れ

ているさまざまな「ルール」を発見していくこと

で，個別の事象から抽出した「概念」へ認識を広

げていく。教育的な目的としても，映像的表現と

しても，これまでにない新たな試みの番組だが，

楽しみながら，いつのまにか「わかってしまう」

ことを狙った。／制作局（委託管理），NED

『ピタゴラスイッチミニ』
月～金　08:10～08:15
月～金　17:25～17:30

第 1 回02.4.1／幼稚園・保育所向け番組『ピタ

ゴラスイッチ』のマルチユース番組。セグメント

で構成されている15分の『ピタゴラスイッチ』か

ら，いくつかのコーナーを組み合わせて， 5分に

構成，「考え方」が身に付くようなエッセンスを

提示。／制作局（委託管理），NED

『美の壺』
E 金　22:00～22:25

月　00:15～00:40
G 土　05:15～05:40
HV 金　07:00～07:25
BS2 火　16:00～16:25

第 1 回06.4.7／放送開始後 4 年目に入り，ナビ

ゲーターが谷啓さんから草刈正雄さんに交代し

た。番組のテーマとなるのは「くらしの中に根付

く美」。「手ぬぐい」「滝」「香りの道具」など，日

本人の暮らしにある身近で多彩なアイテムを取り

上げ，その美の観賞法をいくつかの「ツボ」に分

けてわかりやすく解説した。ジャズをBGMに使

い，伝統的な美をしゃれた演出で紹介。これまで

の和の美から一歩踏み出し，日本人の暮らしに馴
な

染
じ

んだ西洋の美「木の椅
い

子
す

」「帽子」「洋食器」な

ども積極的に紹介した。10～11月には特別編とし

て「鎌倉」の美を， 3月には「金沢」の美を訪ね

た。また，正月には総合テレビで「着物」をテー

マにした特集を放送した。／ナビゲーター：草刈

正雄／ナレーション：古野晶子アナ／制作局（委

託管理），NED

『ヒミツのちからんど』
土　18:50～19:15
土　10:30～10:55

第 1 回08.4.5／バーチャルスタジオを使った異

空間「ちからんど」で，学校ではなかなか身に付

けることができない「ちから」の数々を，楽しみ

ながら自分のものにできる番組。その道の達人で

あるゲスト「ちからマスター」が，「ちから」を

付けるための目からうろこの極意や神髄をわかり

やすくていねいに子どもたちに教えた。エンター

テインメントや音楽，アート，スポーツなどのテ

ーマを中心に，子どもたちが「楽しむことのでき

る力，本質を知ることのできる力」を得ていく姿

を描いた。／出演：ホリ，神奈月／制作局（委託

管理），青少年・教育番組部，音楽・伝統芸能番

組部，NED

『日めくり万葉集』
E 月～金　05:00～05:05

日　　06:00～06:25
HV 月～金　06:55～07:00

第 1 回08.1.7（HV）／HVで 1 年間放送した日

めくり形式ミニ番組を教育テレビで再放送（第 1

回09.1.5）。さまざまな分野で活躍する，作家や歌

人，研究者，俳優，音楽家などが選者となり，約

4,500首にも及ぶ「万葉集」の歌の中から「一日

一首」，それぞれ「わが心の万葉集」を選び，歌

への熱い思いを語った。全240回。／語り：檀ふ

み／テーマ曲：葉加瀬太郎／制作：アジア・コン

テンツ・センター（予約購入）／ソフト開発セン

ター

『ひょうたんからコトバ』 新
水　09:00～09:15
金　09:00～09:15

第 1 回09.4.8／小学 3 ～ 6 年生向け国語番組。

子どもたちが「豊かな言葉の使い手」になること

を目指し，ことわざ・慣用句・故事成語などを取

り上げ，これらの言葉の生まれた歴史や使い方を

伝える。／出演：が～まるちょば／ナレーター：

うえだゆうじ／教師用テキスト発行／青少年・教

育番組部，NED

『福祉ネットワーク』
月～木　20:00～20:29
月～木　13:20～13:49

第 1 回03.4.7／障害や心の悩み，介護など，さ

まざまな困難や悩みを抱えながらも日々を懸命に

生きる人々の“しあわせ（福祉）”の実現を目指

す総合情報番組。09年度は社会的関心が高い「介

護保険」「障害者自立支援法」など制度を検証す

るシリーズを放送。また，公共放送キャンペーン

[子どもサポートネット」の基幹番組として，親

の悩み，虐待，孤立する子どもの実相，子どもた

ちの成長を社会で支えていくための仕組み作りな

ど，毎月 1回 2～ 3本のシリーズで考えた。また

[自殺」に関して，失業者の増加，国の政策の動

きなどともからめ，緊急提言として伝え，「命」

の大切さを訴えるキャンペーンも展開。総合テレ
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ビ『生活ほっとモーニング』『日本の、これか

ら』『NHKスペシャル』や地域局などとも連動し

た。「NHKハート展」や「介護百人一首」なども

制作。バンクーバーパラリンピックにかけるアス

リートの思いも伝えた。「なるほど！なっとく介

護」では，認知症やパーキンソン病の人たちの介

護法を紹介。また，ジャズシンガー・綾戸智恵さ

んの介護体験を放送した。／キャスター：町永俊

雄アナ／文化・福祉番組部

『プチプチ・アニメ』
月～金　08:30～08:35
月～金　16:15～16:20

第 1 回94.4.4／セルアニメではなく，粘土，砂，

立体など，さまざまな手法を用いて制作するアニ

メーション番組。才能ある若手アニメ作家を発掘

し，数多くの受賞歴をもつ「ニャッキ！」や，

[ロボットパルタ」のように30話を超える人気作

品から，布を使った「王さまものがたり」，ペー

パーアニメの「鬼警アンパン」，また海外（メキ

シコ）のアニメーターによる「ケンとかいじゅ

う」など，新たな作品の制作に挑戦している。／

制作局（委託管理），NEP

『フルハウス』
火　19:00～19:24

第 1 回05.4.5，最終回09.9.1／09年度は第172～

192回を放送／サンフランシスコのタナー家を舞

台に， 3人の男性が子育てに大奮闘する愛と笑い

のホームコメディー。／ソフト開発センター

『まいにちスクスク』
月～木　19:55～20:00
月～木　13:50～13:55

（アンコール） 金　　13:50～13:55
定時番組『すくすく子育て』のコンテンツをマ

ルチユースした 5分のミニ番組。／制作局（委託

管理），NED

『マテマティカ2』
木　10:00～10:15

第 1 回07.4.2／アニメーションを使って，算数

を図工のように“手触りのあるもの”として教え

る番組。対象は小学 4～ 6年生。子どもたちを公

式や計算方法が直感的に理解できるように導い

た。／監修：畑村洋太郎／声の出演：高戸靖広ほ

か／教師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『まる得マガジン』
月～木　11:55～12:00
月～木　21:55～22:00

第 1 回03.4.7／「スマートな食べ方の流儀」や

[エコで楽しいリメイク術」などちょっと知って

おくだけで暮らしに役立つヒントが満載の 5分間

ミニ番組。／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED，NPN

『○○の国の王子様』
ES2 土　23:25～23:55
BS2 土　05:00～05:30

第 1 回08.7.5（第 2 シリーズ第 1 回09.4.4，最終

回09.6.27）／イケメンの王子様が超初心者の姫に

デート気分で趣味の手ほどきをしてくれる講座番

組の第 2シリーズ。かぶり物をかぶったキャラク

ターたちとレッスンをしたり，CGアニメを用い

て王宮の内部を描くなど，従来の講座番組とは一

線を画する雰囲気を作った。講師を務める王子役

には，各界の第一線で活躍する若手の実力者たち

を迎えた。姫を演じるのは柳原可奈子，姫のお付

きの鳥ガマリアには，有吉弘行が扮
ふん

し，アニメで

登場する姫の友人・カナメール王子の声は，俳優

の要潤が演じた。09年度はネイル，カレー，犬の

飼育の 3 つの趣味についてわかりやすく教え

た。／ソフト開発センター，東北新社

『みいつけた！』 新
月～金　09:15～09:30
月～金　16:50～17:05

第 1 回09.3.30／ 4 ～ 5 歳児向け教育的エンター

テイメント番組。就学前の子どもたちが楽しめて，

しかも，ゆるやかに発達を後押しできることを目

指している。イスのキャラクター・コッシーと女

の子・スイちゃん，そして，大きなサボテン・サ

ボさんが大活躍しながら，子どもたちの新しい世

界を広げていく。／制作局（委託管理），NED

『見えるぞ！ニッポン』 新
火　09:30～09:45
木　09:30～09:45

第 1 回09.4.7／新学習指導要領に対応した小学

3 ～ 4 年生向け社会科番組。物知り犬“チーズ”

から与えられた謎に少年“みえる”が挑戦。自然，

伝統・文化，産業などの視点から都道府県の姿を

学ぶ。／声の出演：代永翼，釘宮理恵／ナレータ

ー：村上由利子アナ／教師用テキスト発行／青少

年・教育番組部

『見える歴史』
火　10:15～10:30
月　19:40～19:55

第 1 回08.4.8／小学 6 年生向け社会科番組。歴

史への理解と関心を深めるため，CGやドラマ映

像を活用，今も残る歴史・伝統の跡を取材し，人

物を中心に生きた人間の営みとして歴史を学べる

番組。／声の出演：津川雅彦，緒形拳，ベッキー

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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／ナレーター：濱中博久アナ／教師用テキスト発

行／青少年・教育番組部，NED

『ミクロワールド』
E 金　01:00～01:10
HV 水　11:50～11:55

金　17:50～17:55
第 1 回04.4.10／顕微鏡を使って拡大すると突然

開ける意外な世界。ミクロの視点で初めて見えて

くるさまざまな形，色彩，仕組み，秩序の世界を，

ハイビジョン顕微鏡カメラの機能を駆使して，美

しく鮮明な画像で描くミニ番組。教育テレビでは

一度に 2本ずつ放送。09年度の新作は10本。／青

少年・教育番組部，NED

『ミニアニメ』
月～金　07:40～07:45
土　　07:25～07:30
土　　17:30～17:35
日　　17:30～17:35

第 1 回97.4.7／年間 6 タイトルを放送。「やさい

のようせい」は，天野喜孝原作のアニメーション。

ナレーションは原田知世。ニューヨークのとある

キッチンを舞台に，やさいの妖精たちが繰り広げ

る楽しい物語。各回 5分・全26話のアニメーショ

ンを 2シリーズ放送した。／制作局（委託管理），

N，Y，SALAD製作委員会，NED

このほかに「うっかりペネロペ」「なぜ？どう

して？がおがおぶーっ！」「ぼくチロ」「マノン」

[ミッフィーとおともだち」を放送。／制作局

(委託管理），NEP，MICOほか

『名曲アルバム選』
EV 土　00:45～01:00
HV 土　12:45～13:00

第 1 回85.4.14／『名曲アルバム』で放送した作

品について，国，地方，風景，情緒，作曲家，季

節などのテーマを設け，それぞれのテーマにふさ

わしい 3本を選んで再構成した。／音楽・伝統芸

能番組部

『めざせ！会社の星』
E 日　00:00～00:25

月　23:30～23:55
BS2 木　03:30～03:55

第 1 回08.4.5／若手ビジネスマンを主な対象と

したビジネス情報番組。番組ロゴデザインのリニ

ューアルをはじめ，「失敗しない！オフィスメイ

ク術」「秘書に学べ！麗しの仕事術」など若い女

性層を意識した番組も制作。 3月と 9月には，名

古屋局のスタジオで公開収録を実施。夏のスペシ

ャルでは「オンナ磨きオトコ磨きバスツアー」を

制作。さらに，大学生の就活を扱った拡大版や，

北欧流ワークスタイルの紹介（前・後編），上司

と部下が互いの本音を言い合う「激突！上司・部

下　部下のホンネ編」など，ふだんの仕事術紹介

以外にも，より多彩でエンターテインメント性を

重視した企画を制作した。／司会：アンジャッシ

ュ，橋本奈穂子アナ／ナレーション：DALE／名

古屋局

『モリゾー・キッコロ　森へいこうよ！』
日　17:35～17:50
日　11:00～11:15

第 1 回07.4.7／“自然との共存”をテーマに05

年に開催された「愛・地球博」で大活躍した人気

キャラクターのモリゾーとキッコロが，子どもた

ちと森に入り，さまざまな遊びを体験しながら自

然の大切さを体感する。／制作局（委託管理），

NED

『理科3年　ふしぎだいすき』
月　09:30～09:45

第 1 回05.4.5／小学 3 年生向け理科番組。いろ

いろなアニメキャラクターが登場し，自然のヒト

コマを最新機材で撮影した科学映像を紹介した。

ブロックごとの視聴もできるセグメント型番組。

／教師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『理科4年　ふしぎ大調査』
月　10:00～10:15

第 1 回05.4.5／小学 4 年生向け理科番組。アニ

メキャラクター「名探偵モンパン」が科学の力で

事件を解決する様子を通して，問題解決能力を養

う。ブロックごとの視聴もできるセグメント型番

組。／教師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『理科5年　ふしぎワールド』
月　10:15～10:30

第 1 回06.4.12／小学 5 年生向け理科番組。仮想

空間「ふしぎワールド」で繰り広げられるクイズ

番組形式。実験や現象を伝えるVTRから答えを

導き出し，考える力を養う。ブロックごとの視聴

もできるセグメント型番組。／教師用テキスト発

行／青少年・教育番組部

『理科6年　ふしぎ情報局』
月　10:45～11:00

第 1 回06.4.12／小学 6 年生向け理科番組。物事

を科学的に考え，理解することの大切さと楽しさ

を，説得力あるハイビジョン映像で伝えた。ブロ

ックごとの視聴もできるセグメント型番組。／教

師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『リトル・チャロ』
水　19:45～19:50

再 

再 

再 

再 



教育：特集番組

227 NHK年鑑’10

土　10:55～11:00
第 1 回08.4.2／ニューヨークで迷子になった子

犬の大冒険アニメ。全50話を通して，テレビ，ラ

ジオ，ウェブサイト，携帯，テキストなど，さま

ざまなメディアを組み合わせて，ネイティブの英

語が学べる仕組みにした。NEDとの国内共同制

作。（08年度の再放送）／出演：純名里沙ほか／

制作局（委託管理），NED

『リトル・チャロ～カラダにしみこむ英会話』
月　23:10～23:30
月　06:40～07:00

第 1 回08.3.31／アニメ『リトル・チャロ』の物

語に親しむうちに，ネイティブがよく使う表現を

覚えたり，聞き取りのコツを学んだりと，知らず

知らずに英会話が体に身に付く講座を目指した。

(08年度の再放送）／講師：佐藤良明（元東京大

学教授）／出演：SHELLY，マイケル，純名里

沙ほか／テキスト発行／制作局（委託管理），NE

D

『ろうを生きる　難聴を生きる』
日　19:30～19:45
金　12:45～13:00

第 1 回77.4.8／聴覚障害者のための情報や多様

な分野で活躍する人々を紹介するとともに，聴こ

えない人が直面する課題をわかりやすく解説。健

聴者にも広く見てもらい聴覚障害についての理解

を深めてもらうことを目指した。／文化・福祉番

組部

『ロシア語会話』
（前期）金　05:35～06:00

第 1 回73.4.7，最終回09.9.25／07年度の再放送。

活況を見せるロシア経済の象徴・首都モスクワが

舞台。ありきたりの海外旅行に飽きた若い女性層

をターゲットに，旅行に役立つ言葉の学習と，文

化情報を紹介。／講師：沼野恭子（東京外国語大

学大学院教授）／出演：小林恵美，アナトーリ・

クラスノフ，アナスタシヤ・ボルドゥィレヴァ，

ヴィクトル・ニジェリスコイほか／テキスト発行

／制作局（委託管理），NED

『わかる国語　読み書きのツボ5・ 6年』
木　10:15～10:30

第 1 回06.4.12／読み書きの実践的な技術を身に

付けることを主眼とした小学 5～ 6年生向け国語

番組。言語技術教育の知見を取り入れ，論理的か

つ正確に物事を伝える能力を高めることがねら

い。／出演：光浦靖子，パペットマペット，徳田

章アナ／青少年・教育番組部，NED

『わたしのきもち』
金　10:30～10:45

第 1 回04.4.8，最終回10.3.19／他者と上手にか

かわるコツ＝スキルをドラマなどで表現し，人間

関係を結ぶ楽しさを伝える。子どもたちが自己表

現力や他者への配慮を身に付け，よりよい人間関

係を築くことにつながることをねらいとしてい

る。／制作局（委託管理），NED

『わたしのきもちミニ』
木・金　16:45～16:50
土　　17:25～17:30

第 1 回05.4.7，最終回10.3.27／15分の『わたし

のきもち』をマルチユースした 5 分のミニ番組。

／制作局（委託管理），NED

『ワンセグとくせん』 新
火～金　02:40～02:50

第 1 回09.3.31／美しい映像と音楽で一日の緊張

を解きほぐす「ヒーリングTV」など，ワンセグ

独自番組を教育テレビで紹介する。／編成センタ

ー

『ワンポイント介護』
土　19:50～19:55

第 1 回96.4.1／在宅介護のノウハウを伝える番

組。本人と家族だけでも無理なくできる介護術を

わかりやすく解説。介護する側，される側，お互

いが楽に，楽しく介護できる方法を紹介した。／

文化・福祉番組部

『ワンポイント手話』
日　19:25～19:30

第 1 回96.4.1／簡単な手話をわかりやすく伝え

る番組。聴覚障害者との出会いの場でよく使われ

る手話を紹介。／文化・福祉番組部

『第37回ローザンヌ国際バレエ・コンクール』
04.26／15:00～17:00

新進バレエ・ダンサーの登竜門として国際的に

権威のあるローザンヌ国際バレエ・コンクールの

もようを，専門家の解説を交えて紹介した。／司

会：礒野佑子アナ／解説：安達悦子（舞踊家）／

音楽・伝統芸能番組部，NEP

『子どもサポートネット～親の悩み“どうすれば
よい？”編』

05.02／21:00～22:59
子どもや子育てをする大人たちをどう支えられ

るかを考え続ける子どもサポートネット。子育て

に悩む親から寄せられた声を掘り下げた。／文

再 

再 

再 
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化・福祉番組部

『ETV50 こどもの日スペシャル～もう一度見
たい教育テレビ　第2弾』

05.05／09:00～11:00
08年11月から始まった「もう一度みたい教育テ

レビ」リクエスト大募集の中間発表として，リク

エストの多いキャラクターのベスト50を発表。

[たいそうのおにいさん大集合」「おーい！はに

丸くんの今」などのスペシャル企画，また，小学

校 2年生の社会科番組として大人気だった『はた

らくおじさん』が新作で登場した。「渋谷DEどー

も」NHK正面の会場からの中継を交えた生放送。

／出演：城島茂，小島あやめ，チョー，砂川啓介，

佐藤弘道ほか／司会：渡邊あゆみアナ／ソフト開

発センター，NED

『おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート
～NHKホール・2009春』

05.06／09:00～10:00
4 月から登場した新人形劇「モノランモノラ

ン」のキャラクターたちが初めてコンサートに登

場。お兄さん・お姉さんたちと楽しく過ごす中，

[お天気自動販売機」を発見。販売機が暴走し，

天気がめちゃくちゃに。「モノラン」の 3 人は，

それぞれ会場の力を借り，雨を降らせたり風を吹

かせたりして天気をもとに戻していく。初登場の

キャラクターとお兄さん・お姉さんがおなじみの

歌や踊りを展開する楽しいステージのもようを中

継録画して放送した。／制作局（委託管理），

NED

『第50回「科学技術映像祭」入賞作品から』
05.23／14:15～15:35

科学技術の普及と向上を目的に，毎年開催され

ている「科学技術映像祭」。09年は，76の出品作

品から，全部門を通じての最優秀賞にあたる内閣

総理大臣賞をはじめ，文部科学大臣賞 6作品と部

門優秀賞 8 作品が選ばれた。入賞作品の中から，

内閣総理大臣賞を受賞した「黒い樹氷～自然から

の警告」（企画・制作　アール・ケー・ビー毎日

放送）と文部科学大臣賞を受賞した「日常にひそ

む数理曲線」（企画：ベネッセ教育研究開発セン

ター，慶応義塾大学佐藤雅彦研究室／製作：ユー

フラテス）を放送した。／ソフト開発センター

『決定！こども将棋名人～第34回小学生将棋名
人戦』

05.30／14:00～16:00
日本将棋連盟主催の「小学生将棋名人戦」は34

回目を迎えた。女子の参加も増え，レベルの高い

全国規模の大会である。渡辺明竜王，羽生善治名

人をはじめ，歴代の小学生名人で，プロ棋士とな

り活躍している人も多い。準決勝 2局と決勝戦の

対局を，大盤解説会と組み合わせて収録し伝えた。

／解説：羽生善治NHK杯／聞き手：里見香奈，

倉敷藤花／司会：永井伸一アナ／制作局（委託管

理），NED

『Nコンマガジン　ハモリ倶楽部』
06.27，07.25，08.29，09.19／14:00～14:30

合唱に情熱を燃やす小・中・高校生向けの音楽

バラエティー番組。部員が男子だけ・全校34人全

員参加などユニークな合唱部の紹介や，合唱に関

する悩み相談，息の長さを競うロングトーンバト

ルほかのマガジン形式で構成。NHK全国学校音

楽コンクールの最新情報とともに，合唱の楽しさ

を伝えた。／出演：ゴリ，頏秀幸，藤井まどかア

ナほか／青少年・教育番組部

『栄光へのステップ～第30回日本インターナシ
ョナルダンス選手権』

ES2 07.05／15:00～16:30
BS2 07.11／14:00～15:30

日本武道館で繰り広げられる社交ダンスの祭

典，日本インターナショナルダンス選手権。専門

家の解説を交え，プロによるスタンダードとラテ

ンの 2部門を中心に紹介。また，長く日本の社交

ダンス界を支えてきた名ダンサーの引退記念演技

も紹介した。／司会：山田賢治アナ／解説：和田

恵（ダンサー），柳橋慎太郎（ダンサー）／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

『モリゾー・キッコロ　森へいこうよ！夏のスペ
シャル～北海道・知床で森の神様に会っちゃっ
た！』

07.19／17:00～17:44
モリゾー・キッコロがいつもの森を離れて，子

どもたちと世界自然遺産「知床」にやって来た。

人類による開発の手がほとんど入っていない知床

の森で，子どもたちがありのままの大自然との触

れ合いに挑戦。自然観察・生きもの調査，森と共

存するアイヌの暮らしを学ぶ姿を通して，命と命

の不思議なつながりや環境に対する気づきの大切

さを伝えた。／制作局（委託管理），NED

『天才てれびくんMAX プレゼンツ～ABUアジ
ア子どもドラマシリーズ』

07.27～31／10:00～10:40
5 年目を迎えた国際共同制作。08年制作の新作

8 作品と過去に放送した旧作 2 作品，合計10本の

バラエティーに富んだアジアの子どもドラマを放

送。09年度は『天才てれびくんMAX』と初めて

コラボレーション｡小・中学生の「てれび戦士」

教育：特集番組
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が各国の文化や生活事情についてわかりやすく解

説し， 1日 2本ずつドラマを紹介。／（月）モン

ゴル「できる？」・日本「図書館」／（火）韓国

[スケッチブック」・ブルネイ「おもいやり」／

(水）中国「スイーツをがまんして」・ブータン

[ソナム君」／（木）香港「ご近所さん」・モン

ゴル「通学路」／（金）マレーシア「誕生日の計

画」・日本「ダイスケの悩み」／ドラマ番組部

『愛の劇場～男と女はトメラレナイ』
07.27～28／22:25～22:49

オペラの名作に描かれている男と女のさまざま

な愛の形を紹介しながら，今の世の中に照らし合

わせてスタジオトークを展開する，古典名作入門

バラエティー。オペラのあらすじや登場人物のキ

ャラクターを，現代の設定に置き換えたショート

ドラマを見ながら，オペラの恋物語を，そして現

代の男と女の微妙な関係を本音トークで語った。

／第 1 夜「カルメン」，第 2 夜「蝶々夫人」／出

演：夏木マリ，YOU，マツコ・デラックス／音

楽・伝統芸能番組部

『熱血体育会系！歌舞伎部』
07.29／22:25～22:49
08.05／19:30～19:54

歌舞伎の基本動作や見得，衣装，立ち廻
まわ

りなど

を実際に体験，歌舞伎のおもしろさ，魅力を感じ

てもらうバラエティー番組。歌舞伎を体育会系と

位置づけ，歌舞伎俳優の市川右近が監督を務める

[体育会系歌舞伎部」に，タレントの吉澤ひとみ

と，お笑いコンビのペナルティが新入部員として

体験入部。今まで知らなかった歌舞伎の身体能力

や衣装の重量などを体感しながら，頭で考えるの

ではなく，体でまるごと歌舞伎を楽しむ趣向。／

出演：市川右近，吉澤ひとみ，ペナルティ，江崎

史恵アナ／音楽・伝統芸能番組部

『真夏の夜のガールズトーク　めっちゃ文楽』
07.30／22:25～22:49
08.06／19:30～19:54

文楽の不思議をガールズトークで語り倒す，ワ

イドショー的バラエティー番組。名作「義経千本

桜」を中心に，物語や人形，義太夫の不思議にゆ

るく迫った。開発番組として制作。／出演：桐竹

勘十郎（文楽人形遣い），辛酸なめ子，今井りか，

東海林のり子／音楽・伝統芸能番組部，NED

『ETV50 青春プレイバック～もう一度見たい
教育テレビ　第3弾』

08.02／22:00～00:00
『若い広場』『YOU』『土曜倶楽部』『真剣十代

しゃべり場』そして現在の『青春リアル』まで，

“10代，20代の若者たちのメッセージを発信する”

番組のお宝映像を交えながら，若者たちのその時

代時代の生き方について語ると同時に今の若者た

ちへのメッセージを届けた。／出演：城島茂，い

とうせいこう，椿姫彩菜，篠山紀信，所ジョージ，

コシノヒロコほか／司会：渡邊あゆみアナ／ソフ

ト開発センター，NED

『ケータイ親子の道しるべ』
08.03／9:30～10:00

04年から放送してきた，ネット社会で生き抜く

指針を提示するシリーズの第 5弾。今回のテーマ

は「ケータイとの賢いつきあい方」。携帯電話を

子どもに持たせる時のルール作りのポイントや，

コミュニケーションツールとしての可能性を，ド

ラマと解説で示した。／青少年・教育番組部，

NED

『ABU未来への航海　アジアの10代　フィリピ
ン・サンゴ礁の旅』

08.03～05／10:00～10:44
フィリピンでは世界有数のサンゴ礁が危機的状

況に陥っている。人口の増加や観光開発による海

の汚染，そして乱獲や爆薬漁などの違法漁業が原

因である。09年 3 月，アジア 7か国から10代の25

人が集まり，さまざまな体験を通して環境問題に

ついて真剣に考え，仲間たちと語り合った。日本

から参加した 4人の10代がこの旅を通して成長し

ていく姿を描いた。／ソフト開発センター，NE

D

『海外ドラマ　アンネの日記』
08.03～07／19:00～19:30
09.19／14:30～17:00

世界的に有名な少女の日記を映像化したイギリ

スドラマ。全 5話。／ソフト開発センター

『子どもサポートネット～“きずな”求めて』
08.08／22:00～22:59

公共放送キャンペーン「子どもサポートネッ

ト」の関連番組。同キャンペーンのインターネッ

ト掲示板に寄せられた，虐待，貧困，家族の崩壊

などで，行き場を無くした子どもたちの心の実相

を描いた。／文化・福祉番組部

『ティーンズビデオ2009』
08.12～13／09:30～10:15

09年で56回目となった「NHK杯全国放送コン

テスト」には，1,561校，1 万4,016人が参加，テ

レビ部門には852本の作品が寄せられた。 7 月24

日にNHKホールで開かれた決勝大会の様子と，

[テレビドキュメント部門」「創作テレビドラマ

部門」の入賞作品を 2回シリーズで紹介した。／

再 

再 

教育：特集番組

再 
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出演：中谷日出解説委員，遠藤久美子／青少年・

教育番組部

『LIFE 井上陽水　40年を語る　第一夜～第四
夜』

08.24～27／23:00～23:54
09年に芸能活動40周年を迎えたシンガーソング

ライター・井上陽水を特集。4夜連続で放送した。

これまでみずからの創作活動について多くを語ら

なかった井上陽水に，ロングインタビューを敢行。

さらに，貴重なライブ・資料映像や関係者・著名

人からのコメントなどを交え，ベールに包まれた

井上陽水の世界の深淵
えん

に迫った。／出演：井上陽

水／ナレーション：宮沢りえ／エンターテインメ

ント番組部

『決定！こども囲碁名人～第30回少年少女囲碁
大会』

08.30／15:00～17:00
日本棋院主催，文化庁・NHK後援の少年少女

囲碁大会・全国大会は第30回を迎えた。日本棋院

(東京・市ヶ谷）での熱戦のもようや，子どもた

ちの囲碁ブームを紹介しながら，小学生の部・中

学生の部，それぞれの日本一を決める全国大会決

勝戦の対局を中継録画した。／解説：溝上知親八

段／聞き手：岡田結美子六段／司会：関口泰雅ア

ナ／制作局（委託管理），NED

『ETV50キャラクター大集合　とどけ！みんな
の元気パワー～輝け！こども番組元気だ！大
賞』

09.21／09:00～10:15
子どもたちに最も元気を与えた番組に与えられ

る「元気だ！大賞」。しかし，謎のマシーンたち

のせいで会場は大混乱。教育テレビ50周年を記念

して，人気キャラクターがNHKホールに大集合。

歌に踊りに，夢のコラボレーションを繰り広げる。

NHK大阪ホールでも公演あり。／参加番組：『お

かあさんといっしょ』『いないいないばぁっ！』

{つくってあそぼ』ほか14番組／制作局（委託管

理），NED

『ETV50～天才てれびくんMAX～Dreaming
～時空をこえる希望の歌』

09.22／9:00～10:15
『天才てれびくんMAX』恒例の公開イベント。

舞台は2009年の現在世界と，150年後の未来の世

界。悪の支配者から自由に夢や希望を持つことが

禁じられた未来の子どもたちからSOSを受け取っ

た「てれび戦士」は，時空を越えて未来へ旅立つ。

悪の支配者の狙いは，夢や希望を持たない従順な

人間社会を作り，世界を支配しようというもの。

[てれび戦士」は，悪の支配者を倒し，夢と希望

に満ちあふれた世界を取り戻すことができるの

か？NHKホールでの公開収録時は 1 日 2 回公演

を行い，満員の観客を集めた。またETV50周年

を記念して，卒業戦士の参加に加え，神戸でも公

演を行った。／青少年・教育番組部

『第63回全日本アマチュア将棋名人戦』
09.27／15:00～17:00

将棋ファンの熱い注目に支えられ，長い伝統を

誇る全日本アマチュア将棋名人戦（日本将棋連

盟・共同通信社主催，NHK後援）。前名人，支部

名人，それに都道府県の予選を勝ち抜いたアマ強

豪，計64人がアマ名人位を争う。大会 3日目の決

勝戦の対局を中継録画して放送した。／解説：片

上大輔六段／聞き手：千葉涼子女流三段／司会：

澗髄操司アナ／制作局（委託管理），NED

『カウントダウン！　新・三銃士』
10.05～09／18:00～18:20
10.12／09:00～10:40

ETV50周年を記念して，連続テレビ人形劇と

しては14年ぶりに制作された『新・三銃士』の見

どころを紹介した特別番組。ダイジェスト映像や

メイキングシーンに加えて，過去のNHK人形劇

や世界の人形劇なども紹介。第 1 回（10.5）：台

湾の人形劇「聖石伝説」①，歴代のNHK人形劇，

{新・三銃士』脚色の三谷幸喜インタビュー，第

2回（10.6）：台湾の人形劇「聖石伝説」②，NH

K人形劇「新八犬伝」（ゲスト：頏村寿三郎），

{ 新・三銃士』の人形制作秘話，第 3 回

(10.7）：イタリアの伝統人形劇，歴代のNHK人

形劇の音楽，『新・三銃士』テーマ音楽，第 4 回

(10.8）：チェコの糸操り人形，NHK人形劇「三

国志」，第 5 回（10.9）：飯田市の国際人形フェ

スティバル，歴代のNHK人形劇の声優，『新・三

銃士』声優（ゲスト：池松壮亮，貫地谷しほり）

／出演（第 1回～第 5回）：三谷幸喜，田中裕二

(爆笑問題），瀬戸カトリーヌ／青少年・教育番

組部

『第76回NHK全国学校音楽コンクール』
（小）10.10／14:00～17:00
（中）10.11／14:00～17:00
（高）10.12／14:00～17:00

全国 8ブロックを勝ち抜いた小学校・中学校・

高等学校の代表がNHKホールで課題曲・自由曲

2曲の合唱を演奏し，金・銀・銅の入賞校が決定，

その様子を生放送で伝えた。審査時間を利用して，

合唱指導者による公開レッスン（小学校の部），

課題曲を作詞・作曲した 3人組バンド・いきもの

再 

教育：特集番組
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がかりと生徒との交流（中学校の部），クラス合

唱選手権（高等学校の部）をスペシャルステージ

として紹介した。／司会：山田賢治・藤井まどか

アナ／ゲストコメンテーター：秋川雅史・大沢あ

かね（中），大谷研二・パックンマックン

(高）／青少年・教育番組部

『デジタルメディア時代の授業術』
10.18／16:00～16:44

デジタルテレビ，電子黒板，実物投影機などの

機器が次々と学校現場に入ってきている。デジタ

ルメディアの活用によって，より楽しくよりわか

りやすい授業を実践している仙台，広島，松山の

小学校と愛知県岡崎市の高校の取り組みをリポー

トした。「第60回放送教育研究会全国大会」関連

番組。／青少年・教育番組部

『こどもたちへ　宮崎駿・養老孟司の対話』
10.24／16:00～16:50

「マンガばかりみていてはダメ，現実に眼を向

けろ」「自分の眼で夕焼けの美しさを知れ」。辛口

でありながら愛情に満ちた熱いエールを子どもた

ち，若者たちへ送る，世界的な映画作家・宮崎駿

さんと解剖学者にして無類の虫好き・養老孟司さ

ん。「アニ眼」と「虫眼」が語り合う対談に，ア

ニメの制作現場や昆虫採集の様子などを交え， 2

人が現代日本に送るメッセージを伝えた。／ソフ

ト開発センター，NEP

『ETV50 学ぶ冒険～もう一度見たい教育テレ
ビ　第4弾』

10.25／09:00～09:44
多くの知の巨人たちの言葉を記録してきた教育

テレビ。番組では，その中から，「学び」をテー

マにした言葉を抽出するとともに，蜷川幸雄さん，

養老孟司さん，瀬戸内寂聴さんの 3人に，新たに

[学ぶこと」について語ってもらった。／出演：

城島茂，瀬戸内寂聴，養老孟司，蜷川幸雄／司

会：渡邊あゆみアナ／ソフト開発センター，NE

D

『第76回NHK全国学校音楽コンクール～全国コ
ンクール　ハイライト』

10.25／15:00～17:00
10月10日から12日までの 3 日間，NHKホール

で行われたNHK全国学校音楽コンクール全国コ

ンクールのもようを，全出場校の自由曲演奏を中

心にダイジェストで伝えた。／青少年・教育番組

部

『ETV50 美の贈り物～美術番組ベストセレク
ション』

10.30／22:25～23:40

ETV50年を記念して，これまで教育テレビで

放送された2,000本の美術番組から取って置きの

映像を一挙に紹介した。『日曜美術館』からは，

手韶治虫，岡本太郎，武満徹ら第一級の芸術家が

美と出会う喜びを赤裸々に語る貴重な映像や，赤

塚不二夫の心優しい話も登場した。そのほか，美

術通の山田五郎が世界のユニークな美術館の独自

の楽しみ方を紹介したほか，珠玉の国宝の映像を

若手尺八奏者・藤原道山の生演奏とともに堪
たん

能
のう

す

るなど，エンターテインメント的要素も盛り込ん

だ。／ゲスト：五木寛之（作家），小澤征良（エ

ッセイスト）／司会：山根基世，山田五郎（タレ

ント）／制作局（委託管理），NED

『生放送！ETV50学ぶ冒険～NHK教育フェア
2009』

Ｅ　10.31／09:50～11:15，13:00～17:00
Ｇ　.00.00／00:00～10.31／12:40～12:45

放送センターで行われたNHK教育フェア2009

のもようを 5 時間半にわたり生放送。人形劇

{新・三銃士』をはじめ『えいごであそぼ』や

{シャキーン！』など人気番組のショーを交えな

がら，50周年を迎えた教育テレビの魅力を紹介し

た。／出演：城島茂，チョー，増田英彦，髭男爵，

森下千里，中條誠子・稲塚貴一アナ／青少年・教

育番組部，NED

『子どもサポートネット～世界の“子ども支援”
～日本はどうする？』

10.31／20:00～21:59
オランダやイギリスなど世界各国の「子ども政

策」を基に，今，日本で求められる「理念」とあ

り方は何か，スタジオに子どもたちも招いて考え

た。／文化・福祉番組部

『第36回日本賞授賞式～輝け！教育コンテンツ』
11.01／21:00～22:00

36回目を迎えた「日本賞」。65の国と地域から

324作品が応募。栄えある授賞式のもようを中継

録画で伝え，ノミネート作品，世界の教育コンテ

ンツのナンバーワンを紹介した。／司会：クリ

ス・ペプラー，住吉美紀アナ／ゲスト：吉田兄弟

／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『第36回日本賞受賞作品』
11.2／18:00～20:00

第36回を迎えた教育番組の国際コンクール「日

本賞」には，世界65の国と地域から324の作品や

企画の応募があった。番組では，「日本賞」の概

要，各賞を受賞した 6 作品を吹き替えで紹介し

た。／青少年・教育番組部

教育：特集番組
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『ABU未来への航海　アジアの10代からの環境
メッセージ』

11.03／09:00～10:00
09年10月，過去 3 回「ABU未来への航海」に

参加したアジアの10代の代表17人が兵庫県豊岡市

に集結，コウノトリの保護活動を続ける地元の人

たちと交流しながら「ABU未来への航海」で学

んだことを発表した。／ソフト開発センター・N

ED

『第35回将棋の日』
11.21／15:00～17:00

日本将棋連盟の創立記念事業として毎年行われ

る将棋のお祭り「将棋の日」。江戸時代将軍の前

で対局した「御城将棋」の日を記念して，09年は

兵庫県・加古川市にて開催された。将棋ファンと

プロ棋士たちの交流の場として高い人気を集めて

いるイベントのもようを，中継録画で伝えた。／

出演：羽生善治NHK杯ほか／司会：澗髄操司ア

ナ，鈴木環那女流初段／制作局（委託管理），NE

D

『おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート
～NHKホール・2009秋』

11.23／09:00～10:00
お兄さんお姉さんたちのもとに「おかあさんと

いっしょランド」への招待状が届いた。不思議な

遊園地には空に浮かぶメリーゴーラウンドがあ

り，木馬が回るたびに懐かしい歴代のお兄さんお

姉さんたちが次々に登場…。歴代のお兄さんお姉

さん，歴代のキャラクターたちが大集合し，半世

紀の間に番組で生まれ世代を越えて親しまれてき

た歌や体操，人形劇がいっぱいの，50周年ならで

はのスペシャルコンサートのもようを中継録画し

て放送した。／制作局（委託管理），NED

『ありがとう　ノボさん～正岡子規の日本語改
革』

11.29／07:00～07:59
日本が近代国家として生まれ変わろうとしてい

た明治時代，文学や言葉の世界で大改革を起こし

た人物がいる。愛媛・松山出身の正岡子規，通称

ノボさんである。写生との出会い，日清戦争の従

軍記者としての挫折，夏目漱石との俳句を通じた

交流。並
なみ

々
なみ

ならぬ言葉へのこだわりや表現するこ

とへの強い思いなど，日本語に新しい風をもたら

した子規の足跡を描いた。／松山局，NPN

『ETVワイド　ともに生きる～もしもの時　ど
うしたらええねん！？～“障害者と災害”を考
える』

12.05／20:00～21:59

阪神・淡路大震災で，障害のある人たちは避難

が遅れたり，危険を察知できないといった事態に

陥った。その後も自然災害が起きるたびに障害者

や高齢者の支援のあり方が問題になっている。震

災から15年，あの日の教訓はどこまで生かされて

いるのか。災害時，障害者にとって本当に必要な

対策とは何か。VTR取材を基に，障害当事者や

専門家がスタジオに集まり考える。／出演：山本

シュウ，玉木幸則，小林紀子ほか／大阪局

『あすの音楽家たち　挑戦の記録～第78回日本
音楽コンクール本選会』

12.12／15:00～17:00
新進音楽家の登竜門として権威と伝統のある日

本音楽コンクール。その本選に向けてのファイナ

リストたちの動きと表情と思いを追ったドキュメ

ンタリー。／音楽・伝統芸能番組部

『思い出の名演奏』
12.13／15:00～16:35
02.07／15:00～16:12

クラシックファンの要望に応え，過去に来日し

た演奏家の名演奏を，NHKに残る貴重なアーカ

イブを用いて放送。（12.13）1988年収録「プレー

トル指揮パリ・オペラ座管弦楽団演奏会」／解

説：船山信子（音楽学者），司会：杉浦隆アナ，

(2.7）1986年収録「エディット・マティス　ソ

プラノ・リサイタル」／ゲスト：小林道夫（鍵盤

楽器奏者），司会：森山春香アナ，以上 2 本を放

送。／音楽・伝統芸能番組部

『NHK音楽祭2009ハイライト』
12.18／22:30～01:30

NHK音楽祭の 4 つのコンサートのもようを，

3 時間にわたってハイライトで伝えた。また，こ

の音楽祭の意義や今回ならではの楽しみ方など

を，スタジオにゲストを迎えて語り合った。／出

演：鈴木慶一（ミュージシャン），さそうあきら

(漫画家），諸石幸生（音楽評論家），黒崎めぐみ

アナ／音楽･伝統芸能番組部

『こどもミュージカル～エルコスの祈り』
12.23／09:00～10:40

近未来の管理社会の学校が舞台。心を持ったロ

ボット＝エルコスが子どもたちに人間らしい気持

を取り戻させていく，子ども向けミュージカル。

浅利慶太氏が演出したステージを，NHKホール

で収録し，100分のテレビ版に編集して放送した。

／出演：劇団四季／制作局（委託管理），NED

『第36回NHK古典芸能鑑賞会』
12.25／22:30～01:30

豪華な顔合わせとバリエーション豊かな演目

教育：特集番組
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で，さまざまなジャンルの芸能の至芸を紹介して

きた番組。今回は舞楽・箏曲・舞踊・歌舞伎の名

作を届けた。臨場感あふれる5.1サラウンドでの

放送。／演目：舞楽「還城楽」宮内庁式部職楽部，

地唄「笹の露」米川文子，山勢松韻，富山清琴，

山本邦山，舞踊「鷺娘」吾妻徳彌ほか，歌舞伎

[梶原平三誉石切　鶴ケ岡八幡社頭の場」中村吉

右衛門，市川段四郎，中村歌昇，中村芝雀，中村

錦之助，中村歌六ほか／案内：片山千恵子アナ／

音楽・伝統芸能番組部

『全身音楽体験～大野和士と子どもたち』
12.26／15:00～16:29

世界的に活躍する指揮者・大野和士が，首席指

揮者をつとめるフランス国立リヨン歌劇場管弦楽

団のメンバーとともに日本の小学生を対象に行っ

た教育ワークショップのドキュメント。コンサー

トの映像も交えつつ，子どもたちの成長の様子と，

大野さんの音楽教育への情熱を伝えた。／青少

年・教育番組部

『京都南座顔見世大歌舞伎』
12.27／15:00～16:45

京都の町に師走の到来を告げる京都南座の恒例

顔見世興行から，華やかな舞台のもようをお届け

した。／演目：「恋飛脚大和往来　封印切」坂田

藤十郎，片岡仁左衛門，市川左團次，坂東玉三郎，

片岡秀太郎ほか，「石橋」中村翫雀，片岡愛之助

ほか／大阪局

『ETV50 もう一度見たい教育テレビ　フィナ
ーレ』

12.31／16:00～18:20
1 年にわたって「もう一度見たい教育テレビ」

リクエストを大募集し，およそ55万通が寄せられ

た。番組では，ベスト50を紹介しながら，水木一

郎さん，神崎ゆうこお姉さんなどが懐かしのテー

マ曲などをスペシャルライブでお届けするととも

に豪華ゲストと教育テレビの過去・現在・未来に

ついてトークを繰り広げた。／出演：城島茂，中

尾彬，水木一郎，神崎ゆう子，パパイヤ鈴木，安

めぐみ，ほか／司会：渡邊あゆみアナ／ソフト開

発センター，NED

『週末は僕らの庭へ～イェンスのデンマーク式菜
園生活』

12.31／18:55～19:54
01.30／14:00～14:59

デンマーク日本大使館に勤めるイェンス・イェ

ンセンさんが小田原市で始めたデンマーク式の家

庭菜園「コロニヘーヴ」の取り組みを 1年間にわ

たって取材。都会と田舎をしなやかに往復して菜

園作りを楽しむ姿や，イェンスさんの活動に賛同

して集まってきた仲間たちの様子を通して新たな

園芸スタイルの提案をした。／ナレーター：中山

エミリ／制作局（委託管理），NED

『N響“第9”演奏会』
ES2 12.31／20:00～21:25
FM 12.22／19:00～21:10
HV 12.26／12:00～13:21
BS2 12.31／13:00～14:25

年末恒例となったN響の“第 9 ”。指揮はクル

ト・マズア。教育，BS2ではベルリンの壁が崩壊

した際のマズアと第 9のエピソードを合わせて紹

介した。／ソプラノ：安藤赴美子，メゾ・ソプラ

ノ：手嶋眞佐子，テノール：福井敬，バリトン：

福島明也，合唱：国立音楽大学，東京少年少女合

唱隊／出演：尾高忠明（指揮者）／司会：山田美

也子／音楽・伝統芸能番組部

『クラシック・ハイライト2009』
12.31／21:25～00:05

大晦日
みそか

の夜に09年のクラシック音楽シーンをコ

ンパクトに紹介。09年はヘンデルやハイドン，メ

ンデルスゾーンといった大作曲家のアニバーサリ

ー・イヤーを迎えての記念演奏会やイベント，ウ

ィーン・フィルやミラノ・スカラ座といった著名

団体の来日公演が相次いだ。辻井伸行のクライバ

ーン・コンクール優勝など，09年のクラシック・

シーンの話題を織り交ぜながら，NHKが収録し

た話題の公演のハイライトを放送した。／音楽・

伝統芸能番組部

『新春能狂言』
01.01～03／07:00～08:00

元旦から 3日間，新春の朝のひととき，人間国

宝や能楽各流を代表する演者による能・狂言の名

作を届けた。／（1 . 1）観世流能「八島　弓流

素働」梅若玄祥ほか，（1.2）大蔵流狂言「魚説

経」茂山千作ほか，和泉流狂言「舟渡聟」野村万

作ほか，（1.3）金剛流能「巻絹」金剛永謹ほか／

音楽・伝統芸能番組部，大阪局

『新春お好み将棋対局～次の将棋界をになう！東
西若手対抗戦』

01.01／12:00～13:59
恒例の新春お好み将棋対局，今回は東西若手対

抗戦。近年，台頭しつつある東西の若手棋士が女

流 1人を含む 3人チームでいろいろな趣向を凝ら

したチーム戦で対局した。／出演：羽生善治NH

K杯，矢内理絵子女王ほか／司会：比留間亮司ア

ナ／制作局（委託管理），NED

再 
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『新春桧舞台』
01.01～02／14:00～16:00

初春を寿
ことほ

ぎ，人間国宝を中心とした邦楽界の第

一人者の演奏や舞踊，人気実力を兼ね備えた歌舞

伎俳優の舞台などを 2 日にわたり届けた。／

(1.1）新歌舞伎十八番の内「船弁慶」中村勘三

郎ほか，筝曲「桜狩」山勢松韻ほか，舞踊「松の

内」花柳寿南海，山彦節子ほか，（1.2）素浄瑠璃

[近頃河原の達引～堀川猿廻しの段」竹本住大夫

ほか，箏曲「松竹梅」中島靖子，米川文子，山本

邦山，舞踊「連獅子」中村富十郎ほか／スタジオ

ゲスト：（1.1）吉行和子，冨士眞奈美，（1.2）林

家三平／司会：葛西聖司アナ／音楽・伝統芸能番

組部

『ウィーン・フィル　ニューイヤー・コンサート
2010』

E 01.01／19:10～21:45
FM 01.01／19:15～21:45
HV 01.02／17:00～19:33
G 01.03／10:05～11:38（第 2部のみ）
BS2 01.11／09:00～11:33

毎年 1月 1日，ウィーン楽友協会大ホールで開

催され，全世界に生中継されているクラシック界

最大のイベント。10年はフランスの巨匠ジョルジ

ュ・プレートルが08年に続いて 2度目の登場を果

たしウィーン・フィルを指揮。例年のシュトラウ

ス一家の名曲に加えて，オッフェンバックの喜歌

劇「ラインの妖精」序曲などフランスゆかりの作

品を演奏した。そのほか，アンコールでは「美し

く青きドナウ」「ラデツキー行進曲」など，恒例

の名曲が演奏された。／（TV）司会：中條誠子

アナ／（FM）ゲスト：奥田佳道（音楽評論家），

司会：大林奈津子（フリーアナウンサー）／音

楽・伝統芸能番組部

『新春お好み囲碁対局～日本最強の 3 兄弟　夢
の挑戦』

01.02／12:00～13:59
全国の小学生たちが 3 人一組で争うチーム戦，

全国小学校団体戦。その頂点に立った 3 人組は，

お揃
そろ

いのシャツで注目を集めた“堀 3 兄弟”。ふ

だんいっしょに囲碁に親しんでいる兄弟 3 人が，

力を合わせて女流最強トッププロ・謝依旻に挑

戦。「作戦タイム」「封じ手クイズ」などの趣向を

盛り込んだ対局のもようを伝えた。／解説：井山

裕太名人／聞き手：万波奈穂二段／司会：万波佳

奈四段／制作局（委託管理），NED

『こいつぁ春から～初芝居生中継』
01.02／19:00～22:00

東京・歌舞伎座から「寿初春大歌舞伎」の初日

のもようを生中継。現在の建物では最後となる正

月興行で，豪華な大顔合わせの舞台を届けた。演

目は「京鹿子娘道成寺」「車引」「源氏店」など。

また，51年（昭和26年）に開場した現・歌舞伎座

の歴史と名舞台を，日本俳優協会会長の中村芝翫

の話を交えて放送。あわせて歌舞伎座をはじめ，

新橋演舞場や大阪松竹座など東西各座の初日のも

ようをダイジェストで紹介。／ゲスト：小山觀翁，

生稲晃子／司会：古谷敏郎アナ／音楽・伝統芸能

番組部

『第53回NHKニューイヤーオペラコンサート
2010』

01.03／19:00～21:00
新春恒例のオペラ・ガラ・コンサート。今回は

バロックオペラからR.シュトラウスまで，時空を

超えてオペラ史をたどる演劇的な演出を行い，オ

ラトリオなど，オペラ以外にも枠を広げた。幕間

では，バレリーナの吉田都によるスペシャル感あ

るステージを届けた。／司会：寺田農（俳優）／

出演：緑川まり，幸田浩子，森麻季，小山由美，

林美智子，佐野成宏，福井敬，堀内康雄，松位浩，

吉田都ほか／指揮：沼尻竜典／演奏：東京フィル

ハーモニー交響楽団，藤原歌劇団合唱部，二期会

合唱団，新国立劇場合唱団／音楽・伝統芸能番組

部

『平成21年度　NHK全国短歌大会』
02.07／07:00～07:59
02.13／14:00～14:59

『平成21年度　NHK全国俳句大会』
02.14／07:00～07:59
02.21／15:00～15:59

NHKとNHK学園が主催する『NHK全国短歌大

会・俳句大会』は，短歌および俳句の世界におけ

る最大級のイベントである。09年度は一般の部，

ジュニアの部を合わせ，全国から 4万首以上の短

歌作品と， 8 万句以上の俳句作品が寄せられた。

日本の歌壇・俳壇からそれぞれを代表する20人の

選者と，特選に選ばれた作者たちがNHKホール

に一堂に会した大会のもようを収録，各選者の講

評と作者の声を紹介した。／短歌大会司会：内藤

啓史アナ，小島ゆかり（歌人）／俳句大会司会：

石井かおるアナ，鷹羽狩行（俳人）／制作局（委

託管理），NED

『ぼくの絵　わたしの絵～第69回全国教育美術
展から』

02.21／16:00～17:00
12万点を超える作品が寄せられた「第69回全国

再 

再 
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教育美術展」で特選に選ばれた作品を，幼稚園・

保育所，小学校，中学校の部門別に紹介。成長に

合わせて生き生きと変化していく子どもの絵の魅

力を伝えたほか，子どもたちの個性を伸ばす優れ

た美術教育の指導法を紹介した。／出演：はな，

橋本光明，永井伸一アナ／青少年・教育番組部

『テストの花道』
02.23／19:25～19:55

放課後のクラブ活動「勉強クラブ」略して「ベ

ンブ」に集まってきた勉強が苦手な現役高校生た

ちの思考力アップを応援する番組。10年度に向け

たパイロット番組。今回は“考えるチカラ”を働

かせるための「発想の扉」を開くカギ，イメージ

マップの活用法を伝えた。／出演：所ジョージ，

城島茂，荒木美和アナほか／ソフト開発センター，

NED

『子どもサポートネット～“子育ち”を考え
る！』

02.27／20:00～21:59
幼少期，学齢期，そして社会へと巣立っていく

子どもたちが置かれている現状を取材。子どもた

ちの“育ち”が保障される社会のあり方を，担当

大臣や子どもたち，そして子どもたちを支援する

人々とともに考えた。／文化・福祉番組部

『第24回NHK能楽鑑賞会』
03.06／14:00～16:00

10年 1 月27日に横浜能楽堂で公開収録した「第

24回NHK能楽鑑賞会」のもようを紹介。／和泉

流狂言「萩大名」野村萬ほか，大蔵流狂言「柿山

伏」茂山宗
もと

彦
ひこ

・七五三
し　 め

親子，観世流能「土蜘蛛」

を“黒
くろ

頭
がしら

・ささがに”という小
こ

書
がき

（特殊演出）

で紹介，関根祥
よし

人
と

ほか／案内・副音声解説：児玉

信／音楽・伝統芸能番組部

『オーケストラ　生まれる～コバケンとその仲間
たちスペシャル2010』

03.20／15:00～16:29
“炎のコバケン”こと，指揮者・小林研一郎さ

んとその仲間たちが，10年 3 月，NHK厚生文化

事業団，NHKとともに，障害のある人とない人

がともにオーケストラの一員になって演奏すると

いうコンサートを開いた。オーケストラの結成か

ら演奏会までを，音楽家たちの心の交流を交えて

追う音楽ドキュメント。／文化・福祉番組部，音

楽・伝統芸能番組部

『おかあさんといっしょ　スペシャルステージ～
青空ワンダーランド』

03.22／09:00～10:00
さいたまスーパーアリーナで開かれた『おかあ

さんといっしょ』のステージイベント。アリーナ

中央に築かれた円形舞台，場内を練り歩くパレー

ドや気球など，アリーナという空間をいっぱいに

使い，コンサートとはまた一味違う参加型のイベ

ントのもようを中継録画して放送した。／制作局

(委託管理），NED

『発表！Nコン2010課題曲』
03.22／10:00～11:00
04.01／09:30～10:30

NHKみんなの広場ふれあいホールでの公開収

録番組。『第77回NHK全国学校音楽コンクール』

の課題曲合唱を，混声・女声など歌唱形態別に演

奏し，作詞・作曲・編曲者の曲に込めた思いを伝

えた。／出演：パックンマックン，山田賢治アナ

ほか／青少年・教育番組部

『未来の食を育てます～第39回農業賞』
03.28／20:00～21:00

先進的な農業経営を行う個人や集団を表彰する

日本農業賞。39回目を迎えた09年度は，エサの自

給とジェラート販売で小規模酪農の可能性を示し

[個人経営の部」で大賞を受賞した新潟県の酪農

家や，10年かけて新しい作物“カラーピーマン”

の産地化を成功させ「集団組織の部」で大賞を受

賞した宮崎県の専門部会，生き生きと畜産に取り

組み「食の架け橋賞」大賞を受賞した神奈川県の

高校生たちを中心に紹介。産業としての農業の可

能性を探った。／司会：阪本篤志アナ／ゲスト：

八木宏典（東京農業大学教授），押切もえ（モデ

ル），あゆか（農ドル）／リポート：内藤裕子ア

ナ／生活・食料番組部

再 
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ハイビジョン

{アートエンターテインメント　迷宮美術館』
HV 月　22:00～22:43

火　12:00～12:43
水　08:00～08:43

G 木　15:15～15:58
（セレクション）BS2 金　08:15～08:58

第 1 回03.4.26／ハイビジョンの高画質画面で名

画をじっくり味わいながら，その奥に潜むさまざ

まな謎を解き明かしていくアートクイズバラエテ

ィー番組。毎回のテーマを提示する番組冒頭の

[オープニングクイズ」，スタジオで作品や制作

過程を再現し名画の謎を発見する「今日の特別

展」，名画の裏に隠された巨匠たちの人生の謎に

迫る「迷宮伝説」の 3コーナーで構成。また，美

術館で本物の作品を前に収録を行う出張版も 7本

制作。クイズ解答者のトークを交えながら，誰に

でも親しめる絵画鑑賞法を提供した。金曜のBS2

は，HVで放送した新作から選んで，年間20本を

放送した。／出演：段田安則，住吉美紀アナほ

か／衛星放送センター，NEP

{アインシュタインの眼』
HV 日　18:45～19:29

月　11:00～11:44
木　08:00～08:44

（セレクション）BS2 金　09:00～09:44
第 1 回07.1.9／ミクロ単位の技を持つ職人や秒

速の世界でプレーするスポーツ選手，驚異の自然

現象など人の眼や耳では通常とらえることのでき

ない世界。しかし日進月歩で進化する撮影技術に

よって，こうした世界もかいま見ることができる

ようになった。 1秒間に20万コマ撮れる超ハイス

ピードカメラ，通常のカメラの400倍という超高

感度カメラ，直径わずか12ミリの超ミクロカメラ，

1,000℃以上の高温の中で撮影できるカメラ…。

こうした最新カメラの数々を駆使して，私たちの

身近にある「モノ」や「できごと」の世界を多角

的に撮影することで，時間や空間を超えて人の眼

が届かない世界へ。最新の映像世界を堪
たん

能
のう

しなが

ら不思議に迫る科学番組。BS2では秀作選を放送

した。／司会：恵俊彰，塚原愛アナ／衛星放送セ

ンター，NEP，Gメディア

{アニメ映画劇場』
土（最終）23:30～01:30

第 1 回04.4.16／ハイビジョンにふさわしい高画

質，5.1サラウンドの大作から，知る人ぞ知る隠

れた名作まで，大人の鑑賞に堪える国内外の劇場

版アニメを購入して，月 1回放送。また，ハイビ

ジョンでの放送後にBS2で随時編成した。／主な

作品：「河童のクゥと夏休み」「マインド・ゲー

ム」「風が吹くとき」「アズールとアスマール」

[EX MACHINA」「皇帝とわ・た・し」「時を

かける少女」ほか／ソフト開発センター，NEP

{アニメ　メジャー1～ 4』
土　08:00～08:50

（第 1 シリーズ）第 1 回04.11.13， 09.4.5～

6.28／（第 2 シリーズ）第 1 回05.12.10， 09.7.5

～9.27／（第 3シリーズ）第 1回07.1.6， 09.10.4

～12.27／（第 4シリーズ）第 1回08.1.5， 10.1.3

～3 .28／週刊少年誌で連載されている人気漫画

[MAJOR（メジャー）」（原作：満田拓也）をア

ニメ化。プロ野球選手の父を持つ主人公吾郎が，

事故で父を失いながらもメジャーリーグを目指し

て一歩一歩階段を上ってゆく姿を描いた長期シリ

ーズのうち第 1 シリーズから第 4 シリーズまで

を， 1日 2本ずつ放送した。／ソフト開発センタ

ー，NEP，小学館プロダクション

{ウイークエンドシアター』
土　23:00～ 3:00

第 1 回07.1.13，最終回10.3.20／ハイビジョンの

特性を生かし，高品位な映像と音声で多岐にわた

る芸術作品を総合的に紹介する番組。ミラノ・ス

カラ座公演・歌劇「ランスへの旅」，歌舞伎座さ

よなら公演「仮名手本忠臣蔵」の通し狂言，蜷川

幸雄演出[NINAGAWA十二夜」ロンドン公演

など，クラシック音楽，古典芸能，演劇公演の中

から，国際共同制作・独自収録・番組購入など，

バラエティー豊かなラインアップで放送した。／

音楽・伝統芸能番組部，NEP

{COOL JAPAN
～発掘！かっこいいニッポン』

HV 火　22:00～22:44
月　08:00～08:44

BS1 日　00:10～00:54
第 1 回06.4.5／06年度から放送を開始，日本文

化を斬
き

る外国人の新鮮な意見が好評を得て，07年

度からBS1でも毎週放送。日本人が気づかない日

本文化の魅力を，外国人が発掘する知的トークバ

ラエティー。／司会：鴻上尚史，リサ・ステッグ

マイヤー／衛星放送センター，NEP

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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{クラシック倶楽部』
HV 月～金　06:00～06:55

翌週月～金　13:00～13:55
BS2 月～木　10:55～11:50

第 1 回04.3.29／BS2の『クラシック倶楽部』と

連動して，内外の一流アーティストによる室内楽

の演奏を，高画質，高音質で放送。珠玉の名曲が

55分というコンパクト・サイズで毎日楽しめると

好評を得ている。また，モノオペラ“アンネの日

記”日本初演など，スタジオ収録も積極的に行っ

た。／音楽・伝統芸能番組部，NEP，大阪・名

古屋局など

{クラシックミステリー　名曲探偵　アマデウ
ス』

HV 日　20:00～20:44
火　08:00～08:44
土　12:00～12:44

BS2 金　08:15～08:59
G 金　15:15～15:59

第 1 回08.4.4／名曲とされる曲は，何ゆえ「名

曲」なのか。筧利夫演じる名曲探偵と黒川芽以演

じる助手が，依頼者からの求めに応じ，曲に秘め

られた絶妙な技法や作曲家の思いをドラマ仕立て

の中で解明していく。野本由紀夫玉川大学准教授

らの専門家の解説を加え，曲の実演も紹介。新趣

向のクラシック入門番組として年間30本を放送。

／衛星放送センター，NEP

{刑事コロンボ』
HV 土　18:55～20:30ほか
BS2（後期） 木　21:00～22:40ほか

第 1 回09.1.3／70年代に日本中の視聴者をとり

こにした刑事ドラマが，デジタル・リマスター版

として再登場。70年代に作られた45本の『刑事コ

ロンボ』に，90年代に作られた24本の『新・刑事

コロンボ』を加え，合計69本の作品を10年度にか

けて一気に放送。／ソフト開発センター

{こんなステキなにっぽんが』
HV 火　21:30～21:55

月　07:00～07:25
水　12:30～12:55

BS2 金　18:00～18:25
日　05:30～05:55

G 火　10:05～10:30
第 1 回07.4.14／懐かしい時代の面影を記録した

1 枚の写真を手がかりに，忘れられかけた「ステ

キなにっぽん」を見つめる紀行ドキュメンタリー。

時代の大きな変化の中，日本各地には，今も伝統

的な暮らしの知恵や地域のきずなを受け継いで生

きる人々がいる。各界で活躍する旅人が，そうし

た暮らしを訪ね，にっぽんの原風景を再発見。 6

月には 3 時間特集「やまとうみのあいだに」（6.7

／20:30～23:29）も放送した。／衛星放送センタ

ー，NPN

{週刊　日本の名峰』
HV 木　12:00～12:20
E 水　14:30～14:50

土　05:00～05:20
第 1 回06.10.15／日本を代表する山岳の魅力を

珠玉のハイビジョン映像で紹介した『週刊　日本

の名峰』全52回のアンコールシリーズ。これまで

放送した46の山だけでなく，特集として，花や空

撮の映像を 6本にまとめた。四季折々の山岳風景

にダイナミックな空撮や精度の高いCGが加わり，

まるで山登りをしているような体感を得られる番

組として視聴者の高い支持を改めて集めた。メデ

ィアミックスを積極的に行い，DVDブック（全

9 冊）や番組素材を利用した大型商品（全10巻）

を発売するなどマルチ展開を行った。（全52回）

／ナレーター：明石勇・闍橋美鈴・古屋和雄・礒

野佑子アナ／衛星放送センター，Gメディア

{証言記録　兵士たちの戦争』
土（最終）08:00～08:44

金　16:00～16:44
第 1 回09.4.25／08年度まで特集番組として20本

制作の後，09度より定時番組化された。戦後64年

が過ぎ，日中戦争や太平洋戦争の貴重な戦場体験

を持つ元日本兵の大半は，80代半ばを越えようと

している。全国のNHK各局が制作に参加し，こ

の数年が話を聞く最後の機会だと考えられる元兵

士たちに取材を敢行。彼らの証言を網羅的に収

集・記録した。2011年（太平洋戦争開戦70年）に

アーカイブス化を目指す「NHK戦争証言プロジ

ェクト」の基幹シリーズ番組。／衛星放送センタ

ー，大型企画開発センター，NEP，NED

{シリーズ土曜ドラマアンコール』 新
水　18:00～18:58

視聴者からのリクエストが多いドラマのアンコ

ール放送。

「ジャッジ～島の裁判官奮闘記」 04.01～04.29

本放送 07年10月 6 日～11月10日（ 5回）

「ジャッジⅡ～島の裁判官奮闘記」
05.06～06.10

本放送 08年10月25日～11月22日（ 5回）

「マチベン」 06.17～07.29

本放送 06年 4 月 8 日～ 5月13日（ 6回）

「新マチベン～オトナの出番」 08.05～10.07

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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本放送 07年 6 月30日～ 8月 4日（ 6回）

「広島発ドラマ　火の魚」 10.14

本放送 09年 7 月24日（ 1回）

「リミット～刑事の現場2」 10.21～11.18

本放送 09年 7 月11日～ 8月 8日（ 5回）

「ウォーカーズ～迷子の大人たち」
11.25～12.16

本放送 06年11月11日～12月 2 日（ 4回）

「フルスイング」 10.1.6～02.10

本放送 08年 1 月19日～ 2月23日（ 6回）

「監査法人」 02.17～03.24

本放送 08年 6 月14日～ 7月19日（ 6回）

／ドラマ番組部

{新　漢詩紀行』 新
月～金　07:25～07:30

土　06:00～06:25，（翌週）01:30～01:55
第 1 回09.3.30，最終回09.9.18／千年を越えて日

本人に広く親しまれてきた漢詩。杜甫，李白，白

楽天など人気の漢詩を，送別，交友，望郷，自然，

戦乱など25のテーマに分け，詩の内容や背景，詩

人の生涯などとともに紹介した。週末は“余話”

として，監修の中国文学者・石川忠久さんが出演

し漢詩にまつわるエピソードを語った。年度後期

は再放送。（全125回）。／朗読：加藤剛（中国

語：賀蘭）／語り：松岡洋子／テーマ曲：広瀬香

美／タイトル画：王子江／制作：アジア・コンテ

ンツ・センター（予約購入）／ソフト開発センタ

ー

{世界ふれあい街歩き』
HV 木　22:00～22:44

金　08:00～08:44
G 金　22:45～23:29

第 1 回05.3.29／ハイビジョンの映像特質を生か

し，徹底的に「街の歩き方」にこだわる新感覚紀

行番組。特殊機材による滑らかな移動映像で街の

路地を歩く手法を貫いた。まるで自分が現地を歩

いているかのような映像から，人々との会話や感

情，その街ならではのたたずまい，暮らしに触れ

る感覚を味わえるよう，「名所訪問」などを極力

避け「路地歩き」に比重を置いた。09年度は欧州

の人気都市に加え，中国・中南米の街も取り上げ

た。総合テレビでの放送も反響を呼び，夜間の定

時番組として定着した。／テーマ音楽：村井秀清

／衛星放送センター，NEP

{蒼穹の昴』 新
土　22:00～22:43

第 1 回10.1.2／浅田次郎の小説「蒼穹の昴」を，

実物大の紫禁城セットを舞台に完全ドラマ化した

壮大な歴史絵巻。西大后役に田中裕子を起用。オ

ール中国ロケによる日中共同制作ドラマ。／制

作：アジア・コンテンツ・センター（予約購入）

／ソフト開発センター

{双方向クイズ　にっぽん力』
HV・BS2 土（最終）22:00～23:30

第 1 回08.4.26，最終回10.3.27／お茶の間からテ

レビのリモコンや携帯電話でクイズに参加するこ

とで，ひとりひとりの点数や全国順位がわかり，

ゲストと成績を競ったり，携帯メールでスタジオ

トークに参加できる，デジタルテレビ時代を先取

りした「未来型ファミリークイズ番組」。09年 9

月には，さいたま市の鉄道博物館から「鉄道スペ

シャル」を放送，9,000人近い視聴者がクイズに

参加した。また，10年 1 月末には「オリンピッ

ク」をテーマにクイズを出題するなど，旬の話題

のクイズを通して，日本の魅力を再発見した。／

司会：地井武男，江崎史恵アナ／衛星放送センタ

ー，NEP

{にっぽん釣りの旅』
HV 金　18:30～18:54

水　07:00～07:24
木　12:20～12:44

BS2 土　08:00～08:24
（前期） 木　23:45～00:09
（後期） 土　17:00～17:24

G 火　10:30～10:54
第 1 回03.4.3／多彩なゲストが全国各地の海や

川，湖沼を訪ね，地元の名人のいざないで釣りに

挑戦。地域色あふれる釣りの「技」「道具」「知

恵」に触れる。名人の技や釣り場の紹介などで，

愛好家に新たな発見を伝えるとともに，釣り人の

人間性，釣りをする場所の魅力も伝える旅番組で

もある。初心者や，釣りに関心が少ない人たちに

も楽しんでもらえる番組。／衛星放送センター，

NEP

{猫のしっぽ　カエルの手～京都大原　ベニシア
の手づくり暮らし』 新

HV 日　19:30～19:59
水　12:00～12:29，21:30～21:59

BS2 土　23:00～23:29
第 1 回09.4.5／京都・大原に住む英国人女性の

ベニシアさんは，築100年の古民家で日本の知恵

を生活に取り入れながら，200種類以上栽培して

いるハーブを使って，人と自然に優しい暮らしを

実践している。自身が英語で語る“ダイヤリー”

“エッセー”と，役立つレシピ，隣人たちの交流

を，四季の移ろいの中に織り込んで描く，癒やし

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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感覚あふれる番組。（全30回）。／語り：山崎樹

範／音楽：川上ミネ／制作：NEP，テレコムス

タッフ（共同制作）／ソフト開発センター

{熱中時間～忙中“趣味”あり』
HV 日　21:00～21:44

月　12:00～12:44
BS2 土　18:00～18:44
G （15分版）水 22:45～23:00
BS2（15分版）土 07:30～07:45

第 1 回04.4.17，最終回10.3.28／コレクション，

創作，スポーツ，調査など，ジャンルを越えて

“ちょっと変わった”趣味に深く打ち込む人＝

[熱中人」を紹介。熱中人に密着したVTRパー

ト「熱中ドキュメント」と，レギュラー出演者と

のトークを交えながら熱中人の魅力に迫るスタジ

オパートの 2 部構成。これまでに500人を超える

熱中人が登場した。多様化して細分化した世界に

誇るニッポンの趣味の世界。その趣味の世界を紹

介するだけでなく，熱中人の“のめり込みぶり”

を徹底的に取材。その生き方・人生にも注目した。

実は身近に潜んでいる趣味世界の扉。人間にとっ

てホントに豊かな時間とは何なのかが，そこから

見えてくる。「熱中ドキュメント」を再構成した

15分版の『熱中時間』をG，BS2でも毎週放送。

／司会：薬丸裕英，井上あさひアナ／出演：石井

正則，藤岡弘、，黒崎政男，名越康文，平山あや，

大山顕ほか／衛星放送センター，NEP

{ハイビジョンアニメシリーズ』
火～金　19:00～19:50

高画質・高音質のハイビジョンへの新規視聴者

の誘導を狙い，NHKが制作，購入した高品質ア

ニメを，新作と交えてゾーン編成を行った。目玉

は新作の「スター・ウォーズ／クローン・ウォー

ズ」（22本）。このほか「精霊の守り人」「火の

鳥」「ふたつのスピカ」「スポンジ・ボブ」「名探

偵ポワロとマープル」「無人惑星サヴァイヴ」「カ

ードキャプターさくら」「アリソンとリリア」「電

脳コイル」「今日からマ王！」「彩雲国物語」など

のラインナップで放送した。／ソフト開発センタ

ー

「スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ」
新

火　19:00～19:23
第 1 回09.3.31，最終回09.9.8／「スター・ウォ

ーズ」シリーズの，「エピソード 2 ／クローンの

攻撃」と「エピソード 3／シスの復讐」で少しだ

け描かれた戦いが，本シリーズの舞台。共和国を

崩壊させるため，元ジェダイ・マスターのドゥー

クー伯爵は，冷酷な暗殺者アサージ・ヴェントレ

スや，サイボーグのグリーヴァス将軍を使ってさ

まざまな陰謀を画策する。対する共和国は，ジェ

ダイが率いるクローン兵団を投入。銀河各地での

戦いは熾
し

烈
れつ

を極めていた…。／監督：デイブ・フ

ィローニ／製作：ルーカスフィルム・アニメーシ

ョン／ソフト開発センター

{ハイビジョン時代劇／西部劇シネマ』 新
日　13:00～15:00

第 1 回09.4.5，最終回10.3.14／日曜午後に時代

劇・西部劇に特化した映画枠を編成。時代劇は19

本編成。「宮本武蔵 5 部作」（4.5～26），「大菩薩

峠 3 部作」（6.7～21），「真剣勝負」（8.23），「雪之

丞変化」（11.15），「眠狂四郎シリーズ」（2.14～

3.7）などを放送。また，亡くなった南田洋子さ

んをしのび「幕末太陽傳」（12.20），藤田まこと

さんをしのび「必殺！Ⅲ・裏か表か」（3.14）を

放送した。西部劇は，「捜索者」（5.10），「ワーロ

ック」（7.5），「血と怒りの河」（8.2），「荒野の 1

ドル銀貨」（10.11），「エル・ドラド」（11.29），

[ヴェラクルス」（1 . 2 4），「OK牧場の決斗」

(2.7）など21本を放送した。／ソフト開発セン

ター，NEP

{ハイビジョン　スーパーゴルフ』
HV 土　07:00～07:25
BS1（ 4 ～10月）日　07:10～07:35
（11～ 3 月）日　05:10～05:35

日　17:10～17:35
第 1 回03.4.4，最終回10.3.28／ワンランク上を

目指すゴルファーのためのレッスン番組。「今田

竜二のUSAテクニック」を12本放送。再放送枠

では，「水巻善典・全
ジョン

美貞
ミジョン

ゴルフスイングの真

実　これが分かればうまくなる」「マッシー倉本

のチャンピオンズゴルフ　90を切ろう」を加えて

放送した。／衛星放送センター，NED

{ハイビジョンステージ』
土　09:00～12:00

第 1 回05.4.8，最終回10.3.13／歌舞伎などの古

典芸能，華やかな宝塚歌劇団の公演，注目の商業

演劇や現代演劇など，話題の舞台を厳選して送る

劇場中継番組。週末の朝にふさわしいバラエティ

ーに富んだ舞台をハイビジョンの高画質で提供し

た。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{ハイビジョン特集』
土　20:30～21:59
日　22:00～23:29
金　22:30～23:59
日　16:30～17:59再 

再 

再 
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第 1 回04.3 .29／NHK，制作プロダクション，

国内外を問わず優れた番組制作者たちが，89分

(ときに109分）という長時間の放送枠を生かし

て，ダイナミックに描きあげる本格的ドキュメン

タリー番組。ハイビジョンの高品質な映像を意識

して企画制作される，ハイビジョン放送の中核ソ

フトである。09年度は，午後 8時台に自然，歴史，

紀行，人物を扱う定時枠『プレミアム 8』が新設

されたことから，よりドキュメンタリー色の濃い

作品を中心に制作した。総合テレビ『ワンダー×

ワンダー』の迫力ある映像を中心に再構成したマ

ルチユース番組も編成した。さらに，世界の放送

機関とのネットワークを生かした国際共同制作番

組や海外の秀作ドキュメンタリーを『ハイビジョ

ン特集　フロンティア』として放送した。以下，

各月別に主なシリーズ，単発作品を掲載する。

4月：シリーズ「黄土の大地を走る～村医者・

父と子の物語」「郵便配達　山里を行く～中国・

雲南省の春」「驚異の結晶洞窟
くつ

」「津軽　雪の里」

5月：シリーズ「教皇の美術館　バチカンの至

宝」，シリーズ「決定版　にっぽん巡礼」「よみが

える信仰の殿堂～西本願寺御影堂～大修復完成」

6 月：「イブ・サンローランの革命」「エンジ

ェル、偵察せよ～ブラジル富裕社会の闇」「時道
タイム

中江戸芝居
トラベルえどしばい

」「アンデス　天空の鐘」

7 月：シリーズ「エジプト発掘（国際共同制

作）」「物理学者　がんを見つめる　戸塚洋二　最

期の挑戦」「封印された瞬間～四川大地震博物館

遺品は語る」

8月：「少女たちの日記帳　ヒロシマ昭和20年

4 月 6 日～ 8 月 6 日」「渡辺謙　アメリカを行く

星条旗の下に生きたヒバクシャたち」「エトワー

ル　最後の60日～密着マニュエル・ルグリのバレ

エ人生」

9月：シリーズ「世界遺産　西本願寺　10年大

修復を追う」，「追憶～ブルゴーニュ　小さな村の

がらくた市」「上原多香子　トルコ・ベリーダン

スの心にふれる」

10月：「瓦と砂金～働く子供たちの13年後」

[アニメ青春時代　夢に挑んだ男たち」「上海的
しゃんはいの

蜘蛛人
スパイダーマン

」

11月：「最後の帰郷～旧満州開拓団　姉妹の69

年」「世界絶叫マシン紀行」「素数の魔力に囚
とら

われ

た人々」

12月：「“津軽”～生誕100年　太宰治と故郷」

[太宰治“人間失格”裁判」「真珠湾の謎」「零戦

～栄光と悲劇の航跡」

1月：シリーズ「東京モダン」，「金メダルを決

める一瞬」「贋
がん

作の迷宮～闇にひそむ“名画”」

2月：「60万人の帰省ラッシュ～ブラジル・長

距離バスターミナル」「命の一滴　いただいて」

[羽田空港大百科A to Z」

3 月：シリーズ「FROM EDGE」，「鬼太郎

幸せ探しの旅～100年後の遠野物語」「世紀の大発

見　謎の小型人類」

／編成局，制作局，報道局，国際放送局，各地域

局，NEP，NED，Gメディアほか

{ハイビジョンふるさと発』
土　08:00～08:43
金　16:00～16:43

第 1 回04.4.16，最終回10.3.22／今なお日本各地

には，知られざる風俗習慣が残り，そこには魅力

的な人びとが暮らしている。その現在の息吹を，

ハイビジョン映像で伝える番組。NHKの地方放

送局各局の競作で制作。／衛星放送センター

{ハイビジョンプレミアムシネマ』 新
（月 1回）金　21:00～00:00

第 1 回09.4.3，最終回10.3.5／週末に長編映画を

編成。「荒野の七人」（4.3），「シービスケット」

(5.1），「マスター・アンド・コマンダー」（7.3），

[ビルマの竪琴」（8.14），「ベン・ハー」（9.25），

[ニュー・シネマ・パラダイス　完全オリジナル

版」（10.2），「ラストエンペラー　ディレクター

ズカット版」（12.25），「未知との遭遇　ファイナ

ル・カット版」（1 . 8），「インサイド・マン」

(3.5）など15本を放送した。／ソフト開発セン

ター，NEP

{「風林火山」アンコール』 新
火　18:00～18:45

第 1 回09.3.31，最終回10.3.23／大河ドラマ『風

林火山』を再放送。本放送は07年 1 月 7 日～12月

16日（50回）。／ドラマ番組部

{ふるさとから，あなたへ』
月～木　16:00～17:00
火～金　01:00～02:00

第 1 回08.4.2／地域向けに放送されたハイビジ

ョン番組を全国に発信する地域番組アワー。紀行

番組をはじめ，地域の文化・歴史や芸能に焦点を

当てた番組などを紹介し，地域文化の多彩さやふ

るさとの魅力を伝えた。／プライムH「とこと

ん！ふるさとステージ～札幌市」（3.30），ワンダ

フル東北「厳冬　火の光景を訪ねて」（4.6），ふ

るさと発スペシャル　あいたい「空の達人～桂文

珍・広島へ」（6.3），金とく「神宝～1300年受け

継がれる・技と心」（7.7），かんさい特集「甲子

園球場物語～85年の歴史探検」（8.5），四国スペ

再 

再 
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シャル「贈られた言葉～正岡子規と秋山真之　交

流の記録」（11.16），金曜茨城スペシャル「大人

のためのナットウ講座」（12.1），九州沖縄スペシ

ャル「自慢の鍋でいざ勝負～宮崎　ふるさとの味

探し」（1.14）など／編成センター

{プレミアム8』 新
月～木　20:00～21:29
金　　20:00～20:59
月～木　14:00～15:29
金　　14:00～14:59

土　　13:00～15:59，16:30～17:29
日　　10:00～12:59

第 1 回09.3.30／曜日ごとにさまざまなジャンル

のシリーズ番組を編成する大型定時番組。

(月）：自然

{ワイルドライフ』 新
月　20:00～21:29
日　11:30～12:59
月　14:00～15:29

第 1 回09.3.30／本格派自然番組。最新の機材を

駆使し，長期の取材でとらえた極上の映像と臨場

感あふれる音で大自然の素顔に迫った。知られざ

るアフリカやヨーロッパの自然シリーズ，絶滅に

ひんしている動植物の実態とそれらを救おうと奔

走する専門家なども積極的に取り上げ，壮大な絶

景や生命の世界を描いた。／科学・環境番組部，

NEP

(火）：文化・芸術

第 1 回09.3.31／今までにないユニークな視点と

斬
ざん

新な演出で，文化・芸術・歴史を巡る壮大な世

界に迫る大型特集番組のシリーズ。名作ミステリ

ー作品を次々と生み出した作家たちにスポットを

当てた「偉大なるミステリー作家たち」や，歴史

に名を残す芸術家たちを最新の研究と独自の視点

で解明していく「巨匠たちの肖像」など，さまざ

まな文化・芸術の魅力を深く広く楽しく伝えてい

くことを目指した。ほかに「“皇帝”たちの野

望」「華麗なる宮廷の妃たち」「世界史発掘！時空

タイムス編集部」「伝統芸能の若き獅
し

子
し

たち」「城

王たちの物語」の各シリーズを放送。／衛星放送

センター，NEP，NED

(水）：紀行

第 1 回09.4.1／ハイビジョンらしい，ダイナミ

ックかつ本格的な紀行番組の枠として始まった。

個性的な旅人が世界で一番の町や村に行き，地球

の多様性と人間のすばらしさを発見する「世界一

番紀行」，各界のエキスパートがその分野の殿堂

や聖地を訪ね，エッセンスを学び取る「夢の聖地

へ」，世界のさまざまな地域に根づく稲作文化を

見つめ，人類と食のかかわりを描く「コメ食う

人々」など， 4～ 5本のシリーズを月間編成で放

送した。／衛星放送センター，NEP，NED，Gメ

ディア

(木）：人物

{100年インタビュー』
（月 1回）木　20:00～21:29

第 1 回07.4.12／各界で活躍する第一人者に，時

代を切り開く人生哲学や，未来へのメッセージを

じっくりと語ってもらう90分。混迷深まる今の時

代への提言だけでなく，100年後の人たちにも聞

いてもらえる番組を目指している。ゲストとアナ

ウンサーの「真剣勝負」を，大型スクリーンとク

レーンカメラを駆使してとらえた。09年度は，初

の海外ロケを行い，指揮者・小澤征爾に，音楽監

督を務めるウイーン国立歌劇場でインタビューし

た。12月には，ゲストが残した「珠玉のことば」

を振り返るスペシャル版を放送。／ 4月：立川談

志， 5月：岸惠子， 6月：小澤征爾， 8月：柳田

邦男， 9月：蜷川幸雄，10月：金子兜太，11月：

船村徹， 2月：蓮池薫， 3月：大江健三郎／アナ

ウンス室

(木曜はこのほかに『未来への提言』『知る楽イ

ンタビュー』も放送した。）

(金）：エンターテインメント

{SONGSプレミアム』 新
金　20:00～20:59
金　14:00～14:59
土　16:30～17:29

第 1 回09.4.3／07年より総合テレビで放送して

きた『SONGS』から選
よ

りすぐりの回を 1 時間バ

ージョンに再構成し，未公開映像や最新情報も交

えて，HVならではの豪華感で送る音楽番組。／

出演：竹内まりや，松任谷由実，闍橋真梨子，忌

野清志郎，矢沢永吉，さだまさし，美輪明宏，中

森明菜，絢香，松田聖子ほか／エンターテインメ

ント番組部

(金曜はこのほかに『どれみふぁワンダーラン

ド』も放送した。）

{ワールド・プレミアム・ライブ』
日　23:30～00:59

第 1 回07.1.12，最終回10.3.28／ハイビジョンで

制作された海外のトップアーティストによる最新

ライブを紹介する番組。ビートルズの作品が録音

されたことで有名なアビーロードスタジオでのラ

イブや，ポリス，マドンナ，マイケル・ジャクソ

ンらのライブを放送した。／ソフト開発センター，

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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NEP

{わたしが子どもだったころ』
HV 水　22:00～22:44

金　12:00～12:44
G 月　00:10～00:54

第 1 回07.1.10／著名人の子ども時代を，本人の

語りとドラマによって描き出していく番組。著名

人は，その原点ともいえる子ども時代をどのよう

に過ごしたのか。当時の子どもの世界とはどんな

社会だったのか。そして周囲の大人たちは，子ど

もにどのように接していたのか。当時のエピソー

ドをふんだんに盛り込みながら，情感豊かに描い

ていく。／衛星放送センター，NEP

{ロックの学園2009』
04.27～29／23:00～00:29

神奈川県三浦市にある旧県立三崎高校。 5年前

に学校統合で廃校になったが，校舎や体育館はほ

ぼそのまま残され，映画のロケなどで使われてい

た。その学校を全面的に借り切り，09年 3 月20日

から22日の 3日間行われたのが音楽イベント『ロ

ックの学園2009』である。体育館ではスガシカオ，

斉藤和義などのライブコンサート，校舎内で人気

ミュージシャンによる「ロックの授業」，バンド

コンテストや展示・楽器スクールなどさまざまな

展示やコンテンツが教室を埋め，中庭では特設ス

テージでのインディーズライブなどが繰り広げら

れた，まさにロック一色の“大学園祭”だった。

そのもようを 3日間にわたり紹介した。／製作：

ロックの学園実行委員会／ソフト開発センター

{BS20周年関連企画　歌舞伎名舞台』
05.03／21:00～01:35
05.04／22:00～23:21
05.05／22:00～23:56
05.06／22:00～23:30

衛星放送開始20年にちなみ，第一線で活躍する

人気歌舞伎俳優の舞台を 4日間連続で放送。ハイ

ビジョンならではの映像美と臨場感で，歌舞伎の

魅力を余すところなく伝え，豪華なラインナップ

も好評を博した。／通し狂言「競伊勢物語」市川

猿之助，市川右近ほか／「平家女護島　俊寛」松

本幸四郎ほか／「口上」「一條大蔵譚」中村勘三

郎，片岡仁左衛門，坂東玉三郎，中村雀右衛門ほ

か／「極附幡随長兵衛」市川團十郎，中村魁春，

坂東三津五郎，河原崎権十郎ほか／音楽・伝統芸

能番組部

{連続ドキュメンタリーEXIT アメリカ更生学
校の10週間』

HV 05.07～07.09／23:00～23:25
07.06～08／23:00～00:15
08.23／08:50～13:00

E 08.11～15／01:10～02:00
アメリカ教育界で注目を集めた公立「更生」学

校の10週間（＝ひとりの少年の平均的更生期間）

を取材したドキュメンタリー。 1回の放送ではな

く，少年の更生期間と同様の10週にわたり連続放

送するというテレビドキュメンタリーとして新し

い放送形態を試みた。（教育テレビでは夏休みに

5 夜連続 2 回ずつ放送）。番組ホームページで視

聴者の感想を毎週掲載し視聴者の声を毎回の編集

に反映させた。教育関係者および中高生の関心が

高かった。／ソフト開発センター，NED，ドキ

ュメンタリージャパン

{街道てくてく旅　山陽道～大宰府から平城京
へ』
HV・BS2 05.11～07.03，09.28～11.13

／08:00～08:15
HV 05.11～07.03，09.28～11.13／22:45～23:00
BS2 05.11～07.03，09.28～11.13／19:45～20:00
「歩くことで見えてくるニッポン」をコンセプ

トに全国各地の街道を歩きながら，「出会いと触

れ合い」を深めていく生中継シリーズ。09年度は

山陽道800キロを九州太宰府天満宮から奈良平城

宮跡まで旅した。一日の旅をコンパクトにまとめ

たVTRのほか，宿駅など生中継を行った場所の

祭りや名産品などを紹介した。各回，地元ケーブ

ルテレビ局のリポーターを中継MCに起用してBS

普及に貢献。／旅人：原田早穂（北京オリンピッ

ク　シンクロ銅メダリスト）／衛星放送センター

{ガリレオもびっくり！ハイビジョン宇宙館』
06.01／20:00～23:00

BS開局20年，ガリレオ生誕400年にあたり，ハ

イビジョンカメラが記録してきた宇宙の神秘を紹

介する長時間特集番組。天文学の父ガリレオが，

望遠鏡で初めて夜空を見上げてから400年。ガリ

レオが発見したさまざまな宇宙の真実を，ハイビ

ジョンで追体験する。高感度ハイビジョンカメラ

を使った佐賀県立宇宙館からの星空の生中継を交

えて，月から惑星，恒星，そして何万光年の宇宙

に広がる星雲の姿まで，NHKのアーカイブに蓄

積された，まさにガリレオもびっくりの映像で味

わう宇宙旅行気分。／出演：中山エミリ，夢枕獏，

田中直樹（ココリコ），斉藤慶子，篠原ともえ，

渡部潤一ほか／衛星放送センター，NED

再 
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{ハイビジョン特集～秩父山中　花のあとさき～
ムツばあさんのいない春』

07.20／07:45～08:59
埼玉県秩父の山あいの村。そこで故・小林公

一・ムツさん夫妻は先祖代々の山の畑をひとつひ

とつ閉じながら，20年近く花を植えていた。09年

春，2人のいなくなった畑に花が咲き誇っている。

集落の人々が，ムツさんが残した花の手入れを続

けてきたからだ。ムツさんの思いと，それを守ろ

うとする人々の姿を描いた。／語り：長谷川勝

彦／ソフト開発センター

{あべ一座旗揚げ公演～あべ上がりの夜空に』
HV 08.07／20:00～21:30
BS2 08.29／21:00～22:30

若者に最も人気がある構成作家・演出家・映画

監督の宮藤官九郎が，芸能界から一般まで「あべ

さん」を集めて一座を結成。宮藤官九郎が番組の

ために書き下ろした，一夜限りの旗揚げ公演のも

ようをたっぷりと届けた。NHKホールにて収

録／構成・演出：宮藤官九郎／音楽：阿部義晴

fromユニコーン／出演：阿部サダヲ，阿部力，

あべ静江，あべこうじ，安倍麻美，阿部寛，アベ

ディーン・モハメッド，田辺誠一，全国のあべさ

ん／総合司会：阿部渉アナ／エンターテインメン

ト番組部，NEP

{あなたが選ぶ　スペイン・ポルトガル絶景30』
08.17／20:00～22:00
08.29／11:00～13:00

“あなたが選ぶ絶景”シリーズ，情熱のスペイ

ンと哀愁のポルトガル編。アルハンブラ宮殿，フ

ラメンコ巡礼からリスボン市電の旅まで，思わず

息をのむ雄大な景観・美しい町並みに溶け込んだ

歴史ある建築物を視聴者からの投票でランキン

グ。旅の思い出のお便りを紹介しながらハイビジ

ョンならではの絶景を伝えた。／出演：伊武雅刀，

安野光雅，千足伸行，壇ふみ／語り：藤井克典・

鎌倉千秋アナ／声：武虎，佐竹海莉／衛星放送セ

ンター，NEP

{ファッショニスタ・ビス』
{ファッショニスタ』

（ビス）08.17～20／22:00～22:24
09.26／16:30～17:19
09.27／15:15～16:04

（秋冬） 08.29／15:00～16:29
（ビス）02.15～18／23:10～23:34
（春夏） 0  2.21／15:00～16:29

世界最先端のファッションをハイビジョンの美

しく鮮明な映像で見せる『ファッショニスタ』シ

リーズ。 4夜連続の『ファッショニスタ・ビス』

では，ニューヨーク・ミラノ・パリ（プレタポル

テ），パリ（オートクチュール）の各コレクショ

ンを，周辺情報も交えながらマガジン形式で紹介。

89分の『ファッショニスタ』では， 4つのコレク

ションすべてを，臨場感あふれる映像でたっぷり

と紹介。秋冬と春夏，年に 2回の特集として放送

した。／制作：インファスドットコム／ソフト開

発センター，NEP

{あなたが選ぶ　ドナウ川絶景30』
08.18／20:00～22:00
08.29／13:00～15:00

“あなたが選ぶ絶景”シリーズ，ヨーロッパの

大河ドナウ川を巡る旅。ドイツに始まりチェコ，

ハンガリー，ブルガリア，河口のルーマニアなど

の絶景を視聴者からの投票でランキング。 2人の

女性音楽家が流域の古城・渓谷・自然を訪ね，ド

ナウが育
はぐく

んだ芸術・文化の魅力を伝えた。／出

演：西村由紀江，幸田浩子，池内紀，織作峰子／

語り：杉浦隆・鎌倉千秋アナ／声：堀秀行，金月

真美／衛星放送センター，NEP

{ハイビジョン特集～エトワール　最後の60日
密着マニュエル・ルグリのバレエ人生』

08.21／20:00～23:00
12.19／23:00～02:00

世界屈指のバレエ団，パリ・オペラ座バレエの

エトワール（最高位のダンサーの称号），マニュ

エル・ルグリ（45歳）が，完璧
ぺき

なテクニックと繊

細な表現力で圧倒的な存在感を示す中，09年 5 月

に定年のためパリ・オペラ座を引退した。09年 3

月から 5月15日の引退公演まで，ルグリのオペラ

座での最後の日々に密着し，過酷なレッスンや若

手の指導など，知られざるエトワールの日常を紹

介。全身全霊を込めた引退公演に向けての舞台裏

のドラマをつぶさに伝えるドキュメンタリーを，

パリ・オペラ座と国際共同制作。また，ドキュメ

ンタリーに続いてパリ・オペラ座バレエ団公演，

マニュエル・ルグリ主演によるバレエ「ドン・キ

ホーテ」をノーカット放送。／音楽・伝統芸能番

組部

{史上最大のお笑いフェス’09夏』
HV 08.23／15:00～17:59
BS2 08.29／13:30～16:29

09年 7 月18日から 3日間にわたって幕張メッセ

(千葉市）で開催された史上最大の笑いの祭典

[LIVE STAND09」。総勢600人のお笑い芸人

が出演， 6万人の観客を集めた。番組は， 3日間

のイベントを 3時間に凝縮！芸人たちの爆笑ネタ

再 

再 

再 

再 

再 
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はもちろん，新喜劇，若手とベテランの爆笑対談，

出演者たちで盛り上がる楽屋リポートなど，盛り

だくさんの内容で放送した。／エンターテインメ

ント番組部，NEP

{ドキュメント　夏・東京湾岸 4 ストーリーズ
～お台場　島びとたちの物語』

08.28／23:00～23:20
09.02／14:00～14:20

年間 4千万人が訪れるレジャースポット，お台

場には，数千人の人々が暮らす新しい街としての

顔がある。外国人留学生1,000人が住む巨大な寮

に最近引っ越してきたブラジル人チアゴ。お台場

の住人たちの暮らしを撮る写真家・真島香さん。

住民が集まれる場所を作ろうと，おでん屋を開い

た仲岡隆さんなどの姿を通して，新しい街に生ま

れた人々のつながりを描いた。／語り：荒川

良
よし

々
よし

／制作局

{ドキュメント　夏・東京湾岸 4 ストーリーズ
～どうしても“工場萌え”』

08.28／23:20～23:40
09.02／14:20～14:40

戦後日本の高度経済成長を支えてきた湾岸の工

場群。今，その景観の美しさに惹かれ，工場地帯

を訪れる人が増えている。かつては公害のイメー

ジと結び付けられた風景に，人々は何を見出すの

か。写真集「工場萌え」の著者・石井哲さんが主

宰するツアー， 1人工場で歌うミュージシャンな

ど，湾岸のテクノスケープに魅せられた人々を追

う。／制作局，文化・福祉番組部

{ドキュメント　夏・東京湾岸 4 ストーリーズ
～大井競馬場通り　おふくろの味』

08.28／23:40～00:00
09.02／14:40～15:00

変貌
ぼう

著しい湾岸の一角。大井競馬場通りに，20

年以上前から変わらぬたたずまいの店がある。佐

川秋康さん，みつ江さん夫妻が経営するラーメン

屋には，夏のナイター競馬の開催日，馬券を手に

テレビでレースを観戦する常連客が集まる。湾岸

の小さなラーメン屋を舞台に繰り広げられる一喜

一憂の物語を見つめる。／語り：国井雅比古ア

ナ／制作局

{ドキュメント　夏・東京湾岸 4 ストーリーズ
～ミッドナイト　パーティー＠新木場』

08.29／00:00～00:20
09.02／15:00～15:20

毎週末，新木場のライブイベントスペースに数

千人の若者が集まる。深夜から夜明けまで続く国

内最大規模のクラブイベントだ。「ここには奇跡

の瞬間が訪れる」というDJ，DAISHI DANCE。

[自分が一番輝ける時」だという，元世界チャン

ピオンのポールダンサー・REIKOさん。クラブ

イベント初体験の社会人 1年生など，深夜の湾岸

に集まる人々の姿を描く。／語り：森岳志／制作

局，青少年・教育番組部

{登川誠仁“伝説のライブ”～沖縄民謡スーパー
スターの競演』

08.30／11:30～12:59
沖縄民謡界をリードしてきた「至宝」登川誠仁

に加え，大城美佐子，知名定男，大工哲弘といっ

た大御所たちが史上初めて同じステージに立ち，

大阪・東京・沖縄を巡った，豪華ライブツアーに

密着。新旧織り交ぜた沖縄民謡のベスト版的選曲

に加え，戦前に行われていた三線遊びも再現し，

日本全国に根強いファンがいる沖縄民謡の歴史と

今のすべてがわかる舞台の熱気を伝えた。／沖縄

局

{ジャパンカップ2009 チアリーディング日本
選手権大会』

HV 08.30／16:00～17:15
BS1 09.05／15:10～16:00

09.06／00:10～02:00
チアリーディング日本選手権大会は，地方予選

を勝ち抜いた全国各チームが， 8月最終週の 3日

間，国立代々木競技場第一体育館で日本一を目指

す大会。NHKは90年の第 4 回大会から放送して

きた。09年度は，大会最終日，高校・大学の各部

門の決勝戦を生放送。また，BS1の再放送では，

社会人部門の決勝戦も含めて放送した。／衛星放

送センター

{サイトウキネンフェスティバル松本　2009小
澤征爾』

09.06／16:00～18:00
12.31／07:30～09:20

毎年 8月から 9月初旬にかけて，日本中の音楽

ファンの注目の的となる「サイトウキネンフェス

ティバル松本」。小澤征爾指揮，サイトウキネン

オーケストラのオーケストラ・コンサートを長野

県松本文化会館から生中継。／曲目：ブラームス

作曲「交響曲第 2番ニ長調」ほか／ゲスト：藤原

浜雄（バイオリン奏者），諸石幸生（音楽評論

家）／司会：闍橋美鈴アナ／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

{TOKYO REAL FASHION 2009 秋冬』
HV 09.19／20:30～22:29
BS2 09.24／21:00～22:59

若い女性に大人気のファッションイベント

再 

再 

再 
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[TOKYO GIRLS COLLECTION」のもようを

丸ごと伝える長時間番組。東京のブランドが発信

する安くてオシャレなふだん着，リアルクローズ

を人気のトップモデルがまとう華やかなショー

は，全ブランド・全ポーズを漏れなく紹介。ショ

ーの裏方や全国から来場する若い女性のファッシ

ョンも取材し，日本の女の子のエネルギーを伝え

た。／司会：クリス・ペプラー／衛星放送センタ

ー

{サマーピクニック　フォーエバー　in つま
恋』

9.20／13:00～18:00，18:45～20:00
南こうせつが長年手がけてきた夏の野外音楽イ

ベント「サマーピクニック」。静岡県つま恋で行

われたコンサートのもようを 7時間弱にわたり生

放送。団塊の世代を中心に大きな反響を呼ん

だ。／出演：南こうせつ，松山千春ほか／エンタ

ーテインメント番組部，NEP

{落語家　桂枝雀の世界』
09.23／15:00～20:00

落語家・桂枝雀没後10年・生誕70年にあたり，

師が残した絶品の高座の数々を今一度堪能してい

ただいた。枝雀のアーカイブス映像と関係者のイ

ンタビュー，そして枝雀の落語を愛する人たちの

スタジオトークでつづった 5時間。／出演：國村

隼，松尾貴史，小佐田定雄，春風亭小朝，林家正

蔵，春風亭昇太，立川談春，桂南光，桂雀三郎，

桂雀松，桂雀々，桂九雀，桂文我，桂紅雀／エン

ターテインメント番組部，NEP

{東京JAZZ2009』
HV 09.28～10.01／23:00～00:29

12.24／11:00～16:59
BS2 10.06～09／00:40～02:09

10.22～23／15:00～17:59
09年で 8回目となる国際的ジャズフェスティバ

ル「東京JAZZ」。東京国際フォーラムで行われ

た 5公演の熱いステージを 4夜連続で放送。／出

演：（第 1 夜）矢野顕子，上原ひろみ，神保彰，

ジョン・スコフィールド，東京スカパラダイスオ

ーケストラほか，（第 2 夜）NHK交響楽団，メロ

ディー・ガルドー，上原ひろみ，リマージュほか，

(第 3夜）マッコイ・タイナー・トリオ，チャイ

ナ・モーゼス，ウーター・ヘメル，マンハッタ

ン・ジャズ・クインテット，原信夫とシャープ

ス＆フラッツ，（第 4 夜）大西順子トリオ，マッ

コイ・タイナー・トリオwithジョン・スコフィ

ールド，ルー・ドナルドソン，東京JAZZ2009ス

ーパージャム／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{華麗なるメトロポリタンオペラ』
10.11／20:00～00:34
10.12／22:00～00:33
10.13／22:00～00:49
10.14／22:00～00:56
03.01／22:45～00:27
03.02／23:10～02:03

03.03，05／23:10～02:05
03.04／23:10～01:40

125年の歴史を誇るニューヨーク・メトロポリ

タン歌劇場。08～09年に上演された選
よ

りすぐりの

オペラを，支配人ピーター・ゲルブによる歌劇場

の案内や幕間の出演者の様子などを交え放送。／

(10月）楽劇「トリスタンとイゾルデ」ワーグナ

ー作曲，歌劇「ボエーム」プッチーニ作曲，歌劇

[マノン・レスコー」プッチーニ作曲，歌劇「ピ

ーター・グライムズ」ブリテン作曲（ 3月）歌劇

[オルフェウス」グルック作曲，歌劇「ルチア」

ドニゼッティ作曲，歌劇「蝶々夫人」プッチーニ

作曲，歌劇「夢遊病の女」ベルリーニ作曲，歌劇

[シンデレラ」ロッシーニ作曲／ジェームズ・レ

ヴァイン指揮，メトロポリタン歌劇場管弦楽団ほ

か／衛星放送センター，NEP

{華麗なる英国競馬の世界～三浦皇成　イギリス
武者修行の旅』

11.20／21:00～23:59
今，日本で最も注目されている騎手・三浦皇成。

08年，武豊騎手の持つ年間新人最多勝記録を破っ

た。その三浦が 9月， 3週間にわたり英国の世界

最大の競馬の町・ニューマーケットへ武者修行の

旅に出た。調教や騎乗術を一から学び，本場での

レースの騎乗を経験。三浦騎手の挑戦を追うとと

もに，知られざる英国競馬の魅力と奥深さに迫っ

た。スタジオには三浦をはじめ高橋源一郎さん，

徳光和夫さん，安田美沙子さんなど競馬通が集

結。／衛星放送センター，NPN

{サラリーマンNEOシーズン 4 ～一挙放送＆蔵
出しスペシャル』

11.23／07:45～18:00
勤労感謝の日にレギュラー回全20本を連続放送

する特別企画。各回の間には番組のファンだとい

う著名人が番組の見どころを熱く語る「NO

NEO，NO LIFE」や，本放送時に編集上カット

になった未発表コントを紹介する「蔵出しスペシ

ャル」などのコーナーを交えて編成した。／ゲス

ト：清春，世良公則，山崎ハコ／出演：生瀬勝久，

沢村一樹，麻生祐未，中越典子，入江雅人，山西

惇，堀内敬子，田中要次，中村祐一朗，中村靖日，

再 

再 
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原史奈，奥田恵梨華，宮崎美子，平泉成ほか／エ

ンターテインメント番組部

{25分　私が初めて創
つく

ったドラマ』
12.21～23／23:00～23:25

ドラマの演出経験のない映像関係者が自身で脚

本を書き応募，その中から数本を厳選しドラマ映

像化するという企画。09年度は，08年に引き続い

ての 2回目。応募脚本149本の中から，「ウラ声ボ

ーイズ」「 5 Q」「恐竜とおじいちゃん」の 3 本を

選びドラマ化した。（すべてNHK外のプロダクシ

ョンからの提案であった。）現実の取材から生ま

れたストーリー，サスペンス，ファンタジーなど

多彩なジャンルで新しい才能が腕を振るった。／

ソフト開発センター

{大型演劇スペシャル～蜷川幸雄演出「コース
ト・オブ・ユートピア」』

12.30／13:00～22:00
上演時間 9時間，19世紀のロシアを舞台にした

トム・ストッパードの世界的に注目を集めた名作

を，蜷川幸雄が演出。豪華なキャストを迎えた本

作品を一挙放送。／出演：阿部寛，勝村政信，石

丸幹二，池内博之，別所哲也，紺野まひる，水野

美紀，麻実れい，栗山千明ほか／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{文楽通し狂言～義経千本桜』
01.01～03／09:00～12:30

2009年 4 月に国立文楽劇場開場25周年記念公演

として上演された文楽の通し狂言「義経千本桜」。

8 時間に及ぶ名舞台を 3 日にわたり一挙に放送し

た。番組では解説のほか，現在も残る「義経千本

桜」ゆかりの地を巡り物語の世界観を伝えた。

( 1 日）初段「堀川御所の段」，二段目「伏見稲

荷の段」「渡海屋・大物浦の段」，（ 2 日）三段目

[椎の木の段」「小金吾討死の段」「すしやの段」，

( 3 日）四段目「道行初音旅」「河連法眼館の

段」／出演：竹本住大夫，鶴澤寛治，吉田簑助，

吉田文雀ほか／ゲスト：豊竹咲大夫（文楽大夫）

／インタビュー：（ 1 日）わかぎゑふ（劇作家），

( 2 日）篠田正浩（映画監督），（ 3日）三谷幸喜

(脚本家）／司会：中川緑アナ／大阪局

{2010年世界の英知が語る』
（第 1部）01.01／20:00～21:29
（第 2部）01.01／21:30～22:59

世界の第一級の知識人が人類全体の直面する大

きな課題と可能性を論じ合う。同じテーマを巡っ

て複数の英知を選び，詳細に取材したオピニオン

を基に構成討論として提示し，グローバルな視野

で分析。テーマは世界経済とウイルスとの闘い。

第 1部「マネーの奔流はどこへ向かうのか」

世界経済の行方をジャック・アタリらEU，ア

メリカ，中国の第一級の専門家が大胆予測。独自

の視点からの未来予測とリスクの可能性，人々の

暮らしへの影響など，大きく様変わりする世界構

造の中で読み解いた。／衛星放送センター，NE

P

第 2部「未知なる脅威　ウイルス」

新型インフルエンザが世界中で猛威を振るう

今，ウイルスと人類の戦いの歴史を振り返るとと

もに，新たな脅威の可能性とその対応策を，世界

を代表する気鋭の学者たちが読み解いた。／衛星

放送センター，Gメディア

{にっぽん巡礼～2010年　こころの旅がはじま
る』

01.02／20:00～21:59
10年 4 月から始まる定時番組『にっぽん巡礼～

あなたの心に響く場所』へのプロローグとして制

作した特別番組。「場所や風景には心を見つめ直

し，癒やし，希望を見いだす力がある」をコンセ

プトに，俳優・仲代達矢が亡き妻とともに見た能

登半島・別所岳の風景をはじめ，視聴者から寄せ

られたお便りを基にしたさまざまな場所と人生と

の物語を紹介。スタジオで多彩なゲストとともに，

味わいを深めていった。／司会：阿川佐和子，国

井雅比古アナ／ゲスト：鎌田實，衣笠祥雄，中山

エミリ／衛星放送センター，NED

{夢の美術館～魅惑の国スペイン　美の旅 1 万
年』

01.03／19:15～23:15
毎年恒例となった長時間の美術まるごと鑑賞番

組『夢の美術館』，10年は美術大国スペインの 1

万年を時代や政治，経済とのかかわりの中でたっ

ぷりと紹介した。アルタミラ洞窟
くつ

に始まり，ギリ

シャ・ローマ時代，イスラム支配の時代，レコン

キスタからベラスケスの活躍したハプスブルク王

朝，天才ゴヤ，そして20世紀のピカソ・ダリ・ミ

ロまで，俳優の松平健がユニークに案内。／衛星

放送センター，NED

{新春スペシャル～グレートサミッツ　美しき世
界の名峰へ』

01.10／20:00～22:00
01.23／14:30～16:30

世界各地を代表する名峰を描き出す「グレート

サミッツ」，北米のマッキンリー，アルプスのモ

ンブラン，アフリカのキリマンジャロなど地域の

シンボルとして鎮座する10の山々。『プレミアム

8 』で春から放送する本シリーズに先駆けて，と

再 
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っておきの絶景を紹介する開幕スペシャルを新春

番組として放送。スタジオに登山家の田部井淳子

さんらを招き，モンブラン山麓
ろく

シャモニーやキリ

マンジャロ山麓
ろく

からの中継録画や秘蔵アーカイブ

ス映像などを楽しみながら世界の名峰の魅力を伝

えた。／キャスター：滑川和男・内藤裕子アナ／

衛星放送センター，Gメディア

{井上陽水　LIFE＆SONGS』
02.11／13:00～18:00

09年に芸能活動40周年を迎えたシンガーソング

ライター・井上陽水。 8月には教育テレビ・四夜

連続で『LIFE 井上陽水　40年を語る』，そして

11月から12月にかけて 4 週連続・総合テレビで

{SONGS～井上陽水』を放送したが，それらの

映像素材を基に再構成，休日の午後に 5時間の特

別番組とした。／出演：井上陽水／ナレーショ

ン：松平定知／エンターテインメント番組部

{ドラマをつくろう！～私が初めて創
つく

ったドラ
マ』

02.14／14:25～15:39
ドラマを撮ったことのないテレビマンたちによ

るオリジナルドラマ『私が初めて創ったドラマ』

の演出家たちを中心に映画監督の原田眞人，脚本

家の市川森一をゲストに「ドラマ作りの楽しさ」

を熱く語るスタジオバラエティー。／ソフト開発

センター，NEP

{カメラマンシリーズ　冬』
03.02～04／22:45～23:10

NHK各局のカメラマンがみずから企画し，演

出と撮影を行った紀行シリーズ。地域の人々と風

土が織り成す豊かで温かいたたずまいを，各地の

冬景色の中で独自の視点と手法で描いた映像

詩。／「鎌倉　漁師が生きる浜」（3.2），「山の神

さま　来ました」（3 . 3），「長崎相生地獄坂」

(3.4）／衛星放送センター，制作技術センター，

長崎局，仙台局

{新日本風土記』
03.16～19／20:00～21:29
03.20／20:10～21:39

各地域で，長い年月をかけて継承され，やがて

消え去ろうとしている，日本各地に伝わる貴重な

自然や風景，文化や風習，産業などを美しい映像

で記録し，その記録を通して，日本人がどのよう

に生きてきたかを見つめ，日本の「こころ」や

[原風景」をたどる番組。新たに取材記録し，こ

れまで蓄積してきたアーカイブス映像も活用しな

がら番組を制作，ビデオクリップ化した映像をデ

ジタルアーカイブスとして保存登録し一般公開も

行っていく。番組とアーカイブスの3Screens展

開も探る。最終的には，風景，自然，歴史，文化，

芸能など，さまざまな分野を網羅した総合的な

[映像版百科事典」を，各県別に，アーカイブス

上で整備し，未来に伝える貴重な映像遺産とする

ことを目指している。／「出雲～祈りの大地

神々のふるさと」（3 .16），「富士山～千年の美

一瞬の夢」（3.17），「阿波おどり～踊る阿呆に見

る阿呆」（3 . 1 8），「風の国　風の民」（3 . 1 9），

[塩　いのちと心の物語」（3.20）／衛星放送セ

ンター，大型企画開発センター，甲府局，松江局，

徳島局

{体感！デジタルパワーがやって来る』
03.20／09:10～18:50

11年 7 月にアナログ放送は終了し，地上波・衛

星波ともデジタルに完全移行するのに先駆け，広

く多くの視聴者にデジタル化がもたらす便利さ・

おもしろさ，そして仕組みを伝える目的で 9時間

40分の長時間テレソンを実施。番組では「デジタ

ル質問箱」を設置，デジタル化のさまざまな疑問

にわかりやすく答えた。同時に，東京スカイツリ

ーを出発し秋葉原，新宿など都内各所で生中継し

ながら直接視聴者の声を聞き，終日，秋葉原駅前

と新宿アルタ前でデジタル化周知PRを行った。

スタジオではデジタル化の未来を占うテレビの最

新テクノロジーをリポート，ハリウッドの3D映

像技術，ネットと融合する“つながるテレビ”，

開発が進む“触るテレビ”“香るテレビ”，スーパ

ーハイビジョンなどを紹介した。／衛星放送セン

ター，ソフト開発センター，Gメディア，NEP，

NED
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衛星第 1 テレビ

『アジアクロスロード』
月～金　16:40～17:57

第 1 回07.1.4／NHKのアジア総支局と連携し，

アジアに関する情報を硬軟取り混ぜて伝えるデイ

リーの情報番組。総支局によるリポートや解説委

員による時事問題の分析，アジア各国の当日昼の

ニュースのほか，各国で人気の番組や，日本に住

むアジア人を招いたゲストコーナー，そしてアジ

ア料理コーナーなど，バラエティーに富んだ構

成。／キャスター：岩渕梢，小林恵子／政経・国

際番組部，Gメディア

『アジアンスマイル』
BS1 土　18:30～18:50

日　23:40～00:00
（ 4 ～10月） 水　09:35～09:55
（11～ 3 月） 火　18:15～18:35
（11～ 3 月） 水　09:15～09:35

G 日　14:30～14:50
第 1 回08.4.6／アジアの若者たちが今を懸命に

生きる姿を，同世代の若いディレクターたちが等

身大で切り取るドキュメンタリー番組。 2年目の

09年度は「20歳の挑戦」などテーマを絞ったシリ

ーズも展開，好評を博した。ミャンマー移民の子

どもたちの教育に奔走する女子大生，台湾の公園

に店を開く青空床屋の青年，車社会化が進む北京

の交差点に立ち続ける警官など，若者たちの背中

越しに，今，急速な発展を遂げるアジアの現実が

見えてくる。／衛星放送センター，NEP

『アジわいキッチン』 新
月～金　15:55～16:00
火～土　04:55～05:00
月～金　09:55～10:00

第 1 回09.3.30，最終回09.8.1（10.3.15～『アジ

アクロスロード』内コーナーとして放送）／アジ

アの旅先で出会う「おいしい発見」，すてきな

[アジわい」を紹介するミニ番組。各国出身の腕

利きシェフや大使夫人などが「本場の味」を披露

し極意を伝授，身近な食材でできる役立ちレシピ

を 5分間にまとめた。番組の案内役は，アニメキ

ャラクターの三毛猫・ミャーである。かつてのご

主人がアジアの某国へ海外赴任したことにより，

野良猫になってしまったミャーは，ご主人との再

会を夢見て日本を旅発ち，アジア放浪の旅に出た。

そして，旅先で発見した「名物料理」のレシピを

マスターしていく。旅の情緒を味わいながら，お

いしいアジア料理のコツもわかる「味見旅」。／

ソフト開発センター，NEP

『＠キャンパス』 新
日　18:10～18:30
月　00:10～00:30
日　09:10～09:30

第 1 回09.4.5／大学生が制作する大学生のため

の国際情報番組。直近に世界で起こった出来事を

掘り下げる「＠ワールドニュース」，海外のトッ

プアーティストやVIPを直撃する「＠インタビュ

ー」，学生独自企画「＠スペシャル」の 3 つのコ

ーナーからなる。09年度は36校が登場し，若者目

線からユニークなリポートを発表，作家やタレン

トなどのゲストを交えスタジオトークを展開し

た。12月には，通常の収録場所である「NHK

＠キャンパス」（東京・青山）を出て，関西の 2

校（立命館大・関西外国語大キャンパス）で収録

を行った。／衛星放送センター，NEP

『アメリカ・ABCニュース』
（ 4～10月）火～金　09:15～09:34
（11～ 3 月）火～金　09:35～09:54

第 1 回87.7.4／ 3 大ネットワークのメイン・ニ

ュースの一つとして，アメリカのテレビ・ジャー

ナリズムを代表する番組。長い間，ニュース・キ

ャスターとして評価の高かったチャールズ・ギブ

ソンが降板し，12月から，朝の情報番組の「顔」

だった，女性のダイアン・ソイヤーがキャスター

を務めている。／政経・国際番組部，Gメディア

『アメリカ・ABCニュース「ジス・ウイ－ク」』
月　14:15～14:54

第 1 回87.7.4／アメリカABCを代表するウイー

クリーの政治報道番組。ジョージ・ステファノプ

ロス記者に続き，12月からはホワイトハウス担当

のジェイク・タッパー記者を中心に，キャスター

がワシントンの政治の当事者たちと白熱した討論

を繰り広げる。ここでの発言がそのままニュース

になることも多い。ABCベテラン記者の座談コ

ーナーも人気。／政経・国際番組部，Gメディア

『アメリカ・ABCニュース「ナイトライン」』
火～金　16:15～16:35

第 1 回87.7.4／アメリカを代表する深夜の報道

番組。 3大ネットワークの他局がトーク・コメデ

ィーを放送している時間帯に，ABCがマガジ

ン・スタイルの情報番組を放送し，高い評価を得

ている。国内外の重要問題をリポートやインタビ

ューで鋭く切り込む。／政経・国際番組部，Gメ

再 
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再 

再 

再 

再 

再 

再 

衛星第 1：定時番組



衛星第 1：定時番組

ディア

『アメリカ・CNNスチューデント・ニュース』
新

月～金　15:15～15:25
土　　22:10～23:00

第 1 回09.3.30／CNNが作る中高生向きのデイ

リー・ニュース。クイズなども織り込み，楽しく

ニュースを見せるくふうがしてある。英語の勉強

にも最適。／政経・国際番組部，Gメディア

『アメリカ・CNNヘッドラインニュース』
月～金　11:15～11:24
土　　11:10～11:19
日　　12:10～12:19
日・月　00:55～01:00

世界の動きをいち早くコンパクトに伝える衛星

放送開始以来の定番番組である。／政経・国際番

組部，Gメディア

『アメリカ・PBS「ジム・レーラー・ニュース
アワー」』

火～金　14:15～14:59
第 1 回87.7.4／アメリカ公共放送ネットワーク

PBSの報道番組。偏らず，時流に流されず，ジャ

ーナリズムの王道を行く，アメリカのテレビを代

表するニュース番組。国内政治，国際政治，経済

から文化芸術まで，幅広いテーマをいち早く取り

上げ，当事者や専門家と討論も行う。／政経・国

際番組部，Gメディア

『ABCニュースシャワー』
火～土　04:50～04:55
火～金　16:35～16:40
土　　17:45～17:50

（11～ 3 月）月～金　18:50～18:55
（11～ 3 月）火～土　08:55～09:00
（11～ 3 月）火～土　11:55～12:00

第 1 回06.11.1／アメリカABCのニュース番組

[ワールド・ニュース」の中から時事英語を選び，

解説を交えてリスニングしながら，生きた英語を

学べるミニ番組。／政経・国際番組部，MICO

『エキサイティングスポーツ』
（ 4～10月）月～金　18:05～21:30
（11～ 3 月）月～金　19:15～21:00

土　　19:00～21:00
第 1 回97.4.1／プロ野球やJリーグなど，国内の

プロスポーツの生中継や，アメリカのMLB（大

リーグ），NFL（プロフットボール），NBA（プ

ロバスケットボール），PGA（プロゴルフ），イ

ングランドのプレミアリーグなど，メジャースポ

ーツの中継録画を放送。／スポーツ部，Gメディ

ア

『MLBハイライト』
（ 4～10月）月～金　21:30～21:59
（ 4 ～10月） 土　　21:40～21:59

第 1 回03.4.1，最終回09.10.5／松坂大輔，松井

秀喜，イチロー，岩村明憲らの活躍もあって，M

LBへの関心はいっそう高まっている。午前中の

生中継を視聴できないサラリーマン層をターゲッ

トに，日本人選手中心に，試合のハイライトを伝

えた。09年度より土曜も放送。／スポーツ部

『おはよう世界』
（ 4～10月）月～金　06:15～07:59
（ 4 ～10月） 土　　06:10～07:59
（11～ 3 月） 月　　06:15～08:59
（11～ 3 月）火～金　06:15～08:54
（11～ 3 月） 土　　06:10～08:54

第 1 回04.11.2／世界の今がわかる朝の国際情報

番組。放送直前にアメリカで放送される経済情報

のブルムバーグ・ニュース，日本時間の未明に放

送される欧米各国の夜のメインニュース，アジア

の朝のニュースをいち早く伝えている。海外総支

局とつないでニュースを厚く伝えるコーナー「世

界の扉」のほか，アメリカABCのニュースを同

時通訳でリアルタイムで伝えている。／キャスタ

ー：高橋弘行，税所玲子（～ 8 月），高橋佑介

( 9 月～），徳住有香，小穴薫／政経・国際番組

部，Gメディア

『ガッチャン！世界につながる　学生チャンネ
ル』 新

土　21:40～22:00
月　09:15～09:35
金　18:15～18:35

第 1 回09.10.17／東京・青山に新設されたサテ

ライトスタジオ，NHK＠CAMPUSから送る大学

生のための新しい国際情報マガジン。「地球を守

る魚型ロボット」「宇宙エレベーター開発」「世界

が注目！空飛ぶ電気」「ビートルズ学」など，世

界の大学のアッと驚く最新研究やユニークな授業

を現地で取材した。VTRに登場した海外の研究

者とスタジオを直接，テレビ電話で結び，日本の

学生の反応を交えながら，学ぶ楽しさや研究への

情熱を伝えた。さらに学生ならではの目線で世界

の今を見つめた投稿ビデオや海外の学生の夢，人

気のファッション，グルメ，サークル活動などを

紹介し，素顔のキャンパスライフに迫った。／出

演：関根麻里，ミック・コレス／音楽：谷村奈南

／ソフト開発センター

再 

再 

再 
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『きょうの世界』
月～金　22:15～23:40

第 1 回04.11.1／一日の世界の動きをまとめて伝

えるBS1のフラッグシップ的番組。NHK海外総

支局の分厚い取材，BS1に入ってくる世界各国の

報道，そして内外一流の専門家の視点を交えて，

国際的な価値基準でニュースを切り取っている。

[ほかのチャンネルでは得難い情報がある」と視

聴者から評価を得ている。／キャスター：市瀬卓，

丁野奈都子／政経・国際番組部

『経済最前線』
月～金　23:40～00:00

第 1 回05.3.28，最終回10.3.26／国内外の経済の

最新情報を，海外マーケットの動向や解説を交え

ながら伝えるニュース情報番組。ニューヨークな

ど世界の市場の動きを，現地の専門家とテレビ電

話で結び，生で伝えている。／キャスター： 子

田章博（～5月），露口泰昌（6月～），掛橋愛理／

経済部，政経・国際番組部，経済・社会情報番組

部

『こだわりライフ　ヨーロッパ』
BS1 土　18:10～18:30
（ 4 ～10月） 木　09:35～09:55
（11～ 3 月） 水　18:15～18:35
（11～ 3 月） 木　09:15～09:35
（11～ 3 月） 土　11:20～11:40

HV 月　21:30～21:50
土　16:00～16:20

第 1 回06.4.8／ヨーロッパの新たな動きや息吹

を，その地に暮らす人々の活動や思いを通して描

く番組。ヨーロッパの魅力は，豊かな文化や伝統

を受け継ぎながら，現代社会に合った多様なライ

フスタイルを構築しているところにある。家族，

地域社会，高齢化・少子化，福祉，教育，環境，

芸術，ファッション，伝統の継承など，日本にと

っても参考になるような分野にスポットを当てな

がら，多様な価値観を生み出し続けるヨーロッパ

の今を伝えた。／語り：佐藤ゆかり，南部広美／

衛星放送センター，NEP

『Jリーグタイム』
土　21:10～21:39

第 1 回06.3.5／基本的には土曜のJリーグ中継の

直後に，どこよりも早く各試合の結果とJ1すべて

のゴールシーンをコンパクトに伝えた。／スポー

ツ部・Gメディア

『ジェネレーションY』
第 2日　20:10～20:59

第 1 回08.4.12，最終回10.3.14／日本に滞在する

外国人の若者たちがスタジオに集い，日本の課題，

世界の課題についてトークバトルを繰り広げる，

新しいタイプの若者向け討論番組。09年度は「婚

活」「お金」「親子」「世界に通用する日本」など，

より若者世代に身近なテーマを取り上げた。外国

人の若者たちからは日本人にない新鮮な視点の意

見が，同席した日本人の若者からはそれに対する

賛成や反対の意見などが出され，活発な議論が展

開された。08年度後半からは，視聴者からメール

で意見を募集し，番組の最後 4分間を生放送にし

て紹介している。／出演：品川祐（タレント），

小郷知子アナ／衛星放送センター，NEP

『新BSディベート』
（月 1回）日　22:10～22:59

第 1 回07.4.29，最終回10.3.7／テレビ電話やウ

ェブカメラを活用して，毎回海外の論者が議論に

参加する新しいスタイルの国際討論番組。09年度

は放送枠を49分にスリム化し，タイムリーなテー

マに迅速に対応すべく機動性を強化した。民主党

政権が発足した 9月には「日本外交はどう変わる

のか　民主党に問う」（09.9 .27）を，年始には

[2010FIFAワールドカップ　どう戦う日本勝利

への道」（10.1.1）を特集番組として放送，そのほ

か「復活か　崩壊か　“終身雇用”を問う」

(09.6.28），「温室効果ガス　25％削減の衝撃！」

(09.10.25），「どうする日米同盟」（10.1.31）など

を制作した。09年度は11回放送。／キャスター：

野村正育アナ，吉井歌奈子／衛星放送センター，

Gメディア

『スポーツ＆アンコールゾーン』
土　12:10～17:00
日　12:20～17:00

プロ野球，Jリーグ，バレーボールのVプレミ

アリーグやバスケットボールのWJBLなどのスポ

ーツ中継や，『BSドキュメンタリー』などの再放

送を編成。／スポーツ部，Gメディア

『スポーツ大陸』
BS1 日　19:10～19:53

日　11:10～11:53
G 月　22:45～23:28

第 1 回04.4.4／アスリートが極限に挑む姿を通

じて，あきらめないこと，努力し続けることの尊

さなど，私たちの日常にも勇気を与えてくれるス

ポーツの魅力を存分に伝えるスポーツドキュメン

タリー。プロ野球や大リーグ，Jリーグ，ラグビ

ー，バスケットボール，柔道，ボクシング，テニ

ス，ゴルフ，トライアスロンなど多彩なスポーツ

シーンの主役に迫ったほか，バンクーバー五輪に

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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向けて，注目・期待の選手を重点的に取り上げ，

結果も踏まえた大会後のドキュメントも制作し

た。特集シリーズとして，08年度までの「スポー

ツ史の一瞬」に代わり，「大逆転スペシャル」を

5 本制作。単なる偶然ではなく，絶えざる努力と

戦略の末に生まれた，かつて国民の心を揺さぶっ

た“大逆転”のドラマを掘り起こすシリーズであ

る。／衛星放送センター

『世界のエコツアー』 新
BS1 日　21:40～22:00
（ 4 ～10月） 金　09:35～09:55
（11～ 3 月） 金　09:15～09:35
（11～ 3 月） 木　18:15～18:35

HV 金　17:30～17:50
第 1 回09.4.5，最終回10.3.14／エコツアーとは，

環境問題や自然保護に精通した専門のガイドの

下，大自然の魅力を体感しつつ，生き物を取り巻

く環境の現状を見つめ学ぶ旅のこと。単なる秘境

ツアーとは一線を画し，若い世代を中心に人気が

高まっている。08年度に放送された大型番組『世

界一周！地球に触れる・エコ大紀行』で取り上げ

た30のエコツアーの醍
だい

醐
ご

味を，20分に再構成し

た。／ソフト開発センター，衛星放送センター，

NEP

『関口知宏のファーストジャパニーズ』
第 1日　20:10～20:59

第 1 回08.4.5，最終回10.3.7／関口知宏が世界各

地で活躍する20代，30代の日本人を訪ねる新スタ

イルの紀行番組。海外のさまざまな分野で，新た

な担い手として頭角を現してきたファーストジャ

パニーズたち。その活躍の現場や日常の暮らしを

関口知宏が訪ね，ともに時間を過ごす中で，彼ら

の生き様や，日本人だからできたことなどを見つ

け出していく。主人公を浮き彫りにする人物ドキ

ュメンタリーと，旅人の体験を生かす紀行番組の

手法を融合させ，海外で自分の可能性を模索する

日本人の等身大の姿を描き出した。09年度は10人

を紹介。／切り絵作家　蒼山日菜（フランス・ス

イス）／建築家　丸山剛史（アラブ首長国連邦・

ドバイ）／エコガイド　藤井慶輔（オーストラリ

ア）／陶芸家　北原由紀子（スペイン・グラナ

ダ）／ギタリスト　長谷川陽平（韓国・ソウ

ル）／ビール醸造家　今井礼欧（ベルギー・ブリ

ュッセル）／ギター職人　川上祐介（カナダ・バ

ンクーバー）／花屋　加納安奈（モロッコ・エッ

サウィラ）／犬ぞりマッシャー　今野里紅（アラ

スカ・ウィロー）／中国武術　横山春光（中国・

北京，鄭州）／旅人：関口知宏／語り：首藤奈知

子アナ／衛星放送センター，Gメディア

『大リーグ　インサイドリポート』
（ 4～10月） 土　11:20～11:40
（ 4 ～10月） 月　29:35～29:55
（ 4 ～10月） 月　16:15～16:35
（ 4 ～10月） 日　27:35～27:55

第 1 回03.5.23／大リーグの舞台裏や選手たちの

素顔，また，さまざまな「おもしろ記録」などを

楽しく紹介するウイークリー・マガジン番組。／

スポーツ部，Gメディア

『地球アゴラ』
日　22:10～22:59

第 1 回07.4.15／海外で暮らす日本人とNHKの

スタジオをウェブカメラとインターネットを使っ

て生でつなぎ，世界各地のユニークな話題や出来

事を生活者ならではの視点で伝え語り合う番組。

[アゴラ」とは，古代ギリシャで市民が集い，さ

まざまな議論を交わした「広場」のこと。毎月 3

回の放送に加えて， 6 月，BS放送20周年にあわ

せて特集番組『地球アゴラで世界一周　1 0

HOURS』も放送。／司会：川平慈英，住吉美紀

アナ／衛星放送センター，NEP

『東京マーケット情報』
月～金　11:25～11:49
月～金　15:25～15:55

第 1 回87.7.4／東京株式市場の第 1 部・ 2 部の

値動きを中心に，債券市場，外国為替市場などの

最新の動向を伝える金融情報番組。午後は専門家

が一日の市場動向を分析している。経済活動最前

線の動向を伝えるリポートや，最新の経済ニュー

スを放送し，個人投資家を中心に熱心な視聴者を

獲得した。／キャスター：佐藤真由美，加藤桂

子／政経・国際番組部，Gメディア

『土曜解説』
土　17:10～17:39

第 1 回05.4.2／放送の時点で社会の関心が高い

ニュースの背景や構図を複数の解説委員が視聴者

の目線でわかりやすく伝えた。「裁判員制度」「新

型インフルエンザ」「オバマ政権」「衆議院選挙」

[アフガニスタン問題」「鳩山政権」「日本経済」

[東西の壁崩壊から20年」「台頭する中国」など。

09年度は39本を制作。／キャスター：藤澤秀敏解

説委員長，神志名泰裕，岡部徹，山闢登，柳澤秀

夫，山田伸二解説委員，滝島雅子アナ／解説委員

室

『にっぽん木造駅舎の旅』 新
月～金　15:55～16:00
火～土　04:55～05:00再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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月～金　09:55～10:00
第 1 回09.4.27／全国各地の鉄道や路線の歴史を

今に伝える木造駅舎を訪ね，時代とともに味わい

を増した駅舎の姿を紹介した。JR・私鉄を問わ

ず，全国各地で今も使われている古くて趣のある

木造駅舎100駅を厳選，駅舎外観はもちろん，待

合室・窓口・改札口・装飾など印象的な造形，駅

周辺の風景なども丹念に紹介した。／衛星放送セ

ンター，NEP

『ニューヨークウエーブ』 新
BS1 日　18:30～18:50
（ 4 ～10月） 月　00:30～00:50
（ 4 ～10月） 火　09:35～09:55
（11～ 3 月） 月　18:15～18:35
（11～ 3 月） 火　09:15～09:35

HV 土　17:30～17:50
第 1 回09.4.6／新しいビジネス，芸術，ライフ

スタイルを常に世界に発信し続けるニューヨー

ク。この街ならではの，自由で大胆な発想を生み

出す原動力は，世界中から集まるやる気満々の若

者たち。若い力が躍動するニュービジネス・エコ

活動・ボランティア・パフォーマンスなどを多角

的に取材・紹介した。／リポーター：はな・バー

ンズ／語り：松田亜紀子，ヨシ天尾／衛星放送セ

ンター，NEP

『BS世界のドキュメンタリー』
（ 4～10月）火～土　00:10～00:59
（11～ 3 月）月～金　21:10～21:59

土　　23:10～23:59
月～日　10:10～10:59

第 1 回04.4.1／国際情勢，経済，環境などのグ

ローバルな話題から，医療，教育，高齢化，犯罪

などの社会問題まで，幅広いテーマで海外の現場

取材に軸を置き，描き出す番組。海外から購入し

た秀作の日本語版と，NHKが制作したドキュメ

ンタリーを一体として編成。09年度は社会主義の

崩壊から20年を迎えた旧東欧諸国の実像や建国60

年を迎えた中国の新国家建設から文化大革命まで

を民衆のことばでつづる証言記録，四川大地震に

よって大きな被害を受けた地域に生きる人々の姿

など，ジャーナリスティックな視点と現場での一

点突破取材を大切にして，世界の“今”を切り取

ってきた。また特集シリーズとして「ビートルズ

解散40年」「爆走都市」「第二次世界大戦　開戦70

年」「合唱団（クワイア）を作ろう」などを組み

込み，内外に幅広く多彩なメッセージを発信した。

08年度よりNHK自主制作番組と海外制作番組を

統合し，ホームページなどで広報を行い，視聴者

へのアピール，認知度を高めた。／ソフト開発セ

ンター，衛星放送センター，NEP，Gメディア，

NEDほか

『BSニュース』
月～日　毎正時　10～15分

第 1 回04.11.1／24時間ニュースに向けての第一

歩としてスタートした。平日は毎正時15分，土・

日と祝日は毎正時10分が基本で，国内外の主なニ

ュースをはじめ各地の話題，為替と株の情報，日

本・世界の気象情報など豊富な内容で伝えてい

る。また，地震や事件・事故などの緊急報道にも

迅速に対応している。ニュースはコンパクトかつ

多項目が編集方針で，ヘッドラインでその時間の

ニュースが一目でわかるように構成されている。

09年度からはスタジオの再撮を生かした新たな演

出を始めた。大リーグやプロ野球などのスポーツ

中継がある場合は，中断ニュースになる。／キャ

スター：岡野暁・原口雅臣（～ 3 月）・羽隅将

一・広瀬靖浩（～ 3月）・中尾晃一郎アナ，平尾

由希，斎藤綾乃，島ひとみ，藤田真奈美，結野亜

希／テレビニュース部

『BSベストスポーツ』
日　21:10～21:34

第 1 回08.4.6／MLB，NBA，NFLなどアメリカ

のメジャースポーツから，イギリスのサッカー・

プレミアリーグ，フランスの自転車レース大会ツ

ール・ド・フランスまで，さまざまなジャンルの

ワールドスポーツのドラマチックなシーンを伝え

る番組。視聴者のリクエストに応えて，その週の

好ゲームを振り返るほか，選手やチームに関する

最新情報も交えて放送。／司会：生島淳，荒木美

和アナ／衛星放送センター，NEP

『BS列島ニュース』
月～金　13:15～13:59

第 1 回07.4.2／各地の放送局が正午に伝えたロ

ーカルニュースをまとめて全国向けに放送。ふだ

んは見ることが少ない全国各地の動きがわかるこ

とから好評を得ている。また，画面の下には国内

外の主なニュースを字幕で流すスクロールニュー

スも実施しており，全国と地域のニュースを同時

に知ることができる。NHKオンデマンドでも配

信している。スポーツ中継が延長した場合などは

短縮，もしくは休止。／キャスター：平尾由希，

斎藤綾乃，島ひとみ，藤田真奈美，結野亜希／テ

レビニュース部

『PGAゴルフツアー』
（ 4～10月）月・日　05:10～07:00
（11～ 3 月）月・日　06:10～08:00

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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第 1 回92.1.5／世界のトッププロが競うゴルフ

ツアーの最高峰。レギュラーツアー37試合の決勝

ラウンド（ザ・プレーヤーズ　チャンピオンシッ

プと，ザ・ツアー　チャンピオンシップは 4 日

間）を生放送。世界ゴルフ選手権 4大会とワール

ドカップは大会初日から伝えた。チャンピオンズ

ツアー（シニア） 6大会は最終日ハイライトを放

送。／スポーツ部，Gメディア

『未来への提言』
BS1 第 4 日　20:10～20:59
HV（『プレミアム 8』枠内）木　　20:00～21:30

木　　14:00～15:30
第 1 回06.4.23（特集番組）／21世紀の人類が抱

える共通の課題について，世界のキーパーソンに

徹底インタビューし，未来を切り開くヒントを探

るシリーズ。 4月は貧困撲滅のためアフリカやア

ジアの現地で活動する経済学者のジェフリー・サ

ックス。 5月は日本文学研究の権威ドナルド・キ

ーンに在日韓国人の作家梁
ヤン

石日
ソギル

が聞いた。 6月は

画期的な銀行貸付システムを発明し，ノーベル平

和賞を受賞したムハマド・ユヌス。 7月はオラン

ダの労働組合活動家ロデバイク・デ・ワール。 9

月はエネルギー学者のエイモリー・ロビンス。10

月はノルウェーの犯罪学者ニルス・クリスティ

ー。厳罰主義を改めることで犯罪の大幅減少に成

功した提言には大きな反響があった。11月は退官

直後の前ユネスコ事務局長松浦晃一郎に世界遺産

保護の困難さなどについて貴重な提言を得た。12

月は科学ジャーナリストのローリー・ギャレット

に新型インフルエンザの脅威について， 2 月（B

S1 1.31）は物理学者ジェームス・ジムゼウスキ

ーにナノテクの未来について， 3月は中国の環境

保護活動家楊
ヨウ

勇
ユウ

に中国内陸で進行する水の危機に

ついて知られざる事実を聞いた。なお番組は09年

度でBS1での放送を終了（10.3.28）し，10年度か

らはHV『プレミアム 8 〈人物〉』枠での放送の

みとなる。／衛星放送センター，Gメディア

『ワールドニュースアワー』
月～金　05:15～05:59
月～金　12:15～12:59
火～土　04:10～04:50
土　　05:10～05:59
土　　09:10～09:54

（ 4 ～10月）月～金　08:15～08:59
（ 4 ～10月）土・日　08:10～08:59
（11～ 3 月）月～金　18:35～18:49
（11～ 3 月） 日　　08:10～08:59

第 1 回00.3.27／海外のニュースをいち早く，現

地での伝え方を生かして放送した。世界の基準で

ニュースを伝える衛星放送ならではの番組の一

つ。米ABC，CNN，PBS，英BBC，ITN，仏F2，

独ZDF，ARD，スペインTVE，ロシアRTR，中

国中央テレビ，上海テレビ，香港ATV，フェニ

ックスTV，韓国KBS，フィリピンABS-CBN，タ

イCH9，ベトナムVTV，シンガポールCNA，カ

タール・アルジャジーラ，ブラジル・バンディラ

ンテスなど，定時放送しているものだけで世界14

か国，21の放送機関のニュースを伝えた。／政

経・国際番組部，Gメディア

{小池栄子の世界TVランド』
04.29，08.08，11.03，03.20／22:10～0:00

世界で放送されているテレビ番組を紹介し，ス

タジオに集まったゲストや外国人が，番組や放送

されている国の文化，慣習などについて語り合っ

た。ドナウ川やメコン川流域の国々やオランダの

番組，そしてテレビの未来を予感させる番組を 4

回にわたって特集した。／第 1回ドナウ特集，第

2 回メコン特集，第 3 回オランダ特集，第 4 回テ

レビの未来／キャスター：小池栄子，野村正育ア

ナ／ソフト開発センター，NEP

{渋谷DEどーも’09 公開生放送　世界のSL映
像館』
BS1G・ 05.02／15:10～17:00

05.04／00:30～00:55，01:10～03:00
G・BS2 05.02／12:15～12:40
NHKのアーカイブスに残る膨大な資料の中か

ら世界中のSL映像を選び，汽笛や蒸気音を生か

しながら，勇壮に走る姿を一挙に公開。「渋谷DE

どーも’09」の公開生放送会場の様子や実物そっ

くりのミニSLの紹介も交えながら放送。南北ア

メリカ，ヨーロッパ，オセアニア，アフリカ，ア

ジア各国のSLを特集した。／衛星放送センター，

NEP

{BS20年　テレビ，こう見ると世界がわかる』
／ソフト開発センター，政経・国際番組部，N

EP

第1部「おはよう世界スペシャル」
06.06／19:10～20:00

BS20年を期に，世界の有名ニュース・キャス

ターに直撃インタビュー。『おはよう世界』のキ

ャスターもニュース・スタジオを飛び出して，視

聴者とともに，激動の20年を世界のキャスターは

どう伝えてきたかを振り返った。／ゲスト：デー

再 

再 
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ブ・スペクター／キャスター：高橋弘行，徳住有

香

第2部「国際政治　テレビ公開ゼミ」
06.06／20:10～20:59

激動の世界を伝えてきた世界のドキュメンタリ

ーをいかに見るか。大学での公開ゼミをまるごと

伝えた。／出演：中山俊宏・津田塾大学准教授

第1部「きょうの世界スペシャル」
06.13／19:10～20:00

BS本放送が始まった20年前は，ベルリンの壁

崩壊の年。『きょうの世界』のキャスターがニュ

ース･スタジオを飛び出して，ベルリンの壁崩壊

後の世界を視聴者とともに考えた。ゲストは，旧

東側のハンガリー出身で，ベルリンの壁を東西か

ら見つめた大道芸人であり数学者であるピータ

ー・フランクル氏。／ゲスト：ピーター・フラン

クル／キャスター：市瀬卓，丁野奈都子

第2部「音楽は時代の叫び」
06.13／20:10～20:59

激動の20年間，音楽も時代とともに変わった。

欧米中心だった世界の音楽は，地域発の音楽まで

伝え，広まるようになった。音楽と社会の変化に

ついて，音楽に詳しいブロード・キャスター，ピ

ーター・バラカンさんのトーク・ショーをそのま

ま伝えた。／出演：ピーター・バラカン

{地球アゴラで世界一周　10HOURS』
06.07／13:10～22:59

BS放送20周年を記念し，世界五大陸30余りの

国と地域に住む総勢40人の日本人を，ウェブカメ

ラとインターネットを使って生でつなぎ，現地の

ホットな話題や，この20年の暮らしの変化を伝え

てもらった。アジア・オセアニアをスタートして

ヨーロッパ・アフリカ，南北アメリカと現地の日

本人をリレー形式でつなぎながら，10時間かけて

ぐるっと世界一周。さらに『ジェネレーション

Y』や『BSベストスポーツ』『関口知宏のファー

ストジャパニーズ』といったBS1の番組やラジオ

番組『地球ラジオ』とのコラボレーションも実施。

生活者の視点から見た世界の今を楽しく多角的に

伝えた。／司会：川平慈英，住吉美紀アナ／衛星

放送センター，NEP

{BS特集～気候変動が子どもを襲う～アグネ
ス・チャン　西アフリカ報告』

07.04／22:10～22:59
サハラ砂漠の南に位置する西アフリカのブルキ

ナファソは，農業と放牧によって成り立つ小国。

今，気候変動の影響で砂漠化が進み，作物の不作

や飢
き

饉
きん

が続き，住民の生活を圧迫している。特に

子どもたちへの影響は大きく， 5歳未満の子ども

の死亡率は18％と際立って悪い。日本ユニセフ協

会大使のアグネス・チャンがブルキナファソに入

り，現状を報告。／ソフト開発センター，NEP，

テムジン

{BS特集～インド巨大財閥の挑戦～世界最安カ
ーはこうして生まれた』

08.29／23:10～23:59
インド経済成長の主軸を担い，コーラス製鉄や

ジャガー・ランドローバーの買収，さらに 1台20

万円という世界最安値の自動車ナノを発売し，世

界を驚かせたインド巨大財閥タタ。冷徹でユニー

クな戦略を次々と打ち出し，世界から「グローバ

ルマーケットで最も目が離せない存在」とまで言

われるようになった。総帥ラタン・タタ会長の単

独インタビューに外国メディアとして初めて成

功，急速な成長を可能にした秘密をひもとくとと

もに，世界不況の中での成長戦略に迫った。／衛

星放送センター，NEP，アクセルオー

{発掘アジアドキュメンタリー』
09.22／00:10～01:00
09.23／00:10～00:59
09.24／00:15～01:00

「アジアの優れた番組制作者を発掘し，アジア

の視点で，今を伝えよう。」NHKの呼びかけで，

国際共同制作の新しい試み「アジア公開提案会

議」が始まった。アジア全域のローカル制作者に

対して番組企画を募集，優れた企画を 3～ 5本選

び出し，ローカルの視点によるユニークな番組の

開発を目指すものだ。 2年目を迎えるこのイベン

トから，09年度は 4 本の番組が誕生した。／

(9.22）「シェークスピアに愛をこめて」（中国），

北京オリンピックで英語熱が高まる中国。シェー

クスピアの十四行詩に取り組む幼い子どもたちに

密着／（9.23）「私は黄砂と闘う」（中国），政府

の退去勧告を拒否してまで故郷に残り，植樹を続

ける一組の夫婦，「夢を織るプリンセス」（フィリ

ピン），フィリピン南部に暮らすイスラム少数民

族の女たちの暮らし／（9.24）「ダイヤモンドの

運び人アンガディア」（インド），インドの主要産

業，ダイヤモンドを秘密裏に運ぶ専門職人たちの

実態／ソフト開発センター，MediaCorp（シンガ

ポール）

{BS特集～民衆が語る中国・建国60年』
10.13～14／00:10～00:59

45年10月 1 日の中国人民共和国の建国宣言から

60年，あらゆる面で中国は大きな変貌
ぼう

を遂げた。

限りなく資本主義の様相を呈する社会，増大する
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格差と不満，新たな価値観に生きる一人っ子世代

など。今人々は改めて建国当時の波紋の日々をど

う振り返り，今の中国に何を思うのか。ようやく

みずからの言葉で語ることができるようになった

民衆の証言で綴
つづ

る 2 回シリーズ。第 1章は，共産

党と国民党が主導権を巡って全面戦争に突入した

国共内戦がテーマ。民衆は何を考え，どう動いた

のか，新国家樹立の熱狂的な雰囲気の中，急速な

復興が成されてゆく新たな時代に，民衆はどのよ

うな夢を描いたのか「新中国誕生」を見つめた。

第 2章は，毛沢東の指示で農地が共有化・集団化

された人民公社の時代と餓死者数千万ともいわれ

る悲劇を生んだ大躍進の時代を民衆はことば少な

に語る「人民公社と大躍進の時代」。／ソフト開

発センター，NEP，テムジン

{1989－2009 壁崩壊が世界を変えた』
11.09／18:15～22:00（『BSニュース』あり）

歴史の大きな転換点となったベルリンの壁崩壊

から20年。『BSニュース』はこの年に始まり，そ

の後も激動する世界情勢と，その中で懸命に生き

る人々を見つめてきた。20周年にあたるこの日，

東京のスタジオと壮大な式典が行われたベルリン

を結び，BSが記録してきた膨大な資料映像に最

新情報を加えながら，「あの日は世界に何をもた

らしたのか」「世界はどこに向かおうとしている

のか」分厚く伝えた。／（第 1部）ドイツ・統一

の影で，（第 2部）ヨーロッパの激動，（第 3部）

超大国アメリカの迷走，（第 4 部）ジャック・ア

タリが語る　市場経済の20年／中継出演：長崎泰

裕ヨーロッパ総局長／スタジオ出演：藤原帰一・

東京大学大学院教授，江川紹子・ジャーナリス

ト／司会：岡部徹解説委員／衛星放送センター，

NEP

{BS特集～北朝鮮に帰ったジュナ～“帰国事業”
50年目の再会』

12.05／23:10～23:59
59年12月，在日朝鮮人の北朝鮮「帰国事業」が

始まった。その後84年までに 9万数千の人々が帰

還した。彼らはどんな歳月をたどったのか。西日

本の町に生まれ，いっしょに育った 2人のいとこ。

ひとりは家族とともに北朝鮮に帰り，ひとりは日

本に残った。長い年月を経て 2人は再会し，これ

までの経験を，人生を，語り合った。数多くの写

真や手紙も交えながら，「帰国事業」を経て再会

した 2人の対話に耳を傾けた。／衛星放送センタ

ー，NED

{BS特集～シリーズ立花隆　思索紀行　人類は
がんを克服できるのか』

12.27～29／21:10～22:00
膀
ぼう

胱
こう

がんを発病した評論家の立花隆さんが，が

んの正体を根源的に突き止めようと，みずから世

界の研究者を訪ね歩きながら思索したシリーズ。

第 1回「“がん戦争”100年の苦闘」では，人類が

なぜがんを完全には克服できないのか，抗がん剤

開発の歴史とその挫折の軌跡をたどりながら，人

類を翻
ほん

弄
ろう

し続けるがん細胞の果てしない“複雑さ”

に迫った。第 2回「生命の進化ががんを生んだ」

では，がんという病が，生命誕生の神秘や，進化

の歴史と分かち難く結び付いた“宿命”の病であ

ることを解き明かした。第 3 回「生と死を越え

て」では，がんの克服が困難な中で，私たちはこ

の病とどう向き合えばいいのか，立花さん自身の

選択を手がかりに考えた。／社会番組部

{BS特集～ゴルバチョフ　若者たちとの対話』
12.27／22:10～22:59

旧ソビエト連邦の元大統領ミハイル･ゴルバチ

ョフが，09年12月来日した。滞在中，元大統領と

の対話集会に臨んだのは明治大学の学生たち。ベ

ルリンの壁が崩れた79年前後に生まれた若者たち

にとって，冷戦終結の一方の立役者，ゴルバチョ

フは伝説の人物だ。対話集会の準備のため歴史を

学ぶ中で，若者たちは何を得たのか。ゴルバチョ

フのことばは彼らにどう響いたのか。100日に及

ぶ若者たちの日々を追った。／衛星放送センター，

NEP

{BS特集～あなたは何％減らせますか？私たち
の温暖化対策2010』

01.02／19:10～20:00，20:10～21:00
COP15（コペンハーゲン）の開催で，地球温

暖化への関心が高まる中，「この問題を自分のこ

ととしてとらえ，自分に何ができるか」を考える

市民会議が，世界38か国，4,400人が参加して行

われた（ 9 月26日）。BS1の年始特集として，こ

の会議に参加した世界 4か国の市民をインターネ

ット中継で結び，スタジオのゲストとともに，自

分の身の回りでできる温暖化対策とは何か，具体

的にわかりやすく伝えた。／出演：山田五郎，山

瀬まみ，福山哲郎・外務副大臣，国立環境研究

所・江守正多／司会：小野文惠アナ／衛星放送セ

ンター，京都局，NED

{BS特集～核なき世界へ　オバマの戦略』
01.03／19:10～20:00，20:10～21:00

09年 4 月，チェコの首都プラハで核なき世界を

呼びかけ，ノーベル平和賞を受賞して衝撃を与え

たアメリカのオバマ大統領。賞賛の声が高まる一

方で，理想論にすぎないと疑問視する向きもある。
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オバマ大統領はなぜ，宣言に踏み切ったのか。実

現の見込みはあるのか。専門家が徹底的に討論し

た。／出演：姜尚中・東京大学大学院教授，李鍾

元・立教大学教授，中山俊宏・津田塾大学准教授，

田中浩一郎・日本エネルギー経済研究所理事，秋

山信将・一橋大学准教授／司会：柳澤秀夫解説委

員／衛星放送センター，Gメディア

{BS特集～反骨の映画監督　マイケル・ムーア』
01.09／22:10～22:59

「ドキュメンタリーは売れない」という常識を

覆しヒット作を連発，各映画賞を総なめにしてき

た映画監督，マイケル・ムーア。企業による大量

解雇，産業としての銃社会など，一貫してアメリ

カに巣くう巨大な権力にカメラを向けてきたムー

ア監督が初来日。監督の目に日本の姿はどう映っ

たのか。作品に込めた思いとともに浮き彫りにし

ていく。／出演：マイケル・ムーア，国谷裕子／

経済・社会情報番組部

{関口知宏のオンリーワン～ニッポンを元気にす
る若者たち“広島・尾道”』

01.11／22:10～22:55
鉄道紀行シリーズ，そして海外で活躍する日本

の若者「ファーストジャパニーズ」を訪ねる旅で，

世界中の人々と出会ってきた関口知宏さん。10年

度新番組に先駆けての特別番組で彼が出会うの

は，独自の視点と行動力で活躍する全国各地の若

者「オンリーワン」たち。スタートは広島県尾道

市。「坂の町」として文人たちにも愛されたレト

ロな町並みは今，過疎化が進み空き家が急増，廃

屋も増え，高齢者には特に住みにくくなっている。

町を何とかしたいと立ち上がった「空き家再生プ

ロジェクト」の若者たちは，空き家の居住者を県

外からも募り斡旋
あっせん

，改修から引っ越しまで徹底的

にサポートする奮闘を続けている。「坂の町」再

生にかける若者の活動と思いに迫った。地元小学

校の体育館で，地域住民を交えて公開収録を行っ

た。／進行：関口知宏／アシスタント：豊田エリ

ー／衛星放送センター，Gメディア

{BS特集～わたしたちはそばにいる～神戸発・
災害ボランティア　四川に挑む』

01.17／20:10～20:59
死者 6 万9,000人という甚大な被害を出した四

川大地震。政府による復興が進められる中，援助

の届きにくい地方の農村部で被災者支援に奮闘す

る災害ボランティアがいる。神戸のNGOメンバ

ー・吉椿雅道さん。大切にしているのは被災者が

みずからの力で地域を再建していけるような支援

だ。心のケアから村の産業振興まで，被災者とと

もに復興に取り組む吉椿さんの活動に密着。真の

復興支援とは何か，四川での格闘の日々を見つめ

た。／大阪局

{BS特集～テレビ新時代～変わるメディアと公
共放送の挑戦』

01.24／20:10～20:55
03.05／01:10～01:55

時代とともに進化してきたテレビ放送は，今，

インターネットやデジタル技術によってどのよう

に変わろうとしているのか。09年12月，京都で行

われた「国際公共放送会議」（PBI:Public Broad

casters International）での各国公共放送の代表

や専門家による議論と，世界のメディアの最新の

動きを通じて，次世代のテレビ放送の可能性を探

った。内容は，仏独共同プロジェクトHbbTV，

韓国VOD編集サービス，台湾市民記者制度，オ

ンラインゲーム（プレイステーション　ホーム），

動画共有サイト（ニコニコ動画）ほか，番組の英

語版をワールドTV，ラジオ日本でも放送し，世

界各地から大きな反響を得た。／出演：村井純・

中村伊知哉・慶応大学教授ほか／国際放送局

{我が思い出の冬季オリンピック「雪上の勇者た
ち」「銀盤の戦い」』

01.30／22:10～23:00
バンクーバー冬季五輪を前に，札幌五輪日の丸

飛行隊の飛行，長野五輪スピードスケート清水宏

保選手の快走など，日本人に思い出深い名シーン

を，懐かしい映像と著名人の思い出トークととも

に振り返り，五輪への期待を高めた。雪上編（ス

キーなど）25分，氷上編（スケートなど）25分の

2 部構成。素材を共有した 5 分番組『冬季オリン

ピック栄光の瞬間』も計10本制作。／衛星放送セ

ンター，Gメディア

{BS特集～零戦～栄光と悲劇の航跡』
02.06／23:10～23:59

太平洋戦争を通じて海軍の主力戦闘機として戦

った零式艦上戦闘機，通称「零戦（ゼロセン）」。

旋回性能や航続距離などの優れた性能と開戦当初

の華々しい戦果によって，数々の伝説に彩られて

きた。終戦までの 5年間に 1万機以上が生産され

たが，戦争の進展にともなって敵の格好の標的に

なり，戦争末期には特攻機としてパイロットとも

ども無残な“死”に追いやられるなど悲劇的な結

末をたどった。太平洋戦争を通じて零戦はどのよ

うな運命をたどったのか。番組では，元日本軍パ

イロットと零戦と戦った元アメリカ軍パイロット

の証言で明らかにしていく。そこからは，開戦前

からアメリカ軍によって零戦の情報収集と弱点の

再 
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研究が行われ，“対ゼロ戦法”が編み出されてい

た事実が明らかになり，戦争の中盤，アメリカが

新型機を投入しても零戦にしがみついて戦うしか

なかった日本のパイロットたちの苦悩が伝わって

くる。同タイトルの『ハイビジョン特集』の49分

ダイジェスト版。／ソフト開発センター，NEP，

テムジン

{BS特集「第 1 部　岐路に立つテレビ・新聞」
「第2部　ウェブジャーナリズムの未来」』

03.21／19:10～20:00，20:10～20:59
アメリカでは今，ウェブ・メディアが躍進する

一方で，半世紀にわたって主役を演じてきた新聞，

テレビの 2大メディアが激しく地盤沈下。権力の

監視役というジャーナリズムの使命そのものが危

ぶまれている。既存のメディアは，インターネッ

トへの参入を存続の活路としながら，いまだビジ

ネスモデルが描けずにいる。巨大な地殻変動に飲

み込まれる既存メディアとジャーナリズムの現

状，そして今後の展望をリポートした。／衛星放

送センター，Gメディア

衛星第 2 テレビ

『あなたのアンコール　サタデー／サンデー』
土　13:30～16:00
日　10:00～11:54

第 1 回07.1.14／視聴者コールセンターに寄せら

れる番組に対する意見や再放送希望の中から，特

に反響が大きかった直近の番組を選び，紹介す

る。／司会：桜井洋子アナ／広報局制作部，NS

C

『あなたの街で夢コンサート』
BS2 金　21:00～21:49
HV 木　11:00～11:49

第 1 回08.4.19／日本全国の街にお邪魔し，音楽

をこよなく愛する地元の人たちと舞台を作り上げ

るステージショー。毎回，熱い思いを持った音楽

愛好家が登場し，その音楽人生と個性あふれる素

顔を紹介，最後はプロのオーケストラとの共演を

果たすという，笑いと感動の夢ステージを届け

た。／司会：渡辺徹，首藤奈知子アナ／音楽・伝

統芸能番組部

『アニメギガ』
BS2 月　00:20～00:59
HV 土　00:50～01:29

第 1 回07.4.25，最終回10.3.15／話題のアニメの

制作者や声優などを，毎回 1 人スタジオに迎え，

ロングインタビューするトーク番組。年10回放

送。／司会：渡邊隆史，村井美樹／衛星放送セン

ター，SV

『アニメ・ななみちゃん』
BS2 日　　08:45～08:50

金　　12:55～13:00
HV 日　　20:55～21:00

第 1 回04.5.17／04年 5 月に視聴者から届いた 9

万通の公募で名前が付けられた，BS新キャラク

ターを主人公とする 5分のアニメ。木の実から生

まれたななみが，小学校 3年生の未知，その父遊

作と母洋子，しあわせ荘の個性的な住人たちを巻

き込んで起こす，ほほえましく楽しい物語。09年

は16本を制作，合計で92本となった。／声の出

演：小桜エツ子，かかずゆみ，ほか／衛星放送セ

ンター，NEP

『囲碁・将棋ジャーナル』
土　12:10～13:28

第 1 回98.4.9（『囲碁・将棋ウイークリー』（第

再 

再 
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1 回89.9.3）を改題）／囲碁・将棋界のその週の

話題と各棋戦の結果を中心に伝える「トピック

ス」と，タイトル戦など注目の対局を解説する

[大盤解説」で構成する情報生番組。毎回，旬の

棋士をゲスト解説者に迎えた。／制作局（委託管

理），NED

『器　夢工房』
日　06:20～06:30

第 1 回03.4.6，最終回10.3.28／全国各地の陶芸

家たちの作品を，「用の美」の視点から紹介する

番組。日本の伝統的な手法を受け継いだ作品や，

自由な創造力を発揮した個性的な作品を作る陶芸

家たち，さらに新進気鋭の若手作家たちを紹介し

たこの番組は，陶芸ファンのみならず多くの視聴

者からの支持を得た。09年度は，名古屋局が15本，

福岡局が 5本を制作。／語り：河野多紀／名古屋

局，福岡局，NPN

『衛星アニメ』
火　20:00～20:50

新規視聴者の誘導を狙い，NHKが制作，購入

した高品質アニメを，新作と交えてゾーン編成を

行った。「電脳コイル」「ツバサ・クロニクル」

[こばと。」を編成。

「アニメ　こばと。」 新
火　20:00～20:25

第 1 回09.10.6，最終回10.3.23／人気創作集団

CLAMPが雑誌連載中のマンガ「こばと。」と

[Wish」を原作にアニメ化。正体不明の少女，

小鳩には「行きたい所」があるらしい。そこに行

くためには「ビン」に人々の傷ついた心を集めな

ければならない。偶然人手不足の保育園を手伝う

ことになる小鳩だが，そこはトラブルで廃園の危

機にあった。小鳩は保育園を救うことができるの

か？全24話。／監督：増原光幸／アニメーション

制作：マッドハウス／製作：こばと。を守る会／

ソフト開発センター，SV

「アニメ　ツバサ・クロニクル」
火　20:25～20:50

第 1 回05.4 .9／ （第 1 シリーズ）09.4.14～

12.15，（第 2 シリーズ）09.12.22～／人気創作集

団C L A M P 原作の人気コミック「ツバサ -

RESERVoir CHRoNiCLE-」をアニメ化。全52話。

考古学者を志す少年小狼と，クロウ国の姫サクラ

は幼なじみ。ある夜サクラは，彼女の持つ力を手

に入れようとする飛王の陰謀によって，すべての

記憶を失ってしまう。サクラの命を救うために，

小狼は異世界へと旅立つ。／監督：真下耕一・モ

リヲカヒロシ／アニメーション制作：ビィートレ

イン／ソフト開発センター，NEP

「アニメ　電脳コイル」
火　20:00～20:25

第 1 回07.5.12／ 09.4.7～9.29／今よりもちょっ

と未来の世界では，子どもたちの間でどこからで

もネットに接続できる「電脳メガネ」が流行して

いた。大黒市に転校してきた小此木優子もメガネ

を使っていたが，彼女のまわりの電脳空間で不思

議な出来事が次々に起こる。全26話。／製作：電

脳コイル製作委員会／アニメーション制作：マッ

ドハウス／ソフト開発センター，NEP

『衛星アニメ劇場』
日　23:00～00:20

第 1 回90.4.2／木曜夜から日曜夜に移設し，『ア

ニメアンコール』（第 1 回07.1.8）と合体。国内外

から購入したアニメ作品と，NHK制作のシリー

ズアニメを 3本立てで編成。作品と作品の間では

アニメの監督，声優のインタビューや今後のライ

ンナップを紹介した。／作品：「花咲ける青少

年」（全39話），「グイン・サーガ」（全26話），「ス

ター・ウォーズ／クローン・ウォーズ」，「蟲師」

(全26話），「プラネテス」（全26話），「テニスの

王子様」（全13話）／ナレーター：水田わさび／

ソフト開発センター，NEP

「花咲ける青少年」 新
日　23:01～23:26

第 1 回09.4.5，最終回10.2.14／樹なつみの原作

による同名の人気マンガをアニメ化。大財閥バー

ンズワースの一人娘花鹿に対して父ハリーから仕

掛けられた「夫探しゲーム」。次々と現れる魅力

的な夫候補たち。しかしその裏には，ある国の王

位継承にまつわる秘密が隠されていた。／監督：

今千秋・亀垣一／アニメーション制作：ぴえろ／

ソフト開発センター，SV

「グイン・サーガ」 新
日　23:29～23:54

第 1 回09.4.5， 最終回09.9.27／栗本薫原作によ

る長編ファンタジー小説をアニメ化。キレノア大

陸で最も古い歴史を誇る王国のパロ。その王宮ク

リスタルパレスに突如隣国のモンゴールが侵攻。

双子の王女リンダと王子レムスは謎の装置により

遠く離れたアルゴスへ脱出を図るが，誤って魔物

が住むといわれるルードの森へと送られてしま

う。そこでモンゴールの追っ手から間一髪 2人を

救ったのは，豹
ひょう

頭の 戦士グインであった。G

(金0:45～1:10）でも放送。（09.10.2～10.3.19）／

監督：若林厚史／アニメーション制作：サテライ

ト／製作：Project Guin／ソフト開発センター

再 
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『衛星映画劇場』
月～金　13:00～15:00

第 1 回00.3.27／午後在宅率の高い高齢視聴者層

に向けて，邦画・洋画の思い出の名画を中心に編

成，179本を放送した。 4 月は時代劇特集（4.6～

10）として「あらくれ大名」「はやぶさ奉行」な

ど， 5 月はファミリー＆動物映画特集（5.5～6）

として「マイ・ドッグ・スキップ」「レモニー・

スニケットの世にも不幸せな物語」など， 8月は

ドイツ・オーストリア名画特集（8.3～7）として

[ブルグ劇場」「野ばら」などを放送。 9 月には

マリリン・モンロー特集（9.28～10 .2）として

{BS世界のドキュメンタリー～マリリン・モン

ロー　最後の告白』とあわせ「ナイアガラ」「七

年目の浮気」など，11月は生誕100年山中貞雄特

集（11.10～11）として「丹下左膳余話　百萬両

の壺」「河内山宗俊」「人情紙風船」を放送した。

1 月はマーロン・ブランド特集として「波止場」

[革命児サパタ」など， 2月はアカデミー受賞作

品特集（2.15～27）として「怒りの葡萄」「十戒」

などを放送した。／ソフト開発センター，NEP

『衛星映画劇場』
月　　21:00～22:55

（前期）火～木　21:00～23:00
（後期）火・水　21:00～23:00

第 1 回89.10.1／家族で楽しめる話題作やヒット

作を中心に127本を放送。 4 月は大作映画特集

(3.30～4.4）として「風と共に去りぬ」「ガンジ

ー」など， 6 月はミュージカル特集（6.22～25）

として「プロデューサーズ｣「アニー」など，西

部劇特集（6.29～7.2）として「シェーン」「荒野

の用心棒」などを放送。 8月は，映画カメラマン

宮川一夫の没後10年特集（8.24～27）として「雨

月物語」「瀬戸内少年野球団」などを編成した。

9 月から10月にかけて，映画の魔術師スピルバー

グ特集（9.21～10.8）として「E．T．20周年アニ

バーサリー特別版」「宇宙戦争」「マイノリティ・

リポート」「ターミナル」など，10月はNHKアジ

ア・フィルム・フェスティバル特集（10.19～21）

として「My Son～あふれる想い」「パンドラの

箱」などを放送した。11月は大ヒット映画特集

(11.16～18）として「M：I－ 2」「博士の愛した

数式」など， 1 月は俳優中井貴一特集（1.4～6）

として「ビルマの竪琴」「壬生義士伝」などを放

送。アカデミー受賞作品特集（2.8～3.18）では，

[ローマの休日」「アパートの鍵貸します」「ブレ

イブハート」「ベン・ハー」「史上最大の作戦」な

ど，各賞に輝いた作品の集中編成を行った。また，

映画放送前の解説番組として『シネマ・プレビュ

ー』を放送した。／ソフト開発センター，NEP

『衛星映画劇場』
火～金　00:40～02:30
日　　01:00～03:00

第 1 回94.4.16／ヨーロッパやアジア映画，内外

の気鋭の映画監督の個性的な作品，『衛星映画劇

場』等で話題となった作品の再放送など，180本

を放送した。 4 月は香港アクション特集（4.12～

19）として「男たちの挽歌」シリーズなど， 5月

はサンダンス・NHK国際映像作家賞特集（5.5～

10）として「神の羊」「ウール100％」など，カン

ヌ映画祭特集（5.12～22）として「甘い生活」

[黒い雨」「桜桃の味」など， 8 月は戦争と人間

特集（8.16～21）として「TOMORROW／明日」

[上海の伯爵夫人」などを放送。日本映画秀作選

(9.15～18）では「幸福な食卓」「ゆれる」など，

NHKアジア・フィルム・フェスティバル特集

(10.13～18）では「僕たちのキックオフ」「Orz

ボーイズ！」などを放送した。12月の障害者週間

関連特集（12.1～4）では「エマニュエルの贈り

もの」「母のいる場所」など，アンジェイ・ワイ

ダ特集（12.8～13）では「夜の終わりに」「約束

の土地」など， 2 月のアカデミー受賞作品特集

(2.16～19）では「ミニヴァー夫人」「コールガ

ール」などを放送した。／ソフト開発センター，

NEP

『大阪発疾走ステージ　WEST WIND』
第 4日　18:00～18:48

第 1 回07.4.29／「NHK大阪ホール」で公開収

録を行った音楽バラエティーショー。関西出身者

を中心としたお笑い芸人と音楽系アーティストが

熱いライブを展開。関西ならではの歌と笑いの疾

走感にあふれたステージで，温かみと熱気を全国

に発信した。11月には滋賀のロックフェスを取り

上げる出張版も放送した。09年度は10本放送。／

司会：サバンナ，フットボールアワーほか／大阪

局

『お好み寄席』
BS2 火　18:00～18:43
HV 水　11:00～11:43

第 1 回06.4.4／「NHKみんなの広場ふれあいホ

ール」での公開収録で，落語・漫才などの寄席演

芸を中心とした上質のエンターテインメントを紹

介。実力派による独演「長講一席」のほか，「こ

の人・この芸」「演芸三題」などの企画を軸に展

開，さらに「チーム対抗大喜利合戦」を新規に始

めた。／出演：三遊亭金馬，柳家さん喬，三増紋
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也，玉川スミ，あした順子・ひろし，灘康次とモ

ダンカンカンほか／司会：塚原愛アナ／エンター

テインメント番組部，NEP

『海外連続ドラマ』
月　　20:00～20:45
火　　23:00～23:45
水・木　23:00～23:45
日　　21:00～22:00

09年度のBS海外ドラマは，以下のシリーズを

放送した。／ソフト開発センター

「名探偵モンク6」 新 月， 火

第 1 回04.3.30／（第 6 シーズン）第 1 回09.4.6，

最終回09.7.20／極度の恐怖症と潔癖症の元刑事エ

イドリアン・モンクが活躍するユーモア・ミステ

リードラマの第 6弾。妻の死がきっかけで，モン

クは，刑事の職から遠ざかることを余儀なくされ

てしまう。しかし，その類まれな推理力を生かし

て，難事件を解決していく。全16回。

「デスパレートな妻たち4」 新 水

第 1 回05.9.28／（第 4 シーズン）第 1 回09.4.8，

最終回09.7.29／ウィステリア通りに暮らすがけっ

ぷちの主婦たちの日常を，ミステリーとブラッ

ク・ユーモアを絡めて描くアメリカ人気ドラマの

第 4シーズン。全17回。

「ER衒蠱 緊急救命室」 木

第 1 回96.4.1／（第13シーズン）第 1 回08.9.29，

09.4.9～09.8.7／シカゴのカウンティ総合病院の

緊急救命室に勤めるドクターや医療スタッフの活

躍を描く群像ドラマ。アメリカの医療ドラマの歴

史を大きく変えたと高い評価を受けるドラマの第

13シーズン。全23回。

「スポットライト」 新 日

第 1 回09.4.5，最終回09.7.26／韓国・ソウルの

GBS放送報道局社会部の若手女性記者ソ・ウジン

が，新任キャップ，オ・テソクの叱
しっ

咤
た

激励を受け

ながら一人前の記者に成長していく姿を描くドラ

マ。全16回。

「魔術師　MERLIN
マ ー リ ン

」 新 月， 火

第 1 回09.10.5，最終回09.12.28／ヨーロッパに

伝わるアーサー王伝説をモチーフにしたイギリス

のファンタジードラマ。生まれながらに強力な魔

法の力を授かっている青年マーリンが王子アーサ

ーを助けながら邪悪な魔女たちから国を守る冒険

物語。全13回。

「華麗なるペテン師たち3」 新 月， 火

第 1 回06.7.25／（第 3 シーズン）第 1 回10.1.4，

最終回10.2.8／スリル，アクション，そしてユー

モアたっぷりの大ヒットドラマ「華麗なるペテン

師たち」の第 3シーズン。ミッキー，ダニー，ア

ッシュ，ステイシー，アルバートの 5人のメンバ

ーが，“正直者はだまさない”のルールで欲張り

者たちをペテンにかけ，ごっそりだまし取ってい

く。全 6回。

「アグリー・ベティ3」 新 水

第 1回07.10.1／（第 3シーズン）第 1回09.10.7，

最終回10.3.24／アメリカの人気コメディーの第 3

シーズン。出版業界で働くことが夢だったベティ。

有能ながらも，その容姿のために，仕事はなかな

か見つからなかったが，ひょんなことから，一流

ファッション誌「モード」編集長の秘書に抜擢
てき

さ

れる。「見かけ」だけが重視される世界で，ベテ

ィが，持ち前の明るさと勤勉さと誠実さを武器に

奮闘する。全24回。

「ER衒蠶 緊急救命室」 新 木

第 1 回96.4.1／（第14シーズン）第 1 回09.10.8，

最終回10.2.25／シカゴのカウンティ総合病院の緊

急救命室に勤めるドクターや医療スタッフの活躍

を描く群像ドラマ。アメリカの医療ドラマの歴史

を大きく変えたと高い評価を受けるドラマの第14

シーズン。全19回。

「イ・サン」 新 日

第 1回09.8.2／18世紀後期の朝鮮王朝第22代王，

正祖
チョンジョ

，名はイ・サンを主人公とした韓国の歴史ド

ラマ。陰謀渦巻く朝廷で幾度もの暗殺の危機を乗

り越え，偉大な王として多くの功績を残したイ・

サンの波乱万丈の生涯を描く。放送は10年度にか

けて全77回。

『上方演芸ホール』
BS2 金（原則第 4週） 21:00～21:59
HV 木　　　　　　　　11:00～11:59

第 1 回01.11.19／漫才，落語，浪曲の名人芸や

若手の旬の芸を楽しんでもらう公開番組。「本物

の芸」をNHK大阪ホールから臨場感たっぷりに

届けた。年10本。／案内：（漫才）桂米團治，石

田靖，斉藤雪乃（落語）小佐田定雄／大阪局

『クラシック・ロイヤルシート』
月　01:00～04:00

第 1 回94.10.22，最終回10.3.29／世界のオペラ

ハウスや音楽祭から，話題のステージ，注目のコ

ンサートを紹介する番組。独自収録・国際共同制

作・番組購入などにより，グラインドボーン音楽

祭「妖精の女王」「ベツレヘムとエルサレムのク

リスマス・オラトリオ」「音楽　終わりなき道

～ピエール・ブーレーズ」など，バラエティー豊

かなラインナップで放送した。／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

再 

再 

再 

再 

再 
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『蔵出し劇場』
水・木　18:00～18:44ほか

第 1 回07 . 1 . 8（『蔵出しエンターテインメン

ト』）／かつての懐かしい番組を再放送，再編集

して放送。

「ふたりのビッグショー」 水

93年から03年にかけて放送した『ふたりのビッ

グショー』から精選。 2人のエンターテイナーが

共演し，スペシャルデュエットやメドレー，トー

クなどを展開した。／ライツ・アーカイブスセン

ター，エンターテインメント番組部，NEP

「月替わり特集」 木

・「NHKスペシャル　始皇帝」（ 3本放送）
・「NHKスペシャル　大モンゴル」（ 5 本放
送）

・「アジア古都物語」（ 6本放送）
アジアを舞台にした大紀行番組。／ライツ・ア

ーカイブスセンター，エンターテインメント番組

部，NEP

・「お笑いオンステージ」
72年～82年放送の公開寄席バラエティー。 8本

放送。／ライツ・アーカイブスセンター，エンタ

ーテインメント番組部，NEP

・「あの人からのメッセージ」
互いの人生で深い接点を持ち，合い通じる生き

様を共有する 2人（故人）の保管映像やインタビ

ューを再編集し，次世代に託されたメッセージを

紹介。13本放送。／ライツ・アーカイブスセンタ

ー，NEP

・「レッツゴーヤング」
74年から86年にかけて放送された若者向け歌番

組。5本放送。／ライツ・アーカイブスセンター，

エンターテインメント番組部，NEP

『ごきげん歌謡笑劇団』 新
BS2 金　21:00～21:59
HV 木　11:00～11:59

第 1 回09.4.10／中高年のアイドル・綾小路きみ

まろが司会の，親しみやすさと温かい笑いを目指

した地方派遣公開番組。出演は大衆演劇の若きス

ター・早乙女太一と，魚のことならおまかせ・さ

かなクン。さらには毎回，人気歌手や実力たっぷ

りの俳優，芸達者のタレント，コメディアンをゲ

ストに迎え，地元の話題を織り込んだオリジナル

脚本による爆笑芝居や，地元の特産，名産を紹介

するなど地元色たっぷりのバラエティー番組。ま

た，早乙女太一の美しい舞やゲスト歌手による最

新ヒット曲など楽しさ満載の59分番組。09年度は

10本を実施・放送。／エンターテインメント番組

部

『最新ヒット　ウエンズデー　J－POP』
BS2 水　20:00～20:49
HV 木　17:00～17:49

土　00:00～00:49
第 1 回06.4.5／J－POPのアーティストが，新曲

を発表する「水曜日」に，「NHKみんなの広場ふ

れあいホール」から生放送で送る若者向け音楽番

組。旬の人気アーティストによる迫力の生ライブ

を中心に，この 1 週間のライブ情報やCD売り上

げによるヒットチャートなど，最新の音楽情報を

交えて伝えた。／司会：さくら／音先案内人：亀

田誠治，寺岡呼人，本間昭光／エンターテインメ

ント番組部，NEP

『SOUND＋1』 新
BS2 （月 1回）金　22:00～22:49
HV （月 1回）金　17:00～17:49

第 1 回09.5.1，最終回10.3.12／一流ミュージシ

ャンを全国各地のアマチュア音楽演奏グループの

もとに派遣し，ひと月後のステージ本番までをド

キュメントする番組。プロの指導を受けながら演

奏に磨きをかけていくアマチュアメンバーたちの

姿を追った。毎回“プラス・ワン”となるゲスト

には，つのだ☆ひろ，うじきつよし，吉田兄弟，

加藤登紀子，小林幸子，平原綾香，千住真理子，

日野皓正，小松亮太，八代亜紀らを迎え，計10回

放送した。また，『SOUND＋1スペシャル・吹奏

楽スペシャル2009』として，スペシャルコンサー

トを新宿厚生年金ホールで開催し， 2時間の特集

番組として放送した。（09.11.13）／衛星放送セン

ター，Gメディア

『ザ少年倶楽部』
BS2 日　18:00～18:50
HV 火　17:00～17:50

第 1 回00.4.9／コンサートや舞台で大活躍のジ

ャニーズJrがNHKホールで繰り広げるステージ

ショー。毎回テーマを決め，メンバー各人の個性

も伝わるような内容となっている。第 3週は，ト

ークを中心としたスタジオ番組『ザ少年倶楽部～

プレミアム』。CDデビューしたジャニーズの人気

グループがゲストとして毎回登場。そのメンバー

のひとりがトークゲストとして登場し，国分太一

と本音トークを繰り広げる。このほか，各界の第

一線で活躍する女性を招いてのトークコーナーも

ある。／司会：（ 1 ， 2 週）中丸雄一（KAT-

TUN），小山慶一郎（NEWS），（ 3 週）国分太一

(TOKIO）／エンターテインメント番組部，NE

P

再 
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『The 女子力』 新
（前期） 木　20:50～22:00
（前期） 水　23:45～23:55
（後期） 木　22:50～23:00
（後期） 火　23:45～23:55

日　08:50～09:00
第 1 回09.4.9，最終回10.3.25／輝く女性たちの

生き方を支えるパワー，それが“女子力”。「女子

力グラフ」「女子力グッズ」などさまざまな角度

から，“女子力”の秘密に迫り，女子力のための

“生きるエネルギー”を10分間に凝縮した。／衛

星放送センター，NED

『ザ☆ネットスター！』
BS2 土　00:00～00:39
HV 月　01:00～01:39

金　11:00～11:39
第 1 回08.4.5，最終回10.2.6／最先端の人気ネッ

トコンテンツを発掘し，なぜ今それがウケている

のかを探っていくネットカルチャーバラエティ

ー。年10回放送。／司会：立川談笑，喜屋武ちあ

き／衛星放送センター，NEP

『三枝一座がやってきた！』
BS2 金　21:00～21:44
HV 木　11:00～11:44

第 1 回07.4.21，最終回10.3.12／創作落語の大

家・桂三枝が，全国各地を訪れ，その土地の話題

を基に毎回新たなご当地落語を創作・披露する公

開派遣番組。09年度は，10か所で実施・放送。／

司会：桂三枝，相田翔子／エンターテインメント

番組部，NEP

『CATVネットワーク～すばらしき私の街』
土　16:00～16:59

第 1 回04.4.18／全国のケーブルテレビ局が制作

した地域限定の自主制作番組を通して，日本各地

の魅力を紹介する。同時に新たなテレビ文化の担

い手となっているケーブルテレビの現在を，全国

の視聴者に紹介した。／司会：さとう珠緒，水谷

彰宏アナ（ 2月から山田貴幸アナ）／衛星放送セ

ンター，Gメディア

『シネマ堂本舗』
日　22:45～22:55
月　18:45～18:55
火　20:50～21:00
水　23:55～00:05
金　20:45～20:55
土　19:45～19:55

（後期）木　22:40～22:50
第 1 回07.1.7／映画にかかわるものなら何でも

そろうお店「シネマ堂本舗」。店主の「カント

ク」こと山本晋也さんと関根麻里さんがBS2『衛

星映画劇場』で放送予定のお薦め作品を紹介。／

ソフト開発センター，NEP

『シネマの窓』
月～金　06:57～07:00，08:00～08:03，

11:57～12:00
第 1 回04.3.29，最終回10.3.26／BS2『衛星映画

劇場』で放送する作品をPRするミニ番組。当日

放送する映画や，近日放送予定の話題作を，渡辺

俊雄・衛星映画劇場支配人の語りで紹介。／ソフ

ト開発センター，NEP

『Shibuya Deep A』
金　23:00～00:00

第 1 回07.4.6／全国の若者が携帯電話から送る

投稿で作る生放送バラエティー。テーマは視聴者

の身の周りで起きたニュースや，ハプニング，恋

愛や悩みの相談まで何でもあり。司会の 2人と毎

回のゲストが，気に入った投稿を読み上げ，トー

クで盛り上げていく。また，携帯電話から簡単な

設問に答えるだけで参加者の恋愛力や人間力を診

断するチェック企画など，多彩な双方向企画を設

けている。／司会：田村淳，ケンドーコバヤシ，

塚原愛アナ／衛星放送センター，NEP

『渋谷らいぶステージ』
BS2 月　18:00～18:43
HV 火　11:00～11:43

第 1 回08.3.31／演歌，歌謡曲，ポップスのジャ

ンルで活躍する歌手をゲストに招き，ワンマンシ

ョー形式で番組独自のライブステージを展開。

[NHKみんなの広場ふれあいホール」公開収録

番組。／司会：水前寺清子／エンターテインメン

ト番組部，NEP

『週刊　手韶治虫』 新
BS2 金　22:00～22:59
HV 月　19:00～19:59

第 1 回09.4.10，最終回09.10.16／BS開局20年，

手韶治虫生誕80年を記念するマガジンスタイルの

番組。“漫画の神様”と呼ばれるだけでなく，科

学文明の未来にさまざまな警鐘を与えた手韶治虫

の世界を楽しく紹介すると同時に，現代を考える

ヒントを探ることを目指した。メインコーナーは

各界の著名人が毎回登場し，手韶作品の魅力を語

り，現代に通じるメッセージをひもとくスタジオ

トーク。手韶治虫原作のテレビアニメや手韶漫画

を新たに映像化した「モーション漫画」を毎回 1

本ずつ放送。VTRコーナー「私の手韶治虫」で

は，人生の原点となった一作を紹介した。／司

再 
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会：石澤典夫アナ，杏（女優）／衛星放送センタ

ー，NED

『週刊ブックレビュー』
BS2 土　08:30～09:24
HV 土　22:00～22:54

第 1 回91.4.7／日々，多数出版されている新刊

本を書評することによって視聴者に読書の指針を

提示する番組。「おすすめの一冊」のコーナーで

は毎回，各界の著名人 3人が，それぞれ推薦する

新刊本を紹介し，うち 3 冊を合評した。後半の

[特集コーナー」では，話題の本の著者を招いて，

その本にまつわるエピソードや著者の素顔を紹介

した。また，兵庫県芦屋市（12月）で公開収録を

行い，視聴者との交流に努めた。／司会：児玉清，

藤沢周，梯久美子，中江有里，金井勇太，谷口真

衣／衛星放送センター，NEP

『素敵にガーデニングライフ』
BS2 日　07:40～08:04

土　05:30～05:54
HV 木　21:30～21:54

火　07:00～07:24
第 1 回03.4.9／全国のガーデナーが手塩にかけ

た自慢の庭を，上岡亮アナウンサーと小林あずさ

さんが訪問。09年度は，プロのガーデナーからの

ワンポイント・アドバイスやオーナーの日常のド

キュメントシーンなどのコーナーを新設。 8月に

はドイツの庭を訪ねるシリーズを 3本制作し，09

年度は計36本を制作した。／衛星放送制作センタ

ー，NEP，NPN

『絶対！ふるさと主義』
日　13:00～15:00

第 1 回02.5.10／各地の風土や産業，イベントな

どを軸にテーマを設定し，NHKと地域が一体と

なって生放送で伝える地域密着型の番組。地元の

CATVと協力して制作，地域色を鮮明に打ち出

している。横浜市（横浜局），大阪府（大阪局），

新潟県（新潟局），大分県（大分局），静岡県（静

岡局）で実施。／衛星放送センター，各地域局

『デジスタ・プチ劇場』
BS2 日　22:55～23:00
E 日　00:45～00:50

第 1 回06.4.3／『デジタル・スタジアム』で放

送された作品から毎回 1 ～ 2 本ずつピックアッ

プ，ミニ番組として放送する秀作選。／衛星放送

センター，NEP

『デジタル・スタジアム』
BS2 土　00:00～00:39
HV 月　01:00～01:39

金　11:00～11:39
第 1 回00.4.1，最終回10.3.13／視聴者から寄せ

られたアート作品をプロのクリエイターが講評し

優秀作品を選ぶ番組。コンピューター・グラフィ

ックス，メディアアート，ウェブなどの作品を取

り上げてきた。開始から10年を経て，作品の質量

ともに上昇傾向にあり，応募者の年代層も広がり

をみせている。10代のクリエイターたちの活躍を

紹介する「デジスタ・ティーンズ」，年間最優秀

作品を決める「デジスタ・アウォード」を放送。

年 4回，公開収録を実施。／司会：中谷日出解説

委員，ジョージ・ウィリアムズ／衛星放送センタ

ー，NEP

『ドゥ！エアロビック』 新
日　06:30～06:54

第 1 回09.4.5／日本でも指折りのインストラク

ターが全国各地を訪ね，学校や地区の集会所・企

業などを会場にエアロビックを楽しむ，視聴者参

加型の公開番組。企業での収録では仕事の内容な

ども紹介しながら，仕事の疲れをリフレッシュす

るエクササイズなども指導している。指導者やイ

ンストラクターが参加者の輪の中に入り，直接指

導することで，よりわかりやすくエアロビックを

楽しめるよう制作した。／司会・指導：知念かお

る（日本エアロビック連盟理事長）ほか／衛星放

送センター，NEP

『どれみふぁワンダーランド』 新
（月 2回）土　20:00～20:59

第 1 回09.4.25／クラシックからポップス，ロッ

ク，ジャズ，歌謡曲，童謡まで，「音楽の新しい

楽しみ方」を提案するバラエティー番組。有名曲

にまつわる楽しいエピソードや新解釈による分

析，また，音楽家たちの舞台裏を紹介し，遊び心

あふれるさまざまなアイデアがつまった歌や演奏

で構成する。09年度は20本を制作。／出演：宮川

彬良，戸田恵子，RAG FAIRほか／エンターテ

インメント番組部，NEP

『懐かし連続ドラマ』
09年度は，「奥様は魔女」と「スター・トレッ

ク～宇宙大作戦」を放送した。／ソフト開発セン

ター

「奥さまは魔女」
金　18:25～18:50
月　09:25～09:50

第 1 回06.10.6／魔法使いのサマンサは広告代理

再 
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店に勤めるまじめな男性ダーリンと恋に落ち，自

分も普通の人間と同じように生活することを約束

したが，ついつい魔法を使ってしまい大騒ぎに。

エミー賞にも輝いた大ヒットコメディー。

「スター・トレック　宇宙大作戦」
土　17:00～17:50
水　09:00～09:50

第 1 回07.7.22，最終回09.9.5／宇宙船USSエン

タープライズ号の太陽系外宇宙探査の冒険を描く

SFシリーズ。アメリカでの放送40年を記念して

デジタル・リマスター化されたものを放送。

『にっぽん熱中クラブ』
BS2 木　20:00～20:24

火　23:45～00:09
HV 金　17:00～17:24

第 1 回08.4.4，最終回10.2.25／日本全国の高校

や大学のユニークなクラブ活動やサークルを発

掘，ひとつの活動に熱中する元気な若者の姿を紹

介する番組。従来の文科系・体育系といった枠に

とらわれず，既存のジャンルに当てはまらない活

動を取り上げる一方，民俗芸能など地域と密着し

たもの，将来の進路選択に直結する職業技術にか

かわるものなど，多様なクラブ・サークルが登場

した。番組では，毎回一組のお笑いコンビが直接

学校に出向き，一日入部の体験なども交え，部員

たちの素顔を伝えた。08年度に引き続き， 8月と

3 月には，それぞれ，前期と後期のダイジェスト

をベースにした特集番組を放送した。09年度は35

本を放送。／出演：スピードワゴン，やるせなす，

ほか／衛星放送センター，NPN

『俳句王国』
土　11:00～11:53

第 1 回95.4.15／正岡子規や高浜虚子など近代俳

句の巨人を輩出した四国・松山から発信するテレ

ビ句会。毎回，俳句界の第一線で活躍する俳人を

主宰に迎え，各界の著名なゲストと全国から結社

の枠を越えて集まった俳人たちが，匿名で俳句を

披露し批評しあう句会を繰り広げた。句会特有の

クイズ性やゲーム性，日本語の美しさを楽しむ知

的エンターテインメント番組でもある。また，09

年度は埼玉・大分・広島・宮城で公開収録を実施

した。／松山局，NPN

『BSイベントホール』
土・日　午後

第 1 回94.10.9／全国各地で開かれる音楽・演

劇・シンポジウム・郷土芸能などのイベントを紹

介。／衛星放送センター，NEP，各地域局

『BSエアロビック』
（前期）月～木　9:50～10:00
（後期）月・火　9:50～10:00

第 1 回99.4.5／お年寄りから若者・子どもたち

まで気軽に運動を楽しめる番組を目指してスター

ト。そのすそ野は徐々に広がり，毎日のエクササ

イズを楽しみにしている視聴者が増えている。

[全身を伸ばす」「肩まわりをほぐす」など， 1

つのテーマを 2日間にわたって扱い，内容に深み

を持たせている。09年度は，07年度，08年度制作

分の再放送。／司会・指導：吉田知子，本間友暁，

田中小夜子ほか／衛星放送センター，NEP

『BS永遠の音楽　大全集』
土　20:00～23:00ほか

第 1 回05.5.22／世代を越えて愛され続けている

名曲の数々を，音楽のジャンル別テーマで年 4本，

NHKホールの公開番組として収録する大型音楽

番組。09年度は「アニメ主題歌」（5.2），「映画音

楽」（8.1），「叙情歌」（10.17），「フォークソン

グ」（2.20）を放送した。／エンターテインメン

ト番組部，NEP

『BSエンターテインメント』
土　20:00～23:00ほか

第 1 回02.1.13／週末のプライムタイムに90分，

120分の長時間枠で，娯楽性の高い良質のソフト

を提供。演歌，歌謡曲，ポップス，洋楽などの音

楽からマジック，演芸まで幅広いジャンルをたっ

ぷりと見せるエンターテインメント番組。09年度

は「昭和歌謡黄金時代」「歌伝説」シリーズなど

10本を放送。／エンターテインメント番組部，N

EP

『BSおかあさんといっしょ～スプーとあそぼ』
月～木　10:00～10:20
月～木　12:15～12:35

第 1 回02.4.8，最終回10.3.18／教育テレビで幼

児とその保護者から圧倒的に支持されている『お

かあさんといっしょ』のBS版。人形劇「ぐ～チ

ョコランタン」やアニメーション，子どもが参加

する「うたとたいそう」コーナーからなる20分番

組。「うたとたいそう」コーナーは各地の放送局

で収録し，これまでこのコーナーに参加できなか

った全国の子どもたちの参加希望の声に応えた。

BS版では新たに歌のお兄さん，お姉さん，たい

そうのお兄さんを起用。／出演：ひなたおさむ，

かまだみき，恵畑ゆう，ほか／制作局（委託管理），

NED

『BSサタデーライブ』
土　23:30～00:59
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「黄金の洋楽ライブ」
第 1 回06.4.8，最終回10.2.27／世界の音楽シー

ンを彩ってきたトップアーティストのライブ公演

の映像を購入し，ゲストによる案内と解説を加え

て放送した。デュラン・デュラン，チープ・トリ

ックらのライブを年間16本放送。／ソフト開発セ

ンター，NEP

「スーパーライブ」
第 1 回05.5.27／日本を代表するアーティストの

ライブ公演を収録。インタビューなども交え，90

分に凝縮して放送した。KREVA，UVERworld，

SPEEDらのライブを紹介。年間 7 本放送。／エ

ンターテインメント番組部，NEP

『BSシンフォニーアワー』
金　10:00～11:40

NHK交響楽団の定期公演を中心としたオーケ

ストラの演奏会を，5.1サラウンドやBモードステ

レオで放送する音楽番組。N響の年27回の定期公

演のほか，「N響ほっとコンサート」「オリンピッ

クコンサート」「京都市交響楽団演奏会（オーケ

ストラの森・全曲版）」など色とりどりのライン

ナップでオーケストラ音楽を放送した。／音楽・

伝統芸能番組部

『BSスタイル』
BS2 土　17:50～18:00ほか
HV 土　16:20～16:30ほか随時

第 1 回05.4.2／女優の佐藤藍子が毎回ひとつの

番組やイベントをピックアップし，おしゃれに，

知的に，すてきに掘り下げていく広報番組。／司

会：佐藤藍子，須藤温子，梶原麻莉子／広報局制

作部，NSC

『BS大好き』
BS2 月～日　18:55～18:58
HV 月～金　18:55～18:58

第 1 回03.3.31／当日放送するBS3波の夜の番組

を中心にスピーディーに広報する番組。CGやVT

Rを使って，内容をコンパクトに紹介する。／ナ

ビゲーター：月～水は山本潤，木～日は森田雪／

広報局制作部，NSC

『BSティーンズ倶楽部』
BS2 日　17:50～18:00ほか
HV 月　11:45～11:55ほか随時

女性 2人の人気お笑いコンビ“北陽”が，さら

にパワーアップしてBS3波のティーンズ向け番組

を徹底紹介。 2人の突撃体験あり，ティーンズの

視聴者が参加する回もあり，タイムリーな演出で

ティーンズ向けの番組の魅力をPR。／広報局制

作部，NSC

『BSななみ　DE どーも！』
日　08:05～08:45
金　12:15～12:55

第 1 回07.4.6／どーもくん，ななみちゃんと愉

快な仲間が繰り広げる公開バラエティー。どーも，

ななみ，うさじい，たーちゃん，テツandトモが

大活躍する「ななみDEどーも一座」，ゲストのパ

フォーマンスや歌で遊ぶ「ななみのどーもいらっ

しゃい！」。ななみちゃんやどーもくんが会場を

飛び出し，さまざまなことに挑戦する「ななみ

(どーも）ゴーゴー！」など，家族で楽しめるコ

ーナーをそろえている。09年度は，「NHKみんな

の広場ふれあいホール」で23本，全国各地で10本，

総集編 2本の35本を制作。／出演：テツandトモ，

浜谷真理子ほか／衛星放送センター，NED

『BS20周年ベストセレクション』 新
土　21:00～22:30ほか

第 1回09.6.13，最終回10.3.26／BS放送が始まっ

て20年。この間，特に注目を集めた番組を選
よ

りす

ぐり，スタジオのコメンテーターとともに，新た

な目線で番組を見つめた。／ライツ・アーカイブ

スセンター，NEP

『BS日本のうた』
BS2 日　19:30～20:58
HV 金　21:00～22:28

第 1 回98.4.5／時代を越えて受け継がれる名曲

の数々を，総勢10組を超える歌手を迎えて紹介す

る大型公開派遣番組。ノンテーマで名曲を紹介す

る「名曲イレブン」，新曲を取り上げる「旬の歌

コーナー」，毎回，趣向を凝らした企画で見せる

[スペシャルステージ」の 3つのコーナーを軸に，

質の高い歌唱をたっぷり紹介，衛星放送ならでは

のスケール感ある内容で放送した。09年度は30本

を公開派遣で制作。／司会：山田康弘アナ／エン

ターテインメント番組部，NEP

『BS熱中夜話』
BS2 金　20:00～20:44

月　23:25～00:09
HV 月　17:00～17:44

第 1 回08.4.4，最終回10.3.19／同好の士30人が

スタジオに集まり，毎回 1つのテーマを熱くディ

ープに語り合う，新感覚のトーク番組。年40回放

送。／司会：ビビる大木，田丸麻紀／衛星放送セ

ンター，NEP

『BSフォーラム』
土　16:00～16:54ほか

第 1 回94.4.16／環境，医療，教育，街づくりな

ど，暮らしに密接にかかわる話題から，食料問題
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や国際社会のありようまで，その道の第一人者や

現場で実践している人，有識者らが，じっくり，

深く議論した。公共放送ならではの真
しん

摯
し

で実直な

討論番組として，全国各地で開催されるシンポジ

ウムの録画を核にして番組を構成した。／ソフト

開発センター､NEP，NED，Gメディア

『BSまるごと大全集』
土　20:00～23:58ほか

「BSはぜんぶやる」を合言葉に“たっぷり感”

“満足感”のある長時間の生放送で，ひとつのテ

ーマをすべて見せる大型番組。09年度は「永遠の

歌姫　美空ひばり」（6.26），「ちあきなおみの世

界」（11.21），「日本のポップ＆ロック大全集」

(12.12）の 3 本を放送。／エンターテインメン

ト番組部，NEP

『BS名作アニメ劇場』
月～木　12:35～13:00
月～木　10:20～10:45

第 1 回02.4.1／在宅の子どもとその家族を対象

にした名作アニメーションを放送。70年代から80

年代にかけて制作された作品を中心に，幅広く選

んで購入し，編成した。また昼に放送した作品を，

終了後に朝の時間帯でも再放送した。／主な作

品：「愛少女ポリアンナ物語」「小公女セーラ」

[トラップ一家物語」「私のあしながおじさ

ん」／ソフト開発センター，NEP

『日めくりタイムトラベル　昭和○○年！』
（月 1回）土　20:00～22:59

第 1 回07.4.7／昭和のある 1 年を取り上げ，ど

のような出来事があったのか日めくり形式で見て

いく番組。NHKの膨大なアーカイブを駆使し，

事件事故から珍奇な流行まで，昭和の様子をよみ

がえらせる。当時を知っている世代には記憶の強

力なフラッシュバック装置となり，知らない世代

には新たな異世界への扉となる，「過去に置き忘

れていたものは何か」を考える情報バラエティ

ー。／司会：松本和也アナ／衛星放送センター，

NEP

『マンガノゲンバ』
BS2 月　00:20～00:59
HV 土　00:50～01:29

第 1 回06.4.4／気鋭の読み手が新作を批評する

[読み手ノゲンバ」，作者の制作風景を紹介する

[作者ノゲンバ」をメイン企画とした，マンガの

レビューを行う番組。08年度から月 1回程度のス

ペシャルとして漫画家本人がスタジオで自作を語

る「作者スペシャル」，09年度は料理，スポーツ

必殺技などテーマで読み解く企画をスタート。／

司会：天野ひろゆき，大島麻衣／衛星放送センタ

ー，NEP

『ミッドナイトステージ館』
土　00:45～02:45

1 ， 2 週は「演劇はいま」という副題で現代演

劇の魅力をヴィヴィッドに伝えた。演劇のいまを

担うゲストに，第一線の演劇ジャーナリスト・山

口宏子（朝日新聞論説委員）が抱負を聞く対談と，

ゲストがかかわった劇場中継で構成。 3～ 5週は

NHKが新規に収録した小劇場系の舞台を中

継。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『魅惑のスタンダード・ポップス』
日（最終） 19:30～20:58

第 1 回08.4.27，最終回10.2.28／スタンダード・

ポップスの名曲を都内のライブハウスから届ける

歌謡番組。日本の実力派ポップス歌手が，メドレ

ーで往年のポップスを歌い上げる。長年日本のポ

ップス界を支えた人物をフィーチャーする「ポッ

プスの伝説」や，著名ゲストを迎えての映画にま

つわる思い出を伺う「私の青春映画音楽」などの

コーナーも充実。09年度は10本制作。／司会：井

上順，新妻聖子／エンターテインメント番組部，

NEP

『わんにゃん茶館
カ フ ェ

』 新
木　20:25～20:49
月　09:00～09:24

（後期） 木　23:45～00:09
第 1 回09.4.9／小さなペットカフェ「わんにゃ

ん茶館
カ フ ェ

」を舞台に，毎回，旬のゲストを迎えて，

愛犬や愛猫にまつわるおしゃべりを楽しんだり，

投稿動画やペットが喜ぶおやつのレシピを紹介し

たりと，おしゃれで快適なペットライフのヒント

が詰まった新感覚のトーク番組。09年は，バイオ

リニストの川井郁子さんから俳優の渡辺徹さんま

で，35本を制作。／出演：黒田知永子，青井実ア

ナ／衛星放送センター，Gメディア

{アクターズ・スタジオ・インタビュー』
BS2 随時

アクターズ・スタジオの指導者のひとりジェー

ムズ・リプトン氏が，第一線で活躍する俳優・監

督を招き，その世界を目指す学生たちの前で人生

を語ってもらうインタビュー番組。09年度はダニ

エル・ラドクリフ，サラ・ジェシカ・パーカー，

ジョン・キューザックなど午後を中心に31本を放

送した。／ソフト開発センター，NEP

再 

再 

再 
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{囲碁・将棋タイトル戦中継』 4 ～ 2 月

囲碁・将棋タイトルの中でも，権威のある 5つ

のタイトル戦を生中継した。／「第67期将棋名人

戦」（ 4 ～ 6 月）羽生善治名人VS挑戦者郷田真隆

九段，「第64期囲碁本因坊戦」（ 5～ 7月）羽根直

樹本因坊VS挑戦者高尾紳路九段，「第34期囲碁名

人戦」（ 9 ～10月）張栩名人VS挑戦者井山裕太八

段，「第22期将棋竜王戦」（10～11月）渡辺明竜王

VS挑戦者森内俊之九段，「第34期囲碁棋聖戦」

( 1 ～ 2 月）山下敬吾棋聖VS挑戦者張栩十段／

制作局（委託管理），NED

{ニッポン全国俳句日和』
4.25，10.24／11:00～11:54，12:10～16:00

{ニッポン全国短歌日和』
4.26，10.25／11:00～11:54，12:10～16:00

土日の午前11時から 5 時間ずつ，春・秋年 2 回

の生放送。全国から募った投稿作品をスタジオの

選者 6 人ほどが選考。番組前半では作品紹介，番

組後半では優秀作品を巡り選者が徹底討論を行

い，特賞・選者賞を決める。また，短歌・俳句に

ちなむVTRをインサート，秋には都内大学に中継

を設け現場で実作に挑戦した。司会は中川緑アナ。

ゲスト解説にベテラン歌人・俳人を招いた。PC・

携帯・FAXの投稿数は俳句約8,000，短歌4,000，

回を重ねるごとに上昇傾向にある。日ごろ俳句・

短歌に関心が薄くても，選者が魅力あるディベー

トで勝ち進んでいく構造は理解しやすく，老若男

女の別なく家族で番組を応援できるとの反響が寄

せられた。／ソフト開発センター，NED

{あなたが選ぶ　BS20歳の名作集』
5.05～31（全18回）

89年に衛星放送が誕生してから20年目を記念

し，視聴者に「もう一度見てみたい」過去のBS

番組へのリクエスト投票を行い，得票の多かった

ものを中心に放送する特集企画。過去のBS番組

から223番組をリストアップしてパンフレットを

制作，全国各局やNHKイベント会場などで配布

し，投票を呼びかけた。投票受付は09.2.15～3.31

まで。全国各局に置いた投票箱への投票や，はが

き，HP，データ放送などへの投票を受け付け，

合計16万票余りのリクエストが集まった。 3 月 6

日には，ランキングの途中経過を伝える『中間発

表！あなたが選ぶBS20歳の名作集』（19 :45～

21:00）を， 5 月 4 日には最終結果と番組の見ど

ころを伝える『最終発表！あなたが選ぶBS20歳

の名作集』（21:00～22:55）を放送。 5月 5 日から

は全18日かけ，人気上位の番組を中心に放送し

た。／放送した番組：「特集　深田久弥の日本百

名山」「列島縦断　鉄道12000kmの旅」「渥美清の

“寅さん”勤続25年」「にっぽんの名作～朗読紀行

{斜陽』ほか」「いま裸にしたい男たちGackt」

[山田風太郎が見た日本」「沢田研二の寒中御見

舞～獅
し

子
し

奮迅ワンマンショー」「あの日　昭和20

年の記憶」「本田美奈子．最期のボイスレター」

[中国の桃源郷・原始の森の湖沼群・九寨溝」

[野茂英雄の米国野球見聞録’97」「マンホールチ

ルドレン」「メトロポリタン美術館・早回りガイ

ド巨大美術館の至宝」「街道てくてく旅・東海道

五十三次踏破・総集編」「喜びは創
つく

りだすもの～

ターシャ・テューダー四季の庭」「地球に好奇

心・アンデスに響く黒人音楽」「冬のソナタ完全

版（10）」「吉田拓郎＆かぐや姫　in つま恋

2006」／衛星放送センター，NEP

{ザ・ベストテレビ』
06.14／13:00～18:00

06.21／10:30～11:54，13:00～18:00
08年度の主だった「テレビ賞」の受賞作品を一

挙に紹介，中でもグランプリを受賞したドキュメ

ンタリー作品は全編をまるごと放送した。放送局

の垣根を越えて，NHKと民放26社が協力，ふだ

ん見逃してしまいやすい名作が一堂に会した。／

紹介作品：“地方の時代”映像祭グランプリ「映

像‘07 夫はなぜ，死んだのか」（毎日放送），A

TP賞グランプリ「ETV特集　アンジェイ・ワイ

ダ」（NHK），文化庁芸術祭賞大賞「ヒューマン

ドキュメンタリー　いのちの記憶」（北海道放送），

放送文化基金賞テレビドキュメンタリー番組本賞

[NHKスペシャル　解かれた封印」（NHK）ほ

か／ソフト開発センター，NEP

{トニー賞授賞式2009』
BS2 06.28／19:30～22:00
HV 08.16／09:00～11:30

映画のアカデミー賞，音楽のグラミー賞と並ん

で，全世界のショー・ビジネス関係者が注目する

アメリカ演劇界で最も権威を持つ「トニー賞」。

63回目となる09年の授賞式のもようをノーカット

完全字幕スーパーで放送。授賞式以外にも，有働

由美子アナウンサーによる最新のNY演劇情報や

体験リポート，レッドカーペットでのスターイン

タビューなど，臨場感あふれるエンターテインメ

ント番組。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『第21回テレビ囲碁アジア選手権韓国大会』
07.08～10／16:00～18:00

NHK，中国CCTV，韓国KBSのテレビ棋戦で

勝ち抜いた 2人の棋士と08年度の優勝者の計 7人

が競う，事実上の早碁世界一を決める国際棋戦。
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NHKの提唱で始まり，09年で21回目を迎えた。

日本の代表は，結城聡NHK杯権者と武宮正樹九

段。優勝は孔傑九段（中国）。／解説：王銘 九

段／聞き手：青葉かおり四段／司会：吉岡大輔ア

ナ／制作局（委託管理），NED

{シャンソンの夕べ～第47回パリ祭から』
07.11／15:30～16:59

世界中で歌い継がれているシャンソン。その日

本での最大のイベントが毎年 7 月にNHKホール

で行われている「パリ祭」。第一人者石井好子を

はじめ，そうそうたる顔ぶれが競うコンサートの

もようを収録，シャンソンの魅力を日本中のファ

ンに届けた。／出演：石井好子，錚野宏，戸川昌

子，前田美波里，加藤登紀子，堺正章ほか／司

会：永六輔，遠藤素子／エンターテインメント番

組部

{ガンダム宇宙世紀大全』
07.27～30／21:00～02:30（途中別番組あり）

07.31／21:00～00:40
アニメ「機動戦士ガンダム」が最初に放送され

てから30周年の特集企画。テレビアニメ，劇場公

開アニメなどを制作順ではなく，ガンダム作品が

描かれた独特の時間軸「宇宙世紀」の年代順に紹

介していくというざん新な視点で， 5日間，合計

20時間にわたって放送した。また，「宇宙世紀の

歴史が動いた」や「ガンダムと私」などの独自企

画も組み込み，「NHKにしかできない放送」と視

聴者反響や新聞コラムで好評だった。再放送要望

は約250件，特設ウェブサイトには 5 日間で約28

万ページビューのアクセスがあった。タイムリー

さ，ファンを満足させる深さ，たっぷり伝える長

時間編成と，衛星放送の魅力を存分に発揮し

た。／衛星放送センター，NED

{総合診療医　ドクターG』
08.18／23:00～23:44

問診を中心にした患者からの聞き取りで病名を

判断するのが総合診療医。総合診療医が病名にた

どり着くまでの過程は，実に論理的でさながら探

偵小説のようにおもしろい。番組では，スタジオ

に集まった本物の研修医たちが，ドラマ化された

症例を見て，専門医（ドクターG）とのカンファ

レンスをしながら真の病名に迫ってゆく。医者の

目線から見た医学情報と知的な謎解きのおもしろ

さを楽しむクイズ形式による新しいかたちのエン

ターテインメント医療情報番組。一流専門医によ

るコーチングのよきドキュメントにもなってい

る。 1 本が開発試作され，後に定時化となっ

た。／ソフト開発センター，ホームルーム

{最恐！怪談夜話』
08.22／23:00～00:29

古典話芸「怪談」ではなく，パワーアップして

恐怖が増大している「現代の怪談」を，スタジオ

に集まった怪談の名手たちが89分間，次々と披露。

その至芸を競い合う，新しい形の怪談番組。／司

会：佐野史郎，中川緑アナ／出演：つまみ枝豆，

中澤裕子，安曇潤平，加門七海，中山市朗，東雅

夫／エンターテインメント番組部，NEP

{青春舞台2009』
08.31／12:22～18:00

第55回全国高等学校演劇大会で頂点を極めた優

秀校 4校の芝居を一挙上演。ゲストとして，現代

演劇のトップシーンを走る演劇評論家の扇田昭

彦，劇作家で演出家・俳優もこなす松村武，女優

の犬山イヌコ，そして優秀校に選ばれた神奈川県

立大船高等学校，青森県立青森中央高等学校，千

葉県立松戸馬橋高等学校，北海道帯広柏葉高等学

校の生徒たち総勢130人を招いての生放送。演劇

に対する熱い思いを語り合った。／音楽・伝統芸

能番組部，NEP

{TOKYO REAL GIRL～トップモデルの素顔』
9.21，23／23:00～23:24
9.22／23:05～23:29
03.01／23:30～23:54

03.03～04／23:45～00:09
ルックスやスタイルはもちろん，今やその生き

方までが注目されるトップモデルたち。超多忙な

日々を送る彼女たちの貴重なオフの 1日に，密着

取材。行きつけの店や意外な趣味に交友，お気に

入りのファッションやメイクのアイテムなど，あ

りのままのプライベートと自分磨きの方法を伝え

た。／出演：マリエ，長谷川潤，道端ジェシカ，

藤井リナ，西山茉希，山田優／衛星放送センター，

NEP

{古代日本のハイウェー～1300年前の“列島改
造”』

10.12／21:00～22:29
近年，発掘によって急速にその実態が明らかに

なりつつある，奈良時代の巨大幹線道路。都と各

地を結ぶ連絡網・物資の輸送路はどのような姿を

していたのか。なぜ大規模な道路が必要だったの

か。どのようにして建設されたのか。最新の考古

学の成果を基に，この謎を解き明かした。幹線道

路の発掘跡をスタジオ代わりに，多彩なゲストを

迎え，俳優の刈谷俊介さんが各地の発掘現場を訪

ね，古代の公共事業と現在を対照させた。／衛星

放送センター，NED
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{太宰治短編小説集』
10.12，15／22:30～22:55
10.13～14／22:35～23:00
3.24～26／21:35～22:00

「生誕百年」にあたって太宰治が残した 5本の

“名作短編”をアニメやCG，舞台を現代に移して

のドラマ化など，さまざまな演出や手法で映像化。

文学を映像で読むという新しいスタイルに挑戦

し，現代人に突き刺さる“映像短編集”となった。

NHKとテレコムスタッフの国内共同制作。／作

品：『女生徒』『雪の夜の話』『きりぎりす』『ト

カトントン』『走れメロス』『犯人』『畜犬談』／

出演・朗読：野田秀樹，田畑智子，森山未來，田

中泯，新井浩文，板谷由夏，斉木しげる／ソフト

開発センター，テレコムスタッフ

{BSマンガ夜話』
10.21／00:40～01:39

10.22～23／00:40～01:35
12.22～24／00:00～00:55

ひとつのマンガ作品を取り上げ，論客たちが徹

底的に語り尽くす番組。「ケロロ軍曹」「リストラ

ンテ・パラディーゾ」「もやしもん」「リアル」

[犬夜叉」「青い花」を取り上げた。／司会：大

月隆寛，笹峯あい／出演：いしかわじゅん，夏目

房之介，岡田斗司夫ほか／衛星放送センター

{全国バンド自慢2009』
10.31／15:30～17:00

09年で11回目となるアマチュアバンドの祭典

[全国バンド自慢2009」。晴れ舞台を目指し全国

から約400組がエントリー，その中から選ばれた

ジャンルも年齢も異なる13組が東京・恵比寿に集

結，大観衆の前で繰り広げられた熱い演奏のもよ

うを放送。／審査員：渡辺香津美，つんく♂，北

原照久／司会：グッチ裕三，中山エミリ／音楽・

伝統芸能番組部，NEP

{第37回アメリカン・ミュージック・アウォー
ド』

12.24／22:00～23:55
グラミー賞と並ぶアメリカ最大の音楽祭のひと

つとして，ロック，カントリーからヒップホップ

まで「今」の音楽シーンを総括した。09年度は11

月22日にロサンゼルスのノキアシアターで開催。

ジャネット・ジャクソン，シャキーラ，ブラッ

ク・アイド・ピーズ，レディー・ガガ，アダム・

ランバートなどの華麗なステージパフォーマンス

が展開された。／エンターテインメント番組部，

NEP

{紅白60回　名歌手たち・夢の対決』
BS2 12.29／19:30～22:58
HV 12.31／11:00～14:28

60回という節目を迎えた『NHK紅白歌合戦』

の過去の名歌唱シーンを，紅白歌合戦の対戦形式

でたっぷりと味わってもらう番組。ヴァーチャル

スタジオで過去のステージセットも再現。さらに

今は亡くなったり引退した歌手たちの全身写真で

ステージを埋めるなどのくふうも凝らした。／出

演：五木ひろし，小林幸子，コロッケ，徳田章ア

ナ／VTR出演：北島三郎，石川さゆり，いしだ

あゆみ，高田みづえ，ほか／エンターテインメン

ト番組部，NEP

{生放送　初笑い！オールスター昭和なつかし
亭』

01.01／12:10～18:59
元日，約 7時間におよぶ生放送で，演芸の名人

芸を堪
たん

能
のう

していただく番組。昭和の至芸をアーカ

イブス映像から紹介，スタジオにも寄席セットを

作り，落語・漫才・奇術などを実演した。また，

事前アンケートや当日のFAX・メールなど双方

向も活用した。／司会：竹下景子，林家三平／ス

タジオ出演：三遊亭圓歌，桂文珍，あした順子・

ひろし，昭和のいる・こいる，堺すすむ，ほか／

VTR出演：古今亭志ん生，林家三平，柳家小さ

ん，桂枝雀，夢路いとし喜味こいし，ほか／エン

ターテインメント番組部，NEP

{大逆転将棋2010 今年も見せます！究極の勝
負』

01.01／19:20～21:50
02.11／14:30～17:00

プロ棋士にさまざまなハンデを設けて対局して

いく新春恒例の将棋バラエティー番組。今年の見

どころの 1 つは羽生と佐藤の「脳内対局｣。頭脳

の世界に挑むギリギリの攻防は見るものを圧倒し

た。ほかに「マニフェスト将棋」や「ステルス将

棋」「詰 1グランプリ」， 1分の持ち時間で勝負す

る「 1分切れ負けトーナメント」など，盛りだく

さんのコーナーを用意。笑いあり，涙あり，唖
あ

然
ぜん

，

呆
ぼう

然，愕
がく

然の連鎖で繰り広げた。／司会：神吉宏

充六段，岩崎ひろみ／出演棋士：羽生善治，佐藤

康光，久保利明，中村一基ほか／ゲスト：石井浩

郎，逢坂剛，矢崎滋，山崎バニラ，加藤紀子／ナ

レーション：生野文治／エンターテインメント番

組部，NEP

{MASTER TAPE～荒井由実“ひこうき雲”
の秘密を探る』

1.16／21:00～21:54 

再 
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73年に完成した荒井由実のデビューアルバム

[ひこうき雲」は，レコーディングに 1年以上も

かけ，当時最高のスタジオミュージシャンたちが

集まり楽曲を作っていった。当時最新式だった16

チャンネルというシステムで録音されたマスター

テープを，レコーディングに参加した人に集まっ

てもらい，改めて聴き直しながら，当時の苦労や

思い出を語ってもらった。このテープは音をそれ

ぞれ分けて再生することができ，ボーカルやギタ

ーなどを単独で再生し，その技術や表現力なども

紹介した。関係者のインタビューを交え名作「ひ

こうき雲」が完成するまでを伝えた。／出演：松

任谷由実，細野晴臣，松任谷正隆，林立夫，駒沢

裕城，吉沢典夫，有賀恒夫，村井邦彦／ソフト開

発センター，エイベックス＆イースト

{ザ☆スター　谷村新司』
01.30／20:00～21:58

日本人を夢中にさせてきたトップスターの魅力

を解き明かすスタジオショー。ステージを囲む仕

事仲間や意外な友達，熱烈なファンの証言やとっ

ておきのパフォーマンス，秘蔵の映像でスターの

神髄に迫る，10年 4 月からの定時放送に先駆けて

のパイロット番組。中国などアジア各地でも絶大

な人気を誇る歌手・谷村新司を徹底解剖。／司

会：真矢みき，永井伸一アナ／衛星放送センター，

NEP

{映画音楽に乾杯！』
02.21／19:30～20:58

世代を越えて愛されている珠玉の映画音楽を，

実力派の歌声と豪華なオーケストラ・サウンドで

送る番組。ゲストの楽しく心温まるエピソード満

載のトークとともに届けた。／出演：美輪明宏，

布施明，島田歌穂，渡辺美里，アルベルト城間，

杉山愛，前田憲男ほか／司会：小堺一機，神田沙

也加，黒崎めぐみアナ／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{TOKYO REAL FASHION 2010春夏』
BS2 03.06／20:00～23:30
HV 03.14／16:00～17:59

世界が注目する，東京の新興ブランドが作る安

くてオシャレな普段着，リアルクローズ。そのリ

アルクローズ最大の祭典「TOKYO GIRLS

COLLECTION」のもようを，一部生放送も交え

ショー当日に時差再生して放送。全ブランド・全

ポーズを紹介するとともに，ショーの裏方や来場

者にも取材し，日本の女の子のエネルギーを伝え

た。／司会：クリス・ペプラー／衛星放送センタ

ー，NEP

{第82回アカデミー賞授賞式のすべて』
BS2 03.20／21:00～23:29

{第82回アカデミー賞授賞式　総集編』
HV 03.21／23:30～11:12

3 月 7 日に開催されたハリウッドの映画の祭

典，アカデミー賞授賞式のもようを，会場に続々

と現れるスターや映画人へのインタビューと，授

賞式の総集編の 2部構成で伝えた。授賞式　総集

編についてはHVでも翌日放送した。／ソフト開

発センター，NEP

{日本列島“みんなの楽園”計画～長崎・五島
編』

03.22／20:00～21:28
閉塞

そく

感が漂う日本列島にみんなが楽しくなれる

[楽園」のタネを見つけ育てようという番組。取

り上げたのは，長崎県五島列島。年間100種を超

える魚種があがる魚の宝庫に眼をつけたのは，築

地魚河岸の元中卸，小川貢一さんで，地元で行わ

れていた魚の伝統料理を若い人に伝えることで楽

園作りを目指した。風景の中に楽園のタネを見つ

ける写真家の三好和義さんは，過疎に悩みながら

大切に守られている教会の風景に心動かされる。

そしてミュージシャンの高橋ジョージさんは，高

校卒業とともに島を出る高校生たちに“五島の詩”

を送り，町の人たちといっしょに野外コンサート

を行った。 3人のプロが地域の人たちと協力しな

がら「楽園」作りする定時番組を目指した開発番

組である。／ソフト開発センター，共同テレビジ

ョン

{アガサ・クリスティー　ミス・マープル3』
03.23／21:00～22:35

03.24～26／20:00～21:35
人気のイギリス・ミステリードラマの第 3シー

ズン。「バートラム・ホテルにて」「無実はさいな

む」「ゼロ時間へ」「復讐
しゅう

の女神」の全 4 回を放

送。／ソフト開発センター

{ちょいハマッ！自転車って素晴らしい』
03.27／20:00～21:58

共通の趣味にちょっとハマッている人々「ちょ

いハマッ」が大集合し，チャレンジを軸に，さま

ざまなコーナーとともに徹底的に分析しながら，

趣味の世界を楽しむスタジオエンターテインメン

ト番組。開発版として大ブームとなってる自転車

をテーマに取り上げ，ボクシングの内藤大助さん

が箱根駅伝のコースに挑んだ。／出演：田中直樹，

中田敦彦，長谷川理恵，山崎樹範，別府始ほか／

衛星放送センター，NEP
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{カシャッと一句！フォト575』
3.30～04.24，07.06～31，11.16～12.11，02.01～26

／08:00～08:15，19:45～20:00
一般視聴者からの写真と句の投稿で作る番組。

年間 4 シリーズ放送。月曜から木曜は，「お題に

合わせたフォト575」「お題の写真に575」「自由テ

ーマでフォト575」「お題の名句に写真」「アルバ

ムから思い出の 1 枚に575」などのラインナップ

で募集し，殿堂入り作品を決定。金曜は「フォト

っ句コンペ」と題して一般投稿者を交え，ゲスト，

審査員，司会者の出演者全員が同じテーマでフォ

ト575を制作。持ち寄って句会を催す。写真と句

を組み合わせた新しいアートとして注目を集めて

いる。／司会：伊集院光／審査員：板見浩史（フ

ォトエディター）／ゲスト：武田双雲（書道家）

ほか／衛星放送センター，NED

ラジオ第 1 放送

＊「番組解説」末尾の担当部局は，ラジオセンタ

ー以外の場合だけ記載した。

『いとしのオールディーズ』
（後期） 金　20:05～22:55

第 1 回01.10.5／1950～70年代の懐かしのアメリ

カンポップスを中心とした洋楽を，著名な芸能人

や文化人ゲストの青春時代の思い出話とともに楽

しむDJ番組｡／司会：青木裕子・三橋大樹アナ

『歌の散歩道』 月～金　14:05～14:35
第 1 回08.3.31／スタジオパーク350スタジオか

らの生放送。若手からベテランまで，さまざまな

歌手が出演，おしゃべりと音楽でつづる。地域公

開派遣番組としても全国13か所（放送39本）で実

施。

『歌の日曜散歩』 日　10:05～11:50
第 1 回87.4.12／リスナーの思い出の曲や，懐か

しい音楽のリクエストに応えるとともに，全国各

地の季節の話題やその日の出来事をFAXで寄せ

てもらい，全国の人々の暮らしぶりをリアルタイ

ムで伝える双方向番組。「わが家の料理・ふるさ

との味」コーナーでは，リスナー自慢の味を電話

で聞きながら，あわせて地域の香りも伝えた。全

国 8か所で公開放送を行った。／司会：鎌田正幸

アナ，坪郷佳英子

『NHKガイド』 土　19:20～19:30
第 1 回90.10.6／NHKのラジオ，テレビの番組，

イベントのPR，番組審議会の報告，『ユア・ソン

グ』などで構成する番組ガイド。／司会：三橋大

樹アナ

『NHKジャーナル』 月～金　22:00～23:10
第 1 回82.4.2／ 1 日の国内外のニュースをせき

止めて伝える報道情報番組。09年度は15分枠拡大

をして，70分番組として，情報量を増やして放送

した。社会の動きを「ニュースアップ」のコーナ

ーで当事者の声や記者解説，専門家の分析を加え

掘り下げた。さらに，ディレクターが制作する企

画，中継，インタビューなどに加え，NHKのネ

ットワークを生かした地域企画などにより立体的

に“きょう”そして“今”を伝えた。／キャスタ

ー：鹿野睦,中野由貴／ニュースデスク：松坂秀

幸／リポーター：増田佳奈／気象予報士：望月圭

子，榊原淳子（隔週）

『沖縄熱中倶楽部』

ラジオ第 1：定時番組
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水（ 5週に 1回） 21:30～21:55
第 1 回07.4.25／07年度から始まった地域局発・

全国向けのラジオ番組。「思わず行きたくなる沖

縄」をキーワードに，年間およそ600万人が訪れ

る沖縄の魅力を地元からの発信で，鮮度よくゆっ

たりと伝えた。沖縄の音楽もふんだんに盛り込み，

南国の雰囲気を全国のリスナーに届けた。／司

会：藤木勇人（俳優），沖縄局アナ／テーマ曲：

カチンバ1551／沖縄局

『おしゃべりクイズ疑問の館』
第 3～ 5火　20:05～20:55

第 1 回00.3 .27／日常生活の素朴な疑問から文

学・歴史まで，幅広いクイズで知識の広がりや意

外性を楽しんでもらい，クイズを話の糸口に，ゲ

ストがうんちくや思いを語る娯楽情報番組。／司

会：森下和哉アナ

『音楽熱中倶楽部』 日　16:05～16:53
第 1 回07.4.4，最終回10.3.7／人々の心に灯をと

もし，生きる力を与えてくれる音楽の数々。そん

な音楽にまつわるエピソードや思いを語り，幅広

いジャンルの音楽でつづる。／DJ：弘兼憲史

(漫画家），北原照久（おもちゃ博物館館長）

／ラジオセンター，NEP

『音楽の泉』 日　08:05～08:55
第 1 回49.9 .11／クラシック音楽の古今の名曲

を，親しみやすい解説で紹介する番組。／解説：

皆川達夫／音楽・伝統芸能番組部

『上方演芸会』
R1 金　21:30～21:55
R2 土　15:10～15:35

第 1 回74.4.7／大阪弁の味わいあふれる上方演

芸を楽しんでもらう公開派遣番組。49年に現在の

番組の前身が始まった。上方の芸人による新作漫

才を公開派遣で収録したものを放送。／主な出

演：横山ホットブラザーズ，横山たかし・ひろし，

今いくよ・くるよ，ほか／司会：井上善夫ほか／

大阪局

『亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！』
新 （隔週）火　21:05～21:55
第 1 回09.4.7／昔懐かしい洋楽を紹介する新番

組。『オールナイトニッポン』の人気DJだった亀

渕昭信が，軽妙なトークで洋楽に関する豊富な知

識を披露しながら，みずからレコードのターン・

テーブルを操作して洋楽をかけてゆく。この番組

は，社団法人デジタルラジオ推進協会が実施して

いるデジタルラジオ実用化試験放送における

NHKチャンネル（9101ch.）で放送後，R1でも放

送した。通常の50分版全23本に加え，100分の特

集番組（⇒p.282）1 本を放送した。／DJ：亀渕

昭信

『歌謡ドラマ』 （後期）金　21:05～21:30
第 1 回04.3.30，最終回10.3.26／ヒット曲をモチ

ーフにした 1話完結のドラマ。ジャンルを問わず

誰もが知っている名曲を取り上げ，作品のおもし

ろさを追求した。09年度から後期のみの放送とな

った。／取り上げた名曲：リリー・マルレーン，

ダニューブ河の漣，暗いはしけほか

『かんさい土曜ほっとタイム』
土　13:05～16:53

第 1 回04.4.3／「土曜の午後は関西風味のおし

ゃべりタイム」がコンセプト。関西ゆかりのゲス

トを招いて話を伺う 2時台の「おもしろ人物ファ

イル」と，庶民の声を五七五にのせて共感と笑い

で包む 3時台の「ぼやき川柳アワー」という 2つ

の看板コーナーを中心に，文化情報や音を生かし

た関西の魅力を伝えた。さらに，原則毎月第 3土

曜は大阪放送局 1 階のBKプラザから公開放送も

始めた。／出演：佐藤誠キャスター，海原さおり

(漫才師），千堂あきほ（女優），奥野史子（スポ

ーツコメンテーター），西川かの子（タレント）

ほか／大阪局

『きらめき歌謡ライブ』 水　20:05～21:30
第 1 回05.3.30／歌謡曲，ポップスのベテランか

ら若手歌手まで，フルバンドの生演奏で歌を披露

する大型歌謡番組。505スタジオからの公開生放

送。／司会：葛西聖司アナ

『こうせつと仲間たち』 新
（隔週） 火　21:05～21:55

第 1 回09.3.31／南こうせつがさまざまな分野の

知人，友人をゲストに招き，それぞれの生き方や

活動のエネルギーの源などを楽しくトークする番

組。こうせつのミニライブ披露のほか，ゲストミ

ュージシャンとのセッションも展開した。／ホス

ト：南こうせつ／パートナー：石川ひとみ

『今夜も大入り！渋谷・極楽亭』
土　19:30～20:55

第 1 回06.4.8／土曜の夜は渋谷・極楽亭。ラジ

オセンター132スタジオからの生放送。若者に支

持の高いミュージシャンや文化人が集まり寄席の

楽屋談義と落語を楽しむ芸能・文化情報バラエテ

ィー番組。／司会：森口博子，三橋大樹アナ／専

属落語家：立川志らく，林家彦いち，柳家喬太郎，

林家木久蔵／お客さま：ごひいき筋としてゲスト

1人

『渋マガＺ』 新 日　19:20～21:55
第 1 回09.4.5／大学生を中心に若い世代のリス

再 
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ナー拡大を目指して始まったマガジン形式の番

組。7 時台は，大学生の今をリポートする「キャ

ンパス情報」や生協の白石さんによる悩み相談

[こたえて！生協の白石さん」のコーナーを中心

に構成。8 時台は「夜はぷちぷちケータイ短歌」。

9時台は，「社会チラ見」や「こだわリスト見参」

などの情報発信企画と 1年を通して学生の就職活

動を応援する「就活情報」を中心に構成した。年

度後半からは青山のNHK＠キャンパスで収録し

たスペシャル・インタビューなども紹介した。ま

た，全時間帯を通してのメールテーマを設け，投

稿されたメールを紹介しながら今どきの若者の意

識に迫った。／レギュラーゲスト：上田晶美（キ

ャリアコンサルタント），白石昌則（大学生協職

員）／司会：青井実アナ，7 時台司会：浜口順子

(タレント），8 時台司会：だいたひかる（お笑

い芸人），9時台司会：椿姫彩菜（モデル）

『真打ち競演』 月　21:05～21:55
第 1 回78.11.25／落語・漫才・漫談・声帯模写

などの話芸を，真打ちクラスの名人芸でじっくり

と聴かせる公開派遣番組。09年度は全国18か所で

公開録音を実施した。／出演：青空球児・好児，

おぼん・こぼん，ケーシー高峰，堺すすむ，桂文

楽，昔昔亭桃太郎ほか／エンターテインメント番

組部，制作局（委託管理），NEP

『新日曜名作座』 日　22:15～22:45
第 1 回08.4.6／森繁久彌，加藤道子のコンビで

50年。西田敏行，竹下景子の 2人に引き継ぎ，こ

の出演 2 人の語り芝居のみでつづる文芸ドラマ。

根強いファンも多く，日曜の夜の番組を楽しみに

している聴取者は数知れない。／ドラマ番組部

『新・話の泉』 第 1・ 2火　20:05～20:55
第 1 回05.4.25，最終回10.3.9／1946年から64年

まで続いた人気番組『話の泉』は，卓越した知識

と話芸の達人たちが，クイズ形式でうんちくや持

論を競った知的エンターテインメント。その心を

受け継ぎながら，落語界の論客・立川談志を中心

とした各界のご意見番を解答者に迎え，トーク・

バトルを展開した。「NHKみんなの広場ふれあい

ホール」で公開収録。／出演：立川談志，山藤章

二，毒蝮三太夫，松尾貴史，嵐山光三郎ほか／司

会：渡邊あゆみアナ

『地球ラジオ』 土・日　17:05～18:49
第 1 回99.4.4／R1と国際放送のラジオ日本に加

え，インターネットによる放送同時提供で，全国

と全世界に向け発信している。聴取者にメール・

FAX・電話などで参加してもらう双方向番組。

土曜は世界の暮らしについての聴取者の質問と回

答を紹介するコーナー「世界まるごと質問箱」の

ほか，リスナー自身による現地録音を紹介する

[世界・音の旅」，民族音楽の生演奏もある「ワ

ールドミュージックシーン」や「地球情報局」な

どが主な内容。日曜は「世界井戸端会議」，海外

で活躍する日本人に聞く「にっぽんチャチャチ

ャ」，海外の驚くようなおもしろい話を紹介する

[地球でっかいゾウ」などで構成。インターネッ

ト・サービスにおいては，オンデマンド提供とラ

イブストリーミング提供を継続。国内特集として，

BS1『地球アゴラ』とのコラボレーションによる

生放送を実施した。／キャスター：後藤繁榮アナ，

大輪香菊

『つながるラジオ』 月～金　14:40～16:53
第 1 回08.3.31／聴取者と電話やFAX，メール

で直接つながり，暮らしに役立つ各種情報を伝え

るワイド生番組。（月～木）の14時台は，「ラジオ

なぞかけ問答」。「お題」は毎週変更し，毎月最終

(金）に「月間賞」が決定。師範は，古今亭志ん

輔（落語家），神田紅（講談師），天野祐吉（コラ

ムニスト），泉麻人（コラムニスト）が月替わり

で担当。投稿数は月間2 ,000通前後で，新たな

[なぞかけファン」も増えてきた。秋の祝日には

[なぞかけ問答スペシャル」を放送した。15時台

は，根強いファンを持つ「電話相談」で，「あな

たの健康・家族の健康」（月・火），「くらし全般

(園芸・ペット・住まい）」（水），「こころの相

談」（木）。1 5時4 5分からは「気になること

ば」（月～水），（木）は「いのちをつなぐメッセ

ージ」で，08年度に特番で放送したものを週 1で

コーナー化，“たったひとつの命だから”という

言葉に続くメッセージを募集し，それぞれの命へ

の想いが詰まった，愛情あふれるメッセージを朗

読した。16時台は「ラジオ井戸端会議」（月～

木）で，双方向性を生かした。（金）は「金曜旅

倶楽部」。週末に向けての情報を提供し，全国の

イベント紹介のほか，お勧めの観光地を取り上げ

たコーナー「旅に出ようよ」を新設。第 3 週は，

世界各国の大使館，観光局から最新の観光情報を

紹介した。また16時台は「旅の達人」と題し，

[旅や食」に関する多彩な情報を提供した。／出

演：柿沼郭アナ・石山智恵

『どよう楽市』 土　18:35～10:55
第 1 回07.4.7／団塊の世代をはじめ，活動的な

50代・60代に生き方のヒントを提供する番組。女

性の声を大切に，本音でリスナーと語り合うのが

番組コンセプト。また，インターネットと連動し，

リスナーからの写真やコメントの投稿をリアルタ
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イムでホームページに掲載。パソコンのモニター

画面を見ながら番組を進行していく，デジタル時

代にふさわしい双方向番組。さらに，年 2回，ゲ

ストを招いて「思い出ジュークボックススペシャ

ル」を編成。09年は， 7月18日，12月26日に放送

した。／出演：（7.18）チェリッシュ，大野真澄

(元ガロ），（12.26）山本コウタロー，太田裕美，

タケカワユキヒデ／司会：残間里江子（プロデュ

ーサー），大沼ひろみアナ

「いまここにいます」
土曜の朝，リスナーはどこにいて何をしている

のか。写真とともに投稿。

「楽市カフェ」
団塊世代を中心に，新たなトライをしている人

へのインタビュー。

「イチオシ中継」
週末のお出かけスポットや団塊世代に人気の場

所から中継。／リポーター：飛岡宏年（俳優），

江戸むらさき（お笑い芸人）

「ここが気になる」
毎回テーマを決め，投稿を募集。直接電話をす

るなどリスナーとの会話の輪を広げ，団塊世代の

意識を探った。

「思い出ジュークボックス」
青春を彩ったエピソードとともに，思い出の曲

をリクエスト。

『日曜バラエティー』 日　13:05～15:55
第 1 回08.4.6／スタジオパーク450スタジオから

の公開生放送。歌謡曲，漫才，漫談などで構成す

るバラエティー番組。／司会：山田邦子，古屋和

雄アナ

『ぬくだまりの宿　みちのく亭』
水（ 5週に 1回） 21:30～21:55

第 1 回08 .4 . 8／奥羽山中にある架空の温泉宿

[みちのく亭」を舞台に，東北の伝統芸能や方言，

暮らし，食など，宿の主人・伊奈かっぺいさんと

ゲストがこころ温まる楽しいおしゃべりを繰り広

げるトークバラエティー。／仙台局

『博多屋台　こまっちゃん』 新
水（ 5週に 1回） 21:30～21:55

第 1 回09.4 .22／地理的歴史的につながりの深

い，九州沖縄とアジアや太平洋地域との以外で密

接な関わりを，九州博多名物の屋台を舞台に，肩

の凝らないトークで展開。常連客のNHKアナウ

ンサーが九州沖縄で頑張る話題の人物を連れて屋

台へ。コメディアン小松政夫さん扮する屋台の大

将の巧みな話術で，東京・大阪だけではない，地

域に根ざす国際交流を語る。生っ粋の博多っ子小

松政夫さんの正調博多弁も聴きどころ。／出演：

小松政夫，九州沖縄各局アナ／福岡局

『ひるのいこい』
R1・FM 月～金　12:22～12:30

土　　12:15～12:30
第 1 回52.11.17／NHKが委嘱した全国各地のふ

るさと通信員（旧農林水産通信員）から報告され

る地域の出来事，産物や農作業の様子，リスナー

からの季節の便りを，古関裕而作曲のテーマメロ

ディーに乗せて紹介するNHK伝統のディスクジ

ョッキー番組。土曜は短歌や俳句を紹介する「く

らしの文芸」といったコーナーも加え15分サイズ

で放送。08年度から月～金は『ふるさとラジオ』

内のコーナーとして放送しており，09年度は放送

時間を早め12：22からとなった。／出演：柿沼郭

アナ,（土）鎌田正幸アナ

『ふるさと自慢うた自慢』
『ふるさと自慢コンサート』

土　21:05～21:55
第 1 回96.4.6／ 2 つの番組を隔週交代で放送。

{ふるさと自慢うた自慢』は，ゲスト歌手 2人が

チームリーダーを務める男女 2 チームが，“ふる

さと自慢”と“うた自慢”を展開する視聴者参加

型地域公開番組。『ふるさと自慢コンサート』は，

ゲスト歌手 2人がたっぷりと歌を聞かせるステー

ジショー。09年度は，全国24か所で実施。／司

会：近田雄一アナ

『ふるさとラジオ』
R1 月～金　12:20～13:55
FM 月～金　12:20～12:55

第 1 回08.4.7／お昼のひととき，「ふるさと」を

キーワードに，全国各地の地域の情報を盛りだく

さんに伝える番組。12時台は，根強い人気の「ひ

るのいこい」でスタート。08年度12時台の最後に

放送していたのを，聴取者の要望に応え12時台前

半に変えた。続いて公開番組の「ここはふるさと

旅するラジオ」，ラジオイベントカー80ちゃん号

が全国を訪ね，ふるさとの「やる気，元気，本

気」を紹介。13時台では，全国900か所余りにあ

るパーキングエリア「道の駅」と結び，その土地

の特徴や駅自慢をクイズや方言を交えて紹介。

[ふるさと元気力」では，地域再生，活性化の取

り組みを実践している人に電話で直接インタビュ

ー。また，最新の天気情報を気象予報士の横山容

子さんが季節の話題とともにわかりやすく伝え，

NHKの全国ネットを生かし「列島リレーニュー

ス」で全国の今を伝えた。／出演：柿沼郭アナ

「ここはふるさと旅するラジオ」
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月～金　12:30～12:50
第 1 回07.4.3／小さなステージがついたラジオ

イベントカー「80
はちまる

ちゃん号」が，全国の市町村を

中継しながら巡る旅も 5周目。連日，12時20分か

らの『ふるさとラジオ』枠のメインコーナーとし

て生放送を続けた。「80ちゃん号」は，地域の話

題を取り込んだミニステージショーを全国各地で

展開。現在の「80ちゃん号」は 2台目。より広い

ステージで，地域の聴取者に身近に感じてもらえ

る地域色豊かな番組を全国発信した。09年度も，

47都道府県をすべて巡回。中継現場を訪れた聴取

者の数はこの 1年で173市区町村，182か所，２万

2,700人。毎回130人前後の皆さんが「80ちゃん

号」のもとに集った。話題がある所なら全国どこ

でも訪ね，日本中の市区町村から放送を届け続け

ている。08年度から『ふるさとラジオ』内のコー

ナーとして放送。／80アナ：野方正俊・島田政

男・水谷彰宏・森下和哉・滑川和男・山田貴幸・

阿部悌アナ

『文芸選評』 土　11:05～11:50
第 1 回84.4.9／投稿された作品を専門家が選び，

解説しながら紹介。第 1週「俳句」選者：鈴木章

和，第 2週「おりこみどどいつ」選者：筏丸けい

こ，第 3週「短歌」選者：篠弘，第 4週「川柳」

選者：大木俊秀・安藤波瑠（隔月）。第 5 週があ

る時は，各地域での句会のもようを全国に紹介す

る「ラジオ句会」など。／司会：鎌田正幸アナ，

坪郷佳英子

『民謡をたずねて』
R1・FM 土　12:30～12:55

第 1 回52.1.9／全国の人たちとの触れ合いを大

切に，懐かしい民謡の数々を楽しむコンパクト公

開派遣番組。全国16か所で公開を実施。年44回放

送。／音楽・伝統芸能番組部

『もぎたて！北海道』
水（ 5週に 1回） 21:30～21:55

第 1 回08.4.1／キャスターの神田山陽さんと道

内 7局のアナウンサーが，タッグを組んで，地元

の人間しか知らないような，とっておきの観光地

や，北海道の魅力を体験できるお勧めのアウトド

アスポーツ。じゃがいも・カニ・ジンギスカンを

はじめ，札幌・旭川・函館・釧路のご当地ラーメ

ンなど，雄大な自然，新鮮な食べ物，豊富な温泉

など魅力いっぱいの北海道を道内 7局のネットワ

ークを生かし，全国に紹介した。／出演：神田山

陽（講談師），道内 7局アナ／札幌局

『ユア・ソング』
（後期）木　21:25～21:30

第 1 回05.4.1／放送開始80周年を機にラジオか

ら誰でも口ずさめる新しい歌を作り出すことを目

指して放送した。『歌の散歩道』『NHKガイド』

内でも放送。／楽曲内容：自然を謳
おう

歌し，人と自

然の共存する21世紀を歌う，家族・ふるさとなど

人と人の心を結ぶ歌，生きる喜びと命の大切さを

歌う／「霧雨のシアトル」「海人恋歌」「おもいで

写真館」ほか

『ゆきねえの名古屋なごやか喫茶』 新
水（ 5週に 1回） 21:30～21:55

第 1 回09.4.15／名古屋独特の文化や魅力につい

て，ゲストといっしょに語っていく番組。名古屋

出身の兵藤ゆきが名古屋にある喫茶店の店主，名

古屋局アナが地元の情報通のウエイター・ウエイ

トレスという想定で，名古屋ゆかりの多彩な客が

訪れ，コーヒーを飲みながらトークを展開する。

[結婚式事情」「大須演芸場」「名古屋人起業家の

発想法」「名古屋から羽ばたくフィギュアスケー

ター」「今，ナゴヤ文学が熱い」「名古屋発のアイ

ドルたち」「赤味噌文化」など，名古屋ならでは

のさまざまな話題について伝えた。／出演：兵藤

ゆき，名古屋局アナ／名古屋局

『世の中面白研究所』
月　20:05～20:55

第 1 回08.3.31／日常生活の中でふと疑問に感じ

ること，知りたいことは数知れない。そんな疑問

に答える番組。生活，文化，娯楽など毎回違うテ

ーマを取り上げた。所長，副所長に，毎回専門の

研究員を迎え，最新の情報と楽しいトークでつい

つい知識を身に付けてしまえるのがねらい。／所

長：小堺一機，副所長：青木裕子アナ

『ラジオあさいちばん』月～金　　05:13～08:30
『土曜あさいちばん』 土　　　05:13～08:30
『日曜あさいちばん』 日　　　05:13～07:55
第 1 回99.4.1／朝食の準備・朝の身支度をラジ

オを聴きながら行い，あわせてその日一日に必要

な情報を収集できることを目指した総合情報番

組。ニュース・気象はもとより，政治･経済など

社会の動きから暮らしの情報まで，ビビッドにわ

かりやすく伝えた。09年度秋の放送文化研究所の

調査では，7 時台で聴取率が2.6％を超える日もあ

り，08年に引き続いて長期低落傾向にあった聴取

率に復調の兆しが見えてきた。

海外総支局や海外リポーター，各放送局や地域

リポーターなど，内外のネットワークを十分生か

している。政治・経済・国際などの動きを記者・

解説委員・外部の専門家の解説でタイムリーに伝

え，列島各地のリポーターは，日本列島各地の季
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節感とともに，地域色豊かな話題を生き生きと伝

えた。台風報道では，番組を柔軟に編成し，台風

の通過する地域の委託リポーターからの情報や現

場中継，専門家の解説など，常に「安心ラジオ」

を心がけた。

月～金の朝 5 時台は，「ふるさと元気情報」と

[健康ライフ」。 6 時台は，海外の総支局や現地

リポーターから世界の動きを伝える「ワールドリ

ポート」「ラジオ体操」。 6 時台後半は，「ビジネ

ス展望」。 7 時台は，ニュースと関連情報，地域

情報を中心に構成。定時ニュース後の「ニュース

アップ」では最新のニュースや関心の高い事象を

解説。「ワールドリポート」ではワシントン，ニ

ューヨークからの生リポートなど，時差を生かし

てアメリカや世界の動向を伝えた。7:40～8:00で

は地域情報を精力的に紹介した。 8時台は，解説

委員による時事解説「時の話題」。「列島リレーニ

ュース」は 8 時13分から26分の間で伝えた。「健

康ライフ」と「ビジネス展望」を放送後「ラジオ

あさいちばん」のホームページでポッドキャステ

ィングサービスを実施したところ，08年に比べて

アクセス数が 2倍になった。

土曜は，ニュース・経済情報はしっかりフォロ

ーしつつ，週末を意識してゆったり編成。5 時台

は「新聞を読んで」と，デジタルラジオ番組を再

利用して，バイオリニスト・千住真理子さんの

[クラッシックでお茶を」を放送した。6時台は，

[著者に聞きたい　日本のツボ」，全国各局の制

作による「列島音の旅」を放送。 7 時台は，「週

末スポーツワイド」。 8 時台は，「時の話題」と

[列島リレーニュース」となり，月曜から金曜ま

でとほぼ同じ内容となった。

日曜は，くつろぎ感のある編成。 5時台は「季

節の野鳥」「当世キーワード」「音に会いたい」。

6 時台後半は「カルチャー＆サイエンス」， 7 時

台は，各地の話題を地域局と結んで「リレーニュ

ース・郷土の話題」， 7 時台後半は，作家落合恵

子さんが名作絵本を紹介し，あわせてアメリカ

ンポップスを流す「落合恵子の絵本の時間」を放

送，旬の人に話を伺う「日曜訪問」は継続して放

送。／キャスター：（月～金）濱中博久アナ，遠

田恵子，坂本京子（気象予報士），山下信アナ，

佐治真規子，伊藤みゆき（気象予報士）3 人で隔

週，（土･日）佐塚元章アナ，鈴木有才子，安西

浩子（気象予報士）

「ふるさと元気情報」
月～金　05:18～05:25，05:45～05:52

第 1 回08.3.31／全国各地の約70人の「あさいち

さん」による各地の朝の表情とトピックスを伝え

る「列島あさいちさん」（第 1 回97.4.1）と，ラジ

オセンターと各局とのネットワークを活用して委

託した全国約50人（各局の元・現役女性リポータ

ー）の「あさいちさん」が，全国の朝の表情と各

地の生き生きした話題を伝える「ふるさとあさい

ちリポート」（第 1 回97.4.1）の 2 つのコーナーを

1 つにまとめて08年から「ふるさと元気情報」と

し，日本各地の地域興しに奮戦する人々を生電話

で紹介した。

「健康ライフ」 月～金　05:38～05:45
第 1 回97.4.1／健康について関心を高めること

で，「病気」にならず，病気になっても克服する

[元気｣を持ってもらおうという健康情報番組。

対談形式で，知識豊かな専門家がわかりやすく解

説する。特に年配者の関心が高い。

「ラジオ体操」
R1 月～日　06:30～06:40
R2 月～土　08:40～08:50

月～土　12:00～12:10
月～土　15:00～15:10

第 1 回28.11.1／47.9.1～４年間中断，51.5.6に放

送再開。この時つくられた「ラジオ体操第 1」と

[第 2」は 3代目の体操で，現在まで続いている。

R1で53年から始まった「夏期巡回ラジオ体操会」

は全国43会場から生放送で伝え，夏の風物詩とし

ても親しまれている。このほか，78年から行われ

ている「特別巡回ラジオ体操会」は 8 会場から，

そして「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」

は横浜市で開かれ，R1とG，BS2で同時生中継し

た。／体操指導：長野信一，多胡肇，西川佳克，

岡本美佳/ピアノ伴奏：幅しげみ，名川太郎，加

藤由美子／解説本，DVD発行／スポーツ業務監

理室，Gメディア

「ビジネス展望」 月～金　06:43～06:52
第 1 回82.4.5（週 1 ～ 2 回），現在の形は97.4.1

／世界経済や日本経済の動きを，第一線で活躍す

るエコノミストや経済アナリストがわかりやすく

解説。日本経済の現状や再生に向けての動き，

米･欧経済の現況などに敏速に対応，世界経済の

動向や日本への影響などを分析・解説した。／出

演：内橋克人（評論家），金子勝（慶応大学教授），

田中直毅（評論家）など15人

「ニュースアップ」 月～金　07:20～07:27
7 時のニュースの後，関心の高い事柄を深く掘

り下げるコーナー。政治経済，国際関係，教育，

環境，福祉などをNHK解説委員がタイムリーに

解説。社会の動きに柔軟に反応し，適宜テーマを
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差し替えた。

「時の話題」 月～土　08:05～08:13
第 1 回64.4.6／解説委員による時事解説。政治

経済，国際，科学，福祉，文化などそれぞれの専

門に応じてコンパクトにわかりやすく伝えた。／

解説委員室

「新聞を読んで」 土　05:19～05:26
第 1 回53.4.12／全国紙 6 紙と一部地方紙に 1 週

間のうちに掲載された紙面から抜粋して，各界の

識者が論評する番組。記事内容や，論調，紙面構

成などを他紙と比較しながら論じた。／出演：水

島朝穂（早稲田大学教授）ほか／解説委員室，第

3土曜は大阪局担当

「クラシックでお茶を」 土　05:40～05:50
第 1 回09.4.4／バイオリニストの千住真理子さ

んが，クラシックの名曲を解説した。デジタルラ

ジオの番組の再放送。

「著者に聞きたい　本のツボ」
土　06:15～06:24

第 1 回07.3.31／今，旬の本の著者に作品が生ま

れた背景や作品にかけた思いについて聞いた。07

年10月から，放送後ホームページでオンデマンド

聴取が可能。

「列島音の旅」 土　06:45～06:52
第 1 回99.4.3，最終回10.3.27／録音構成で，音

を通して地域や人々の暮らしを伝えた。各局制作

による日本各地の記録。／ラジオセンター，各地

域局

「週末スポーツワイド」 土　07:15～07:40
第 1 回99.4.3／週末に行われるスポーツを中心

に，第一線で活躍する選手や解説者に見どころを

語ってもらった。中継を担当するアナウンサーの

リポートも随時取り入れた。

「季節の野鳥」 日　05:19～05:28
四季の移り変わりが明確な日本列島には，水辺

の鳥から山野の鳥まで季節ごとにさまざまな野鳥

が姿を現す。自然豊かな場所だけでなく都会で身

近に観察できる鳥も多い。美しい野鳥の鳴き声と

ともに，「日本野鳥の会」理事の安西英明さんが

聞き分け方や観察のポイントを解説。

「当世キーワード」 日　05:33～05:39
第 1 回99.4 .4／次々に生まれる新語・流行語。

時代を表す新しい動きを「ことば」に注目して紹

介。新語アナリストの亀井肇さんが独自に収集し

た「ことば」を解説。毎回 4～ 5つの「ことば」

を取り上げて解説と分析を行い，おのずと社会時

評・文明時評となった。第 5日曜は，放送文化研

究所の調査に基づいた「ことば」にまつわるリポ

ート。

「音に会いたい」 日　05:40～05:50
第 1 回99.4.4／懐かしいあの情景にもう一度会

いたい，という聴取者からのリクエストに応えて

再現する録音構成。お便りと臨場感あふれる音で

構成する，ラジオの特性を生かしたコーナー。若

い日の体験がよみがえるという年配の支持者が多

い。

「あのころのフォークが聴きたい」
日　06:16～06:22

第 1 回07.4.18／歌手のなぎら健壱さんがフォー

クの知られざる歴史を名曲の数々とともに紹介。

音楽のメッセージ性の大切さについて語った。

「カルチャー＆サイエンス」
日　06:43～06:50

第 1 回02.4.6／文化情報と科学情報をインタビ

ューとリポートで紹介。多様なジャンルで活躍す

る新しい文化の担い手や新たなムーブメント，先

端科学の現場や研究成果を伝えた。

「ボイスレター＆お便り特集」
日　06:50～06:53

聴取者からの反響を基に，聴取者の肉声で身近

な話題を伝えてもらった。毎月最終週はお便りを

たっぷり紹介する「お便り特集」。

「列島リレーニュース」
日　07:15～07:27

第 1 回09.4.5／ふるさとの話題を各拠点局から

伝える。 1局の時間は月曜から土曜までと比べて

約10秒長いことを除いてほぼ同様の形式となっ

た。／ラジオセンター，各拠点局

「落合恵子の絵本の時間」
日　07:33～07:40

第 1 回09.4.5/作家の落合恵子さんが絵本の名作

の主なストーリを解説。あわせてアメリカンポッ

プスの名曲を紹介した。

「日曜訪問」 日　07:40～07:53
第 1 回97.4.6／あらゆる分野の時の人，話題の

人物へのホットなインタビュー。音楽家，作家，

映画監督，ボランティア活動家など旬な人物にお

話を伺った。

『ラジオ深夜便』
R1 月～金　23:20～05:00

土　　23:10～05:00
日　　23:15～05:00

FM 月～日　01:00～05:00
第 1 回90.4.28／10年 3 月で放送開始20年。当初

より，深夜に仕事をする人や，眠ることができな

いお年寄り，入院中の人たちなど，落ち着きのあ
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る深夜放送を求めていた人たちの支持を得てき

た。これまで親しんできた世代とともに，新たな

リスナー層の開拓を意識した番組作りを進めた。

09年度から新たに毎月第 1週月～木曜 4夜連続で

23時・0 時台の「ミッドナイトトーク」がスター

ト。各界の著名人，立松和平，吉永みち子，田部

井淳子，大林宣彦が偶数月ゲスト，阿木燿子，山

本一力，田渕久美子，小椋佳が奇数月ゲストとし

て各月ごとのテーマについてじっくり語った。ま

た，「深夜便　落語100選」も現在活躍している

噺
はなし

家によるオリジナル音源に落語解説を入れ新

コーナーとして毎月 2 回最終週の水・木曜1 時台

に放送。また「女優が語る私の戦後」は毎月第 1

週の土曜23時・0 時台に新設，ベテラン女優が人

生について語るコーナーで山本富士子，池内淳子

など12人が出演。「ミッドナイトトーク」と「女

優シリーズ」は09年 4 月から番組ホームページの

ストリーミングで聞けるようにし，リニューアル

後のアクセス数が10年 2 月には09年同月の10倍と

なった。「春夏秋・冬味めぐり」「暮らし　すこや

か」「ロマンチックコンサート」も新設コーナー。

毎週土曜の生インタビュー「人生“私”流」では，

より幅広い分野のゲストを招き，40代・50代の現

役世代にも関心の持てる内容にした。午前 4時台

で月 1 回放送している「特集・わが人生の歌語

り」（作家五木寛之）も丸 5 年となり10年 3 月で

締めくくった。また，10年 3 月20日，21日NHK

ホールで「放送開始20年！ラジオ深夜便スペシャ

ル」を開催，6,000人のリスナー参加の公開収録

イベントとなった。ゲストは五木寛之，ペギー葉

山，小椋佳，岩崎宏美，春風亭小朝，宮川大助・

花子ほか。「深夜便のうた」は 4 年目に入り， 3

か月に 2曲（年間 8曲）を新たに選定して毎日放

送。96年，季刊でスタートした雑誌『ラジオ深夜

便』は，99年から隔月刊，03年11月号からは月刊

となった。発行部数は，10年 3 月現在で約14万部，

[深夜便ファン」には欠かせない存在となった。

94年11月から始まった「ラジオ深夜便のつどい」

は，09年度は全国13か所で開催，3 月で196回を

数えた。アンカーは，各曜日に 2人，計14人の現

役またはOB，OGアナウンサー。09年10月から水

野節彦アンカーに代わって石澤典夫アンカーが加

わった。金曜は，第 1 ～ 3 週は大阪局，第 4 ・ 5

週は地域局が担当。FMはR1と同時放送。

『ラジオドラマ・アーカイブス』
第 3日　21:00～02:00

第 1 回08.4.27，最終回10.3.21／保存されている

約4,000本のラジオドラマから名作を厳選してそ

のまま放送。ラジオドラマはその時代の社会状況

などを映し出した貴重な文化遺産といえる。その

後著名となった作家，脚本家，俳優などが若かり

し頃，意欲的に挑んだ作品をはじめ，現代劇から

時代劇，コメディーから悲劇まで，多様な作品が

制作されてきた。制作当時のエピソードや時代背

景などの聴きどころも紹介し，ラジオドラマの魅

力を再発見した。『ラジオ深夜便』枠内で12本を

放送。／ライツ・アーカイブスセンター，NEP

『ラジオビタミン』
月～金　08:30～11:50

第 1 回08.3.31／耳から栄養満点！番組を聞くこ

とでリスナーが元気になる，暮らしが豊かになる

番組。 2 年目の09年度は，これまでのR1のリス

ナーはもちろん，30代・40代のリスナーまで，さ

らに聴取層を広めることを目指した。／キャスタ

ー：村上信夫アナ，神崎ゆう子

「くらしスパイス」 月～金　　08:40～08:48
日替わりで，アドバイザーが暮らしに役立つワ

ンポイントアドバイスを提供。ストリーミングも

展開した。／黒川涼子（東京トレンド予報），和

泉昭子（知っ得経済），近藤典子（衣食住なるほ

どアドバイス），千葉望（陰暦で暮らそう），小倉

朋子（心のテーブルマナー），建部和美（いつま

でも美肌），柳生真吾（真吾流ガーデニング），佐

藤弘道（弘道おにいさんのいつでも体操），長田

渚左・小林信也（スポーツのつぼ），渡辺祥子・

永千絵（とっておきシネマ）

「お天気あっちこっち」
月～金　09:05～09:15

リスナーから番組掲示板に風景写真を送っても

らい，それを基に全国の様子や天気を伝えた。／

気象予報士：伊藤みゆき，坂本京子

「私の愛情レシピ」 月～金　09:15～09:25
料理家が臨場感ある調理音とともにレシピを紹

介。金曜はリスナーお勧めレシピに村上アナウン

サーが挑戦。ストリーミングも展開した。

「みんなで子育て」 月～金　09:33～09:40
番組掲示板などに寄せられた子育ての悩みを，

リスナー同士で共感しあうコーナー。

「おしゃべりスクエア」
月～金　09:45～09:55

毎週テーマを決めてリスナーからお便りを募っ

て紹介。リスナーの声が行き交う共感の広場。直

接電話でリスナーとつないだ。11時35分ごろから

も同様のコーナーを放送。

「ときめきインタビュー」
月～金　10:05～10:55
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旬の人を中心に，その人の生き方や考え方，ち

ょっといい話などを生でインタビュー。金曜は，

[ときめきカルチャー」。知的好奇心を満たす時

間として複数のレギュラーゲストが出演。

「ラジビタ中継隊が行く！」
月・木　11:05～11:15

賑
にぎ

わう商店街やトレンドの発信源などから生中

継で伝えた。

「伝えたい歌　残したい歌」
火　11:05～11:15

未来に伝えたい童謡・唱歌を神崎ゆう子キャス

ターがナビゲート。

「にっぽん島めぐり」 水　11:05～11:15
全国の島に暮らす皆さんと電話でつなぎ，自

然・特産品・祭りなど，四季折々のすばらしさを

伝えてもらった。ストリーミングも展開。

「ビタミンソング」 月～金　11:15～11:27
80～90年代の曲を中心に，心の栄養になる曲を

リスナーのリクエストにより伝えた。金曜は11時

5 分から『ビタミンソングスペシャル』。

『ラジオ文芸館』 土　22:15～22:55
第 1 回98.4.12／アナウンサーの朗読に音響効果

を加え，短編小説の魅力を伝える番組。名作から

現代人気作家まで「読み切り」で幅広く紹介して

いる。根強いファンも多く，清水義範の作品に

[涙が止まらなかった」などの反響が多数寄せら

れた。09年度は，新作29本，アンコール17本を放

送。／アナウンス室

『列島リレーニュース』
（前期）月～水　19:30～19:45
（後期）月～金　19:30～19:45

その日の日本列島各地の出来事がよくわかるよ

うに，ネットワークを活用して，リレー形式で各

地の放送局から地域のニュース・話題を伝えた。

『浪曲十八番』
R1 木　21:30～21:55
R2 土　15:35～16:00

第 1 回72.10.12／ベテラン，中堅の浪曲師が力

演する唯一の定時浪曲番組。日本古来の仁きょう，

人情を題材に，新作も含めた多彩な演目で浪曲フ

ァンの期待に応えた。／出演：東家浦太郎，京山

倖若，五月一朗，国本武春ほか／エンターテイン

メント番組部，大阪局，NEP，NPN

『わが人生に乾杯！』
（後期）木　20:05～21:25  

第 1 回94.11.3／落語，漫才，漫談などの演芸人

から俳優，歌手，文化人など各界で活躍する人々

をゲストに迎え，人生を振り返り，その人の魅力

を余すところなく伝えるトークショー。／司会：

山本晋也（映画監督）ほか

『私も一言！夕方ニュース』
（前期）月～水　17:00～18:50

木・金　17:30～17:55
（後期）月～金　17:00～18:50

第 1 回08.3 .31／聴取者との双方向性を生かし

て，08年から放送を始めた新しいニュース番組。

聴取者からメール，留守番電話，FAXなどで寄

せられた「ニュースへの一言」を紹介するととも

に，NHK解説委員の経験があるご意見番のコメ

ントも交えて，ニュースを深く掘り下げた。18時

台は，解説委員が「ニュースの魂」や「ここに注

目」など，専門性を生かしたコーナーを担当。／

キャスター：伊藤博英アナ，有江活子／ご意見

番：堀徹男，五十嵐公利

『落語らいぶ2009』漓～濳 0

落語ブームが続く中，当代の人気落語家や将来，

名人と呼ばれるに違いない新世代の落語家を，

[NHKみんなの広場ふれあいホール」に招いて

の落語番組。案内は，落語の著作も数多いコラム

ニストの堀井憲一郎さん。知らなかったおもしろ

がり方を伝授した。年間10本シリーズ。／案内：

堀井憲一郎

漓14.12／19:30～20:00
20:05～21:00
21:05～21:30

出演：立川談春，柳家喬太郎，三遊亭白鳥，柳家

三三

滷15.14／20:05～20:55
21:05～21:55

出演：柳家喜多八，柳亭市馬，林家たい平，林家

彦いち

澆17.20／14:05～14:55
15:05～15:55

出演：古今亭菊之丞，春風亭小朝，昔昔亭桃太郎，

笑福亭鶴光

潺19.23／22:15～23:00
出演：桃月庵白酒，五街道雲助

潸19.24／20:05～20:55
21:05～21:55

出演：春風亭百栄，五明楼玉の輔，立川生志，立

川志らく

澁10.12／22:15～23:00
出演：橘家圓太郎，柳家さん喬

再 
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澀11.23／21:05～21:55
22:15～23:00

出演：林家木久蔵，三遊亭歌武蔵，立川談笑，瀧

川鯉昇

潯11.11／19:20～19:55
20:05～20:55
21:05～21:28

出演：三遊亭小遊三，桂吉弥，桂南光，林家正蔵

潛12.11／17:05～17:55
18:05～18:50

出演：三遊亭王楽，入船亭扇辰，三遊亭兼好，柳

家花緑

濳13.22／19:20～19:55
20:05～20:55

出演：笑福亭たま，鈴々舎馬桜，三遊亭圓丈

『私の本棚スペシャル』 04.25／22:15～22:55
『私の本棚』は新番組の編成に伴い07年度限り

で休止となったが，朗読番組を望むリスナーの声

に応え，特集として放送。嵐山光三郎さんと母の

ヨシコさんとの俳句を通じた心の交流をユーモア

たっぷりに描いた作品。朗読の合間に，両親に関

する嵐山さんのコメントを挿入する新しい演出も

行った。／作品：嵐山光三郎作「おはよう！ヨシ

子さん」／朗読：橋爪功（俳優）

『特集　失業者300万人時代～どうする雇用の
確保』 4.29／17:05～18:49
リーマンショックから始まった雇用不安の最新

情勢を伝えた。ハローワークの現状，雇用のミス

マッチへの取り組み，雇用創出への取り組みなど

がどうなっているのか，日本各地からの報告も交

えて構成した。さらに，新規雇用の創出の面から，

ソーシャル・ビジネス（地域に必要なサービスを

提供する仕事）についても考えた。番組では

FAXやメールで聴取者からの声を募集したが，

テーマが重いだけに，切実な内容のものが多く含

まれていた。特に目立ったのが，現在求職中の40

～50代からのメールで，いかに現状が厳しいかを

訴える内容が複数あった。／出演：笹森清（労働

者福祉中央協議会会長・元連合会長），生田正之

(厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官），

佐藤博樹（東京大学社会科学研究所教授），後藤

千恵（NHK解説委員）／司会：伊藤博英アナ，

有江活子

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・卯月編』 04.29／19:20～19:55
祝日の19時台，20～30代の女性に向けて，ムー

ド音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きながらタ

イムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語りで

つづった。連休中ということもあり，肩の凝らな

い話題や音楽を中心とした。／出演：岩崎博

『夢を探した 5 か月～高校 1 年生たちの仕事巡
り』 04.29／22:15～23:00
幼いころ，将来の夢を生き生きと描いていた子

どもたちが，年齢を重ねるうち，いつの間にか企

業へ就職し，サラリーマンという道を歩み始める。

好きなものを追求できない理由には，ほかの人と

違う道を歩むことの怖さ，親や友人からの反対，

何者でもない自分を信じることができないなど，

突き進むための勇気を持てないことにあるとい

う。番組では，夢と希望を持ちながらも，将来に

迷う高校 1年生たちが高校生編集者として職業紹

介本を作る過程を 5か月にわたって追い，天職を

見つけた職業人との出会いや仕事観を知ることを

通して，彼らの将来の「夢」がどう変化したのか，

現代高校生の職業観の形成過程を伝えた。／出

演：名知仁子（国境なき医師団医師），田臥勇太

(プロバスケットボール選手），嶽本由郎（劇団

舞台監督），菊池正義（ゲームクリエーター），川

越達也（イタリアンシェフ）／司会：小松宏司ア

ナ

『渋谷アニメランド～アニメソング特集』
05.03／20:05～21:55

アニメの魅力を音で伝える特集番組。今回は

[NHKみんなの広場ふれあいホール」において

公開収録を実施し，300人の観客にアニメソング

をたっぷりと紹介した。／ゲスト：水木一郎（歌

手），牧野由依（声優・歌手）／司会：藤崎弘士

アナ

『鎌田實　いのちの対話』
医師の鎌田實さん（諏訪中央病院名誉院長）を

ホスト役に，ゲストやリスナーと共に「いのち」

を考える番組。公開放送のかたちで地域放送に貢

献。来場者は会場インタビューで，リスナーはメ

ールやFAXで対話に参加した。09年度は公開放

送を 4回実施。／司会：村上信夫アナ

「江戸に教わる」 05.24／19:05～11:50
会場：石川県津幡町／ゲスト：山本一力（作

家），安岡定子（論語塾講師），本 秀太郎（三味

線奏者）

「がんばらない介護」 09.21／19:05～11:50
会場：三重県松阪市／ゲスト：綾戸智恵（ジャ

ズシンガー），荒木由美子（タレント），吉田一平

(愛知たいようの杜理事長）

「地球のいのち」 011.23／19:05～11:50
会場：熊本県八代市／ゲスト：葉祥明（絵本作

家），細川佳代子（スペシャルオリンピックス日
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本名誉会長），古謝美佐子（沖縄民謡歌手）

「いのちの冒険」 2.11/19:05～11:50
会場：広島県尾道市／ゲスト：堀江謙一（冒険

家），田部井淳子（登山家），リピート山中（シン

ガーソングライター）

『ホリデーライブ　イン　渋谷DEどーも』（１）
05.04／13:05～13:55

5 月の連休に「渋谷ＤＥどーも
，
09」と銘打っ

て開催された催しの一環としてのライブショー。

スタジオパークのスタパ・ステージからの公開生

放送。音楽ゲストを迎え,歌とトークで楽しい時

間を過ごした。／出演：やなわらばー，コーヒー

カラー

『園芸・春の電話相談』
05.04／14:05～16:52

春の園芸シーズンを迎え，草花・花木につい

て，そしてガーデニング全般について，聴取者の

電話での質問に専門家がていねいに答えた。また，

ガーデニングが趣味というタレントでキルト作家

のキャッシー中島さんをゲストに迎え，ガーデニ

ング談義に花を咲かせた。／回答者：船越亮二

(園芸研究家・庭木），長岡求（園芸研究家・草

花）／司会：石山智恵

『不思議の部屋のプリンセス』
05.04／17:05～17:55

芽吹き始めた高原の不思議の部屋。住人は橘由

貴。ボイスアーティストである。そこを訪れるの

は近所の気のいい男，酔っ払いのミュージシャン，

うわさを聞きつけた特別なお客人。そこから物語

が始まった。橘由貴が本棚から 1冊の本を取り出

して語りだすとミュージシャンがそれに合わせて

音楽を奏でる。客人との会話も弾む。不思議の部

屋を通して聞く者を心地よい不思議の世界へ誘っ

た。／出演：橘由貴，野口五郎，翠川敬基

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・皐月編』 05.04／18:05～18:50

19:20～19:55
祝日の18時，19時台，20～30代の女性に向けて，

ムード音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きなが

らタイムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語

りでつづった。18時台は星をテーマにした曲でつ

づり，19時台は花菖蒲などの話題を取り上げ

た。／出演：岩崎博

『特集　四川大地震から1年』
05.04／22:15～23:00

大地震からほぼ 1年後の四川大地震の震源地の

現地取材を中国国際放送局との共同取材チームを

結成し実現。復興進む現地の現状と課題を千野ア

ナウンサーが取材。／ゲスト：アグネス・チャン

(タレント・日本ユニセフ協会大使）／司会：千

野秀和アナ

『ホリデーライブ　イン　渋谷DEどーも』（２）
05.05／13:05～13:55

「渋谷DEどーも
，
09」に合わせてのライブショ

ーの２日目。スタジオパークのスタパ・ステージ

からの公開生放送。／出演：ラクシス，ネイビ

ー＆アイボリー

『朗読ひろば　in ふれあいホール』
05.05／14:05～15:55

NHKアナウンサーの朗読で童話や児童文学作

品を楽しんでもらう特集番組。 5月の連休に開催

されたイベント「渋谷DEどーも
，
09」の一環とし

て，「NHKみんなの広場ふれあいホール」からの

公開生放送を行った。アナウンサーが全国の小学

校を訪問して朗読を行う教育貢献活動「NHK朗

読ひろば」の内容の紹介も兼ねたもので，「スー

ホの白い馬」や「光の国の姫」などの作品を中條

誠子，滝島雅子ほか 5 人のアナウンサーが朗読。

ピアニスト西村由紀江さんの生演奏や，音響デザ

インの専門家が作成した効果音を織り交ぜるなど

の演出を施した。朗読のコツを会場の皆さんにも

体験してもらいながら伝えるコーナー「朗読のツ

ボ」も盛り込んだ。／ゲスト：堀ちえみ（タレン

ト），西村由紀江（ピアニスト）／司会：松本和

也アナ／アナウンス室

『ホリデーミュージック～こどもの日編』
005.05／16:05～18:49

祝日の午後のひとときを，音楽とおしゃべりで

つづった。 5月 5日・こどもの日は，ファミリー

で楽しめる「子どもミュージカル」や「アニメ」，

子どもや家族が主人公の「映画」などから曲目を

選び，そこに込められたメッセージなどを探っ

た。／出演：岩崎博

『立川談志・昭和歌謡賛歌』05.05／19:20～20:55
鬼才の落語家・立川談志が昭和の歌謡曲に熱い

エールを送る異色の番組。第 1回の今回は，立川

談志が自分で選んだＢ級ヒット曲，そして古賀政

男の弟子でもあった小林幸子との昭和歌謡談義，

さらに，天国の歌手（ディック・ミネ，淡谷のり

子，三橋美智也）に捧げる談志からの熱いメッセ

ージを紹介した。番組終了後は，たくさんのリス

ナーから「立川談志のイメージが変わった」「改

めて昭和歌謡の良さを認識した」などの反響が寄

せられた。／出演：立川談志，小林幸子／司会：

島田政男アナ

『日本のカルテ～企業スポーツから地域スポーツ
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へ』 05.05／22:15～23:00
リーマンショック以降の不景気で社会人のスポ

ーツチームが次々と解散し，その受け皿として地

域の市民が中心となり，お金を出し合って作った

地域のスポーツチームが増加している。地域市民

チームは社会人スポーツの受け皿となりうるのか

展望した。解散したばかりの名門アメリカンフッ

トボールチームが経費を大幅に削減して地域市民

スポーツチームとして再生する様子を描き，その

将来性を議論した。／ゲスト：生島淳（スポーツ

ジャーナリスト）／司会：山下信アナ

『ラジオデー“広げよう　ラジオの魅力”』
05.06／28:35～23:00

大型連休の最終日，「ラジオの魅力」を14時間

30分にわたって伝えた。

「オープニング」
1 日のメニューを紹介するとともに，リスナー

にメールやFAXを呼びかけた。 1 日にわたって

車で移動しながらラジオの魅力をPRする「ラジ

オの魅力広め隊」と山手線一周ウォーキングを紹

介した。／ゲスト：千住真理子／司会：末田正雄

アナ／中継リポート：青井実，浜口順子，勅使川

原郁恵／応援メッセージ：みのもんた

「こうせつ＆真理子のミュージック・ラブ」
南こうせつさんが加わり，ラジオの魅力につい

て語り合った。／応援メッセージ：ジョン・カビ

ラ，イッセー尾形，多部未華子／中継：青井実，

浜口順子，勅使川原郁恵

「クラシックでお茶をスペシャル」
スタジオパークからの公開生放送で，千住真理

子さんの演奏とお話を伺った。／聞き手：山田敦

子アナ／中継リポート：青井実，浜口順子，勅使

川原郁恵／応援メッセージ：はな

「ひるのいこい・旅するラジオ　スペシャル」
山田敦子アナによる，いつもと一味違った「ひ

るのいこい」を放送。千葉放送局の山田恵一ふる

さと通信員とは電話でつないだ。旅するラジオの

野方正俊アナウンサーは大阪府池田市から参加し

た。／応援メッセージ：ベッキー

「親子で作ろう！ペットボトル　ラジオ」
「広め隊」は横浜の放送ライブラリーから，横

浜放送局主催の「ペットボトルで作る手作りラジ

オ教室」をリポート。山手線ウォーキングは巣鴨

駅前から中継。また，ラジオ第 1で09年度から始

まった新コーナーのPR，さらにテレビのプレマ

ップでは生放送でラジオデーをPRした。／応援

メッセージ：関根麻里，大沢たかお，大沢あかね

「スタパでお国自慢」

地域発全中番組の 5人のパーソナリティーが一

堂に会し，それぞれの番組をPR。方言の美しさ

やラジオで伝えることの意味を熱く語り合った。

後半は，手作りラジオ教室から再び中継，ウォー

キングは秋葉原のラジオ専門店から伝えた。／出

演：佐藤誠，神田山陽，伊奈かっぺい，兵藤ゆき，

小松政夫，藤木勇人／応援メッセージ：小堺一

機，清水ミチコ

「亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！
スペシャル」
NHK浜松支局のライブラリーから生放送。36

万枚のレコードの中からえり選
よ

りすぐりの 1枚を

DJ方式で紹介した。また，ウォーキングは有楽

町駅から大型連休のにぎわいを伝えた。／出演：

亀渕昭信

「未来のラジオ・メディア・シップ・アルゴ」
未来のラジオをテーマに，ラジオのさまざまな

可能性を探る時間。国際放送，インターネットと

の同時放送を試みたほか，番組と並行してお宝ラ

ジオの写真の投稿を放送で呼びかけ，ネット上に

バーチャルのラジオミュージアムを構築した。／

ゲスト：谷村奈南（歌手）／司会：高山哲哉ア

ナ／応援メッセージ：大塚愛，田村淳（ロンドン

ブーツ）

「ラジオ・トークセッション」
これからのラジオのあり方を巡って，NHKと

民放ラジオのパーソナリティー，識者が語り合っ

た。途中からは浜松から戻ってきた亀渕昭信さん

も加わった。途中，広め隊は木更津の海ほたるか

ら，ウォーキングは港区から中継を行った。／出

演：大沢悠里，斎藤安弘，ジョン・カビラ，音安

弘（上智大学教授），隈元信一（朝日新聞記

者）／司会：上田早苗・高山哲哉アナ／電話出

演：青山高治（RCC中国放送アナ），木原くみこ

(札幌三角山放送局会長），麓憲吾（あまみエフ

エムディ！ウェーブ理事長）／応援メッセージ：

吉田照美，坂上みき，中川翔子，松村邦洋

『今夜も大入り！沖縄　読谷・極楽亭』
05.29／19:30～20:55

極楽亭のレギュラー出演者に沖縄出身の俳優・

藤木勇人さんが加わり読
よみ

谷
たん

村
そん

の会場で公開収録。

沖縄の風習や県民の暮らしぶりにちなんだクイズ

やトークを通じて，沖縄の魅力を伝えるとともに

落語の実演で話芸の楽しさを伝えた。／出演：柳

家喬太郎，林家彦いち，森口博子，藤木勇人

『懐かしのポップストップ10』
漓15.21／20:05～21:30
滷15.29／20:05～21:30
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澆16.24／20:05～21:30
潺16.12／20:05～21:30
潸16.19／20:05～21:30
澁16.25／20:05～21:30
澀17.23／20:05～21:30
潯17.24／20:05～21:30
潛18.27／20:05～21:30

プロ野球中継のない木・金曜の夜間にお届けし

た。ポップスの世界で長くヒットチャートをリー

ドしてきたアメリカの「ビルボード」。かつてそ

のチャートは世界的な人気のバロメーターであっ

た。それはまさにポップスの歴史でもある。番組

では1950年代から年代ごとに各部門のトップ10チ

ャートをそれぞれの時代状況とともに紹介し

た。／解説：森井嘉浩／司会：三橋大樹アナ

『平成21年沖縄全戦没者追悼式』
06.23／12:20～12:55

第 1 回08.6.23／08年から全国に向けて放送を始

める。毎年，沖縄県糸満市の平和祈念公園で行わ

れる沖縄全戦没者追悼式のもようを，会場の実況

描写や参列者のあいさつを中心に，ゲストの話を

交えながら中継。／出演：大城将保（沖縄平和運

動センター代表）／司会：池田耕一郎アナ

『ラジオ特集～ゲリラ豪雨にどう立ち向かうか』
06.27／22:15～22:55

近年，各地を襲うゲリラ豪雨。狭い範囲内に短

時間で集中して降る雨のため，中小河川・下水道

の急激な増水など，既存の防災対策の想定外の現

象による被害をもたらす。このゲリラ豪雨が発生

するメカニズムの分析，愛知県岡崎市・神戸・福

井の被害の事例，それを受けての自治体などの対

策を紹介した。その対策の周知に,より努めるこ

とが必要である一方で，住民の意識の向上も不可

欠であるというメッセージを伝えた。／解説：山

闢解説委員／司会：糸井羊司アナ／名古屋・神

戸・福井局

『どよう楽市　思い出ジュークボックススペシャ
ル』

07.18／8:35～10:55
どよう楽市の人気コーナー「思い出ジュークボ

ックス」の夏のスペシャル版を放送。60・70年代

に限定してのリクエストを募り生演奏も交え，青

春当時の思い出話に花が咲いた。／出演：チェリ

ッシュ，大野真澄（元ガロ）／司会：残間里江子，

大沼ひろみアナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
07.20／13:05～13:55

海の日に合わせてのライブショー。 スタジオ

パークのスタパ・ステージから，音楽ゲストを迎

えての歌とトークの公開生放送。／出演：葛城ユ

キ，樋口了一／司会：宮川泰夫

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・海の日編』

07.20／18:05～18:50
19:20～19:55

海の日の18時・19時台，20～30代の女性に向け

てムード音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きな

がらタイムリーな話題をおしゃれでセンスの良い

語りでつづった。夏，そして海をテーマにした曲

を集めた。／出演：岩崎博

『夏休み子ども科学電話相談』
07.21～18.29／18:33～11:50ほか

（高校野球期間を除く）

26回目を迎えた。 7月21日から，夏の甲子園を

はさみ，22日間にわたり，18人の専門家の回答者

が子どもたちの質問に答えた。09年は，9 番目の

ジャンルとして「環境」を新設。また，日本の陸

地では46年ぶりに「皆既日食」が観測できる 7月

22日には，皆既の時間帯にあわせ，30分余りの番

組内コーナー「夏休み子ども科学ニュース」をニ

ュース班と共に企画し，世界各地からの中継も交

えて放送した。／回答者：小菅正夫（北海道・旭

山動物園名誉園長），矢島稔（ぐんま昆虫の森園

長），高家博成（元多摩動物公園昆虫園），国司眞

(川崎市青少年科学館学芸員），永田美絵（プラ

ネタリウム解説員），藤本和典（シェアリング・

アース協会会長），松田道生（日本野鳥の会評議

員），藤田智（恵泉女学園大学准教授），田中修

(甲南大学教授），伊藤和明（防災情報機構会長），

高柳雄一（多摩六都科学館館長），小出五郎（科

学ジャーナリスト），篠原菊紀（諏訪東京理科大

学教授），川口幸男（動物コンサルタント），勝俣

悦子（鴨川シーワールド獣医），中村桂子（JT生

命誌研究館館長），林公義（横須賀市自然・人文

博物館館長）ほか／司会：村上信夫・大沼ひろ

み・鎌田正幸アナ，坪郷佳英子

『世界天文年に宇
ほ

宙
し

を語ろう』
08.12／19:20～21:55

09年は，イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイ

が自作の望遠鏡を夜空に向けて数々の発見をし，

宇宙の扉を開いてから400年。国連，ユネスコ，

国際天文学連合では，｢世界天文年｣と定めた。番

組では，ガリレオに注目し，ガリレオの人物像と

彼が生きた時代を描きながら，ガリレオが見た宇

宙，その宇宙がどこまで解明され何が謎なのか，

星や宇宙の持つ魅力，ガリレオの後輩である現代
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の科学者のあるべき姿などを語り合った。また，

スターウィークのイベントが行われている全国 4

か所の天文台からの電話中継も実施した。「ガリ

レオの発見や生涯が詳しく説明されていて勉強に

なった」「久々に科学，特に自然に対する興味を

そそられ感動した」「日ごろラジオを聴く機会が

少ない小学生の娘も楽しそうに聴き，家族で楽し

める内容で良かった」などの好評意見が多かっ

た。／ゲスト：渡部潤一（国立天文台天文情報セ

ンター長），神山純一（作・編曲者），阪本成一

(宇宙航空研究開発機構宇宙科学普及主幹），中

野不二男（ノンフィクション作家）／司会：有江

活子

『平成21年　広島平和記念式典』
08.16／18:00～8:55

被爆から64年の広島市で行われた「平和記念式

典」のもようを，例年と同じく会場から生中継し

た。オバマ大統領がプラハで「核のない世界の実

現を目指す」ことを明言した演説を受け，広島市

長が2020年までの核廃絶実現を世界に訴えた「平

和宣言」を放送したほか，オバマ大統領の演説の

一部を録音で再生しながら，被爆地としての期待

や要望，具体的な道筋やその課題などについてゲ

ストとともに話し合い，体験を伝えていかなけれ

ばいけないという被爆者の思いを伝えた。／出

演：スティーブン・リーパー（広島平和文化セン

ター理事長），岡田恵美子（ピースボランティ

ア）／司会：高山哲哉アナ／リポート：井上裕貴

アナ

『ヒバクシャからの手紙』
08.88／23:30～1:00

被爆者の高齢化が進む中，出来るだけ多くの証

言を残そうと，被爆者から寄せられた手紙を朗読

する番組。テレビとの同時放送で09年が 3 回目。

届いた手紙の数は年々増え，今回は424通に上っ

た。広島のスタジオからの放送に加え，長崎での

被爆体験は現地からの中継でも伝えた。被爆体験

がつづられた手紙はホームページを通じて順次公

開。若い世代から多くの反響が寄せられたほか，

平和学習などにも活用された。／出演：井上ひさ

し（作家）／司会：周山制洋・杉浦圭子アナ／中

継：比留木剛史アナ

『平成21年　長崎平和祈念式典』
08.29／10:55～11:31

オバマ大統領がプラハでの演説で「核のない世

界」を目指す決意を表明したことを受けて，核廃

絶に向けた被爆者の期待が高まった中での長崎平

和祈念式典。平和宣言の起草委員で元長崎大学学

長の土山秀夫さんをゲストに迎え会場の実況描写

を中心に，式典中継を行った。／長崎局／中継：

比留木剛史アナ

『特集・亀渕昭信のいくつになってもロケンロー
ル！～名曲対決！ 20世紀 VS 21世紀』

08.11／20:05～20:55，21:05～21:55
定時番組の夏の特集。第 1部では1960年代から

70年代にかけての洋楽の名曲を，エピソードを交

えて構成した。第2部では，同じ楽曲を新しくカ

バーした別アーティストの歌や演奏で楽しん

だ。／ゲスト：森山良子／ＤＪ：亀渕昭信

『こうせつと仲間たちセレクション』
08.12／20:05～21:30

09年度にスタートした『こうせつと仲間たち』

のハイライトシーンをピックアップ。第 1回のゲ

ストは伊勢正三のほか，紺野美沙子，C・W・二

コル，Drコパも登場した。森山良子や加藤登紀

子などミュージシャンとの即興コラボレーション

なども楽しさをぎゅっと圧縮してお届けした。／

出演：南こうせつ，石川ひとみ

『日本全国盆踊り唄紀行』
08.13／20:05～21:55

夏の夜空に響き渡る太鼓の音。そして浴衣姿に

笑い声。日本の夏の風物詩とも言える盆踊り。全

国には，100を超える伝統的な盆踊りが残ってい

る。盆踊りは，500年の歴史があり，現在でも日

本全国各地で多くの人たちが楽しんでいる民俗芸

能であるとともに，地域の大切なコミュニケーシ

ョンの場にもなっている。お盆を前に，全国各地

の盆踊り唄を紹介し，地域に根づいている「盆踊

り」のルーツや詳細を解説しながら盆踊りの魅力

に迫ったラジオ紀行番組。今回は，岐阜県の郡上

踊り会場からの中継を入れて，番組を立体的にし

た。 ／出演：竹内勉（民謡研究家），中村美律

子・成世昌平（歌手）／司会：島田政男アナ

『ザ・ケーシーSHOW～真夏編』
08.14／20:05～21:30

多彩な才能を持つ漫談家・ケーシー高峰のワン

マンバラエティーショー。医事漫談，コント，ゲ

ストとのバラエティートークと，多面的な才能を

発揮するケーシー高峰。その魅力を仲間たちとと

もに表現し，真夏にふさわしい楽しく上質な笑い

を誘うすてきなバラエティーショーを送った。／

出演：ケーシー高峰，藤木孝，秋元順子，コント

山口君と竹田君，小泉雄三カルテット

『10代　いのちの対話』
08.15／19:20～20:55

「いのちの対話」を10代との対話に絞って行う
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3 度目の試み。番組ホスト役の諏訪中央病院医師

の鎌田實さんのほか，ゲストに，作家のあさのあ

つこさん，歌手の大野靖之さんをお招きし，生放

送でお伝えした。番組では「どんなときに，いの

ちを意識しますか」「平和のために，自分が出来

ることはどんなことですか？」などをテーマに，

あらかじめ募集したお便りの中から選んだ10代の

6 人と電話をつなぎ，ゲストと直接語り合っても

らう形で進行した。／出演：鎌田實（諏訪中央病

院名誉院長）／司会：村上信夫アナ

『ラジオ特集　核のない世界を目指して』
0 8.15／22:15～22:55

アメリカのオバマ大統領が「プラハ宣言」のな

かで核廃絶に積極的に取り組むと表明。こうした

なかでアメリカの人たちはどのように変わろうと

しているのか。広島市出身の被爆二世で，アメリ

カ・シカゴ在住の大学助教授宮本ゆきさんの活動

を追った。宮本さんはアメリカの学生たちに，原

爆被害の実相や核拡散の現状，核廃絶への道のり

などについて講義を通して伝えている。アメリカ

で起こりつつある変化を見つめ，核廃絶を現実に

近づけるために，私たち日本人はどんな働きかけ

が出来るのかを探った。／出演：宮本ゆき，遠藤

亮アナ／広島局

『新・話の泉セレクション』
08.21／20:05～21:55
10.12／20:05～21:55

立川談志の，世の中を鋭く斬
き

る深い洞察力と歯

に衣着せぬ独特の語り口，レギュラー解答陣の豊

富な知識，ウイットと遊び心にあふれた味わい深

いトークが人気の「新・話の泉」。聴取者のリク

エストに応える形でセレクションを放送。／出

演：立川談志，山藤章二，嵐山光三郎，毒蝮三太

夫，松尾貴史ほか／司会：渡邊あゆみアナ

『防災の日スペシャル』
09.11／18:35～18:55，11:05～14:35

首都直下地震研究の最新情報と09年の年初から

8 月までの大雨豪雨災害もリポートや中継で伝え

た。首都直下型地震が発生した際にどうなるかを

想定したラジオドラマを制作。このうち大阪放送

局は，「関西発・いのちのラジオ」として民放の

キャスターとともに大地震が発生した際にラジオ

で何が伝えられるかを多角的に検証。／スタジオ

ゲスト：安めぐみ（タレント）／司会：千野秀和

アナ

「関西発・いのちのラジオ」
09.11／19:05～10:55

関西の民放 6社と共同で制作。阪神淡路大震災

の時，マイクの前で情報を伝え続けた，NHKと

関西の民放のパーソナリティーに出演してもら

い，広範囲の大地震が起きた時，ラジオは何がで

きるか，NHKと民放が協力できることは何か，

生放送で探った。NHK・民放すべての放送局が

同時に同じ放送を出す中継システムや，孤立集落

に情報を送るメールシステムの構築，FPUを載

せ，移動しながら中継できる自転車の配備などを

進めた。／ゲスト：芦沢誠（朝日放送アナウンサ

ー），谷五郎（ラジオ関西パーソナリティー），矢

守克也（京都大学防災研究所教授）／司会：上田

早苗アナ／中継・リポート：関西の民放ラジオ 6

局のアナウンサー・パーソナリティー／大阪・編

成部（アナウンス）制作

『今夜も大入り！山形・川西極楽亭』
9.19／19:30～20:55

「極楽亭」のレギュラー出演者に地元のブラス

バンドなども加わり川西町の会場で公開収録。

[スイングガールズ」のロケ誘致など映画作りへ

の参加を通じて地域の活性化を目指している，山

形県置
おき

賜
たま

地域の取り組みや大河ドラマの主人公・

直江兼続が地域の基礎作りに寄与した歴史を紹

介。／出演：立川志らく，林家木久蔵／司会：森

口博子，三橋大樹アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
9.21／13:05～13:55

祝日に合わせてのライブショー。スタジオパー

クのスタパ・ステージから，音楽ゲストを迎えて

の歌とトークの公開生放送。／出演：城之内早苗，

コーヒーカラー／司会：宮川泰夫

『思い出の昭和歌謡』 9.21～23／18:05～18:50
激動の昭和，その時代を彩ってきた昭和歌謡の

数々を，いろいろな切り口から紹介する「思い出

の昭和歌謡」。大型連休中の 3 日間は，音楽評論

家の小西良太郎さんが独特の視点から，昭和の歌

謡曲を紹介した。09年は昭和20年代・30年代・40

年代～50年代の時代別に紹介した。／出演：小西

良太郎（音楽評論家）／聞き手：島田政男アナ

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・長月編』 9.21／19:20～19:55
祝日の19時台，20～30代の女性に向けて，ムー

ド音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きながらタ

イムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語りで

つづった。敬老の日ということもあり鶴亀や長寿

をテーマにした話題を取り上げた。／出演：岩崎

博

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
9.22／13:05～13:55

再 
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祝日に合わせてのライブショー。 スタジオパ

ークのスタパ・ステージから，音楽ゲストを迎え

ての歌とトークの公開生放送。／出演：岩崎良美，

八反安未果／司会：石川光太郎アナ

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・長月編』 9.22／19:20～19:55
祝日の19時台，20～30代の女性に向けて，ムー

ド音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きながらタ

イムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語りで

つづった。中秋の名月や秋の七草のうんちくとと

もに月をテーマにした音楽を中心とした。／出

演：岩崎博

『渋谷アニメランド～機動戦士ガンダム特集』
9.22／21:05～23:00

1979年に放送が開始されて30周年を迎えた「機

動戦士ガンダム」を取り上げた。番組では，名ゼ

リフや楽曲，関係者へのインタビューなどを織り

交ぜながら，このアニメで展開される人間ドラマ

の奥深さに迫った。／スタジオ出演：藤津亮太

(アニメ評論家），古谷徹（声優），喜屋武ちあき

(タレント）／インタビュー出演：富野由悠季

(アニメーション監督），松山驢士（作曲家），永

井一郎（声優，俳優），池田秀一（俳優，声優），

潘恵子（声優，俳優），古川登志夫（声優）／司

会：藤崎弘士アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
9.23／13:05～13:55

祝日に合わせてのライブショー。スタジオパー

クのスタパ・ステージから，音楽ゲストを迎えて

の歌とトークの公開生放送。／出演：あさみちゆ

き，伊達晃二／司会：後藤繁榮

『こうせつと仲間たち　サマーピクニックスペシ
ャル』 9.23／19:20～21:30
60歳の節目の年を迎えた南こうせつ。09年 9 月

20日（日），「サマーピクニックファイナル」を実

施した。場所は静岡県掛川市の「つま恋」。吉田

拓郎など数々の野外ライブが実施された場所だ。

番組では「こうせつと仲間たち」のスペシャル版

として，こうせつの参加ミュージシャンとの交流，

ライブ演奏の熱気とともにそれぞれのミュージシ

ャンのインタビューを交えてその盛り上がりを伝

えた。／出演：南こうせつ，石川ひとみ，伊勢正

三，イルカ，坂崎幸之助，ムッシュかまやつ，森

山良子，夏川りみ，BEGIN，杉田二郎，喜多條

忠，山田雅人

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
10.12／13:05～13:55

祝日に合わせてのライブショー。 スタジオパ

ークのスタパ・ステージから，音楽ゲストを迎え

ての歌とトークの公開生放送。／出演：ビリー・

バンバン，城南海／司会：宮川泰夫

『園芸・秋の電話相談』 10.12／14:05～16:53
ガーデニング愛好者からの疑問・質問に専門家

が答える秋の定番特集。この時期のガーデニング

の注意点について相談を受け付けた。15時台の

[ガーデニングトーク」は，料理研究家で『きょ

うの料理』などでもおなじみの山本麗子さんをお

迎えし，長野県東御市の自宅でのガーデニングと，

山本さんが実践する，自宅で育てた野菜類を使う

“ガーデニングクッキング”について伺った。な

お，番組で山本さんが紹介した料理は，番組ホー

ムページでも紹介した。回答者は，園芸研究家の

船越亮二さん（庭木），長岡求さん（草花）。／司

会：石山智恵

『私の本棚スペシャル』 10.12／17:05～17:55
『私の本棚』は新番組の編成に伴い07年度限り

で休止となったが，朗読番組を望むリスナーの声

に応え，特集として放送。「仕事に疲れた中年の

サラリーマンとわけありの女性が，季節はずれの

沖縄のリゾートホテルで出会う…」不思議な恋物

語を朗読とドラマで描き，洗練されたオシャレな

作品となった。／作品：石田衣良作「再生」より

“海に立つ人”／朗読：田中実・緒川たまき（俳

優）

『体育の日特集～東京五輪体操金メダリスト・遠
藤幸雄が残した“ありがとう”』

10.12／18:05～18:50
12.23／22:15～23:00

佐塚アナウンサーが独自に入手した新発見の日

記を基に，亡くなった東京五輪体操金メダリスト

遠藤幸雄の知られざる生涯を描いた録音構成のド

キュメンタリー。遠藤の挫折，苦悩，栄光を，日

本人の多くが明日への希望に満ち輝いていた当時

の時代性とともに伝えた。再放送では番組の最後

に，放送を聞いた体操関係者（五輪金メダリスト

日体大の具志堅幸司教授，09年の世界選手権体操

個人総合優勝の内村航平選手）のお便りを紹介し，

体操ニッポンの礎を作った遠藤の業績の意味をよ

り深く掘り下げた。／出演：小野喬（元五輪体操

選手），遠藤幸一（日体大准教授）／ナレーショ

ン：柴田祐規子アナ／語り：佐塚元章アナ

『上方おもしろ能楽堂』 11.13／13:05～15:55
大阪市内の登録有形文化財，山本能楽堂から公

開生放送で上方芸能を紹介。能，落語，講談，女

道楽という伝統芸能に加え，西洋楽器・リュート

の演奏も披露した。また，あわせて上方芸能を支

再 
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える地域の人たちの取り組みもリポートで伝え

た。さらに，競争率 2倍の中から選ばれた80人の

観客にも，能・講談の体験をしてもらい，上方芸

能を身近に感じてもらった。／出演：旭堂南青

(講談師），桂吉坊（落語家），内海英華（女道楽），

高本一郎（リュート奏者）／司会：宇都宮まき

(タレント），山本章弘（能楽師），秋鹿真人ア

ナ／大阪局

『古関メロディー永遠なり！～作曲家・古関裕而
の軌跡』 11.13／16:05～17:55
昭和を代表する作曲家・福島出身の古関裕而。

[長崎の鐘」「高原列車は行く」などの流行歌を

はじめ，「君の名は」のラジオ歌謡，「栄冠は君に

輝く」などのスポーツテーマ，応援歌，校歌，社

歌など幅広いジャンルの作品を生涯で5000曲世に

送り出した。いわゆる「古関メロディー」の数々

は，多くの日本人の心をとらえて離さない。09年

は，生誕百年の記念の年だった。文化の日の夕方，

ふるさとの福島からの中継も織り込んで，古関裕

而の足跡をたどりながら今なお多くの人たちに親

しまれている「古関メロディー」の魅力を解き明

かしていった。／スタジオゲスト：長田暁二（音

楽文化史研究家），古関正裕（古関裕而の長

男）／中継：ハミングコール・ハーモニカアンサ

ンブル

『今夜も大入り！埼玉　蕨・極楽亭』
11.14／19:30～20:55

「極楽亭」のレギュラー出演者に地元・蕨市の

出演者も加わり，ベッドタウンに隠された歴史や

魅力を落語家のレポートなどを交えて紹介した。

会場では地域のおもしろキャッチコピーを投稿し

てもらい，大賞を決定するなど，観客参加型で地

域の魅力再発見を展開した。／出演：柳家喬太郎，

林家木久蔵／司会：森口博子

『ありがとう森繁久彌さん～“日曜名作座”再
び』 11.16～19／23:20～24:00
11月10日に死去した森繁久彌の追悼番組。『日

曜名作座』は森繁久彌と加藤道子が 2人だけで全

登場人物を演じ分け，50年にわたって放送したラ

ジオドラマ。音楽を担当した古関裕而を交えた昭

和51年のてい談など，アーカイブス資料などを加

えて 4夜連続の再放送を行った。初回は，記念す

べき第 1作の尾崎士郎原作「人生劇場　青春編」

(昭和32年 4 月～ 5月）の抜粋。以後，向田邦子

の「かわうそ」（昭和56年），宮沢賢治原作「セロ

弾きのゴーシュ」（昭和45年），全シリーズの最終

回である藤沢周平原作「夜の雷雨」（平成15年）

を取り上げた。／出演：伊藤豊英（元NHKディ

レクター）／司会：加賀美幸子

『渋谷アニメランド～進化するアニソン特集』
11.21／22:15～22:55

進化を遂げているアニメソングの今と歴史を紹

介した。デジタルラジオ『冨田明宏のアニソンに

恋してる～進化するアニソン』を再構成した。／

DJ：冨田明宏（音楽評論家）

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
11.23／13:05～13:55

祝日に合わせてのライブショー。 スタジオパ

ークのスタパ・ステージから，音楽ゲストを迎え

ての歌とトークの公開生放送。／出演：山本潤子，

かとうれい子／司会：宮川泰夫

『ラジオなぞかけ問答スペシャル』
11.23／14:05～15:55

「○○とかけて△△と解く。その心は…」とい

う，おなじみの言葉遊び。老若男女を問わず楽し

める頭の体操。『つながるラジオ』では，14時台

に柿沼郭と石山智恵の 2人の進行役がトークを繰

り広げながら応募作品を紹介しているが，ふだん

{つながるラジオ』を聞けない人たちにも，祝日

の昼間に特番を編成することで，なぞかけ問答の

楽しみを味わってもらい，新たなリスナーの開拓

を図った。今回は，タレントチーム・リスナーチ

ーム・若手落語家チームの対抗戦で，作品を競い

合う新しい演出を試みたほか，中学 1年生や30代

の会社員など若い世代と電話でつなぐ演出も行っ

た。ふだんは平日昼のために聞くことができない

サラリーマンや学生などからも投稿があり，10代

から70代まで幅広い年齢層から，合わせて478作

品の投稿があった。／師範：天野祐吉（コラムニ

スト），古今亭志ん輔（落語家），神田紅（講談師），

泉麻人（コラムニスト）／ゲスト：松尾貴史（タ

レント），松本明子（タレント）／司会：柿沼郭

アナ，石山智恵

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・霜月特集』

11.23／18:05～18:50，19:20～19:55
祝日の18時・19時台，20～30代の女性に向けて，

ムード音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きなが

らタイムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語

りでつづった。18時台は数字がタイトルの曲でつ

づり，19時台は映画音楽特集とした。／出演：岩

崎博

『ラジオ特集　自殺者 3 万人～なぜ死にたいと
思うのですか』 12.13／17:05～18:50
テレビの自殺防止キャンペーンと連動した特集

で，教育テレビの『福祉ネットワーク』，総合テ
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レビの『生活ほっとモーニング』『日本の、これ

から』を受ける形での放送となった。テレビでは

伝えきれなかったテーマなどを，さらに深める意

図で臨んだ。前述のテレビ番組に寄せられた

3,000を越えるメールやFAXに加え，ラジオ独自

に寄せられたFAX・メール，そして留守番電話

に寄せられた声をご紹介しながらの放送となっ

た。自殺を考えている人，自殺未遂経験者をはじ

め，家族や友人と，内容も千差万別であったが，

そのほとんどが切実に，通常寄せられるお便りと

は一線を画したものが多かった。 1通 1通が切実

な内容で，ラジオは人の切実な声を拾えるメディ

アと再認識できた。／出演：張賢徳（帝京大学病

院精神科医），藤澤克己（自殺対策に取り組む僧

侶の会代表）／司会：三宅民夫アナ，石山智恵

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
12.23／13:05～13:55

スタジオパークのスタパ・ステージからの公開

生放送。 8分を超える長編の歌，男女デュオのさ

わやかなハーモニーを届けたスペシャルライ

ブ。／出演：樋口了一，インディゴ・ブルー

『ふるさと発くらしこの1年』
12.23～24，28／14:05～16:53

NHKのネットワークを生かし，全国の拠点局

をキーステーションに各地域のこの 1年を振り返

った。09年は，大きな事件・事故ばかりでなく，

各地域のほっとする話題や元気の出る話題を意識

的に取り上げ，来年へ向け気持ちが前向きになる

ことをコンセプトとした。09年度からは14時台か

ら第 1 部，第 2 部を続けて放送する形に変えた。

北海道から九州・沖縄までの 8 ブロックを 1 日 2

ブロック，各管轄局をキーステーションに， 4日

間にわたって放送した。 局数の多い関東・甲信

越，東海・北陸，関西，九州・沖縄は 1時間40分，

北海道，東北，中国，四国は50分枠で放送。／司

会：柿沼郭アナ

『祝日特集　森進一～ひとすじの歌の道』
12.23／17:05～18:50

年末のあわただしいひととき「昭和歌謡」をじ

っくりと紹介し，改めて昭和の歌謡曲の底力を伝

えた。今回は，歌謡界第一線で活躍し続ける森進

一さんがゲスト。森さんのデビュー前から今日ま

での足跡を振り返りながら，その時々に森さんが

影響を受けた昭和の歌謡曲を紹介した。特に，森

さん自身が自分の不遇の時代の思いを淡々と語っ

たことは，反響が大きかった。／ゲスト：森進

一／司会：島田政男アナ

『ゆきねえの名古屋なごやか喫茶～ゆきねえのジ
ャズ喫茶へようこそ』 12.23／19:20～19:55
名古屋独特の文化や魅力について，ゲストと一

緒に語っていく番組の特別編。今回は「ジャズ喫

茶」という設定でトークを展開した。名古屋は多

くのジャズアーティストを育てた街でもある。愛

知県出身のケイコ・リーが歌手デビューするきっ

かけを作ったのは名古屋。今も，国内外の大御所

から名古屋在住の若手まで多くのミュージシャン

が名古屋の店でライブを行っている。ミュージシ

ャンのエピソードや曲を交えながら，今も盛んな

名古屋のジャズ文化を伝えた。／ゲスト：河合勝

彦（ライブハウスマスター）／司会：兵藤ゆき，

橋本奈穗子アナ／名古屋局

『どよう楽市　思い出ジュークボックススペシャ
ル』 12.26／18:35～10:55
『どよう楽市』の年末特集は，人気コーナー

[思い出ジュークボックス」のスペシャル。団塊

世代の思い出の曲のリクエストに応えるととも

に，スタジオにお迎えした 3人のゲストの楽しい

トークもたっぷりお伝えした。／出演：山本コウ

タロー，太田裕美，タケカワユキヒデ／司会：残

間里江子，大沼ひろみアナ

『第２回　年忘れ！夢の紅白歌合戦』
12.26／19:30～22:55

60回を数えた『紅白歌合戦』の歴史を振り返り

つつ，過去の紅白出場者の中から決して実現しな

い夢の対決を楽しんだ。番組冒頭の“ダンスアク

ション対決”では笠置シズ子とSMAPが激突する

など紅白20組40曲を紹介した。途中09年に亡くな

った三木たかしや石本美由起の企画コーナーも設

けてアクセントを付けた。ゲストには橋幸夫を迎

え，紅白での思い出を語ってもらった。／司会：

水前寺清子，岩崎博

『なんたって石原裕次郎リクエスト特集』
12.27／12:15～16:53

我らが「裕ちゃん」の誕生日の前日に石原裕次

郎の曲にたっぷり浸ってもらおうという企画で，

09年で 4年目。事前のリクエストはおよそ200通。

5 時間近い放送枠で41曲を紹介した。今回は裕次

郎のジャズやハワイアン，演歌などさまざまなカ

バー曲を途中で紹介。今まであまり聞かれなかっ

た裕次郎の歌声をアクセントにした。ゲストの元

レコーディングディレクター 2人の話で，さらに

裕次郎の実像が描かれた。／出演：高柳六郎（音

楽評論家），後藤武久（テイチク制作宣伝本部

長）／司会：岩崎博
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『私も一言！夕方ニュース　年末スペシャル～展
望2010年』 012.28～30／17:00～18:50
目まぐるしい時代の変化を，日々聴取者ととも

に見つめ，双方向でニュースを掘り下げてきた

{私も一言！夕方ニュース』の年末特集番組。28

～29日は，1年を前・後半に分けて番組で伝えた

ニュースを，聴取者から寄せられたメール，留守

番電話のメッセージで振り返り，その後を追った。

30日は，政権交代で国のあり方が大きく変わろう

としている，日本の2010年を展望した。 3日間と

も日本各地からの生中継を交え，激動の 1年を振

り返るとともに新しい年2010年を展望した。／司

会：伊藤博英アナ，有江活子キャスター／出演：

五十嵐公利（ジャーナリスト）／ゲスト：堺屋太

一（作家），田中均（日本国際交流センターシニ

ア・フェロー）

『スポーツ2009』 012.28／19:30～21:55
年末恒例のスポーツ座談会は，09年で10回目。

スポーツ界がプロ化と国際化の時代を迎えたこの

10年にどう変化したのかにこだわって伝えた。司

会は，スポーツアナリストの西田善夫さん。レギ

ュラーゲストに，スポーツジャーナリストの二宮

清純さん，野球に造詣が深いタレントのヨネスケ

さん，サッカー解説に加えて地域スポーツの振興

にも尽力するセルジオ越後さん。加えて，WBC

優勝の陰の立役者で，日本代表チームの投手コー

チを務めた与田剛さんをスペシャルゲストに迎え

て舞台裏からの視点でWBCを分析していただい

た。このほか，プロ野球，ワールドカップを10年

に控えたサッカー日本代表，バンクーバー五輪直

前の冬の競技の動きなどを取材経験豊富で個性的

なゲスト陣が最新情報を基に深く語り合った。

『ラジオビタミン年末スペシャル！』
012.29～31／8:30～11:50

双方向性を意識した番組『ラジオビタミン』の

締めくくりとして，29日から大みそかまでの 3日

間，「年末スペシャル」を実施。スタジオに多彩

なゲストをお迎えするとともに，「2009私の喜・

怒・哀・楽」をテーマに，リスナーの皆さんの声

を，電話で結んで紹介した。また，例年通り，東

京都内や全国各地からの中継を実施。年の瀬の表

情や10年への期待などを伝えた。交通情報も，全

国の交通情報センターを結んで，集中的にきめ細

かく伝えた。／出演：29日 西田敏行（俳優），30

日 小林幸子（歌手），31日 倉科カナ（俳優）／

司会：村上信夫アナ，神崎ゆう子

『ふるさとラジオ』 12.29～30／12:15～12:55
ラジオイベントカー「80

はちまる

ちゃん号」で，全国の

市町村を巡る旅も 5周目。09年度も，47都道府県

をすべて訪ね，ふるさとの「やる気・元気・本

気」をお伝えした。その総集編を，年末 2日間に

わたって放送し，楽しかった放送を録音で振り返

ったり，ふるさとのその後の様子を電話で伺った

りした。／出演：勅使川原郁恵（日本ウォーキン

グ協会親善大使）／司会：柿沼郭アナ／旅するア

ナ：島田政男アナ

『変わった？変わらなかった？～ニュース2009』
012.29／19:20～22:59

年末恒例， 1年を振り返るニュース・ハイライ

ト番組。19時台は 1年を振り返る音源やこの 1年

を象徴する場所からの中継やインタビュー。20時

台は政治・くらし（経済）パート。21時台は，

DJの亀渕昭信さんを中心に，文化・芸術を振り

返った。22時台は，社会・国際が中心。総合テレ

ビ『ニュースウォッチ 9』の堀潤リポーターを招

いて，彼がこの 1年取材した現場などの話を中心

に事件・事故・社会問題などを振り返った。国際

は，アメリカ総局とウィーン支局を結んで伝え

た。／出演：黒鉄ヒロシ（漫画家），森公美子

(歌手），亀渕昭信（ポピュラー音楽研究家），荻

原博子（経済評論家），島田敏夫（NHK解説委

員）ほか／司会：末田正雄アナ，中野由貴

『ふるさと＆つながるラジオ・年末スペシャル』
012.30～31／14:05～16:55

09年は，経済的に厳しく特に地方の疲弊が叫ば

れた年であったことから， 2日間のスペシャルの

テーマを，「あなたの街の元気力」と「今年あな

たが見つけた“しあわせ”は？」とし，ゲストに

作家の立松和平さんと精神科医の香山リカさんを

迎え，厳しい中でも元気に活動している情報や,

心を癒やしてくれる話題を中心に構成した。「小

さな幸せがあちこちにあることに気づきました」

[NHKとつながり,元気をもらった嬉しい大みそ

かでした」などの好評意見をいただき，メールや

FAXの総数は250余りと，08年の1.5倍であった。

また，なぞかけ問答は演出にくふうを加え「年末

紅白なぞかけ合戦」と題し，ゲストに古今亭志ん

輔さんと神田紅さんを招き，にぎやかに行い，

720の作品が届いた。／司会：柿沼郭アナ，石山

智恵

『渋谷アニメランド～2009年を振り返って特
集』 012.30／19:20～21:55
09年を振り返り，放送・上映を終了したアニメ

作品の中から，ゲストが印象に残ったアニメ10作

品を紹介した。また，話題となったアニメソング

3 曲も紹介した。／出演：藤津亮太（アニメ評論



ラジオ第 1：特集番組

NHK年鑑’10 290

家），冨田明宏（音楽評論家），白石稔（声優），

喜屋武ちあき（タレント）

『年忘れ　黒船だぁーッ！』
012.30／22:05～23:00

ペリー来航から156年，現代の黒船とも言うべ

き日本在住の外国人が集まり，09年の出来事を振

り返りながら日本文化について熱弁をふるっ

た。／スタジオ出演：ロバート・キャンベル（東

京大学大学院教授），マーティ・フリードマン

(ギタリスト，プロデューサー），サヘル・ロー

ズ（タレント，女優），ニコラス・ペタス（格闘

家，俳優）／インタビュー出演：シリン・ネザマ

フィ（作家），ユージン・アクセノフ（医師）／

司会：青木裕子アナ

『年末特集　思い出の昭和歌謡』
012.31／17:05～18:50

「昭和歌謡」をじっくりと紹介する番組。ゲス

トに，俳優の小沢昭一さんと音楽文化研究家の長

田暁二さんを迎え，懐かしい昭和の歌謡曲を 2人

の思い出とともにつづった。選曲は小沢さん，歌

の解説は長田さんという役割分担で，昭和歌謡の

魅力をじっくりと紹介した。／ゲスト：小沢昭一，

長田暁二／司会：島田政男アナ

『年越しラジオ　ゆく年くる年』
012.31／23:45～10:45

毎年恒例，全国各地を中継で結び，日本の年越

しの風景をお伝えするこの番組。09年は，深刻な

景気・雇用の悪化の中で始まり，新型インフルエ

ンザの流行や豪雨・台風の被害，政権交代など，

さまざまな出来事が続いた。番組では，「思いを

新たに　ふるさとは今」をテーマに，東京のスタ

ジオと全国 7か所を中継で結んで，新たな気持ち

で新年を迎える日本各地の姿を伝えた。／出演：

落合恵子（作家），宇崎竜童（音楽家）／司会：

濱中博久アナ

『おめでとう日本列島2010』
01.11／18:30～13:45

2010年を少しでも明るい年にしようと活発に元

日を過ごす人々の姿と，各地の正月の風景を「変

わるもの変わらないもの」をテーマに，各局から

の中継と電話インタビューで紹介した。／中継：

帯広局「ばんえい競馬」，函館局「格闘技　下の

句かるた」，盛岡局「遠野物語100周年」，新潟局

[春を呼ぶ春駒」，高知局「龍馬への年賀状」，松

山局「大笑い初もうで」，長崎局「龍馬が街をに

ぎわす」，宮崎局「観光列車で初もうで」，東京

[新春ふるさと味めぐり～東京大神宮，飯田橋，

上野，浅草，表参道」。／リポート：松江局「ゲ

ゲゲの女房」／電話：「東北新幹線全線開業・津

軽料理で歓迎（青森県）」「加賀万歳保存会（石川

県金沢市）」「龍馬とともに迎える新年（京都

市）」「歴史の祭典にいらっしゃい（奈良市）」

[ホルモンうどんで皆を元気に（岡山県津山

市）」／出演：やすみりえ（川柳作家），さかなク

ン（東京海洋大学客員准教授）／司会：奥山佳恵

(女優），山本哲也アナ

『おめでとう！地球ラジオ 2010』
01.11／16:10～18:50

新年を迎えたばかりの世界各地と電話でつな

ぎ，放送時間を拡大し，およそ 3時間にわたって

放送。イタリア出身のオペラ演出家ダリオ・ポニ

ッスィさんをスタジオに招き，ゲストのトークと

カンツォーネの生演奏を交えながら，海外 8か所

との生電話などで構成。干
え

支
と

にちなんだ「トラ」

や「年末年始につきものの食べ物や飲み物」につ

いてリスナーから寄せられたお便り59通を紹介し

た。／出演：ダリオ・ポニッスィ（オペラ演出

家）／司会：後藤繁榮アナ，大輪香菊

『日本のカルテ2010～希望の国への処方せん』
01.11～13／21:30～23:00

第1夜「新しい時代の雇用を見つめる」
今後の日本経済のあるべき姿について考え

た。／ゲスト：内橋克人（評論家），金子勝（慶

応義塾大学教授）／司会：山下信アナ

第 2 夜「現場力から日本企業の足元を見つめ
なおす」
日本の強さ「現場力」について考えた。／ゲス

ト：遠藤功（早稲田大学教授），斉藤泉（日本レ

ストランエンタープライズアドバイザー）／司

会：山下信アナ

第 3 夜「日中新時代　日本のありかたを考え
る」
世界第 2の経済大国となる中国の現状を，中国

進出企業のリポートを交えて伝え，中国とのつき

あい方を考えた。／ゲスト：原田武夫（元外交

官・作家・シンクタンク代表），范云涛（亜細亜

大学大学院教授）／司会：山下信アナ

『わが人生に乾杯！新春スペシャル』
01.12／14:20～16:55

お正月恒例のスタジオパークからの公開生放

送。八代亜紀をメインゲストに迎え，40周年を迎

えた歌手人生を語ってもらうとともに，ライブス

テージもたっぷりと届けた。また，活弁士の澤登

翠も登場。“坂本竜馬～初夢物語”と題した活弁

ドラマを出演者が熱演した。／司会：山本晋也，

岡元あつこ，出光ケイ
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『新春おめでた文芸』
01.12～13／17:05～18:50，19:20～21:28

お題を直前に出し，生放送の中で句を寄せてい

ただき，ゲストとともに楽しく選句して行く双方

向番組。投句は俳句，おりこみどどいつ，短歌，

川柳合わせておよそ2,000通と根強い人気があり，

お正月番組として定着している。また，作品の作

者にスタジオから直接電話をする「おめでたビッ

クリ電話」も大いに喜ばれ，全国の正月風景を垣
かい

間
ま

見ることができた。／出演： 2 日・鈴木章和

(「俳句」選者），冨士眞奈美（女優），筏丸けい

こ（「おりこみどどいつ」選者），ねじめ正一（作

家），ダニエル・カール（タレント）， 3日・篠弘

(「短歌」選者），太田治子（作家），大木俊秀・

安藤波瑠（「川柳」選者），林家きく姫（落語家）

／司会：鎌田正幸アナ，坪郷佳英子

『新春大入り！渋谷・極楽亭』
01.13／14:20～16:55

お正月恒例のスタジオパークからの公開生放

送。“渋谷極楽亭”レギュラー陣が全員集合，立

川志らく，柳家喬太郎，林家彦いち，林家木久蔵

の花の落語家 4人衆がたっぷり落語を披露したほ

か，大喜利ネタではバラエティートークが繰り広

げられた。司会の森口博子は歌のほか落語にも挑

戦した。／司会：三橋大樹アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
01.11／13:05～13:55

祝日に合わせてのライブショー。スタジオパー

クのスタパステージから，音楽ゲストを迎えての

歌とトークの公開生放送。／出演：荻野目洋子，

中西保志／司会：宮川泰夫

『特集・人権インタビュー秀作選』
01.11／14:05～15:55

『ラジオ深夜便』の成人の日特集。毎年人権週

間に合わせて12月上旬に『ラジオ深夜便』の午前

1 時台に 5 回シリーズで放送している「人権イン

タビュー」，全国のアナウンサーからの提案制で

5 本を連続放送している。その中から好評だった

2 本を再編集して「成人の日」の特集番組として

多くの人が聞きやすい日中の時間帯に放送した。

足利事件での逮捕から17年半ぶりに釈放されたえ

ん罪被害者や，わが子を隣人に殺害された犯罪被

害者のリアルな声をロングインタビューで聞けた

ことにリスナーから再放送希望が寄せられた。／

出演：（宇都宮局）菅家利和（足利事件元受刑

者）／聞き手：徳永圭一アナ，（秋田局）米山勝

弘（秋田・藤里町児童連続殺害事件遺族）／聞き

手：大沢幸広アナ／案内役：柿沼郭アナ

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・睦月特集』 1.11／18:05～18:50
祝日の18時台，20～30代の女性に向けてムード

音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きながらタイ

ムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語りでつ

づった。成人の日にちなんで大人に関する笑える

話題などを取り上げた。／出演：岩崎博

『冬の主役は誰だ！～バンクーバーオリンピック
直前・ラジオ特集』 01.11／19:20～20:55
各競技で続々と代表選手が決まる本番 1か月前

に，日本期待の選手の最新情報とそのヒューマン

ストーリーを掘り下げ，あわせて大会の見どころ

を伝える直前特集。／司会：政野光伯アナ（ラジ

オセンター）／ゲスト：山本浩，八木沼純子（カ

ルガリーオリンピックフィギュア代表）／パート

ゲスト：三浦豪太（プロスキーヤー），三島直美

(フリージャーナリスト）

『フォークは素敵な贈り物』
1.11／22:15～23:00

平成生まれの新成人の皆さんをフォークソング

の名曲でお祝いするという番組。名曲秘話や歌の

時代背景などを紹介した。／曲目：「この広い野

原いっぱい」「2 2 才の別れ」「今はもう誰

も」「風」「戦争を知らない子供たち」「卒業写

真」「翼をください」ほか／ゲスト：田中れいな，

山本潤子，半田健人／司会：杉田二郎，柘植恵水

アナ

『大好きだったわたしの家族へ～震災から15年
遺児たちの言葉』 1.16／22:15～22:55
阪神・淡路大震災から15年，震災で親を亡くし

た子どもは573人に及んだ。 4 人の遺児の懸命に

生きてきたこの15年を振り返りながら，亡き父や

母へのメッセージを「手紙」に込めて語ってもら

うとともに，震災で最愛の姉を亡くした中国出身

の古箏演奏家ウー・ファン（伍 芳）さんが遺児

たちを訪ね，その声を受け止めた。15年たったか

らこそようやく悲しみに向き合えた気持ちや，周

囲の支えにより悲しみから立ち直る人間の絆
きずな

の強

さを伝えることで被災地以外の人にも共感を呼ん

だ。／出演：ウー・ファン（古箏演奏家）／構

成・ナレーション：下境秀幸アナ／神戸局

『阪神・淡路大震災から15年　あの日から…心
つないで』 1.17／15:16～18:55
阪神・淡路大震災から15年となった 1 月17日。

震災を経験した人の思いや震災から学んだことを

どう受け止め，次の世代へ「つないで」いくかを

考えた。震災の「追悼の集い」が行われた兵庫県

神戸市の東遊園地からの中継や，兵庫県西宮市か
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ら自転車による移動中継をしながら，市民の

[1 ・17」の迎え方を伝えた。また，電子メール

やファクシミリ，さらに，放送と同時進行させる

形でインターネット上に「掲示板」を設け，全国

の人たちの震災への思い，防災への取り組みなど

を伝えた。／ゲスト：瀬戸カトリーヌ（女優），

矢守克也（京都大学防災研究所教授）／司会：住

田功一アナ／中継：望月豊，吉田浩，小西政親／

大阪局

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・如月特集』 2.11／19:20～19:55
祝日の19時台，20～30代の女性に向けてムード

音楽，映画音楽，ジャズの名曲を聴きながらタイ

ムリーな話題をおしゃれでセンスの良い語りでつ

づった。／出演：岩崎博

『バンクーバーオリンピック』 2.13～13.11

バンクーバーオリンピックは，開・閉会式，ス

ピードスケート，フィギュア，ジャンプ，ノルデ

ィック複合など日本のメダル獲得のすべてと，ほ

とんどの入賞種目を生中継するとともに，スタジ

オから競技結果や経過の最新情報を速報した。総

中継時間は，43時間11分であった。

『渋谷アニメランド in 福井～マクロスソングを
聴け！』 3.21／20:05～21:55
福井県坂井市の「みくに文化未来館」で 3 月 7

日に公開収録を実施して放送した。1982年に最初

のシリーズが放送され，2010年で28年がたつマク

ロスの歌を14曲歌った。会場には400人の観客が

訪れ，遠くは広島県からの参加者もいた。／出

演：福山芳樹（歌手），中島愛（歌手・声優）／

司会：藤崎弘士アナ

『祝日特集　思い出の昭和歌謡』
3.22／18:05～18:50

昭和の懐かしい歌謡曲を紹介していく番組。ゲ

ストに，平成 5年生まれの17歳という高校生演歌

歌手のカレンさんを迎え，17歳から見た昭和歌謡

について話を聞いた。／出演：カレン／司会：島

田政男アナ

ラジオ第 2 放送

『アラビア語講座』
土　06:00～06:30

第 1 回08.4.5／前期は「初歩からのアル・アラ

ビーヤ」（05年10月～06年 3 月，07年 7 月～ 8 月

短期集中講座の再放送）。講師：新妻仁一（亜細

亜大学教授），ゲスト：ムハンマド・ヌールッデ

ィーン・ナケシュバンディ／後期は「アラブの

国々を旅しよう！」と題し，日常会話で使う話し

言葉からニュースなどで使われる標準アラビア語

までを学習する新作を放送した。講師：長渡陽一

(東京外国語大学講師），エバ・ハッサン，オサ

マ・イブラヒム／テキスト発行／制作局（委託管

理），NED

『アンコール　イタリア語講座』
月～土　11:20～11:40

第 1 回08.3 .31／過去の番組からアンコール放

送。入門編（月～木）「ヴェネツィア語学留学に

挑戦」講師：芝田高太郎（慶応義塾大学非常勤講

師），出演：ヴィオレッタ・マストラゴスティー

ノ（06年 4 ～ 9 月ほかの再放送）。／ 4 ～ 6 月お

よび10～12月の応用編（金・土）「イタリア語で

“聴く”ルネサンスの名画」講師：松浦弘明（多

摩美術大学教授），渡辺エリアーナ（04年 4 ～ 6

月ほかの再放送）。／ 7 ～ 9 月および10年 1 ～ 3

月の応用編（金・土）「手紙で学ぶ中級文法」講

師：中矢慎子（国立音楽大学非常勤講師），出

演：ラウラ・サバットリィ（早稲田大学准教授）

(05年 1 ～ 3 月ほかの再放送）。／テキスト発

行／制作局（委託管理），NED

『アンコール　スペイン語講座』
月～土　12:10～12:30

第 1 回08.3 .31／過去の番組からアンコール放

送。入門編（月～木）講師：川上茂信（東京外国

語大学准教授）出演：フェルナンダ・アントン・

デ・ディアス（01年 4 ～ 9 月，02年10月～03年 3

月の再放送）。／応用編（金・土）「接続法をマス

ターしよう！」講師：吉川恵美子（昭和女子大学

教授），出演：ビクトル・カルデロン・デ・ラ・

バルカ（神奈川大学准教授）（03年10月～04年 3

月，04年10月～05年 3 月の再放送）。／テキスト

発行／制作局（委託管理），NED

『アンコール　ドイツ語講座』
月～土　11:40～12:00
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第 1 回08.3 .31／過去の番組からアンコール放

送。／入門編（月～木）「ゴールめざして！ケン

のドイツ留学生活」講師：境一三（慶応義塾大学

教授）（04年 4 ～ 9 月ほかの再放送）。／応用編

(金・土）「心に響くドイツの文学」講師：渡部

重美（独協大学教授）ほか（06年10月～07年 3 月

の再放送）。／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED

『アンコール　フランス語講座』
月～土　11:00～11:20
月～土　23:30～23:50

第 1 回08.3 .31／過去の番組からアンコール放

送。入門編（月～木）「ソフィーとジル」講師：

六鹿豊（白百合女子大学教授）出演：クリスチー

ヌ・ロバン・佐藤（白百合大学教授）（02年 4 ～

9 月ほかの再放送）。／ 4 ～ 6 月および10～12月

の応用編（金・土）「ビジネスで見るフランス～

ユーロの時代」講師：天羽均（大阪府立大学名誉

教授），オリヴィエ・ジャメ（天理大学教授）（02

年10～12月ほかの再放送）。／ 7 ～ 9 月および09

年 1 ～ 3 月の応用編（金・土）「数字が語るフラ

ンスの現在」講師：北村亜矢子（上智大学非常勤

講師），フローレンス・容子・シュードル（慶応

義塾大学非常勤講師）（07年 4 ～ 6 月ほかの再放

送）。／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED

『アンコール　まいにち中国語』
月～金　12:30～12:45

第 1 回09.3 .30／過去の番組からアンコール放

送。『アンコール　中国語講座』より改題。「ちが

いのわかる 6 か月」（08年10月～09年 3 月の再放

送）。／講師：小野秀樹（首都大学東京准教

授）／出演：許硯輝，黄鶴／テキスト発行／制作

局（委託管理），NED

『アンコール　まいにちハングル講座』
月～金　13:20～13:35

第 1 回09.3 .30／過去の番組からアンコール放

送。『アンコール　アンニョンハシムニカ・ハン

グル講座』より改題。／（ 4 ～ 6 月，10月～12

月）「“ハングル耳”を鍛えよう！」講師：木内明

(東洋大学准教授）出演：ソ・ウナ（08年10～12

月の再放送）。／（ 7～ 9月，09年 1 ～ 3 月）「ド

ラマで鍛える“ハングル耳”」講師：木内明，出

演：オ・ソンヨン（09年 1 ～ 3 月の再放送）。／

テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『アンコール　まいにちロシア語』
月～金　12:45～13:00

第 1 回08.4.5／過去の番組からアンコール放送。

{アンコール　ロシア語講座』より改題し，放送

日も月～金の 5回に増えた。 4～ 6月および10～

12月は「文字からゆっくり～カタツムリの初級

編」講師：黒田龍之助（言語学者）ゲスト：藤

枝・グトワ・エカテリーナ（08年前期の再放

送）。／後期は，中級編と実践編に分けて放送。

中級編（月～水）は「文法もゆっくり～カタツム

リの中級編」講師：黒田龍之助（言語学者）ゲス

ト：藤枝・グトワ・エカテリーナ／実践編（木・

金）は「会話力アップの実践編」。講師：貝澤哉

(早稲田大学教授）ゲスト：オクサーナ・ピスク

ノーワ，ヴァレリー・グレチコ（08年後期の再放

送）。／テキスト発行／制作局（委託管理），NE

D

『英語5分間トレーニング』 新
月～日　09:05～09:10

月～日　16:20～16:25，22:20～22:25
日　23:25～00:00（ 7 本分）

第 1 回09.3.30／「“英語の筋肉”を鍛えよう」

というコンセプトで，5 分間365日年中無休で放

送する新番組。音読，リスニングなど曜日別の多

彩なトレーニングメニューを用意し，すぐに使え

る会話力を身に付けることを目指した。／講師：

岩村圭南（コンテンツ・クリエイター）／パート

ナー：ヴィッキー・グラス，デイヴィッド・ニー

ル／テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『英語ニュース』
月～金　18:00～18:15
土・日　18:00～18:10

第 1 回95.4.3／世界各地を対象に送信している

ラジオ国際放送の英語ニュースのうち，1 回を国

内でもR2で放送。／国際放送局

『英語ものしり倶楽部』
土　06:30～07:00
土　23:00～23:30
日　09:30～10:00

第 1 回08.4.5／世界の情報が入手でき，英語の

深い教養を楽しく身に付けられる講座。毎回，英

語を使って活躍する各界の著名人たちとのトーク

の中で，転機になったひと言など，役に立つ表現

を学ぶ。英語俳句のコーナーではリスナーからの

投稿を紹介するなど双方向の演出を行った。／講

師・司会：大杉正明（清泉女子大学教授），リ

サ・ヴォート／インタビューゲスト：村山由佳，

吉田都ほか／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED

再 

再 

再 

再 

再 



ラジオ第 2：定時番組

NHK年鑑’10 294

『NHK高校講座』
月～金　19:30～20:30
土　　19:10～20:30

月～水，土・日　00:00～01:00
木・金　00:00～00:40

第 1 回53 .4／全国の通信制高校生を主な対象

に，学習支援およびスクーリング（面接指導）時

数を減免できる番組として計画的かつ継続的に放

送，その他の高校生や生涯学習目的でも聴取され

ている。12番組，年間42～84本の放送。深夜再放

送は，通信制高校の前・後期 2期制の後期入学生

の学習に対応。毎年10月に開始，本放送から半年

遅れでその年度の番組を翌年夏までにすべて再放

送している。09年度は，公民分野で「倫理」84本

を半減し，「政治・経済」42本を新設。09年度制

作は，「古典」「現代社会」「倫理」「政治・経済」

の 4番組。一部制作は「音楽Ⅰ」の 1番組。この

ほか，再放送番組として「国語表現Ⅰ」「国語総

合」「現代文」「保健体育」「数学Ⅱ」「オーラル・

コミュニケーションⅠ」「英語Ⅱ」の 7 番組。07

年度より始まった，全科目のインターネット配信

の利用も定着し，番組のネット聴取回数は年間

345万回に上った。全番組をいつでも高音質で聴

取できるため，ラジオ放送のみだった07年度以前

に比べてかなりの反響のある番組となっている。

／08年度からラジオ全テキスト休刊。／制作局

(委託管理），NED

『お話でてこい』
月・水・金　10:00～10:15
火・木・土　10:00～10:15

第 1 回54.11.8／古今東西の昔話や名作童話を一

流の語り手の「お話」でつづる。オリジナルの音

楽と効果音を織り込み，物語のイメージを豊かに

子どもたちに伝える。／制作局（委託管理），名

古屋局，NED

『おはなしの旅～低学年』
月　09:30～09:45
木　09:30～09:45

『おはなしの旅～中学年』
火　09:30～09:45
金　09:30～09:45

『おはなしの旅～高学年』
水　09:30～09:45
金　09:45～10:00

第 1 回『低学年』03.4.7，『中学年』03．4.8，

{高学年』03.4.7／小学校向けの国語番組。子ど

もに与えたい優れたおはなしを専門家の朗読やラ

ジオドラマで紹介。子どもの想像力をはぐくみ，

ことばの世界を広げることをねらった。／出演：

{低学年』橋爪功，森本レオほか，『中学年』中

村メイコ，夏木陽介ほか，『高学年』若山弦蔵，

奈良岡朋子ほか／教師用テキスト発行／青少年・

教育番組部

『株式市況』
月～金　17:00～18:00

株の取引がある月～金曜に，東京証券取引所と

大阪証券取引所の終値を伝えている。時間は東証

が45分間，大証が15分間。すべての銘柄は放送で

きないので，売買の多いものなど経済の動向を反

映するものを中心に伝えている。／ラジオセンタ

ー

『カルチャーラジオ』
月～土　20:30～21:00
日　　20:00～21:00
月～土　10:15～10:45

01.4.2（月～土），01.4.8（日）から始まった『N

HKカルチャーアワー』を継続し，09年度から

{カルチャーラジオ』と改題／主に中高年層を対

象に，多様化する知的欲求に応える教養番組。曜

日ごとに自然・歴史・芸術・文学などの分野を取

り上げた。月～土曜および日曜の内容は以下に記

述。

「科学と自然」 月／第 1 回07.4.2／地球温暖

化などの問題が叫ばれる今日，最新の研究現場の

エピソードを交え，科学の目から宇宙等の自然環

境を見つめ直し，また身近な魚類や医学を取り上

げた。「食卓のおさかな百科（26回）」林公義（横

須賀市自然・人文博物館館長），「きれい社会と共

生社会～生きる力のための13章」藤田紘一郎（東

京医科歯科大学名誉教授），「人間と宇宙」海部宣

男（放送大学教授）を放送した。

「歴史再発見」 火／第 1 回05.4.5／歴史上の

エポック・メーキングとなった事象・人物を取り

上げ，同時代の文献や残こされた資料を基本に現

代の視点から歴史の意味を考えていった。「関ヶ

原合戦と直江兼続」笠谷和比古（日本国際文化研

究センター教授），「楔
くさび

形文字がむすぶ古代オリ

エント都市の旅」小林登志子（古代オリエント考

古学者），「世直し大江戸学」石川英輔（作家），

[千のイタリア～多様と豊穣
じょう

の近代」北村暁夫

(日本女子大学教授）を放送した。／ガイドブッ

ク発行

「芸術その魅力」 水／第 1 回07.4.4／日本の

歌曲や映画，西洋美術，クラシック音楽など，幅

広く世界の芸術の魅力をユニークな講師に語って

いただいた。「日本歌曲100年史」畑中良輔（東京

再 
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芸術大学名誉教授），「生誕120年　チャップリ

ン・創造の秘密」大野裕之（日本チャップリン協

会会長・脚本家），「変革の時代のアート～今アー

トはどこに向かうのか」南條史生（森美術館館長），

[交響曲の楽しみ」宮本文昭（音楽家）を放送し

た。

「文学の世界」 木／第 1 回07.4.7／読みたく

てもなかなか読めない作品をていねいに解説し，

視聴者の関心を集めたプルーストのほか，川端康

成や古事記などを取り上げ，文学の世界を堪能し

た。「プルースト“失われた時を求めて”を読

む」鈴木道彦（独協大学名誉教授），「“名作”は

つくられる～川端康成とその作品」十重田裕一

(早稲田大学教授），「大人のためのイギリス児童

文学」小峰和子（明治大学講師），「古事記への招

待」三浦佑之（立正大学教授）を放送した。／ガ

イドブック発行

「俳句・短歌をよむ」 金／第 1 回07.4.6／今，

さらに新しい表現の可能性に富み，愛好者も増え

てきている俳句・短歌の世界を第一線の俳人・歌

人が独自の視点から語っていった。「わたしの現

代俳句史」金子兜太（俳人），「大正短歌の輝き」

来嶋靖生（歌人），「女の五七五」櫂未知子（俳人），

[女うたの夜明け～与謝野晶子と山川登美子」今

野寿美（歌人）を放送した。

「漢詩をよむ」 土／第 1 回08.4.5／日本人が

古くから親しんできた漢詩を，日本文化との複合

性も加味しつつ多角的に鑑賞する番組。09年度は

[漢詩の来た道」と題した 2年目で，唐代の後期

を中心に紹介。その膨大な作品を，詩経や楚辞な

どの古代歌謡から時代順に読み解き，詩の発生や

展開，文学表現としての深まりなど，漢詩の奥行

きも味わった。／解説：宇野直人（共立女子大学

教授）／テキスト発行

日曜は年間タイトルを特に設けず，月ごとのシ

リーズ（ 4 ～ 5 本）とした。「人間を考えるシリ

ーズ」（ 4回）「いのち」では火坂雅志（歴史小説

家），小山明子（女優），福岡伸一（分子生物学者），

C・W・ニコル（作家），「愛する」では向井万起

男（慶応義塾大学准教授），志茂田景樹（作家），

亀渕昭信（ラジオ・パーソナリティー），中村紘

子（ピアニスト），「きずな」では小松原庸子（ス

ペイン舞踏家），香川京子（女優），小沢昭一（俳

優），「ともに生きる」では田部井淳子（登山家），

千住真理子（ヴァイオリニスト），鳥越俊太郎

(ジャーナリスト），原田泰治（画家）という多

彩な講師を迎えて人生論から時事的なテーマまで

幅広くテーマを取り上げた。そのほか，「金子み

すゞの宇宙～うれしいまなざし」矢崎節夫（金子

みすゞ記念館館長），「わが演歌的人生」船村徹

(作曲家・JASRAC会長），もず唱平（作詞家），

[和菓子の今昔～歴史と文化」青木直己（和菓子

研究家），「わたしの昆虫記」矢島稔（群馬県ぐん

ま昆虫の森園長），「黒澤明・幻の大作～誰も理解

しなかった巨大構想の謎」田草川弘（ノンフィク

ション作家），「東南アジア文化遺産との対話」石

澤良昭（上智大学学長）ほか，「武将たちの美意

識」長谷川孝徳（北陸大学教授），「人道の旗の下

に～赤十字の150年」東浦洋（日本赤十字看護大

学客員」を放送した。／制作局（委託管理），

NED

『聞いて聞かせて』 新
日　19:30～20:00
日　07:30～08:00

第 1 回09.4.5／「盲人の時間」（第 1 回64.4.9）

を09年度，視覚障害のある当事者をキャスターに

起用してリニューアル。福祉関連の制度の最新情

報やその課題，働く現場のリポートなど幅広いテ

ーマを取り上げるとともに，当事者参加を重視，

視覚障害者のリポーターが多く登場した。／司

会：芳賀優子／文化・福祉番組部

『気象通報』
月～日　09:10～09:30，16:00～16:20，

22:00～22:20，00:00～00:00，
日本と周辺地域・海域の海上気象を含む気象

情報。漁業・港湾・マリンレジャー・教育・山岳

の関係者など利用者は幅広い。／ラジオセンター

『基礎英語1』
月～金　06:00～06:15
月～金　18:45～19:00
月～金　21:00～21:15

第 1 回05.4.4／初めて英語を学ぶ人のためのラ

ジオ講座。09年度は東京・浅草を舞台にした楽し

いスキットで日常会話の基本表現を身に付けるこ

とを目標とした。／講師：木村松雄（青山学院大

学教授）／レギュラーゲスト：ジャニカ・サウス

ウィック，リチャード・アレン／テキスト発行／

制作局（委託管理），NED

『基礎英語2』
月～金　06:15～06:30
月～金　19:00～19:15
月～金　21:15～21:30

第 1 回05.4.4／『基礎英語 1 』に続く年間語学

番組。09年度は南米アマゾンでのアドベンチャー

とアメリカでのホームステイをスキットの柱に据

え，ゲーム感覚で楽しくスピーキング・リスニン
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グ力を養うことを目的とした。／講師：高本裕迅

(白百合女子大学教授）／出演：マイコ・コープ

ランド，トム・メレスキ／テキスト発行／制作局

(委託管理），NED

『基礎英語3』
月～金　06:30～06:45
月～金　19:15～19:30
月～金　21:30～21:45

第 1 回08.3.31／中学校の英語の総復習で基本的

な英語力を確実なものにするための講座。チャン

クでのリピートとオーバーラッピングでスピーキ

ング力の強化を図った。スキットの舞台は，この

時に市制100年を迎えた茨城県水戸市。自分の住

む町を英語で紹介するために役立つ表現も学習し

た。／講師：阿野幸一（文教大学准教授）／パー

トナー：ガイタノ・トタロ，ジョアンナ・デイ／

テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『くらしで使えるポルトガル語』
土　08:50～09:05
土　18:55～19:10
日　22:25～22:40

第 1 回08.4.5／07年度夏期集中講座の再放送。

講師：武田千香（東京外国語大学准教授），エリ

ゼウ・ピシテリ（東京外国語大学客員准教授）／

テキスト発行／制作局（委託管理），NED

『こころをよむ』
日　06:45～07:25
日　13:20～14:00

第 1 回85.4.7／哲学・教育・社会学といった各

分野の第一人者が，現代社会における老い・家

族・環境など，さまざまな問題を考察し，よりよ

い未来を構築するための心のあり方を探る番組。

09年度は「人生百年～女と男の花ごよみ」樋口恵

子（評論家），「シニアのための哲学～時代の忘れ

もの」鷲田清一（大阪大学総長），「教育を江戸か

ら考える～学び・身体・メディア」辻本雅史（京

都大学教授），「伝説の名優たち～その演技の力」

佐藤忠男（映画評論家）を放送した。／テキスト

発行／制作局（委託管理），NED

『古典講読』
土　17:00～17:45
日　06:00～06:45

第 1 回85.4.6／長い間，読み継がれて来た古典

文学には，日本人の心の源泉が描かれているとも

言われる。その魅力あふれる世界をていねいな解

説と朗読で読み解いて行く番組。09年度は08年度

に好評を得た「源氏物語」の双璧
へき

として今も尚
なお

，

注目を集める「枕草子」。多くの聴取者の心を掴
つか

んだ伊井教授に引き続き解説をしてもらった。／

解説：伊井春樹（大阪大学名誉教授）／制作局

(委託管理），NED

『ことば力アップ』
土　16:45～17:00
土　21:40～21:55

翌週土　10:45～11:00
第 1 回08.4.5／テキストと連動しながら，アナ

ウンサーが朗読，スピーチ，プレゼンテーション，

敬語など，表現やコミュニケーションに関する実

践的なノウハウをわかりやすく紹介した。09年度

は51本を制作。／アナウンス室

『実践ビジネス英語』
水～金　22:40～22:55

日　10:30～11:15（ 3 本分）
第 1 回02.4.1／08年度から『ビジネス英会話』

を引き継いでスタート。第一線で働くビジネスパ

ーソンが「今」のビジネスの現場で使う新しい英

語表現を伝授する番組。ビニエット（ミニドラ

マ）には最新のビジネストレンドと現実のビジネ

ス世界での出来事を反映した。／講師：杉田敏

(株式会社プラップジャパン代表取締役社長）／

パートナー：松下クリス，岩本スーザン／テキス

ト発行／制作局（委託管理），NED

『社会福祉セミナー』
土　18:30～18:55
日　12:30～12:55

第 1 回93.4.10／社会福祉における「基本概念」

[各分野論」「介護の役割・方法」「国際協力」な

どのテーマを，年ごとの制度の変化に対応して専

門家が解説し，著名人・有識者の福祉観も紹介し

た。／テキスト発行／文化・福祉番組部，NED

『宗教の時間』
日　08:30～09:00
日　18:30～19:00

第 1 回52.1.4／宗教的体験や実践，法話，解説

など，さまざまな角度から宗教に関する話題を取

り上げる。毎月第 2週は船本弘毅氏（関西学院大

学名誉教授）による「新約聖書　イエスのたとえ

話をよむ」を 1年間シリーズで放送。／文化・福

祉番組部

『スペイン語ニュース』
月～金　18:15～18:30
土・日　18:10～18:20

第 1 回02.4.1／日本に居住する中南米スペイン

語圏出身者を主な対象として，スペイン語ニュー

スを国内向けに放送。／国際放送局
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『チャロの英語実力講座』
月～土　07:00～07:15
月～土　22:25～22:40

日　14:30～16:00（ 6 本分）
第 1 回08.3.31／教育テレビ『リトル・チャロ』

クロスメディア企画のうちのラジオパート。08年

度の再放送。／講師：栩木玲子（法政大学教

授）／出演：ジョン・オコーナー，アリン・タイ

シ，クリスチャン・ジェームス，シルビア／テキ

スト発行／制作局（委託管理），NED

『中国語ニュース』
月～日　13:00～13:10

第 1 回96.4.1／日本に居住する中国系の人々を

主な対象として，中国語ニュースを国内向けに放

送。07年 2 月から，携帯電話向けの中国語サービ

スを開始。／国際放送局

『中文日本百科』 新
土・日　17:45～18:00

第 1 回09.4.4／日本に居住する中国系の人々や

中国語学習者を主な対象として，国際放送の一部

番組を国内向けに再構成し放送。／国際放送局

『ともに生きる』
日　08:00～08:30
日　19:00～19:30

第 1 回62.4.8，改題94.4.10／障害当事者の長崎

圭子さんをメインキャスターに，障害のある人た

ちの暮らしに役立つ情報やちょっとした話題をピ

ア（仲間）の感覚を大切にしながら提供する。取

り上げるテーマは障害者自立支援法改正など時事

性の高いものから，太りすぎをどう解消するかま

で，多彩。お正月には新春スペシャルと銘打って，

1 時間の特別版を放送した。／出演：長崎圭子，

桂こけ枝／大阪局

『入門ビジネス英語』
月・火　22:40～22:55

日　10:00～10:30（ 2 本分）
第 1 回08.3.31／会議・プレゼン・交渉の現場で

すぐに使える実践的なスキットを通して，シンプ

ルで的確な表現をマスターする番組。国際ビジネ

スに必要なマナーやコミュニケーションスキルを

身につけるための情報も提供した。／講師：エ

ド・スミス（Enterprise Training Group,LTD.代

表取締役社長）／出演：藤本ケイ／テキスト発

行／制作局（委託管理），NED

『ハングル日本百科』 新
土・日　22:40～22:55
翌週土　14:30～15:00

第 1 回09 .4 . 4／日本に居住する韓国・朝鮮の

人々や語学学習者を主な対象として，国際放送の

一部番組を国内向けに再構成し放送。／国際放送

局

『ハングルニュース』
月～日　13:10～13:20

第 1 回96 .4 . 1／日本に居住する韓国・朝鮮の

人々や語学学習者を主な対象に，ハングルニュー

スを国内向けに放送。07年 2 月から携帯電話向け

サービスも開始。／国際放送局

『文化講演会』
日　21:00～22:00
祝　17:00～18:00

第 1 回76.4.25（R1），80.4.11（R2）／日本各地

で開催される多様な講演会の中から変わり行く社

会情勢の中で伝えたい内容を厳選し，紹介する番

組。09年度は「勝海舟と西郷隆盛」半藤一利（作

家），「夢があるから強くなる」川淵三郎（日本サ

ッカー協会名誉会長），「輝ける老い」平岩弓枝

(作家），「スポーツと人生」池田敬子（日本体育

大学名誉教授），「日本低炭素社会のシナリオ」西

岡秀三（国立環境研究所参与），「46年の助走」内

田康夫（作家）などを放送した。／制作局（委託

管理），NED

『邦楽のたのしみ』
土　09:30～10:00

第 1 回82.4.11／邦楽各種目の名曲の数々を，歴

代の名演奏家の演奏で聴き，邦楽にまつわるさま

ざまな話題とともに放送。ライブラリー音源の有

効活用と月替わりの案内役による解説で，邦楽愛

好家の期待に応えた。／音楽・伝統芸能番組部

『ポルトガル語ニュース』
月～金　18:30～18:45
土・日　18:20～18:30

第 1 回95.4.3／日本に居住するブラジル出身者

を主な対象として，ポルトガル語ニュースを国内

向けに放送。／国際放送局

『まいにちイタリア語』
月～金　07:45～08:00
月～金　16:45～17:00

第 1 回90.4.2／前期の入門編（月～水）「田舎で

のんびりホームステイ」講師：花本知子（東京芸

術大学非常勤講師），出演：ミケーレ・カマンド

ーナ（早稲田大学非常勤講師）／応用編（木・

金）は「シェフになるためのイタリア語講座」講

師：エルマンノ・アリエンティ（慶応義塾大学講

師），出演：石橋奈美ほか／ 7 ～ 9 月の応用編

(木・金）は「世界遺産を巡る旅」講師：ラウ

ラ・サバットリィ（早稲田大学客員講師），横山
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修一郎（早稲田大学非常勤講師）。（08年10～12月

の再放送）。／後期の入門編（月～水）は「文法

塾～伊語事始」講師：野里紳一郎（東京大学特任

講師）出演：ルチアーナ・ギッツォーニ（東京芸

術大学外国人教師）。（0 8年 4 ～ 9 月の再放

送）。／10～12月の応用編（木・金）は「Salotto

Musicale～イタリア音楽への招待」講師：関孝弘

(日伊音楽協会理事），マリアンジェラ・ラーゴ

(イタリア語講師）／ 1 ～ 3 月の応用編（木・

金）は「弱点克服　ディクテーション特訓講座」

講師：リッカルド・アマデイ（通訳・翻訳家）／

進行：黒川彩子／テキスト発行／制作局（委託管

理），NED

『まいにちスペイン語』
月～金　08:00～08:15
月～金　14:45～15:00

第 1 回56.4.1／前期は「スタート随時！“生き

た会話”塾」講師：福嶌教隆（神戸市外国語大学

教授）出演：ベゴーニャ・ビジャマリン・フラガ，

アルベルト清・フォンセカ酒井／後期は「エリの

ドキドキ☆スペイン留学」講師：下田幸男（立教

大学兼任講師），パートナー：マルタ・マルティ

ン・モリーナ。（08年 4 ～ 9 月の再放送）。／テキ

スト発行／制作局（委託管理），NED

『まいにち中国語』
月～金　08:15～08:30
月～金　15:30～15:45
月～金　23:00～23:15

日　11:15～12:30（ 5 本分）
第 1 回56.11.4／前期は「楽しい会話入門」講

師：郭春貴（広島修道大学教授）出演：盧思，許

硯輝／後期の入門編（月～木）は「エチュードで

学ぼう」講師：遠藤光暁（青山学院大学教授）出

演：沈宝慶，容文育（04年 4 ～ 9 月，05年10～06

年 3 月の再構成）。／応用編（金）は「すぐに使

える基本文法」講師：楊凱栄（東京大学教授）出

演：張艶，蒋文明（04年 4 ～ 6 月，05年 4 ～ 6 月

の再構成）。／テキスト発行／制作局（委託管理），

NED

『まいにちドイツ語』
月～金　06:45～07:00
月～金　15:15～15:30

第 1 回52.9.1／前期の入門編（月～木）は「ド

イツ語　基礎のきそ」講師：大谷弘道（慶応義塾

大学教授）出演：リタ・ブリール（ 4 月），ジャ

ニーン・ヘーファー（ 5 ～ 9 月），シュテファ

ン・ヘンゼル／前期の応用編（金）は「ドイツ語

うるわし～心に残る珠玉の名言」講師：小塩節

(フェリス女学院理事長）／後期の入門編（月～

水）は「“カナ”手本ドイツ語」講師：保阪良子

(学習院大学准教授）出演：ダニエル・ケルン，

ブリッタ・シェレンス（08年 4 ～ 9 月の再放

送）。／後期の応用編（木・金）は「フェリック

スの日記帳」講師：太田達也（南山大学准教授）

出演：マルコ・ラインデル，大澤詩織（08年 4 ～

9 月の再放送）。／テキスト発行／制作局（委託

管理），NED

『まいにちハングル講座』
月～金　07:15～07:30
月～金　14:30～14:45
月～金　23:15～23:30

土　07:15～08:30（ 5 本分）
第 1 回84.4.2／前期はハングル講座初の試みと

してKBSのアナウンサーを招き「話そう！美し

いハングル」と題して実践的で本格的な発音トレ

ーニングを行った。講師：チャン・ウニョン（東

京大学講師）出演：（ 4・ 5月）イ・サンヒョプ，

( 6 ・ 7 月）ユ・ジチョル，（ 8 ・ 9 月）イ・ソ

ンミン（KBSアナウンサー）／後期の入門編

(月～木）は「よく使うことばで賢く学ぼう」講

師：イ・ユニ（東京成徳大学教授）出演：キム・

ソンウン，イ・チュンギュン（07年 4 ～ 9 月の再

構成）。／応用編（金）は「文学で親しむハング

ルの香り」講師：波田野節子（新潟県立大学教

授）出演：シム・ウォンソプ（08年 1 ～ 3 月の再

構成）。／テキスト発行／制作局（委託管理），N

ED

『まいにちフランス語』
月～金　07:30～07:45
月～金　13:35～13:50

第 1 回52.4.14／前期の入門編（月～水）は「サ

トシのナント留学記」講師：小野潮（中央大学教

授），ミカエル・フェリエ（中央大学教授）／応

用編（木・金）は「ディアローグ三銃士」。（ 4・

5 月）講師：セドリック・リヴォー（東京日仏学

院講師），パートナー：明石伸子（早稲田大学非

常勤講師）。（ 6～ 9月）講師：ガエル・クレピュ

ー（東京日仏学院講師），セバスティアン・ジャ

フレド（東京日仏学院講師），パートナー：常磐

僚子（東京日仏学院講師），西川葉澄（上智大学

講師）が務めた。（08年 4 ～ 9 月の再放送）。／後

期の入門編（月～水）は「ナミのおいしいパリ日

記」講師：清岡智比古（明治大学准教授），レ

ナ・ジュンタ（東京日仏学院講師）。（08年 4 ～ 9

月の再放送）。／10～12月の応用編（木・金）は

[Racontons nos vies！～文法＆表現力を磨こ
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う」講師：杉山利恵子（明治大学教授）出演：ミ

カエル・フェリエ（中央大学教授）／ 1～ 3月の

応用編（木・金）は「インタビューで学ぶ会話

術」講師：天羽均（大阪府立大学名誉教授），オ

リヴィエ・ジャメ（天理大学教授）／テキスト発

行／制作局（委託管理），NED

『まいにちロシア語』
月～土　08:50～09:05
月～土　16:30～16:45

第 1 回56.11.4／前期は「ゆっくりじっくり基本

編」と題し，アルファベットや発音の仕方を一つ

一つていねいに覚えることを目指した。日本人の

父，ロシア人の母を持つ新米ガイド・リューバを

主人公にしたスキットを通してすぐに使えるフレ

ーズも紹介した。／講師：熊野谷葉子（慶応義塾

大学講師）出演：ニキータ・シュリガー／後期は

前期の講座を再放送した。／テキスト発行／制作

局（委託管理），NED

『みんなのコーラス』
R2 月～木　09:45～10:00
FM 木　　10:00～11:00

第 1 回95.4.10／「NHK全国学校音楽コンクー

ル」参加校による自由曲の合唱演奏に講評を加え

て放送した。また，10.3.22～26（ 10.3.29～4.2）

には第77回NHK全国学校音楽コンクールの新し

い課題曲を発表し，合唱指揮者のアドバイスを交

えて紹介した。／出演：古橋富士雄，清水敬一ほ

か／青少年・教育番組部

『名曲スケッチ』
R2 月～金　13:50～14:00
R1 日　　22:45～22:55
FM 火～土　00:50～01:00

第 1 回93.4.9／テレビ番組『名曲アルバム』の

音楽素材を 2曲選び，アナウンサーによる簡単な

コメントを添えた10分間のミニ番組。／音楽・伝

統芸能番組部

『名曲の小箱』
R2 日　　07:25～07:30

土　　08:30～08:35
21:55～22:00
23:50～23:55

FM 月～日　05:50～05:55
土・日　22:55～23:00

第 1 回84.4.2／テレビ番組『名曲アルバム』の

音楽素材を基にしたミニ番組。アナウンサーの簡

単なコメントを添え，月に 4 曲を繰り返し放

送。／音楽・伝統芸能番組部

『やさしい日本語』
土　14:10～14:25
土　16:30～16:45

第 1 回95.4.9／英語による日本語講座。09年度

は08年度に放送した番組の再放送。100の基本的

な表現をシリーズで紹介する「ジャパン・マイ・

ラブ」と慣用句や四季の俳句を紹介する「おもし

ろ日本語塾」で構成。文法等の説明より日本語に

親しんでもらうことに重点を置いた。／国際放送

局

『ラジオ英会話』
月～金　15:45～16:00
月～金　21:45～22:00

日　16:30～17:45（ 5 本分）
第 1 回08.3.31／スピーキング力，リスニング力

がバランス良く鍛えられ，場面別・目的別に発話

できるようになることを目指した英会話講座。英

文の詩やニュースなど多彩な素材の音読を通し，

英語のリズムとさまざまな表現を身に付けること

を目指した。／講師：遠山顕（コミュニカ代

表）／パートナー：ケイティ・アドラー，ジェリ

ー・ディヴィドソン／テキスト発行／制作局（委

託管理），NED

『朗読』
月～金　10:45～11:00

第 1 回62.4.4／明治から昭和までの日本文学の

名作や西洋古典の翻訳を中心にシリーズを組み，

著名俳優やアナウンサーの朗読でじっくり聴かせ

た。与謝野晶子訳「全訳源氏物語」杉浦悦子，杉

谷代水訳「希臘神話」関根信昭，「岡本かの子作

品集」津嘉山正種などを放送した。／制作局（委

託管理），NED

『私の日本語辞典』
土　21:00～21:40
土　13:20～14:00

第 1 回92.4.12（R1）／言葉の専門家だけでな

く，さまざまなジャンルで活躍する方を招き，自

身の人生を振り返りながら日本の文化や言葉につ

いて考える，日本語を多面的にとらえて語ってい

ただく番組。09年度は「言い間違いの秘密」寺尾

康（静岡県立大学教授），「文章を科学する」村上

征勝（同志社大学教授），「茶の湯のことば」筒井

紘一（京都学園大学教授），「日本の食文化とこと

ば」原田信男（国士館大学教授），「和歌文学の魅

力」久保田淳（東京大学名誉教授）などを放送し

た。／制作局（委託管理），NED

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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『ワンポイント・ニュースで英会話』 新
月～金　08:30～08:35

月～金　15:10～15:15，22:55～23:00
土　12:30～12:55（ 5 本分）
日　23:00～23:25（ 5 本分）

第 1 回09.3.30／教育テレビの『ニュースで英会

話』の連動番組で，ワンセグ 2 の『ワンポイン

ト・ニュースで英会話』と音声素材を共有。放送

前週の英語ニュースを素材に使い，英語ニュース

を理解するポイントと今すぐに使いたい英語表現

をマスターすることを目標とした。／講師：大川

久（早稲田大学非常勤講師），伊藤サム（英字新

聞回・ジャパンタイムス元編集局長）／ナレータ

ー：亀井佐代子／制作局（委託管理），NED

『高校講座　ベーシック10』
4.6～10，13～17／15:00～15:30

全国で急激に増加し，文部科学省が新指導要

領で対策を打ち出している“基礎学力の不足した

高校生”のために，国語・数学・英語の 3科目に

ついて，中学までの基本的な内容が学び直せる新

シリーズとして，特集放送を行った。携帯端末へ

の配信を見据えた 1 分サイズの動画を180本制作

し，これを素材に10分番組を30本制作。動画の内

容には，学習習慣の身に付いていない高校生でも

視聴を継続しやすいようにアニメーションやコン

ト，ドラマなどを多用した。また，10年 3 月には

高校講座の携帯サイト上で 1分動画の試験配信を

開始，パソコンよりも携帯端末を最大の情報源と

する高校生が利用しやすいコンテンツ展開を目指

した。／制作局（委託管理），NED

『ティーンズラジオ2009』
8.13～14／09:30～10:00

09年で56回目となった「NHK杯全国放送コン

テスト」には，1,561校， 1 万4,016人が参加，ラ

ジオ部門には1,035本の作品が寄せられた。「ラジ

オドキュメント部門」，「創作ラジオドラマ部門」

の入賞作品を 2回シリーズで紹介した。／ナレー

ター：昌子洋子／青少年・教育番組部

『全国盲学校野球大会優勝決定戦』
8.31／00:00～02:19

8 月21日に行われた，視覚障害者にとっての甲

子園，全国盲学校野球大会優勝決定戦のもようを

実況録音で伝えた。／文化・福祉番組部

『伝えたい　わたしの高校生活』
12.14～17／09:30～10:00

09年11月22日に国立オリンピック記念青少年

センターで行われた「第57回全国高等学校定時制

通信制生徒生活体験発表大会」から，「文部科学

大臣賞」「NHK会長賞」ほか 6賞の入賞者各 2名，

合計12名の発表内容“定時制通信制高校生の青春

メッセージ”を， 4本にまとめて紹介した。／制

作局（委託管理），NED

『基礎英語　創作スキット・コント大会～英語で
挑戦！手作り英会話』

12.31／16:30～18:00
01.03／11:00～12:30

ラジオ講座の普及および学習を継続してもらう

起爆剤として08年度に開始したイベント連動の特

集番組第 2弾。09年度は『基礎英語 1 ･ 2 ･ 3 』の

番組内のほか，テレビの30秒スポットや番組ホー

ムページでも創作スキットの応募を呼び掛けたと

ころ，3,000通が寄せられた。優秀作品をプロの

ナレーターが演じるイベントを，11月 3 日（教育

フェア期間中）にふれあいホールで開催。年末特

集として放送し，定時番組内やテキストでもイベ

ントの内容や優秀作品を紹介した。／出演：木村

松雄（青山学院大学教授），ジャニカ・サウスウ

ィック，リチャード・アレン，高本裕迅（白百合

女子大学教授），マイコ・コープランド，トム・

メレスキ，阿野幸一（文教大学准教授），ガイタ

ノ・トタロ，ジョアンナ・デイ／司会：戸田ダリ

オ／制作局（委託管理），NED

『聞いて聞かせて　新春スペシャル』
01.01／21:00～22:00

「マッサージを学ぶアジアの留学生・私たちの

自立と未来」と題し，日本で学んでいるベトナ

ム・ミャンマー・モンゴルの視覚障害のある留学

生とともに伝えた。／文化・福祉番組部

再 

再 

再 

再 
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F M 放　送

『U－18 ユーガタM塾』
金　16:00～17:20

第 1 回08.4.4／現役高校生がMCを担当。高校生

がみずから取材し，「あなたの周りの“大人”が

青春時代に好きだったアーティスト（ないしは

歌）」を選曲。「音楽」は本来，世代の格差なく楽

しめるもの。「温故知新」をテーマにした若い世

代のための新しい音楽番組。／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

『インストルメンタル・ジャーニー』 新
火～土　00:00～00:50

第 1 回09.3.31／平日の深夜，リスナーを心地よ

い眠りに誘うインストルメンタル・ミュージック

の数々を，最小限のナレーションで送る。リスナ

ーに「癒やし」を提供するノンジャンルの新しい

音楽番組。／司会：棚橋志乃／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

『インディーズファイル』
日（最終） 23:00～00:30

第 1 回07.8.26／この番組は，アマチュア・イン

ディーズアーティストから公募した楽曲の音源を

紹介する。みずから作曲や演奏活動を行っている

若い世代とNHKの接点となることを目的として

いる。毎回リスナーの参考になるような話題を提

供してくれるゲストを 1組迎える。09年度は11本

制作。／パーソナリティー：森若香織／ゲスト：

ケラリーノ・サンドロヴィッチ，仲野茂，少年ナ

イフ，小島麻由美，ラフィンノーズほか／エンタ

ーテインメント番組部

『ウィークエンドサンシャイン』
土　07:15～09:00

第 1 回99 .4 . 3／ブロードキャスター，ピータ

ー・バラカンのナビゲートで送る，ウィークエン

ド・ミュージックマガジン。独特の嗅
きゅう

覚とこだ

わりの哲学でセレクトしたグッドサウンドとワー

ルドワイドな音楽情報を伝えた。／DJ：ピータ

ー・バラカン／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『N響演奏会』
土　18:00～21:00

第 1 回04.9.19／年に 9 回，N響定期公演Aプロ

グラムを生放送で紹介。 2 時間をコンサート， 1

時間を当日のプログラムにちなんだ話題や選曲で

構成。／司会：山田美也子／音楽・伝統芸能番組

部

『FMシアター』
土　22:00～22:50

第 1 回85.4.6／現代性と作家性を軸に，クオリ

ティーの高いオーディオドラマ作品を制作。時代

の抱える問題をテーマとして取り組み，聴取者に

高い作品性と感動を与えられる聴きごたえのある

単発ドラマである。／ドラマ番組部

『FMシンフォニーコンサート』
日　19:20～21:00

第 1 回09.4.5／オーケストラの名曲を，優れた

演奏とわかりやすい解説で紹介する番組。東京フ

ィルハーモニー交響楽団のほか，関西・東海北陸

のオーケストラが出演した。茨城県牛久市ほか関

東周辺の 4か所で公開録音を実施。／解説：吉松

隆，伊東信宏，外山雄三／音楽・伝統芸能番組部，

大阪局，名古屋局，NEP

『FM番組トピックス』
月～金　09:15～09:20
土・日　10:57～11:00

当日放送のFM番組を中心に，これからのおす

すめ番組や特集番組なども織り込み，軽快なテン

ポで紹介した。／広報局制作部

『大貫妙子　懐かしい未来』 新
火（最終） 23:00～00:00

火　10:00～11:00
第 1 回09.4.28／月 1 回，シンガーソングライタ

ーの大貫妙子がパーソナリティーを務め，ゲスト

を招いて「ライフスタイル」「人間と自然」「日本

と世界」などをテーマに語り合うトーク＆音楽番

組。／ゲスト：山下達郎，三國清三，養老孟司，

大瀧詠一，内田樹，中村征夫，毛利衛ほか／エン

ターテインメント番組部

『音の風景』
FM 月～金　15:55～16:00

金　　10:55～11:00
土　　22:50～22:55
月　　00:30～00:35

R1 日　　22:55～23:00
R2 月～金　23:50～23:55

土・日　12:55～13:00
土　　14:25～14:30
土　　22:55～23:00
日　　16:25～16:30

第 1 回85.4.1／日本各地や海外のさまざまな風

景を取材し「音」と「ナレーション」だけで構成

するミニ番組。85年 4 月の『代々木公園』から数

えて制作本数は1,200本を超え，放送開始から25

再 
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年を迎えた。番組では，自然・行事・伝統・乗り

物など日本各地のさまざまな情景をていねいに録

音し，想像力をかきたてる「音」の力だけで地域

の魅力を伝えるとともに，「時代の響き」を記録

し続けている。09年末には「枠内特集として「朗

読シリーズ」を企画し，文芸作品の朗読と音の世

界で構成した 5本を放送した。／語り：大沼ひろ

みアナ／音響デザイン部 （表 1）

『歌謡スクランブル』
月～土　13:00～14:00

第 1 回90.4 .2／歌謡曲，ポップス，フォーク，

ニューミュージックなど多様なジャンルの曲を月

曜から金曜まで週単位でテーマを設定して構成す

るディスクジョッキー番組。土曜は，その週のテ

ーマに沿った原則一人の歌手で構成した。／

DJ：逢地真理子，深沢彩子（隔週担当）／エン

ターテインメント番組部，NEP

『きたやまおさむのレクチャー＆ミュージック』
新

月　23:00～00:00
第 1 回09.3.30／元「フォークル」メンバー，作

詞家であり，現在は精神分析医，九州大学で教鞭
べん

も取るきたやまおさむをメインパーソナリティー

に，各界から迎えたゲストとともに音楽や文化に

ついて語らいながら曲を紹介。毎週完結にこだわ

らず，時にはじっくりとトークを展開した。／司

会：きたやまおさむ，黒崎めぐみアナ／音楽・伝

統芸能番組部，NEP

『気ままにクラシック』
金　14:00～15:55
月　07:20～09:15

第 1 回02.4.4／クラシック音楽に詳しくない人

でも肩ひじ張らず，リラックスして気軽に楽しめ

る番組。年 3回，公開収録を実施。／パーソナリ

ティー：笑福亭笑瓶（タレント），幸田浩子（オ

ペラ歌手）／音楽・伝統芸能番組部

『クラシックカフェ』
月～木　14:00～15:55
火～金　07:20～09:15

第 1 回08.3.31／クラシックの多彩な名曲を，女

性解説者がCDで紹介する番組。／案内：唐沢美

智子，高山久美子／音楽・伝統芸能番組部，NE

P

『現代の音楽』
日　18:00～18:50

第 1 回57.4.7／現代音楽の最前線を紹介する番

組。「音の現在（いま）」「演奏家に聞く」「芥川作

曲賞」「ミュージック・トゥモロー」など最新作

品を紹介した。／解説：猿谷紀郎／音楽・伝統芸

能番組部

『サウンドストリート21』
日　23:00～00:30

第 1 回05.3.29，最終回10.3.21／J－POPシーン

で活躍する人気アーティストをマンスリーでゲス

トに迎え，毎回彼らがこだわりの選曲で届ける音

楽番組。／エンターテインメント番組部

『サウンド・ミュージアム』
日（最終） 19:20～22:00

第 1 回05.4.24／アーティスト 1 組をゲストに招

き， 2 時間40分にわたって徹底的に特集する，

FMならではの音楽番組。09年度は，石川セリ，

ザ・ビートルズ，電気グルーヴ，マイケルジャク

ソンなど，大物アーティスト出演や話題の洋楽特

集などで貴重な話を展開した。／エンターテイン

メント番組部

『ザ・ソウルミュージック』
木　23:00～00:00

第 1 回99.4.2／根強いファンを持つソウル，R

＆Bなどブラックミュージックを専門的に取り上

げる番組。就寝前のリラックスしたひとときに，

ソウルミュージックの魅力を存分に堪
たん

能
のう

してもら

った。／DJ：オダイジュンコ／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

『サンデークラシックワイド』
日　14:00～18:00

第 1 回07.4 .8／4時間のクラシック大型定時番

組。（ 1 ～ 3 週　海外コンサート／海外オペラア

ワー）海外の音楽祭や演奏会を欧米の放送局から

の音源を用いて紹介。（ 4 ～ 5 週　特選アラカル

再 

再 

表1 2009年度『音の風景』放送一覧
内　　容 場　所 内　　容 場　所

奈良公園の鹿寄せ
看護師への旅立ち
修善寺から奥の院
丹沢の山開き
越前打刃物
初夏，中海の一日
勇壮！榊の大木練り歩き
明治神宮の野鳥たち
水しぶき舞う長瀞川下り
C58秩父路に響く
ウシガエル
潮来のサッパ舟
浅草ほおずき市
下町の氷屋さん
伊万里焼の響き
出発進行！憧れの運転士
三河の綾渡夜念仏
いにしえの音，紡がれる
奥多摩に，虫の音を聴く

奈良県
千葉県
静岡県
神奈川県
福井県
鳥取県
鳥取県
東京都
埼玉県
埼玉県
埼玉県
茨城県
東京都
東京都
佐賀県
石川県
愛知県
京都府
東京都

四尺玉，夜空に舞う
オールに力を込めて！
結願の寺
駆け馬に挑む男たち
湯の町のだんじり祭り
江の島
住吉大社の奉納相撲
道後温泉の一日
パイプオルガンクリスマスの調べ
朗読シリーズ 種田山頭火
朗読シリーズ　琵琶湖周航の歌
朗読シリーズ 智恵子抄
朗読シリーズ　椰子の実
朗読シリーズ　石川啄木
ロンドン地下鉄
冬のセントラルパーク
水中綱引き
クライストチャーチの休日
備前長船　名刀の里

新潟県
埼玉県
香川県
愛知県
兵庫県
神奈川県
大阪府
愛媛県
東京都
（特集）
〃
〃
〃
〃
イギリス
アメリカ
福井県
ニュージーランド
岡山県
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ト）国内のオペラ公演や宗教曲の大規模なコンサ

ートなど，通常の番組枠に収まらない話題の演奏

会を紹介。また，年に 5本「クラシック・リクエ

スト」と題して生放送を行った。／音楽・伝統芸

能番組部，NEP

『ジャズ・トゥナイト』
土　23:00～01:00

第 1 回05.4.2／過去の名盤はもちろん，ジャズ

界の最新の動きも紹介，本格的なジャズファンの

満足を目指したジャズ番組。／DJ：児山紀芳／

音楽・伝統芸能番組部，NEP

『吹奏楽のひびき』
日　21:30～22:00

第 1 回08.4.6／長年の吹奏楽ファンや吹奏楽の

経験者はもちろん，多くの音楽ファンに吹奏楽の

持つ多様な魅力を紹介。吹奏楽のためのオリジナ

ルを数多く手がける若手作曲家の中橋愛生さんを

進行役に迎え，CDの名盤や「東京芸術大学吹奏

楽定期演奏会」のライブ録音など，貴重な演奏会

を収録・放送した。／音楽・伝統芸能番組部

『青春アドベンチャー』
月～金　22:45～23:00

第 1 回92.4.6／国内や海外の超人気エンターテ

インメント小説や劇画を原作に，スピーディーで

スリリングな展開の連続ドラマ。その題材は幅広

く，聴取者の主力である若年層の共感を得られる

ものを制作，放送。毎日15分のオーディオスペク

タクルドラマ。／ドラマ番組部

『世界の快適音楽セレクション』
土　09:00～10:57

第 1 回99.4.3／幅広いリスナーをターゲットに

したノンジャンルのイージーリスニング番組。案

内人は「快適音楽」を追求するギター・デュオ，

ゴンチチの 2人。毎回，ユニークなテーマと切り

口でさまざまな音楽を紹介。／DJ：ゴンチチ

(ゴンザレス三上，チチ松村）／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

『セッション2009／2010』
日　22:00～22:55
金　10:00～10:55

第 1 回78.11.26／ジャズの公開ライブ番組とし

て，コンボからビッグバンドまで，NHKみんな

の広場ふれあいホールから幅広く「今」のジャズ

シーンを伝えた。／司会：小川もこ／音楽・伝統

芸能番組部，NEP

『トーキング　ウィズ　松尾堂』
日　12:15～14:00

第 1 回07.10.28／松尾貴史を店主とする老舗の

古書店「松尾堂」を舞台に展開されるトークバラ

エティー。30代，40代を中心に毎回 2組程度の多

彩なゲストを招き，同世代だけでなく，幅広い層

に受け入れられた。店主役の松尾貴史と店員役の

佐藤寛子のコンビネーションで軽妙にゲストの話

題を引き出した。／司会：松尾貴史，佐藤寛子／

エンターテインメント番組部

『20世紀の名演奏』
日　09:00～10:57

第 1 回93.4.11，最終回10.3.28／20世紀を代表す

るクラシックの名演奏を，黒田恭一さん（音楽評

論家）の魅力あふれる解説によって振り返る番組。

5 月に黒田さんが他界し， 6 月以降は諸石幸生さ

ん（音楽評論家）が解説を担当。／音楽・伝統芸

能番組部

『日曜喫茶室』
日（最終） 12:15～14:00

第 1 回77.4.10／日曜の昼下がりにコーヒーを飲

みながら，音楽とおしゃべりを楽しむトーク番組。

マスター役のはかま満緒の軽妙洒脱
しゃだつ

な進行もさる

ことながら，異なる分野で活躍する 2人のゲスト

を 1つのテーマで結んでの会話はこの番組ならで

はの大きな魅力である。／出演：（マスター）は

かま満緒，（ウエイトレス）小泉裕美子，（ご常

連）安野光雅，池内紀，轡田隆史，荻野アンナ／

エンターテインメント番組部

『にっぽんのうた　世界の歌』 新
月～金　09:20～10:00
月～金　17:20～18:00

第 1 回09.3.30／親から子へ，子から孫へと伝え

られてきたすばらしい音楽の遺産である「にっぽ

んのうた世界の歌」を再評価し，放送を通じて次

世代へと引き継ぐことを目標とする番組。童謡，

わらべ歌，叙情歌や歌曲，世界の名曲などさまざ

まなジャンルの名歌をバラエティー豊かに放

送。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『日本の民謡』
日　11:00～11:50
月　05:00～05:50

第 1 回66.4.10／一流の歌手や演奏家による民謡

番組。北海道から沖縄に至るバラエティーに富ん

だ日本の民謡をたっぷり鑑賞。毎月最終週はリス

ナーからのリクエストで番組を構成。／司会：山

中明美，滑川和男アナ／音楽・伝統芸能番組部

『能楽鑑賞』
日　07:15～08:00

第 1 回73.4.8／能楽愛好者に向けて，各流派の

代表的な演者による能と狂言の名作を放送。通常

再 

再 

再 
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は楽器による演奏のない“謡”の部分のみで，そ

のストレートな味わいを楽しんでもらい，夏期に

は 5回にわたり「能の音楽」を特集。演奏部分に

もスポットを当てた構成とし，幅広く提供し

た。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局

『バロックの森』
月～日　06:00～06:55

第 1 回05.4.1／バロック音楽から中世，ルネサ

ンスの音楽作品までを扱う番組。平日は解説に若

手専門家を起用，土・日はリクエストの日として，

ファンの多様なニーズに応えた。／案内：加藤拓

未，松村洋一郎，赤塚健太郎，佐野隆，大愛崇晴

(平日 1 週交替），松田輝雄（土・日）／音楽・

伝統芸能番組部，NEP

『弾き語りフォーユー』
月～木　11:30～11:50
火～金　05:00～05:20

第 1 回99.4.1／ピアニスト・小原孝の弾き語り

でつづる20分。マンツーマンの語りかけをコンセ

プトとし，リスナーからのお便りやリクエストを

中心に選曲された名曲をユニークなアレンジで聴

かせた。／DJ・ピアノ：小原孝／音楽・伝統芸

能番組部，NEP

『ビバ！合唱』
日　21:00～21:30

第 1 回08.4.6／合唱ファンはもちろん，多くの

音楽ファンに合唱の魅力を伝え，内外の一流団体

による合唱をわかりやすい解説を交えて放送。毎

回，作曲家・合唱団体・国や地域・季節や行事と

いったバラエティーに富むテーマを設定，懐かし

の合唱曲を聴きたいという合唱愛好者からの要望

に応えて，年に 5回「リクエスト特集」を実施し

た。／パーソナリティー：松下耕（作曲家・合唱

指揮者）／音楽・伝統芸能番組部

『ベストオブクラシック』
月～金　19:30～21:10

第 1 回91.4.1／室内楽からオーケストラ，声楽

リサイタルからオペラまで，幅広いジャンルにわ

たる国内外の一流の演奏会を，一部生放送を含む

ライブ録音で紹介。09年度は全国で10回の公開録

音を実施。N響定期公演も時間を延長して生放送

で紹介した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『邦楽ジョッキー』
金　11:00～11:50
土　05:00～05:50

第 1 回85.4.5／若手歌舞伎俳優の尾上松也がパ

ーソナリティーを務め，さまざまなゲストをスタ

ジオに迎えてのトークと音楽で構成。 5月には岐

阜県郡上市，9 月には福岡県小郡市で公開収録を

行って，地方在住のファンとも触れ合い，幅広い

視聴者層の獲得を図った。／音楽・伝統芸能番組

部

『邦楽のひととき』
月～木　11:00～11:30
火～金　05:20～05:50

第 1 回85.4 .1／邦楽界の中堅・新人の出演で，

邦楽の比較的ポピュラーな演目を中心に放送。地

唄・筝曲・尺八（月），長唄（火），義太夫・常磐

津・清元・新内・古曲など浄瑠璃系の曲と現代邦

楽（水），小唄・端唄・うた沢・琵琶・吟詠・大

和楽など（木）。／音楽・伝統芸能番組部，大阪

局，名古屋局，広島局，福岡局，仙台局，札幌局

『邦楽百番』
土　11:00～11:50
日　05:00～05:50

第 1 回73.4.5／邦楽各種目の名曲を，人間国宝

や芸術院会員など第一人者の演奏で放送。邦楽の

代表的名曲が，一流の演奏で味わえる番組。／音

楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局

『ミュージックプラザ』
月～木　16:00～17:20

第 1 回02.4.1／リスナーからのリクエストに応

える形で，幅広い世代のさまざまなジャンルの音

楽ファンが楽しめる番組。生放送にふさわしく，

最新情報を入れて制作。／パーソナリティー：つ

のだ☆ひろ（月），ルーシー・ケント（火），鈴木

万由香（水），矢口清治（木）／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

『ミュージックライン』 新
月～金　21:10～22:45

第 1 回09.3.30／誰もが知るアーティストや話題

のアーティストを招きトークや新作情報をたっぷ

りと紹介。月曜から木曜は，リスナーからのリク

エストに応えスタジオ生弾き語りなどもお送りし

た。また，金曜は「ミュージックライン・スタン

ダード」と題して，特に80～90年代の楽曲を中心

にアラフォー世代に向けた「懐メロ特集」をお送

りした。09年度は260本制作。／DJ：鮎貝健／エ

ンターテインメント番組部，NEP

『名曲のたのしみ』
土　21:00～22:00
水　10:00～11:00

第 1 回71.4.1／吉田秀和さん（音楽評論家）の

解説で，08年度に引き続き，プーランクの作品を

年代順に聴くシリーズを放送。 6月からは「ハイ

ドン　その音楽と生涯」，毎月最終週は「私の試

再 

再 

再 

再 

再 
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聴室」として，解説者が選んだ名盤を紹介し

た。／音楽・伝統芸能番組部

『名曲リサイタル』
土　19:20～21:00

第 1 回00.3.31／クラシック音楽を中心にしたさ

まざまな名曲を聴くスタジオ公開番組。司会の加

羽沢美濃さん（作曲家・ピアニスト），伊藤健三

アナウンサーによる軽妙洒脱
しゃだつ

なトークで展開する

親しみやすい番組。09年度は大阪局（管内派遣を

含む）で 9 本，名古屋局で 3 本制作した。／音

楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局

『元春レイディオ・ショー』 新
火（最終除く） 23:00～00:00

火　10:00～11:00
第 1 回09.3.31／シンガーソングライターの佐野

元春が，80年代前半に放送していた『サウンド・

ストリート』のスタイルのままに，自身が選曲・

構成・DJすべてを行う音楽プログラム。環境問

題に取り組む若者をリポートする「グリーン・ピ

ープル」のコーナーなどジャーナルな視線も取り

入れつつ，佐野元春セレクトの良い音楽を全国に

届けた。／エンターテインメント番組部

『ライブビート』
水　23:00～00:00

第 1 回97.4.3／今，最もビビッドなライブ活動

をしているバンドの，熱気あふれるスタジオ公開

ライブをたっぷり紹介する番組。毎月最終週は

BBCなどの海外音源も紹介。／DJ：古閑裕，鈴

木慶一／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『ワールドミュージックタイム』
日　08:00～09:00
月　10:00～11:00

第 1 回00.4.2／ロックやポップスなどとの融合

が進み，若者を中心にマーケットが急成長してい

るアジア，アフリカ，ヨーロッパなど，各地の特

色あふれるワールドミュージックを広く紹介。／

DJ：北中正和／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『ワールドロックナウ』
金　23:00～00:00

第 1 回97.4.5／音楽評論家として31年の経歴を

もつ渋谷陽一が，海外・国内の最新のロック＆ポ

ップス，旧譜の中から彼なりの視点でお薦めの曲

を紹介する音楽番組。／DJ：渋谷陽一／エンタ

ーテインメント番組部，NEP

{今日は一日“戦後歌謡”三
ざん

昧
まい

』
4.29／09:20～11:50，12:20～18:50

19:20～22:45，23:00～01:00
FMの祝日の超長時間特別番組『今日は一日○

○三昧』。戦後歌謡がピークに達した昭和30年代，

そして「昭和歌謡」と呼ばれ音楽の質が変わり始

めた40年代までをたっぷりと，幅広いリスナーか

らのリクエストやエピソードを紹介しながら約16

時間の生放送で届けた。／司会：立川志らく，加

賀美幸子／ゲスト：金子辰雄，豊岡豊（バンドマ

スター）ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{ジャパニーズ　ゴールデン　ポップス』
（Vol.07） 04.30，05.01～03／23:00～01:00
（Vol.08） 07.27～31／21:10～23:00
（Vol.09） 12.24～25／19:30～21:00

12.26／19:20～21:00
（Vol.10） 03.27～28／14:00～16:00

1980年代から90年代前半J－POP黄金時代のヒ

ット曲を聴きながら，アーティスト本人をスタジ

オに招き，当時の思い出やエピソードをたっぷり

語ってもらう番組。Vol.7から10まで合わせて14

回放送した。／ディスクジョッキー：山本シュウ

(Vol .7），中村貴子（Vol .7，8），船守さちこ

(Vol.8，9，10）／ゲスト：坂崎幸之助，平松愛

理，岡本真夜，CHAGE（以上Vol.7），永井真理

子，尾崎亜美，Chara，高見沢俊彦，杉山清貴

(以上Vo l . 8），古内東子，佐藤竹善，桜井賢

(Vol.9），坂崎幸之助，武内享（Vol.10）／エン

ターテインメント番組部

{今日は一日“みんなのうた”三
ざん

昧
まい

』
5.02／09:00～11:50，12:15～18:50

06年，07年と好評だった“みんなのうた”三昧

の第 3 弾。今回は「愛すべきキャラクター」「子

どもが歌ったみんなのうた」「アイドルが歌った

みんなのうた」「フォーク歌手が歌ったみんなの

うた」「演歌歌手が歌ったみんなのうた」など新

たなコーナーを設け，歌い手のメッセージも盛り

込みながら放送した。／司会：大地真央，稲塚貴

一アナ／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“ラ・フォル・ジュルネ”三
ざん

昧
まい

』
5.04／12:45～22:00

毎年恒例，東京国際フォーラムで行われるクラ

シック音楽イベント，“ラ・フォル・ジュルネ”

のもようを長時間生放送で伝えた。09年のテーマ

はバッハ。複数のホールで次々と行われる演奏と

ともに，コンサートを終えた演奏家をゲストとし

再 

再 
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て招いてのトークも交えて放送。／司会：岩槻里

子アナ／解説：小岩信治（静岡文化芸術大学准教

授）／演奏：バッハ・コレギウム・ジャパン，ク

リストフ・ルセ，ピエール・アンタイ，村治佳織，

ファビオ・ビオンディほか／ゲスト：ルネ・マル

タン，鈴木雅明，寺神戸亮，茂木健一郎，小曽根

真ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{連休なんてラジオマンジャック』
05.04／22:00～01:00

夏・冬の恒例となった 3時間生放送番組。おな

じみの赤坂泰彦と雨蘭咲木子を中心としたラジオ

パフォーマンスの数々，押尾コータローのスタジ

オ生演奏を中心にリスナーから募集したメッセー

ジも紹介しながら構成。今回のテーマは「連休な

んて！」。／司会：赤坂泰彦，雨蘭咲木子／ゲス

ト：コロッケ，押尾コータロー，門司肇／音楽・

伝統芸能番組部，NEP

{第77回日本音楽コンクール受賞者発表演奏会』
5.05／07:20～09:15

東京オペラシティで行われた，第77回日本音楽

コンクール各部門の第 1位受賞者による演奏会を

収録して放送した。／作曲：江原修，チェロ：伊

東裕，ホルン：福川伸陽，バイオリン：瀧村依里，

ソプラノ：岩下晶子，ピアノ：入江一雄，喜多宏

丞／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“吉田拓郎”三
ざん

昧
まい

』
5.05／13:00～18:50，19:20～23:00

今回はマイナーな存在であったフォークソング

を一躍大衆化させた“吉田拓郎”にスポットを当

てた。約12時間，全77曲を放送。／司会：田家秀

樹，黒崎めぐみアナ／ゲスト：坂崎幸之助／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{ライブ・ウィズ・フレンズ～塩谷哲と音楽仲間
たち』

5.06／00:00～02:00
ピアニストで作・編曲家の塩谷哲が，日ごろか

ら交流のあるボーカリストたちを招いてセッショ

ンをするコンサート（08.12.23に中野サンプラザ

で収録）のもようを紹介する特別番組。スタジオ

で塩谷自身が案内役を務めた。／コンサート出

演：塩谷哲，田島貴男，絢香，井上陽介，佐藤竹

善，柴田淳，玉城千春／スタジオゲスト：田島貴

男／スタジオ司会：塩谷哲／エンターテインメン

ト番組部，NEP

{クラシック大好き IN 大阪～N響メンバーと新
進演奏家の出会い』

5.06／07:20～09:15
NHK大阪ホールで行われる恒例の室内楽コン

サート。若手演奏家の登竜門である日本音楽コン

クールの第 1 位受賞者が，NHK交響楽団メンバ

ーと共演。／曲目：ホルン三重奏曲（ブラームス），

ピアノ四重奏曲第 2番（ドボルザーク）ほか／司

会：山田美也子／出演：堀正文，井野邉大輔，木

越洋（以上N響），喜多宏丞，入江一雄，瀧村依

里，福川伸陽／大阪局

{今日は一日“ハードロック・ヘビーメタル”三
ざん

昧
まい

Ⅱ』
5.06／13:00～18:50，19:20～01:00

07年10月に放送，HPアクセス20万件・リクエ

ストのメール7,000通と大きな反響を得た“ハー

ドロック・ヘビーメタル”三昧の第 2弾。時間ご

とにテーマを設け，主に男性30代から40代にファ

ンが多い，HRHM（ハードロック・ヘビーメタ

ル）の名曲を紹介した。／司会：伊藤政則（音楽

ライター），松本和也アナ／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

{邦楽ジョッキー～あなたの街に邦楽を』
5.15，22，09.18，25／11:00～11:50
05.16，23，09.19，26／05:00～05:50

毎週金曜に放送している尾上松也の『邦楽ジョ

ッキー』の公開収録版。歌舞伎俳優・尾上松也の

若さあふれるトークとともに，一流の演奏家たち

の鮮やかなテクニックや，地元の特色を詠み込ん

だパフォーマンスの数々で，日本の伝統音楽や邦

楽器を使った新しい音楽を紹介。09年度は 2 回

(岐阜県郡上市，福岡県小郡市）実施し， 4回に

分けて放送。／出演：尾上松也（DJ）ほか／音

楽・伝統芸能番組部，岐阜局，福岡局

{弾き語りフォーユー　イン　京都』
6.15～18／11:30～11:50
06.16～19／05:00～05:20

10年間続いているピアニスト・小原孝による弾

き語り番組の特別編。NHKスタジオを飛び出し，

京都府立医科大学にて公開収録した。／DJ・ピ

アノ：小原孝／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“シャンソン”三
ざん

昧
まい

』
7.20／12:15～18:50，19:20～22:45，23:00～01:00
約13時間にわたり，古い世代のシャンソンから

新しいシャンソンの名曲の数々をお届けした。視

聴者からのリクエストを中心に，ゲストを迎えて

のトーク＆スタジオ生ライブ，またピアフ，越路

吹雪などの特集も組み，第 3 部では 7 月 4 日， 5

日にNHKホールで行われた「パリ祭」の音源な

どを放送。／司会：真汐かれん（歌手），山田誠

浩（フリーアナウンサー）／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

再 

再 
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{ザ・ソウルミュージック500回目前ライブス
ペシャル』

7.23／23:00～01:00
9 月10日に500回を迎える『ザ・ソウルミュー

ジック』のお祝い気運を高めるべく，隔月末に放

送している「ミッドナイトソウルカフェ」の枠を

拡大，ゲストを招いて，スタジオミニライブとト

ークを生放送で届けた。／司会：オダイジュン

コ／ゲスト：村上てつや，モアリズム／音楽・伝

統芸能番組部，NEP

{よみがえる伝説　クロスオーバーイレブン
2005』

7.27～31／23:00～00:00
78年11月から01年 3 月まで，24年にわたって放

送され，深夜音楽番組の先駆けとして一世を風
ふう

靡
び

した名番組『クロスオーバーイレブン』。その復

活版として2005年に放送した『クロスオーバーイ

レブン2005』の再放送。／出演：津嘉山正種／ス

クリプト：鈴木光司／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{アラフォー～あの日　聞こえてきた音楽は…今
も輝いている』

8.01／19:20～01:00
12.27／14:00～18:50，19:20～21:00

FM放送開始からおよそ40年。FM放送と共に

成長してきた「アラフォー世代」をターゲットに

FMが発信し続けてきた音楽，その中に込められ

たメッセージ，思い出をリスナーも参加しながら

生放送。／ディスクジョッキー：荘口彰久／エン

ターテインメント番組部

{特集　にっぽんのうた　世界の歌』
8.03～07／09:20～10:00
08.03～07／17:20～18:00
8.10～14／09:20～10:00
12.28～31／09:20～10:00
1.04～08／09:20～10:00
01.04～08／17:20～18:00

世界的オペラ歌手，アルベルト・クピード

(8.3～7），日本歌曲界の重鎮，畑中良輔（8.10～

14），89歳の現役声楽家，栗本尊子（1.4～8）を

迎え，歌曲の歴史やエピソードとともに名曲の

数々を放送した。／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{FM40クラシック・スペシャル』
8.03～07／19:30～21:10

FM放送40周年を記念し， 5 夜にわたって『ク

ラシック・スペシャル』と題して放送。第 1夜か

ら第 4 夜まではN響特選アーカイブス，第 5 夜は

09年 3 月 1 日の特集ライブを再放送した。／（第

1 夜）カイルベルトとマタチッチ，ゲスト：堀伝

(元N響コンサートマスター），奥田佳道（音楽

評論家），（第 2夜）サヴァリッシュとスウィトナ

ー，ゲスト：徳永二男（バイオリニスト），奥田

佳道，（第 3夜）シュタインとブロムシュテット，

ゲスト：徳永二男，奥田佳道，（第 4 夜）デュト

ワとアシュケナージ，ゲスト：岡崎耕治（ファゴ

ット奏者），奥田佳道，（第 5 夜）FM40ラジオデ

ー再放送，ゲスト：中村紘子（ピアニスト），吉

松隆（作曲家），鈴木大介（ギタリスト），諸石幸

生（音楽評論家）／音楽・伝統芸能番組部

{真夏の夜の偉人たち』
8.03～07／21:10～23:00
08.17～21／16:00～17:50

「偉人たちシリーズ」の第 5弾。各界の著名人

が，自分の最も愛する20世紀の音楽家を独自の視

点から紹介する音楽夜話／（8.3）衣笠祥雄～僕

の野球人生とルイ・アームストロング，（8.4）大

伴良則～僕のサンタナを聞いとくれ，（8.5）木滑

良久・中川ヨウ～渡辺貞夫とその時代，（8.6）久

保田利伸～追悼マイケル・ジャクソン，（8.7）小

川隆夫～サリナ・ジョーンズ愛のハーモニー／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{クロスオーバーイレブン2009』
8.03～07／23:00～00:00

78年11月から01年 3 月まで，24年にわたって放

送され，深夜音楽番組の先駆けとして一世を風
ふう

靡
び

した名番組『クロスオーバーイレブン』。FM放

送開始40周年の09年，名物番組の精神を生かしつ

つ，新しい時代のエッセンスを盛り込んだリニュ

ーアル版として夏の特集番組で放送。往年のファ

ンのみならず，新たな聴取者に復活した伝説番組

の魅力に触れてもらった。／朗読：津嘉山正種／

スクリプト：高木達，小沢章友／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{帰って来たFMリクエストアワー』
8.08／14:00～18:50

09年 3 月放送の『わが青春のFMリクエストア

ワー』には，リスナーから大きな反響が寄せられ

た。今回は，リスナーからの『Fリク』への思い

出などを基にした，当時の担当アナウンサーによ

る第 2 弾。／司会：山本哲也・芳野潔・黒沢保

裕・廣田直敬アナ／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{ダブルDJショー』
8.10～12／23:00～01:00

異なる 2組の人気者が，互いの個性を出しなが

再 

再 

再 

再 
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ら進めるDJショー。今回は， 3 組のペアで丁々

発止のトークバトルを展開した。／出演：（10

日）クリスタル・ケイ，ケミストリー，（11日）

南こうせつ，ムッシュかまやつ，（12日）要潤，

熊谷和徳／エンターテインメント番組部，NEP

{松尾潔のメロウな夜』
8.13／23:00～00:00

EXILE，平井堅などのプロデュースで知られ

る松尾潔がパーソナリティーを務める音楽番組。

R＆Bの曲を中心に，メロウ（成熟した大人の）

な楽曲を軽妙なトークとともに紹介した。／出

演：松尾潔／エンターテインメント番組部

{小西康陽　これからの人生』
8.14／00:00～01:00

元ピチカート・ファイヴの小西康陽が，50歳を

越え「今，本当に聴きたい音楽」にこだわって選

曲した大人の音楽番組。女優の市川実和子をボー

カルに迎えてジャズトリオで演奏するなど，音楽

の新しい楽しみ方を提示した。／出演：小西康陽，

市川実和子，前園トリオ／エンターテインメント

番組部

{小山田圭吾の中目黒ラジオ』
8.14／23:00～00:00
1.01／22:00～23:00

世界的に活躍するミュージシャン・小山田圭吾

が，夏と冬の年 2回送る，21世紀のスネークマン

ショー。こだわりの選曲とエディットで，音楽好

きから高い人気を誇る。／出演：小山田圭吾／エ

ンターテインメント番組部

{今日は一日“なつかしのアイドル”三
ざん

昧
まい

2009・夏』
8.15／09:00～11:50，12:15～18:50，19:20～23:00
07年 8 月の第 1 弾に続き，FM波の人気企画

[三昧」シリーズで“なつかしのアイドル”を取

り上げた。リスナーからのリクエストに応え，

1970～80年代の曲を中心に141曲をオンエア。メ

ールは約3,000通，ホームページへのアクセスは

約15万件と前回を大きく上回り，大好評を博し

た。／出演：滑川和男アナ，風見しんご，石野真

子，三田寛子，野口五郎，半田健人，国生さゆり，

岩崎宏美／エンターテインメント番組部

{今日は一日“SF・ヒーロー”三
ざん

昧
まい

』
8.16／09:00～11:50，12:15～18:50，19:20～01:00
映像の歴史とともに人々の興味・関心を常に集

めてきたSFもののうち，ヒーローにスポットを

当て，ドラマや映画で使われてきた音楽を一挙に

集め放送。／出演：藤岡弘，サイキックラバー，

堀江美都子，串田アキラほか／司会：松風雅也，

藤崎弘士アナ／音楽・伝統芸能番組部

{名曲リサイタル　生放送！夏休み親子スペシャ
ル』

8.22／19:20～21:00
公開収録番組『名曲リサイタル』をCR509スタ

ジオから生放送で行ったスペシャル版。親子限定

で聴衆を公募し，親子で楽しめる選曲とした。司

会の加羽沢美濃とゲストとのアドリブ合戦などの

企画も好評を得た。／司会：加羽沢美濃，伊藤健

三アナ／出演：辻井伸行，梅田俊明，東京フィル

ハーモニー交響楽団，戸部公爾（声優）／音楽・

伝統芸能番組部

{夏の思い出ラジオマンジャック』
8.22／22:00～01:00

ラジオマンジャック・シリーズの夏期特集。09

年度は 8 月後半，「夏の思い出」をテーマに生放

送で届けた。リスナーが体験した夏の思い出・喜

怒哀楽を募集し，去り行く夏，秋の気配をテーマ

に選曲した。／司会：赤坂泰彦，雨蘭咲木子／ゲ

スト：押尾コータロー，コロッケ，門司肇／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{ふるさと民謡夏列島2009』
8.23／12:15～14:00

お盆の時期，民謡に乗せてふるさとへの思いを

強くしてもらおうと企画された毎年恒例の番

組。／出演：山本謙司，高橋キヨ子，小野花子，

成世昌平ほか／司会：佐藤唯，滑川和男アナ／音

楽・伝統芸能番組部

{夏祭り！ミュージックライン～リスナーとぶっ
ちゃけふれあおう』

8.23／21:00～00:30
毎週月～金曜まで，ビビッドな音楽を全国に発

信するFM番組の夏の特集。NHKスタジオに100

人のリスナーを招き公開生放送で実施。大物アー

ティストのトークと生演奏に加え，リスナーから

の質問やリクエストのメール・FAXをその場で

受け「より身近なPOP＆ROCK番組」をテーマに

展開した。／出演：山崎まさよし，SEAMO，江

畑兵衛（トライプレイン），小出祐介（ベース・

ボール・ベアー），ゴスペラーズ，伊藤由奈，平

原綾香／司会：鮎貝健／エンターテインメント番

組部，NEP

{特集・ヨーロッパ夏の音楽祭2009』
8.24～28／19:30～21:10

ヨーロッパの音楽祭から注目の演奏を， 5夜に

わたって，海外の放送局の音源から放送した。／

ザルツブルク音楽祭，ラインガウ音楽祭，モンペ

リエ音楽祭，ルツェルン音楽祭，プロムス／司
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会：新井鏗子／ゲスト：吉野直子，四方恭子，森

悠子，宮田まゆみ／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{特集　東京JAZZ2009』
9.05／12:15～23:00

09年 9 月 4 日から 3日間にわたり，東京・丸の

内の東京国際フォーラムで開催された大型ジャズ

フェスティバル「東京JAZZ2009」のもようを生

放送。世界的に注目を集めるジャズフェスの興奮

と熱気を前日のステージのもようなども含め伝え

た。／司会：濱中博久・住吉美紀アナ／出演：ル

ー・ドナルドソン，マッコイ・タイナー，リー・

リトナー，ジョン・スコフィールド，上原ひろみ，

ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{NHK音楽祭　2009』
9.10／19:00～21:10

10.26，11.04，30／19:00～21:15
7 回目を迎えたNHK音楽祭から，「オーケスト

ラが奏でる故郷の名曲」全 4 回を，NHKホール

から生中継放送。／（第 1夜）バレンボイム指揮

ミラノ・スカラ座管弦楽団　ヴェルディ「レクイ

エム」，（第 2夜）ヤルヴィ指揮シンシナティ交響

楽団　ドボルザーク「交響曲第 9 番」ほか，（第

3 夜）シャイー指揮ライプチヒ・ゲヴァントハウ

ス管弦楽団　マーラー「交響曲第 1 番」ほか，

(第 4 夜）ゲルギエフ指揮NHK交響楽団　チャ

イコフスキー「交響曲第 6番」ほか／音楽・伝統

芸能番組部

{白洲次郎～音楽でたずねるドラマの世界』
9.20／22:00～23:00

『スペシャルドラマ　白洲次郎』のPRもかね

て，白洲次郎のサウンドトラックを特集した番組。

音楽監督の大友良英を迎えて，「音楽」からみた，

ドラマ白洲次郎の魅力を紹介した。／出演：大友

良英，カヒミ・カリィ，菊地成孔／エンターテイ

ンメント番組部

{今日は一日“浜松アーカイブス”三
ざん

昧
まい

』
9.21～22／12:15～18:50，19:20～22:45

NHK浜松支局音楽ライブラリーには戦前に発

売された各種SPからLP，EPまで，約34万枚のレ

コードが保管されている。それらの音源を使用し，

2 日間にわたり約150曲を紹介。NHKだからこそ

できる放送となった。／ 1 日目：クラシック編，

2 日目：軽音楽編／司会：矢口清治／ゲスト：相

場ひろ，林靜雄，満津岡信育，ピーター・バラカ

ン，小鐵徹，松崎しげる／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{今日は一日“沖縄ポップス”三
ざん

昧
まい

』
9.23／12:15～18:50，19:20～22:45

FM波の人気企画「三昧」シリーズの 1 本とし

て，民謡から最新のJ－POPまで，数多くの名曲

を生んできた沖縄のポップスシーンを特集。特に

沖縄県内で活躍するアーティストを中心に紹介。

沖縄局のテレビスタジオとロビーから生放送でお

送りした。ロビーで行われたスペシャルライブや

公開トークには280人ほどの聴取者が集まり，熱

気あふれる放送となった。／ゲスト：宇崎竜童，

知名定男，アコースティック・パーシャ，下地勇，

よなは徹，HY，幸田悟／司会：松本和也アナ／

エンターテインメント番組部，沖縄局

{第78回日本音楽コンクール　最終予選』
10.05～09／07:20～09:15

第78回日本音楽コンクールの，作曲を除く各部

門の最終予選のもようを収録し放送した。声楽，

ピアノ，クラリネット，トランペット，バイオリ

ンの 5部門。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“プロレス・格闘技テーマ曲”三
ざん

昧
まい

』
10.12／12:15～18:50，19:20～22:45

FM波の人気特集企画『今日は一日○○三昧』

シリーズで，初めて，プロレスや格闘技の選手の

入場曲を取り上げた。数多くの選手のコメントな

ど織り交ぜながらリクエストを募り，合計91曲を

オンエアした。／出演：神無月，ユリオカ超特Q，

玉袋筋太郎，木原文人，高阪剛，清野茂樹，伊達

正隆アナ／エンターテインメント番組部

{第76回NHK全国学校音楽コンクール～全国コ
ンクール』

（小）10.31／12:30～13:30
（中）10.31／13:30～14:45
（高）10.31／14:45～16:00

10月 9 ～11日，小学校・中学校・高等学校の代

表が集まり，NHKホールで開かれたコンクール

での合唱演奏を，金・銀賞受賞校の課題曲と全出

場校の自由曲についてフルコーラスで紹介した。

／青少年・教育番組部

{第78回日本音楽コンクール　本選会』
11.12～13，16～19／19:30～21:10

第78回日本音楽コンクール各部門の本選会のも

ようを収録し放送した。作曲，クラリネット，ト

ランペット，声楽，ピアノ，バイオリンの 6 部

門。／音楽・伝統芸能番組部

{サタデーホットリクエスト　フロム　旭川』
11.21／14:00～18:50

NHK放送センター505スタジオから生放送して
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いる『サタデーホットリクエスト』。今回はスタ

ジオを飛び出し，旭川・鷹
たか

栖
す

町メロディーホール

からスペシャル番組として生放送。北海道各局が

行っている「今月は○○局」の連動企画。／司

会：杏子，アキナ／音楽・伝統芸能番組部，旭川

局，NEP

{今日は一日“おいしい音楽・食いだおれ”三
ざん

昧
まい

』
11.23／12:15～18:50，19:20～22:45

天下の台所・大阪から「食」にまつわる名曲・

ヒット曲・珍曲をJポップから演歌に洋楽，クラ

シックなどジャンルを問わず選曲した。リスナー

の食と音楽にまつわるエピソードも紹介しなが

ら，最後には司会の 2人が「味の宝石箱やぁ～」

のタイトルで即興生ライブを行った。／司会：嘉

門達夫，彦摩呂，山本美希アナ／ゲスト：神田川

俊郎，月亭八光，タージン，夏川純／大阪局

{中島みゆきのラジオ昼間便』
12.05／13:00～14:00

ラジオ深夜便をこよなく愛する中島みゆきが，

深夜便の葛西アナとともに「昼間」に放送した

DJ番組。中島みゆきが手がける舞台「夜会」の

話題を中心に，楽しいトークを披露した。／出

演：中島みゆき，葛西聖司アナ／エンターテイン

メント番組部

{冬休みラジオマンジャック』
12.19／22:00～01:00

春・夏・冬の恒例となった 3 時間生放送番組。

おなじみの赤坂泰彦と雨蘭咲木子を中心としたラ

ジオパフォーマンスの数々，押尾コータローのス

タジオ生演奏を中心にリスナーから募集したメッ

セージも紹介しながら構成。今回のテーマは「冬

休みこそ・だから・なのに」。／司会：赤坂泰彦，

雨蘭咲木子／ゲスト：押尾コータロー，コロッケ，

門司肇／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“タカラヅカ”三
ざん

昧
まい

』
12.23／12:15～18:50，19:20～23:00

創立95周年を迎えた宝塚歌劇団を大特集。本拠

地の宝塚歌劇団にも仮設スタジオを設け，各組ト

ップコンビや豪華OGの生出演を実現。往年の名

舞台から最新の海外ミュージカルまで，音楽と名

せりふを中心に，タカラヅカの魅力を多面的に紹

介した。／出演：榛名由梨，紫苑ゆう，各組現役

トップコンビほか／司会：真琴つばさ，塚本堅一

アナ／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{バイロイト音楽祭2009』
12.24／21:00～00:30
12.25／21:00～01:30

12.26～30／21:00～02:00
09年のバイロイト音楽祭で上演されたワーグナ

ーのオペラを， 7夜にわたって一挙に放送。／演

目：「ラインの黄金」「ワルキューレ」「ジークフ

リート」「神々のたそがれ」「ニュルンベルクのマ

イスタージンガー」「トリスタンとイゾルデ」「パ

ルシファル」／司会：東条碩夫／ゲスト：江川紹

子／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{世界の快適音楽セレクション2009スペシャ
ル』

12.26／09:00～11:50，12:15～14:00
500回を超えた人気番組『世界の快適音楽セレ

クション』の年末特集番組。 3部構成で，第 1部

では，番組MCのゴンチチが12月 6 日，大阪で行

ったコンサートのもようを紹介。第 2 部は，「ニ

ッポンの音楽」をテーマに，毎回交代で選曲を担

当する 3人が一堂に会し，とっておきの快適音楽

を届けた。第 3部には“ゴンチチがぜひとも会い

たい意外な”スペシャル・ゲストを迎えた。／司

会：ゴンチチ（ゴンザレス三上，チチ村松）／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{CMAカントリー・ミュージック・アワード
2009』

12.26／16:00～18:50
11月に行われたアメリカで最大のカントリーミ

ュージックの祭典「第43回CMAアワード2009」

のもようを，松田武久さん（CMA会員）の案内

による現地生情報を交え，ライブ音源とともにた

っぷり紹介。あわせてカントリーミュージックの

歴史を振り返りながら，今，アメリカで大ブレイ

ク中のニュー・カントリーなど最新情報を，音楽

ファンにわかりやすく伝えた。／DJ：ルーシ

ー・ケント／ゲスト：松田武久／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{まろのSP日記』
12.28～30／11:00～11:50

「まろ」の愛称を持つN響コンサートマスター，

篠崎史紀さんが，NHK浜松音楽ライブラリー所

蔵のSPレコードの中から，CD化されていない音

源も含めた往年の名演奏をエピソードとともに紹

介。生演奏のまま手が加えられていない録音が堪
たん

能
のう

できる内容となった。スピーカーで出した音を

マイクで収録して蓄音機の音質に限りなく近づけ

る，蓄音機時代同様に盤を裏返す間をそのまま生

かして放送する，など，音楽が固定（録音）でき

るようになった時代の幕開きをほうふつとさせる

くふうを凝らした。／出演：篠崎史紀／音楽・伝

統芸能番組部，NEP
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{プレイバック東京JAZZ2009』
12.28／12:20～18:50
12.29／12:15～18:50

9 月 4 日～ 6日に東京国際フォーラムで開催し

た国内最大級のジャズ・フェスティバル「東京

JAZZ2009」のもようを一挙紹介。テレビでは紹

介できなかった演奏も含めて，年の瀬， 2日にわ

たってたっぷりとFM音声波で紹介する完全

版。／司会：濱中博久アナ／出演：NHK交響楽

団，エルダー，矢野顕子，上原ひろみ，ウータ

ー・ヘメル，メロディ・ガルドー，マッコイ・タ

イナー・トリオ，マンハッタン・ジャズ・クイン

テット，大西順子トリオ，リマージュ，神保彰，

エイブラハム・ラボリエル，オトマロ・ルイーズ，

リー・リトナー，原信夫とシャープス＆フラッツ，

チャイナ・モーゼスほか／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

{真冬の夜の偉人たち』
12.28／19:30～21:00

12.29～30／19:20～21:00
「偉人たちシリーズ」の第 6弾。各界の著名人

が，自分の最も愛する20世紀の音楽家を独自の視

点から紹介する音楽夜話。／（12.28）松尾潔～

スモーキーが教えてくれた，（12.29）北村英治～

メモリーズ・オブ・ベニー・グッドマン，

(12.30）村松友鰲～フランク永井・君恋し／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{第63回全日本学生音楽コンクール全国大会』
12.30／12:15～16:50

横浜みなとみらいホールで行われた第63回全日

本学生音楽コンクール全国大会から，小学生から

大学・一般の各部門の 1～ 3位入賞者の演奏を収

録して放送した。／音楽・伝統芸能番組部

{今日は一日“年末アコースティックギター”三
ざん

昧
まい

』
12.31／10:00～11:50，12:15～18:50，19:15～01:00
世界で活躍するスーパー・ギタリスト，押尾コ

ータローを中心に，電気を通さない生音だけで，

クラシック，ジャズ，ポップス，ロック，さまざ

まなジャンルで表現されたギタリストたちの作品

を，スタジオゲストによる生演奏，リクエストを

交えながら15時間にわたって放送。慌ただしい年

の暮れ，ゆったりとしたアコースティックギター

の音色を届けた。／司会：押尾コータロー，赤坂

泰彦，黒崎めぐみアナ／ゲスト：田中彬博，村治

佳織，渡辺香津美，岡崎倫典，植村花菜，デパペ

ペ／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{大貫妙子　懐かしい未来　新春スペシャル～未
来の音』

1.01／10:00～11:00
毎月最終火曜の夜11時から放送している『大貫

妙子　懐かしい未来』の新春特別番組。新しい年

を迎えた 1月 1日の朝に，いま聴きたい“懐かし

い音と未来の音”をDJ・大貫妙子が選曲，生放

送で紹介した。また，09年末に行われた，大貫妙

子と坂本龍一が共演したコンサートのもようも放

送した。／出演：大貫妙子／エンターテインメン

ト番組部

{新春民謡列島2010』
1.01／12:15～14:00

年の初めに，ふるさとの香りあふれる民謡をた

っぷり放送した。／出演：原田直之，大塚文雄，

藤堂輝明，早坂光枝ほか／司会：佐藤唯，稲塚貴

一アナ／音楽・伝統芸能番組部

{U－18 ユーガタM塾中学生スペシャル』
1.01～03／16:30～18:00

毎週金曜に放送している『U－18 ユーガタM

塾』の冬休み＆新年スタートにあわせた特別バー

ジョン。今回は「U－15」とし，中学生が「自分

の身の回りの大人たちが青春時代に聴いた音楽」

をリサーチして紹介した。／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

{坂本龍一ニューイヤー・スペシャル』
1.01／23:00～01:00

世界的に活躍する音楽家・坂本龍一が，自身が

影響を受けた古今東西のさまざまな音楽を紹介す

る毎年正月に放送している特番。今回は，ラヴェ

ルがテーマ。／出演：坂本龍一／エンターテイン

メント番組部

{特集　ショパン生誕200年』
1.02／19:20～22:00

10年は，ポーランドの作曲家・ショパンの生誕

200年の記念の年。ショパン研究家の小坂裕子さ

ん，05年の第15回ショパン国際ピアノコンクール

で 4 位に入賞した山本貴志さんをゲストに迎え，

ショパンの生涯をたどりながら，音楽の魅力に迫

った。／司会：杉浦隆アナ／ゲスト：小坂裕子

(音楽評論家），山本貴志（ピアニスト）／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{特集オーディオドラマ～祖国を想
おも

う　沖縄を想
おも

う～ドラマ　照屋敏子伝（前編・後編）』
1.02～03／22:00～22:50

大正から昭和の終わりまで波乱に満ちた生涯を

送った照屋敏子（1915～84）の半生をドラマ化。

その類
たぐ

い稀
まれ

な商才と強引なまでの精神力から，
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数々の事業を起こし，成功と失敗を繰り返しなが

ら，いつも郷土沖縄への熱い思いに突き動かされ

ていた女傑。激動の時代を駆け抜けた一人の女の

生涯を通し，生き，そして愛する激しさを劇的に

伝えるオーディオドラマ。／原作：高木凛／脚

色：小松與志子／音楽：長生淳／出演：若村麻由

美，山崎銀之丞，神保共子，新納敏正／語り：柄

本明ほか／ドラマ番組部

{THE スリー・アコーディオニスツ』
1.02／23:00～01:00

アコーディオン界のグラミー賞といわれる最も

権威あるヴォーチェ・ドロ賞を受賞した 3人が一

堂に会したコンサートのもようを収録。 3人それ

ぞれのソロ演奏はもちろん，世界トップを誇る彼

らのコラボレーションなど歴史的なコンサートを

放送した。／出演：フランク・マロッコ，リシャ

ール・ガリアーノ，coba／音楽・伝統芸能番組

部

{ネクスト　K－POPS』
1.03／23:00～01:00

韓流ドラマ＆映画，韓流アイドル，韓国ポップ

ス（K－POP）等，現在日本国内における韓国カ

ルチャーの流入は，とどまるところを知らない。

[NEXT」と銘打ち，最近日本に紹介された韓国

の映画＆ドラマ，韓流アーティストにスポットを

当て，K－POPSを届けた。韓国で活躍している，

[NEXT」にブレイクの期待がかかるアーティス

ト，俳優，女優の最新情報も紹介した。／司会：

みんしる／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{響けうたごえ～NHK東京児童合唱団　第38回
定期演奏会から』

01.03／21:00～22:00
11月 7 ～ 8 日，東京オペラシティで開かれた，

NHK東京児童合唱団の第38回定期演奏会のもよ

うをダイジェストで紹介。著名な童謡からハイレ

ベルの合唱曲まで12曲の演奏で，児童合唱の魅力

を伝えた。／青少年・教育番組部

{クロスオーバーイレブン2010新春』
1.04～08／23:00～00:00

09年夏，FM40周年を記念して放送した復活版

はリスナーから絶大な支持を得た。語りと音楽が

織り成す独自の世界に，特に40から50歳代のリス

ナーから熱烈なメッセージが多数寄せられた。そ

んなリスナーの期待に応え，年始にも新たに 1シ

リーズ 5本を放送。／朗読：津嘉山正種／スクリ

プト：戸井十月／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{新しい日本の歌』
2.11／18:00～18:50

09年 9 月に津田ホールで行われた「新しい日本

の歌～芸術歌曲の夕べ」を収録，作曲されたばか

りの新しい日本歌曲を紹介した。／司会：坪郷佳

英子／ゲスト：平井丈一朗／音楽・伝統芸能番組

部

{ライブ！ザ・ソウルミュージック　vol.8 ヴ
ァレンタイン編』

2.11／19:20～22:45，23:00～01:00
02年以来，随時放送して好評を得ている『ザ・

ソウルミュージック』の公開生放送第 8弾。ライ

ブ部分はリスナーから観覧希望を募り，ベテラン

から新人まで，音楽性の高いバンドをライブ・ゲ

ストに迎え，スタジオライブとトークを軸に，さ

まざまなソウルミュージックを届けた。／司会：

グッチ裕三，オダイジュンコ／ゲスト：多和田え

み，Skoop On Somebody，村上てつや／音楽・

伝統芸能番組部，NEP

{旭川発・今日は一日“玉置浩二の歌”三
ざん

昧
まい

』
2.13／12:15～18:50，19:20～22:00，22:50～01:00
FMの祝日の超長時間特別番組『今日は一日○

○三昧』。旭川出身のミュージシャン玉置浩二の

楽曲111曲を，ゆかりの深い旭川市内の三浦綾子

記念文学館から，約13時間にわたって生放送。／

司会：杏子，猪飼雄一アナ，田畑有佳子，中江梓

(旭川局キャスター）／ゲスト：石川鷹彦ほか／

音楽・伝統芸能番組部，札幌局，旭川局，NEP

{サタデーホットリクエスト最終回スペシャル』
3.20／13:00～18:50

14年間，毎週土曜14:00からの生放送『サタデ
ーホットリクエスト』の最終回スペシャル。／司

会：杏子，ヒロシ，アキナ／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

{ライブ・ウィズ・フレンズ　塩谷哲と音楽仲間
たち2010』

3.22／14:00～15:55
ピアニストで作・編曲家の塩谷哲が，日ごろか

ら交流のあるボーカリストたちを招いてセッショ

ンをするコンサート（12.23に中野サンプラザで

収録）のもようを紹介する特別番組。スタジオで

塩谷自身が案内役を務めた。／コンサート出演：

塩谷哲，渡辺美里，和紗，川口大輔，多和田えみ，

上妻宏光，佐藤竹善／スタジオゲスト：佐藤竹

善／スタジオ司会：塩谷哲，住吉美紀アナ／エン

ターテインメント番組部，NEP

{アンサンブルの楽しみ～第48回全国学校合奏
コンクールから』

03.22／18:00～18:50
日本教育音楽協会が主催する小学校・中学校・
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高等学校の器楽合奏のコンテスト「全国学校合奏

コンクール」。第48回になる大会の上位入賞校の

演奏を，最優秀賞校を中心に紹介。／青少年・教

育番組部

{課題曲を歌おう～第76回NHK全国学校音楽コ
ンクールにむけて』

03.31／10:00～11:00
第76回NHK全国学校音楽コンクールの課題曲

合唱の演奏を，混声・女声など歌唱形態別に紹介。

作詞・作曲・編曲者の曲に込めた思いを伝えると

ともに，合唱指揮者による演奏のアドバイスを紹

介。／青少年・教育番組部

補 完 放 送

Ⅰ．データ放送
2000年12月 1 日のBSデジタル放送の開始とと

もに，デジタル放送ならではの新しいサービスと

してスタートしたNHKのデータ放送は，「生活を

より便利で豊かにするサービス」「緊急時に役立

つサービス」を基本に放送を行っている。

03年12月 1 日に東京・大阪・名古屋で開始され

た地上波データ放送は，06年12月 1 日までに全国

の都道府県庁所在地とその周辺で放送がスタート

した。07年10月 1 日，北海道内の 6放送局が開始

したことにより，NHKの全放送局が独自のデー

タ放送を送出するようになった。

データ放送には，映像・音声による通常の番組

(本線番組）と連動せず，独立した内容を放送す

る「独立型」と，本線番組と関連した内容を同時

に放送する「番組連動型」に分けられる。さらに，

予定に従って長期間定時的に編成する「定時」，

一定期間編成する「特集」，地震・津波発生時や

気象警報発令時などに随時編成する「随時」に分

類される。また，リモコンを使ってアンケートや

クイズに参加できる「双方向型」がある。

1 ．地上デジタル・データ放送

デジタル総合テレビでは，データ放送を地域サ

ービスの柱としており，地域と全国の『ニュー

ス』『気象情報』とともに，独立型データ放送で

暮らしに役立つ地域情報や生活情報を放送した。

また，防災や生活に役立つ情報として『台風情

報』『大雨情報』『地震・津波情報』や，09年 6 月

に提供機能を追加した『土砂災害警戒情報』『竜

巻注意情報』を随時放送した。

特集番組では，『浪曲特選』（12.13），『講談特

選』（1.9）といった伝統演芸番組で初めて連動型

データ放送を行った。また，『第60回NHK紅白歌

合戦』では視聴者参加の双方向データ放送を実施

した。バンクーバー冬季オリンピックに際しては，

競技をより深く楽しむための関連情報のほか，経

過・結果をリアルタイムで提供した。

デジタル教育テレビのデータ放送は 6月に編成

を一新し，趣味・実用番組の内容紹介や，楽しみ

ながら学ぶことのできるクイズなどの独立型のサ

ービスを提供した。
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〔定時番組の概要〕
（1）デジタル総合テレビジョン
○独立型
・『ニュース』（地域および全国）

各地域の地域向けニュースと全国ニュース

・『気象情報』

3 時間ごとの天気，週間天気，気象の現況，任

意の予報地点を 8か所まで登録できる「あちこ

ち天気」，雨の降り出しを伝える「お知らせ雨

です」など。

・『地域情報』

各地域放送局が，地域情報，防災情報，生活情

報等を提供する，きめ細かな地域向けサービス。

・『道路交通情報』

高速道路，主要幹線道路の渋滞情報など。

・『デジタルステーション』

大河ドラマ，『ためしてガッテン』など，おす

すめ番組の情報。

○連動型
・『ためしてガッテン』，大河ドラマ，『連続テレ

ビ小説』，『ドラマ 8』

○双方向型
・『生活ほっとモーニング　クイズdeなっと

く！』

（2）デジタル教育テレビジョン
○独立型
・『暮らしQ＆A』『健康Q＆A』『福祉Q＆A』（ 5

月まで）番組への問い合わせに答える形で，そ

れぞれ暮らし・健康・福祉に関する情報の要点

を紹介。

・『きょうの料理』『きょうの健康』『趣味の園

芸』（ 6月～）番組各回の内容を紹介。

・『ETVcafe』（ 6月～）

教育テレビの番組から題材をとったクイズと，

携帯サイト『ETVcafe』の紹介。

・クイズ，ゲーム

楽しみながら学び，知ることができるクイズや

ゲーム。

○連動型
・『きょうの料理』

（3）ワンセグサービス
06年 4 月から，地上デジタル放送でワンセグサ

ービスを開始し，08年 4 月からは，地域向けサー

ビスが全国の放送局で開始された。データ放送は，

総合テレビでは『ニュース』『気象予報』のほか，

{プロ野球』（09年 9 月～），『Jリーグ』などのス

ポーツ情報や，『ためしてガッテン』，大河ドラマ

などの番組関連情報を携帯電話の通信機能を生か

して提供している。また，『番組変更情報』，緊急

時の『地震・津波情報』などを随時放送した。

教育テレビのワンセグ・データ放送では，教育

テレビと同様の番組関連情報を放送した。また，

4 月 6 日から一部の時間帯でワンセグ独自サービ

ス『NHKワンセグ 2 』を開始し，多様な番組を

放送するとともに連動型データ放送を行った。

2 ．デジタル衛星ハイビジョン・データ放
送

BSデジタルデータ放送は，主にデジタル衛星

ハイビジョンで実施している。独立型サービスと

しては，『ニュース』『気象情報』『スポーツ情

報』などの定時サービスのほか，防災や生活に役

立つ情報として『台風情報』『大雨情報』『地震・

津波情報』を随時放送した。また，『円と株～経

済情報』を09年 6 月に刷新し，国内外の経済指標

などを追加表示した。

視聴者参加型の双方向データ放送番組は，定時

番組では『双方向クイズ　にっぽん力』，特集で

は『第60回NHK紅白歌合戦』などを放送した。

〔定時番組の概要〕
○独立型
・『ニュース』（地域および全国）

24時間いつでも見ることのできる最新の全国ニ

ュース。

・『気象情報』

「市区町村別の天気」「週間予報」「沿岸海域の

予報」など，日常生活や防災に役立つ気象情報。

・『スポーツ情報』

プロ野球，大相撲，サッカーJリーグなどの途

中経過・結果速報など。

・『円と株～経済情報』

株価と為替を中心とした経済動向の速報サービ

ス。

・『福祉とくらし』

介護保険関連情報，福祉の催し物情報，NHK

の字幕放送案内など福祉関連情報。

・『医療と健康』

医療や健康に関する情報や知識などをわかりや

すく紹介。

・『hiステーション』

デジタルハイビジョン番組の関連情報を24時間

見ることのできるサービス。
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○連動型

・『世界ふれあい街歩き』，『にっぽん釣りの旅』，

大河ドラマ，『連続テレビ小説』，『ドラマ 8』

○双方向型

・『双方向クイズ　にっぽん力』

（このほかのデータ放送番組名は資料編⇒p.728）

Ⅱ．文字放送・字幕放送

NHKは，テレビ画面にニュース，番組情報な

どを文字・図形で表示する静止画の「文字放送」

と，テレビ音声を文字で表示する「字幕放送」な

どの補完放送を実施している。

字幕放送は，07年秋に総務省が策定した「視聴

覚障害者向け放送普及行政の指針」（08～17年

度・以下“新指針”とする）の趣旨を踏まえ，N

HK独自の「字幕拡充計画」を基に，計画的かつ

段階的に拡充を図っている。新指針は，生字幕放

送（生放送への字幕付与）の拡充である。公共放

送の重要な役割として，放送バリアフリー＝“人

にやさしい放送”の充実を図り，情報保障の推進

に積極的に取り組んでいる。

1 ．テレビ文字放送

09年度は，目次，ニュース，番組情報を含め16

番組と，『スマトラ島沖地震義援金の受付』『ハイ

チ地震救援金の受付』『チリ地震救援金の受付』

{NHK歳末・海外たすけあい』などの特別番組

を放送した。

2 ．字幕放送

09年度は，総合，教育，デジタル衛星ハイビジ

ョン，衛星第 2 テレビを合わせて，254番組・週

239時間58分（定時番組・ 4 月改定期）に字幕を

付与した。

各波の週平均の放送時間（対08年度増加時間）

は以下のとおり。

総合 81時間46分（＋　　　40分）

教育 55時間35分（＋ 7時間37分）

DHV 47時間40分（＋ 4時間15分）

BS2 54時間57分（＋ 5時間29分）

完プロ（収録）番組は，定時番組以外は夏，冬

の特集編成，教育フェア，ETV50年関連，祝日

編成を中心に字幕放送を実施した。

また，生字幕放送は，定時番組『週刊こどもニ

ュース』（総合・土・18:10），『クローズアップ現

代』（総合・月～木・19:30，9.7～）で開始したほ

か，09年度のビックイベントである『バンクーバ

ーオリンピック』（2.13～3.1），『パラリンピッ

ク』（3.13～22）で積極的に取り組んだ。冬季オ

リンピックの生字幕放送は今大会が 3回目。オリ

ンピックの総放送時間は55時間30分（前回トリノ

大会31時間）で，今回初めて「カーリング」「シ

ョートトラック」「団体パシュート」等の競技・

種目に生字幕を付与した。『パラリンピック』で

は，大会期間中のデイリーハイライト（総合・ 0

時台），大会直前（3.7）と閉会直後（3.25）の特

別番組で実施した。

定時番組の生字幕は，『NHK歌謡コンサート』

{大相撲』『プロ野球』（一部）『MLBアメリカ大

リーグ』（一部）をはじめ，『第60回NHK紅白歌

合戦』『わが心の大阪メロディー』『NHK杯国際

フィギュア』『びわ湖毎日マラソン』，子育て支援

番組『ETV50 子どもサポートネット』（5.2，

10.31，2.27）に付与した。特集番組では，『広島

平和記念式典』（8.6）『長崎平和祈念式典』（8.9）

{週刊こどもニュース　年末スペシャル～世の中

まとめて 1 年間2009』（12.31），スポーツでは『J

リーグ中継』（3.6・開幕戦）に，それぞれ初めて

生字幕放送を実施した。

このほか，携帯端末向けの「ワンセグ独自サー

ビス」の放送開始にともない，一部の番組に字幕

放送を開始した。

（文字放送・字幕放送の番組名は資料編⇒p.729）

Ⅲ．その他の補完放送

このほかの補完放送には，音声多重を使った

[ステレオ放送」「 2か国語放送」「解説放送」が

ある。「解説放送」は主に目の不自由な方のため

のサービスである。

「 2か国語放送」は総合，教育，デジタル衛星

ハイビジョン，衛星第 1 ，衛星第 2 で，また，

[解説放送」は総合，教育，デジタル衛星ハイビ

ジョン，衛星第 2で実施している。


