
ここでは，2010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.604）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

JIB＝日本国際放送

NPN＝NHKプラネット

SV＝総合ビジョン

NSC＝NHKサービスセンター

7．東日本大震災の影響で，2011年度に放送が延

期された番組についても，放送日を※2011.○.

○として記載した。

総合テレビ

『アグリー・ベティ3』
木 0:15～ 0:59

第 1 回09.10.7（BS2）／第 1 回10.10.7，最終回

11.4.14（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。何事

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 3シーズ

ン。全24回。／ソフト開発センター

『あさイチ』 新
月～金 8:15～ 9:54

第 1 回10.3.29／視聴者の“一番欲しい”情報が

つまった，“市場”のような活気に満ちた大型情

報番組。社会問題，政治の話題から，エンタメ，

生活実用情報まで，ニュースとはひと味違う「生

活者の視点」から掘り下げ，長引く不況やセーフ

ティネットの綻びによる不安な時代を賢く生きて

いくための「信頼できる情報」を届けた。／キャ

スター：井ノ原快彦，有働由美子アナ，柳澤秀夫

解説委員，西堀裕美アナ／生活・食料番組部

『あなたが主役　50ボイス』
日　23:00～23:29
火 2:20～ 2:49

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

『アルクメデス』 新
金 0:15～ 0:44

第 1 回10.7.16，最終回10.9.24／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VT

R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，濱田マリほか／エンターテイ

ンメント番組部

『ERⅩⅢ 緊急救命室』
木 0:15～ 1:00

第 1 回08.9.29（BS2）／第 1 回10.4.1，最終回

10.9.30（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。全23回。／ソフト

開発センター

『歌うコンシェルジュ』 新
月～金　10:05～10:59

第 1 回10.4.1／教育テレビや衛星の，とってお

きの番組を広く紹介するPR番組。曜日ごとに別

番組が並んでいた午前10時台を帯に編成した。タ

ーゲットは生活の質の改善や心豊かに暮らすこと

を願う，好奇心の強い50代以上の在宅シニア層。

中高年主婦の「半径 5メートルの世界」を歌って

人気の音楽家・秦万里子さんが，即興の歌とピア

ノで，暮らしのニーズに応える番組を“コンシェ

ルジュ”となって紹介。ゲストを随時招き，趣

味・実用，教養，語学，ドキュメンタリー，紀行

と多岐にわたる番組の魅力をアピール。また，開

催中の展覧会情報や番組テキスト情報も手厚く伝

え，NHKグループ全体の接触者率向上を目指し
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た。12月からは地上デジタル推進コーナーも設け

た。／司会：秦万里子（音楽家）／ゲスト：草刈

正雄，鳥越俊太郎，柴田理恵ほか／制作局（番組

委託・展開），NED

『NHKアーカイブス』
日　13:35～14:55

第 1 回00.4.9／保管している過去の番組を時代

の変化とともに改めて見つめ直し，新たに“今”

の出来事を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：桜井洋子アナ／ライツ・アーカイブスセン

ター，NEP

「あのころ描いた未来は…大阪万博から40年」
5. 2

1970年に開かれた日本万国博覧会「大阪万博」。

科学技術のもたらす夢のような未来。その熱狂の

源は？　技術はどう受け継がれ今の暮らしを支え

ているのか？　当時の映像から見つめ直した。

「島よ甦
よみがえ

れ　三宅島の10年」 7. 4

10年前，噴火によって3,800人が住み慣れた島

を後にした三宅島の全島避難。住民たちは全国各

地に散らばって避難生活を強いられた。帰島が許

された 5年後，そして現在の三宅島の映像も織り

交ぜてこの10年を見つめ，家族や故郷の絆を描い

た。

シリーズ「わたしが選ぶあの番組」
11.07，14，21

各分野の第一線で活躍する人たちが人生に影響

を与えたとっておきの番組を紹介。立花隆の選ぶ

[アポロ11号月着陸」，安藤忠雄の選ぶ「プロジ

ェクトX えりも岬に春を呼べ」，大橋巨泉の選

ぶ「夢であいましょう」，それぞれが番組にまつ

わる知られざるエピソード，今につながるメッセ

ージを存分に語った。

「NHK映像ファイル　あの人に会いたい」
G 日　14:45～14:55
HV 火　14:45～14:55

水　18:45～18:55
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。

{NHKアーカイブス』枠内で放送。／語り：森

山春香アナ

『NHK海外ネットワーク』
土　18:10～18:42

第 1 回03.4.6／NHKの海外総支局・国際部のネ

ットワークを生かし，国際ニュースの深層に迫る

番組。10年度は上海万博，サッカーW杯，米中間

選挙，生物多様性会議などを特集。 3月に起きた

東日本大震災では世界の脱原発の動きを伝えた。

ドイツ統一20年の節目にはベルリン，中東の民主

化運動では 2週にわたりカイロ，全人代では北京

からキャスターが現地報告を行った。10年度から

ゲストを交え，より幅広い視聴者層の拡大を目指

した。／キャスター：二村伸解説委員，小林千恵

アナ／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。10年度も「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，

東京都多摩市，奈良・栃木・福島県で公開派遣を

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　08:15～08:45

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。視聴者の関心が高いニュー

スの背景から今後の展開まで，分かりやすく読み

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
火 0:15～ 1:04

上海万博とアフリカ初のサッカーW杯開催とい

う明るい話題でスタートを切った10年度。しかし，

その行く末には，日本人にとって生涯忘れられな

い，そして忘れてはならない悲劇が待ち受けてい

た。死者・行方不明およそ 2万人という東日本大

震災。巨大地震と大津波，さらには深刻な原発事

故と放射能汚染が重なった未曽有の危機…。悪夢

のような日々が続く中，NHKスペシャルはその

一部始終を伝え続けた。／大型企画開発センター

「アフリカンドリーム」
「（1）“悲劇の国”が奇跡を起こす」

4. 4／21:00～22:49
04. 6／ 0:15～ 1:04
05.25／ 0:15～ 1:04
07.17／15:05～15:54

激変するアフリカの知られざる姿を描いた大型
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シリーズ。 1回目の舞台は“アフリカの奇跡”と

呼ばれるルワンダ。どのようにして悲劇の大虐殺

を乗り越え，驚異の復興を遂げたのか？　その背

景にはディアスポラ（離散者）と呼ばれる人々の

存在があった。／大型企画開発センター，社会番

組部

「（2）大地の力を我らに～資源回廊の挑戦」
5. 2／21:00～21:49
05. 4／ 0:15～ 1:04
06. 1／ 1:45～ 2:34
07.18／15:05～15:54

巨大企業デビアスと渡り合ってダイヤ資源を取

り戻すボツワナ，外国資本を乗り越えて自力で金

を採掘しはじめたタンザニア。グローバリズムの

荒波に翻弄されながらも，その波頭に自ら飛び乗

り，資源を手に自立の道を目指すアフリカの姿を

描いた。／大型企画開発センター，Gメディア

「（3）移民パワーが未来を変える」
6. 6／21:00～21:49
06.28／ 1:45～ 2:34
07.19／15:05～15:54

アフリカ最大の経済大国・南アフリカ。隣国ジ

ンバブエとの国境を大きく開くという戦略を打ち

出した結果，大量の移民が流入。「安くて良質」

な労働力が増加する一方で，過激な移民排斥運動

も起きるようになった。“ボーダレスの実験場”

南アフリカを見つめた。／大型企画開発センター

「プロジェクトJAPAN シリーズ日本と朝鮮半
島」
「（ 1 ）韓国併合への道～伊藤博文とアン・ジ
ュングン」

4.18／21:00～22:13
04.20／ 0:15～ 1:28

韓国併合から100年。日露戦争後，日本はどの

ようにして朝鮮半島を植民地化したのか。韓国の

初代統監となった伊藤博文と，彼を暗殺した独立

運動家アン・ジュングン（安重根）を軸に，韓国

併合に至る道のりを国際的な視野で見つめた。／

ジャパンプロジェクト，文化・福祉番組部

「（2）三・一独立運動と“親日派”」
5.16／21:00～21:49
05.18／ 0:15～ 1:04

1919年，朝鮮半島で三・一独立運動が起き，日

本は朝鮮統治を見直し「文化政治」へと舵
かじ

を切る。

その中で重視されたのが，対日協力者，いわゆる

“親日派”の育成だった。三・一独立運動はなぜ

起きたのか。日本はどう対応したのか。／ジャパ

ンプロジェクト，文化・福祉番組部，政経・国際

番組部，社会番組部

「（ 3 ）戦争に動員された人々～皇民化政策の
時代」

6.20／21:00～21:49
07.20／ 0:15～ 1:04

日中戦争から太平洋戦争の時代，朝鮮総督府は

皇民化政策を推進し，朝鮮半島の人々を戦争に動

員した。志願兵，女子勤労挺身隊，特攻隊の遺族

を追跡。最新の資料を基に戦時動員の実態に迫り，

戦争がもたらした被害を見つめた。／ジャパンプ

ロジェクト，文化・福祉番組部

「（4）解放と分断　在日コリアンの戦後」
7.25／21:00～21:54
07.27／ 0:15～ 1:09

在日コリアンの法的地位，その原点は占領期に

ある。敗戦後，在日の多くが朝連（在日本朝鮮人

連盟）を軸に民族教育を求めたが，冷戦下GHQ

は共産主義運動と警戒，1948年，阪神教育闘争が

起きる。GHQ文書や証言で在日をめぐる政策の

立案過程を追った。／ジャパンプロジェクト，文

化・福祉番組部

「（5）日韓関係はこうして築かれた」
8. 1／21:00～22:13
08. 3／ 1:15～ 2:28
10.25／ 1:45～ 2:58

日韓国交正常化の裏には，パク・チョンヒ大統

領と岸信介の満州国を巡る深い関係があった。パ

クは満州軍官学校卒，一方，岸は官僚として産業

化を推進した。戦後パクは満州人脈を利用し日本

の援助で経済成長を遂げたが，歴史認識や竹島の

問題が残った。／ジャパンプロジェクト，文化・

福祉番組部，社会番組部

「FIFA ワールドカップ」
「（1）リオネル・メッシ　黄金の足で輝け」

5.23／21:00～21:49
06.12／ 1:15～ 2:04

6 月のW杯で最も注目されていたスーパースタ

ー，アルゼンチンのリオネル・メッシ選手（22）。

驚異的なプレーや秘蔵映像，単独インタビューな

どによって，天才，メッシの栄光と苦悩を描い

た。／社会番組部

「（2）日本代表　いざ戦いの舞台へ」
5.29／21:00～21:49
06.14／ 1:05～ 1:54

2 回目は「日本代表」。大会を目前にして成績

が振るわないが，選手たちの闘志は失われていな

かった。チームのキーマン，岡崎慎司・長友佑

都・長谷部誠。そして切り札と期待される本田圭
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佑。それぞれのW杯に向けた思いを描いた。／大

型企画開発センター，スポーツ部

「（ 3 ）サミュエル・エトー　アフリカを背負
う男」

6.13／21:00～21:49
日本と対戦したカメルーン。そのエース・フォ

ワードがサミュエル・エトーだ。貧困からはい上

がり成功，人種差別にも毅
き

然
ぜん

と立ち向かう姿はア

フリカの人々の心を捉えている。エトーの素顔と

W杯にかける思いを伝えた。／大型企画開発セン

ター，社会番組部，スポーツ部

「灼
しゃく

熱アジア」
「（1）タイ“脱日入亜”日本企業の試練」

8.22／21:00～21:49
08.24／ 0:15～ 1:04
11. 8／ 1:50～ 2:39

アジアの一大生産基地に躍り出たタイ。各国と

自由貿易協定・FTAを結んだことで関税ゼロと

いう恩恵が与えられ，世界の企業が続々と進出し

ている。「脱日入亜」をキーワードにタイに飛び

込んだ日本企業の苦闘に完全密着した。／大型企

画開発センター，NEP

「（2）中東　砂漠の富の争奪戦」
8.29／21:00～21:49
08.31／ 0:15～ 1:04
11.13／ 2:55～ 3:44

脱石油の時代にもエネルギーの主導権を狙う中

東では，アブダビの環境実験都市・カタールの液

化天然ガスプラントなど，新エネルギー基地が

続々誕生。高い技術力を誇ってきたが次第に優位

性が崩れ，激しい闘いを強いられている日本企業

を描いた。／大型企画開発センター，経済・社会

情報番組部

「（ 3 ）インドネシア　巨大イスラム市場をね
らえ」

11.13／21:00～21:49
12. 7／ 0:15～ 1:04

「黄金の成長」を実現したインドネシアで，世

界の金融機関が覇権争いを繰り広げている。日本

の金融機関に密着，日系企業から現地企業へと融

資の軸足を移すメガバンクと，バイクローンで庶

民層を狙う大手商社の奮闘を伝えた。／大型企画

開発センター，NEP

「（4）日韓中　緑色戦争」
11.14／21:00～21:49
12.14／ 0:15～ 1:04

汚染大国・中国を舞台に，将来は80兆円規模と

いうグリーン（環境）ビジネス市場の覇権を争う

“緑色戦争”。国家を後ろ盾に中国市場に食い込む

韓国勢や技術獲得を狙う中国企業を相手に，技術

の高さで孤軍奮闘する日本の中小企業を追った。

／大型企画開発センター，経済・社会情報番組部

「恐竜絶滅　ほ乳類の戦い」
「（前編）新たな強敵」

7.18／21:00～21:58
07.31／17:00～17:58
08.24／01:05～02:03

6,550万年前，巨大隕
いん

石衝突が恐竜を一掃，私

たちほ乳類の未来が切り開かれた。しかし，恐竜

の子孫＝鳥類も隕石衝突を生き延びた。前編では，

恐竜とほ乳類の繁殖革命を追い，恐竜なき世界で

新たな敵と戦うほ乳類時代の幕開けを描いた。／

大型企画開発センター，NEP

「（後編）運命の逆転劇」
7.19／19:30～20:28
08.01／16:00～16:58
08.25／01:05～02:03

恐竜絶滅後，巨鳥だけではなく，巨大ワニもほ

乳類の前に立ちはだかった。後編は，新たな強敵

との戦い，異形のほ乳類たちが闊
かっ

歩する真のほ乳

類王国の出現，同じほ乳類である有袋類との戦い

など，ほ乳類の歴史を人類誕生までたどった。／

大型企画開発センター，NEP

「日本列島　奇跡の大自然」
「（1）森　大地をつつむ緑の物語」

10.09／21:00～22:13
12.30／15:05～16:18

身近な日本の自然を地球規模の視点から見つめ

直す 2回シリーズ。 3年がかりで撮影した映像と

最新科学で，列島の自然の豊かさに迫った。第 1

集は陸地の 7割を覆う「森」がテーマ。俳優・松

下奈緒が，美しいブナ林を案内。／大型企画開発

センター，科学・環境番組部，NEP

「（2）海　豊かな命の物語」
10.10／21:00～21:58
12.30／16:20～17:18

第 2 集は「海」がテーマ。最新の調査で，日本

の海は世界一生きものの種類が多いことが明らか

になった。海を埋め尽くす 1万羽の海鳥。そして，

シャチが大集結する海。迫力の映像と最新科学で

日本の海の豊かさの秘密を解き明かした。／大型

企画開発センター，科学・環境番組部，NEP

「シリーズ日米安保50年」
「（1）隠された米軍」

12.04／21:15～22:13
12.27／00:40～01:38再 
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日本の外交・防衛の根幹をなす日米安保条約が

結ばれて50年。半世紀にわたる歴史をたどりなが

ら安全保障のあるべき姿を考える 4 回シリーズ。

第 1回は安保体制を巡る1960年代の市民と日米政

府の攻防を追った。60年の安保闘争に衝撃を受け

た日米両政府は，安保体制を維持するため「米軍

隠し」「核慣らし」などの策を講じて市民の目か

ら米軍の存在を隠し，是非を問う議論を封じるこ

とに成功した。その代表例が在日米軍基地を返還

したうえで，自衛隊と一緒に使用する「共同使

用」という方法だった。／衛星放送センター，大

型企画開発センター，文化・福祉番組部

「（2）沖縄“平和”の代償」
12.05／21:15～22:04
12.27／01:40～02:29

在日アメリカ軍基地の74％が集中する沖縄，世

界的に見ても稀
け

有
う

な「基地集中」は，いかにして

作られたのか？　原点となった辺野古への海兵隊

移転や，軍用地契約について，新たな資料と証言

から明らかにした。／大型企画開発センター，福

岡局，沖縄局

「（3）“同盟”への道」
12.11／20:00～20:58
01.05／00:15～01:13

冷戦が激化する中，日本に応分な負担を求めた

米国。それに対し，新型対潜哨戒機導入と「同盟

関係」という言葉で応じた日本。交渉役となった

米国の「ジャパンハンド」と日本の外務防衛官僚

の証言で，知られざる日米関係強化の歴史をたど

った。／大型企画開発センター，政経・国際番組

部

「（4）日本の未来をどう守るのか」
12.11／21:15～22:48
01.05／01:15～02:48

尖閣諸島を巡る中国との問題や，北朝鮮軍によ

る砲撃事件など，東アジアの安保情勢は急激に変

化している。こうした状況とどう向き合うのか。

日本はどんな国家を目指せばいいのか。日本の安

全保障のあるべき姿について論客たちが討論。／

大型企画開発センター

「日本人はなぜ戦争へと向かったのか」
「（1）“外交敗戦”孤立への道」

1.09／21:30～22:19
01.11／00:15～01:04
02.27／01:40～02:29

太平洋戦争70年企画。シリーズ第 1回は外交的

孤立。日本はなぜ国際連盟を脱退し，ドイツに接

近したのか。新資料からは，外務省と陸軍との二

重外交によって国際的信用が失墜，情報を共有せ

ず，国家戦略なきまま外交を展開した欠陥が浮上

してきた。／大型企画開発センター

「（ 2 ）巨大組織“陸軍” 暴走のメカニズ
ム」

1.16／21:00～21:49
01.18／00:15～01:04
02.27／02:30～03:19

日本陸軍はなぜ暴走したのか。人事記録や幹部

の肉声から組織崩壊のメカニズムに迫った。当初

“改革”を叫んだ若手軍官僚たちが，枢要なポス

トを独占し机上プランを実行，やがて派閥抗争を

繰り返し，軍中央の統制すら効かなくなっていっ

た。／大型企画開発センター

「（3）“熱狂”はこうして作られた」
2.27／21:00～21:49
03.01／00:22～01:11

満州事変で拡販競争に転じた新聞は，次第に軍

の主張にすり寄り，ラジオは庶民の熱狂を加速さ

せた。戦争へと向かう日本を覆った“空気”の正

体とは何だったのか。肉声記録と新資料から政府

や軍，メディア，国民のいびつな相関に迫った。

／大型企画開発センター，NEP

「（4）開戦・リーダーたちの迷走」
03.06／21:00～21:49

開戦はどのように決まったのか，国策決定を検

証。陸軍，海軍，企画院，首相ら指導者たちは，

勝算なしと知りつつ，各組織の面目から戦争回避

を言えない。決断を先送りし，組織利害の調整に

終始した末，最悪の選択肢だけが残された。／大

型企画開発センター

「ホットスポット　最後の楽園」
「プロローグ　地球・生命の物語」

1.10／19:30～20:43
01.30／15:55～17:08

絶滅の恐れのある生物が集中しているホットス

ポット 6か所を取り上げ，大自然の営みと生命の

きらめきを描いた。また，案内役を務める福山雅

治さん自らがマダガスカルとブラジルを訪ね，珍

しい生物と触れ合う体験をドキュメントでも紹

介。／大型企画開発センター

「（1）マダガスカル　太古の生命が宿る島」
1.30／21:00～21:58
02.06／16:00～16:58

恐竜の全盛期に終止符を打った大量絶滅で，空

っぽに近い状態となった島に奇跡をもたらしたの

は，ある特殊な能力をもった動物たちだった。奇

怪な姿をしたアイアイや謎の動物フォッサなど，
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珍獣たちの秘密の能力を明らかにした。／大型企

画開発センター，NEP，ナチュラルヒストリー

ニュージーランド

「（2）ブラジル・セラード　光る大地の謎」
02.06／21:00～21:58
02.08／00:15～01:13

ブラジルの中央部に広がる乾燥草原・セラード

では，数百万のアリ塚が立ち並び，オオアリクイ

やタテガミオオカミなどの多くの命が，アリ塚と

密接に関わり合いながら生きている。半年ぶりに

雨が降った夜，草原中のアリ塚が一斉に光り出し

た。／大型企画開発センター

「ハッブル宇宙望遠鏡　宇宙の始まりに挑む」
4.11／21:00～21:49
04.13／00:15～01:04
07.17／16:00～16:49
12.12／01:35～02:24

10年 1 月，NASAは“最も遠い宇宙の果てを撮

影した”と発表した。大気圏外に浮かぶハッブル

宇宙望遠鏡が131億光年彼方
かなた

を捉えたのだ。人類

が初めて目撃したその姿から宇宙の始まりに迫っ

た。／語り：礒野佑子アナ／プレゼンター：劇団

ひとり／大型企画開発センター，科学・環境番組

部

「上海　百年の物語　激動を生き抜く」
4.25／21:00～21:49
04.27／00:15～01:04

21世紀，世界経済をリードする都市へと急変貌

を遂げた上海。わずか100年前，西洋列強の半植

民地だった上海は，いかにして這
は

い上がってきた

のか？　激動の上海史に翻弄された 3つの家族の

運命と，貴重な歴史映像で上海パワーの源に迫っ

た。／大型企画開発センター，文化・福祉番組部

「自動車革命　次世代カー　電池をめぐる闘い」
5.09／21:00～21:49
05.11／00:15～01:04

ガソリンから電気への大転換。その鍵を握る

[電池」を巡り，国益をかけた争いが過熱してい

る。主役と期待される高性能のリチウムイオン電

池は，これまで日本が世界を圧倒してきたが，米

中が激しく追い上げている。最前線の現場を追っ

た。／大型企画開発センター，政経・国際番組部，

社会番組部

「密使　若泉敬　沖縄返還の代償」
6.19／21:00～21:54
07.31／16:05～16:59
10.12／00:15～01:09

1972年の沖縄返還の裏で「核の再持ち込み」を

認める「密約」が，日米首脳間で取り交わされて

いた。交渉にあたった佐藤首相の密使・若泉敬は

94年に秘密交渉を公表し自殺した。その空白の生

涯をたどり，“沖縄問題”の深層を描いた。／大

型企画開発センター，文化・福祉番組部，社会番

組部

「深層崩壊が日本を襲う」
6.27／21:00～21:49
07.06／00:40～01:29

異常気象がもたらす記録的な豪雨が，土砂災害

の概念を大きく変え始めた。台湾で09年夏，豪雨

により山が大規模に崩れる「深層崩壊」が発生。

500人の集落が壊滅した。同様の地形が広がる日

本でも危機が迫る。新たな災害にどう備える

か。／大型企画開発センター，科学・環境番組部

「狙われた国債～ギリシャ発・世界への衝撃」
7.02／22:00～22:49
07.05／01:18～02:07

ギリシャの財政破綻問題から始まった“国債”

の危機。安全で確実な国債が投機の対象となり，

マネーが「国家のリスク」を狙う時代が突然訪れ

た。リーマンショックからわずか 2年，マネー暴

走の新たなステージを現場の取材から描いた。／

大型企画開発センター，社会番組部

「大相撲は変われるのか」
7.05／20:00～20:45

名古屋場所を前に野球賭博問題に揺れる大相

撲。暴力団との関係は絶つことができるのか。国

技としての良き伝統を守りながら，大相撲をよみ

がえらせるためには何が必要なのか。大きな岐路

に立つ大相撲の，再生の条件を探った。／大型企

画開発センター，社会部，社会番組部，スポーツ

部，名古屋局

「サッカー日本代表　チームはこうして甦
よみがえ

った」
7.10／22:00～22:49
07.11／15:05～15:54

サッカーW杯で，海外開催では初の「ベスト

16」となった日本代表。しかし，大会前チームは

崩壊寸前の状態だった。選手たちはどのようにし

て立て直しを図り，チームは甦ったのか。インタ

ビューを基に， 1 か月の熱闘の舞台裏を描い

た。／大型企画開発センター，社会番組部，スポ

ーツ部

「封印された原爆報告書」
8.06／22:00～22:54
08.10／00:15～01:09

原爆投下直後から広島と長崎で，被爆国・日本

みずからが行っていた原爆被害の実態調査。その
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詳細を記録した報告書を，日本は原爆を落とした

国・アメリカへと渡していた。初めて入手した

181冊の報告書を手がかりに，その思惑に迫っ

た。／大型企画開発センター，広島局

「引き裂かれた歳月～証言記録　シベリア抑留」
8.08／21:00～21:49
08.11／00:15～01:04

終戦直後，57万人以上の人々が強制労働を強い

られた「シベリア抑留」。「社会主義を信じない者

は帰国させない」という，ソ連の徹底した思想教

育の下，日本人同志が激しい対立に追い込まれて

いった。収容所に渦巻いた憎しみと不信。巨大な

権力を前に，抑留者たちはどのように生きたの

か？　語られてこなかった悲劇の全貌に迫った。

／大型企画開発センター，テムジン

「玉砕　隠された真実」
8.12／22:00～22:49
08.14／01:05～01:54
11.07／15:05～15:54

全将兵が死ぬまで戦う「玉砕」。昭和18年，ア

リューシャン列島アッツ島における日本軍守備隊

の「全滅」がその始まりとされる。世界史上例の

ない「玉砕」はなぜ起こったのか…。大本営が早

くから「玉砕」戦を構想，アッツ島以前に事実上

の「玉砕」が起こっていた事実，そして「一億玉

砕」として，国民にも「死」を求めていった過程

を明らかにした。／社会番組部

「終戦特集ドラマ～15歳の志願兵」
8.15／21:00～22:13
11.07／16:00～17:13

太平洋戦争末期，昭和18年 7 月 5 日。愛知一中

で全校生徒700人が戦争に行くことを決意した。

エリート中学生のこの決断は大々的に報道され，

全国の少年たちの心を戦場へと突き動かした。だ

がその裏には，兵士不足に悩む軍部の思惑があっ

た。軍の圧力のもと，少年たちを戦場へ送ること

を認めた教師や親たちの苦悩，打ち砕かれた少年

たちの夢や友情。軍部が指導の名の下に，中学生

を「軍国少年」に変えていった真相に迫る。旧制

愛知一中で実際にあった話をドラマ化。／作：大

森寿美男／音楽：梶浦由紀／出演：池松壮亮，太

賀，高橋克典，鈴木砂羽，福士誠治，夏川結衣，

竜雷太ほか／大型企画開発センター，名古屋局

「首都水没」
9.01／20:00～20:43
09.04／01:25～02:08

10年 4 月，国は報告書“首都圏水没”を公表し

た。報告書は，荒川や利根川の堤防が決壊，濁流

が住宅街や地下空間を襲う事態を想定している。

番組では，都市が抱える「水へのぜい弱さ」を検

証。“首都水没”の危機と対策について考えた。

／社会部，社会番組部，首都圏放送センター

「“テロリスト”と呼ばれて」
9.12／21:00～21:49
09.14／00:15～01:04

同時多発テロから 9年。かつてアメリカで“テ

ロリスト”と呼ばれたグアンタナモ収容所の元収

容者を，世界各地に訪ねた。アメリカが押し進め

る「テロとの戦い」に翻弄され続ける人々を通し

て，「テロとの戦い」が何をもたらしたのかを探

った。／大型企画開発センター，政経・国際番組

部，社会番組部

「“生命”の未来を変えた男～山中伸弥・iPS細
胞革命」

9.18／22:00～22:49
09.23／13:05～13:54

ノーベル賞に近い 1人とされる京都大学の山中

伸弥教授。山中教授らが作った「iPS細胞」は

“医療革命”をもたらすとして，世界中の研究者

や製薬会社が注目。がんや認知症といった，治療

が難しい病気の解明や薬の開発が進むと期待され

ている。生命の謎さえも解き明かす可能性を持つ

[ iPS細胞」の最前線を，立花隆さん，国谷裕子

キャスターによる山中教授への単独インタビュー

を交え紹介した。／大型企画開発センター，社会

番組部，大阪局，京都局

「菅VS小沢　民主党はどこへ」
9.19／21:00～21:50
09.21／00:45～01:35

菅氏が小沢氏を破り，再選した民主党代表選挙。

民主党と自由党の合併から政権交代，そして今回

の代表選挙までの 7年間を，当事者のインタビュ

ーを交え検証。スタジオには藤井元財務大臣と寺

田総理大臣補佐官が出演。日本政治の行方を探っ

た。／大型企画開発センター，政治部，政経・国

際番組部，社会番組部

「墜
お

ちた特捜検察～エリート検事　逮捕の激震」
9.26／21:00～21:50
09.28／00:15～01:05

大阪地検特捜部の主任検事が，証拠のフロッピ

ーディスクを改ざんしたという疑いで逮捕され

た。前例のない不祥事に，検察への信頼が大きく

揺らいでいる。証拠の改ざんはなぜ行われたのか。

検察組織をどうするべきか。徹底検証した。／大

型企画開発センター，社会部，社会番組部，大阪

局
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「スクープドキュメント　“核”を求めた日本～
被爆国の知られざる真実」

10.03／21:00～21:49
10.05／00:15～01:04

10年に他界した元外交官の証言から，40年前，

日本が核保有を模索し行った極秘外交協議が明ら

かになった。被爆国日本で核を巡って何が行われ

てきたのか。大量の極秘資料と当事者の証言で，

核の力を求めてきた日本の姿を明らかにした。／

大型企画開発センター，社会番組部

「夢の新薬が作れない～生物資源をめぐる闘い」
10.11／22:00～22:49
10.13／00:15～01:04

10月，名古屋で開催された「COP10～生物多

様性条約第10回締約国会議」の最大の課題は，生

物資源が生む利益の配分。抗ガン剤やエイズの特

効薬など「生物が育んだ人智を超えた物質」が生

む莫大な利益を巡って，先進国と途上国が対立。

国際ルールがない中で生物多様性が失われていく

という最悪の事態に陥っている。両者はなぜ対立

を続けるのか？　国際論争の焦点をひもとき，解

決への道筋を探った。／大型企画開発センター，

名古屋局，NPN

「貧者の兵器とロボット兵器～自爆将軍ハッカー
ニの戦争」

10.17／21:00～21:49
10.19／00:15～01:04

泥沼の戦闘が続くアフガニスタンに史上初めて

姿を現した“戦争”。ハイテク無人機など“ロボ

ット兵器”を駆使する米軍と，手製爆弾などの

“貧者の兵器”の武装集団が対峙
じ

する，究極の

“非対称戦争”だ。21世紀の戦争の脅威に迫った。

／大型企画開発センター，経済・社会情報番組部

「奇跡の生還～スクープ　チリ鉱山事故の真実」
10.24／21:00～21:49
10.26／00:15～01:04

南米・チリの鉱山事故で地下700メートルに閉

じ込められた33人の作業員たち。彼らはどのよう

にして極限状態を耐え抜いたのか。作業員が撮影

したスクープ映像と単独インタビューから，前代

未聞の救出作戦の真相を克明に描いた。／大型企

画開発センター，政経・国際番組部，社会番組部，

国際放送局

「認知症を治せ！」
10.31／21:00～21:49
11.23／09:00～09:49

これまで「治らない・防げない」と思われてき

た認知症。今，医療の進歩により，その常識が変

わりつつある。的確な診断で症状を劇的に改善で

きるようになり，進行を止める薬の開発も進む。

認知症の治療と予防現場に密着し最前線を紹介。

／大型企画開発センター，科学・環境番組部，N

ED

「862兆円　借金はこうして膨らんだ」
11.07／21:00～21:58
11.30／00:15～01:13

10年度末で862兆円に達する日本の借金。なぜ

これほどまでに借金は膨らんだのか。その手がか

りとなる旧大蔵省歴代幹部の口述記録を入手し

た。この証言録を糸口に日本が借金大国に陥って

いった舞台裏に迫り，教訓を伝えた。／あすの日

本プロジェクト，社会番組部

「天空の一本道～秘境・チベット開山大運搬」
11.21／21:00～21:49
12.18／16:00～16:49

中国・チベット。ヒマラヤ東端にある世界最長

のヤルツアンポ大峡谷にテレビカメラが初めて入

った。標高4000メートルを超える断崖絶壁の道。

命がけで生活物資を運ぶ村人の「開山大運搬」に

密着した。／ソフト開発センター，大型企画開発

センター，テムジン

「横綱　白鵬～“最強”への挑戦」
11.28／21:32～22:21
12.04／17:00～17:49

双葉山に次ぐ63連勝，そして 5場所連続優勝と

いう偉業を達成した横綱・白鵬。大相撲の歴史で

初めて，最先端の科学を駆使し，横綱の強さを徹

底分析した。最強横綱を目指す白鵬の心技体に迫

った。／大型企画開発センター，社会番組部，ス

ポーツ部

「世界ゲーム革命」
12.12／21:15～22:04
12.21／00:15～01:04

映画を抜いて娯楽の王座についたゲーム。軍事，

医療，脳研究など最先端科学も取り込み，ゲーム

革命とも呼ばれる進化が起こっている。ゲームと

人間の肉体や感情が直接つながるなど，新しい次

元に突入したゲーム開発の最前線を追った。／ソ

フト開発センター，大型企画開発センター，NE

P

「ドラマ　さよなら、アルマ～赤紙をもらった
犬」

12.18／21:00～22:18
太平洋戦争下，日本軍に駆り出された軍犬と，

飼い主だった青年が織りなす絆を軸に，戦争の悲

しさを描いた。ひ弱な獣医学生だった太一は，近
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所の子どもから預かって飼っていたシェパード

犬・アルマを軍犬として日本軍に提供してしま

う。悲しみに明け暮れる子どもたちを目の当たり

にした太一は，軍犬の訓練士としてアルマのいる

満州へ旅立ち，再会を果たす。しかし，太一とア

ルマを待ち受けていたのは最も危険な前線への派

遣指令だった。／原作：水野宗徳／脚本：藤井清

美／音楽：渡辺俊幸／主題歌：井上陽水／出演：

勝地涼，仲里依紗，草笛光子，大滝秀治，石原良

純，萬田久子，小泉孝太郎，東てる美，玉山鉄二，

池内博之，斎藤工，中村獅童，小栗旬，やべきょ

うすけ，中原丈雄，川野太郎，角田信朗，蟹江一

平，加藤清史郎ほか／大型企画開発センター，ド

ラマ番組部

「私たちは核兵器を作った」
12.19／21:15～22:04
01.25／00:15～01:04

アメリカ・オバマ政権は老朽化した核兵器関連

施設の閉鎖と放射能汚染の除去を始めた。そんな

中，核兵器施設の労働者たちが語り始めている。

冷戦の英雄とされた彼らはどんな人生を歩み，ど

う核軍備を支えたのか。核の現場の一端を見つめ

た。／大型企画開発センター，文化・福祉番組部，

NED

「2011 ニッポンの生きる道」
01.01／21:00～22:48
02.01／00:15～02:03

世界経済の激変に翻弄され，世界 2位の座から

も転落，自信を喪失するニッポン。何を強みとし

どんな発想の転換を行うべきなのか。ノーベル化

学賞受賞者の根岸英一博士，坂根正弘コマツ会長，

現場にこだわる経済の専門家が年頭に提言。／大

型企画開発センター，Gメディア

「防災力クライシス　そのとき被災者を誰が救う
か」

01.17／22:00～22:49
01.19／00:15～01:04

阪神・淡路大震災から16年。今，自治体の職員

減や高齢化などが防災力をむしばむ「防災力クラ

イシス」が起きている。豪雨で多くの死者が出た

兵庫県佐用町では，避難の誘導などを住民に担っ

てもらう話し合いを始めた。危機と向き合う現場

を追った。／大阪局，神戸局

「“邪馬台国”を掘る」
01.23／21:00～21:49
02.26／16:40～17:29
03.08／00:15～01:04

古代史最大の謎である邪馬台国の所在地。その

謎に迫る発掘調査が，近畿説で最も有力視されて

いる奈良・纒向
まきむく

遺跡で行われた。女王卑弥呼の都

を探す 3か月の発掘に密着し，幻の王国の実像に

迫った。／大型企画開発センター，文化・福祉番

組部，奈良局

「清算の行方～諫早湾干拓事業の軌跡」
01.29／21:00～21:49
02.26／01:15～02:04

構想から59年，総工費2,533億円をかけた諫早

湾干拓事業。海を閉めきった“ギロチン”の排水

門を開けるという政府の決断が，新たな混乱を巻

き起こした。歴史的な見直し決定と波紋，そして

公共事業が残した負の遺産の大きさを描いた。／

大型企画開発センター，社会番組部，福岡局

「八百長はなぜ起きたのか～揺れる“国技”大相
撲」

02.09／22:00～22:49
02.12／15:05～15:54

史上初めて八百長の存在を認め，春場所の中止

を決定した日本相撲協会。いったいなぜ八百長は

起きたのか？　角界の構造的な問題点を検証しつ

つ，識者と共に“国技”と呼ばれてきた相撲は，

どうあるべきなのか考えた。／大型企画開発セン

ター，社会番組部

「無縁社会　新たな“つながり”を求めて」
02.11／19:30～20:43
02.12／10:05～11:18

NHKスペシャル「無縁社会」を見てNHKに寄

せられた声の多くは，意外にも20代から50代の

“働き盛り”の世代からだった。なぜ，本来国の

中核を担い，家族や仕事という“つながり”を持

っているはずの世代が無縁社会に怯えているの

か？　一体私たちの国で何が起きているのか？

番組では，無縁化した人たちが再び，社会とつな

がるためにはどうしたらいいのか，さまざまな試

みを通じて，無縁社会を乗り越えるための道筋を

模索した。／社会部，社会番組部，新潟局

「北方領土　解決の道はあるのか」
02.13／21:00～21:50

占領されて66年。北方領土は驚くべき変貌を遂

げていた。ロシア政府の戦略で豊かさを増す島民

たちは「島は我々のもの」と胸を張る。ロシア大

統領の国後島訪問で追い詰められた日本外交。交

渉秘話をスクープでたどり，解決の道を探った。

／大型企画開発センター，政経・国際番組部，社

会番組部，札幌局，釧路局
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「ネットが革命を起こした～アラブ・若者たちの
攻防」

02.20／21:00～21:54
02.22／00:15～01:09

エジプトやチュニジアで相次いだ長期政権の崩

壊。大きな役割を果たしたのがインターネットを

駆使して言論統制の壁を破った若者たちだ。初め

て語る中核メンバーや政府関係者への取材を通し

て，政権崩壊までの知られざる攻防に迫った。／

大型企画開発センター，経済・社会情報番組部，

国際部，政経・国際番組部，社会番組部

「緊急報告　東北関東大震災」
03.13／20:30～22:30

国内観測史上最大のM 9 の巨大地震，そして10

メートルを超える大津波は，東北・関東の太平洋

沿岸中心に戦後最悪の被害をもたらした。さらに

福島第一原発の同時多発的な事故が危機を深刻化

させている。緊急報告で“被災地のいま”を伝え

た。／大型企画開発センター，経済・社会情報番

組部，生活・食料番組部，科学・環境番組部，社

会部，社会番組部，仙台局，盛岡局

「東北関東大震災から10日」
03.20／21:00～22:55

戦後最悪の災害となった東北関東大震災の発生

から10日。被災者は今も厳しい状況に置かれ，福

島第一原発では緊迫した事態が続く。未曽有の危

機を乗り越えるために，何が必要なのか，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，科学・文化番組部，政経・国

際番組部，社会番組部，仙台局，盛岡局，Gメデ

ィア

「最新報告　“命”の物資を被災地へ」
03.27／21:00～22:04

東北関東大震災から 2週間。ガソリンはなぜ手

に入らないのか。助かった命をなぜ救えなかった

のか。医薬品，食料，燃料…，被災地に必要なモ

ノが届かない実態を追った。／大型企画開発セン

ター，政経・国際番組部，社会番組部

「東日本大震災　“いのち”をどうつなぐのか～
医療現場からの報告」

※2011.04.03／21:00～22:00
04.06／00:30～01:30

東日本大震災から 3 週間。被災地の病院には，

長引く避難生活から患者の“第 2波”が押し寄せ，

被災地以外にも「危機」が波及しようとしている。

医療現場からの報告。／大型企画開発センター，

経済・社会情報番組部，生活・食料番組部，社会

番組部，仙台局，山形局

『NHKニュース　おはよう日本』
G 月～金　04:30～08:00

土　　06:00～08:00
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93.4.4／10年度は 8 時13分終了から 8 時

終了へ時間枠を変更。平日の 7時台は 7時45分ま

でが全中枠，45分から 8時までがローカル枠とな

った。10年度の改定ポイントの 1つが 6時台の演

出強化。6 時台のオープニングはキャスターが勢

ぞろいして見どころを紹介。09年度 8時台にあっ

た解説委員のコーナーを 6時台のニュース項目直

後に移設し「ここに注目！」と題して，その日の

ニュースに即しながら解説。 6時30分の冒頭から

は朝の時間に知っておきたいニュースを 4項目程

度にコンパクトにまとめて伝えた。 7時台は最新

のニュースや気になる話題を分かりやすく掘り下

げて構成し，さらに主婦層が落ち着いて見られる

よう「まちかど情報室」を 7時代後半にも放送し

た。

このほか，09年度 8時台の「列島中継」を 7時

台に移し「北海道の花」「北アルプス」「古都の

秋」といった季節ごとに中継シリーズを組んで，

美しい自然や名
めい

刹
さつ

をクレーンなどを用いたダイナ

ミックな映像を駆使して中継した。祝日特集では

[倉本聰　富良野塾の26年」「食の地域ブランド

でまちを元気に」「川の学校の子どもたち」とい

った地域発の企画を中心に放送。スポーツは，ア

メリカ大リーグ最新情報のほか，南アフリカで開

催されたサッカーW杯では開幕前から日本代表の

最新情報や見どころを伝え，大会本番では試合結

果の速報をいち早く伝えるなど，解説を交えなが

ら詳しく振り返った。

10年度は番組のHPに加え，ツイッターを開設。

早朝慌ただしく動き回る制作スタッフの裏側や放

送の見どころをリアルタイムに紹介した。

3月11日の東日本大震災発生以降は，各時間帯

のコーナーを休止。刻一刻と変わる地震や原発事

故に関する最新のニュースを伝え続けた。阿部キ

ャスターも被災地の岩手県陸前高田市に入り，中

継を交えながら現地の様子をリポートした。／キ

ャスター：（月～金・ 4時台）武藤友樹・井上二

郎アナ，（月～金・ 5 ～ 6 時）江崎史恵・武藤友

樹・井上二郎アナ，（月～金・ 6 ～ 7 時）鈴木奈

穂子アナ，（月～金・ 7 時台）阿部渉・鈴木奈穂

子アナ，（ニュースリーダー）平野哲史アナ，（土
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日祝）森本健成・守本奈実アナ，（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た。さらにその日の主

要なニュースのポイントや背景を，視聴者に分か

りやすく伝えるために，スタジオでの模型や図表

を使ったキャスター解説，映像や音声に徹底的に

こだわったVTR編集，現場からの生中継などを

重点に構成。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よく

伝えることで，30分間で一日の幅広い動きが分か

る構成を目指した。大きな事件・事故・災害など

の際には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。 3月11日の東日本大震

災では，大地震・大津波の被害状況や，東電福島

第一原発事故，被災地の復旧の動きなどを伝える

ために， 4月下旬まで 1時間に延長。また鳩山内

閣総辞職，菅内閣の発足（ 6 月），菅改造内閣

( 9 月）など，政治の動きの節目にも 1時間に延

長した。さらに特捜検事による証拠のフロッピー

ディスク改ざん事件（ 9月）や，ノーベル化学賞

の日本人受賞（10月）などでも放送時間を延長し

て，最新情報を伝えた。10年度の年間平均視聴率

は，月～日15.7%（ビデオリサーチ調べ・関東・

東日本大震災以降を除く）。／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。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してきた。10年度は全

国44か所で実施（東日本大震災の影響で， 2か所

は実施中止）。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：松本和也アナ／

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。各局から地域色豊か

なニュース・話題を伝える「ぐるっとニュース」

や，地域の課題・元気に頑張る人などに迫るリポ

ート，「お天気カメラ」の映像で各地の今の天気

と地域の話題を伝える「日本列島天気の旅」，キ

ャスターが話題の人や出来事を紹介する「見た

い！聞きたい！金曜日」。また，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」

や，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：坂本朋

彦アナ／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』
（前期）日（最終）23:00～23:29

火　02:20～02:49
（後期）日（月 1回）08:35～09:00

木　02:10～02:35
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

た。／出演：加藤浩次，渡辺満里奈ほか／解説委

員室，ソフト開発センター，サラダボウル

『オンバト+』 新
G 土　10:15～10:44
BS2 水　16:00～16:29

第 1 回10.4.17／10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 5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”『爆笑オ

ンエアバトル』が，プラス 1投票など双方向の要

素も取り入れて新たに『オンバト＋』に。週末夜

間の若者をターゲットに「新しい笑い」を提供し，

若い視聴者層にアピール。10年度は30本を放送，

うち14本は公開派遣収録（ 5 月滋賀， 6 月京都，

7 月北海道， 9 月佐賀，10月栃木，11月長野，12

月鳥取）を行った。／司会：斉藤孝信アナ／エン

ターテインメント番組部，NEP

『課外授業　ようこそ先輩』
G 日　18:35～19:00
BS2 水　11:00～11:25

（2011年 1 月～）G 日　08:25～08:55
BS2 水　11:00～11:30

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

再 

再 



ー。／出演：山口智充，渡辺淳一，野村克也，石

川さゆり，杉山愛，益若つばさ，大竹しのぶ，石

塚英彦，林家たい平，山崎直子，湯浅誠ほか／ソ

フト開発センター，NEP，NED

『恐竜SFドラマ　プライミーバル』
（前期）日　10:50～11:33

第 1 回09.1.2／（第 1 シーズン） 10.4.4～5.9，

(第 2 シーズン） 10.5.16～7.4，（第 3 シーズ

ン）10.7.11～10.3（全10話）／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を，

第 1シーズンから第 3シーズンまで連続放送。全

23話。第 3 シーズンはHVで集中放送（10.8.2～

5）。／ソフト開発センター

『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。10

年度は，「NHKみんなの広場ふれあいホール」か

ら年間47本の公開放送を行った。／司会：青井実

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　00:15～00:41

第 1 回93.4.5／事件やニュース，社会のさまざ

まな事象をタイムリーにすくい上げ，その背景や

深層に迫るキャスター情報番組。放送開始以来一

貫して，「複雑なことをより分かりやすく，簡単

なことをより深く」をモットーに番組作りを追求

してきた。ニュースと異なる視点の企画，キャス

ターの鋭いインタビュー，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

の下で，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／経済・社会情

報番組部，社会番組部

『ケータイ発ドラマ～激螢恋』 新
金　00:15～00:44

第 1 回10.4.9，最終回10.5.28／ケータイ小説サ

イト「魔法のiらんど」で「NHK賞」を受賞した

作品をドラマ化。後半の生放送パートでは視聴者

からの生投稿を紹介。男性不信の女子高生・海優

は，軽いと噂の先輩・湊に強引にサッカー部のマ

ネージャーにさせられてしまう。運命の相手と出

会ってしまった女の子の揺れる心を描く波乱万丈

の青春ラブストーリー。（連続 8 回）／原作：み

なづき未来／脚本・横田理恵／音楽：内池秀和／

出演：荒井萌，渡部秀，蕨野友也，広瀬アリス，

とよた真帆，洞口依子，風間トオルほか／ドラマ

番組部，NEP

『月刊やさい通信』
G 日（最終）06:15～06:45

月　15:15～16:45
BS2 水　15:00～15:30

第 1 回05.4.30／「野菜から始まる食文化を楽し

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あり。／出演：

糸井重里，クリス智子ほか／ソフト開発センター，

NEP

『恋する日本語』 新
金　00:15～00:44
火　02:20～02:49

第 1 回11.1.14，最終回11.3.11／恋に傷ついた一

人の女性が，ふと立ち寄った不思議なアンティー

クショップで，心を癒やしてくれる「古い日本

語」に出会う…言葉のウンチクも学べるハートウ

ォーミングドラマ。10.8.18に特番の後，定時化。

／原作：小山薫堂／出演：余貴美子，北乃きい，

ほか／ソフト開発センター，FCC

『こころの遺伝子～あなたがいたから』 新
G 月　22:00～22:48

水　00:15～01:03
BS2 月　11:00～11:48

第 1 回10.3.29，最終回10.7.26／誰にでも存在す

る，人生を決定づけてくれた“運命の人”。人は

別の誰かの生き方や信念を，いわば“遺伝子”と

して受け継ぎながら，自分の人生を歩んでいる。

{こころの遺伝子』は，さまざまな分野で活躍す

る人々の“運命の人”を探り出し，影響を与えた

言葉や生き方を掘り下げることで，視聴者にも前

向きに生きるヒントを受け取ってもらう新番組。

現在の活躍の陰にあった苦悩の日々と，そこに光

を与えてくれた人物との出会いの物語を，VTR

とスタジオトークでドラマチックにあぶり出し

た。／キャスター：西田敏行，黒田あゆみアナ／

制作局（企画・開発）

『先どり　きょうの健康』
日　05:15～05:30

第 1 回09.4.5／その週の月曜から木曜に教育テ

レビで放送する『きょうの健康』に先立ち，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。／制作局（番組委託・

展開），NED

再 

再 

再 
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『サラリーマンNEO シーズン5』（前期） 新
G 木　22:55～23:24
BS2 火　17:30～17:59

第 1 回10.4.8，最終回10.9.16／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。 8月26日および 9月

2 日の放送分は『シーズン１』初回放送から数

えてそれぞれ第100回と第101回に当たるため，

[ゲストスペシャル」を放送した。／レギュラー

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，コンドル

ズ，平泉成，宮崎美子ほか／ゲスト出演：伊東四

朗，美輪明宏，大泉洋／エンターテインメント番

組部

『さわやか自然百景』
G（ 4～ 1月）土　08:45～08:59
（ 1 ～ 3 月）日　07:45～07:59

月　04:15～04:29
HV 土　09:45～99:59
BS2 日　06:10～06:24

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，そこでの環境が育む生き物や植物の

大切さを伝えた。／科学・環境番組部，札幌局，

各放送局，NEP，NPN

『産地発！たべもの一直線』
G 日　06:15～06:50

月　15:15～15:50
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：永島敏行，井上あさひアナ／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／週末のスポーツ情報をより早く，

多角的に伝え，さまざまな競技の感動と醍
だい

醐
ご

味を

届けることを目指した。トップアスリートの知ら

れざる素顔や鍛錬の様子などをキャスターの視点

で描く「サンデースペシャル」。将来有望な若手

選手などの競技への思いや舞台裏にキャスターが

迫った「熱視線」。サッカーW杯南アフリカ大会，

広州アジア大会などの企画や，海外のスポーツ競

技など新鮮なテーマにも切り込んだ。／キャスタ

ー：与田剛，廣瀬智美アナ／スポーツ部

『J-MELO』
G （前期）月　　　00:30～00:58

（後期）月　　　00:20～00:48
T国際 月　08:30～08:58ほか

第 1 回05.10.7／日本の多様なミュージックシー

ンを世界に発信する音楽情報番組。日本音楽最大

の特徴である「多様性」に注目し，ポップス，ジ

ャズ，クラシック，トラッドなど，ジャンルを越

えたゲストを招き，日本の音楽とアーティストを

世界に伝えている。10年度はビデオクリップのほ

か，スタジオやライブハウスでのライブなどを行

い，アーティストだけでなく視聴者を含めた音楽

シーンを発信した。／V J（ビデオジョッキ

ー）：May J.／国際放送局，JIB

『祝女～シーズン2』（後期） 新
G 木　22:55～23:24
BS2 火　17:30～17:59

第 1 回10.9.30，最終回11.3.3／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，早織，入山法子ほか／

エンターテインメント番組部

『時論公論』
月～金　23:50～00:00

第 1 回06.4.3／「時代がわかる，社会の変化が

わかる」をコンセプトとするニュース解説番組。

政治，経済，社会，科学文化，国際などさまざま

な分野で，日々起こるニュースの背景や構図など

を，解説委員がイラストやパターン，映像を使い

ながら分かりやすく解説した。10年度は250本を

制作。／解説委員室

『週刊こどもニュース』
日　08:05～08:35

第 1 回94.4.10，最終回10.12.19／ 1 週間に起こ

ったニュースを子どもたちに分かりやすく伝える

ニュース情報番組。子どもたちの興味と関心を引

再 



くように，模型やCGアニメを使うなど演出にさ

まざまな工夫を凝らしてきた。10年度は日曜朝に

放送時間が移行。尖閣諸島問題，南アフリカサッ

カーワールドカップなど，数々のニュースを伝え

た。／出演：岩本裕（お父さん役），光浦靖子

(お母さん役），古田大虎，萩原利久，柳下花恋

(子どもたち），ハイキングウォーキング（近所

のお兄さん），古川登志夫（ピント君の声）／解

説委員室，青少年・教育番組部，報道局

『週末プレマップ』
土　18:42～18:45

第 1 回08.10.4／ 3 分間の広報番組。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・日曜の番組に限

定。幅広い層がテレビを見ている時間帯に，番組

と連動する週末のイベントなども積極的に伝え

た。／上條倫子アナ／広報局制作部，NSC

『笑・神・降・臨』
G 土　00:15～00:44 
BS2 水　16:00～16:29

第 1 回09.4.7／毎回29分間の中にただ 1 組の芸

人が出演し，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。10年度は月 1回

程度の放送で10本制作した。／出演：キングコン

グ，エレキコミック，トータルテンボス，スピー

ドワゴン，柳家喬太郎，チョップリン，パックン

マックン，桂かい枝，ナイツ，が～まるちょば／

エンターテインメント番組部，NEP

『シリーズ世界遺産100』
月～水　15:50～15:55
火～土　14:15～14:20
水　　22:45～22:50
土　　19:55～10:00

（前期）土　　23:15～23:20
（後期）日　　23:50～23:55

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。／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

『新感覚ゲーム　クエスタ』 新
木　20:00～20:43 

第 1 回10.4.1，最終回※2011.4.14／用意された

[正解」を，質問を繰り返すことで解き明かして

いく，クイズ・ゲームバラエティー。クエスタマ

スター名倉潤の出題に対し，的場浩司とはしのえ

みの両リーダーが率いる 2チームが激しいバトル

を繰り広げる。／司会：名倉潤，橋本奈穂子アナ

／解答者：的場浩司，はしのえみ，ゴルゴ松本

(TIM），レッド吉田（TIM），テリー伊藤，つ

るの剛士，優木まおみ，八田亜矢子，里田まい，

ほか／エンターテインメント番組部

『新・三銃士』
日　07:45～08:05 

第 1 回09.10.12／Gでの 第 1 回10.4.4／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。／脚

本：三谷幸喜／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：「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，公式メモリアルブック　DVD発

行／青少年・教育番組部

『新日本紀行ふたたび』
G 土（最終） 11:30～11:53 
BS2 水　　　　　11:25～11:48

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

『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。俳優・ミュージシ

ャン・作家・スポーツ選手・クリエイターなど，

各界の第一線で活躍する旬のゲストを迎え，生放

送。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，

意外な素顔に迫った。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

を受け付けるなど，ライブ感あふれる番組。「暮

らしの中のニュース解説」では身近な時事問題を

分かりやすく解説した。／司会：住吉美紀・近田

雄一アナ／解説委員室，制作局（番組委託・展開），

NEP

『スペシャルドラマ　坂の上の雲（第2部）』
G 日　12.05～　19:30～20:59
HV （先行放送）日　11.28～　17:30～18:59
BS2 日　12.05～　22:00～23:29
司馬骰太郎が10年の歳月をかけ，日露戦争とそ

再 
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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」を原作として描いた人間ド

ラマ。09年に第 1部，10年は第 6～ 9回を第 2部

として放送した。第 2部では，日清戦争後，清国

をめぐって世界が動く中，日本とロシアの間に緊

張が高まり，ついには開戦するまでを描いた。病

床にありながらも旺盛な創作活動を続けていた子

規が死去，ロシア艦隊を旅順口に閉
へい

塞
そく

する作戦で，

真之の親友・広瀬武夫も壮絶な死を遂げる。（全

13回）／原作：司馬骰太郎「坂の上の雲」／脚

本：野沢尚，佐藤幹夫，柴田岳志／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，石原さとみ，藤本隆

宏，原田美枝子，竹下景子，舘ひろし，石坂浩二，

加藤剛，高橋英樹，渡哲也ほか／放送総局

『世界遺産への招待状』
G 土　09:25～09:54

火　15:15～15:44
BS2 火　11:00～11:29

第 1 回09.3.30，最終回11.3.19／世界遺産のみな

らず，そこに暮らす人々から世界遺産の魅力を浮

き彫りにする紀行番組。絶景・英知・人々の営み

などを中心に構成し，遺産の背後にある謎や歴史，

人間のドラマにも迫った。10年度は，「モロッ

コ・マラケシュ」「オーストリア・ゼンメリング

鉄道」「イタリア・ベローナ」「カンボジア・アン

コール」「フランス・コルシカ島」「オーストラリ

ア・ロードハウ諸島」「ニューカレドニア・ラグ

ーン」「ベトナム・ハロン湾」「オーストリア・グ

ラーツ」「イタリア・アッシジ」「バヌアツ・ロイ

マタの地」「フランス・ボルドー」「イスラエル・

マサダ」「ポルトガル・マデイラ島」「スリラン

カ・アヌラーダプラ」「ベナン・アボメー王宮」

[トーゴ・クタマク」「パラグアイ・イエズス会

伝道施設」「中国・平遙古城」「スペイン・エルチ

ェ」「スリランカ・シーギリヤ」「ボスニア・ヘル

ツェゴビナ・モスタル」「カナダ・グロスモー

ン」「中国・青城山と都江堰」「韓国・歴史村」

[中国・三清山」「スウェーデン・ラポニア」「中

国・少林寺」「シリア・ボスラ」「イエメン・ソコ

トラ島」「フランス・アルビ」「マレーシア・マラ

ッカ」「中国・丹霞地形」「アルゼンチン・ウマウ

アカ渓谷」を制作。最終回は，これまでに番組に

出演した世界遺産ゆかりの人々からの，手紙・ビ

デオレターを基に再構成した「世界遺産からの招

待状」を制作した。／語り：石澤典夫アナ／文

化・福祉番組部，NEP

『双方向解説　そこが知りたい！』
祝日ほか　10:05～11:54ほか

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。10年度は特集

(12月）を含めて 6 本を制作。／4.29「普天間，

そして日米同盟の行方は」，6.12「ニッポンの成

長力は」，10.11「どう守る？　地球環境」，11.23

[雇用危機」，12.29「特集　変わる世界と日本」，

2.11「どんな国を目指すのか」／解説委員室

『それいけ！民謡うた祭り』
土・日　15:05～15:49ほか（随時）

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。

／岩見沢市，高山市，名護市，四街道市，酒田市，

北九州市，三原市，秦野市，吹田市で実施。年 9

回／司会：伍代夏子，稲塚貴一アナ／音楽・伝統

芸能番組部

『SONGS』
G 水　22:55～23:24

金　01:30～01:59
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。10

年度は，松田聖子，沢田研二，長渕剛，安全地帯，

美輪明宏，久保田利伸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　19:30～19:58

火　01:50～02:18
木　15:15～15:43

BS2 日　05:00～05:28
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，分かりやすく伝え

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／スケールの大きな主人公を中心

再 

再 

再 
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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。

『龍馬伝』
第 1 回10.1.3，最終回10.11.28／「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いた

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

の憧れ，妬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，広末涼子，寺島しのぶ，貫地谷しほり，

真木よう子，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

『江～姫たちの戦国』 新
第 1 回11.1.9／織田信長の妹で絶世の美女・市

と名将・浅井長政が出会い恋に落ち，三姉妹が誕

生。三女の江
ごう

に父の記憶はない。生涯で 2度落城

を経験し，父母を失い，信長・秀吉・家康という

三英傑が生きた時代のど真ん中を翻弄されながら

も，しなやかに生き抜いていく。ついには徳川 2

代将軍秀忠の妻となり，五女二男の母となり，泰

平の世の到来をもたらす徳川幕府誕生に深く関わ

った江の生涯。大河ドラマ50作目。（連続46回）

／原作・脚本：田渕久美子／音楽：吉俣良／出

演：上野樹里，宮沢りえ，水川あさみ，豊川悦司，

向井理，鈴木保奈美，時任三郎，大地康雄，市村

正親，ミムラ，石坂浩二，加賀まりこ，岸谷五朗，

大竹しのぶ，北大路欣也ほか／ドラマ番組部

『タイムスクープハンター』
G 月　22:55～23:24

土　10:45～11:14
翌週水　15:15～15:44

BS2 月　17:00～17:29
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。彼らの身に起きた

些
さ

細
さい

な事件や出来事を，徹底した時代考証を行い，

ドキュメンタリーテイストで描いた。年間10本制

作（3.29～6.7）。／出演：要潤／ソフト開発セン

ター，NEP

『ためしてガッテン』
G 水　20:00～20:43

火　16:05～16:48
水　12:00～12:43

BS2 木　18:15～18:58
第 1 回95.3.29／食や健康に関わる身近な疑問に

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

『着信御礼！ケータイ大喜利』
日（第 1・ 2・ 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。10年に

は番組メルマガ会員が15万人を突破。第 2週の収

録放送では敗者復活企画や若手芸人・しずるのロ

ケ企画などで，新規視聴者の獲得にも乗り出した。

若者が視聴し，若者が参加する「若者番組」とし

て長く支持されている。／出演：今田耕司，板尾

創路，千原ジュニア，しずる，ほか／制作局（番

組委託・展開），NEP

『追跡！A to Z』
（前期）土　22:00～22:43

水　11:05～11:48
（後期）土　21:50～22:19

第 1 回09.4.18，最終回11.5.4／一つの疑問を追

いかけて，とことん現場に肉薄する，臨場感あふ

れる報道ドキュメンタリー。取材経験豊富な鎌田

靖キャップが，追跡チームを率いて積極的に現場

に立ち，時代を読み解いていく。「日本の森を狙

う中国マネー」では北海道からカリブ海，そして

香港へ。「謎の国際強盗団　ピンクパンサーを追

え」ではドバイから欧州まで真相を求めて世界各

国を追跡取材。また，都会で急増する空き家の実

態に迫った，「消えた家主を追え」，小惑星探査プ

ロジェクトの感動の舞台裏を描いた「“はやぶさ”

快挙はなぜ実現したか」など，幅広いテーマに挑

戦し，大きな反響を得た。／キャスター：鎌田靖

解説委員／大型企画開発センター

再 
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「無縁社会の衝撃」
4. 3／22:00～22:43
04. 7／ 1:05～ 1:48

1 月に放送した『NHKスペシャル～無縁社

会』では，放送と同時にネット上に万単位の書き

込みがされるという異常事態が広がった。目立っ

たのは30代，40代の「自分も無縁死しそうだ」と

いう書き込みだった。無縁社会が世代を超えて広

がる今，何が起きているのか，追跡した。／社会

番組部

「密約問題の真相を追う～問われる情報公開」
4.10／22:00～22:43
04.16／ 2:50～ 3:33

沖縄返還を巡って，東京地裁は日米間に「密

約」があったことを認め，「密約文書は存在しな

い」としてきた外務省を厳しく批判する，歴史的

な判決を下した。後世に伝えるべき極秘文書はな

ぜ消えたのか？，当事者の証言を通じて，「密約

問題」の真相を追った。／衛星放送センター，社

会番組部

「虐待の傷を超えて」
4.17／22:00～22:43
04.21／ 1:05～ 1:48

09年 7 月放送「虐待の傷は癒えるのか」の続編。

虐待の末，心に大きな傷を負った子どもたちが暮

らす「大村椿の森学園」が舞台。番組では，虐待

によって傷を負った子どもたちと私たちが共に生

きていくためにはどうすればよいのかを問いかけ

た。／青少年・教育番組部

「“老いの家”をどう守る？～繰り返すグルー
プホーム火災」

4.24／23:00～23:43
04.28／ 1:05～ 1:48

10年 3 月に札幌市のグループホーム「みらい

とんでん」で火災が発生し， 7人のお年寄りが命

を落とした。グループホームは“認知症対策の切

り札”として 1万か所にまで急増したが，06年に

も長崎県のグループホーム火災で 7人が犠牲にな

るなど，防火安全対策の脆
ぜい

弱性が指摘されてきた。

[とんでん」の火災の背景を徹底追跡，誰もが関

わる可能性のある「ついの住みか」の安全を検証

した。／経済・社会情報番組部，札幌局，NPN

「“エコカー”の生命線　レアメタルを確保せ
よ」

5. 1／22:00～22:43
05.12／ 1:05～ 1:48

電気自動車の心臓部，モーターとリチウムイオ

ン電池に欠かせないレアメタル。需要が高まる中，

価格が高騰，日本は世界で権益確保に動いている

が，中国が世界を席巻
けん

し苦戦している。日本のレ

アメタル確保はどうあるべきか，考えた。／社会

番組部，Gメディア

「ユニクロは世界で勝てるのか」
5.15／22:25～23:08
05.19／ 1:05～ 1:48

ユニクロを率いる柳井正会長が，世界攻略を加

速させている。売り上げを今の 7倍の 5兆円に増

やし，世界一になると宣言。日本のDNAと呼ぶ

[品質」と「サービス」を武器に戦う覚悟だ。国

内市場縮小にあえぐ日本企業のヒントを探った。

／経済・社会情報番組部，政経・国際番組部

「逸脱する“病院ビジネス”」
5.22／22:00～22:43
05.26／ 1:05～ 1:48

診療報酬の過剰請求など病院の不正が横行，不

適切と指摘される医療費は多い年で60億円を超え

る。その手口に利用されるのは，生活保護受給者

など立場の弱い人たちだ。逸脱する病院ビジネス

の現場を追った。／大阪局，奈良局

「口てい疫　“感染拡大”の衝撃」
5.29／22:00～22:43

宮崎県で発生した口てい疫。被害の拡大は続き，

感染確認から40日の時点で，牛や豚15万頭以上が

処分対象となる異例の事態となった。感染地域で

何が起きているのか。農家はどうなっているのか。

感染拡大の最前線を追った。／社会番組部，福岡

局，宮崎局

「菅新政権　信頼は回復できるのか」
6. 5／21:30～22:43

6 月 4 日，菅直人氏が第94代総理大臣に選出さ

れた。「政治とカネ」や「普天間移設」などを巡

り迷走した鳩山政権の傷痕を修復し，国民の信頼

を回復することはできるのか。73分のスペシャル

版で迫った。／政治部，政経・国際番組部，社会

番組部，福岡局，鹿児島局，沖縄局，Gメディア

「どうする？ペットの“最期の行き場”」
6.19／22:00～22:43
07. 7／ 1:30～ 2:13

ペットの葬儀を巡るトラブルが相次いでいる。

埼玉では山林に数百匹の犬の遺骸を捨てたとして

葬祭業者が逮捕された。浮かび上がってきたのは

ペット葬祭業に対する法律や規制が一切ない実

態。ペットの“最期の行き場”をどうするのか，

検証した。／経済・社会情報番組部，生活・食料

番組部
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「なぜ交渉は行き詰まったのか～イラク巨大油
田争奪戦」

7.17／22:00～22:43
07.21／ 1:05～ 1:48

世界第 3位の石油埋蔵量を誇るイラクが，戦後

復興を急ぐため，国有化していた油田を40年ぶり

に外国企業に開放することになった。欧米メジャ

ーや中国など新興国を相手に激しい争奪戦に挑ん

だ日本企業は，政府の後押しを受けて 5年にわた

って秘密交渉を続けたが，結局，暗礁に乗り上げ

てしまった。番組では熾
し

烈
れつ

な交渉の舞台裏に密着。

なぜ交渉は行き詰まったのか，資源小国日本が世

界で勝ち抜くには何が必要かを探った。／経済・

社会情報番組部，経済部，政経・国際番組部，社

会番組部

「日本発盗難車転売ルート」
7.24／22:00～22:43
07.28／ 1:05～ 1:48

最強の防犯装置「イモビライザー」を簡単に破

り，車を盗み出す多国籍窃盗団が暗躍。背景には

インターネットで車破りの手口が広まっているこ

とと，盗難車を海外に転売する国際ネットワーク

の存在があった。そのルートを追跡した。／経

済・社会情報番組部，名古屋局，NPN

「大相撲　改革への模索～名古屋場所の15日
間」

7.31／22:00～22:43
08. 4／ 1:15～ 1:58

野球賭博問題で揺れる大相撲。名古屋場所は，

18人の力士が謹慎する異例の場所となった。親方

や力士は，信頼回復のための模索を始めた。また，

場所中，外部委員による「独立委員会」も立ち上

がり，協会の抜本的改革への議論が始まった。／

社会番組部，スポーツ部

「“はやぶさ”快挙はなぜ実現したか」
8.28／22:00～22:43
09. 1／ 1:05～ 1:48
12.12／ 0:50～ 1:33

6 月に， 7年に及ぶ宇宙の旅を終え，地球に帰

還した「はやぶさ」。通信途絶で行方不明，燃料

漏れ，エンジン故障など，絶体絶命となったとき，

技術者たちの「知恵」と「執念」が逆境を跳ね返

した。その舞台裏を徹底追跡。／経済・社会情報

番組部，科学・環境番組部，科学・文化部

「正義の味方はなぜ墜ちた？～急増する弁護士
トラブル」

09. 4／22:00～22:43
09. 8／ 1:05～ 1:48

「弁護士に騙
だま

された」という声が相次いでいる。

取材を進めると，依頼者に返還すべき金を返さな

い，違法な業者と手を組んで利益を貪るなど，金

もうけに走る弁護士たちの姿が浮かび上がってき

た。正義に背を向けた弁護士の実態とその背景に

迫った。／おはよう日本部，社会番組部，首都圏

放送センター

「特捜部はなぜ“敗北”したのか～検証・村木
元局長裁判」

9.11／22:00～22:43
09.15／ 1:05～ 1:48

大阪地検特捜部が捜査した村木厚生労働省元局

長の裁判が異例の展開を見せ， 9月10日，無罪判

決が出た。信憑
ぴょう

性がないとして供述調書の 7 割

が証拠採用されず，ずさんな捜査の実態も浮かび

上がった。“最強の捜査機関”特捜部の実態に迫

った。／社会部，社会番組部，大阪局

「保証人ビジネスの闇」
9.25／21:53～22:20
09.29／ 1:05～ 1:32

保証人が見つからない人に有料で保証人を紹介

する「保証人ビジネス」で，金だけ取って紹介し

ないなど，トラブルが急増。「無縁社会」の広が

りと深刻化する「貧困」。社会のゆがみを背景に

拡大する，保証人ビジネスの実態に迫った。／ア

ナウンス室，経済・社会情報番組部，生活・食料

番組部

「“疑惑の遺骨”を追え～戦没者　遺骨収集事
業の闇」

10. 2／21:53～22:20
フィリピンで戦死した日本兵の遺骨収集事業

に，大きな疑惑が浮上。現地で盗掘されたフィリ

ピン人の骨が，大量に混入しているというのだ。

現地に入った取材班が突き止めたのは，国の責任

で行うはずの遺骨収集事業の，ずさんな実態だっ

た。／社会番組部

「日本の“頭脳”はどこへ行く」
11.13／21:50～22:19
12.29／ 2:35～ 3:04

電機メーカーをリストラされた技術者が中国企

業に転職，“メイド・イン・チャイナ”の家電を

作っている。番組では，中国に再就職しようと動

きだした技術者に密着。最終面接で与えられた課

題とは？　技術流出の実態と中国企業の戦略に迫

った。／経済・社会情報番組部

「漂流する主婦～“借金難民”500万人の衝
撃」

11.20／22:00～22:29
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12.29／ 3:04～ 3:33
10年 6 月，多重債務問題の解決を目指して，完

全施行された改正貸金業法。金利は20％以下，年

収の 3分の 1を超える貸し付けが原則禁止された

が，その結果，生活費などを借りたくても借りら

れない「借金難民」が大量に生まれた。中でも大

きな影響を受けているのが主婦たちだ。大手の消

費者金融やクレジットカード会社のほとんどが専

業主婦への貸し出しを停止したためヤミ金市場が

膨張，主婦の心の隙間をついて貸し出し，違法な

高金利で莫
ばく

大な利益を上げる。「借金難民」とな

る主婦，法制度の不備をついて暗躍するヤミ金業

者たち，改正貸金業法の思わぬ波紋を追った。／

社会番組部

「“心の病”の薬に何が～向精神薬　乱用の実
態」

11.27／22:15～22:44
12.29／ 3:33～ 4:02

睡眠薬や抗うつ剤など，うつ病や不眠症の治療

に使われる「向精神薬」。インターネットを使っ

て密売する事件が急増する一方で，医師の大量処

方を背景にした依存，暴力団による組織的密売も

問題になっている。向精神薬の密売と依存という

2 つの問題を追跡。／社会部，社会番組部，首都

圏放送センター

「スペシャル　真相ファイル2010」
12.30／17:30～18:00

「はやぶさ帰還」「弁護士トラブル」「日本技術

者の海外流出」など，放送後，視聴者からの反響

の多かったテーマの「その後」を，鎌田キャスタ

ーと江川紹子さんが徹底追跡。／経済・社会情報

番組部，社会番組部

「スペシャル　日本の森を狙う中国マネー」
12.30／18:05～18:48

北海道庁の調査で，33か所の森林が外国の企業

や個人投資家によって買収されていたことが判

明。東京ドーム60個分という広大な森林を買った

謎の中国人。その目的は何か？　追跡チームはカ

リブ海，北京，香港など世界各地を徹底取材し

た。／経済・社会情報番組部，社会番組部，名古

屋局，札幌局

「ずっと家族がほしかった」
1. 8／22:20～22:49

虐待などで児童養護施設に保護された子どもた

ちは，18歳で施設を出なくてはならない。しかし，

彼らを支援する体制はなく，親から再び傷つけら

れる実態も明らかになってきた。過酷な現実と向

き合いながらも，必死に生き抜こうとする若者た

ちの姿を追った。／社会部，社会番組部

「“偽装放火”を見抜け」
1.15／21:50～22:19
02.26／ 2:05～ 2:34

年間 1万件を超え，火災の原因で最も多い「放

火」。その中に，とりわけ悪質なケースがある。

保険金を目当てに自宅を放火し，過失による火災

に見せかける「偽装放火」だ。都内にある大手科

学鑑定会社には，警察や保険会社から「偽装放

火」の疑いがある案件の調査依頼が，ここ数年増

え続けている。一体誰が，なぜ自宅に火をつける

のか？　全国の放火現場を取材し，その深刻な実

態と背景を追跡した。／社会番組部

「消えた家主を追え」
1.22／21:50～22:19

東京の都心で，家主が不在で放置されたままの

空き家が急増。不法投棄，火事の危険などで住民

の不安は募る。追跡チームが“消えた家主”の足

取りを辿ると，地縁・血縁という人のつながりが

希薄化した東京の現実が浮かび上がってきた。／

首都圏放送センター

「心臓がよみがえる～密着　世界初の再生医
療」

1.29／21:50～22:19
02.26／ 2:34～ 3:03

心筋梗塞患者の心臓を幹細胞で再生させる世界

初の臨床試験が行われた。歩くことも困難だった

患者が劇的に回復。海外では 1型の糖尿病患者が，

再生医療ですい臓の機能を回復させることに成功

している。再生医療の最前線を追った。／科学・

環境番組部，札幌局

「急成長！激安クーポンサイト」
2. 5／21:50～22:19

「クーポン共同購入サイト」と呼ばれる格安の

ネットビジネスが急成長している。日本では10年

春にビジネスが始まり，今や200近い業者のサイ

トが乱立。市場規模は50億円を超えたと言われる。

しかし，急激な成長に伴って「スカスカおせち」

の問題などトラブルも目立ち始めた。番組では，

サイト運営業者，店，利用者に密着，クーポンサ

イトの拡大の秘密を明らかにするとともに，トラ

ブル発生の背景を探った。／おはよう日本部，政

経・国際番組部，社会番組部

「増殖するヤミ金～飲み込まれる中小企業」
2.12／22:30～22:59

違法なヤミ金融が，零細企業の経営者をターゲ

ットに増加している。背景は10年 6 月に完全施行

された改正貸金業法。零細企業の資金繰りが悪化，

再 

再 

再 
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資金調達の需要が闇に向かっている。零細企業を

“食いもの”にするヤミ金の実態に迫った。／大

阪局

「情報流出の闇を追え」
2.26／21:55～22:24

大量の機密情報が一瞬で流出する新たな脅威

[メガリーク」。数十万人の会員リストが流出し

たり，日本の最先端技術が海外に大量流出してい

る実態が明らかに…。「メガリーク」はなぜ，ど

のようにして起きるのか，防ぐ手立てはあるのか，

追跡した。／社会番組部

「広がる“新しい心の病”～混乱する精神科医
療」

3. 5／22:10～22:39
今，睡眠薬や抗うつ薬など医師から処方される

向精神薬を大量に服薬して救急搬送される患者が

急増している。背景には薬の大量処方の実態と，

これまでの枠組みで捉えきれないうつ病の広がり

があるとされる。こうした“新しい心の病”は現

代型うつとも呼ばれ，診断が難しいうえ，薬が効

きにくいとされる。一体，精神科医療の現場で何

が起きているのか？　広がりを見せる“新しい心

の病”の知られざる実態とその対応に苦悩する医

療現場を徹底追跡。／文化・福祉番組部，経済・

社会情報番組部

「過熱する医師争奪戦」
※2011. 4. 7／23:10～23:33

04.10／17:30～17:59
今，「医師エージェント」と呼ばれるビジネス

が急成長している。職場を変わりたいと望む医師

たちを，病院などに紹介，およそ200社が激しい

競争を繰り広げている。 7 年前，「臨床研修制

度」が始まるなど医師の雇用を巡る枠組みが大き

く変わり，医師は自由に勤務先を選び，医療機関

も自ら医師を確保するようになった。「医師不

足」「都市部への偏在」が深刻化する中，医療現

場で何が起こっているのか追跡した。／経済・社

会情報番組部，さいたま局

「電子書籍革命の作家たち」
※2011. 5. 3／18:10～18:44

＊東北地方は05. 4／10:25～10:59
急速な“電子書籍革命”。人気作家の村上龍さ

んや瀬戸内寂聴さんは，小説に映像や音楽も加え，

文学表現まで変え始めた。しかし東日本大震災の

後，電子書籍は多くの被災者に向き合う新たなツ

ールとなっていく。震災前後の作家たちを追跡し

た。／科学・文化部，社会番組部

「謎の国際強盗団　ピンクパンサーを追え」
※2011. 5. 4／18:10～18:44

＊東北地方は05. 5／10:25～10:59
世界中でダイヤを奪うピンクパンサー。被害額

は350億円。東京・銀座の宝石店を襲った男の裁

判が11年 5 月末始まったが，組織の実態は今も謎

だ。独自入手の捜査資料から事件を徹底取材。ヨ

ーロッパに潜む元メンバーらに接触し，その実態

を追跡した。／社会部，政経・国際番組部

『鶴瓶の家族に乾杯』
G 月　20:00～20:43

金　10:45～11:28
BS2 月　18:15～18:58

第 1 回97.4.26／家族のすばらしさや絆の大切さ

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。どこにでもある町や村で，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。10年度は18か所を旅し，前・後編，番外編

( 1 本）を含め37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／福島県小

野町（ゲスト・志村けん），福岡県大川市（上野

樹里），広島県呉市上蒲刈島・下蒲刈島（小池栄

子），千葉県市原市（城島茂），島根県安来市（向

井理），茨城県潮来市（前川清），愛知県弥富市

(中村玉緒），神奈川県山北町（石坂浩二），山口

県萩市（コシノヒロコ），番外編（群馬県前橋

市・天童よしみ，福島県三春町・徳光和夫，奈良

県曽爾村），北海道余市町（上田正樹），富山県南

砺市（杉山愛），宮城県塩釜市（佐々木主浩），岐

阜県岐阜市（蛭子能收），北海道日高町（内山理

名），香川県観音寺市（川平慈英），宮崎県宮崎市

(佐渡裕），広島県尾道市（小宮悦子），大阪府岸

和田市（前川清）／このほかスペシャルとして，

ロシア・ウラジオストク（Mr．マリック）／エ

ンターテインメント番組部

『デジタルQ』
G 日　06:50～06:53

木　01:25～01:28
金　15:12～15:15

BS2 日　12:10～12:13
第 1 回08.4.6／デジタル放送に関する視聴者の

疑問を解決し，魅力を紹介する“デジタルジム”

が舞台の番組。デジタルコーチの鈴木奈穂子アナ

ウンサーと生徒役の瀬川瑛子さん，佐藤弘道さん

が，覚えて欲しいポイントを歌と体操を交えて，

印象的に伝えた。／出演：鈴木奈穂子アナ，瀬川
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瑛子，佐藤弘道／広報局制作部，NSC

『東京カワイイ★TV』
G 日　23:30～23:59

木 2:20～ 2:49
BS2 水　17:30～17:59

第 1 回08.4.3／海外からも熱い注目を集めるト

ーキョー発の「カワイイ」カルチャー最前線を紹

介する情報番組。メーク，デコ，スイーツ，制服

といった多彩なジャンルの最新トレンドを毎回紹

介した。さらには，中国最大規模のモデル・オー

ディションの舞台裏にも密着取材するなど，世界

規模スケールでの「カワイイ」を見つめた。／出

演：沢村一樹，BENI／制作局（番組委託・展開），

NEP

『ドキュメント20min．』
G 月 0:10～ 0:30
HV 木　17:40～18:00
BS2 火　11:30～11:50

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。10年度は，35本を制作。

[飛べ！オレたちのカメラ」「“鉄子”のひとり旅

＠北海道」「ブログにつづった口てい疫」など硬

軟織り交ぜたテーマで編成した。また，絵本の動

物が語り手になったり，ツイッターのつぶやきだ

けで構成したり，ドラマ風の演出を大胆に取り入

れたり，挑戦的かつ斬新な演出で，若い視聴者層

の開拓に貢献した。／大型企画開発センター，生

活・食料番組部，静岡局

『特ダネ投稿　DO画』
G 日　22:50～23:00

水 1:50～ 2:00
木　16:35～16:45

HV 水　19:50～20:00
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

再生・視聴されて人気を集めた動画などを紹介。

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

『トップランナー』
G 土　23:30～23:59
BS2 月　16:30～16:59

第 1 回97.4.4，最終回11.3.26／02年度は休止。

03.4.10～08.3.22（E）／音楽・アート・スポーツ

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，素顔，意外な

個人史などを引き出すトーク番組。10年 4 月から，

司会をクリエイティブ・ディレクター・箭内道彦

と，女優・田中麗奈が担当。ゲストには，作家の

川上未映子，スピードスケート選手の長島圭一郎，

俳優・松山ケンイチ，囲碁棋士の井山裕太，映画

監督の李相日など。／青少年・教育番組部

『土曜時代劇』
G 土　19:30～19:59
HV（先行放送） 土　18:00～18:29

3 年目を迎えた『土曜時代劇』は， 1話読み切

りを基本とする娯楽時代劇として時代劇ファンの

期待に応えた。「まっつぐ」の初回と「隠密八百

八町」の最終回を拡大版とし，見応えあるスペシ

ャル時代劇として視聴者の満足度を高めた。

「まっつぐ～鎌倉河岸捕物控」
第 1 回10.4.17，最終回10.8.14／江戸城に近く，

幕府開びゃく以来の町人が住む鎌倉河岸。界わい

の同じ長屋で育った 3人の若者と彼らのアイドル

が繰りひろげる青春グラフィティ。友情と恋，一

人前になるまでのさまざまな試練。成長を見守る

大人たちの温かく厳しい教え。貧しい者も豊かな

者も，互いに助け合い，温かく心を通わせながら

暮らす鎌倉河岸の清新な青春群像劇。（全13回）

／原作：佐伯泰英「鎌倉河岸捕物控」／脚本：尾

西兼一／音楽：長谷部徹／語り：竹中直人／出

演：橘慶太，中尾明慶，小柳友，柳生みゆ，南野

陽子，山田純大，山本學，竹中直人，松平健ほか

／ドラマ番組部，NEP

「桂ちづる診察日録」
第 1 回10.9.4，最終回10.12.25／若き女医・桂ち

づるの成長を描く，愛と涙の診療日誌。いわば女

版・赤ひげ。新米の蘭方医は牢
ろう

屋敷で女囚担当の

牢
ろう

医師を拝命し，罪を犯した女たちの半生にも関

わっていく。「身体と心を診る」は亡き父の教え

だった。（全14回）／原作：藤原緋沙子「藍染袴

お匙帖」シリーズより／脚本：前川洋一，國澤真

理子／音楽：加羽沢美濃／出演：市川由衣，高嶋

政伸，キムラ緑子，戸田恵子，遠藤憲一，陰山泰，

福田転球，金子貴俊，比留間由哲，遠野なぎこ，

江原真二郎，三宅裕司ほか／ドラマ番組部，NE

P

「隠密八百八町」
第 1 回11.1.8，最終回11.3.26／11.1.1放送『正月

時代劇～隠密秘帖』の連作。父・庄左衛門，母，

兄を亡くした事件から34年。次男・神谷又十郎は

馬庭念流の師範代を勤めながら深川に住む浪人と

なっていた。ある日，又十郎は唐沢伴内という武

士に会い，その主人・楽翁に引き合わされ，「そ

の腕を世直しのために使ってはくれまいか」と懇

再 

再 

再 



願される。一旦は断るが，老中水野忠成の悪政で

苦しむ人々を見て，仲間たちと「隠密組」を結成。

江戸八百八町を舞台に庶民を苦しめる巨悪と対じ

する。水野が狙う田沼意次の埋蔵金争奪戦も勃発

する中，図らずも又十郎は父の死の謎に迫ってい

く。実は，楽翁こそ，34年前の家族の死に因縁の

ある元老中・松平定信であった。（全 9 回）／

作：金子成人（ 1・ 2・ 7・ 8・最終回）・梶本

惠美（ 3 ・ 4 回）・横山一真（ 5 ・ 6回）／音

楽：小六禮次郎／出演：舘ひろし，釈由美子，池

田努，宝海大空，石倉三郎，仁科亜季子，足立梨

花，前田吟，平幹二朗，津川雅彦ほか／ドラマ番

組部，NEP

『土曜ドラマ』
G 土　21:00～21:53
HV（先行放送） 金　18:50～19:43

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。

「チェイス～国税査察官」
第 1回10.4.17，最終回10.5.22／6,000億円の資産

を巡る国税局査察部査察官・春馬草輔と天才脱税

コンサルタント・村雲修次の攻防を軸に，その裏

に隠された 2人の男の壮大な復しゅう劇と追跡を

描いた，社会派エンターテインメントドラマ。

(連続 6回）／作：坂元裕二／音楽：菊地成孔／

出演：江口洋介，ARATA，麻生久美子，斎藤工，

田中圭，木村多江，水野絵梨奈，町田マリー，益

岡徹，奥田瑛二，中村嘉葎雄ほか／ドラマ番組部

「鉄の骨」
第 1 回10.7.3，最終回10.7.31／談合が禁止され

た後，待っていたのはゼネコン同士の潰し合い，

サバイバルゲームだった。「生き残るためなら談

合という犯罪は許されるのか？」「会社が潰れて

も法を守るべきか？」まさに今，政治の世界や社

会で問われている問題の縮図が「談合」の是非で

ある。ドラマは，若き主人公の鐚藤を通して，現

代の日本の縮図として「談合」を描いた。若きゼ

ネコンマンが見た建設業界の厳しい現実。「空飛

ぶタイヤ」著者のリアルタイム企業小説を映像化。

(連続 5回）／作：池井戸潤／脚本：西岡琢也／

音楽：川井憲次／出演：小池徹平，豊原功補，カ

ンニング竹山，臼田あさ美，宅間孝行，矢島健一，

志賀廣太郎，菅原大吉，秋野太作，石田太郎，中

村敦夫，金田明夫，松田美由紀，笹野高史，北村

総一郎，陣内孝則／ドラマ番組部，名古屋局

「チャンス」
第 1 回10.8.28，最終回10.10.2／「行けえっ！」

沙矢子は叫んだ。有馬記念のクライマックスで自

分の馬「チャンス」は信じられない伸びを見せて

いる…。証券会社のキャリアウーマンだった藍田

沙矢子はサラブレッド「チャンス」と出合う事で

絶望のどん底からここまでやってきた。波乱に満

ちたチャンスとの日々，日本の金融界の支配を目

指す男との対決。金融と競馬， 2つの異なる世界

を舞台に，夢を諦めずに生きる人々を，美しく愛
いと

しいサラブレッドたちと共に描くヒューマンドラ

マ。（連続 6 回）／原作：小林慧／脚本：長川千

佳子／音楽：小林洋平／出演：藤原紀香，市川亀

治郎，大地康雄，堀部圭亮，宮下順子，瀬川亮，

浅野和之，加賀まりこ，宇津井健ほか／ドラマ番

組部，NEP

「TAROの塔」
第 1 回11.2.26，最終回11.4.2／伝説の芸術家・

岡本太郎の生誕100年にあたり，知られざる全貌

を初めて映像化。小説家である母・かの子と漫画

家である父・一平，そして秘書で後に養女となる

敏子という「岡本家」の破天荒な家族模様。太郎

が生涯を賭け創った「大阪万博」のシンボル“太

陽の塔”に込められたメッセージとは。（連続 4

回）／作：大森寿美男／音楽： 島邦明／主題歌

／美輪明宏／出演：松尾スズキ，常盤貴子，田辺

誠一，濱田岳，成宮寛貴，平田満，余貴美子，中

尾彬，小日向文世，西田敏行，寺島しのぶ，ほか

／ドラマ番組部，NEP

「チャレンジド～卒業」
G ※2011.5.14（前編）21:00～21:53

※2011.5.21（後編）21:00～21:53
HV（先行放送）11.3.25（前編）18:00～18:53

（後編）18:55～19:48
09年10月に放送した『土曜ドラマ～チャレンジ

ド』（全 5 回）の続編。全盲となった教師が復職

し困難を乗り越え，生徒や同僚の教師たちとの触

れ合いの中で成長していく物語。前シリーズの設

定から 1年後，中学 3年生の担任となった塙先生

と生徒たち。受験や卒業，進路をテーマにした新

たな物語を前・後編で制作。前編「熱血教師の挑

戦！」，後編「さよなら熱血教師」／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，朝加真

由美，田中実，川平慈英，西郷輝彦ほか／ドラマ

番組部，NEP，ケイファクトリー

『土曜スタジオパーク』
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
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Kの番組に出演するゲストとのトークのほか，N

HKの最新情報を紹介するコーナーなどで構成し

た。NHK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：小野文惠アナ（～2010年12月），小田切千

アナ（2011年 1 月～），ビビる大木，江戸むらさ

き／広報局制作部

『土曜スポーツタイム』
（前期）土　22:45～23:15
（後期）土　22:30～23:00

第 1 回07.4.7，最終回11.3.26／ 4 年目を迎え，

プロ野球のナイトゲームをはじめ，その日のスポ

ーツ情報を，より深く，分かりやすく伝えた。注

目の試合をクローズアップする「メインゲーム」

は，一橋キャスターが積極的に現場に出向き，独

自の視点で伝えた。また競技の裏に隠されたドラ

マや，選手を支える人々の思いなどにスポットを

当てた「アナザーストーリー」は，番組のもう一

つの“顔”として引き続き好評を得た。／キャス

ター：一橋忠之アナ／スポーツ部

『ドラクロワ』 新
G 月　22:55～23:24

水　15:15～15:44
土 0:45～ 1:14

BS2 月　17:00～17:29
第 1 回10.10.4／仕事，結婚，子育てなど悩みが

尽きない女性たちへの応援番組。実際にあった

[ドラマチックな苦労話」や今すぐ始められる

[幸せテクニック」，前向きに生きる支えとなる

[人生の応援歌」など，感動秘話や元気になるた

めのヒントを伝えた。／司会：森三中／経済・社

会情報番組部

『ドラマ10』 新
G 火　22:00～22:43ほか
HV 金　18:00～18:43ほか

第 1 回10.3.30／外部プロダクションへの直接委

託（本体・関連委託）などによるエンターテイン

メントドラマシリーズ。コンセプトは「40～50代

の女性を強く引きつけるドラマ」。

「八日目の蝉」
第 1 回10.3.30，最終回10.5.4／不実の愛に苦し

んだ女が，ふとしたことから相手の赤ちゃんを奪

って 3年半にわたる逃亡生活を送る。結局女は捕

まり 5歳間近となった赤ん坊は本当の両親の元に

戻される。それから15年後，「娘」は成人し，か

つての「母」を思い起こすために小豆島への旅に

出る。一方，出所した女は，小豆島を望む本州の

フェリーの乗り場にいた。ATP賞テレビグラン

プリ2010を受賞。（全 6 回）／原作：角田光代

[八日目の蝉」／脚本：浅野妙子／音楽：渡辺俊

幸／主題歌：城南海「童神」／出演：檀れい，北

乃きい，岸谷吾朗，津田寛治，岡田浩暉，板谷由

夏，藤田弓子，坂井真紀，左時枝，吉行和子，高

畑淳子，倍賞美津子ほか／ソフト開発センター，

テレパック

「離婚同居」
第 1回10.5.18，最終回10.6.15／売れない写真家，

小中大は浮気がバレて直子と離婚。ところが数日

後，直子は娘の百々を連れて家に戻ってきた。事

情があり，同居をしたいというのだ。奇妙な同居

生活が始まった。離婚後，次々と不幸が押し寄せ

てくる大とは対照的に，モデルとして人生の再ス

タートを切り，輝きを増していく直子。果たして

大は，直子の気持ちを取り戻すことができるのか。

(全 5 回）／原作：柏屋コッコ／脚本：牟田桂

子・田辺満／音楽：松本晃彦／出演：阿部サダ

ヲ，佐藤江梨子，北村燦來，東幹久，西田尚美，

小林涼子，大久保佳代子，尾見としのり，ほか／

ソフト開発センター，テレビマンユニオン

「天使のわけまえ」
第 1 回10.7.6，最終回10.8.3／とある公園。一人

の女がすべてを失い途方に暮れていた。残された

のはお手製のおはぎが詰まった重箱だけ。そんな

彼女の再生のきっかけは，「うまい！」という一

言だった…。ごはんを作ることを通して，生きる

自信や絆を取り戻していく女性の姿をおおらか

に，時にユーモラスに描き，見る人の心を温める

ドラマ。（全 5 回）／脚本：吉田紀子／音楽：和

田貴史／出演：観月ありさ，ともさかりえ，細川

茂樹，西原亜紀，佐藤祐基，野村周平，イッセー

尾形，大滝秀治ほか／ドラマ番組部，NEP

「10年先も君に恋して」
第 1 回10.8.31，最終回10.10.5／老舗出版社の女

性編集者・里花，自分との結婚を阻止するために

里花の前に突然タイムスリップして現れた未来の

夫・博，それに結婚前の恋人・博。ちょっと不思

議な三角関係をベースに，恋愛のときめきと苦み

と感動を描く，大人のためのロマンチック・ラブ

ストーリー。（全 6 回）／作：大森美香／音楽：

河野伸／出演：上戸彩，内野聖陽，劇団ひとり，

木南晴夏，染谷将太，林丹丹，中山祐一朗，渡辺

えり，渡辺いっけい，高島礼子，藤竜也ほか／ド

ラマ番組部，NEP

「セカンドバージン」
第 1 回10.10.12，最終回10.12.14／大石静オリジ

ナル脚本によるラブストーリー。40代の女性編集



者が妻ある男性と恋に落ち，泥沼の恋愛模様を展

開する。「もう一度恋をしたい」という女性の願

望を赤裸々に描いて多くの女性視聴者の共感を呼

び社会現象となった。（全10回）／作：大石静／

音楽：梅林茂／出演：鈴木京香，深田恭子，長谷

川博己，朝加真由美ほか／ドラマ番組部

「フェイク～京都美術事件絵巻」
第 1 回11.1.4，最終回11.2.8／ヒロインは，古今

東西の美術品の価値を知りつくした目利き，浦沢

右
ゆう

。贋
がん

作事件に巻き込まれ，パリから帰国してき

た右が，美術品に隠された真実から事件の真相を

見つけ出す！　テーマは，美と人間の裏と表。京

都を舞台に， 1回読み切りのミステリードラマ仕

立てで，真贋
がん

のはざまに生まれるさまざまな悲喜

劇を描いた。（全 6 回）／作：岩下悠子，松本美

弥子，武上純希，中村志保／音楽：服部隆之／出

演：財前直見，南野陽子，平岳大，佐野史郎，寺

田農，藤村志保ほか／ドラマ番組部，大阪局

「四十九日のレシピ」
第 1 回11.2.15，最終回11.3.8／母の乙美が亡く

なって 2 週間後，百合子は実家に戻ってきた。

父・良平を気遣っての里帰り…ではなく，離婚を

決意しての帰郷だった。ところがそこに井本と名

乗る二十歳の女の子と日系ブラジル人の青年ハル

ミが加わって，乙美の四十九日の法要までの，期

限付きでおかしな 4人の生活が始まる。大切な人

を亡くした家族が，生きることのつらさを乗り越

えて再生に向かうまでの日々を描く，温かな奇跡

の物語。（全 4 回）／原作：伊吹有喜「四十九日

のレシピ」／脚本：大島里美／音楽：田村洋／出

演：和久井映見，風吹ジュン，徳永えり，渡部豪

太，宅間孝行，野波麻帆，笛木優子，佐津川愛美，

吉行和子，水谷八重子，伊東四朗ほか／ドラマ番

組部，NEP

『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，最終回11.3.8／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探った。

／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

『日曜討論』
G・BS2・R1 日　09:00～10:00

第 1 回46.6.23／政権交代後の政権運営の混乱や

7 月の参議院選挙の与党敗北によって，不安定な

政局が続いた 1年だった。与野党幹部の討論では，

民主党がマニフェストで掲げた政策の是非や，沖

縄の米軍普天間基地の移設問題など，さまざまな

テーマが取り上げられた。また，参院選後は，菅

首相が訴える「TPP（環太平洋パートナーシッ

プ協定）」や「税・社会保障の一体改革」なども

主要なテーマとなった。東日本大震災後は，被災

地と政府代表を中継で結ぶなど，毎週，震災をテ

ーマとした討論を放送した。／キャスター：影山

日出夫・島田敏男・神志名泰裕解説委員／政経・

国際番組部

『日本の、これから』
原則土　随時

第 1 回05.4.2／視聴者を代表する市民約30人が

スタジオに集い，日本がいま抱えるさまざまな課

題について，「本音・予定調和なし」で突っ込ん

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。インターネットも

活用し，視聴者も参加して活発な議論を喚起した。

全局的なキャンペーンとの連動も行った。5 . 6

[草食系で何が悪い　若者と語るニッポンの未

来」，8.14「ともに語ろう日韓の未来」，10.30「ど

うする？無縁社会」（キャンペーン無縁社会と連

動），12.25「就職難をぶっとばせ！」，2.12「無縁

社会　働く世代の孤立を防げ」（キャンペーン無

縁社会と連動）の 5本を放送した。／大型企画開

発センター，Gメディア

『ニュースウオッチ9』
月～金　21:00～22:00

第 1 回06.4.3／「あすに、つながる。」をコンセ

プトに，国内外のNHKのネットワークを生かし

た機動的な取材に加え，視聴者が“納得”できる

プラスαの情報を伝える番組を目指した。“現場”

をより分かりやすく，より面白く，より深く切り

取るため， 3人のリポーターとともに展開するユ

ニクルーを駆使し，ニュースの本質に迫ることを

試みた。年度後半ではキャスターの持ち味を生か

した「大越健介の直球解説」がスタート，視覚的

工夫を凝らして会話を重視したスタジオ演出を徹

底させ，夜 9時台の新たな視聴者層に向けて放送

した。／キャスター：大越健介記者，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：高井正智・田代杏子・小澤康喬アナ／気
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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

『ニュース　深読み』 新
土 8:45～ 9:25

第 1 回11.1.15／生放送で，今，話題のニュース

の深層に迫る新番組。スタジオにNHK解説委員，

ベテラン記者，外部識者など，そのニュースを熟

知している専門家を複数招き，さまざまな角度か

ら「深読み」していくことで，ニュース原稿から

は見えなかった深い意味を明らかにする。メイン

キャスターは，ニュース番組は14年ぶりに担当す

る小野文惠アナウンサー。模型を使って専門家た

ちの持論を分かりやすくプレゼンテーションする

など，視聴者目線にこだわった演出で新しいタイ

プのニュース番組を目指した。東日本大震災後は

75分に枠を拡大し，震災をテーマに行った。／出

演：小野文惠・稲塚貴一・徳永圭一アナ／青少

年・教育番組部，経済・社会情報番組部，社会番

組部

『爆笑問題のニッポンの教養』
G 火　22:55～23:24

月　16:05～16:34
BS2 火　16:00～16:29

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。哲学者から科学者，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

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

『花咲ける青少年』
木　01:00～01:25

第 1 回09.4.5（BS2）／第 1 回10.4.1，最終回

11.3.3／樹なつみ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・花鹿の「夫探しゲー

ム」。しかし，その裏にはラギネイ王国を巡る王

位継承権争いが隠されていた。全39回。／アニメ

ーション制作：ぴえろ／ソフト開発センター，S

V，ぴえろ

『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／身近なトラブルを漫才で紹介し，

相談員がユーモアあふれる自説を展開するバラエ

ティー番組。法律問題に対する視聴者の関心がま

すます高まっている中，日常生活で誰もが遭遇す

るような暮らしの相談事を幅広く解決した。10年

度は放送時間を43分に拡大した新春スペシャルの

ほか，番組でおなじみの出演者が，“地デジ”の

疑問に答えていくミニ番組「地デジ笑百科」も放

送した。／出演：笑福亭仁鶴，上沼恵美子，辻本

茂雄，桂吉弥ほか／大阪局

『Bizスポ』 新
月～木　23:25～23:50

第 1 回10.3.29／働き盛り世代に送る，デイリー

経済＆スポーツ情報番組。経済ニュースを独自の

切り口でシャープに伝え，その時間動き始めるN

Yマーケットを，現地の専門家がいち早く分析し

た。最新のトレンドや，注目の企業の動きなどは，

特集で放送。“話のネタ”になる情報満載の新番

組を目指した。スポーツは，『ニュースウオッチ

9 』で試合終了まで伝えられなかったプロ野球の

結果もきっちりと放送。東日本大震災後は，視聴

者の経済影響に対する関心の高さに応えるため，

放送時間を延長して，柔軟な編成を行った。／キ

ャスター：堀潤アナ，飯田香織記者，與芝由三栄

アナ，倉見慶子／経済・社会情報番組部，経済部，

政経・国際番組部

『Bizスポ・ワイド』 新
金　22:55～23:50

第 1 回10.4.2，最終回11.3.25／週末の金曜は時

間を延長した『Bizスポ・ワイド』。企業経営者や

エコノミストなど第一線で活躍する経済人をゲス

トに，企業の戦略や経済の新たな動きに密着。日

本経済をどう良くするか，活発な議論でヒントを

探った。また，地方から芽吹く再生の取り組みや，

金曜トレンド情報「金トレ」を伝えた。／キャス

ター：野田稔，飯田香織記者，堀潤・與芝由三

栄・鹿沼健介アナ／経済・社会情報番組部，経済

部，政経・国際番組部

『日めくり万葉集』
水　15:45～15:50

第 1 回10.4.7／“日めくり”のごとく毎日万葉

集を一首ひもとくことで，古代の人々の心と営み

に触れるミニ番組。08年 1 月 7 日から 1 年間，H

Vで放送したシリーズからのセレクション（計36

本）。監修：藤原茂樹，坂本信幸／語り：檀ふみ

／テーマ曲：葉加瀬太郎／ソフト開発センター，

アジア・コンテンツ・センター

『百歳バンザイ！』
G 土　13:50～14:00

再 



日　14:20～14:30
第 1 回02.4.6，最終回11.4.2／百歳以上のお年寄

りの充実した日々を描き，多彩で深みのある人生

を紹介した。「行方不明高齢者」の問題が報じら

れた10年度，「元気づけられた」「ほっとする」と

いった反響が寄せられた。／広島局

『ふだん着の温泉』
G 土　11:20～11:30

月　16:40～16:50
BS2 火　15:50～16:00

第 1 回98.4.3，最終回11.3.31／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』
G 木　22:00～22:48

水　01:05～01:53
BS2 木　11:00～11:48

第 1 回09.10.1／街歩きの達人・タモリさんと共

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。路肩の石組みや地形の高低差

など，ふだん目にしているのに見落としているも

のと，鉄道施設や文化財の建物など，ふだんなか

なか見ることのできないもの…。この 2つの発見

を柱に，09年度シリーズのアンコール放送も織り

交ぜ，22本の第 2 シリーズを展開した。／築地，

丸の内，新宿・水道，日本の住宅，鷹狩り，横浜

港湾，羽田，池袋・巣鴨，江戸城外堀，江戸のゴ

ミ，東京タワー・芝，渋谷ほか／出演：タモリ，

久保田祐佳アナほか／ナレーション：戸田恵子／

エンターテインメント番組部

『プロフェッショナル　仕事の流儀』（後期）
G 月　22:00～22:48

水　00:15～01:03
BS2 月　11:00～11:48

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，斬新な仕事

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
だい

醐
ご

味を伝えた。／経済・

社会情報番組部

『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

訪ねながら聞いた。10年度は13本制作。／出演：

亀井郁夫（ロシア文学者），小林研一郎（指揮者），

瀬古利彦（元五輪マラソン選手），姜尚中（政治

学者），二葉百合子（歌手）など／アナウンス室

『ホリデーにっぽん』
祝日　18:10～18:44

各放送局が，全国的に旬の人物や話題の人物・

イベントを密着取材し制作した地域発ドキュメン

タリー。北海道の旭山動物園園長（4.29），名古

屋グランパスの田中マルクス闘莉王選手（12.23），

仙台のフィギュアスケーター・羽生結弦選手

(1.10），熱海で子育てをしながら活動を続ける

歌手のNOKKOさん（2.11）などを取材した。／

社会番組部，各地域局

『三つのたまご』
日　11:35～11:54

第 1 回07.4.8／NHKの予算・事業計画，「視聴

者視点によるNHK評価」といった経営情報から

放送，技術，営業，事業などが取り組むさまざま

な活動を紹介する番組。また，全国の地域放送局

が手がける，その土地ならではの番組やイベント

の取り組みを，地域の視聴者の受け止めも含めて

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

『MUSIC JAPAN』
日　18:10～18:39

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，若年層，さら

には家族でも楽しめる音楽番組。NHKホールで

の公開収録およびスタジオでの収録。10年度より，

日曜夕方の放送枠に移設した。／ナビゲーター：

関根麻里，Perfume，青井実アナ／ナレーショ

ン：水樹奈々／エンターテインメント番組部

『みんなでニホンGO！』 新
G 木　22:00～22:48

翌週木　01:30～02:18
BS2 翌週木　11:00～11:48

第 1 回10.4.1／気になる日本語を集めて徹底調

査・街頭実験すれば，あまたの常識が覆る目から

ウロコの連続。知れば知るほど知りたくなるニホ

再 

再 

再 
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ンゴの面白さを紹介した。／ソフト開発センター，

NED

『みんなのうた』
G 月～金　13:55～14:00

月～木　15:55～16:00
土　　05:45～05:50
日　　04:55～05:00

E 月～木　19:50～19:55
水・木　05:25～05:30
金　　19:55～20:00
土　　13:55～14:00

R2 月～土　08:35～08:40
月～土　16:25～16:30
月～金　23:30～23:35
土・日　22:55～23:00
日　　09:00～09:05

FM 随時

第 1 回61.4.3／子どもを中心に，家族そろって

楽しめるオリジナル曲の開発を目的とするミニ番

組。映像は，曲のイメージに合わせてアニメーシ

ョンや実写で構成。 2か月ごとに 2～ 3曲の新作

を発表したのに加え，過去の作品も再放送枠で紹

介した。／テキスト発行／青少年・教育番組部，

NEP

『みんなの体操』
G 月～金　09:55～10:00
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運動しにくいという高齢者や

体が不自由な方も，リラックスしながら萎縮しが

ちな全身の筋肉を伸ばし，血行促進を図ることが

できる。10年度は総合テレビの放送時間が09年度

より30分遅くなった。／体操指導：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　14:55～14:58

E 水　05:30～05:33
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，分かりやすい解説

付きで次の世代に伝える童謡番組。／曲名：「七

つの子」「おさるのかごや」ほか／音楽・伝統芸

能番組部

『名曲アルバム』
G 土　　05:40～05:45

E 火～木　14:55～15:00
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

映像と共に紹介した。クラシック曲のほか，日本

の民謡も 2曲放送。／音楽・伝統芸能番組部

『名将の采配』
G 月　22:55～23:24

土　00:45～01:14
翌週水　15:15～15:44

BS2 月　17:00～17:29
第 1 回09.6 .3／今も語り継がれる名将の戦い。

“名将”は，危機的な状況でどのように判断した

のか。 その背景には，どのような分析と経験が

あったのか。スタジオに戦地の地形を忠実に再現

したジオラマを置き，ゲストが名将に成り代わっ

てコマを動かし，戦術を推理する歴史バラエティ

ー。10年は 8 本制作（7.19～9.27）。／ソフト開発

センター，テレビマンユニオン

『もうすぐ9時　プレマップ』
月～木　20:43～20:45

第 1 回08.3.31／当日夜に放送する総合・教育の

番組を中心に見どころを紹介するほか，キャンペ

ーンや経営関連情報など，NHKについて理解促

進をはかる 2分の広報番組。／司会：上條倫子ア

ナ／広報局制作部，NSC

『目撃！日本列島』 新
G 土　11:30～11:53
BS2 水　11:25～11:48

第 1 回10.4.3／各放送局が，地域の課題や奮闘

する人々を密着取材し制作した珠玉の地域発ドキ

ュメンタリー。これまでに，瀬戸内海の離島に赴

任した研修医を通して地域医療の課題を描いた

り，末期がん患者が自宅で最期を迎える鳥取での

取り組みを伝えてきた。／社会番組部，各地域局

『洋楽倶楽部80’s』 新
金　00:15～00:44
火　02:20～02:49

第 1 回10.10.1／最終回10.12.24／「アラフォ

ー」世代やその前後の世代～80年代に青春時代を

過ごした視聴者に向けて，洋楽ポップス・ロック

を映像と共に紹介。ミュージック・ビデオ全盛の

80年代音楽シーンについてのトークと共に甘酸っ

ぱい青春時代を振り返り，洋楽が流れるロックバ

ーでのひと時をほうふつさせるような番組。／司

会：高嶋政宏／ゲスト：ジョン・カビラ，シャー

リー富岡，伊藤政則，クリス・ペプラー，高樹千

佳子／エンターテインメント番組部，NEP

再 

再 

再 



『歴史秘話ヒストリア』
G 水　22:00～22:43

水　16:05～16:48
金　02:00～02:43

BS2 水　08:15～08:58
第 1 回09.4.1／ 2 年目を迎え，歴史に秘められ

た意外な物語を分かりやすく描き，知られざる歴

史の面白さを紹介。「歴史は難しくて重苦しい」，

そんなイメージを覆し，これまで見過ごされがち

だったユニークな人間ドラマと感動秘話の数々，

平城遷都1300年関連から現代史まで，多彩なテー

マを取り上げた。／出演：渡邊あゆみアナ／音

楽：梶浦由記／大阪局，NPN

『連続テレビ小説』
G 月～土　08:00～08:15

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

第82作となる今作から放送時間が繰り上がり，

総合では朝 8時からとなった。昭和の時代を背景

に，少し大人のヒロインを主人公に，落ち着きの

あるドラマとなった。

「ゲゲゲの女房」（前期） 新
第 1 回10.3.29，最終回10.9.25／島根県安来に生

まれ育ったヒロイン・布美枝は当時の女性にして

は長身で，そのコンプレックスに生来の引っ込み

思案な性格も加わって，なかなか良縁に恵まれず

家の仕事を手伝う暮らしを送っていた。ある日，

布美枝の元に東京の貸本漫画家・村井茂との見合

い話が舞い込む。彼は戦争で片腕を失っていた。

2 人は見合いから僅か 5 日で挙式，東京へと旅立

つ。しかし，布美枝を待っていたのは想像もしな

かった貧乏暮らしだった。激動の昭和年間を背景

に，貧しさの中にあっても，お互いを信じ，心の

豊かさと周囲の人たちとの絆を大切に生きた主人

公夫婦の長い年月を，爽やかな感動と共に描いた。

(連続156回）／原案：武良布枝／脚本：山本む

つみ／音楽：窪田ミナ／主題歌：いきものがかり

[ありがとう」／出演：松下奈緒，向井理，大杉

漣，古手川祐子，風間杜夫，竹下景子，松坂慶子，

村上弘明，有森也実，足立梨花，桂亜沙美，南明

奈，杉浦太陽，星野源，大倉孝二，平岩紙，鈴木

裕樹，菊池和澄，眞島秀和，斎藤工，窪田正孝，

柄本佑，風間トオル，荒井萌，野際陽子（語り）

ほか／ドラマ番組部

「てっぱん」（後期） 新
第 1 回10.9.27，最終回11.4.2 ※東日本大震災

のため番組休止期間あり／広島県尾道の高校で吹

奏楽部員としてトランペットに熱中するヒロイ

ン・村上あかり，17歳。ある日，あかりは海にト

ランペットを投げ捨てようとする女性と出会う。

そして彼女が実の祖母・初音であり，また自分が

村上家の養女であることを知る。あかりは悩みな

がらも，初音の住む大阪へ乗り込み，やがて初音

と一緒にお好み焼き屋を営むことになるが…。何

事にも真っ直ぐな孫と，過去を断ち切れずにいた

祖母との丁々発止のやりとりを軸に，育ての家族

や初音が営む下宿人たちとの関係を深め，新しい

家族の形・絆を築いていく様を描いたホームドラ

マ。「家族とは何か」を問う物語だが，運命にた

だ翻弄されるのではなく，明るくひたむきに困難

に挑むヒロインを描き，笑いと爽やかな涙を誘っ

た。（連続151回）／作：寺田敏雄・今井雅子・関

えり香／音楽：葉加瀬太郎・啼鵬／語り：中村玉

緒／出演：瀧本美織，安田成美，遠藤憲一，柳沢

慎吾，尾美としのり，京野ことみ，長田成哉，遠

藤要，森田直幸，朝倉あき，柏原収史，神戸浩，

松尾諭，前田航基，趙 和，松田悟志，川中美

幸，ともさかりえ，赤井英和，竜雷太，富司純子

ほか／大阪局

『笑いがいちばん』
日　13:05～13:34

第 1 回94.4.10，最終回11.4.3／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，トークやお笑い芸人のぴろ

きを交えたミニコーナーで多彩に構成した。／出

演：桂米丸，三遊亭圓歌，三遊亭円楽，春風亭小

朝，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，宮川大助・花子，

大木こだま・ひびき，アンジャッシュ，東京03，

ナイツほか／司会：林家正蔵，杉崎美香／エンタ

ーテインメント番組部，NEP

『ワンダー×ワンダー』
土　20:00～20:44
火　01:05～01:49

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。

再 
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5.29「京都！天下無双の別荘群」，7.31「ポロロッ

カ アマゾンの大激流」，9.11「ワシとタカ 美しき

ハンター」，11.13「アリューシャンマジック」，

1 . 8「完全密着！ロケット打ち上げの舞台裏」，

1.22「北京パリ 大陸横断レース」など28本を放

送。／司会：山口智充，神田愛花アナ／大型企画

開発センター

「春スペシャル」
4. 3／21:15～21:59
04.20／ 1:30～ 2:14

未公開映像満載，あのワンダーな人がスタジオ

に登場。驚きの撮影の舞台裏も特別公開，こんな

秘密兵器が！　さらに，ロケが終わったばかりの

最新ワンダー映像も先行大公開。

「大氷壁に挑む～谷川岳・一ノ倉沢」
4.10／21:15～21:59
04.24／16:15～16:59

「魔の山」と呼ばれ，世界トップクラスの登山

家からも恐れられる厳冬の谷川岳。1,000メート

ルの氷の断崖に挑むクライマーに，巨大な雪崩が

次々と襲いかかった。／大型企画開発センター，

NEP

「極北1600km 犬ぞりレース」
5. 1／20:00～20:44
05.11／01:05～01:49

アラスカの大雪原を14頭の犬と共に10日間かけ

て走り抜く「犬ぞりレース」。過酷な自然，犬と

の友情，しれつな駆け引き。オーロラの大地に奇

跡のドラマが待っていた。

「マヤ文明　謎の水中洞窟
くつ

」
5. 8／20:00～20:44
05.18／01:05～01:49

メキシコ・ユカタン半島。ジャングルに点在す

る青い泉「セノーテ」。それは巨大な水中洞窟の

入り口。不思議な現象や古代マヤ文明の遺跡を探

る水中探検にカメラが迫った。

「水七変化！奇跡の絶景」
05.22／20:00～20:44
05.25／01:05～01:49

巨大な氷の怪物，蔵王の「樹氷」。霧が竜のよ

うに川を駆け下る愛媛の「動く霧」。世界最大級，

ニュージーランドの「間欠泉」。水の大変身が作

り出す奇跡の絶景を紹介。／科学・環境番組部

「京都！天下無双の別荘群」
05.29／20:00～20:44
07. 6／01:30～02:14
11. 2／01:05～01:49

京都・東山にある知られざる別天地。明治・大

正期に政財界の大物が財力と美意識を注ぎ込んで

造営した別荘群を，初めて本格的に撮影した。時

空を超える極上の美を堪能。／大型企画開発セン

ター，NED

「めざせ！駅弁日本一～旅情編」
06.19／20:00～20:44

全国から200種類を超える駅弁が一堂に会する

新宿・京王百貨店の駅弁大会。夏の行楽シーズン

を前に，季節感たっぷりの映像を加え「旅情編」

として届けた。／経済・社会情報番組部

「ナイジェリア　世紀の魚捕り大会」
06.26／20:00～20:44
07.14／01:05～01:49

ナイジェリアで年に 1度開かれる大・魚捕り大

会。一番重い魚を捕れば新車がもらえる。腕自慢

の漁師 1 万人が200キロを超える大物を狙う。優

勝候補たちの日々に密着した。

「アルプス　世界最大の村芝居」
07. 3／20:00～20:44
07.20／01:05～01:49

ロマンチック街道にほど近い南ドイツ・オーバ

ーアマガウ村。ここに10年に一度，世界中から50

万人が押し寄せる。村人3,000人が参加する世界

最大の村芝居，感動の舞台が開幕した。／大型企

画開発センター，NEP

「香りと味の名探偵」
07.17／20:00～20:44
07.27／01:10～01:54

ワインのスペシャリスト世界一を決める「世界

ソムリエコンクール」。驚きの嗅覚でワインの産

地や製造年を探り当てる白熱のドラマ。

「スペシャル～ほぼ完全公開！東京スカイツリ
ー」

07.24／19:30～20:43
09. 5／00:50～02:04

地上デジタル放送への移行 1年前，地デジの象

徴「東京スカイツリー」（高さ634メートル）を徹

底解剖。東京タワー（333メートル）の倍近い高

さになるにもかかわらず，足元は僅か 4分の 1の

面積しかない。巨大な本体を支える驚きの設計と

丸い鉄骨の秘密とは？！　さらに，雷が横から飛

んでくるという未経験の高所作業。風の強さ，揺

れ，温度や湿度，工事にどれくらい影響があるの

かデータは全くなかった。いかに安全に，計画通

りに工事を進めるか。そこには最新の技術と人知

を結集させたワンダーな世界があった。／司会：

山口智充，神田愛花アナ／生活・食料番組部，N

EP
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「ポロロッカ　アマゾンの大激流」
07.31／20:00～20:44
08.31／01:05～01:49

アマゾン川が大逆流する驚異の潮津波・ポロロ

ッカ。4メートルを超える高波は木々をなぎ倒し，

村を飲み込む。この波にサーフィンの日本チャン

ピオンが挑む冒険の一部始終を追った。

「巨大竜巻を追え！」
09. 4／20:00～20:44
09. 7／01:05～01:49

風速80メートル。すさまじい破壊力で年間60人

の犠牲を出す米国の竜巻。その謎を解明し，発生

を予測しようと結成された史上最大規模の調査

団。巨大竜巻を追う 3万キロの旅に密着した。

「ワシとタカ　美しきハンター」
09.11／20:00～20:44
09.14／01:05～01:49

狩りのスペシャリスト・ワシとタカ。NHK秘

蔵のアーカイブ映像に加え，ハイスピードカメラ

や鳥に小型カメラを装着して特殊撮影を行い，迫

力の狩の技を浮き彫りにした。／大型企画開発セ

ンター，NEP

「マジカルミステリー工場ツアー」
09.18／20:00～20:44
09.22／01:10～01:54

船やバスで工場を巡るツアーが大人気だ。巨大

さと機能美，海外でも高い評価の日本の工場景観

を最新技術で映像化した。美しさの裏に隠された

モノ作りに生きる人々のドラマも発掘。

「イギリス庭物語」
09.25／20:00～20:44
10. 5／01:05～01:49

ガーデニング王国イギリスの究極の庭ガイド

[イエローブック」。美しい田園風景の中に広が

る華麗な庭の数々を旅する。家庭でも真似できる

裏技も紹介した。

「空飛ぶ人間」
010. 2／20:00～20:44
10.12／01:10～01:54

人が空を飛ぶ！　人類永遠の夢が現実になろう

としている。高さ1,000メートルの崖の上から。

飛行機と並んで時速300キロで。SF映画顔負け，

驚きの映像満載でお送りした。

「銀閣　幻の“月の御殿”」
010. 9／20:00～20:44
11. 3／11:00～11:44
12.23／15:05～15:49

京都で人気の銀閣寺。わびさびのお堂が，実は

白く輝く「白亜の銀閣」だった！？　さらに秋の

夜長，月を見るための驚きの仕掛けが。悲劇の将

軍の人生にも迫る歴史ロマン！／大型企画開発セ

ンター，NED

「体感！岸和田だんじり祭」
011. 6／20:00～20:44
11.30／01:15～01:59

日本一勇壮な祭りと言われ，豪快で迫力ある地

車（だんじり）目当てに，毎年50万人以上の見物

客が押し寄せる「岸和田だんじり祭」。これまで

見たことのない映像でその神髄に迫った。／大阪

局

「アリューシャンマジック」
011.13／20:00～20:44
12. 7／01:05～01:49

日本から5,000キロ離れたアリューシャン列島

の海で，夏のある日，1,000万羽の鳥と500頭もの

クジラが大集結。アリューシャンマジックと呼ば

れる自然現象を追った。／科学・環境番組部，N

EP

「めざせ日本一！B級ご当地グルメ」
011.20／21:15～21:49
12.14／01:05～01:49

うまい！安い！珍しい！全国の味自慢が勢ぞろ

いする“B級ご当地グルメ”の全国大会。激しい

戦いが繰り広げられた舞台裏には，知られざる感

動のドラマもあった。／経済・社会情報番組部

「ブラジル　南米最大の里帰り」
12.18／20:00～20:44
12.21／01:05～01:49

真夏にクリスマスを迎えるブラジルの南米最大

のバスターミナルでは，60万人が一斉に故郷を目

指す。さまざまな人生模様が繰り広げられる里帰

りに密着した。／大型企画開発センター，NEP

「完全密着！ロケット打ち上げの舞台裏」
01.08／20:00～20:44
01.11／01:05～01:49

宇宙に飛び立つ大型ロケット。組み立てから打

ち上げまで，現場に初めてテレビカメラが入った。

そこは驚きに満ちたワンダーな世界。夢とロマン

のロケット打ち上げの舞台裏。／鹿児島局

「男と女　情熱のタンゴ」
01.15／20:00～20:44
01.18／01:05～01:49

愛しては裏切られ，じらしたかと思えば誘惑し

…。ダンスに凝縮された男と女の物語，それがア

ルゼンチンタンゴ。世界選手権を密着取材，絡み

合う男と女，情熱の世界を見た。
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「北京パリ　大陸横断レース」
01.22／20:00～20:44
01.25／01:05～01:49

100年近くも前のクラッシックカーで北京から

パリまで大陸を横断。全長 1 万4,000キロ，37日

間の大冒険。刻々と移り変わる絶景の中，ドライ

バーたちは愛車と共に，未知の大地を駆け抜けた。

「謎の宝石　ホープダイヤモンド」
01.29／20:00～20:44
02. 8／01:15～01:59

世界最大の青ダイヤ・ホープダイヤモンド。マ

リー・アントワネットも愛したというこのダイヤ

は呪いの伝説や数多くの謎に包まれてきた。青い

ダイヤの壮大な物語を紐
ひも

解いた。／科学・環境番

組部

「見えない雷 2万分の1秒の世界」
02. 5／20:00～20:44

オーストラリアのダーウィンは世界有数の雷多

発地帯。雨季になるとすさまじい数の雷が落ちる。

研究者と協力し，稲妻が光る前の，肉眼では見え

ない雷の映像化に挑んだ。／

「世界記憶力選手権 in チャイナ」
02.12／20:00～20:44
03. 1／02:02～02:46

数字や人の名前など記憶力の世界一を決める大

会。脳の限界をやすやすと突破する「驚異の記憶

力」の秘密とは？　記憶の世界でも欧米をしのぐ

勢いの「中国の底力」も見もの。

「アルプス　熱気球オヤジ」
02.19／20:00～20:44
03. 8／01:05～01:49

アルプスで開かれた国際熱気球大会。世界から

80機の気球が集まった。60歳を超える元気なオヤ

ジたちが，男のロマンをかけ“優雅な天空の戦い”

を繰り広げた。

『国会中継』
G・BS2・R1／随時

国会中継は224時間の放送を行った。第174通常

国会（10年 1 月18日～ 6月16日）では，党首討論

や菅総理大臣就任を受けての「所信表明演説」と，

これに対する「代表質問」を中継した。第175臨

時国会（ 7月30日～ 8月 6日）では，衆参両院の

予算委員会の質疑を中継した。会期終了後，尖閣

諸島の日本の領海内で中国漁船による衝突事件が

発生したことから，衆議院予算委員会で閉会中審

査が行われた（ 9 月30日）ため，中継した。第

176臨時国会（10月 1 日～12月 3 日）では，10年

度補正予算案に対する「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

質疑や集中審議などを中継した。第177通常国会

(11年 1 月24日～）では，施政方針演説などの

[政府四演説」とこれに対する「代表質問」や11

年度予算案に対する衆参両院の予算委員会の質疑

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

総理記者会見の中継は，国内外合わせて14回。

そのうち，鳩山総理大臣によるものが 1回（米軍

普天間基地移設問題に関する政府方針決定を受け

ての会見），菅総理大臣によるものが13回（総理

大臣就任と新内閣発足を受けての会見，通常国会

閉会を受けての会見，サミットに出席した後のト

ロントでの会見〈時差再生〉，内閣改造を受けて

の会見，訪米を受けての会見，ASEANに出席し

た後のベトナムでの会見，横浜で行われたAPEC

の議長としての会見，原発問題を巡って緊急来日

したフランスのサルコジ大統領との共同会見な

ど）だった。／政経・国際番組部

『デジタルテレビライフがやってきた！』
毎月随時放送

第 1 回10.4.18／デジタル化されると街や暮らし

はどう変わるのか？　メリットはあるのか？　デ

ジタル化に関連するさまざまな現場を取材して視

聴者の関心や疑問に答えた。／司会：村上由利子

アナ，渡辺いっけい／広報局制作部，NSC

『古代史ドラマスペシャル～大仏開
かい

眼
げん

』
（前編）04. 3／19:30～20:59
（後編）04.10／19:30～20:59
（前編）10.09／16:31～18:00
（後編）10.10／16:30～17:59

平城京遷都1300年に当たる2010年，大阪局では

[聖徳太子」「大化改新」に続く古代史ドラマ第

3 弾「大仏開眼」を制作した。「日本」という国

家の形が出来上がりつつあった 8 世紀の日本。

人々はどのような国を作り，また，何のために巨

大な盧舎那仏を作ろうとしていたのか。唐から帰

国して理想の国づくりに向かって思い，悩み，そ

して突き進んだ天才・吉備真備，大仏造立を命じ

た父・聖武帝の背中を見つめ続けてきた阿倍内親

王（後の孝謙天皇），そして 2 人の最大のライバ

ルとして権勢を競い合った藤原仲麻呂の 3人を軸

に，そこに生きた人々が繰り広げた愛と憎しみ，

野望と挫折の人間模様をダイナミックに描き，日

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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本人とは何かを問いかけた。／作：池端俊策／音

楽：千住明／出演：吉岡秀隆，石原さとみ，高橋

克典，市川亀治郎，内山理名，山中聡，南圭介，

中山麻聖，草刈正雄，江波杏子，笈田ヨシ，浅野

温子，國村隼ほか／大阪局

『にっぽんの歌　ふるさとの歌コンサート』
G 04.11／15:00～15:59
BS2 04.30／21:00～21:59

「日本農業賞」関連イベントとして開催された

コンサート。「ふるさと」「家族」「自然・環境」

などをテーマに，名曲の数々をフルオーケストラ

の演奏で披露した。NHKホールにて収録。／司

会：小田切千・神田愛花アナ／出演：氷川きよ

し，西田ひかる，鮫島有美子，新妻聖子，ダ・カ

ーポ，橋幸夫ほか／エンターテインメント番組部，

NEP

『今夜も生でさだまさし』
「しょうゆう訳で今度は千葉です」

4.25／00:25～02:00
「甲府でコーフン幸福気分」

5.30／00:00～01:35
「北の国から 2 0 1 0 旭川」

8.01／00:00～01:35
「浪花さだしぐれ・夏の陣」

8.29／00:00～01:35
「火の国熊本さだ馬刺し」

10.03／00:00～01:35
「南国土佐をさだにして」

10.31／00:00～01:35
「出雲だヨ！神在月だヨ！全員集合」

11.28／00:00～01:35
「 2 0 1 1 新春生放送！年の初めはさだまさし」

1.01／00:40～02:45
「当たり前田の加賀まさし」

1.30／00:00～01:35
「美濃でも鵜飼いな仲間たち」

2.27／00:05～01:40
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，放送

回数を徐々に拡大し，現在は月 1回のペースで放

送。10年度は，全国各局の放送局を中心に，金沢

のしいのき迎賓館や岐阜の長良川国際会議場など

からも放送した。／出演：さだまさし／制作局

(番組委託・展開），NEP

『Nコン2010スペシャル～合唱のちから』
04.29／08:20～08:59
05.05／16:05～16:44

NHK全国学校音楽コンクールでは，2004年度

の第71回以来，J-POPのアーティストに課題曲を

委嘱し，生まれた課題曲はいずれも合唱の定番と

して広く歌い継がれている。アーティストたちと

合唱団の共演やドキュメントを中心に，学校音楽

コンクールが発信する合唱のちからを伝えた。／

青少年・教育番組部

『NHKアーカイブス特集～みんな豊かになりた
かった～1960年代の日本』

04.29／13:05～14:25
この50年間の日本。「きっと豊かになれる」と

信じて誰もが懸命に生きていた。その時代を映す

ドキュメンタリーの映像を手がかりに，あのころ

手にしようとしていた大切な夢を見つめ直した。

萩本欽一さん，山田邦子さん，脚本家の市川森一

さんが，昭和の雰囲気漂うセットの中で，懸命に

働いた半世紀の記憶，家族の記憶を存分に語った。

／ライツ・アーカイブスセンター

『連続テレビ小説～ウェルかめ総集編スペシャ
ル』

（前編）05.13／08:20～09:48
（後編）05.14／08:20～09:48

夢，家族，仕事，友情，そして恋…。大海原を

回遊しながら生まれ故郷の浜を目指すウミガメの

ように，さまざまな人との出会いの中で成長する

ヒロインを描いた『連続テレビ小説～ウェルか

め』の総集編。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の小さな出版社に入った波

美は，個性的なメンバーに囲まれ雑誌作りの面白

さに目覚めていく。ヒロイン・倉科カナと幼なじ

み役の武田航平がドラマの舞台となった美波町を

訪問，町の人々の夢を紹介した。／前編「あの子

の夢」，後編「夢のかたち」（全 2回）／作：相良

敦子／音楽：吉川慶／主題歌：aiko「あの子の

夢」／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，松尾れい子，未知や

すえ，正名僕蔵，大東俊介，岩佐真悠子，武田航

平，田中こなつ，レオナルド・ベヌッチ，江良潤，

あがた森魚，長塚圭史，チャーリー浜，国広富之，

石野真子，益岡徹，星野知子，芦屋小雁，室井滋

／語り：桂三枝／ドラマ番組部

『憲法記念日特集～“政治主導”を問う』
05.13／10:05～11:29

「政治主導」を掲げて，民主党の鳩山政権が発

足してから 7か月。普天間基地の移設問題や予算再 
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編成などを巡って，総理大臣の指導力が問われ，

また，「政府・与党一元化」の理念についても，

有効に機能していないのではないかという懸念の

声が広がった。鳩山政権のここまでの政権運営を

どう見るのか。本当に求められている「政治主

導」とは何なのか。政府や与党の代表と有識者を

交えて討論した。／出演：行政刷新担当大臣・枝

野幸男，民主党副幹事長・細野豪志，地方自治研

究機構会長・石原信雄，政策研究大学院大学副学

長・大田弘子，北海道大学教授・山口二郎／司

会：影山日出夫解説委員／政経・国際番組部

『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』

05.13／14:00～14:50
障害のある人とない人が共にオーケストラの一

員として演じるというコンサートを実現させた，

世界的指揮者・小林研一郎さんとその仲間たちの

挑戦をドキュメント。／文化・福祉番組部，音

楽・伝統芸能番組部

『子は島の宝～ 3男 5 女の大家族　鹿児島県下
甑島』

05.13／19:30～20:43
07.24／15:05～16:18

夫の故郷の島に都会から移り住んだ夫婦と 3男

5 女の大家族。子の数が減る地区で近隣の人たち

と深く関わり育つ子ら。店の手伝い，山菜採り，

まきくべ。鹿児島県下甑
しもこしき

島の大自然で生きる家族

を追った。／ソフト開発センター，NEP，㈲植

木商店

『歌謡チャリティーコンサート』
05.04／19:30～20:43
11.23／19:32～20:45

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15日に金沢市・本

多の森ホール，秋は10月29日に福岡市・アクロス

福岡で開催した。それぞれの収益金で「高齢者の

ための車椅子付き介護浴槽」「障害者用スポーツ

器具」を開催地の関連施設に寄贈した。（石川）

／出演：秋川雅史，五輪真弓，加山雄三，坂本冬

美，顴永英明，平原綾香，ビリー・バンバン，布

施明／演奏：オーケストラ・アンサンブル金沢／

指揮：藤野浩一／司会：西村由紀江，徳田章アナ，

(福岡）／出演：五木ひろし，植村花菜，クミコ，

香西かおり，ささきいさお，神野美伽，鈴木綜馬，

TUBE，新妻聖子，野口五郎，藤あや子，布施明，

吉幾三／演奏：九州交響楽団／指揮：藤野浩一／

司会：真矢みき，小田切千アナ／エンターテイン

メント番組部

『検索deゴー！　とっておき世界遺産』
05.05，10.08／19:30～20:43

10.09／10:05～11:18（10.8放送分）
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。「発見」「黄金」「料理」

[芸術」「ロマンス」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

った。／司会：南原清隆，首藤奈知子・鎌倉千秋

アナ／ゲスト：浅井愼平，なかにし礼，森公美子，

SHELLY，原沙知絵，金子貴俊，パンツェッ

タ・ジローラモ／文化・福祉番組部，NEP

『ヒューマンドキュメンタリー～大竹しのぶ
50歳からの私

わたし

』
5.05／22:00～23:43
05.15／01:40～02:23

舞台，映画，テレビ，CMなど多彩なジャンル

で活躍し，今，最も輝く50代女性の一人である大

竹しのぶ。その凄
すご

みのある演技力と女優魂に肉薄

するとともに，自然体で生きる素顔と魅力をたっ

ぷりと伝えた。／語り：藤井千夏／ソフト開発セ

ンター，衛星放送センター，NEP，スローハン

ド

『欽ちゃんのワースト脱出大作戦』
05.07，08.20，01.07／19:30～20:43

10年までの定時番組『難問解決！ご近所の底

力』で高い評価を得た「テレビの力で，地域の問

題の解決を図る」というコンセプトを受け継ぎ，

さらなる視聴者層の拡大を目指す新たな「地域応

援番組」。萩本欽一さんを司会に，婚姻率ワース

トワンの秋田県の青年たちや観客動員ワーストワ

ンに悩むJリーガーたちが，番組を仲立ちとして

専門家や全国のボランティアとプロジェクトを結

成，汚名返上に挑む。その姿を長期間密着取材，

そこに生まれる人間ドラマを年 3回にわたって放

送した。／出演：萩本欽一，永井伸一アナ，杏ほ

か／生活・食料番組部，名古屋局，秋田局，徳島

局

『ヒューマンドキュメンタリー～卒業、しかし…
高校生　就職難の中で』

05.08／22:00～22:43
札幌の高校の進路相談室を舞台に，未曽有の不

況の中，就職に向け苦闘しながらも，チャンスを

信じ，前に進み続けようとする高校生たちの姿を

描いた，ヒューマンドキュメント。／文化・福祉

番組部

再 

再 

再 



『東方神起リクエストSPECIAL』
06.09／01:52～03:05

東方神起がこれまでNHKに出演した全31シー

ンを，リクエストを基にカウントダウン形式でお

送りしたスペシャル番組。／エンターテインメン

ト番組部

『第30回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川
大会』

06.13／14:00～14:50
岐阜県関市の長良川河畔で行われ，およそ17万

人が訪れた「第30回全国豊かな海づくり大会～ぎ

ふ長良川大会」のもようを収録。大会テーマは，

[清流が　つなぐ未来の　海づくり」。天皇・皇

后両陛下による稚魚の放流や，県民による清流を

イメージした舞踏など，行事の様子をダイジェス

トで放送した。／岐阜局

『第23回　日本民謡フェスティバル2010』
G 06.20／15:05～16:29
BS2 07.03／14:00～16:30
FM 09.23／16:00～18:30

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：菊地恵子（民謡歌手），稲塚貴一ア

ナ／音楽・伝統芸能番組部

『ディープ　ピープル』
07.17，24，31，10.02，09，16，02.19，26

／23:30～23:59  
2.11／22:00～22:48 多数

同じジャンルを極めた 3 人のカリスマたちが，

評論家では語りえない“本物のディープな世界”

を，司会なし台本なしで語り合う，新しいスタイ

ルのトーク番組。09年のパイロット版の好評を受

け，10年度は準レギュラー番組として， 9本を放

送した。テーマは「柔道金メダリスト」から「宝

塚トップスター」「寿司職人」まで多岐にわたっ

た。また，11年度の定時化が決まった 2 月には，

そのパイロット版として48分に拡大した「フォー

クボール」を放送。新年度に向け，新たに進化し

た番組スタイルを打ち出した。／出演：関根勤，

安部みちこアナほか／青少年・教育番組部ほか

『勝利のピラミッドを築け～決定！ロボコン日本
代表』

07.19／13:05～14:04
11.01／00:50～01:49

未来のものづくりを担う理工系の大学生が工夫

を凝らしてロボットを手作りし，ABUロボコン

日本代表を目指して競う大学ロボコン。今回の競

技課題は「ピラミッドを築く」こと。番組では各

大学のリーダーに注目。大会 3連覇の重圧に押し

潰されそうになりながら悪戦苦闘する伝統校のリ

ーダー。60人ものエリート部員を束ね，リベンジ

を期す最高学府のリーダー。時には仲間とぶつか

り励まし合いながらロボット作りに青春をかけた

学生たちの汗と涙の奮闘を伝えた。／大会司会：

山田賢治・松村正代アナ／出演：清水圭，神田愛

花アナほか／実況：廣田直敬アナ／ナレーショ

ン：服部伴蔵門／科学・環境番組部

『ナウシカからアリエッティまで～ジブリ映画の
テーマソング大集合』

08.01／17:00～17:54
ナウシカからアリエッティまで，ジブリソング

を大特集。ポニョ，トトロ，ラピュタ，魔女の宅

急便，紅の豚，耳をすませば，もののけ姫，千と

千尋，ハウル，ゲド戦記，猫の恩返し…など名曲

満載。アリエッティの世界，さらに，アリエッテ

ィの音楽を担当する，セシル・コルベルのコンサ

ートもたっぷりと紹介。／出演：志田未来，神木

隆之介ほか／エンターテインメント番組部

『ふたり～しのぎあい、果てなき絆～日本料理
人・山本征治×奥田透』

08.02／22:00～22:48
世界が注目する日本料理界の雄，山本征治さん

と奥田透さん。山本さんの料理は“世界最先端の

料理の 1つ”といわれ「世界のベストレストラン

50」に日本人として初めて選ばれた。奥田さんは

[ミシュランガイド」で 3 年連続三つ星を獲得。

2 人は同じ料亭で修行をした兄弟弟子で究極のラ

イバル。初夏の食材に挑む 2人の“しのぎあいと

絆”の物語に迫った。／経済・社会情報番組部

『吉永小百合　被爆65年の広島・長崎』
08.06／19:30～20:43
09.11／01:15～02:28

原爆詩の朗読会を続けてきた吉永小百合。10年

に行われた大規模な朗読コンサートと共に，原爆

詩に関係する人々に会いに行き，今の広島，長崎

の状況を伝えたドキュメンタリー。／出演：吉永

小百合，渡哲也，坂本龍一，村治佳織／BS2では

{吉永小百合　平和への絆
きずな

コンサート』を放送

(8.16／20:00～21:30）／ソフト開発センター，
衛星放送センター，NEP

『ジブリ　創作のヒミツ　宮崎駿と新人監督　鐚
藤の400日』

8.10／19:30～20:43
10年夏公開のアニメ「借りぐらしのアリエッテ

ィ」制作の舞台裏を長期密着ドキュメント。巨

再 
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匠・宮崎駿が抜てきした37歳の新人監督が，重圧

と向き合い苦悩する姿と，それを黙って見守り続

ける宮崎さんの思いを描いた。スタジオではCG

を駆使してアニメ創作の魅力を徹底解剖した。／

出演：広末涼子／経済・社会情報番組部

『ホローコストを生きのびて～シンドラーとユダ
ヤ人　真実の物語』

08.10／22:00～22:48
08.13／01:05～01:53

「ユダヤ人を救った男」として知られるドイツ

人実業家，オスカー・シンドラーが残したトラン

クが見つかった。中には，戦争中彼が作成した書

類と手紙，そして戦後，彼が救ったユダヤ人たち

と交わした手紙と写真が詰まっていた。発見され

た資料や新証言を基に，ユダヤ人救出劇の知られ

ざる舞台裏と，戦後のユダヤ人たちとの交流を描

き，それぞれの激動の人生から，戦争の傷痕の深

さとそれを乗り越えようとする絆を見つめた。／

文化・福祉番組部，NED

『きよしとこの夜2010 歌ってタイムトラベ
ル！』

08.11／19:30～20:43
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要望に応え，09年に

続き 1年ぶりに特集番組を放送。番組ホスト・氷

川きよしが生まれた1977年を世相・風俗で振り返

り，レギュラー出演者とゲスト歌手が，この年に

ヒットした名曲を披露した。名物コーナー“きよ

しこの味”には，里見浩太朗，天童よしみらゲス

トを迎え， 2人のリクエストに応えた極上の料理

をグッチ裕三が提案。里見浩太朗は，料理の腕前

を見せるほか，ミニ芝居ではご老公として大活躍，

華麗な立ち回りを披露した。／出演：氷川きよし，

ベッキー，グッチ裕三，里見浩太朗，天童よしみ，

西城秀樹，ささきいさお，茉奈佳奈，徳田章ア

ナ／エンターテインメント番組部，NEP

『爆笑問題の“戦争”入門』
08.12／19:30～20:43

爆笑問題が「戦争を知らない 1 億人」「戦争を

知っている2,000万人」それぞれの代表たちと，

かつてない戦争論を展開した。無名の人々が残し

た手記や日記，国民の心を捉えた戦意高揚のため

の流行歌や物語，NHKが07年から「戦争証言プ

ロジェクト」で記録してきた戦争経験者たちの証

言などを通じて，当時の日本人が何を感じ，何を

考えながら戦争に向かい，どう敗戦までの日々を

送ったのか，リアルな心情に迫った。／キャスタ

ー：爆笑問題／ゲスト：神山繁，品川祐，矢口真

里，加藤陽子ほか／大型企画開発センター，文

化・福祉番組部

『色つきの悪夢～カラーでよみがえる第二次世界
大戦』

08.13／19:30～20:43
08.29／16:00～17:13

人類史上最悪の“悪夢”だった第二次世界大戦。

今，その悲劇を二度と繰り返さないために，大戦

を記録した膨大な白黒映像を最新のデジタル技術

を駆使してカラー化するという，これまでにない

新しい方法で戦争の真実を伝えようという試みが

進められている。今回，NHKとフランスとの国

際共同制作でカラー化された第二次世界大戦の映

像を，若手俳優たちと共に視聴，ふだん，戦争を

全く意識せずに暮らしている彼らが日本も加担し

た過酷な現実と向き合うとき，一体，何を思い，

何を感じるのか。若い世代に向けて戦争の現実を

伝え，問題提起した。／司会：柳澤秀夫解説委員，

首藤奈知子アナ／ゲスト：斎藤工，溝端淳平，中

尾明慶，中山エミリ，倉科カナ／ソフト開発セン

ター，NEP

『もしも明日…家族の葬式をする事になったら』
08.13／22:00～23:13

いまや「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

その問いに答える番組。テーマは「家族の葬式」。

本人が事前にはっきり意思表示してくれる事はま

れで，「縁起でもない」と話を避けられる事も多

い。そんな状況で家族のお葬式を出さざるを得な

くなったらどうすればいいのか？　スタジオに

は，ドラマのモデルとなった本人も登場，視聴者

が「自分ならどうするか」考える手がかりを提供

した。／ドラマ出演：仁科亜季子ほか／スタジオ

出演：中尾彬，東ちづる，細川茂樹，有働由美子

アナ／生活・食料番組部，ドラマ番組部

『全国戦没者追悼式』
G・BS2 08.15／11:50～12:05

65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，48回目となる式典には天皇・皇后両陛下が

お言葉を述べた。また，菅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310万人に上る人々

の霊を慰め，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，正午の黙祷
とう

，天皇

のお言葉などを中心に中継で伝えた。／中継：秋

再 
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野由美子アナ／おはよう日本部

『地球イチバン』
「世界でイチバンの自転車の街　オランダ・グ
ローニンゲン」

08.16／22:00～22:43
08.21／16:00～16:43
08.28／01:15～01:58

「世界でイチバン高い湖　ペルー・ティティカ
カ湖」

08.17／22:00～22:43
08.22／16:00～16:43
08.28／02:00～02:43

「イチバン標高の高い街　ボリビア・エルアル
ト」

12.20／20:00～20:43
01.03／17:15～17:58

地球上にある「イチバン」の地を訪ね，日本と

はかけ離れた環境や暮らしの中から“目からうろ

こが落ちる”驚きの知恵や，“日本人が本当は大

事にすべきだった”ものを見つけ出していく新し

い“紀行教養番組”。「あっと驚く不思議な光景」

の背景をじっくり味わえば「私たちが今，心に留

めておいた方が良い，何か」が残る…。そんな番

組として，11年度の定時番組を目指した開発番組。

／文化・福祉番組部，NED

『世界びっくり旅行社～2010夏休み特別営業ス
ペシャル』

08.17／19:30～20:43
09.12／02:05～03:18

驚きにあふれた海外旅行プランを紹介する世界

びっくり旅行社。温水洋一がロスで体験型ツアー

に参加したり，国仲涼子がクロアチアの世界遺産

を訪れるバラエティー番組。／ゲスト：温水洋一，

国仲涼子，富士眞奈美，山口智充／司会：児玉清，

タカアンドトシ，黒崎めぐみアナ／ソフト開発セ

ンター，FCC

『ちょっと変だぞ日本の自然～大ピンチ！ふるさ
と激変スペシャル』

08.18／19:30～20:43
08.22／13:35～14:48
08.29／02:30～03:43

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。 5回目となった今回は，ふるさとの

自然・里地里山で起きている異変に注目。各地の

雑木林では謎の立ち枯れが起き，竹林にはイノシ

シが出没。東北の砂浜ではアサリが謎の生物に襲

われ激減する事態も発生している。夏休みの夜に

親子で楽しめる演出で，ふるさとの自然の異変か

ら地球環境の大切さを訴えた。／司会：三宅裕司，

礒野佑子アナ／ゲスト：阿藤快，優木まおみ，東

貴博ほか／科学・環境番組部，NEP

『堂本光一　すべてはステージのために～究極の
エンターテインメント「SHOCK」』

08.18／22:00～22:48
11.06／01:45～02:33

帝国劇場で10年間即日完売を続けてきた舞台

[SHOCK」。リハーサルから本番まで 2 か月に

わたり，舞台裏に初めてカメラが密着。主演・演

出を務める堂本光一（KinKi Kids）の舞台制作に

臨む姿や，エンターテインメントに対する思いを

記録し，主に20～40代の女性から大きな反響があ

った（ 2 週間で1,500件超の問い合わせおよび再

放送希望）。また，海外からも放送を見たいとい

うリクエストが多く寄せられたため12～ 1 月にか

けて全米・全欧でも放送。／エンターテインメン

ト番組部

『冒険者　精霊の密林に挑む～マレーシア・ボル
ネオ島』

08.19／22:00～22:43
体で感じるアドベンチャー紀行。ボルネオ島の

密林に挑む。急流を遡り，地底の洞窟を抜けると，

一軒の長い家に住む先住民の村が現れた。精霊が

宿る布を探し，奇岩の山頂を目指した。／出演：

中鉢明子／ソフト開発センター，NEP

『お天気バラエティー気象転結』
18.19，12.22／22:55～23:24

NHKや民放の気象予報士がスタジオに勢ぞろ

いして，気象にまつわる“面白うんちく”を，実

験などを交えて披露。第 1 回のテーマは「雷」，

第 2回は「冬将軍」。新感覚の情報バラエティー。

／ソフト開発センター，Gメディア，CNインタ

ーボイス

『終電。midnightPicNic』
08.20／22:55～23:24

終電が去った東京駅，深夜の街をふらりと歩く。

真夜中の異空間に何を感じるのか…小泉今日子と

松尾スズキ， 2人のつぶやきがツィッター風に浮

かんで消える新感覚の紀行番組。／ソフト開発セ

ンター，テレコムスタッフ

『ミュージックビデオバトル』
08.21／00:15～00:44

芸人が「クリエイターとしての才能」を発揮し

て映像監督となり，オリジナルのミュージックビ

デオを作成，出来栄えを競う。北島三郎公認のも

と，その楽曲をいかに自分らしく料理するかが見

どころ。／出演：世界のナベアツ，友近，崔洋一，
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細川茂樹，北原里英，峯岸みなみ／司会：東野幸

治，ゴリ（ガレッジセール）／エンターテインメ

ント番組部，NEP

『第42回　思い出のメロディー』
G・R1 08.21／19:30～20:50，21:00～21:59
BS2 08.28／14:00～16:19

1969年に始まり，42回目を数えた夏恒例の大型

歌謡ステージ番組。10年度は，「歌がある　明日

がある～時代をこえる名曲たち」と題して，29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，

生誕80年となる作曲家・いずみたくの特集や，昭

和30年代に流行した東京の観光バスをテーマにし

た企画を展開。後半では開催から40年となる日本

万国博覧会でのエピソードや，時代を越える名曲

を数多く世に送った小椋佳を特集した。シャンソ

ン歌手のアダモや声優の熊倉一雄など，バラエテ

ィー豊かな出演者で，幅広い視聴者層が楽しめる

番組となった。 8 月 7 日NHKホールで収録。／

司会：三宅裕司，松下奈緒，小田切千アナ／出

演：アダモ，岩崎宏美，小椋佳，風見しんご，久

保浩，熊倉一雄，今陽子，榊原郁恵，座・ジロー

ズ，初代コロムビア・ローズ，チェリッシュ，千

賀かほる，天童よしみ，中村雅俊，西口久美子，

橋幸夫，氷川きよし，布施明，二葉百合子，平和

勝次とダークホース，ペギー葉山，三浦洸一，水

森かおり，森進一，八神純子，八代亜紀，山本リ

ンダ，由紀さおり，渡辺真知子／ゲスト：笹崎雅

子さん・隅田美枝子さん・藤原晴美さん（元バス

ガイドの皆さん），松浦輝夫さん（日本人初のエ

ベレスト登頂隊員）／エンターテインメント番組

部

『トップランナースペシャル　福山雅治～僕の一
日夏休み』

18.21／22:00～22:44
19.22／00:25～01:09

夏のスペシャル。大河ドラマ『龍馬伝』で坂本

龍馬を演じ，俳優・歌手として国民的人気を誇る

福山雅治をゲストに迎えた。東京で多忙を極める

福山が「日常」から離れ，森の散策や夕食作りを

するなどリラックスした時間を過ごす。また，作

詞法の公開や自身の過去を振り返るトークも展

開。誰もが知っている福山の，誰も知らなかった

本音に迫った。収録場所は山中湖ほか。／司会：

箭内道彦，田中麗奈／青少年・教育番組部

『祝女　帰ってきた！サマースペシャル』
08.21／23:30～00:13

3 月にシーズン 1が終了した『祝女』のスペシ

ャル版。これまで同様さまざまな女性を主人公に

したショートストーリー集として，人気コーナー

の続編や新作ストーリーなどで構成した。／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，早織，入山法子ほか／

エンターテインメント番組部

『ファミリーヒストリー～綾小路きみまろ』
08.23／22:00～22:48

個人のアイデンティティーと密接に関わる「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絆を描いた。

綾小路きみまろさんの父は，鹿児島で農耕馬の種

付けをする仕事をしていた。貧しい生活を苦にせ

ず，いつも穏やかで優しい男性だった。そんな父

に，誰にも語ることが出来なかった悲しい過去が

あった。戦地で軍馬と共に過酷な体験をくぐり抜

けた父の姿が明らかになる。／出演：綾小路きみ

まろ，ガレッジセール／経済・社会情報番組部

『人材ハッケン伝』
08.24／22:00～22:43

もしも自分が，今と違う職業だったら…。芸能

人が一流企業の最前線に入社，特別扱いなしで本

気で仕事に挑む 1 週間を密着ドキュメントした。

優木まおみはアマゾンの企画部門へ，アンガール

ズ田中卓志は清水建設の現場監督としてシンガポ

ールへ。 2人の奮闘ぶりを通じて，イマドキの会

社事情，「もうひとつのあったかもしれない人

生」をかいま見た。／文化・福祉番組部，NED

『連続人形活劇　新・三銃士～銃士への道のり
特別編』

08.29／07:45～08:34
人形劇のイメージを覆す斬新な映像構成と，練

り上げられた感動のストーリーで好評を博した

{新・三銃士』。主人公・ダルタニアンが成長し，

銃士に取り立てられるまでの痛快無比の物語を，

本編では描かなかったシーンや新たな映像表現な

どを盛り込み，総集編のイメージを超えたスペシ

ャル感で，夏特番を制作。／脚本：三谷幸喜／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：「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）／青少年・教育番組部

『ファミリーヒストリー～マルシア』
08.30／22:00～22:48

ゲストも知らない“家族の歴史”を徹底取材す

再 



再 

るシリーズの第 2回。マルシアさんの祖父は静岡

県出身で，1930年にブラジルに渡った。その理由

を子や孫に語ることはなかったが，取材を通して

移住の経緯，ブラジル国内での足取りが明らかに

なった。それは，時代に翻弄されながらも，力強

く生きた歳月だった。／出演：マルシア，ガレッ

ジセール／経済・社会情報番組部

『ファミリーヒストリー～高橋惠子』
09.06／22:00～22:48

シリーズの第 3回。高橋惠子さんの父は北海道

の開拓農家だった。酪農に夢をかけたが，厳しい

自然の中，「このままでは娘を育てられない」と

保険の外交員に転身する。夢破れながらも家族を

守り強く生き抜いた父の姿があった。／出演：高

橋惠子，ガレッジセール／経済・社会情報番組部

『ファミリーヒストリー～ジョン・カビラ』
9.13／22:00～22:48

シリーズの第 4 回。DJとして活躍するジョ

ン・カビラさんの川平家は，琉球王家につながる

家柄。明治初期，琉球王朝消滅とともに東京へ移

住，その後も各地を転々とする。没落，流転，再

起と目まぐるしい時代を過ごしながら，代々変わ

らなかったのは沖縄への熱い思いだった。／出

演：ジョン・カビラ，ガレッジセール／経済・社

会情報番組部

『三十一文字の人生歌～働き盛りの介護』
9.20／10:05～10:58

介護の日々の喜怒哀楽を詠んだ短歌。働き盛り

が詠んだ珠玉の作品を紹介し，親の介護と仕事の

両立など，厳しい現実と向き合いながら力強く生

きる人々の胸の内に迫った。また，沖縄県読谷村

で開かれている「介護短歌教室」を取材，短歌を

通して支えあう人々の姿をドキュメント。／文

化・福祉番組部

『時々おとなも迷々2』
09.21／00:15～00:44
02.03／02:40～03:09

小学校向け道徳番組『時
とき

々
どき

迷
まよ

々
まよ

』をベースにし

た大人向け特集の第 2弾を，敬老の日に放送。老

いらくの恋のため老化に悩む男，定年後の第 2の

人生に迷う男，演じることに迷い疲れた老女優な

ど，大人たちの迷いをテーマに 5話のショートド

ラマで構成。神出鬼没のキャラクター“時々迷々”

が，迷いながら生きる大人たちを不思議な世界に

誘った。／出演：片桐はいり，絵沢萠子，団しん

也ほか／青少年・教育番組部

『地域発ドラマ　農ドル！』
9.23／10:05～10:48

荒木理央は，元気が売りの人気アイドル。亡き

父との思い出を励みに，東京で頑張っていたが，

ラジオ番組での失言で休業を余儀なくされてしま

う。マネージャーの小泉の案で，実家の島根に帰

り畑仕事を手伝い始めるが，その裏には，けなげ

に頑張り成長する姿をブログで公開し，イメージ

アップを図って復帰させようという戦略があっ

た。しかし，島根での暮らしになじめない理央。

ブログを公開すると「島根から出て行け」など，

厳しいコメントだらけ。傷ついた理央は，ブログ

も畑仕事も休み，堕落した日々を送るが，小泉が

勝手にブログを更新したことで「新しい荒木理

央」が動き出す。理央の復帰計画は，意図せぬ方

向に進んでいくことに…。／作：佐々木あず／出

演：平田薫，中本賢，吉村卓也，真下玲奈，村田

遼太郎，末武太，石原久江，柏木直人，平原円，

大縄雄，佐藤克行，こころ，手塚理美／松江局

『ゆずれない夜』
9.23／22:55～23:24

男の中の男は寅さんか松田優作か？「ゆずれな

い」 2 人のトークバトル。「人生の大切なことは

すべて寅さんから学んだ」という劇団ひとり，

[優作に会うために芝居の世界を志した」という

俳優・高橋克実。本当のカッコよさとは？　ハー

ドボイルドな生き方とは？ 2 人が語り合った。

／劇団ひとり，高橋克実，松尾スズキ／文化・福

祉番組部

『ヒューマンドキュメンタリー～太田光代“爆笑”
を売る法則』

09.27／22:00～22:43
09.29／00:15～00:58

爆笑問題が最も恐れる女性，太田光代さん。太

田光さんの妻であり，所属する芸能事務所の社長

でもある。「笑い」を売るビジネスに人生をかけ

る光代さんの生き方に迫った。／語り：佐藤藍子

／ソフト開発センター，NED，東京ビデオセン

ター

『大塚愛　中学生に贈る“愛”のうた』
10.02／16:00～16:25
10.09／01:15～01:40

第77回NHK全国学校音楽コンクール中学校の

部の課題曲「アイ・ラブ」。自分の身の回りにあ

る大切な人やものをもう一度見つめてほしいと作

られたこの曲に，みずからの思いを託し合唱に取

り組む大塚愛の母校，大阪・南港南中学校を紹介。

大塚愛のオリジナル曲を交え，中学生と彼女との

心の交流を伝えた。／青少年・教育番組部，エン

ターテインメント番組部

再 
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『松本人志のコント　MHK』
10.15／22:00～22:43
11.10／00:15～00:58

1997年，テレビでコントを作ることをやめたダ

ウンタウンの松本人志が，初めてNHKで新作の

コント番組に出演。コントに登場するのは，俳優

やエキストラのみ。作り込まれたコントで，新た

な境地に挑戦。／エンターテインメント番組部

『ドラマスペシャル～てのひらのメモ』
10.23／21:00～22:13

専業主婦・折川福実は，補充裁判員に選ばれる。

6 人の裁判員の中で不都合の人が出来た時に交代

する役だ。裁かれる事件は，シングルマザー千晶

が，ぜんそくに苦しむ息子を家に放置し出社，さ

らに再婚の話が持ち上がっている恋人の家に寄

り，帰宅が遅くなったことが原因で息子が死亡し

たことについて，保護責任者遺棄致死罪に問われ

ているものだった。争点は，千晶が，自宅に電話

したが息子の応答がなかった際，「大丈夫だと思

って，帰宅しなかった」のか，「発作が起きてい

る可能性を疑ったにもかかわらず放置した」のか

であった。福実も，現在，子育て中，手の付けら

れなさに，一瞬，「こんな子，いなければいい」

と心の中で思い，そんな自分が恐ろしくなったば

かりだった。自分に果たして，この被告を裁く資

格があるのだろうか。そんな中，裁判が 1日伸び

たことで，正式な裁判員となった福実があること

に気づき，それが，裁判の行方を左右することに

なっていく。裁判が終わった時，福実は，裁判員

を経験したことで，掛けがえのないものの存在に

気付かされたのだった。／原作：夏樹静子／脚

本：梶本惠美／音楽：宮野幸子／出演：田中好

子，板谷由夏，風間トオル，あき竹城，上田耕一，

甲本雅裕，長谷川初範，本田博太郎，佐野史郎ほ

か／ドラマ番組部，NEP

『世界王者決定戦　勝利のピラミッドを築け！～
ABUロボコン・エジプト大会』

11.03／09:00～09:59
世界各国の若者たちが手作りのロボットで競い

合うABUアジア太平洋ロボットコンテスト。そ

の第 9回大会が， 9月22日，エジプトのカイロ国

際スタジアムで開催された。参加したのは16の国

と地域から選抜された17チーム。番組では，優勝

候補である大会 3連覇中の中国と，自国の工業発

展のためにロボコンに力を入れる東南アジアの

国々，そして経済発展を背景に成長著しい地元・

エジプトに注目。日本代表・金沢工業大学の戦い

を中心に，各国がロボコンに力を入れる社会的な

背景やロボコンにかける若者の思い，そして中国

の強さの秘密も伝えた。／出演：明和電機（土佐

信道）ほか／ナレーション：戸田恵子，佐藤賢治

／科学・環境番組部

『今を生きて老い思わず～俳人・金子兜太　91
歳の人生訓』

11.03／19:30～19:58
現代俳句界の巨人・金子兜

とう

太
た

。戦場で失った仲

間の命に報いるため，復員後は俳句の革新に尽力

してきた。昭和から平成へと日々精力的に活躍す

る彼を支えたのが，後にガンで世を去った妻で俳

人のみな子。闘病当時を振り返りながら，俳句に

込めた夫婦の思いを紹介。90歳を超えてなお現役

俳人であろうとする金子さんの原動力と「今」を

追った。／出演：金子兜太ほか／語り：久保田祐

佳アナ／制作局（番組委託・展開），NED

『ドラマスペシャル～大阪ラブ＆ソウル　この国
で生きること』

G 11.06／21:00～22:13
HV 02.07／10:00～11:13

在日コリアン三世の金田哲浩は，父・暉雄の還

暦祝いの席で結婚を宣言。相手はミャンマー生ま

れで難民認定申請中のネイチーティン。突然のこ

とに暉雄は激怒し， 2人は喧嘩となり，見かねた

祖母が，父子 2人で祖国を訪ねるよう勧める。哲

浩の家族は韓国・済州島で起きた歴史的事件のた

めに，今まで祖国に帰れなかったのだ。済州島の

親戚を訪ねた父子は温かいもてなしを受けるが，

そこで一族が体験した凄
せい

惨
さん

な事実を知り衝撃を受

ける。そのころ，大阪ではネイチーが入国管理局

に収容されていた…。韓国からの帰り，船上で父

子は和解し，暉雄は結婚を許す。ネイチー再収容

の知らせを受けた哲浩は大阪に到着するや否や入

国管理局へと走った。ネイチーに改めてプロポー

ズするために。もう哲浩に迷いはなかった。／

作：林海象／音楽：村松崇継／出演：永山絢斗，

ダバンサイヘイン，新屋英子，笛木優子，小市慢

太郎，吉井有子，阿南健治，ホン・アルム，ユ・

スンチョル，ハ・ジェヨン，細田龍之介，南果歩，

石倉三郎，三林京子，岸部一徳ほか／大阪局

『MJ Presents AKB48 リクエストスペシ
ャル』

11.09／00:15～01:28
NHKが収録した，AKB48のパフォーマンスを

全曲オンエアー。視聴者からのリクエストを基に，

カウントダウン形式で紹介。／エンターテインメ

ント番組部

再 



『MUSIC JAPAN OVERSEAS 洋楽特集』
11.12／00:15～00:58

MJの洋楽特集。ジャスティン・ビーバー，

Ne－Yo，Maroon 5 のスタジオ演奏，ビートルズ

特集，最近来日した洋楽アーティストの貴重映像

ほか，貴重素材を一挙公開した。／エンターテイ

ンメント番組部

『追悼　作詞家　星野哲郎』
11.21／13:05～13:49

11月15日に他界した，作詞家・星野哲郎さんの

追悼番組。「三百六十五歩のマーチ」「兄弟船」

[函館の女」「風雪ながれ旅」など，日本の歌謡

史に輝くヒット曲の数々を，関係者のインタビュ

ーを交えて紹介した。／エンターテインメント番

組部

『ドラマスペシャル～心の糸』
G 11.27／21:00～22:13

（全編字幕版）G 12.19／16:45～17:58
（全編字幕版）HV 02.08／10:00～11:13

自らの恵まれない人生のために，息子の人生に

大きな期待を寄せる母。そして，母のつらい人生

を理解しつつも，その束縛から逃れ，自分の好き

な道を進みたいと思う息子。 2人は，強い絆のた

めに，逆にぶつかり合ってしまう。障害者である

母親を持つ痛みと鐚藤を乗り越え，自分の人生を

前向きに捉えていく，ある青年の自立と成長の物

語。日本海に面した小さな地方都市を舞台に，親

子の姿をたくましく，情感豊かに描いた感動作

品。／作：龍居由佳里／音楽：千住明／出演：松

雪泰子，神木隆之介，谷村美月，染谷翔太，伊坂

俊哉，加部亜門，阿部亮平，堀田貴裕，石橋蓮司，

伊沢勉ほか／名古屋局

『運べ情熱！ 激走！ロボ力車　高専ロボコン全
国大会』

12.04／23:00～23:59
12.12／16:00～16:59

高等専門学校に通う若きエンジニアが手作りの

ロボットで競う「高専ロボコン」。東京・両国の

国技館で開催された全国大会には精鋭25チームが

出場，熱い戦いを繰り広げた。10年は，二足歩行

ロボット「ロボ力車」が高専生の乗る「乗り物」

をゴールまで運ぶタイムを競った。人間のように

いくつもの関節を動かして疾走するロボットや，

3 人もの高専生を乗せて激走するロボットなど，

パワーとスピードを兼ね備えた個性あふれるロボ

ットが次々と登場した。番組では白熱した競技の

様子に加え，およそ半年を費やした準備から当日

の舞台裏まで，入念な取材で彼らの情熱に完全密

着した。／大会司会：山田賢治・安部みちこアナ

／出演：半田健人，神田愛花アナほか／実況：廣

田直敬アナ／語り：戸田恵子／科学・環境番組部

『ジュリー　W I T H ザ・ワイルドワンズ
LIVE』

12.05／16:00～16:58
12.11／01:16～02:44

10年 5 月からスタートした沢田研二とワイルド

ワンズのジョイントコンサートツアー。 8 月に

[渋谷CCレモンホール」で行われたライブのも

ようを，60分バージョン，80分バージョンと 2パ

ターン放送した。／エンターテインメント番組部

『NHKのど自慢　熱唱熱演名場面』
12.19／12:15～13:29

1946年の開始以来，65年目を迎えた長寿番組

{NHK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。印象的な出場者の素顔なども交えな

がら『NHKのど自慢』の10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

『ドラマ　続・遠野物語』
12.21／22:00～22:48

「遠野物語」発刊百周年を記念して制作，現代

を舞台に不思議な民話の世界を描いた。「遠野物

語」のエピソードを基に，もののけが住む異世界

を表現。過去と現在の時空を超えて，私たちが失

いかけた，日本人の魂の根元を見つめた。／作：

近衛はな／音楽：周防義和／出演：田畑智子，山

崎樹範，田中泯，宮本信子ほか／盛岡局

『総合診療医ドクターGスペシャル』
12.22／20:00～20:43
02.06／17:15～17:58

HVの新感覚医療エンターテインメントとして

反響を呼んだ新番組が，スペシャル版として総合

テレビに登場。実際にあった症例を基にした再現

VTRを見て，医療界の名探偵ドクターGと研修医

たちが，白熱した議論と推理を繰り広げた。／司

会：浅草キッド/ソフト開発センター，ホームル

ーム

『ラストデイズ～“お前は、オレになれる”松田
優作×香川照之』

12.22／22:00～20:48
がんと闘いながら，映画「ブラックレイン」で

ハリウッドを震
しん

かんさせた俳優・松田優作。その

壮絶な“ラストデイズ”を香川照之がたどった。

香川には，“墓を暴いてでも，優作に聞いてみた

いこと”がある。89年，あるドラマで優作と共演

再 
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を果たした香川は，「お前はオレになれる」とい

う意味深長な言葉をかけられた。それはどういう

意味だったのか。答えを求めて，優作の“ラスト

デイズ”を巡る旅に出た。／出演：香川照之／経

済・社会情報番組部

『こんにちは！動物の赤ちゃん　2010』
12.23／19:30～20:40
12.31／10:05～11:15

年末恒例，全国の動物園で生まれた赤ちゃんを

飼育員が撮影した秘蔵映像でたっぷり紹介した。

さらに，コアラの子育てやチンパンジーの群れ入

りを支える飼育員の感動秘話も。／出演：加藤茶，

劇団ひとり，優木まおみ／司会：久本雅美，稲塚

貴一アナ／ソフト開発センター，NEP，ノマド

『希望ある　あしたへ～ニュースハイライト
2010』

12.28／19:30～20:55
12.29／10:05～11:30

10年，日本そして世界を駆け巡ったさまざまな

ニュースを，NHKが取材した映像を基に独自の

視点で再構成。「希望ある　あしたへ」を番組の

メッセージに，視聴者から初めて「最も心に残っ

たニュースは何か」「今年 1 年をどんな漢字で表

すか」などについて意見を募集し，番組の取材・

制作や構成などに反映させ，番組内での紹介を試

みた。最も元気をもらったニュースとして多くの

視聴者が挙げたのは，小惑星探査機はやぶさの帰

還だった。このほか，チリ鉱山の落盤事故からの

69日ぶりの生還，尖閣諸島沖の日本の領海内で起

きた中国漁船の衝突事件をきっかけにぎくしゃく

した日中関係，北朝鮮のヨンピョン島砲撃，民主

党政権の迷走，親による子どものネグレクト・虐

待や子どもの自殺，豪雨水害や口てい疫からの再

起， 2人の日本人のノーベル賞受賞，特捜検事の

証拠改ざん事件，オリンピックやサッカー・ワー

ルドカップでの日本選手の活躍など，多彩なニュ

ースを紹介した。 1年を象徴する文字で最も多か

ったのは，「迷」。一方，来年こそはこんな年にし

たいという文字は「明」「楽」。多くの人が，「希

望ある年にしたい」と結んでいた。エンディング

では，各地から，「希望ある　あしたへ」つなぐ

声を紹介した。／キャスター：武田真一・久保田

祐佳アナ／テレビニュース部

『連続テレビ小説～ゲゲゲの女房　総集編』
（第 1回） 12.29／07:20～08:28
（第 2回） 12.30／07:20～08:28
（第 3回） 12.31／07:20～08:28

貧乏に苦しみながらも，人との出会いを大切に，

夫の夢を信じて生きていくヒロイン・布美枝。昭

和のぬくもりのある空気を背景に，漫画家・水木

しげるが成功への階段を登っていく軌跡を描い

た。見合いの席での初めての出会いと，極貧の新

婚生活。長い苦難を経てしげるが漫画家としての

成功をついに収め，プロダクション設立に至る成

功編。 2人の娘に恵まれながらもすれ違う夫婦の

心とその再生を描く完結編。夫婦の過ごした長い

年月を 3編に分け，松下奈緒と原案者の武良布枝，

そして向井理へのインタビューを新撮追加した総

集編。／第 1 回「旅立ちの風」，第 2 回「来るべ

き時が来た」，第 3回「ありがとう」（全 3回）／

原案：武良布枝／脚本：山本むつみ／音楽：窪田

ミナ／主題歌：いきものがかり「ありがとう」／

出演：松下奈緒，向井理，大杉漣，古手川祐子，

風間杜夫，竹下景子，松坂慶子，村上弘明，有森

也実，南明奈，杉浦太陽，大倉孝二，眞島秀和，

斎藤工，窪田正孝，柄本佑，風間トオル，荒井萌，

野際陽子（語り）ほか／ドラマ番組部

『耳をすませば～あの人からのメッセージ』
12.29～31／06:15～06:40

『耳をすませば　2010』
12.31／18:05～18:48

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，10年，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伝えた。 3回シ

リーズ（VTR構成）で放送。再編集した43分版

を31日に放送。／ライツ・アーカイブスセンター

『大河ドラマ「龍馬伝」総集編』
（ 1部） 12.29／21:00～21:59
（ 2 部） 12.29／22:00～22:59
（ 3 部） 12.30／21:00～21:59
（ 4 部） 12.30／22:00～22:59

10年，日本全国に大ブームを巻き起こした大河

ドラマ『龍馬伝』を， 4 回の総集編にまとめ， 2

夜連続で放送。番組ホームページ上で「もう一度

見たいベストシーン」を視聴者から募集し，人気

が高かった名シーンを中心に『龍馬伝』を振り返

った。さらに， 1部と 2部は後藤象二郎役の青木

崇高さんが高知， 3部と 4部は岩崎弥太郎役の香

川照之さんが長崎の龍馬ゆかりの地を，それぞれ

旅しながら，番組をナビゲート。／作：福田靖／

音楽：佐藤直紀／出演：福山雅治，香川照之，大

森南朋，広末涼子，寺島しのぶ，貫地谷しほり，

真木よう子，佐藤健，大泉洋，生瀬勝久，伊勢谷

友介，上川隆也，蒼井優，余貴美子，高橋克実，

近藤正臣，児玉清，里見浩太朗ほか／ドラマ番組

再 
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部

『MJ Presents 密着！Perfume ドーム 5
万人ライブへの挑戦』

12.31／00:05～00:48
11月に実施され 5 万人を集めたPerfume初の東

京ドーム公演。リハーサルから本番までの 2か月

間に密着し， 3人だけのステージを作り上げるま

での軌跡を感動的に描いたドキュメント。／エン

ターテインメント番組部

『第61回 NHK紅白歌合戦』
G・HV・BS2・R1 12.31／19:30～23:45

10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）。61回となる今回のテーマは

[歌で　つなごう」。歌が持つ「人と人をつな

ぐ」という根源的な力を，番組を通してもう一度

見つめる構成となった。計44組の紅白歌手，そし

て病気からの復活ステージとなった桑田佳祐を交

えたアーティストたちが，歌の力を競った。司会

は紅組が松下奈緒，白組は嵐，ともに初となるフ

レッシュなコンビが務めた。また，「おかあさん

といっしょ」「怪物くん」「ハートキャッチプリキ

ュア！」「ゲゲゲの鬼太郎」など子どもに人気の

キャラクターが出演した「キャラクター紅白」や，

嵐の 5人が日本の魅力を見つめる旅に出て，オリ

ジナルソング「ふるさと」を制作した「僕たちの

ふるさと　ニッポン」などの企画も披露。また，

地上デジタル・デジタルBS2の副音声機能を使っ

た「紅白ウラ・トーク　チャンネル」などの新し

い試みも行った。／司会：（紅組）松下奈緒，（白

組）嵐，（総合司会）阿部渉アナ，（ラジオ中継）

小松宏司・黒崎めぐみアナ，（紅白ウラ・トーク

チャンネル）テリー伊藤，松本和也アナ／歌手：

(紅組）aiko，アンジェラ・アキ，いきものがか

り，石川さゆり，植村花菜，AKB48，川中美幸，

クミコ，倖田來未，伍代夏子，小林幸子，坂本冬

美，天童よしみ，DREAMS COME TRUE，

中村美律子，西野カナ，浜崎あゆみ，Perfume，

平原綾香，水樹奈々，水森かおり，和田アキ子，

(白組）嵐，五木ひろし，HY，EXILE，NYC，

加山雄三，北島三郎，郷ひろみ，コブクロ，

SMAP，TOKIO，顴永英明，AAA，氷川きよし，

FUNKY MONKEY BABYS，福山雅治，

flumpool，細川たかし，ポルノグラフィティ，森

進一，遊助，L’Arc～en～Ciel／「蛍の光」指

揮：平尾昌晃／ゲスト審査員：伊勢谷友介，岩崎

夏海，上野樹里，北大路欣也，闍橋大輔，寺島し

のぶ，仲間由紀恵，野口聡一，湊かなえ，武良布

枝／エンターテインメント番組部

『ゆく年くる年』
G・BS2 12.31／23:45～00:30

テーマは「確かめよう絆，新たな年への息吹を」。

キーステーションを東京・江東区にある亀戸天神

社に置き，京都・知恩院や口てい疫で地域が揺れ

た宮崎・白鬚神社など国内外14か所から中継。急

速に変化する時代の中でも変わらない平安への祈

りを伝えた。新年は地上デジタル放送の本格開始

を迎える年に当たるため，時間を15分拡大し，建

設中の東京スカイツリー，ダイバーたちが海中で

新年を迎える静岡県伊東沖，年越し列車が走る津

軽鉄道，韓国ソウル市内などから中継した。年明

けの「くる年」では，ライブ感あふれる中継を目

指し，キャスターとゲストが現地のアナウンサー

との掛け合いを多用しながら進行した。／キャス

ター：森本健成アナ／ゲスト：瀧本美織／おはよ

う日本部

『初夢か？現実か？　2011新春！暮らしを大予
想』

01.01／08:30～11:54
テレビが完全デジタル化される11年の元旦に，

デジタルTVの魅力を伝えた生放送特番。暮らし

を変えるさまざまな技術を紹介するVTRリポー

トや同じスタジオで演じられた生ドラマを題材

に，地デジの双方向機能を生かした視聴者投票を

実施。全国各地からの生中継も交えて伝えた。／

出演：三宅裕司，島崎和歌子，西村雅彦，本仮屋

ユイカほか／ソフト開発センター，NEP

『愛されて50年♪みんなのうた新春スペシャ
ル！』

01.01／17:00～18:48
01.03／10:05～11:48

11年 4 月に50年を迎える『みんなのうた』の代

表的な曲，隠れた名曲などを振り返るとともに，

番組に携わってきたスタッフの証言を紹介した。

今回新たに発掘できた秘蔵映像も放送した。／出

演：井上順，榊原郁恵，はなわ，加藤清史郎，ベ

ッキーほか／青少年・教育番組部，NEP

『正月時代劇～隠密秘帖』
01.01／19:20～20:34

天明 4（1784）年，第十代将軍家治の治世。老中

首座・田沼意次は行き過ぎた経済改革を断行して

いた。賄賂が横行する一方で，庶民は困窮，幕府

内部からも意次に対する不満の声が上がってい

た。同年 3月24日夕刻，殿中にて，意次嫡男・意

知が佐野善左衛門に斬りつけられる事件が起こ

る。8日後，意知は絶命し，佐野は切腹。すると，

再 
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高騰が続いていた米価が急落，庶民は佐野を「世

直し大明神」とあがめ，一方で意知の葬列に石を

投げ込んだ。意次に反対する勢力の陰謀なのか…。

意次擁護の大奥年寄・沢の井は，事件を調べるよ

う申し渡すが，その密命は，廻りまわって小人目

付・神谷庄左衛門と榊半兵衛へ。真相に近づく 2

人についに魔の手が迫る。家族を守るため，武士

としての信念を守るため，庄左衛門は必殺の剣を

抜いた。／作：金子成人／音楽：小六禮次郎／出

演：舘ひろし，南原清隆，塩見三省，苅谷俊介，

水野真紀，神山繁，カンニング竹山，六角精児，

本田博太郎，松坂慶子，笹野高史，津川雅彦ほか

／ドラマ番組部，NEP

『ヒューマンドキュメンタリー～色と生きる　志
村ふくみ』

01.02／18:05～18:48
京都・嵯峨野に暮らす人間国宝の染織家・志村

ふくみさん，86歳。四季折々の植物から取り出し

た色で染めた糸で無限の色彩を織り成す志村さん

の，美しい草木染めの世界と人生を描いた。／語

り：内藤裕子アナ／ソフト開発センター，NED，

ドキュメンタリージャパン

『新春TV放談2011』
01.02／23:55～01:08

09年新春に第 1回を放送。第 3弾となる今回は，

10年のテレビ番組を振り返りながら，11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。

NHK・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，橋本奈

穂子アナ／パネラー：テリー伊藤，森達也，大根

仁，鈴木おさむ，矢口真里／青少年・教育番組部，

NEP

『歴旅Q タイムトラベラー～江』
01.03／19:30～20:43
01.10／13:05～14:18

歴史が動いたその現場を訪ねる“タイムスリッ

プ”クイズ。オール現地ロケで，貴重な文化財や

地域の人と触れ合う“地域密着型”の歴史教養バ

ラエティー。今回のテーマは，11年大河ドラマ

{江』。江ゆかりの滋賀県長浜市，京都市を旅し

た。／司会：ウエンツ瑛士，杉浦友紀アナ／出

演：天童よしみ，鈴木砂羽，優木まおみ，小島よ

しお，ローラ・チャン，カンカラほか／ナレーシ

ョン：設楽統（バナナマン）／エンターテインメ

ント番組部

『祝女～シーズン 2 今夜はホンネで語らせ
て！スペシャル』

01.06／22:55～23:24
『祝女』の新春スペシャル。レギュラー出演の

女優たちの座談会を軸に，これまで放送した『シ

ーズン 2』の名場面を紹介。女優たちが，演じる

側と見る側の両方の立場で『祝女』のショートス

トーリーについて本音で語り合う。／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，早織，入山法子ほか／エンターテイ

ンメント番組部

『ドキュメンタリー　オブ　AKB48～ 1 ミリ先
の未来』

01.09／00:00～00:44
映画監督・岩井俊二が監修した，AKB48のド

キュメント。／エンターテインメント番組部

『カウントダウン「江」～大河ドラマ50作すべ
て見せます』

01.09／21:00～22:18
『江～姫たちの戦国』で50作目となった大河ド

ラマ。これまでの大河ドラマを知って『江』をま

すます楽しんでもらおうと，50年の歴史を振り返

りながら，出演した豪華俳優陣の知られざるエピ

ソードを披露。そして最新作『江』の見どころを

ふんだんに紹介，大河ドラマを50年分楽しめるメ

モリアル番組。／出演者：上野樹里，石坂浩二，

渡辺謙，三谷幸喜，萩本欽一，蜷川幸雄，奈良岡

朋子，向井理ほか／ドラマ番組部，NEP

『あしたをつかめスペシャル～20歳にエール！
＠羽田空港』

G 01.10／09:10～09:59
02.26／15:50～16:39

E 02.05／16:00～16:49
『あしたをつかめ』の成人の日スペシャル版。

10年10月に，国際空港としてリニューアル・オー

プンした羽田空港で働く 5 人の若者たちに密着。

“空港の顔”とも言える案内人，飛行機の誘導や

貨物の積み込みを担うグランドハンドリング，さ

らには麻薬探知犬のハンドラー，整備士，そして

管制官。それぞれの立場で，乗客たちを支える男

女の姿を追った。緊張の中で見いだすやりがいや

喜び，そして人知れぬ苦労など，仕事を通じて成

長する若者たちを，群像ドキュメントとして描い

た。／ナレーション：谷村美月／青少年・教育番

組部

『大人女子のアニメタイム～川面
も

を滑る風』
01.07／00:15～00:40
01.11／02:45～03:10再 



「大人女子」に贈る珠玉の物語。恋愛小説の名

手・唯川恵さんの短編小説を，美しいアニメーシ

ョン映像でつづった。／声：田中美里ほか／ソフ

ト開発センター，キュリオスコープ

『宇多田ヒカル～今のわたし』
1.15／21:00～21:49

10年いっぱいで活動を休止した宇多田ヒカルの

ライブ＆ドキュメント。休止前最後の地上波テレ

ビ出演。休止の真相を語った。／エンターテイン

メント番組部

『金とく～エコ田んぼ　完結編　命の結晶　お米
ができた！』

1.29／16:00～16:43
農薬・化学肥料を一切使わない米作りプロジェ

クト。田んぼ作りから収穫までの 1年間， 9家族

30人が奮闘しながら生き物の力を感じていく姿を

追った。中部 7県で放送した地域特集『エコ田ん

ぼ』（ 3 回シリーズ）の総集編。地球環境映像祭

子どもアースビジョン賞・農業ジャーナリスト賞

受賞。／名古屋局

『アニメ　心霊探偵　八雲』
（ 1～ 5回）02.06／00:50～03:00
（ 6 ～ 9 回）02.13／00:50～02:34
（10～13回）02.20／00:50～02:28

3 週にわたっての集中放送。番組をより深く理

解し，楽しめるよう番組の間にキャストインタビ

ューやトークを挟み，スペシャル感を高めた。全

13回。／ソフト開発センター，SV

『特集ドラマ～風をあつめて』
2.11／08:20～09:19

NHKとNHK厚生文化事業団が主催する「NHK

障害福祉賞」の過去の受賞作（障害にまつわる手

記）をドラマ化する企画。待望の初めての子ども

が福山型筋ジストロフィーだったことにショック

を受けた主人公は，両親の遺伝子の組み合わせゆ

えに第 2子も同じ病気で生まれる可能性が高いこ

とを知りながら， 2人目を作ろうと決意する。し

かし，その子もやはり同じ病気だった。苦悩する

主人公とその妻が自分たち家族の人生を肯定する

に至るまでの過程を，原案となった手記執筆者の

ドキュメンタリーを交えて描いた。／原案：浦上

誠／脚本：荒井修子／音楽：羽岡佳／出演：安田

顕，中越典子，吉田羊，佐伯新，平澤宏々路，信

太真妃，大森絢音，遠藤璃菜，上田耕一，平田満

ほか／ドラマ番組部

『69億人の検索ランキング』
02.05／21:00～21:43
02.13／16:00～16:43

さまざまな国で検索されている急上昇キーワー

ドに着目し，掘り下げることで，知られざるビッ

クリ情報をキャッチする新しい「世界まるごと検

索バラエティー番組」。インドやモンゴルなどの

興味深い情報を発掘した。／出演：ほっしゃん。，

勝村政信，ピエール瀧，松嶋尚美／司会：松尾貴

史，鎌倉千秋アナ／ソフト開発センター，NEP，

テレコムスタッフ

『ドラマスペシャル～迷子』
G 02.19／21:00～22:13
HV 03.27／18:45～19:58

トミーたち 3 人の男子高生とOLの君枝は，雑

踏に座り込んでいるおばあさんに声をかけるが，

外国人らしいおばあさんは，突然姿を消してしま

う。ホームレスの斎藤は，飛び込んできたおばあ

さんに驚き，友人の女子高生ミキ，大学生の雅夫

とともに，彼女を助けようと珍道中を始める。迷

子のおばあさんを巡り，都会の人々が心を通わせ

る，一夜限りの物語。／作：前田司郎／音楽：

BANANA／出演： 玉純，南沢奈央，金井勇太，

忍成修吾，中村映里子，太賀，永嶋柊吾，山田健

太，岡田廉，逢坂じゅん／大阪局

『復活！桑田佳祐ドキュメント～55歳の夜明け』
2.26／20:00～20:43

10月からスタジオでの音楽作りを再開した桑田

佳祐に密着。徐々にファンに相対する自信を取り

戻していく姿，紅白歌合戦での鮮やかな復活， 2

月に行われる新アルバムの全国各地の試聴会に飛

び入りし，パフォーマンスを披露する姿，地元茅

ヶ崎での復活報告イベント，そして心情の全てを

語るロングインタビューを軸に構成。復活に向け，

全身全霊で取り組む姿を描いた。また，録りおろ

しのスタジオパフォーマンスも披露。／エンター

テインメント番組部

『aiko LIVE at NHK』
03.05／00:45～01:43

キャリア初のベスト盤を発表し，大きな話題と

なったaikoのベスト選曲スタジオライブ。DVD

などにも収録されないMCトーク部分も放送。

自身のヒストリーや 9回出場した紅白歌合戦を振

り返るコーナーも交えて構成。／エンターテイン

メント番組部

『平成22年　NHKのど自慢チャンピオン大会』
G・R1 03.05／19:30～20:59
BS2 03.06／12:15～13:44

10年度に実施した『NHKのど自慢』のチャン

ピオンから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：再 
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井ノ原快彦，柴田理恵，竹下景子，戸田恵子，馬

飼野康二，水木れいじ，近藤保博エンターテイン

メント番組部長／司会：松本和也アナ／グランド

チャンピオン「花の時・愛の時」（斉藤光壱さん），

優秀賞「逢いたくていま」（岸上成美さん），「水

面の蝶」（大野承さん，右松義博さん）／エンタ

ーテインメント番組部

『グループ魂の軌跡～15の巻』
03.06／00:50～01:33

11年の年明けからスタートした全国15か所を回

るツアー，そして最終公演の日本武道館まで， 1

年にわたりグループ魂の活動に密着。『紅白歌合

戦』をはじめNHKに残る貴重なアーカイブス映

像やゆかりのミュージシャン，俳優のコメントを

織り交ぜながら，15年の足跡を紹介。スター揃い

の個性派バンドとして時代を斬ってきた 7人の集

大成。／エンターテインメント番組部

『もっと「もしドラ！」～アニメでわかるドラッ
カー』

03.10／22:55～23:23
アニメ『もしドラ』の放送に先立つ特集番組。

今なぜドラッカーがこれほど読まれているのか，

ドラッカーの考えを実践する著名人のインタビュ

ーを通して解説。／ソフト開発センター，NEP

『緊急報告　福島原発』
3.16／20:00～20:55

緊迫した事態が続く福島第一原発。放射性物質

はどう拡散し，人にどんな影響が及ぶのか，今後

の対策と注意点を交え，福島原発で何が起きてい

るのか最新情報を報告。／司会：鎌田靖解説委員

／大型企画開発センター，科学・環境番組部，報

道局

『旅立ちの記録～分校の放送部が見つめた1年』
03.21／11:10～11:44

11年 3 月で閉校となる淡路島の高校の分校の

日々を，同じ高校の放送部が記録。最後の 1年を

充実したものにしたいと36人の生徒は誓い合う。

先生へのサプライズや進路が決まらない仲間への

励まし…支え合って約束を果たそうとする一生懸

命な姿を同級生だからこそ撮れた映像でつづっ

た。／語り：相沢舞／青少年・教育番組部

『特集・双方向解説　未曽有の事態にどう対応す
るか』

3.27／12:40～14:40
11年 3 月11日に起きた東日本大震災，さらには

福島第一原発事故。この未曽有の事態にどう対応

するか。『双方向解説　そこが知りたい！』で培

った番組制作のノウハウを生かし，視聴者からの

メールやファックスも紹介しながらの生放送。／

キャスター：藤澤秀敏解説委員長，結城さとみア

ナ／出演：山闢登・松本浩司・水野倫之・出石

直・関口博之・荒木裕志・後藤千恵・下境博・合

瀬宏毅各解説委員／解説委員室

『NHK岐阜開局70周年記念ドラマ～恋するキム
チ』 ※2011.05.04／15:05～15:58
岐阜県各務原市は，『冬のソナタ』ブームのあ

と，キムチで町おこしをした。その実話に基づき，

1 人の市役所職員がキムチ作りに奮戦する中で，

家族の愛情に気付き，成長する物語。韓国からの

交換職員との出会いもあり，恋が芽生えていく。

／作：横田理恵／音楽：BANANA／出演：貫地

谷しほり，ユナク，角替和枝，小島藤子，鬼頭卓

見，黒宮万里，宮璃アリ，堀田和則，西山諒，深

山義夫，藤田紘之，湯浅浩史，長沼久美子，八名

信夫，北見敏之ほか／岐阜局

『福岡発地域ドラマ～見知らぬわが町』
※2011.05.05／15:05～16:18

福岡県大牟田市。かつて炭鉱で栄えたこの町に

暮らす高校 1年生・竹本望美は，不登校に悩んで

いる。夏休み最後の日，町外れで目にした巨大な

廃虚に心を奪われてしまう。それは，この町の過

去の象徴とも言うべき，炭鉱のヤグラだった。望

美は，学校に行くふりをして町の過去の探索にの

めり込んでいく。無口な父・正一は不況のあおり

を受け，自動車修理工場をリストラされる。娘に

内緒でハローワークに通うが，なかなか次の仕事

を見つけられない。同じ町に暮らす望美の祖父・

勝男はかつて炭坑夫だったが，爆発事故に遭い，

COガス中毒の後遺症に苦しんでいる。そんな夫

を明るく支え続けてきた祖母・絹子。勝男と正一

には，望美も知らない過去の確執があった。見知

らぬわが町を巡る旅が，やがて家族の物語と重な

っていく。／作：羽原大介／音楽：榊原大／出

演：忽那汐里，杉本哲太，高橋一生，小林勝也，

いしだあゆみ／福岡局

『第17回家族で選ぶにっぽんの歌』
※2011.05.05／19:30～20:39

ネットクラブに登録している約1,200家族の視

聴者に，さまざまな家族にまつわる歌へのアンケ

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。／司

会：伊東四朗，柴田理恵，瀧本美織／出演：秋川

雅史，あべ静江，植村花菜，金井克子，郷ひろみ，

島津亜矢，ジュディ・オング，夏川りみ，橋幸夫，

二葉百合子，槇みちる，森進一／エンターテイン

メント番組部
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『あぁ！言い違いすれ違い』 新
木　14:45～14:55
金　05:25～05:35

第 1 回10.4.1／今の時代のコミュニケーション

におけるすれ違いの場面を見つめ，その背景を探

る番組。上司と部下，親と子，教師と生徒，医師

と患者など，さまざまなすれ違いの場面をタレン

ト「東京03」の寸劇で提示した後，喫茶店風のス

タジオ〈喫茶すれ違い〉で専門家がその原因を分

析，解決に向けての取り組みなどを紹介し，「“場

の空気”はなぜ生まれるのか」「果たして自分ら

しさとは存在するのか」など，気持ちよく人とつ

ながるための方策を考えた。10年度は20本を制作

した。／アナウンス室

『アイ・カーリー』 新
火　19:25～19:50

第 1 回10.11.16／10年度は第 1 ～第18回を放

送。／アメリカで大人気のキッズ・コメディ。ネ

ット上の生中継番組を立ち上げたカーリーとその

仲間たち。番組の一躍人気になり，カーリーはネ

ット・アイドルに。カーリーの吹き替えは水樹

奈々。／ソフト開発センター

『ITホワイトボックスⅡ』
E 木　23:30～23:54

日　14:00～14:24
BS2 土　05:00～05:24

第 1 回09.4.2／スマートフォンやクラウド，デ

ジタルTV，デジタルカメラなど，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，NED

『愛の劇場～男と女はトメラレナイ』 新
金　22:25～22:50
金　05:35～06:00

第 1 回10.4.2，最終回10.9.17／オペラと歌舞伎

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。あらすじや登場人物のキャラクターを分かり

やすく紹介しながら，現代にも通じる男と女の微

妙な関係を本音トークで語った。／案内役：夏木

マリ／音楽・伝統芸能番組部

『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』
E 金　19:30～19:55

火　23:30～23:55
BS2 月　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”。10年度は臨床心理士，刑事，漫画編集者，

客室乗務員，花火師など40職種を紹介。過去 7年

間で273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

『あつまれ！ワンワンわんだーらんど』 新
（月 1回）日　07:25～07:55

日　17:00～17:30
第 1 回10.5.30／0歳児から 2 歳児を対象にした

{いないいないばあっ！』のステージ番組。「歌」

と「あそび」で赤ちゃんの感性に直接働きかける

[乳幼児が初めて出会うステージ」を全国10か所

で中継録画して放送した。犬のキャラクター・ワ

ンワンを中心に『いないいないばあっ！』で人気

の楽曲をステージ化するとともに，親子でのふれ

あいを促すあそび歌や乳児でも夢中になるお話を

ステージ向けに開発，月 1回のレギュラー番組と

して放送した。／出演：チョー，空閑琴美，間宮

くるみ，恵畑ゆう，ほか／制作局（番組委託・展

開），NED

『あなたもアーティスト』 新
E 水　22:00～22:25

水　13:05～13:30
BS2 日　02:10～02:34

第 1 回10.3.31／絵画や音楽などを扱う，文化系

趣味講座番組。30代から中高年まで，幅広い視聴

者を対象としている。「二胡」「風景スケッチ」

[初心者でも弾けるショパン（ピアノ講座）」「水

墨画」などのテーマを取り上げた。／テキスト発

行／制作局（番組委託・展開），NED，NPN

『アニメ　おさるのジョージ』
土　08:35～08:59

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）を基に制作されたテレビアニメ。黄色

い帽子のおじさんと一緒に暮らす，こざるのジョ

ージが好奇心から毎回騒動を引き起こす。／ソフ

ト開発センター，NEP

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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『アニメ　おじゃる丸』
E 月～金　18:00～18:10

日　　17:50～18:00
HV 日　　08:50～09:00

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　こばと。』
月　19:25～19:50

第 1 回09 .10 .6，最終回10.3 .23（BS2）／

10.3.29～9.20／CLAMPのマンガをアニメ化。少

女・小鳩には「行きたい所」がある。そのために

は人々の傷ついた心を集めなければならなかった

…。全24回。／アニメーション制作：マッドハウ

ス／ソフト開発センター

『アニメ　テレパシー少女蘭』
月　19:25～19:50

第 1 回08.6.21，最終回08.12.20／ 10.9.27～

11.3.7／あさのあつこの小説をアニメ化。中学 1

年生の蘭は，転校してきた翠とボーイフレンドの

留衣とともに，さまざまな事件を解決していく。

全26回。／アニメーション制作：トムス・エンタ

テインメント／ソフト開発センター，NEP

『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　バクマン。』 新
土　18:00～18:25

第 1 回10 . 10 . 2，最終回11 . 4 . 2／「DEATH

NOTE」の大場つぐみ・小畑健コンビによる人気

コミックをアニメ化。 2人の少年が，マンガの創

作，編集部への持ち込み，そして雑誌連載と，熱

い思いで夢に向かって歩んでいく姿を描く。全25

回。／監督：カサヰケンイチ・秋田谷典昭／アニ

メーション制作：J.C.STAFF／ソフト開発セン

ター，NEP，小学館集英社プロダクション

『アニメ　はなかっぱ』 新
月～金　07:15～07:25
月～金　17:30～17:40

第 1 回10.3.29／緑いっぱいのやまびこ村に，頭

に花が咲いているかっぱの家族が住んでいる。主

人公の「はなかっぱ」が咲かせる花の中でも，若

返りの花と伝えられている「わか蘭」を狙って，

黒羽屋蝶兵衛一味がやって来て村はいつも大騒

ぎ。やまびこ村での「はなかっぱ」とその家族・

友達が織り成す面白くも温かい日常を描く。／監

督：のなかかずみ／制作局（番組委託・展開），

ジーベック，グループ・タック

『アニメ　ひつじのショーン』
日　07:00～07:20

第 1 回07.4.8／（第 2 弾）第 1 回10.10.3／イギ

リスの人気ストップモーションアニメ「ウォレス

とグルミット」から誕生したアニメシリーズの第

2 弾。主人公「ショーン」が，毎回仲間たちと楽

しい騒動を巻き起こす。第 2シリーズに加え，07

年に放送した第 1 シリーズも再放送。（11 . 1～

3）／ソフト開発センター

『アニメ　ペンギンズ』 新
E 日　07:00～07:24
HV（後期）日　09:00～09:24

第 1 回10.4.4，最終回10.9.26／アニメ映画「マ

ダガスカル」からのスピンオフTVアニメ。主人

公はニューヨークのセントラルパーク動物園に住

む人気者のかわいいペンギンたち。しかし彼らの

正体は，エリート・ペンギンで結成された秘密組

織だった…。全26回。／ソフト開発センター

『アニメ　メジャー5』
E 土　09:00～09:25
HV 日　08:00～08:25

第 1回04.11.13／（第 5シリーズ）第 1回09.1.10，

( 第 1 回10.4.17，最終回10.10.2）／主人公吾郎

が，WBCで世界一を目指す第 5 シリーズ。全25

回。／ソフト開発センター，NEP，小学館集英

社プロダクション

『アニメ　メジャー6』 新
土　18:00～18:25

第 1 回04.11.13／（第 6シリーズ）第 1回10.4.3，

最終回10.9.25／人気漫画「MAJOR（メジャー）」

(原作：満田拓也）をアニメ化。吾郎はメジャー

球団・ホーネッツの一員としてシーズン開幕を迎

える。ついにメジャーリーガーとしての一歩を踏

み出すが，そこには長く苦しい「自分との戦い」

が待っていた。人気アニメの最終シリーズ。全25

回。／監督：福島利規／アニメーション制作：

再 

再 

再 

再 
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Synergy SP／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』
火　19:25～19:49

第 1 回08.10.6／10年度は第73回（4.27）～100

回（11.9）を放送。／80年代に放送されたファミ

リーSFコメディー｡毛むくじゃらのぬいぐるみの

ような宇宙人アルフと彼を迎えたタナー一家のド

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

『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。10年度は，半世

紀を迎えた60年安保にスポットを当てた 4回のシ

リーズ「安保とその時代」が高い評価を得た。

[病院は建てたけれど」「なぜ希望は消えた？～

あるコメ農家と霞が関の半世紀」「大阪“生活保

護”非常事態宣言」などで，日本が抱える問題を

正面から描いた。／文化・福祉番組部

『Eテレ0655』 新
月～木　06:55～07:00

『Eテレ2355』 新
月～木　23:55～00:00

第 1 回10.3 .29／「テレビで生活のリズムを刻

む」をコンセプトに始まった新番組。『Eテレ

0655』は，「日めくりアニメ」「おはようソング」

などの楽しいコーナーで 1日の始まりを作る 5分

番組。また『Eテレ2355』は，「おやすみソング」

[今日のトビー」などのコーナーで，見ると気持

ちよくリラックスできる，おやすみ前の 5 分番

組。／ソフト開発センター，NED，ユーフラテ

ス

『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58

回NHK杯テレビ囲碁トーナメント』を放送し

た。／上半期「小林光一の攻めの構想小林流」講

師：小林光一九段，聞き手：穂坂繭三段／下半期

[淡路修三の楽しく学べるヨセ」講師：淡路修三

九段，聞き手：木下かおりアマ六段／NHK杯優

勝：山田規三生九段／司会：万波奈穂／テキスト

発行／制作局（番組委託・展開），NED

『いないいないばあっ！』
月～金　08:25～08:40
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（番

組委託・展開），NED

『えいごであそぼ』
月～金　08:45～08:55
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

ファーほか／制作局（番組委託・展開），NED

『えいごでしゃべらないとJr.』
金　10:15～10:30

第 1 回07.4.2 最終回11.3.11／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』
火　10:45～11:00

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～木　01:10～02:40
金　　01:20～02:50

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

再 

再 

再 
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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

でも広く視聴されている。午前 1 時台の再放送

(ライブラリー放送と呼ぶ）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，本放送から半年遅れで始まり，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，教師のビデオ録画等

にも応える枠となっている。10年度の制作は「理

科総合A・B」「数学基礎」「数学Ⅰ」「英語Ⅰ」の

4 番組。一部制作は「地理」の 1 番組。再放送は

[日本史」「世界史」「物理」「地学」「情報A」

[化学」「生物」「家庭総合」の 8番組。放送だけ

でなく，08年度から始まった番組のインターネッ

ト配信による視聴も定着し，いつでも・どこで

も・繰り返し学習できる簡易eラーニングサイト

として広く利用されている。／制作局（番組委

託・展開），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，分

かりやすいニュースを目指している。東日本大震

災に際しては発生後 4か月にわたり特設手話ニュ

ースを放送した。 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，聴覚障害者にとって不可欠の貴重な

情報源となっている。キャスター10人のうち 7人

が聴覚障害者である。／テレビニュース部

『NHK短歌』
日　06:00～06:25
水　14:30～14:55

第 1 回05.4.9／短歌を味わい，作歌のポイント

を紹介する講座番組。毎週3,000余りの投稿作品

から優秀作品12首をスタジオゲストとともに鑑

賞， 2首を添削指導。ミニコーナーでは現代歌人

の自作自詠を紹介。10年度より番組が 5分短縮し

25分間に。／選者（昨年度に続き）：今野寿美，

加藤治郎，東直子，米川千嘉子の 4氏が週替わり

で担当／司会：濱中博久アナ／テキスト発行／制

作局（番組委託・展開），NED

『NHK俳句』
日　06:35～07:00
火　14:30～14:55

第 1 回94.4 .8／季語の解釈や省略のコツなど，

俳句の基本に親しむ講座番組。スタジオゲストを

招き毎週5,000句前後の投稿から12句の入選を講

評，ほか 2句を添削指導。ミニコーナーで現代俳

人による自作自詠を紹介。10年度より番組時間が

5 分短縮し25分間に。／選者（昨年度に続き）：

西村和子，三村純也，高野ムツオ，片山由美子／

司会：大沼ひろみアナ／テキスト発行／制作局

(番組委託・展開），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，今井絵理子さんがポイントを説明しながら，

その手話を分かりやすく表現する。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。10年度は司会 2年目を迎えた作曲家の西

村朗さん，同じく 3年目を迎えた岩槻里子アナウ

ンサーが音楽の聴きどころを分かりやすく紹介し

た。番組の終わりの「今宵
こよい

もカプリッチョ」のコ

ーナーは20本を放送。さまざまな視聴者層への音

楽鑑賞の一助とした。／音楽・伝統芸能番組部

『エリンが挑戦！にほんごできます。』
金　05:05～05:25

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。25回にわたって

日本語の基礎を学びながら，中級へのステップア

ップを目指す。講座では，日本にやってきた交換

留学生・エリン（17歳）が主人公として日本語で

さまざまな場面に挑戦する学園ドラマ風スキット

を基に，生きた日本語表現を身に付ける。毎回の

学習は，エリンがアニメキャラクター（生徒役）

に変身して，ポップなCG空間の中で学習できる

ようにした（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，

再 
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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（番組委託・展開），

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。／（5.30）広島交響楽団（秋山

和慶指揮），（8.29）群馬交響楽団（沼尻竜典指揮），

(11.28）大阪交響楽団（児玉宏指揮），（1.30）東

京交響楽団（ユベール・スーダン指揮）の計 4団

体を紹介。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，

NEP

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

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。10年度からは，土曜日の放送を『おか

あさんといっしょ～あつまれ！土曜日』とし，地

方局のスタジオに親子を集め，親子で出来る遊び

歌等を数曲収録。年間 8局で実施。また，10年度

から参加親子をNHKネットクラブで募集，抽

選。／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（番組委託・

展開），NED

『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

感覚と読書習慣を育むことをねらう。／出演：岩

崎ひろみ，高橋和也ほか／教師用テキスト／青少

年・教育番組部，NED

『カイルXY』 新
（後期）土　23:00～23:45

第 1 回10.10.2，最終回11.3.19／森の中で突然目

覚めた謎の美少年カイル。彼を自宅に迎えた心理

学者ニコールとその家族は，次第に心通わせるよ

うになるが，カイルの背後には巨大な陰謀の影が。

SFファンタジードラマ。全23回／ソフト開発セ

ンター

『カラフル！～世界の子どもたち』
E 木　19:35～19:50

水　09:30～09:45
土　11:00～11:15

HV 水　17:45～18:00
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」「一人一人違った考えが

あり，そのどれもが尊いこと」を伝えた。／動画

配信／青少年・教育番組部

『ギフト～E名言の世界』 新
月　23:10～23:30
土　05:40～06:00
月　13:30～13:50

第 1 回10.3.29／天才棋士・羽生善治，発明王・

トーマス・エジソンなど，古今東西の偉人たちの

名言を英語で届け，英語とともに人生を学ぶ新し

い教養英語番組。／出演：ロジャー・パルバース

(劇作家，演出家），紺野美沙子（俳優）／テキ

スト発行／制作局（番組委託・展開），NED

『きょうの健康』
E 月～金　20:30～20:45

月～金　12:30～12:45
BS2 日　　03:00～04:00

第 1 回67.4.3／医学・健康づくりの最新情報を

医師や専門家と共に伝える健康番組。金曜は視聴

者から寄せられた相談に回答した。10年度はスタ

ジオセット，テーマ曲などを一新。より患者や家

族の立場に立って，科学的根拠に基づいた治療法

や生活の中でできる予防法を分かりやすく紹介し

た。／出演：内藤啓史アナ，久田直子ほか／テキ

スト発行／制作局（番組委託・展開），NED

『きょうの料理』
E 月～木　11:00～11:25

月～木　21:00～21:25
BS2 火～金　03:00～03:25

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。定番料理のコツを丁寧に解説する「黄金

レシピ」，人気講師 2人が競作する「料理ショー」，

一度作れば手間いらず，さらに応用もきく「おか

ずの素」，冷凍すればおいしくなる，をコンセプ

トにした「冷凍大百科」など便利で役に立つ料理

法を紹介し，幅広く家庭料理の魅力を伝えた。／

司会：後藤繁榮・安部みちこ・山本美希アナ／テ

キスト発行／制作局（番組委託・展開），NED，
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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 火～金　03:25～03:30

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（番組委託・展開），NED

『きらっといきる』
金　20:00～20:29
金　12:00～12:29

第 1 回99.4.7／さまざまな障害のある人たちが

主人公の番組。仕事・地域や家庭での生活・障害

者団体の活動…さまざまな分野で生き生きと生き

ている人の姿を通して，主人公がなぜ“きらっと”

生きているのか？その理由やノウハウを具体的に

描くことで，全国の障害者，さらには社会へ向け

たメッセージを発信した。22年度は，障害のある

人が自ら企画し，笑いを通してバリアフリーを考

える「バリバラ～バリアフリー・バラエティー」

を年10本放送した。07年度より解説放送。／出

演：山本シュウ，小林紀子，玉木幸則／大阪局

『きれいの魔法』 新
E 火　11:30～11:55

火　21:30～21:55
BS2 水　03:30～03:55

第 1 回10.3.30／身体の内側と外側から“きれい”

になるための情報を，ヘアメイク・スキンケア・

エクササイズなど幅広いテーマで紹介する美容専

門番組。仕事や育児に忙しい，中でも，“きれい”

を目指したい30～40代女性がターゲット。番組に

応募した一般視聴者がレッスンを受ける演出を多

用し，普段の生活に実践的に役立つ情報をお伝え

した。／司会：黒崎めぐみアナ／テキスト発行／

制作局（番組委託・展開），NED

『極める！』 新
月　22:25～22:50
月　05:35～06:00

第 1 回10.3.29／こだわりのヒト・モノ・コトを

持つ著名人が，それを極める旅に出発。その道の

達人を徹底取材して自らのこだわりを磨く番組。

各シリーズ 1 か月（ 4 回）／文化・福祉番組部，

京都局，NEDほか。

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

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（番組委

託・展開），NED

『クッキンアイドル　アイ！マイ！まいん！』
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食育番組。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，星野卓也／

制作局（番組委託・展開），NED

『グラン・ジュテ～私が跳んだ日』
E （前期）月　11:30～11:55

月　21:30～21:55
BS2（前期）火　03:30～03:54

第 1 回09.10.3／グラン・ジュテとはバレエ用語

で跳躍のこと。今，輝いている女性。その人生の

[グラン・ジュテ」を伝える番組。モデル・

SHIHO（第 1 回）から菓子研究家・いがらしろ

み（第20回）まで，さまざまな女性の生き方を伝

えるとともに，彼女たちの成功までのトラブルや

人間関係の葛藤，心の微妙な動きをドキュメンタ

リータッチで構成。「自分の人生はこのままでい

いのか」と漠然と不安を抱いている同世代や少し

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「心のサプリメント」

として放送した。／制作局（番組委託・展開），

NED

『芸術劇場』
金（第 4週を除く） 23:00～01:15

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・橋本奈穂子アナ／音楽・

再 
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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：古谷敏郎アナ／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　23:00～01:15

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：「火の鳥」，

東京ヴォードヴィルショー「無頼の女房」，文楽

[妹背山婦女庭訓」，「麦の穂の揺れる穂先に」，

京都南座「伊賀越道中双六　沼津」など10本／音

楽・伝統芸能番組部，大阪局，NEP，NPN

『ここが聞きたい！名医にQ』
E 土　20:00～20:54

金　13:05～13:59
BS2 月　15:00～15:54

第 1 回08.4.5／病気や健康の悩みについて，視

聴者の疑問に，複数の医師が模型やCGを駆使し

て詳しく答える番組。10年度は，尿もれなど排せ

つの悩みや，子どもの発達障害など，相談しにく

いテーマも積極的に取り上げた。 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。／出演：古屋和雄ア

ナ，乙葉，潮香緒里／制作局（番組委託・展開），

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回のシリ

ーズでは，雨宮慧・上智大学教授が「福音書のこ

とば」と題して，新訳・旧訳聖書からイエスの言

葉を読み解いた。／文化・福祉番組部

『こだわり人物伝』
水　22:25～22:50
水　05:35～06:00

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

『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，その時々のニュースを伝えている。手話と字

幕，映像を組み合わせ，耳の聞こえない子どもに

分かりやすい番組作りを心掛けている。また身近

な疑問を掘り起こして，子どもたちにニュースに

関心をもってもらう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』
月　10:30～10:45

0 金　09:15～09:30
第 1 回90.4.5／最終回2011.3.7／ 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。新規制作なし。国内外

の昔話や名作，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再放送した。／

制作局（番組委託・展開），NED

『コミ☆トレ』
月　09:45～10:00
水　09:45～10:00

第 1 回09.4.6／特別支援教育番組。LD（学習障

害）やADHD（注意欠陥多動性障害），高機能自

閉症など発達障害による「つまずき」をサポート。

[自己の特性理解」「自己決定」をテーマの柱に

すえ，発達障害のある子どもたちが，日ごろ直面

する課題を切り抜けていくためのスキルをやさし

く教えた。／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　18:55～19:30
BS2 土　03:25～04:00

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。ノ

ーベル賞を受賞した鈴木章さんの単独インタビュ

ーや，「探査機あかつき」軌道投入失敗の舞台裏

の独占取材を行うなど，他の番組にはない，より

深い視点から，研究の最前線や科学の課題を伝え

た。／司会：山田賢治アナ，安めぐみ／科学・環
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境番組部

『佐野元春のザ・ソングライターズ』
E 土　23:45～00:14

土　10:30～10:59
BS2 火　16:30～16:59

第 1 回09.7.4／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。／ゲスト：

桜井和寿，後藤正文，鈴木慶一，岸田繁，ライム

スター，山口一郎／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葛藤を通して，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／教師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『 3か月トピック英会話』
水　23:10～23:30
土　05:20～05:40
水　13:30～13:50

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「ト

ップインタビューに学ぶ！自分を語る表現術」出

演：マーシャ・クラッカワー（聖心女子大学教

授）／ 7～ 9月「カリフォルニア縦断！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（09年度の再

放送）／10～12月「聴く読むわかる！英文学の名

作名場面」講師：斎藤兆史（東京大学大学院教授），

出演：内山理名／ 1～ 3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（09年度の再放送）／テキスト発行／制作局

(番組委託・展開），NED

『Jブンガク』
火～金　00:25～00:30

月～木　06:40～06:45，13:50～13:55
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。古典から現代までの名作を日本語

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），杏，加賀美セイラ／テキスト発

行／制作局（番組委託・展開），NED

『直伝　和の極意』 新
E 木　22:00～22:25

木　13:05～13:30
BS2 日　02:35～02:59

第 1 回10.4.1／日本の古き良き伝統文化を再度

見直し，新発見する趣味講座番組。30代から中高

年まで，幅広い視聴者を対象とした。「古地図で

巡る龍馬の旅」「とっておきの宿坊を楽しむ」「茶

の湯」「大豆を尽くす」「にっぽんの名城」といっ

たテーマを取り上げた。／テキスト発行／制作局

(番組委託・展開），NED，NPN

『仕事学のすすめ』
木　22:25～22:50
木　05:35～06:00

第 1 回09.4.2／第一線のビジネスパーソンに向

けて，各界で活躍する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。各シリーズ

1か月（ 4回）。／文化・福祉番組部，NED

『しぜんとあそぼ』
木・金　10:30～10:45
水・木　09:15～09:30

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。10年度の新作は「へんしんするむし」「さ

る」など 3 本。／制作局（番組委託・展開），

NED

『視点・論点』
E 月～金　22:50～23:00
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，

[介護保険10年」「日本の美」「サッカ―W杯」

[終戦特集」「生物多様性条約」「生き方としての

職業」「社会保障・税一体改革」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。10年度は 3月11日の東日本

大震災発生を受けて専門家や有識者による提言を

発生直後から放送した。10年度は24 6本を制

作。／解説委員室

『シャキーン！』
月～金　07:00～07:15
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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（番組委託・展開），NED

『シャキーン！ザ・ナイト』
水　19:20～19:40
月　00:40～01:00

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～金曜の本放送から，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（番組委託・展開），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，ニュースの背景や，生活との関

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。日々のニュースでは伝えきれな

かった項目や，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

『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工夫し

た。季節の花の楽しみ方や管理法を紹介するメイ

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／ミニコーナー「フルー

ル」ナビゲーター：稲生美紀，田代沙織／テキス

ト発行／制作局（番組委託・展開），NED，NPN

『趣味の園芸ビギナーズ』
日　08:25～08:30
金　21:25～21:30

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（番組委

託・展開），NED

『趣味の園芸　やさいの時間』
日　08:00～08:25
金　21:30～21:55

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。10年度は

新たに，庭や菜園が無い人たちでも野菜づくりが

楽しめる情報として，月に 1回プランターを使っ

た野菜づくりを紹介。菜園とプランター，より幅

広い人たちに野菜栽培の魅力を伝えた。／司会：

川瀬良子／講師：藤田智，木村正典／ゲスト：闥

原郁恵，西城秀樹／テキスト発行／制作局（番組

委託・展開），NED

『将棋の時間』
日　10:00～12:00

第 1 回60.7.9／総合『囲碁・将棋の勘どころ』

としてスタート。62.4.4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

60回NHK杯テレビ将棋トーナメント』を放送し

た。／上半期「阿久津主税の中盤感覚をみがこ

う」講師：阿久津主税七段，聞き手：安食総子女

流初段／下半期「高橋道雄の自由に指そう！楽し

い駒落ち」講師：高橋道雄九段，聞き手：山口恵

梨子女流初段／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（番組委

託・展開），NED

『新　漢詩紀行』
E 月～金　05:00～05:05
HV 月～金　06:55～07:00

第 1 回09.3.30，最終回09.9.18（HV）／千年を

超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。10

年度（前・後期）は，09年前期（HV）の再放送。

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

『新・三銃士』
金　18:00～18:20

第 1 回09.10.12，最終回10.5.28／ETV50周年企

画。連続テレビ人形劇としては，14年ぶりに制作

再 

再 

再 

再 
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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。／脚色：三谷幸喜／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：「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／公式ガイドブック，

公式メモリアルブック，DVD発行／青少年・教

育番組部

『新ビバリーヒルズ青春白書』 新
土　23:00～23:44

第 1 回10.4.3，最終回10.9.11／90年代に日本で

も大ブームを巻き起こした『ビバリーヒルズ高校

白書』と同じ場所を舞台に次の世代を描く新番組。

カンザスからロサンゼルスの高級住宅街ビバリー

ヒルズに引っ越してきたアニーとディクソンを中

心に，恋や悩みを描く青春ドラマ。全24回。／ソ

フト開発センター

『スーパーバレエレッスン』
『スーパーオペラレッスン』

（後期）金　22:25～22:50
金　05:35～06:00

世界の一流アーティストによる超一流技術の伝

授が見どころの上級者向けレッスン番組。10年度

は年度後半からの定時放送となり，09年度の「ロ

イヤル・バレエの精華　吉田都」の再放送のほか，

新シリーズとして「バーバラ・ボニーに学ぶ歌の

心」（講師：バーバラ・ボニー，1.14～3.25，全11

回）を放送した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『すイエんサー』
E 火　18:55～19:25

土　10:00～10:30
G 木　16:05～16:35
BS2 水　17:00～17:30

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

会の品川庄司，大島麻衣の 3人と，10年度から加

わったリポーター役のすイエんサーガールズが体

当たりで挑み，自分たちの力だけでひもといてい

く番組。視聴者と一緒に「ゆるーい雰囲気」の中

で徹底的に考え，答えを探り出す過程を楽しむ。

後半 5分は，科学者の街ガリハバラに迷い込んだ

少女たちのストーリーを描くアニメ「マリー&ガ

リー」／制作局（番組委託・展開），NED

『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。10年度より，従

来より対象年齢を拡大。 0～ 6歳児の親を対象に

[きょうだいの育て方」「おもちゃとの付き合い

方」「食べ物の好き嫌い」などのテーマについて，

視聴者から寄せられた子育ての疑問にお答えす

る。／制作局（番組委託・展開），NED

『スコラ　坂本龍一　音楽の学校』 新
E 土　23:45～00:14

土　10:30～10:59
BS2 火　16:30～16:59

第 1 回10.4.3，最終回10.6.19／坂本龍一が講師

になり，独自の解釈で音楽の魅力を解き明かす音

楽の学校。有識者の対談形式による講義パートと

小中高校生が参加するワークショップで構成。 4

回 1シリーズで「バッハ編」「ジャズ編」「ドラム

とベース編」の 3シリーズを放送。／ゲスト：山

下洋輔，細野晴臣，高橋幸宏，浅田彰ほか／エン

ターテインメント番組部，NEP

『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』
土　18:25～18:49

第 1 回09.3.31（HV）（ 第 1 回10.4.3，最終回

10.9.4）／映画「スター・ウォーズ」シリーズで

描かれた大戦が舞台。銀河の覇権を巡る二大勢力

の戦いを軸に，さまざまな人間ドラマが繰り広げ

られる。全22回。／ソフト開発センター

『スタイルアップ』
（後期）E 月　11:30～11:55

月　21:30～21:55
BS2 火　03:30～03:55

第 1 回09.4.2／欧米のファッションやグルメな

どバラエティーに富んだライフスタイルを紹介す

る主婦層の関心を呼んだ番組。10年度は，後期の

みの放送となった。ファッションデザイナー，テ

ィムガンの辛口批評で，出演者のファッションを

劇的に変える「ティムガンのファッションチェッ

ク 2 」，料理研究家ジャーダ・デ・ラウレンティ

スの軽快な口調でに手軽なイタリンを楽しむ「毎

日がイタリアン」を放送した。／ソフト開発セン

ター，NEP

再 
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『すてきにハンドメイド』 新
E 水・木　11:30～11:54

水・木　21:30～21:54
BS2 木・金　03:30～03:54

第 1 回10.3.31／編み物からアクセサリー作りま

で，「ハンドメイド」にメイドに関することなら

なんでもご紹介する女性向け番組。ものによって

は男性にもアピール。手作りの楽しさや，喜びを，

分かりやすく講師のみなさんとお送りした。／司

会：高市佳明アナ，はな／テキスト発行／制作局

(番組委託・展開），NED，NPN

『ストレッチマン・ハイパー』 新
火　09:45～10:00
木　09:45～10:00

第 1 回10.4.6／特別支援（養護）学校・学級に

学ぶ知的障害のある子どもたちを対象にした教育

番組。障害のある子どもにとって体によいストレ

ッチを紹介し，体を使う遊びやクイズで，感情を

体と表情で表す楽しさを伝えた。ストレッチマ

ン・シリーズは17年目を迎え，ストレッチコーナ

ーを継続しつつ，身の回りの品物で遊ぶコーナー，

[文字」や「形」などについての基本的なトレー

ニングをするコーナーなどを加え，子どもたちの

教材として広い用途で使いやすくリニューアル。

番組全体のネット配信も行った。／出演：宇仁菅

真，みにまむす／声：楠原かおり／大阪局

『住まい自分流』
E 月～木　11:55～12:00

月～木　21:55～22:00
BS2 火～金　03:55～04:00

第 1 回09.3.30，最終回11.3.24／“住”がテーマ

の生活実用番組。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

4 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（番組委託・展開），

NED

『住まい自分流アルファ』
土　12:00～12:20

第 1 回09.4 .5，最終回11.3 .26／『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（番組

委託・展開），NED

『青春リアル』
土　22:35～23:00
水　23:30～23:55

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

な葛藤を抱えているのか。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

『大科学実験』 新
水　19:40～19:50
金　10:45～10:55

（後期） 金　01:10～01:20
第 1 回10.3.31／思わず見入ってしまう大規模な

実験をスタイリッシュな映像で描く科学教育番

組。NHKの撮影技術を駆使して決定的瞬間を撮

影。よく知られている自然の法則や科学の知識を

検証する。アルジャジーラ子どもチャンネル，

NEDとの三者国際共同制作。／青少年・教育番

組部

『地球ドラマチック』
木　18:55～19:35

第 1 回04 .4 . 8／世界遺産として知られるペル

ー・マチュピチュ誕生の謎をひもとく「マチュピ

チュ～天空都市の誕生」，モーターパラグライダ

ーでエベレスト頂上を目指す「エベレスト大飛行

～モーターパラグライダーで記録に挑戦」，新大

陸発見以後のアメリカ大陸とヨーロッパ大陸の変

化を描いた「コロンブスは世界をどう変えたの

か」さらにヨーロッパアルプス・モンブランの岩

壁に挑む登山家の思いを伝える「モンブランが心

の故郷」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

『チャレンジ！ホビー』 新
E 月　22:00～22:25

月　13:05～13:30
BS2 日　01:20～01:44

第 1 回10.3.29／30～40代に向けた新しい趣味講

座番組。初心者に近いチャレンジャー（生徒）が

一流講師のレッスンを受け，最終回で憧れの目標

に挑戦する。「ロックギターをマスターしてライ

ブで演奏」「うどん打ちを極めて子どもたちにふ

るまう」などのほか，「ゴルフ」「タップダンス」

[パティシエ（洋菓子作り）」「ガラス細工」など

のテーマを取り上げた。／テキスト発行／制作局

(番組委託・展開），NED，NPN
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『中学生日記』
土　19:15～19:44
土　13:00～13:29

第 1 回72.4.9（G）／10年度は話題性と見やす

さを追求することをねらいに，“月替わり先生”

シリーズを実施。南翔太さん（ 4 月），河相我聞

さん（ 5月， 3月），なだぎ武さん（ 6月），上原

美優さん（ 7月），中澤裕子さん（ 9月），石川梨

華さん（10月），半田健人さん（12月），吉田栄作

さん（ 1月）などが登場した。 5月のシリーズで

は，いじめを受けた経験を持つ河相我聞さんを先

生役に，実話の要素を織り込んだドラマを制作。

味方になる大人は必ずいることを伝えた。 1月に

は，育児休職を経て現場に復帰した「イクメン先

生」を吉田栄作さんが演じ，家族との関係につい

て考えるシリーズを放送した。一般公募した出演

生徒200人余りへの徹底取材に基づくテーマ設定

と，個性を生かしたシナリオ作りという基本姿勢

は10年度も踏襲。さらに友達関係や受験対策をテ

ーマにしたトーク番組や，ゲートボール大会に臨

む少年たちを追ったドキュメント番組など，さま

ざまな手法で中学生世代の興味・関心に応える番

組を制作した。／名古屋局

『中高年のための　らくらくパソコン塾』 新
E 火　22:00～22:25

火　13:05～13:30
BS2 日　01:45～02:09

第 1 回10.3.30／中高年のためのパソコン講座。

パソコン初心者の阿藤快さんと柴田理恵さんの 2

人が 1 年を通して，そのスキルを上げていく。

[インターネット」や「ブログ」「年賀状」，それ

ぞれの入門編から音楽や写真を加工した講座まで

分かりやすく使用法を伝えた。／テキスト発行／

制作局（番組委託・展開），NED

『つくってあそぼ』
火　10:30～10:45
月　09:15～09:30
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，工夫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。

10年度の新作は「しんぶんにんじゃ」「とべひこ

うき」など10本。／構成：長崎武昭／音楽：福田

和禾子（テーマ曲・再放送分），井川雅幸／造

形：ヒダオサム，石崎友紀／テキスト年 3 回発

行／制作局（番組委託・展開），NED

『つくってワクワク』
月～金　16:45～16:50
土　　17:25～17:30

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（番組

委託・展開），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

用方法を分かりやすく紹介した。／語り：小山茉

美／青少年・教育番組部，NED

『できた　できた　できた』 新
水　9:00～9:15
金　9:00～9:15

第 1 回10.4.7／小学 1 年生向け特別活動・生活

科番組。入学したばかりの児童が学校生活に適応

できず，さまざまな問題を引き起こす「小 1プロ

ブレム」にも対応。子どもたちが学校生活に溶け

込めるよう，生活習慣やコミュニケーションの方

法を，歌やドラマで分かりやすく伝える番組。／

出演：斉藤慎二，マユミーヌ，長田奈麻，大高洋

夫ほか／声の出演：設楽統／教師用テキスト発

行／青少年・教育番組部，NED

『デジスタ・ティーンズ』 新
水　18:55～19:20
日　00:40～01:05

第 1 回10.3.31／アニメ，CG，コマ撮り，イン

タラクティブ，インスタレーション作品など，学

生やティーンから募集した新しい表現の作品を，

ホームページで事前に公開。各回スタジオには特

任教授として，ディズニー映画監督のティム・バ

ートンやリー・アンクリッチ，歌舞伎役者の中村

獅童など著名人を招き，反響が多かった作品や注

目作品を紹介しアドバイスなどのコメントをいた

だいた。クリエイティブ研究室では，アニメやコ

マ撮りなどの第一線クリエーターが高校生を指導

した。全40回。／司会：中谷日出NHK解説委員

(学長），吉澤ひとみ（助手）／ナレーション：

ジョージ・ウィリアムズ／ソフト開発センター，

NEP

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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『テストの花道』 新
E 月　18:55～19:25

土　09:25～09:55
BS2 水　16:30～17:00

第 1 回10.3.29／人は「考え方」を手に入れたと

たん，頭が良くなる生き物である。君にできない

はずはない。やる気はあるけど，なかなか成果が

上がらない…，勉強の仕方が分からない…。その

悩みを解決する番組。／出演：所ジョージ，城島

茂，荒木美和アナ／ソフト開発センター，NED

『テストの寄り道』 新
土　09:55～10:00

第 1 回10.4.03／『テストの花道』のスピンオフ

番組。番組ケータイサイトを軸に構成。／ソフト

開発センター，NED

『TVシンポジウム』 新
日　18:00～19:00

第 1 回10.6.27／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。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。10 . 3から土・日

14 : 0 0～に随時編成。／ソフト開発センター，
NEP，NED，NPN，JIB

『てれび絵本』
月～金　08:55～09:00

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），

[寿限無」（落語：古今亭菊之丞，絵：松下恵

子）などを放送。／制作局（番組委託・展開），

NED

『テレビスポーツ教室』
日　14:30～15:00

第 1 回61.4.8／柔道や相撲，フットサル，クロ

スカントリースキー，マウンテンバイクなどさま

ざまな分野のスポーツを題材として取り上げた。

日本を代表する指導者や選手が出演し，最新のト

レーニング方法や一流の技術を分かりやすく解説

して放送を行った。また「子供の運動能力」や

[エアロビック」など，小学生から中高年までの

幅広いスポーツ愛好家の要望にも対応してい

る。／スポーツ業務監理室，Gメディア

『テレビ体操』
E 月～日　06:25～06:35
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

や筋肉強化を図る体操も織り交ぜながら10分間の

放送。10年度から教育テレビの放送時間が 5分早

まった。午後は 5分間で月・水・金曜は「みんな

の体操」を，火曜は「ラジオ体操第 1 」，木曜は

[リズム体操」を行った。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：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

『テレビでアラビア語』
木　00:30～00:55
金　06:00～06:25

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（番組委託・展開），NED

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

第 1 回90.4.8（『イタリア語会話』08.4.1改題）／

4 ～ 9 月は欧州 4 言語コラボ企画「EURO24」で

人生プチ・リセット！フィレンツェ・トスカーナ

の食と自然と人情にあふれる魅力を伝えた。／講

師：入江たまよ（外務省研修所講師）／出演：レ

オナルド・ベヌッチ，ルカ・チェッカテッリ，ヴ

ィオレッタ・マストラゴスティーノ／生徒役：萬

田久子（俳優）／10～12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。（09年度の再放送）／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／ 1 ～ 3 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。（09年

再 

再 

再 
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度の再放送）／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／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

NED

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

第 1 回67 . 4 . 4（『スペイン語会話』08 . 4 . 3改

題）／前期は欧州 4 言語コラボ企画「EURO24」

で人生プチ・リセット！スペインの魅力が集まっ

たマドリードが舞台。／講師：貫井一美（清泉女

子大学非常勤講師）／出演：マリア・ゴメス・ベ

ドヤ，フリオ・ビジョリア・アパリシオ，マル

タ・マルティン・モリーナ／生徒役：片瀬那奈

(俳優）／後期は「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。（09年度

の再放送）／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／テキスト発行／制作局（番組委

託・展開），NED

『テレビで中国語』
火　00:00～00:25
金　06:35～07:00

第 1 回67.4.3（『中国語会話』08.3.31改題）／仕

事や観光，趣味など多様な関心に応える万能基礎

講座。教材スキットは北京の素顔を訪ねる現地リ

ポートした。／講師：荒川清秀（愛知大学教

授）／出演：フービン（俳優），双子姉妹インと

イェン（古筝奏者）ほか／生徒役：山本太郎（俳

優）／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

NED

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

第 1 回59.10.5（『ドイツ語会話』08.4.3改題）／

前期は欧州 4 言語コラボ企画「EURO24」で人生

プチ・リセット！舞台はベルリン。エコで豊かな

ベルリーナ暮らしを疑似体験するシリーズ。）／

講師：吉満たか子（広島大学外国語教育研究セン

ター准教授）／出演：マライ・メントライン，ベ

ンヤミン・ライン，サッシャ／生徒役：原沙知絵

(俳優）／後期は「ベルリン再発見！」ベルリン

の壁崩壊から20年経っ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。

(09年度の再放送）／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／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

NED

『テレビでハングル講座』
水　00:00～00:25
土　06:35～07:00

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）／ハングル実践会話を学ぼ

う！キム・ジュン，リュ・サンウク，チェ・ウォ

ンジュンら人気韓流スターが次々出演するドラマ

仕立てのスキットをもと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：細川

茂樹（俳優）／テキスト発行／制作局（番組委

託・展開），NED

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

第 1 回59 .10 .3（『フランス語会話』08.4 .2改

題）／前期は欧州 4 言語コラボ企画「EURO24」

で人生プチ・リセット！パリ短期滞在で自分を磨

く！おもしろミニスキットで基本文法を身につ

け，フレーズの使い方と発音のポイントを楽しく

学べた。／講師：國枝孝弘（慶応義塾大学准教授），

パトリス・ルロワ（慶応義塾大学訪問講師）／出

演：セリーヌ・アザイス／生徒役：知花くらら

(タレント）／後期は「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にインタビューし

たりフランスの流行事情などをリポートした。

(09年度の再放送）／講師：（10～ 3 月を通し

て）北村亜矢子（上智大学非常勤講師），クリス

テル・ル・カルヴェ（慶応義塾大学講師），（ 1

月）桑瀬章二郎（立教大学准教授），（ 2月）宮下

志朗（放送大学教授），（ 3月）三浦篤（東京大学

教授）／出演：ニコラ・ロランス，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／テキスト発

行／制作局（番組委託・展開），NED

『テレビでロシア語』
金　00:30～00:55
土　06:00～06:25再 

再 

再 

再 

再 
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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

クの各地を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。（09年度の再放送）／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（番組委託・展開），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：て

れび戦士，ガレッジセール，長友光弘（響），木

下優樹菜，柳沢慎吾，くみっきー，三國清三ほ

か／青少年・教育番組部

『10min.ボックス』
火～木　01:00～01:10
金　　01:00～01:20

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。10年度

は，「情報・メディア」 3 本，「職業ガイダンス」

3 本，「生活指導」 3 本を新作。／青少年・教育

番組部，NED

『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

環境との関わりについて考えた。10年度は，シリ

ーズ全20本のうち 6本を新作。／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

『道徳ドキュメント』
水　10:45～11:00

第 1 回06.4.12／ドキュメントを通して学ぶ，小

学校 5～ 6年生向け道徳教育番組。／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

『時々迷々』
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。

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。／

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』
木　05:30～05:35

第 1 回07.4.2／07年度の再放送。北京オリンピ

ックを見据えて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（番組委託・展開），

NED

『突然！サバイバル』
火　19:25～19:48

第 1 回09.9.29／10年度は第27回（3.30）～30回

(4.20）を放送。／ロサンゼルスの高校生たちが

乗っていた小型旅客機が悪天候のために太平洋の

無人島と思われる孤島に不時着。彼らの冒険を描

くアメリカドラマ。／ソフト開発センター

『となりの子育て』
土　21:30～22:00
金　11:00～11:30

第 1 回08.4.5（『土曜親じかん』09.4.4改題），最

終回11.3.26／小学生を中心に子育て中の親を支援

する番組。子育て中のタレントと，各テーマの専

門家をスタジオに招き，最先端の情報を交え，

VTRをきっかけにトークを繰り広げた。子育て

の中で日々直面するさまざまなテーマに親がどう

関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

育てをロケ・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（番組委託・展開），NED

『トラッドジャパン』
火　23:10～23:30
土　05:00～05:20再 

再 

再 
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火　13:30～13:50
第 1 回09.3.31／09年度の再放送。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。NHKのアーカイブス映像を活用し，

美しい映像に格調高いクイーンズイングリッシュを

のせて提供。国際放送番組『Bigin 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（番組委託・展開），NED

『トラッドジャパン・ミニ』
金　21:55～22:00

第 1 回09.4.4／09年度の再放送。『トラッドジャ

パン』のエッセンスのみを 5分間にまとめたミニ

番組。／声の出演：青谷優子，ステュウット・ヴ

ァーナム・アットキン／制作局（番組委託・展

開），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。10年度は，

新たな演出として「夢の○○傑作10選」と題し，

著名な画家の傑作10点を独自に選定，エンターテ

イメント性を高めた演出を試みた。「本編」（45

分）では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

彩なゲストのトークによって展開するスタジオ部

分で構成，美術鑑賞の醍
だい

醐
ご

味を多角的に紹介した。

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（番組委託・展開），NED

『にほんごであそぼ』
月～金　07:25～07:35
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，

楽しく遊びながら「日本語感覚」を身に付けても

らう番組。伝統芸能の手法をさまざま取り入れる

一方，視聴者からの投稿ごもじもじと投稿じゅげ

むも始まった。／制作局（番組委託・展開），

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。10

年度は，シリーズ全20本のうち10本を新作。／ナ

レーション：昌子洋子／声の出演：小林かつの

り／教師用テキスト発行／青少年・教育番組部

『日本の伝統芸能』
水　14:00～14:30
火　05:05～05:35

第 1 回90.4.7／代表的な伝統芸能を，初心者に

も興味深く鑑賞できるよう，分かりやすく紹介す

る番組。歌舞伎，能・狂言，文楽の 3分野計13本

を放送。各分野の第一人者を案内役に起用，歌舞

伎は中村吉右衛門，能・狂言は金春安明・茂山七

五三，文楽は竹本住大夫。聞き手は各放送局の若

手アナウンサーを起用し，副音声で外国人のため

の英語解説も行った。／司会：片山千恵子アナ

(金沢・歌舞伎），金城均アナ（新潟・能・狂

言），秋鹿真人アナ（大阪・文楽）／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 土　04:30～05:00
BS2 土　02:55～03:25

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

部」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。／出演：三遊亭圓歌，桂歌丸，鈴々

舎馬風，三遊亭金馬，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。／出演：柊瑠美

ほか／制作局（番組委託・展開），NED

再 
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『ニュースで英会話』
木　13:30～13:50
木　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」をコア

コンテンツと捉え，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「ニュースで英会話オンライ

ン」は 2 年目を迎えて平均月間ページビューが

1,200万（前年比118％）を超え，NHKサイトの中

でも屈指のデジタルコンテンツとして認知され

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

編集長）／出演：ジョセフ・ショールズ，ジェイ

ソン・ハッチェル，岡部徹（NHK解説委員），中

川倫子／制作局（番組委託・展開），NED

『ハートをつなごう』
（第 4週）月～木　20:00～20:29

月～木　12:00～12:29
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。 5 年目を迎えた10年度は，「薬物

依存」と「若者のこころの病」をキャンペーンと

して集中的に取り上げた。双方とも若い世代を中

心に，多くのメール，掲示板への書き込みが寄せ

られた。また，「HIV」や「働くことがツライで

す」「自死遺児」など新たなテーマにも取り組み，

番組を中心としたコミュニティーをさらに広げ

た。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

『ハーバード白熱教室』 新
日　18:00～18:59

第 1 回10.4.4，最終回10.6.20／アメリカの名門

ハーバード大学で，最も人気のある授業。サンデ

ル教授の「JUSTICE（正義）」。現代の難問をめ

ぐって，世界選りすぐりの知的エリートが議論を

闘わせる。門外不出の原則を覆し，初めて公開さ

れるハーバードの授業。全12本。／ソフト開発セ

ンター，NEP

『はろ～！あにまる』
E 月～木　12:50～13:00
G 木　　15:45～15:55
HV 月～木　05:30～06:00

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」。

5 回分をまとめて放送。10年度は08年度HVで放

送したものの再放送。／ソフト開発センター，科

学・環境番組部，NEP

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

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」

ことをねらった。／制作局（番組委託・展開），

NED

『ピタゴラスイッチミニ』
月～金　08:40～08:45
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（番組委託・展開），NED

『ビットワールド』
金　18:20～18:54

第 1 回07.4.6／楽しいコーナー満載の視聴者参

加番組。舞台は，サイバー空間の大異変によって

誕生した「ビットワールド」。子どもたちの奇想

天外でユニークな投稿アイデアを基に，不思議な

生物や芸術作品などを次々と創作し，魅力ある世

界を開拓していく。年間 4回の生放送では，視聴

者が番組ホームページ上のゲームなどを通して番

組展開に参加した。／出演：いとうせいこう，金

子貴俊，升野英知，中田あすみ，宮武美桜ほか／

青少年・教育番組部

『美の壺』
E 金　22:00～22:25

月　00:15～00:40
G 土　05:15～05:40
HV 土　07:00～07:25
BS2 火　15:25～15:49

第 1 回06.4.7／放送開始後 5 年目に入り，前年

に引き続き草刈正雄さんがナビゲーターを務め

た。番組のテーマとなるのは「くらしの中に根付

く美」。「花器」「日本の犬」「水のある庭」「ドー

ルハウス」など，西洋にルーツのあるものも含め

日本人の暮らしに根付いた多彩なアイテムを取り
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上げ，その美の観賞法をいくつかの「ツボ」に分

類して分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。町その

ものをテーマとした「紀行編」も積極的に放送し

た（「浅草」「軽井沢」「函館」「横浜前後篇」など）。

7 月には海外取材を行い「ベトナム」スペシャル

を放送。正月には総合テレビで「京都」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（番組

委託・展開），NED

『ヒミツのちからんど』
土　18:50～19:15
土　13:30～13:55

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分かり

やすく丁寧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（番組委託・

展開），青少年・教育番組部，音楽・伝統芸能番

組部，NED

『ひょうたんからコトバ』
金　09:45～10:00

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　12:00～12:29

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。10年度は，地域発の先進的な福

祉政策を取り上げる「地域からの提言」をシリー

ズで放送。介護保険改正や若者の雇用，在宅医療

など，人々の暮らしに直結する問題について伝え

た。09年度に引き続き，「自殺」に関連して国や

自治体の対策を追い「命」の大切さを訴えるキャ

ンペーンも展開。総合テレビ『クローズアップ現

代』や『あさイチ』とも連動し，大きな反響を得

た。「NHKハート展」「介護百人一首」も制作。

東日本大震災の発生直後からは，被災した障害者

や高齢者，子どもが直面している問題について，

連日生放送で放送した。／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　07:55～08:00
月～金　16:15～16:20

（後期）日　　07:20～07:25
第 1 回94.4.4／セルアニメではなく，粘土，砂，

布，ストローなど，さまざまな素材と手法を用い

て制作するアニメーション番組。数多くの受賞暦

をもち40話を超える「ニャッキ！」などのほか，

音楽を主体としたミュージカル仕立ての「おんが

く世界りょこう」や「ティーチ」など，才能ある

若手アニメ作家による新作の制作にも挑戦してい

る。／制作局（番組委託・展開），NEP

『まいにちスクスク』
月～木　19:55～20:00
月～木　12:45～12:50

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（番組

委託・展開），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　06:35～06:40
月～木　13:55～14:00
火～金　00:55～01:00

第 1 回03.4.7／番組のテーマは「自分ステップ

アップ」。暮らしに役立つヒントが満載の 5 分間

ミニ番組。エクササイズから節電術まで幅広く届

けた。／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

NED，NPN

『みいつけた！』
月～金　07:40～07:55
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

ティメント番組。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
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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。／出演：高橋茂雄，小林顕作，佐

藤貴史／制作局（番組委託・展開），NED

『みいつけた！さん』 新
日　07:25～07:55

第 1 回10.4.4／『みいつけた！』の人気コーナ

ーがたっぷり詰まった日曜版。イスのキャラクタ

ー・コッシーとレグ，そして，大きなサボテン・

サボさんが3DのCGに変身して番組を進行してい

く。休日の朝，家族みんなで楽しめる番組。／出

演：高橋茂雄，篠原ともえ，佐藤貴史／制作局

(番組委託・展開），NED

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

第 1 回09.4.7／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，自然，伝統・文化，産業などの視点か

ら都道府県の姿を調べて学んでいく。10年度は，

シリーズ全40本のうち21本を新作。／声の出演：

代永翼，釘宮理恵／ナレーター：村上由利子／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

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／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』
金　10:55～11:00

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。／青少年・教育

番組部，NED

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

第 1 回97.4.7／年間 5 タイトルを放送。「リタと

ナントカ」は，発想力豊かで元気いっぱいな，お

しゃまな女の子「リタ」とマイペースでふしぎな

犬「ナントカ」の愉快な毎日を描く。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（番組委託・展開），NEP

このほかに「うっかりペネロペ」「ぼくチロ！」

[やさいのようせい」「ミッフィーとおともだ

ち」を放送。／制作局（番組委託・展開），NEP

ほか

『ミューズの微笑み』
（後期）E 土　23:45～00:15

土　10:30～11:00
BS2 火　16:30～16:59

第 1 回08.10.4／全国各地のユニークで個性的な

美術館を紹介する番組。建築の面白さや展示のア

イデアから多くの客を集め注目されている美術館

が多い。番組では，カメラワークを工夫し，実際

にその場に行った感じがするような感覚を大切に

し，新たな美術番組の可能性を追求した。新たな

美術館が各地にできる一方，美術館を楽しむには

どうすればいいのか？“絵はわからない”，“美術

館は敷居が高い”など，敬遠しがちな人も多い。

番組では，ふと訪れてみたくなるような全国のユ

ニークな美術館を厳選し，“大人の美術館の楽し

み方”を紹介した。コレクションの意外な秘話，

その土地ならではの美術館の物語…， 3人のナビ

ゲーターがそれぞれの感性で美術館を旅する。美

術作品だけでなく，美術館の建物や周囲の自然環

境を含め，美術の奥深い魅力を感じる旅感覚番

組。／ナレーション：大沼ひろみアナ／制作局

(番組委託・展開），NED

『めざせ！会社の星』
E 日　00:15～00:40

月　23:30～23:55
BS2 火　17:00～17:25

第 1 回08.4.5／若手ビジネスマン層をターゲッ

トとしたビジネス情報番組。 3年目にあたりキャ

スターが杉浦友紀アナウンサーに交代。公開収録

は 3 月に東京で「最強ビジネスマン決定戦」，10

月に名古屋局で「ビジネスボディを手に入れろ」

を実施，さらに 1月には名古屋商工会議所と共同

で1,250人もの若手ビジネスマンを集めた収録イ

ベント「スーパー人脈術」の実施など積極的に番

組を展開した。 9 月にはNHKでは初めてとなる

マイキャラ育成型のデータ放送サービス「そだ

て！会社の星」を中部 7 県向け放送で開始。500

人を超える視聴者が利用し好評を得ている。また，

金曜夜10時に繰り上げた中部 7県向け先行放送で

は「読書術」「機械系女子集結」「ヒットメーカー

に聞け」などが高い視聴率をあげた。初めて海外

取材を行った「上海で働く！」，24分間冷蔵庫だ

けにこだわった「職場の冷蔵庫」など，多彩な演

再 

再 

再 
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出・手法も試みた。／司会：アンジャッシュ，杉

浦友紀アナ／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
土　07:15～07:30

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」で活躍したモリゾ

ーとキッコロが，森遊びを通じて子どもたちに自

然の大切さを気づかせてくれる番組。10年度はウ

ド鈴木，入来茉里の 2人がリポーターとなってよ

り身近に自然を体感。／制作局（番組委託・展開），

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，自然のひと

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2』 新
E 土　19:45～19:50

日　07:55～08:00
G 金　22:45～22:50

第 1 回10.4.3／ニューヨークで迷子になった子

犬の大冒険アニメ『リトル・チャロ』の待望の第

2 弾。物語の舞台は「間の国（あいのくに）＝

Middle World」へ。チャロの命をかけた冒険が

展開。 5分アニメを総合テレビでも放送した。／

出演：純名里沙ほか／テキスト発行／制作局（番

組委託・展開），NED

『リトル・チャロ2～英語に恋する物語』 新
月～木　23:00～23:10
土　　12:20～13:00
月～木　06:45～06:55

第 1 回10.3.29／ニューヨークで迷子になった子

犬の大冒険アニメ『リトル・チャロ』の待望の第

2 弾。物語の舞台は「間の国（あいのくに）＝

Middle World」へ。チャロの命をかけた冒険が

展開した。クロスメディアの先駆となった第 1シ

リーズでは年間 1 億PVを達成。第 2 シリーズも

全50話を通して，テレビ，ラジオ，インターネッ

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。NHKエデュケーショナルとの国内共同

制作。／出演：純名里沙，SHELLY，マイケ

ル・リーヴァスほか／制作局（番組委託・展開），

NED

『歴史は眠らない』
火　22:25～22:50
火　05:35～06:00

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

『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分かりやすく解説。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。東日本大震災後

は，生放送で被災した聴覚障害者の現状を伝え

た。／文化・福祉番組部

『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

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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『ワンポイント介護』
土　20:55～21:00

第 1 回96.4.1／10年度は，09年度に引き続き，

理学療法士・三好春樹さんの提唱する介護法を日

常の生活の中の基本動作（起き上がる，座るな

ど）ごとに紹介した。本人と家族だけでも，自宅

で無理なくできる介護術を分かりやすく解説し

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／簡単な手話を分かりやすく伝え

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

『高校講座　ベーシック10 シーズン2』
04.05～09，12～16／15:00～15:30

全国で増加し，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”

を対象とした学び直し特集の第 2 弾。国語・数

学・英語の 3教科について，小学校高学年から中

学までの基本的な内容を学び直す内容。 1分サイ

ズの動画を中心にスタジオでの解説を交えて，10

分というコンパクトな時間で，つまづきやすいポ

イントを学び直す。 3教科それぞれに10のポイン

トを設け10本ずつ放送。 1分動画の内容には，学

習習慣の身に付いていない高校生も視聴を継続し

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。番組ホームページは 1分動画全て

の配信にドリル問題を加え，自分で学び進められ

るeラーニングサイトとして公開した。8.2～6，9

～13（英語，数学），8.27（国語），12.27～30，

1.4～7（英語，国語，数学）を再放送。／制作局

(番組委託・展開），NED

『決定！こども将棋名人～第35回小学生将棋名
人戦』

04.18／15:00～16:59
日本将棋連盟主催の「小学生将棋名人戦」は35

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：渡辺明竜王／聞き手：上田初美女流

二段／司会：永井伸一アナ／制作局（番組委託・

展開），NED

『第38回ローザンヌ国際バレエ・コンクール』
05.01／14:00～15:45

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）／

ゲスト：佐々木万璃子（ 3位入賞者）／音楽・伝

統芸能番組部，NEP

『カラフル！スペシャル　山のナナミと街のカオ
ル』

E 05.02／16:00～16:50
06.19／16:10～17:00

G 05.05／13:05～13:55
定時番組の子どもドキュメンタリー『カラフ

ル！～世界の子どもたち』で 1年間撮影を続けた

山村留学の総集編。舞台は福岡県の山間の小さな

小学校。豊かな自然に囲まれ育ったナナミさんた

ちが都会から 1年間山村留学してきたカオルさん

を迎える。ときに笑い，ときに喧
けん

嘩
か

しながら，友

情を深めていく様子を伝えた。／青少年・教育番

組部

『おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート
～NHKホール・2010春』

05.05／99:00～10:00
お兄さん・お姉さんと「モノランモノラン」の

キャラクターたちが楽しく歌う中，ささいな事が

きっかけで「モノラン」の 3人がケンカになって

しまう。その時，突然落ちてきた「雲の木」。雲

を生み出す雲の木が無くなってしまうと，世界の

天気がおかしくなってしまう。 3人とお兄さん・

お姉さんたちは力を合わせて各地に散らばった雲

の木を集め，空に戻していく。その過程でケンカ

をしていた 3人は，それぞれへの理解を深めてい

く。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

(番組委託・展開），NED

『ケータイGACHI（ガチ）～中学女子のホンネ
を聞いて』

05.11／18:55～19:24
イマドキの女子中学生たちの悩みやホンネを，

ケータイメールで授業を行うシステムを利用して

聞き出していく。友達の彼を好きになったらどう

する？などの恋愛相談から友達関係の悩みなどに

ついて，集まった30人の女子中学生が，メールな

らではの率直な表現で意見交換。大人の知らなか

った現代女子中学生のホンネに迫る。／司会：

FUJIWARA（原西・藤本）／ソフト開発センタ

ー，NEP，東京ビデオセンター

再 

再 
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『第51回　科学技術映像祭入賞作品から』
05.29／14:00～15:30

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」。10年は，52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 3作品と部門優秀賞

6 作品と特別奨励賞 1 作品が選ばれた。入賞作品

の中から，自然・暮らし部門の文部科学大臣賞を

受賞した「平成　熊あらし～異常出没を追う」

(企画・制作　群像舎）と科学技術教養部門の文

部科学大臣賞を受賞した「ガリレオチャンネル 共

感覚のミステリー　音や文字に色を感じる！？」

(企画・制作　ワック）を放送した。／ソフト開

発センター

『短歌がつづる鉄道』
05.30／06:00～06:25

鉄道敷設という近代化により日本人の意識はど

う変化したか。子規，牧水，啄木など，明治から

現代まで各時代を象徴する短歌を読み解き，時間

と空間意識が目まぐるしく変わる時代の“気分”

を考察した。／出演：関川夏央（作家），佐伯裕

子（歌人）／制作局（番組委託・展開），NED

『いまからはじめる俳句』
05.30，08.29，10.31／06:35～07:00
06.01，08.31，11.02／14:30～14:55

俳句作りのコツを学ぶ初心者入門番組。プロの

俳人と初心者代表 4人が初夏の兵庫県伊丹市で実

作に挑戦。第 1部「吟行」では会場の庭で身近な

季語探し。第 2部「句会」では各自の作品を鑑賞，

俳句のマナーを実践により楽しく紹介した。／俳

句指導：宇多喜代子（俳人）／生徒役：有野晋哉

(タレント），視聴者代表 2 人，石井かおるア

ナ／制作局（番組委託・展開），NED

『栄光へのステップ～第31回日本インターナシ
ョナルダンス選手権』

E 07.10／14:00～15:30
BS2 07.19／10:00～11:30

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

『教室のテレビ　心つたえあう授業』
07.17／14:00～14:44
07.30／10:15～10:59

全国の学校で授業に使われ始めている大画面の

デジタルテレビ。効果的な活用でどんな授業がで

きるのか？山形県の中学校と広島県の小学校で，

NHKの学校放送番組を使った授業を撮影し，番

組・コンテンツやICT機器を効果的に活用してい

る様子を紹介した。「第61回放送教育研究会全国

大会」関連番組。／青少年・教育番組部

『2355・0655かなり傑作選』
07.19／09:00～09:25

『2355・0655 こたつでどうぞスペシャ
ル！』

12.23／10:40～11:00
『2355・0655 金曜日はじめますスペシャ
ル！』

03.20／23:00～23:20
0655と2355の人気コンテンツがいっぺんに見ら

れる特集番組を年度内に 3回放送。普段見ていな

い人への番組紹介も含め，定時番組とは異なる楽

しみ方を提供した。／ソフト開発センター，

NED，ユーフラテス

『うちは，一人じゃない』
07.24／22:00～23:00
09.04／16:00～17:00

両親から激しい児童虐待をうけ，長崎県の情緒

障害児短期治療施設で暮らす高校生が主人公のド

キュメンタリー。さまざまな苦難を施設の人々と

乗り越え，愛着障害を克服して，社会へ巣立つま

での500日を追った。虐待が子どもたちに与える

深い傷の実態とともに，それを乗り越える人間の

強さを伝えた。／語り：石田ゆり子／青少年・教

育番組部

『ハートネットTV』
07.26～28／23:30～23:54

新しいスタイルの“福祉番組”を 3夜連続で届

けた。 1 日目は「ア・リアル」。芸人「響」が障

害者の暮らしを体験。 2日目は，生きづらさを抱

えた若者が暮らしの中で見つけた「ささやかな

“よろこび”」のオムニバスドキュメント。 3日目

は「あなたと　いのちのこと」。NHKのサイト

[自殺と向きあう」への1,300通余りのお便りか

ら，「いのち」について考えた。／文化・福祉番

組部

『矢沢永吉＆糸井重里～今だからこそお金の話』
08.01／18:00～19:00

ロック界の巨匠・矢沢永吉とコピーライター・

糸井重里，時代をリードするクリエイターかつ中

小企業の社長である 2人が，実体験を伴った身近

な目線で「お金」を語り尽くす。HVの『ハイビ

再 

再 

再 
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ジョン特集～矢沢永吉＆糸井重里　今だからこそ

“お金”の話』と連動。（9.23／20:00～21:29）／
ソフト開発センター，NEP

『週刊こどもニュースプレゼンツ～ABUアジア
子どもドラマシリーズ』（連続 5回）

08.02～06／10:00～10:40
ABU（アジア太平洋放送連合）に加盟する国

や地域の放送局が制作した子ども向けのドラマ 5

作品（中国・韓国・香港・ブルネイ・マレーシ

ア）とNHKが制作した 5 作品を，週刊こどもニ

ュースのレギュラー家族がホストとなり，各国の

ミニ情報やクイズを交えて楽しく有意義に 5日間

連続でお伝えした。／ドラマ番組部

『そうだったんだ！算数　シーズン2』
08.02～06／10:50～11:00
08.20／09:30～10:20
01.05／09:40～10:00
01.06／09:30～10:00

小学校高学年～中学生 1， 2年までの子どもた

ちを対象に，「算数段階でのつまづき」を学び直

す機会を提供する。苦手な人が多い，割合，速さ，

比，円周率，展開図などを取り上げた。5本制作。

／出演：はるな愛／ナレーション：野田圭一／青

少年・教育番組部，NED

『テストの花道スペシャル～夏休み！先輩が教え
てくれる弱点克服合宿』

08.02／18:55～19:50
高校生のBENBU部員がお寺で 1 泊 2 日の勉強

合宿を行い，「英単語暗記」と「苦手科目克服」

に挑んだ。／ソフト開発センター，NED

『おどツタ！』
08.04～06／09:30～09:45
08.18／09:30～10:15

12年度から，中学校の体育の授業でダンスが必

修になる。そこで，「どうやって教えればいいの

かわからない」という中学教師向けの新しいダン

ス教育番組。「体を動かしてみよう！」「ダンスで

表現しよう！」「チームでおどろう！」をテーマ

に 3本制作。／出演：パパイヤ鈴木，バニラビー

ンズ，電撃チョモランマ隊，KoR o c k，O－

HASHI，TUCKER，坂見誠二，Yoshieほか／青

少年・教育番組部，NED

『ティーンズビデオ2010』
08.16～17／09:30～10:15

10年で57回目となった「NHK杯全国高校放送

コンテスト」には，1,602校， 1 万5,288人が参加

した。 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。／出演：村井美樹，中谷日出解説委員／

語り：昌子洋子／青少年・教育番組部

『決定！こども囲碁名人～第31回「少年少女囲
碁大会」』

08.29／15:00～17:00
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31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：マイケル・

レドモンド九段／聞き手：梅沢由香里五段／司

会：安部みちこアナ／制作局（番組委託・展開），

NED

『ハピえいご』
08.29，09.05，12，19，26／17:50～18:00

09.23／10:15～10:55
ミュージカルで英語を学ぶ小学生向け番組。物

語の舞台は“ロック魂”あふれる牛乳屋さん一家

[モーモーファミリー」。ミュージカルやクイズ

仕立てで英語の基本となるキーフレーズを印象づ

けた。／出演：ジョージ・ウィリアムズ，

SHANTIほか／制作局（番組委託・展開），青少

年・教育番組部，NED

『デザイン　あ』
09.04／17:35～17:50

これからの時代に必須の論理的な「デザイン的

思考」を身に付けるとともに，子どもたちの感性

とコミュニケーション力を育むことを目指した番

組。／「これが究極の食堂コップだ」「街の中の

楽しいデザイン・なるほどデザイン」「デザイン

は世につれ人につれ～道具の歴史」「動詞のデザ

イン」等のコーナー／監修：佐藤卓／制作局（番

組委託・展開），NED

『名作ホスピタル～ココロとカラダに効くアニ
メ』

09.18／23:00～23:29
12.31／01:50～02:19

健康になるヒントが名作アニメの中にある，と

いう新感覚の健康バラエティー。過労で体調を崩

した会社員が謎の診療所を訪れると，薬の代わり

に勧められたのは，「機動戦士ガンダム」だっ

た！？そこに隠されたストレス対処法とは何

か？／出演：中川翔子，ますだおかだ，坪井康次

(東邦大学医学部教授）ほか／制作局（番組委

託・展開），NED

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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『天才てれびくんMAXスペシャル　in NHKホ
ール　2010』

09.20／09:00～10:00
『天才てれびくんMAX』恒例の公開イベント。

NHKホールで歌と芝居の楽しいステージを繰り

広げた。今回は「ホセ王国の不思議な弓矢～くし

ゃみ姫を救え！」。物語の舞台は世界のどこかに

あるという「ホセ王国」。この王国に一大事が発

生する。「感動すると“くしゃみ”が出る」とい

うくしゃみ姫が，なぜか最近まったく，くしゃみ

をしなくなってしまったのだ。そこで，ホセ王国

にやって来た，てれび戦士たちが姫にくしゃみを

させようと立ち上がる。公開収録は 1日 2回公演

を行い，満員の観客を集めた。／出演：てれび戦

士，長友光弘（響），木下優樹菜ほか／青少年・

教育番組部

『ミュージック・ポートレイト～人生が 1 枚の
レコードだったら』

09.25／23:00～23:45
12.29／22:00～22:45

アーティストと文化人の 2人が「人生で出会っ

た“大切な歌”10曲」をそれぞれ選んで対談し，

生きてきた人生や時代・社会を「歌」で浮き上が

らせてゆく。今回は，51年生まれの音楽プロデュ

ーサー・松任谷正隆と，50年生まれの政治学者・

姜尚中の同世代 2人が，それぞれ歩んだ人生と音

楽を語り合った。／エンターテインメント番組部

『ココロ見』
09.25／23:45～00:14
10.02／10:30～10:59
12.31／01:20～01:49

疲れたココロにじわりとしみる「極上の人生の

対話」を伝えることを目指した開発番組。アーテ

ィストの堂本剛が，千日回峰行を達成した僧，塩

沼亮潤と，修行の現場だった奈良・吉野山中で出

会う。全く違う人生を歩んできた 2人が「生きる

とは？」「己とは？」「人間関係」「命とは？」な

どの話題を，肩肘を張らずに語り合った。／文

化・福祉番組部

『第64回　全日本アマチュア将棋名人戦』
09.26／15:00～16:59

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：豊

川孝弘七段／聞き手：中村桃子女流一級／司会：

吉岡大輔アナ／制作局（番組委託・展開），NED

『一週間de資本論』
09.27～30／22:25～22:49
10.04～07／05:35～05:59

11.14，21，28，12.05／23:00～23:24
難解で知られる「資本論」のエッセンスを，四

夜連続， 1 週間で理解してしまおうという番組。

学説を分かりやすく解説するメインゲストに加

え，各回のテーマに即して第一線で活躍するゲス

トを迎え，「資本論」の現代的意味を浮かび上が

らせた。／文化・福祉番組部，NED

『突撃！ネイチャーX 小笠原・母島』
10.03，10／17:35～17:50
10.09，16／07:15～07:30
10.11／10:00～10:30

「東洋のガラパゴス」とも呼ばれる小笠原諸島

へ生き物調査に向かった安田大サーカスの 3 人

が，島固有の貴重な生物と出会いながら，小笠原

が抱える外来種問題に直面。外来種の駆除への取

り組みを通して，人と自然との関わりの難しさ，

本来の自然を取り戻すことの大切さを伝えた。

前・後編。／制作局（番組委託・展開），NED

『ハーバード白熱教室＠東京大学』
（前編）10.03／18:00～18:58
（後編）10.10／18:00～18:58

「ハーバード白熱教室」のマイケル・サンデル

教授が東京大学で行った特別講義。前編は，イチ

ロー，教師，オバマ大統領などの収入を比較し，

富の格差について議論した。後編のテーマは戦争

責任。今の日本人は，過去の世代の日本人が戦争

中に東アジアの国々で犯した過ちを謝罪すべきな

のか。オバマ大統領は，アメリカによる原爆投下

を謝罪すべきなのか。白熱した議論が行われ

た。／ソフト開発センター，NEP

『第77回NHK全国学校音楽コンクール』
10.09～11／14:00～17:00

全国 8ブロックを勝ち抜いた小学校（ 9日）・

中学校（10日）・高等学校（11日）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・作曲した大塚愛の歌唱と生徒との交流（中学

校の部），課題曲を作詞した谷川俊太髟による詩

の朗読（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・鎌倉千秋ア

ナ／リポーター：パックンマックン／ゲストコメ

ンテーター：森下千里，清水敬一（中学校），錦

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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織健（高等学校），ほか／青少年・教育番組部

『まいん＆シャキーン！夢のコラボ～Eテレパワ
ーで倒せ　謎の宇宙人』

10.11／09:00～10:00
『クッキングアイドル　アイ！マイ！まいん』

のまいんちゃんと『シャキーン！』のあやめちゃ

んが夢の競演。しかし 2人のコンサートは教育テ

レビを憎む謎の宇宙人に乗っ取られてしまう。 2

人は教育テレビ番組の力を借りて宇宙人に立ち向

かう。子ども番組を中心に 9つの番組がコラボし

て教育テレビの魅力を伝えた。／参加番組『すイ

エんさー』『つくってあそぼ』『みいつけた！』ほ

か／出演：小島あやめ，福原遥，ルー大柴ほか／

制作局（番組委託・展開），NED

『第24回全国短歌フォーラムin塩尻』
10.17／15:00～15:59

長野県塩尻市は，太田水穂，若山喜志子らを輩

出し，若山牧水，窪田空穂ら多くの歌人が交流し

た近代短歌のふるさと。自治体が実施する大会と

して全国最大規模となる短歌イベントのもようを

収録。第24回の題は「塩」。全国の短歌愛好家が

集う会場の熱気とハイレベルな入選作の数々を紹

介した。／出演：岡野弘彦，馬場あき子，佐佐木

幸綱／司会：小島ゆかり／制作局（番組委託・展

開），NED

『白熱教室の衝撃』
10.17／18:00～18:58

「ハーバード白熱教室」は，日本の大学教育，

そして日本社会にも大きな衝撃を与えた。行政，

大学，高校などで始まった「日本版白熱教室」の

試みを追う。／ソフト開発センター，NEP

『第77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』

10.24／15:00～17:00
10月 9 ～11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

『デジスタ・ティーンズ＠ASIA』
10.27／18:55～19:55

マレーシア・タイ・香港・韓国の放送局との共

同制作番組。各国で開催されたアート制作ワーク

ショップから選出されたティーンが，各国を代表

する人気クリエーターのアドバイスをもとに

[夢」をテーマにデジタル・アート作品を制作。

NHKを中心に各局スタジオとインターネット回

線で結び，全14作品と制作ドキュメントを紹介。

11年から始まるABUの教育プロジェクト「ABU

デジスタ・ティーンズ」のパイロット版。／ソフ

ト開発センター，NEP

『地球ドラマチック・選』
11.03／09:00～10:20
01.03／12:40～13:59
02.11／21:00～23:00

祝日や年始に，視聴者から再放送の要望が高か

った番組を，集中編成した。（11.3）「めざせ世界

一のドッグショー～“負け犬”たちの挑戦」，

(1.3）「スーパーコンチネント～ 2 億 5 千万年後

の地球」，（2.11）「恐竜“エックス”を探せ！～

ゴビ砂漠　発掘大作戦」「マムーの物語～氷河期

を生きたマンモスの家族」／ソフト開発センター

『秋の夜長はまなびかふぇ～日本賞　教育コンテ
ンツ国際コンクール』

11.05／23:00～00:35
NHKが主催する教育コンテンツの国際コンク

ール「日本賞」。65年の創設以来，教育番組の質

の向上や国際的な理解，文化交流に大きく貢献し，

10年には37回目を迎えた。日本賞は，35回からカ

テゴリーの再編を行い，テレビ番組に限らないあ

らゆる教育コンテンツを対象とすることで，教育

番組だけではない，教育コンテンツの世界的な賞

として生まれ変わった。世界の教育コンテンツの

頂点を目指し，優秀賞・そして日本賞グランプリ

に輝いた番組の数々をダイジェストで紹介し

た。／出演：ジョン・カビラ，川平慈英，はいだ

しょうこ，親野智可等ほか／青少年・教育番組部，

ソフト開発センター

『ETVワイド　ともに生きる～オトナへのトビ
ラTV「恋愛編」』

11.06／21:00～22:29
気になるイマドキ中高生の「恋愛事情」っ

て？？，「恋愛力」アップの秘訣って？，どうし

たらすてきなオトナになれるか，徹底解剖！。楽

しく真剣に自分力向上を考えた。／文化・福祉番

組部

『白熱教室JAPAN』
11.21，28，12.05，12

01.09，16，23，30

02.06，13，20，27／18:00～18:58
「ハーバード白熱教室」に刺激を受け，対話形

式の講義に取り組む日本の「白熱教室」を各 4本

シリーズで紹介。（11.21～）横浜市立大学・上村

雄彦准教授によるワークショップ形式の授業。環

境，貧困，紛争，心の荒廃など，地球規模の問題

を解決する具体策を考えていく。（1.9～）千葉大

学・小林正弥教授による公共哲学の授業。命の価
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値，自殺・安楽死，自己責任，情報公開などを議

論。(2.6～）慶応大学ビジネススクール・高木

晴夫教授によるケースメソッドの授業。有名企業

リーダーの経営戦略比較，出世コースを走ってき

た女性管理職の葛藤，組織改革の失敗事例，病院

の緊急対応など，具体事例をもとに議論を展開し

た。計12本。／ソフト開発センター，NEP

『おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート
～NHKホール・2010秋』

11.23／09:00～10:00
秋の 1日，ピクニックに出かけたお兄さん・お

姉さんたちと「モノランモノラン」の 3人。不思

議な森を抜けてたどり着いたのは，歌や音楽を出

してくれる「森の音楽レストラン」。食べ物の歌

を歌うと，その食べ物がテーブルから出現したり，

口笛奏者や弦楽カルテットなどが次々に登場し，

生演奏でお兄さんたちと共演。OBのお兄さん・

お姉さんや多彩な音楽のゲストを迎えた音楽中心

のコンサートのもようを中継録画して放送し

た。／制作局（番組委託・展開），NED

『ヒミツのちからんどスペシャル～なわとびかっ
とび王選手権』

11.27／18:50～19:44
12.04／13:00～13:54

『ヒミツのちからんど』では，08年より大型イ

ベント企画として，全国の小学校を対象に，「 8

の字とびタイムアタック」（ 1 分間に 8 の字とび

を何回跳べるか）という競技で，なわとびの記録

を競う企画を進行してきた。 2か月間にわたる事

前の練習の様子も交えて放送した。スペシャル番

組では，ホームページを通じて参加してきた全国

10の学校のうちの，上位 3校が記録に挑戦する様

子を，これまでに参加した各小学校の過去の

VTRも交えて放送した。／出演：ホリ，神奈月，

縄★レンジャー／語り：植竹香菜ほか／青少年・

教育番組部

『科学で遊ぼう！マリー＆ガリーVer.2.0』
11.30／18:55～19:25
12.04／10:00～10:30

科学アニメ「マリー＆ガリー」がアニメの世界

を飛び出してNHKふれあいホールで大実験。音

を音で消す「ノイズキャンセル」や，ガリレオが

ピサの斜塔で実証したという「落体の法則」など

を子どもたちと体験。アニメと歌と科学実験がコ

ラボしたサイエンスショー。／出演：千葉千恵巳，

柳田理科雄ほか／制作局（番組委託・展開），

NED

『見せます！世界の教育番組2010～「日本賞」
受賞作品』

12.05／01:05～03:01
第37回「日本賞」最優秀賞受賞作品をノーカッ

トで放送。「幼児向け」「児童向け」「青少年向

け」「福祉教育」の 4 つのカテゴリーで最優秀賞

に輝いた世界の教育番組を紹介した。／ソフト開

発センター，青少年・教育番組部

『第36回　将棋の日』
12.05／15:00～16:59

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，10年は

愛知県・名古屋市にて開催された。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：堀伸浩アナ，

室田伊緒女流初段／制作局（番組委託・展開），

NED

『アルマの伝説～君の知らない犬物語』
12.13～16／18:55～19:20

シェパード犬のカンタが先生となり，“動物兵

器”として戦争に駆り出された犬（軍犬）の悲劇

を子どもたちに伝えたドラマバラエティ。NHK

スペシャルで放送した「さよなら、アルマ～赤紙

をもらった犬」を子ども向けに再編集，当時を知

る人のドキュメンタリーを交えて，犬と人との絆

を子どもたちに問いかけた。 4夜連続シリーズで

放送。／司会：宮根誠司（カンタ先生），首藤奈

知子／ゲスト：加藤清史郎，松本春姫／出演：勝

地涼，仲里依紗，小泉孝太郎，小栗旬，玉山鉄二，

池内博之，斎藤工，やべきょうすけ，蟹江一平，

石原良純，草笛光子ほか／ドラマ番組部

『第37回NHK古典芸能鑑賞会』
12.17／23:00～02:05

豪華な顔合わせとバリエーション豊かな演目

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：山田流箏曲「三番叟」山勢松韻，萩

岡松韻，藤舎呂船ほか，舞踊「奴道成寺」花柳壽

輔ほか，歌舞伎「源平布引滝　実盛物語」片岡仁

左衛門，片岡秀太郎，市川左團次，片岡孝太郎，

片岡千之助ほか／案内：古谷敏郎アナ／音楽・伝

統芸能番組部

『若き音楽家たちの挑戦～第79回日本音楽コン
クール本選会』

12.18／15:00～17:00

再 

再 

教育：特集番組
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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』
12.19／15:00～16:25
02.05／14:00～15:20

NHKが記録し保存してきたクラシック音楽の

名演奏を紹介する番組。（12.19）「ウェルザー・

メスト指揮ロンドン・フィル　1992年来日公演」，

(2 .5）「カール・ベーム指揮ウィーン・フィル

1975年日本公演」の 2番組を放送した。／音楽・

伝統芸能番組部

『NHKこどもミュージカル～嵐の中の子どもた
ち』

12.23／09:00～10:40
アメリカのとある田舎町。大人たちが開拓記念

日の式典に出かけている中で，巨大な嵐が村を襲

い，18人の子どもたちだけが取り残されてしまう。

時には反目しあい，喧嘩しながらも，さまざまな

困難を知恵と勇気で乗り切っていく子どもたちの

姿を描く，冒険ミュージカル。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（番組委託・展開），NED

『NHK音楽祭2010ハイライト』
12.24／23:00～02:10

NHK音楽祭の 4 つのコンサートのもようを，

3時間10分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：都倉俊一（作曲家），緒川たまき（女優），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

『おさるのジョージ　クリスマススペシャル～早
くこいこい、クリスマス』

12.25／08:25～09:22
クリスマス季節に合わせ，随所に歌がちりばめ

られた，楽しいミュージカル仕立てのクリスマ

ス・スペシャルを放送。／ソフト開発センター，

NEP

『NHK杯将棋トーナメント60周年記念～歴代優
勝者が選ぶ名勝負十局』

12.25／14:00～15:59
NHK杯将棋トーナメントの60周年を記念して，

歴代優勝者が選んだ名勝負，珍勝負を紹介し

た。／解説：羽生善治NHK杯／聞き手：矢内理

絵子女流四段／司会：長野亮アナ／制作局（番組

委託・展開），NED

『恋のことなら短歌にきこう』
12.31／06:00～06:25

せつない恋心をさまざまなことばに紡いできた

日本人。初恋，失恋，道ならぬ恋，男女間の諸相

を詠んだ名歌をつづった。「恋うた劇場」支配人

がナビゲートし，作者の直接インタビューや現役

高校生の恋の短歌を多彩に紹介した。／出演：栗

木京子，米川千嘉子，穂村弘，三枝昂之，今野寿

美ほか／司会：濱中博久アナ／制作局（番組委

託・展開），NED

『“バクマン”。10の謎を追え！』前・後編
『アニメ　バクマン。』第1回～13回

12.31／07:40～13:49
これまで「バクマン。」を見てきた視聴者が，

その世界観をより深く知ることが出来る年末特集

番組。プロのマンガ家やアニメのモデルとなった

マンガ週刊誌編集部などを密着取材し，アニメに

まつわる謎をひとつひとつ解明した特集の前編と

後編の間に「バクマン。」第 1 回～13回を挟んで

集中放送した。／ソフト開発センター，NEP

『N響“第9”演奏会』
E 12.31／20:00～21:25
FM 12.22／19:00～21:10（生放送）
HV 12.31／06:00～07:22
BS2 12.26／10:00～11:21

年末恒例となったN響の“第 9 ”。10年度は合

唱音楽の世界的大家ヘルムート・リリング指揮に

よる演奏を各波で放送した。教育波では合唱団の

リハーサルやリリングへのインタビューを合わせ

て紹介した。／ソプラノ：タマラ・ウィルソン，

アルト：ダニエラ・シントラム，テノール：ドミ

ニク・ウォルティヒ，バリトン：ミヒャエル・ナ

ジ，合唱：国立音楽大学，／（FM生）解説：安

藤博（音楽評論家）／（FM生）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2010』
12.31／21:25～00:05

大晦
みそ

日
か

の夜に10年のクラシック音楽シーンをコ

ンパクトに紹介。10年はショパンやシューマン，

バーンスタイ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，英

国ロイヤル・バレエといった著名団体の来日公演

が相次いだ。樫本大進のベルリン・フィルのコン

サートマスター就任など，10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

教育：特集番組
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『新春能狂言』
01.01～03／06:35～07:35

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）能「羽衣　和合之舞」（観

世流）梅若万三郎ほか，（1.2）狂言「若菜」（大

蔵流）山本東次郎ほか，狂言「福の神」（和泉

流）野村萬ほか，（1.3）能「箙」（金春流）本田

光洋ほか／音楽・伝統芸能番組部

『新春お好み将棋対局～外国人アマ腕自慢！夢の
プロ棋士に挑戦』

01.01／12:00～13:59
熱烈な外国人将棋アマチュアによるプロ棋士へ

の夢の挑戦を伝える。／出演：ライエル・グリム

ベルゲン　アマ四段（オランダ），イタロ・モレ

ット　アマ初段（イタリア），広瀬章人王位，甲

斐智美女王・女流王位ほか／司会：笠井友貴元女

流アマ名人／制作局（番組委託・展開），NED

『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）舞踊「寿梅鉢萬歳」坂田藤十郎ほか，筝

曲「松の寿」米川文子，富山清琴ほか，義太夫

[新版歌祭文～野崎村の段」竹本住大夫ほか，長

唄「松の翁」東音宮田哲男，杵屋五三郎，舞踊

[玉兎」花柳寿南海ほか，（1.2）舞踊「達陀」尾

上松緑，中村時蔵ほか，箏曲「千鳥の曲」山勢松

韻，山本邦山，常磐津「乗合船恵方萬歳」常磐津

一巴太夫，常磐津英寿ほか，舞踊「傀儡師」西川

扇藏ほか／スタジオゲスト：池上季実子／司会：

古谷敏郎アナ／音楽・伝統芸能番組部

『ハッピー・ニュー・イヤー　えいごであそぼラ
イブ』

01.01／17:00～17:45
『えいごであそぼ』放送20年を記念して，おな

じみのエリック，ジェニー，ケボ，モッチが番組

オリジナルの遊び心あふれる英語歌や英語を使っ

たゲームなど楽しいライブをスタジオの子どもた

ちとともに繰り広げる。また，懐かしの映像もダ

イジェストで紹介した。／制作局（番組委託・展

開），NED

『ウィーン・フィル　ニューイヤーコンサート
2011』

E 01.01／19:00～21:45
FM 01.01／19:15～21:45
HV 01.03／11:00～13:36

G 1.08／15:05～16:50（第 2部のみ）
BS2 01.10／09:00～11:36

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。11年はオーストリア出身のフラ

ンツ・ウェルザー・メストがウィーン・フィルを

指揮。例年のシュトラウス一家の名曲に加えて，

[メフィスト・ワルツ第 1番」など，2011年生誕

200年を迎える作曲家フランツ・リストゆかりの

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

例の名曲を演奏した。／（TV）司会：中條誠子

アナ，ゲスト：佐々木典子（声楽家），山崎睦

(音楽ジャーナリスト）／（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～超早碁！乙女たちの直感
対決』

01.02／12:00～13:59
NHK杯囲碁トーナメントに女流棋士が初めて

参加してから30年という節目の今年，実力派の女

流棋士 4人が一手30秒未満で打つ「超早碁」で対

決した。／出演：鈴木歩五段，向井千瑛四段，万

波奈穂二段，奥田あや二段／解説：梅沢由香里五

段／聞き手：中島美絵子二段／制作局（番組委

託・展開），NED

『テストの花道スペシャル～新春！受験直前スペ
シャル！～ベンブノート作成プロジェクト』

01.02／18:00～18:55
「暗記法」「ピンチ脱出」「ドキドキ克服」をテ

ーマに高校生たちが徹底調査し，受験に役立つノ

ートを作成した。／ソフト開発センター，NED

『こいつぁ春から～初芝居生中継』
01.02／19:00～22:00

東京・新橋演舞場から「寿初春大歌舞伎」の初

日のもようを生中継。歌舞伎座の休館に伴い新た

に歌舞伎の顔となった新橋演舞場から記念すべき

正月興行の舞台を届けた。演目は「浮世柄比翼稲

妻」など。日本俳優協会会長の中村芝翫の話を交

えて放送。あわせてこの日に初日を迎えた大阪松

竹座からは「吉田屋」や坂田藤十郎のインタビュ

ーを生中継した。浅草公会堂やル・テアトル銀座

の公演のもようもダイジェストで紹介，坂東玉三

郎もインタビューで出演した。／ゲスト：生稲晃

子／副音声解説：高木秀樹／司会：古谷敏郎アナ

(東京），中川緑アナ（大阪）／音楽・伝統芸能

番組部

教育：特集番組
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『NHKスーパー俳句講座　どこでも575！』
01.03／06:00～06:25

『NHKスーパー俳句講座～どこでも575！　秋
葉原編』

03.29／00:25～00:50
現代生活の現場でどんな作品が詠めるのか。第

一線で活躍中の俳人 4名が句作に挑戦，流派を超

えて句会形式で鑑賞しあった。冬の商店街を歩く

吉祥寺編（1.3）。早春の電気街で収録。季語の力

やプロの鑑賞力を堪能しあった（3 .29）。／出

演：西村和子，三村純也，高野ムツオ，片山由美

子／進行：TIM（タレント）／語り：古野晶子

アナ／制作局（番組委託・展開），NED

『劇場版　MAJOR 友情の一球』
01.03／10:55～12:39

主人公吾郎が，WBCで世界一を目指す第 5 シ

リーズと，第 1シリーズと第 2シリーズの間のエ

ピソードを描いた劇場版アニメを集中放送。／ソ

フト開発センター，NEP

『第54回　NHKニューイヤー・オペラコンサー
ト』

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

オペラ・ガラの原点に立ち返り，よく知られた名

曲を中心に，曲の背景などを紹介しながら構成し

た。幕間では，国際的ピアニスト，アリス・紗

良・オットが，生誕200年のリストのオペラ・パ

ラフレーズを演奏した。／司会：板谷由夏（俳優），

石澤典夫アナ／出演：木下美穂子，松田奈緒美，

高橋薫子，小山由美，林美智子，佐野成宏，福井

敬，水口聡，堀内康雄，妻屋秀和，アリス・紗

良・オットほか／指揮：広上淳一／演奏：東京フ

ィルハーモニー交響楽団，二期会合唱団，藤原歌

劇団合唱部，新国立劇場合唱団／音楽・伝統芸能

番組部

『できた　できた　できた　入学準備号』
01.04～05／09:30～09:40
03.29～30／10:00～10:10

小学校入学を控えた子どもたちに，入学までに

身に付けておきたい「正しいいすの座り方」「和

式トイレの使い方」などの生活習慣と，学校生活

の楽しさを伝える番組。メインキャラクター「ガ

ッツ王子」が横浜市の小学校を探検， 1年生の一

日を紹介した。2本シリーズ。／出演：斉藤慎二，

マユミーヌほか／声の出演：設楽統／青少年・教

育番組部，NED

『新春スペシャル　アニメ忍たま祭り～初春の陣
～映画「忍たま乱太郎」』

01.10／10:00～11:00
劇場版「忍たま乱太郎」（96制作）の放送と第

18シリーズ「キャラクター人気投票（HP・携帯）」

の告知放送を行い，視聴者参加型の仕掛けを作っ

た。／ソフト開発センター，SV

『平成22年度　NHK全国短歌大会』
02.06／15:00～15:59

『平成22年度　NHK全国俳句大会』
02.12／15:00～15:59

NHKとNHK学園が主催する『NHK全国短歌大

会・俳句大会』は，短歌および俳句界における国

内最大級のイベント。10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 5千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

一堂に会した大会を収録。題詠と自由詠の二部構

成で，各選者の講評と作者の声を紹介した。／短

歌司会：濱中博久アナ／朗読：加賀美幸子／俳句

司会：徳田章・大沼ひろみアナ／制作局（番組委

託・展開），NED

『ぼくの絵　わたしの絵～第70回全国教育美術
展から』

02.26／15:00～15:40
12万点を超える作品が寄せられた「第70回全国

教育美術展」で特選に選ばれた作品を「リアルな

世界」「組み立てを考える」「ファンタジーな世

界」「さまざまな手法」という 4 つのテーマで紹

介。絵一つ一つに込められた，子どもたちの発見

や感動を伝えた。／出演：ベッキー，山本文彦，

桜井洋子アナ／ナレーション：太田真一郎／青少

年・教育番組部

『ETVワイド　ともに生きる～若者のこころの
病　実は身近な“統合失調症”』

02.26／20:00～21:59
03.05／14:00～15:59

100人に一人といわれる統合失調症を中心に，

こころの病の診断・治療など“医療”の最新情報，

そして全国各地で行われている「地域生活」「就

労」「恋愛・結婚」など“生活支援”の取り組み

を， 2時間の生放送で伝えた。／文化・福祉番組

部

『第25回NHK能楽鑑賞会』
02.27／15:00～17:00

11年 2 月 3 日に横浜能楽堂で公開収録した「第

25回NHK能楽鑑賞会」のもようを紹介。／大蔵

再 再 
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流狂言「鶏聟」山本東次郎ほか，観世流能「安

宅」を“勧進帳　延年の舞　貝立貝付”という小
こ

書
がき

（特殊演出）で紹介，観世清和ほか／案内・副

音声解説：松岡心平／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～
おいでよ！夢の遊園地』

03.21／09:00～09:59
2.26～27に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，劇場型の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。『いないいいないばあっ！』からワンワ

ンがゲスト出演。／制作局（番組委託・展開），

NED

『発表！Nコン2011課題曲』
03.21／10:00～10:59
04.03／16:00～16:59

NHKみんなの広場ふれあいホールでの公開収

録番組。『第78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：秋川雅史，山田賢治アナほか／青

少年・教育番組部

『旅立ちの記録～分校の放送部が見つめた1年』
03.27／18:00～18:50

総合3.21／11:10～11:44の34分では紹介しきれ
なかったエピソードを盛り込んで再編集した。11

年 3 月に閉校になる淡路島の分校。その最後の 1

年を放送部員が記録したドキュメンタリー。／青

少年・教育番組部

『サンドウィッチマンの高校講座　春の七変化ス
ペシャル』

03.30／14:10～15:10
放送開始から半世紀を超えた11年，テレビ高校

講座が大きく路線とスタイルを変更することを学

習者に知らせるためのガイダンス番組。高校講座

は11年度新作から，30分だった番組を20分化し，

基本的に講師によっていた授業を，多様な資料

VTRとプロの芸人による進行で楽しく学べる構

成へと変更した。中心的な利用者であるNHK学

園高校はじめ通信制高校の仕組みや学習の様子も

紹介した。／出演：（各科目の進行役）サンドウ

ィッチマン，千原せいじ，ハマカーンほか／制作

局（番組委託・展開），NED

『第61回NHK杯テレビ将棋トーナメント　出場
女流棋士決定戦』

2011.04.02／14:20～16:00
女流タイトル保持者による，来季のNHK杯テ

レビ将棋トーナメントの出場者決定戦。／対局：

甲斐智美女王，里見香奈女流名人／解説：山崎隆

之七段／聞き手：鈴木真里元女流アマ名人／司

会：関口泰雅アナ／制作局（番組委託・展開），

NED

再 
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ハイビジョン

{アインシュタインの眼』
HV 日　18:45～19:29

火　19:00～19:44
木　08:00～08:44

BS2 金　20:00～20:44
金　16:00～16:44

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捉えることのできな

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能しなが

ら不思議に迫る番組。／司会：古田敦也，三須亜

希子，斎藤孝信アナ／衛星放送センター，NEP，

Gメディア

{アニメ　エレメントハンター』
日　08:25～08:50

（E）第 1 回09.7.4，最終回10.3.27，（HV）第 1

回10.4.4，最終回10.12.26／元素が消失した地球の

危機を救うため“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

向かう。全39回。／アニメーション制作：NEP，

HEEWON ENTERTAINMENT／ソフト開発セ

ンター

{アニメ・カードキャプターさくら』
月　18:00～18:25

（E）第 1回99.4.10，（HV）第 1回09.4.2，最終

回10.11.29／09年度，木曜19:00～19:25より移
設／CLAMP原作の人気コミックをアニメ化。さ

くらは魔法を使って実体化したクロウカードに立

ち向かってゆく…。全70回。／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

{アニメ　今日からマ王！』
火　18:00～18:50

（BS2）第 1 回04.4.3，最終回09.2.19，（HV）

第 1 回09.4.3，最終回10.12.7／09年度は金曜19:00

～19:25に放送／喬林知のライトノベルをアニメ
化。異世界へと流された渋谷有利は，持ち前の正

義感と平和主義で新米魔王として成長してゆく。

第 1，第 2，第 3シリーズ全117回。／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　スター・ウォーズ／クローン・ウォー
ズ2』 新

HV 日　09:00～09:23
BS2 日　23:25～23:48

第 1 回10.4.4，最終回10.8.29／ジョージ・ルー

カス製作総指揮による3DCGアニメ『スター・ウ

ォーズ／クローン・ウォーズ』の第 2 シーズン。

第 1 シーズン最終話に登場した賞金稼ぎのキャ

ド・ベインが，ジェダイや共和国に対してさまざ

まな陰謀を画策。アナキン，アソーカ，そしてオ

ビ＝ワンは，それにどう立ち向かうのか。BS2は

{衛星アニメ劇場』枠内（10.10.3～11.3.6）で放

送。全22回。／原案・製作総指揮：ジョージ・ル

ーカス／総監督：デイブ・フィローニ／ソフト開

発センター

{アニメ　スポンジ・ボブ』
日　08:25～08:48

（E）第 1 回07.7.1，（HV）11.1.9～3.27／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「スポンジ・ボブ」は、仲間たちと毎回

楽しい騒動を巻き起こす。／ソフト開発センター

{イ・サン　ノーカット・字幕版』
金　22:00～00:20ほか

第 1 回10.6.18，最終回11.3.25／BS2でも人気の

韓国歴史ドラマを，ノーカット・字幕版で週 2話

ずつ放送。全77回。／ソフト開発センター

{いのちドラマチック』 新
HV 水　21:30～21:59

木　07:00～07:29

（前期） 日　15:00～15:29

（後期） 日　21:00～21:29
BS2 木　20:30～20:59

木　15:00～15:29
第 1 回10.3.31／地球上の多くの生き物たち，特

に人間の生活に関わる「いのち」は，品種交配，

遺伝子組み換え，クローン技術など人による生命

操作の発展が目覚ましく，劇的な進化をしている。

地球はいまやヒトが作った「いのち」であふれ，

新たな生命史を綴
つづ

り始めている。この番組では毎

回「ヒトが作ったいのち」を取り上げ，その誕生

によってもたらされる恩恵や感動のドラマを伝え

てゆく。そして今，「生命」の最前線で何が起き

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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ているのか，生み出した「いのち」と私たちはい

かに共に歩んでいくべきなのか，地球上の生き物

と人との関係を深く見つめてゆく。秋には「シリ

ーズ主食」と題し，コメ，ジャガイモ，トウモロ

コシ，という私たちを支える「いのち」の物語を

見つめた。／司会：劇団ひとり，井上あさひア

ナ／解説：福岡伸一／衛星放送センター，NEP

{男前列伝』 新
HV （後期）土　21:30～21:59

月　12:00～12:29
水　08:00～08:29

BS2 （後期）月　23:00～23:29
木　20:00～20:29

第 1 回10.10.2，最終回11.3.26／あえて嫌われ者

であり続けた岡本太郎。生涯ブレずに写真を撮り

続けた植田正治。なぜ彼らは己の美学を貫いたの

か。男だからこそ知りたい男の美学がある。今輝

く男前たちは誰に憧れ，尊敬し，影響を受けて生

きてきたのか。表現することに美学を持つ「現代

の男前」が「伝説の男前」を語るドキュメンタリ

ー。現代の男前は輝く15人の男たち。／出演：

ARATA，山本耕史，市川亀治郎，三上博史，ト

ータス松本ほか／衛星放送センター，NED

{クラシック倶楽部』
HV 月～金　06:00～06:55

日　　06:00～07:54
BS2 月～木　10:00～10:55

金　　10:00～11:54
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，“バーンスタイン・オ

ン・ブロードウェイ”など，スタジオ収録も積極

的に行った。日曜のみ長時間枠で，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した。

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」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，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 月　19:00～19:44
火　08:00～08:44
木　00:00～00:44

BS2 日　18:00～18:44

木　16:00～16:44
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，曲の実演も紹介する新

趣向のクラシック入門番組。／衛星放送センター，

NEP

{刑事コロンボ』
HV 金　22:00～23:30ほか
BS2 木　21:00～22:40ほか

第1回09 .1 .3，最終回10.6 .11（HV），11.3 .3

(BS2）／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

木　12:00～12:25
金　09:00～09:25

BS2 日　05:30～05:55
月　09:30～09:55
日　17:30～17:55

第 1 回07.4 .14／知らない風景なのに懐かしい

…。そんな「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絆

を受け継ぐ人々がいる。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。 4月には 3時間特集『未来への映像遺産　ス

テキなにっぽん50』（4.24／18:30～21:29）も放送
した。／衛星放送センター，NPN

{彩雲国物語2』
月　18:25～18:50

（BS2）第 1 回07.4.7，最終回08.3.8，（HV）第

1 回10.2.19，最終回10.11.22／09年度（10.2～ 3

月）は金曜19:25～19:50に放送／中国風の架空の
国・彩雲国が舞台。秀麗が新米官吏として奮闘す

る姿を中心に，挫折や別れを経験しつつ国王を支

えるまでに成長する姿を描く。全39回。／アニメ

ーション制作：マッドハウス／ソフト開発センタ

ー，SV

{証言記録　兵士たちの戦争』
土（最終）08:00～08:43

水　14:00～14:43再 

再 

再 
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再 
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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年度より定時番組。全国のNHK各

局が制作に参加。元日本兵の大半が80代半ばを超

えた今，後世への貴重な記録として元兵士たちに

戦場体験を取材。証言を網羅的に収集した。ネッ

ト上で1,000人規模の戦争体験者の証言公開を目

指す「NHK戦争証言プロジェクト」の基幹番

組。／大型企画開発センター，衛星放送センター，

NEP，NED

{世界ふれあい街歩き』
HV 日　22:00～22:44

火　00:00～00:44
（セレクション） 日　13:00～13:44
（セレクション） 金　08:00～08:44

G 金　22:00～22:44
翌週金　16:05～16:49

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，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。10年度は， 4月に

放送開始 5周年スペシャルとして， 3時間の特集

番組，「“旅はBS”大募集！あなたの好きな○○

な道」を放送。これまでの名場面も紹介しながら

視聴者からリクエストを募った。放送後もさまざ

まな思いがこもった1,000通を超えるリクエスト

が寄せられ，1月の「イタリア月間」に合わせて，

その中から 4本のイタリアの街歩きを放送。この

シリーズは5.1チャンネルで制作，音にこだわる

新しい演出も確立した。／テーマ音楽：村井秀

清／衛星放送センター，NEP

{蒼穹の昴』
HV 土　22:00～22:43
G 日　23:00～23:43

（HV）第 1 回10.1.2，最終回10.7.10，（G）第 1

回10.9.26，最終回11.3.27／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

{総合診療医　ドクターG』 新
HV 月　21:30～21:59

火　07:00～07:29
金　12:00～12:29

BS2 木　20:00～20:29
月　09:00～09:29

第 1 回10.3.29／新感覚の知的医療エンターテイ

ンメント。実際にあった症例を基にした再現VT

Rを見て，医療界の名探偵ドクターGと研修医た

ちが白熱した議論と推理を繰り広げる。全15本。

／司会：浅草キッド／ソフト開発センター，ホー

ムルーム

{地球ドキュメント　ミッション』 新
HV （ 4～ 9月）日　21:00～21:44

水　08:00～08:44
BS2 （ 4 ～ 9 月）月　23:00～23:44

金　15:00～15:44
BS1 （11～ 3 月）日　18:00～18:44

日　01:00～01:44
第 1 回10.4.4，最終回11.3.31／貧困や紛争，環

境など，世界的な課題を解決し世界を変えようと

取り組む人々が挑戦するプロセスを追う。その過

程から誰にとっても力となる示唆を読み取るとと

もに，多くの人々の経験やアイデアを結集，放送

後も継続して主人公のミッション達成を後押しし

てゆくという，新しいスタイルの情報番組。慶応

大学湘南藤沢キャンパスで収録した拡大特集

(7.25）を含めて31本を制作。また， 1 月には総

合テレビで特集として『ミッション　僕たちが世

界を変える』（1.10／10:05～10:59）を制作。単身，
バングラデシュやモンゴル，ケニアに飛び込み，

大きな壁にぶつかりながら奮闘する 3人の日本人

の若者の姿を再構成して放送した。／司会：堀尾

正明，土井香苗，サヘル・ローズ／衛星放送セン

ター，NEP，NED

{土曜ドラマアンコール』
金　18:50～19:45ほか

「ディロン～運命の犬」10.29～11.26，本放送
06.5.20～7.1（全 5回）58分

「まいど238号」12.3，本放送10.3.20，43分
「幸福

しあわせ

のスープはいかが？」12.10，17，本放
送09.3.26，27（全 2回）43分

「てのひらのメモ」11.1.7，本放送10.10.23，73
分

「監査法人」1.14～2.18，本放送08.6.14～7.19
（全 6回）58分

前期は基本的に新作の『土曜ドラマ』（Gの先

行放送）を放送。／ドラマ番組部

{にっぽん巡礼～あなたの心に響く場所』 新
HV （前期）土　21:30～21:59

月　12:00～12:29
土　06:30～06:59再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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BS2 （前期）木　23:45～00:14
第 1 回10.4.3，最終回10.9.25／「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，視聴者から寄せられたお

便りを基に，さまざまな場所と人生との物語を描

いた。スタジオでは，加藤登紀子，衣笠祥雄，久

米明など多彩なゲストとともに，風景と人の心の

つながりについて味わいを深めていった。／司

会：阿川佐和子，風見しんご／衛星放送センター，

NED

{にっぽん釣りの旅』
HV 土　19:30～19:54

月　07:00～07:24
火　12:00～12:24

BS2 土　08:00～08:24
日　17:00～17:24

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』

HV 日　19:30～19:59
水　12:00～12:29

金 07:00～07:29
BS2 火　23:45～00:14

土　05:25～05:54
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，隣人たちとの交

流を，四季の移ろいの中に織り込んで描く，癒や

し感覚あふれる番組。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

{ハイビジョンシネマ』（午後）
月～木　15:00～17:00

平日午後に随時映画を編成。「奥さまは魔女」

(4.6），「星の王子　ニューヨークへ行く」（5.18），

[屋根の上のバイオリン弾き」（6.7），「真夜中の

カーボーイ」（6.15），「ビッグ・ガン」（8.19），

[理由なき反抗」（8.23），「アガサ　愛の失踪事

件」（9.6），「夫婦善哉」（9.20），「ギルバート・グ

レイプ」（10.11），「砲艦サンパブロ」（11.10），

[ポリス・ストーリー　香港国際警察」（11.23），

[魂のジュリエッタ」（1.10），「夕陽のガンマン」

(2.15），「フレンジー」（3.25）などを放送した。

また，北林谷栄さんをしのび「阿弥陀堂だより」

(5.13）を，デニス・ホッパーの追悼として「イ

ージー・ライダー」（6.16）を，小林桂樹さんを

しのび「名もなく貧しく美しく」（10.10）を放送

した。8 8本を放送。／ソフト開発センター，

NEP

{ハイビジョンシネマ』（夜間）
月～木　22:00～00:00

夜間10時台に映画を随時編成。特集としては

[没後30年スリラーの巨匠ヒッチコック特集」

(4.26～29，5.3～6）として「めまい」「鳥」「サ

イコ」など，「生誕80年クリント・イーストウッ

ドの軌跡」で「ダーティハリー」シリーズ（5.24

～27）など，夏には「スター・ウォーズ大集

合！」として「エピソード 1 ファントム・メナ

ス」（7.17）から「エピソード 6 ジェダイの帰

還」（7.22）までシリーズ全作を放送した。秋に

は「アガサ・クリスティー生誕120年」として

[ナイル殺人事件」（9.7），「地中海殺人事件」

(9.8）など，「没後30年永遠のヒーロー　スティ

ーブ・マックィーン特集」として「栄光のル・マ

ン」（11.2），「大脱走」（11.7），「パピヨン」（11.9）

など，「伝説の女優シリーズ」として「風と共に

去りぬ」（11.21），「アフリカの女王」（11.22）な

どを編成した。 1月には「イタリア特集」として

[ひまわり」（1.11），「黄金の七人」（1.12）など，

2 月からは「アカデミー受賞作品特集」として

[アラビアのロレンス　完全版」（2.7），「愛と哀

しみの果て」（2.9），「恋愛小説家」（3.3），「ミリ

オンダラー・ベイビー」（3.10）などを放送した。

このほか，「身代金」（10.13），「ハゲタカ」（6.24），

[彼女が水着にきがえたら」（7.6），「ワイルド・

レンジ　最後の銃撃」（9.30），「キング・コング」

(10.11），「戦場のピアニスト」（10.18）など88本

を放送した。／ソフト開発センター，NEP

{ハイビジョン特集』
土　20:00～21:29
土　11:30～12:59
日　22:45～00:14
日　16:30～17:59

10年度の土曜放送分の『ハイビジョン特集』で

は，制作会社のみを対象とした企画募集を実施し

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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た。

「中村芝鐶～歌舞伎ひとすじ八十年」
04.18

歌舞伎俳優・中村芝鐶が10年 4 月に建て替えの

ため休場する歌舞伎座の舞台に向かい続けた 9か

月を密着取材したドキュメンタリー。 5歳で父と

死別，12歳で祖父を失いながらもひたむきに舞台

に励み，六代目菊五郎らに薫陶を受けた舞台人生。

貴重なフィルムなども交えながら，インタビュー

形式で80年に及ぶ舞台人生を描き高く評価され

た。／語り：加賀美幸子／音楽・伝統芸能番組部

「上海百年家族　激動を生き抜く」
05.23

万博で世界の注目が集まる都市・上海。21世紀

に突然，世界有数の経済都市となり，急成長し続

ける上海のこのパワーはどこからくるのか？　そ

の謎を解く鍵が，この100年で上海が経験した激

越な歴史にある。19世紀半ば，西洋列強の租界地

が置かれた上海は，中国最大の経済都市として発

展してきた。しかし，20世紀に入り上海は，辛亥

革命，日本軍侵攻，新中国成立，文化大革命，改

革開放など激変する歴史に翻弄され，その度に都

市として求められる役割が変わるという過酷な運

命をたどることになる。そして，どの時代でも上

海とそこに暮らす人々は，その役割を求められる

以上に成し遂げてきた。番組は， 3つの家族の運

命と世界中から集めた貴重な歴史映像で，現代上

海人の思い，そしてパワーの根源を解き明かして

いく。案内役は女優・真矢みき。上海の過酷な歴

史を知る証言者たちを実地に取材し，時代を表す

人々の言葉を現場で朗読。過去と現在が同居する

都市・上海の魅力を余すことなく伝えた。／文

化・福祉番組部

「日本のいちばん長い夏」
07.31

1963年（昭和38年），高度経済成長のただ中で，

終戦を語るため開かれた「歴史的座談会」をドラ

マ化。本格的な演技に初挑戦！「あの人」たちが，

長い夏を追体験し，表現した。／出演：田原総一

朗，鳥越俊太郎，市川森一，島田雅彦，山本益博，

湯浅卓，中村伊知哉，富野由悠季，江川達也，立

川らく朝，林望，青島健太，松平定知，半藤一

利／ソフト開発センター，アマゾンラテルナ

「二重被爆　ヒロシマ　ナガサキを生き抜いた
記録」 08.7

広島と長崎で被爆した山口彊
つとむ

さんの人生を再

現ドラマとドキュメンタリーで描く 2 日間の悲

劇。／朗読：仲代達矢／出演：松崎謙二，菅原あ

き，樋口泰子，平井真軌，神林茂典，村上新吾，

赤羽秀之，長尾奈奈／ソフト開発センター，

NEP，タキシーズ

「天空のアクロバット～ブルーインパルスの男
たち」

08.22

航空自衛隊第11飛行隊・ブルーインパルス。極

限のG（重力）と戦う男たちの苦悩と鐚藤と喜び。

華麗なアクロバット飛行の舞台裏。孤独な挑戦を

続けるパイロットの世界を描いた。／語り：伊藤

淳史／ソフト開発センター，東北新社

「ビデオ日記　地球最北の家族～日本人イヌイ
ット親子三代」

09.29

極北のグリーンランドに住みついた日本人，大

島育雄さん。イヌイットとして生きる親子三代の

狩猟の暮らしと孫の成長を，家族の目線で記録し

た貴重なビデオ日記。／語り：遠藤憲一／ソフト

開発センター，テレビマンユニオン

「天空の一本道～チベット　開山大運搬」
10.16

ヒマラヤの東端，秘境・ヤルツァンポ大峡谷に

は今も自動車道路がない。雪が解ける 8月，米な

どの生活物資を運ぶため，4,650mの頂を越え，

天空の一本道を行く人々を追った。／ソフト開発

センター，テムジン

「劇団☆新感線　三十年の疾走」
11.12

今，チケットの入手が最も難しいと言われる超

人気劇団「劇団☆新感線」。その30周年記念公演

の裏側に密着。これまでの軌跡を振り返りながら，

人気と創作の秘密に迫った。／語り：北村有起

哉／ソフト開発センター，アマゾンラテルナ

「鴎外の恋人～百二十年後の真実」
11.19

森鴎外が処女作「舞姫」を発表して120年目。

主人公の恋人“エリス”は，実在のモデルがいる

とされてきた。ドイツに留学時代の足跡を訪ね，

鴎外の恋人の謎を解き明かす。／出演：華恵／語

り：石坂浩二／ソフト開発センター，テレビマン

ユニオン

「黒木メイサ　スペイン　フラメンコ　魂の踊
りと出会う旅」

11.27

女優・黒木メイサが，フラメンコの本場スペイ

ンを訪れ，世界最高峰の踊り手，アントニオ・エ

ル・ピパの集中レッスンに挑む。家族や仲間たち

と触れ合い，フラメンコの心を感じる。／ソフト
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開発センター，NEP，泉放送制作

「妻を看
み

取
と

る日」
12.17

最愛の伴侶をガンで失ったとき，人はどれほど

の悲しみに襲われ，そこから，どのようにして立

ち直ることができるのか。国立がんセンター名誉

総長・垣添忠生医師の実話をドキュメンタリード

ラマ化。喪失と再生の壮絶な物語。／出演：國村

隼，市毛良枝ほか／語り：小野卓司アナ／ソフト

開発センター，テレビマンユニオン

「じゃがいもが世界を変えた！」
02.26

ジャガイモは，人類の歴史を動かしてきた。あ

のナポレオンの強さの秘密，世界市場を制したア

メリカ・ポテト王。男爵イモに秘められた恋…人

とイモの壮大な物語を探った。／司会：今田耕

司／ソフト開発センター，ユニオン映画

「浅丘ルリ子　女優の肖像」
03.18

戦後日本映画界が生んだスーパースター浅丘ル

リ子。その生活の全ては女優であること，美しく

あることに捧げられてきた。70歳を迎えて新境地

を開こうとする姿に密着した。／出演：浅丘ルリ

子ほか／語り：渡邊あゆみアナ／ソフト開発セン

ター，NED，フラミンゴビューカンパニー

「人は走るために生まれた～メキシコ山岳民
族・驚異の持久力」

03.27

「走る民」と呼ばれるメキシコの山岳民族・ラ

ラムリ。都市生活とは隔絶した暮らしを送る彼ら

は驚異の持久力を誇る。ララムリたちのウルトラ

マラソンにその秘密を探った。／ソフト開発セン

ター，クリエイティブネクサス

{ハイビジョン特集　フロンティア』
「ジョン・レノンの魂～アーティストへの脱皮
苦悩の時代」

06.12／20:00～21:26
ジョン・レノンが凶弾に倒れて，2010年で30年。

世界中をとりこにしたスーパースターの素顔と

は？ビートルズのメンバーたちとの衝突，全幅の

信頼を寄せていたマネージャーの死，妻シンシア

との感情の亀裂。仕事と私生活の両面で崖っぷち

に追いやられ音楽家としても家庭人としても方向

性を見失いかけていた20代後半，ジョンは，後の

人生を決定づける 2 人の人物と出会う。一人は，

ジョンが 6歳の時に消息を絶った父親のフレディ

ー。そしてもう一人は後のパートナーとなる前衛

芸術家のオノ・ヨーコだった。ジョンにとって大

きな転機となった20代後半の苦悩の日々を，残さ

れた膨大な資料を基に完全ドラマ化。／国際共同

制作：NHK，Blast Films／ソフト開発センター

「スーパーコンチネント～ 2 億 5 千万年後の
地球」

08.14／20:00～21:28
08.21／12:00～13:28

2 億 5 千万年後，地球の風景はどのように変わ

っているのか？太陽や月や星の姿は変わっている

のか？生命は存在するのか？そして人類が存在し

たという痕跡は残されているのか？地質学，火山

学，気候学，海洋学，天文学などさまざまな分野

の科学者たちが番組に参加。地球の歴史を物語る

場所から解説を行う。 2億 5千万年後には，現在

の 5大陸は移動し，再び超大陸（スーパーコンチ

ネント）へと姿を変えているのではないか？科学

者たちはそう仮説を立てる。彼らの研究に基づき，

CG映像を駆使しながら，数億年という膨大な時

間の流れを軸に，地球の未来の姿を描き出し

た。／国際共同制作：NHK，NHNZ／ソフト開

発センター

「ド・ゴールとチャーチル～ナチス・ドイツ
フランス侵攻の30日」

09.19／22:45～00:13
09.26／16:30～17:58

1940年 6 月，ドイツ軍侵攻によりパリが陥落。

フランスはナチス・ドイツの占領下に置かれた。

ボルドーに逃れたヴィシー政府は，ドイツと休戦

条約を結ぶことを決定。これに正面から異議を唱

えたのがシャルル・ド・ゴールだった。ド・ゴー

ルの名を世界に知らしめ，レジスタンスの象徴と

なった伝説のラジオ演説はどのように準備され，

実施されたのか？ヨーロッパ史の転換点となっ

た，ナチス・ドイツのフランス侵攻からの30日間

をドラマで描き，水面下で繰り広げられた英・

仏・独の駆け引きの実像に迫る。／国際共同制作

：NHK，FTD／ソフト開発センター

「海の歴史～生物40億年の旅」
10.10／22:45～00:14
10.18／12:30～13:59

地球上に生物が誕生して40億年。海にはかつて

どのような生物が住んでいたのか？現在の海に何

が住み，将来どんな生き物が住むことになるの

か？そして，海は生物とともにどのように変化し

ていくのか？これらの問いに答えるため，01年か

ら10年にかけて，世界80か国から，2,000人を超

える科学者たちが参加した一大プロジェクトが進

められている。この世界的ネットワークを利用し，

再 

再 

再 
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海に生息する生物たちのデータを集積しようとい

うものである。データベースにはすでに 8万種以

上に関する記録が収められている。番組はこのデ

ータベースを利用しながら，海の誕生，生物の進

化，そして海の未来像を，最新の映像技術で描き

出す。私たちは番組とともに，時空を超えた海と

生き物の旅に出る。／国際共同制作：NHK，

ZDF／ソフト開発センター

{ハイビジョンドラマ・大河アンコール』
木　14:00～14:58ほか
金　14:00～14:45

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。

「上海タイフーン」4.8～5.20，本放送08.9.13～
10.18（全 6回）58分

「バッテリー」5.27～7.29，本放送08.4.3～6.12
（全10回）43分

「遥かなる絆」8.26～10.7，本放送09.4.18～5.23
（全 6回）58分

「ひとがた流し」10.21～11.4，本放送07.12.1～
12.15（全 3回）58分

「とめはねっ！鈴里高校書道部」1.13～2.17，
本放送10.1.7～2.11（全 6回）43分

「刑事の現場」2.24～3.17，本放送08.3.1～29
（全 4回）58分

「篤姫」4.9～3.18，本放送08.1.6～12.14（全50
回）45分

／ドラマ番組部

{日めくり万葉集』
月～金　07:55～08:00

火　01:25～01:50（ 5 本）
第 1 回08.1.7／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。また，毎週月曜に

は「平城京物語」「万葉料理教室」などの特集企

画を編成し，平城遷都1300年をきっかけに関心が

高まった奈良時代を万葉集を通して描いた。全

240回でシリーズ計480本完結。／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

{プラネットべービーズ』 新
HV 木　21:30～21:59

（前期） 日　11:00～11:29
（後期） 日　21:30～21:59

水　07:00～07:29
BS2 （前期）月　23:45～00:14

（後期）月　23:30～23:59
木　15:30～15:59

第 1 回10.4.1，最終回11.3.10／世界にはさまざ

まな“子育て”がある。驚くほど厳しい状況や，

鐚藤や悩みを抱えながらの子育て，思わず「なる

ほど」と感心せずにはいられない子育て，中には，

今の日本からみると「大丈夫？」と思わず不安を

感じるようなものまである。毎回 1つの国の，あ

る家族のありのままの子育てをつぶさに取材し

た。自らも子育て中のタレントをナビゲーターに，

子育ての専門家をゲストに招き，解説を交えなが

ら世界の子育てを見つめるドキュメンタリー番

組。番組では26か国，30の家族の子育てを訪ね，

それぞれの文化の違いを浮き彫りにすると同時

に，その国の男と女の在り方，女性の生き方，家

族の在り方を考えた。／衛星放送センター，

NEP

{プレミアム8』
月～木　20:00～21:29
日　　20:00～20:59
月～木　12:30～13:59
金　　12:30～13:29

土　10:00～11:29，13:00～15:59
日　11:30～12:59，14:00～14:59

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」
第 1 回09.3.30／本格派自然番組。最新の機材を

駆使し，長期の取材で捉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。日本列島や

里山，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の姿に肉薄する動物

カメラマン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。09年度に引き

続き「世界史発掘！時空タイムス編集部」「巨匠

たちの肖像」「華麗なる宮廷の妃たち」などのシ

リーズを放送。10年度は，1万年の時間軸の中で，

地球上の世界遺産を同時代の他の文化と比較する

ことで文明史をひもとく「世界遺産　一万年の叙

事詩」や水墨画の魅力あふれる表現にスポットを

当てた「大胆不敵な水墨画」などの新シリーズを

放送した。／衛星放送センター，NEP，NED

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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「読まれなかったフレデリックへの手紙」
07.06

ポーランドの作曲家ショパン生誕200年記念番

組。09年に亡くなった音楽評論家・黒田恭一さん

の遺稿を基に新たなショパン像に迫った音楽ドキ

ュメント。モノドラマと演奏，ドキュメントがコ

ラボする異色の演出となった。／出演：草笛光子

(女優），横山幸雄（ピアニスト），池田理代子

(漫画家・オペラ歌手）／音楽・伝統芸能番組部，

NED

(水）紀行

第 1 回09.4.1／ハイビジョンならではのダイナ

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，

そこに暮らす人々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」など， 4～ 5本のシリーズを月間編成で放

送した。10年度は，世界各地の名だたる名峰の絶

景を余すことなく紹介する「世界の名峰　グレー

トサミッツ」をスタートさせた。／衛星放送セン

ター，NEP，NED，Gメディア

(木）人物

第 1 回09.4 .2／木曜は人物にスポットを当て，

内外の著名人のメッセージや生き方を伝えた。時

代を切り開く人々の思いと夢にインタビューで迫

る「100年インタビュー」や，人類が抱える課題

について世界の知性にインタビュー，未来を切り

開くヒントを探る「未来への提言」を放送。また，

新シリーズ「トライ・エイジ」では，親から子，

そして孫へと 3代続けて偉業を成し遂げた家族の

ドキュメンタリーを通して激動の日本近代史を見

つめた。／衛星放送センター，文化・福祉番組部，

NEP

「100年インタビュー」（年間 9本）
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捉えた。10年度は，元首

相から核問題に関して貴重なスクープ証言を聞き

だした他， 4月に亡くなった免疫学者・多田富雄

さんの回では，独自に開発した音声合成装置を駆

使して残されたメッセージの意味を探った。また，

初めて海外からのゲストを迎えて日本社会が失っ

た「連帯意識」の価値を見つめ直した他，ゲスト

によって詩の朗読，ピアノ演奏なども加えて演出

した。／ 4月：中曽根康弘， 5月：酒井田柿右衛

門， 6月：谷川俊太郎， 7月：多田富雄， 9月：

千玄室，10月：ロナルド・ドーア，12月：秋吉敏

子， 1 月：緒方貞子， 3 月：藤子不二雄A／アナ

ウンス室

(金）エンターテインメント

「SONGSプレミアム」
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：薬師丸ひろ子，平原綾香，闍橋真梨子，工

藤静香，夏川りみ，井上陽水，沢田研二，中村雅

俊，顴永英明，岩崎宏美ほか／エンターテインメ

ント番組部

『どれみふぁワンダーランド』はBS2に掲載。

{プレミアムシアター』 新
HV （～ 7月）土　22:45～02:45

（ 7 月～）土　22:00～02:00
BS2 月　00:40～04:40

第 1 回10.4.3／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。パリ・オペラ座公演・歌劇

[夢遊病の女」，歌舞伎座さよなら公演「助六由

縁江戸桜」ほか，ヴッパタール舞踊団公演「私と

踊って」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・衛星生中継など，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

「バイロイト音楽祭2010から～世界初の生放
送～楽劇“ワルキューレ”全3幕」

08.21／22:50～05:05
毎年 7月下旬から 8月にかけて，作曲家ワーグ

ナーが自作のオペラの理想的上演を目指し創設し

たバイロイト音楽祭。世界で最もチケットの入手

が難しい，歴史あるこの音楽祭を，NHKが世界

に先駆けてTV生中継を実現した。ワーグナーを

得意とする巨匠ティーレマンが指揮した演目は楽

劇「ワルキューレ」。幕間の休憩時間には貴重な

リハーサル・シーンやアーティストへのインタビ

ューを紹介し，この歴史ある音楽祭の魅力を存分

に伝えた。 6 時間15分にわたるTV生中継は，5.1

サラウンドの高音質で日本の視聴者に届けられ

た。／スタジオ出演：舩木篤也（音楽評論家），

近藤嘉宏（ピアニスト），礒野佑子アナ
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「熱狂ミラノ！オペラの殿堂　スカラ座の秘
密」

01.08／20:00～21:30
世界各地の歌劇場が毎秋シーズン開幕を行う

中，ミラノ・スカラ座は毎年12月 7 日に開幕する。

世界のオペラ・ファンはもちろん，セレブリティ

たちが集って注目されるこのイベントは，ミラノ

の街全体を熱狂させる。有名なミラノ・ファッシ

ョンはスカラ座開幕に合わせて新作を発表し，高

級レストランは特別メニューを披露。街のあらゆ

る文化がスカラ座開幕に合わせて動き出すのだ。

番組ではこうした側面をきめ細かく紹介すると同

時に，シーズン初日にかけるスカラ座の厳しいリ

ハーサルを克明に取材した。／出演：永竹由幸

(音楽学者），知花くらら（モデル），ダニエル・

バレンボイム（指揮者）ほか

{星新一　ショートショート』
日　21:45～21:55

(HV）第 1回10.4.4，最終回10.10.22（Gで08年

度放送したものの再放送）／「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

{私が初めて創
つく

ったドラマ』 新
HV 金　21:30～21:55

火　07:00～07:25
金　12:00～12:25

BS2 木　23:45～00:10
第 1 回10.10.1，最終回11.3.25／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年に始まり 3回目。10年度は本体制作 5本，

企画競争制作10本を制作。企画競争では応募脚本

148本の中から，「俺んちの神様」「ナイス　ダ

イ！」「奉納イデア毛抜き祭」「テツトモ」「オー

マイゴット！？」「FとPに挟まれたN～朝本武の

場合」「左脳系女子の恋」「正体」「僕と彼女と僕

と蝿
はえ

」「リボルバーズ」の10本を選びドラマ化し

た。／ソフト開発センター，電通，ROBOTほか

{待ってました！歌舞伎座クライマックス（1）
～（4）』

04.19～22／22:00～00:00
04.26～29／10:00～12:00

10年 4 月の歌舞伎座休場に向けたハイビジョン

映像によるオマージュ。第一線で活躍する人気歌

舞伎俳優が総出演する豪華なラインナップをハイ

ビジョンならではの映像美と臨場感で伝え，好評

を博した。／（ 1 ）「弁天娘女男白浪」尾上菊五

郎ほか，「暫」市川團十郎ほか，（ 2 ）「仮名手本

忠臣蔵　九段目“山科閑居”」中村芝鐶，松本幸

四郎ほか，「うかれ坊主」中村富十郎ほか，（ 3）

[弁慶上使」中村吉右衛門，坂田藤十郎ほか，

[浮世風呂」市川猿之助ほか，（ 4）「伊勢音頭恋

寝刃」片岡仁左衛門，坂東玉三郎，中村勘三郎，

中村雀右衛門ほか，「高坏」中村勘三郎ほか／出

演：松井今朝子／司会：葛西聖司アナ／音楽・伝

統芸能番組部

{生誕200年　きょうは1日　ショパン』
HV 05.03／12:00～22:00
G 05.03／11:30～11:54，14:50～15:00

“ピアノの詩人”として知られ，10年に生誕

200年を迎えた作曲家ショパンを，コンサート中

継，トーク，即興演奏，積木など多彩な内容で10

時間にわたって特集した。毎年 5月の大型連休に

開催されるクラシックの祭典「ラ・フォル・ジュ

ルネ」（東京国際フォーラム）の会場内に特設ス

タジオを設置。演奏家の飛び入り参加やショパン

作品の人気投票など独自企画を満載し，ショパン

の魅力を存分に伝えた。／司会：天野ひろゆき，

大友康平，黒崎めぐみアナ／衛星放送センター，

音楽・伝統芸能番組部，NEP

{街道てくてく旅　熊野古道をゆく』
HV・BS2（春編）05.10～06.18，（秋編）09.13～

10.29／08:00～08:15ほか
「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。10年度は

世界遺産にも登録された祈りの道「熊野古道」を

旅した。春編では，八軒家浜（大阪市）から熊野

本宮大社（和歌山県田辺市）まで。秋編では，闘
とう

鶏
けい

神社（和歌山県田辺市）から伊勢神宮（三重県

伊勢市）を目指した。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。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

再 

再 

再 
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及にも貢献。／旅人：森上亜希子（元プロテニス

プレーヤー）／衛星放送センター

{炎のコバケン　こころコンサート』
05.29／10:00～11:22

“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

が共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。その感動のコンサートの

もようを音楽を中心に伝えた。／音楽・伝統芸能

番組部，文化・福祉番組部

{トニー賞授賞式2010』
HV 06.14／08:45～12:05（生放送）
06.26／15:30～18:00（ノーカット完全字幕版）

BS2 06.20／13:00～15:30
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」。

64回目となる10年の授賞式のもようをNYからの

生放送とノーカット完全字幕スーパーで放送。授

賞式以外にも，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

{中継！SUMMER SONIC 2010』
08.08／15:00～18:00，18:45～20:00

千葉・幕張での日本最大級のロックフェス

[SUMMER SONIC 2010」。生中継に加え 2

日間のハイライトシーンも放送。ビッグアーティ

ストのライブ満載。／エンターテインメント番組

部

{ファッショニスタ・ビス』
{ファッショニスタ』

（ビス秋冬）08.16／23:30～01:09
008.24～27／00:15～00:39ほか

（ファッショニスタ秋冬）08.23／00:15～01:44
（ビス春夏）02.19，26／00:20～01:09

（ファッショニスタ春夏）02.28／00:15～01:44
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。『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。90分の

{ファッショニスタ』では，臨場感あふれるショ

ー映像を中心に紹介。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

{小林賢太郎テレビ2～ポツネン旅に出る』
08.26／23:15～00:15
08.28／18:00～19:00

09年度ATP賞テレビグランプリ最優秀賞を受

賞した『小林賢太郎テレビ』の第 2弾。お笑い界

のカリスマパフォーマー・小林賢太郎が演じる人

物「ポツネン」を主人公にしたコントと，ニュー

ヨークロケのドキュメンタリーが交錯しながら進

行する。／作・出演：小林賢太郎ほか／エンター

テインメント番組部，NEP

{BSデジタル号がゆく！～ブルートレイン　九
州一周の旅』

09.04／09:00～12:30，14:30～17:00
09.05／09:30～11:54，13:00～16:30

9 月 3 ～ 5 日，ブルートレインを仕立てた特別

列車「BSデジタル号」が九州を一周，特に，熊

本～人吉間は人気のSL人吉号がブルートレイン

をけん引。番組では門司港駅をキーステーション

に，この旅の様子を生中継，車窓から見える美し

い風景やレトロなたたずまいの駅舎，優雅に走る

列車の姿などを伝えた。また，各地の駅で開かれ

ている鉄道関連のイベントも紹介しながら，鉄道

の旅の魅力を伝えた。また，インターネットを使

った映像配信や鉄道写真の一般募集，データ放送

の双方向システムを使ったクイズなど，さまざま

な試みに挑戦，11年のBS完全デジタル化に向け

て衛星放送の魅力を大きくアピールした。また，

一部はBS1や総合，九州ブロックでも放送し

た。／出演：向谷実，宍戸開，水戸岡鋭治，中井

精也，黒崎めぐみ・永井伸一アナほか／衛星放送

センター，福岡局，NEP

{世界のマエストロ・小澤征爾　入魂の一曲』
HV 09.11／20:00～21:40
G 01.03／22:00～22:43

10年のサイトウ・キネン・フェスティバルでの

小澤征爾入魂の「弦楽セレナード」。ガンからの

完全復帰を目指した小澤の音楽への飽くなき情熱

を描いた。また，小澤が近年最も力を注いでいる

子どもたちへのクラシック音楽普及のための活動

を紹介。「チャイコフスキーの悲愴交響曲入門」

とベルリン・フィルを指揮した「悲愴」（HVの

み）を放送した。／音楽・伝統芸能番組部

{光の偉人　陰の偉人～かくして電気の時代は始
まった！発明王エジソンと稲妻博士テスラ』

09.26／21:00～21:44
10.15／19:00～19:44

歴史誕生の影に隠されたライバルたちの物語。

科学や芸術，スポーツなどさまざまな分野で脚光

再 
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を浴びた偉人たちの周辺には，しばしばその立場

を脅かすもう一人の天才がいた。一方が光であれ

ば，もう一方は陰である。“光の偉人”と“陰の

偉人”が火花を散らす物語を通して歴史誕生の瞬

間に立ち会う，新しい本格的歴史バラエティ

ー。／出演：原沙知絵，浅利陽介，竹内薫（サイ

エンス・ライター）／衛星放送センター，ソフト

開発センター

{魅力満載！これがニッポンの里山だ』
10.02／18:30～21:29
10.09／13:30～16:29

里山は人と生き物が共生する美しい空間。京都

府南丹市美山町の合掌集落にゲストや里山人が集

い，全国で撮りためた珠玉の映像を見ながら里山

の価値や魅力を紹介。秋本番の美山町での稲刈り

やカヤ場の生き物探しなどの体験，里山の産物を

生かした料理なども楽しみつつ，日本の里山が伝

えてきた共生の知恵や暮らし方，そこに生まれる

美しい風景を伝えた。／司会：徳田章アナ，大桃

美代子／語り：黒沢保裕・首藤奈知子アナ／出

演：今森光彦，城戸真亜子，三倉茉奈，鷲谷いづ

み，ジョン・ギャスライトほか／科学・環境番組

部，NEP

{東京JAZZ2010』
HV 10.05～07／23:30～00:59
BS2 10.16／13:30～17:59

アジアのジャズフェスティバルとしては随一の

規模を誇る東京ジャズ。10年， 9回目を迎え 9月

に開催。国内外から一流のアーティストが集結し

た。／司会：濱中博久アナ／ゲスト：児山紀芳

(ジャズ評論家）／出演：ジョシュア・レッドマ

ン，マーカス・ミラー，ケニー・バロン，ロン・

カーター，寺久保エレナほか／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

{猫のしっぽ　カエルの手　スペシャル～ベニシ
アの旅　心の庭を求めて』

10.29／20:00～21:29
主人公のベニシア・スタンリー・スミスさん

が，故国イギリスを再訪する旅のドキュメント。

1950年イギリスの貴族として生まれ，19歳で世界

放浪の旅へ，インド経由で日本に定住するまでの

心の軌跡を描いた。日本定住をあくまで反対し，

亡くなった母との鐚藤などを中心に，関係者を訪

ねる中でひもといていった。／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

{マイケル・サンデル　白熱教室を語る』
12.02／23:30～00:59

ハーバード白熱教室で話題を集めたマイケル・

サンデル教授の長時間インタビュー。一つのショ

ーというべき講義テクニックを語り，さらにハー

バード，東大での講義を振り返る。／ソフト開発

センター，NEP

{BSベスト・オブ・ベスト　編集部　オープ
ン！』

HV 12.04／20:00～21:30
G 12.05／01:35～02:59

{BSベスト・オブ・ベスト』
12.05～31

BSデジタル10周年，試験放送から四半世紀。

衛星放送のこれまでの珠玉の番組230を特別編成。

その見どころや魅力を俳優・児玉清さんが“編集

長”として，各界の著名人たちと語り合いながら，

90分のオープニング特番も放送。BSの魅力をじ

っくりと語り，シリーズの開始を盛り上げた。ま

た， 5 分のミニ番組『わたしとBS』で小澤征爾，

天野祐吉ら著名人50人がBSとの絆を語りBSの存

在感を伝えた。／編成センター，BSプロモーシ

ョン，衛星放送センター，ライツ・アーカイブス

センター，広報局，NEP

{風を食べる生物～生命を創
つく

る男　テオ・ヤンセ
ンの挑戦』

01.01／17:00～17:59
01.03／14:00～14:59
01.09／17:00～17:59

体長10m，恐竜のような姿。廃品のチューブや

ペットボトルでできた，動く「生物」だ。生命を

創り出す男，オランダのアーティスト，テオ・ヤ

ンセンの世界を追う。／出演：テオ・ヤンセン

／ソフト開発センター，テレビマンユニオン

[イタリア月間」
01.01～02.02／随時

11年はイタリア統一150周年の年。新しいチャ

ンネル「新BSプレミアム」の魅力を事前に広く

アピールするために， 1月を「イタリア月間」と

して，イタリアを題材にしたさまざまな番組を特

別集中編成。「紀行」「自然」「美術」「歴史」「宇

宙」「音楽」「シアター」の 7 つのジャンルで，

HVならではの「こだわり感」を持って，イタリ

アの魅力を徹底的に掘り下げる特集番組を制作し

た。過去のイタリア関連番組も多数編成，新旧合

わせて100本以上の番組を放送した。

{夢の美術館　圧巻！黄金のイタリア芸術』
01.03／19:30～23:29
01.09／11:00～14:59

毎年恒例となった長時間の美術丸ごと鑑賞番組

再 
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{夢の美術館』。11年は，美術大国イタリア，そ

こで花開いた黄金の芸術の魅力をたっぷりと伝え

た。まばゆい金で埋め尽くされた中世・ベネチア

のサン・マルコ大聖堂に始まり，ルネサンスを代

表する画家ダ・ヴィンチと黄金の意外な関係，バ

ロックの天才彫刻家ベルニーニが作り出した金の

光線のドラマまで，女優の大地真央があでやかに

案内。／衛星放送センター，NED

{ソフィア・ローレン　出演作を語る～母の愛
（前後編）』

01.04～05／22:00～23:52ほか
ソフィア・ローレンを世界的スターに育て上げ

た母親を主人公とした長編ドラマ。母親役をソフ

ィア・ローレンが演じたことで話題のイタリアド

ラマ。／ソフト開発センター

{コズミック　フロント～ガリレオから始まる驚
異の大宇宙』

01.12／20:00～21:29
01.19／10:00～11:29

“天文学の父”とも呼ばれるイタリア人，ガリ

レオ・ガリレイ。地動説を唱えたガリレオは，自

らが発明した天体望遠鏡を駆使し，宇宙の真の姿

を次々と解き明かした。そのガリレオが初めて宇

宙に望遠鏡を向けた場所などガリレオゆかりの地

を訪ね，彼の成し遂げた科学革命を紹介。さらに

ガリレオ以降，現代まで変革を続ける人類の宇宙

観をダイナミックに描いた。／案内人：村山斉

(東京大学・数物連携宇宙研究機構（IPMU）機

構長）／科学・環境番組部

{大河ドラマ50～見せます！大河のすべて』
01.02／18:00～21:59

1963年の『花の生涯』から始まった大河ドラマ

は，2011年『江～姫たちの戦国』で50作目となる。

番組では大河ドラマの見どころを視聴者のアンケ

ートを基に生放送で紹介。全50作をVTRで振り

返りながら，あらゆる方面から大河ドラマを捉え

直し， 4時間にわたって大河の魅力を味わい尽く

すメモリアル番組とする。／司会：大和田伸也，

ビビる大木，渡邊あゆみアナ／ゲスト：山本晋也，

光浦靖子，瀬戸康史，江守徹ほか／ドラマ番組部，

NEP

{たけしアート☆ビート』
HV 01.16／21:00～21:57

01.23／13:00～13:57
BS2 02.09／20:00～20:57

10年カンヌ映画祭でのドキュメンタリー上映を

きっかけに世界の注目を集めるバンド「スタッ

フ・ベンダ・ビリリ」。ビートたけしが独自の視

点で彼らの魅力に迫る。／エンターテインメント

番組部，NEP

{韓国歴史ドラマの巨匠　イ・ビョンフン監督の
世界』

02.03／22:00～23:25
02.11／15:30～16:55

『宮廷女官　チャングムの誓い』『イ・サン』

など数々の名作を生み出してきたイ・ビョンフン

監督。次々に新しいアイデアを求められる業界で，

67歳の名匠がヒット作を産み出し続ける秘密は何

か。最新作『トンイ』の撮影現場に密着し，韓国

ドラマ制作の舞台裏とヒットの秘密を描いた。／

ソフト開発センター，NEP，スーパーブレーン

{ダークエイジ・ロマン　大聖堂』
2.5，12，19，26，3.5，19，26／22:00～22:56

ほか

ケン・フォレット原作のベストセラー小説を映

像化した長編ドラマ。12世紀のイングランドにお

ける王権争いと大聖堂建設にかける人々を描く群

像劇。全 8話。／ソフト開発センター

{ダメージ』
（第 1シーズン）03.14～21／21:30～ほか
（第 2シーズン）03.21～25／22:20～ほか
（第 3シーズン）03.28～31／21:30～ほか

第 1 シーズンから第 3 シーズンを一挙集中放

送。各シーズン13回ずつ。BS2で放送した第 1 シ

ーズン（08.4.2～7.2），第 2シーズン（09.9.1～26），

第 3シーズン（10.9.14～10.1）の再放送。

{第83回アカデミー賞授賞式のすべて、総集編』
03.16／01:40～04:09

{第83回アカデミー賞授賞式　総集編』
03.29／13:00～14:44

2 月27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を，赤じゅうたんに現れ

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 部構成で紹介。BS2で3.13放送予定だ

ったが，東日本大震災のためHVで3.16深夜に放

送した。総集編についても後日（3.29）放送し

た。／ソフト開発センター，NEP

{デジタル・リマスターでよみがえる名作』
「“東京物語”と“地獄門”」

03.26／19:15～19:43
「“東京物語”復活への情熱」

03.27／16:30～16:58
03.29／08:00～08:28

「“地獄門”世界がみとめた色」
03.27／21:30～21:58
03.29／08:30～08:58再 
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日本映画の名作「東京物語」と「地獄門」。倉

庫の火事によりマスターネガが存在しない「東京

物語」と，カラー撮影の見事さからカンヌ映画祭

グランプリとアカデミー賞にも輝いた「地獄門」。

制作から半世紀がたちフィルムの劣化も進む中，

デジタル・リマスターによって往年の映像・音声

を復元する試みがなされた。その復元作業を紹介

しつつ，名作の復元にかける人々の思いを伝え

た。／ソフト開発センター，NEP

{プレヴィン・N響　祈りの響き～N響イン・パ
ーチェス』

03.26／19:45～21:25
03.27／06:00～07:41

3 月20日に行われたN響北米公演・ニューヨー

ク州立大学パーチェス校でのコンサートを放送し

た。東日本大震災の翌日，海外ツァーに出発した

N響とアンドレ・プレヴィンが演奏したバッハ作

曲「アリア」（震災犠牲者への献奏）ほかを聴衆

やアーティストへのインタビューとともに紹介し

た。／音楽・伝統芸能番組部

衛星第 1 テレビ

『アジアクロスロード』
月～金　17:00～17:49

第 1 回07.1.4，最終回11.3.31／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，吉井歌

奈子／政経・国際番組部，Gメディア

『ASIA 7 DAYS』
BS1 月　04:00～04:28
T国際 日　23:10～23:38ほか

第 1 回07.10.7／世界人口の半分を占め，多彩な

民族・文化・宗教を持つアジア。ダイナミックな

経済発展の陰で，紛争やテロ，貧困の問題も深刻

だ。そのアジアの今を伝える28分の週刊英語ニュ

ース番組。10年度は45回放送。世界第 2の経済大

国となり存在感を増す中国，権力継承期に当たり

核開発などで不透明さを増す北朝鮮，テロとの戦

いが続くアフガニスタン，戦後復興を進めるイラ

クについては，年間を通じスポットを当てた。ま

たエイズ，女性の人権といったグローバルな課題

の他，ネパール，キルギスなど規模の小さな国々

にも目を向けた。さらに貧困撲滅の取り組みにつ

いてバングラデシュや東ティモールに取材チーム

を派遣。東日本大震災では，アジア人の被災者を

追うなど独自の視点で迫った。／キャスター：貴

島通夫，下川進／国際放送局，Gメディア

『アジアンスマイル』
BS1 （ 4 ～10月）火　23:30～23:50

（ 4 ～10月）水　16:00～16:20
（11～ 3 月）火　18:00～18:20

土　17:30～17:50
月　09:20～09:40

G 日　05:30～05:50
T国際 金　07:30～05:50ほか

第 1 回08.4.6，最終回11.3.28／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。 3年目の10年度はさまざまな地域で明るく

生きる若者を取り上げ好評を博した。タイで水上

再 
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ボートを使って郵便配達をする兄弟，ブルネイで

ブログを通じて国を変えるチャレンジを続ける王

族，ウイグル自治区で伝統の綱渡り芸を守り続け

る青年，スリランカでホテルのコンペティション

を勝ち抜くため頑張る女性，ネパールでプロレス

団体を主宰するレスラーなどを紹介した。

{Asian Inspiration』は，この番組の英語版。／

衛星放送センター，国際放送局，NEP

『ASIAN VOICES』
BS1 （月 1回）土　18:00～18:44
T国際 （月 1回）土　11:10～11:44ほか

第 1 回08.10.25／激動のアジア，世界情勢を英

語で討論する番組。アジアの人々が今，何を考え，

どう対処しようとしているのか，そしてそのアジ

アの問題に世界はどう対処しようとしているの

か。討論を通じて共に考える。基本的な形式は，

海外 3か国を衛星中継で結び，日本のスタジオゲ

ストと合わせて 4人の識者や当事者が，司会の道

傳解説委員とともに英語で互いの意見を交換す

る。テーマは，日本政治，BOPビジネス，イラ

ン核問題，通貨戦争，TPP，中国の台頭など多

岐にわたる。また，10年 6 月と 9月には，ベトナ

ムと天津で「世界経済フォーラム」のシンポジウ

ムを実施。東日本大震災の直後には，シンガポー

ルで世界銀行との共催の公開討論を収録，放送し

た。国内でも，10月の名古屋のCOP10の会場で

生物多様性について議論，11月に広島では，歴代

のノーベル賞受賞者や秋葉忠利広島市長らをパネ

リストに，「核兵器は廃絶できるか」について討

論した。10年度は国際放送で12回放送。副音声に

日本語の吹き替えを加えBS1でも放送。／国際放

送局

『＠キャンパス』
（ 4～10月） 木　23:30～23:50
（ 4 ～10月） 日　01:20～01:40
（11～ 3 月） 木　18:00～18:20
（11～ 3 月） 月　00:20～00:40

水　09:20～09:40
第 1 回09.4.5，最終回11.3.31／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。毎回，若者た

ちの声を受け止めるゲストを 1 人招き，「NHK

＠キャンパス」（東京・青山）での公開収録をメ

インに，首都圏以外の大学での現地収録も行っ

た。／衛星放送センター，NEP

『アメリカ・ABCニュース』
火～金　09:00～09:19

第 1 回87.7.4／ 3 大ネットワークのメイン・ニ

ュースの 1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。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・ウイーク」』
月　14:00～14:39

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。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　16:30～16:50

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。国内外の重要問題に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

ディア

『アメリカ・CNNスチューデントニュース』
月～金　21:30～21:40
火～土　03:30～03:40

翌週月　01:00～01:50（月～金分）
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

ニュースを見せる工夫がしてある。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～日　11:00～11:09
土・日　23:45～23:50

世界の動きをいち早くコンパクトに伝える

CNNヘッドラインニュースは，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ニュースアワー』
火～金　14:00～14:44

第 1 回87.7.4，最終回11.3.31／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

再 
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『ABCニュースシャワー』
火～土　04:40～04:45
火～金　11:10～11:15
土　　09:45～09:50
火～金　15:15～15:20
土　　18:45～18:50

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，NEP

『エキサイティングスポーツ』
（ 4～10月）月～金・日　18:00～21:30
（11～ 3 月）月～金・日　19:00～21:50

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（サッカー）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　23:00～23:29
（ 4 ～10月） 土　　23:20～23:44

第 1 回03.4.1／イチロー，松井秀喜らの活躍も

あって，MLBへの関心は一層高まっている。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，日本人選手を中心に，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～土　6:00～7:49
（11～ 3 月）月～土　6:00～8:49

第 1 回04.11.2，最終回11.3.31／世界の今が分か

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ームバーグ・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，徳住有香，

高橋祐介，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』

（ 4～10月） 金　23:30～23:50
（ 4 ～10月） 日　01:00～01:20
（11～ 3 月） 金　18:00～18:20

（11～ 3 月） 月　00:00～00:20
木　09:20～09:40

第 1 回09.10.17，最終回11.3.19／東京・青山に

新設されたサテライトスタジオ， N H K

＠CAMPUSから送る大学生のための新しい国際

情報マガジン。「仮想空間を作り出す研究」「世界

唯一！ゾウ学講座」など，世界の大学の最新研究

やユニークな授業を現地で取材した。海外の研究

者とスタジオを直接，テレビ電話で結び，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などを

紹介し，素顔のキャンパスライフに迫った。／司

会：関根麻里，ミック・コレス／ソフト開発セン

ター，NEXTEP

『起業忍者　イガ社長と秘書ガーコ』 新
BS1 木　15:20～15:25
ワンセグ 2 金　12:30～12:35

土　01:00～01:05，10:45～10:50
（BS1）第 1回10.4.1，最終回10.9.30／（ワンセ

グ 2 ）第 1 回10.4.9，最終回10.10.2／フリーマガ

ジンで連載された 1ページマンガをアニメ化。仕

事に役立つ社会・経済のちょっとした疑問を，ア

ニメのストーリーで分かりやすく説明。笑いなが

ら身に付く“情報雑学バラエティー”アニメーシ

ョン。全20回。／ソフト開発センター，NEP

『きょうの世界』
月～金　22:00～22:50

第 1 回04.11.1，最終回11.3.31／一日の世界の動

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」と視聴者から高い評価を得てい

る。／キャスター：市瀬卓，丁野奈都子／政経・

国際番組部

『COOL JAPAN～発掘！かっこいいニッポン』
BS1 土　18:00～18:44

（ 4 ～10月） 月　16:00～16:44
HV 水　19:00～19:44

金　00:00～00:44
月　08:00～08:44

第 1 回06.4.5／06年度から放送を開始，日本文

化を斬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
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『こだわりライフ　ヨーロッパ』
BS1 （ 4 ～10月） 水　23:30～23:50

（ 4 ～10月） 日　07:00～07:20
（11～ 3 月） 水　18:00～18:20
（11～ 3 月） 日　05:00～05:20

火　09:20～09:40
HV 土　16:00～16:20

第 1 回06.4.8／ヨーロッパの新たな息吹を，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，現代社会にマッチした多様なライ

フスタイルを構築しているところにある。家族，

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。／

衛星放送センター，NEP

『Jリーグタイム』
土　21:10～21:44

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

『journeys in japan』
BS1 （ 4 ～10月）日　17:00～17:28

（11～ 3 月）水　16:00～16:28
日　11:10～11:38

T国際 火　09:30～09:58ほか
第 1 回07.10.1／日本国内のさまざまな名所や，

その地に住む日本人の素顔を，英語で海外の視聴

者に伝える紀行番組。03年から放送していた

{Weekend Japanology』の中で好評を博した

ミニコーナー「OUT & ABOUT」が独立したも

の。外国人リポーターと現地に詳しい日本人案内

役が，英語で語り合いながら展開する 2人旅。地

元の人々との出会いを英語で通訳しながら，九州

から北海道までガイドブックに載っていない「日

本各地の魅力」を紹介した。／リポーター：ヴァ

ンソン・ジリ，JJほか／国際放送局，JIB，NPN

『JAPAN 7 DAYS』
BS1 日　04:00～04:28
T国際 土　23:10～23:38ほか

第 1 回09.10.10／日本の 1 週間のニュースや出

来事をせき止めて，分かりやすく世界に伝えるウ

イークリー番組。英語によるテレビ国際放送

“NHKワールドTV”で毎週土曜夜に放送した後，

世界各地をカバーするため，日本時間の日曜夕方

にかけて計 6回放送している。また，日曜早朝に

BS1で国内放送も行っている。内容は，全国の

NHKのネットワークが取材したニュースを活用

して，その週の動きをコンパクトに伝える「ニュ

ース・この 1 週間」，その週の重要なニュースや

出来事を 1つ選んで掘り下げる特集「マター・オ

ブ・ファクト」，四季折々の各地の行事，世界が

注目するポップカルチャーやハイテク技術など，

幅広く日本の姿を紹介する「ディメンションズ／

シーン・イン・ジャパン」の 3つのコーナーを中

心に構成。日本の“今”をタイムリーに，世界に

発信することを目指している。11年 3 月の東日本

大震災発生後は，被災地および福島第一原発の最

新状況を毎週せき止めて伝えた。／キャスター：

高雄美紀／国際放送局

『スポーツ＆アンコールゾーン』
土・日　12:00～16:40

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世界のドキュメンタリー』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 （ 4 ～10月） 土　22:00～22:43

（ 4 ～10月） 月　00:00～00:43
（11～ 3 月） 土　23:00～23:43

日　09:00～09:43
G 日　10:05～10:48

第 1 回04.4.4，最終回11.3.27／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

リーグ等の人気プロスポーツ，そしてラグビー，

バスケットボール，大学野球，ボクシング，ホッ

ケー，卓球，バドミントン，ビーチバレー，陸上

競技，さらにはライフセービングやサーフィン，

ラフティング，チアリーディング，ボウリングに

至るまで多彩な競技を追い，トップアスリートの

素顔と人生に迫った。また，6月のサッカーW杯

南アフリカ大会に向けて日本代表の注目選手にも

密着した。さらに特集シリーズとして，「大逆転

スペシャル」を 4本制作。かつて国民の心を揺さ

ぶった大逆転が，単なるまぐれではなく，そのた

めの絶えざる努力と戦略の末に生まれた秘話を掘

り起こした。／衛星放送センター，Gメディア

『関口知宏のオンリーワン』 新
（ 4～10月） 土　23:00～23:20
（ 4 ～10月） 日　17:30～17:50
（11～ 3 月） 土　22:00～22:20
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（11～ 3 月） 日　17:00～17:20
金　09:20～09:40

第 1 回10.4.3，最終回11.3.20／自分たちが住む

町の問題をユニークな方法で解決しようと奮闘す

る若者たちがいる。自分なりのやり方で，自分な

りの道を切り開く，そんな「オンリーワン」な若

者を関口知宏とともに全国に訪ねる。創意工夫に

あふれた彼らの姿をVTRで描きながら，毎回，

公開収録で「オンリーワン」本人に夢や思いをた

っぷりと伺った。／司会：関口知宏／アシスタン

ト：豊田エリー，野崎萌香／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　11:10～11:30
（ 4 ～10月） 月　09:00～09:20
（ 4 ～10月） 月　04:30～04:50

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　22:00～22:49

第 1 回07.4.15／海外在住日本人とスタジオをイ

ンターネットで生でつなぎ，世界各地のユニーク

な話題や事件を生活者の視点で語り合う国際情報

トークバラエティー。「アゴラ」とは古代ギリシ

ャで市民が集い，さまざま議論を交わした「広

場」のこと。10年度は， 6月「ワールドカップサ

ッカー直前特集」（6.13／22:00～23:50）， 7 月
[もっと韓国が近くなるスペシャル」（7 .18／

21:00～23:50），また，“BS1のHUB”を目指し
{アジアクロスロード』（1.12～14）とコラボレ

ーションを実施した。／司会：川平慈英，首藤奈

知子アナ／衛星放送センター，NEP

『China Wow！』 新
BS1 （11～ 3 月）月　16:00～16:28
T国際 金　11:30～11:58ほか

（T国際）第 1 回10.4.2／著しい経済成長を遂

げ，世界の注目を集める中国の素顔を多角的に伝

えるドキュメンタリー番組。目覚ましい発展の恩

恵を受ける人々，振り回され悲鳴を上げる人々，

乗り越えられない都市と農村の格差，悠久の歴史

に育まれた変わらぬ伝統文化と生活。過去と現在

が同居し交差する中国のあらゆる分野に焦点を当

て，新旧の狭
はざ

間
ま

に生きる人々をドキュメントす

る。／国際放送局，Gメディア

『TOKYO EYE』
BS1 火　16:00～16:28
T国際 水　09:30～09:58ほか

第 1 回06.10.4／文化・美食・歴史・観光…。東

京の多様な魅力を世界に向けて発信。東京人の暮

らしの断面や東京を支える目に見えないインフラ

など，世界最大の都市空間を形作る多種多様な情

報を，時には長期密着取材を実施しながら多角的

に紹介していく。全編英語で，東京について知る

こともでき，英語を勉強したい日本の視聴者にも

絶好の内容。／ナビゲーター：クリス・ペプラ

ー／国際放送局，JIB

『TOKYO FASHION EXPRESS』
BS1 木　16:00～16:28
T国際 火　08:30～08:58ほか

第 1 回08.3.31／世界から注目される日本のファ

ッションを世界に発信する番組。さらにパリ，ミ

ラノなどのファッション先進地のコレクション情

報なども交え，ファッションの最新トレンドを伝

えてきた。10年度はコーナーを整理して内容も刷

新し，日本の話題をメインコーナーの「TOKYO

STYLE」とサブコーナーの「In VOGUE」で十

分に紹介することで，日本のファッションシーン

を世界に向けて発信した。／ナビゲーター：ia

(アイア）／ナレーター：ジェームス天願／テー

マ音楽：大沢伸一／国際放送局，JIB

『東京マーケット情報』
月～金　11:25～11:49
月～金　15:25～15:50

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：高須沙智子，加藤桂

子／政経・国際番組部，Gメディア

『土曜解説』
土　17:00～17:29

第 1 回05.4.2，最終回11.3.26／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分かりやすく伝えた。

[鳩山政権と政治の行方」「普天間問題はどこ

に」「どうなる参院選挙」「ねじれ国会と菅政権」

[猛暑と熱中症対策」「緊迫する朝鮮半島」「アフ

ガン戦争正念場」「どうする検察改革」などを取

り上げた。また， 3月11日の東日本大震災を受け

て放送時間を拡大して放送した。10年度は40本を

再 

再 

再 
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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・山田伸二解説委員，結

城さとみアナ／解説委員室

『にっぽん木造駅舎の旅』
金　15:20～15:25ほか

第 1 回09.4.27，最終回11.1.28／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を10年度は40駅厳選，

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

『NEWSLINE』
BS1 火～土　03:00～03:28
T国際 月～日　毎正時

第 1 回00.4.3／T国際で24時間毎正時に放送し

ている英語ニュース番組。報道局と地方局，それ

に海外総支局との連携を背景に「日本とアジアの

情報はNHK」というブランドの確立を目指す。

アジア各地に独自の取材・発信拠点を整備し，10

年11月，韓国のヨンビョン島に対する北朝鮮によ

る砲撃の際には，いち早く現地からハイビジョン

中継を実施した。11年 3 月の東日本大震災では，

発生直後から 3時間近くにわたって特設ニュース

を放送，大規模津波の衝撃映像などは世界のメデ

ィアに配信され，NHKの存在感を国際的に高め

た。／キャスター：キャサリン小林，ジーン大谷，

福島優子，貴島通夫，花田恵吉，ロス三原，森田

博士，北川恵子，シェリー・アン，小野サックノ

ー果奈子，ジェームス天願，ラジャ・プラダン，

ロン・マディソン，ラミン・メレガード，ロバー

ト・ジェファーソン，内田愛，東海林舞，越智さ

き，図師純子，レイチェル・ファーガソン，マレ

ー・ジョンソン／国際放送局

『ニューヨークウエーブ』
BS1 （ 4 ～10月） 月　23:30～23:50

（ 4 ～10月） 日　07:20～07:40
（11～ 3 月） 月　18:00～18:20
（11～ 3 月） 日　05:20～05:40

土　11:30～11:50
HV 日　16:00～16:20

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。10年度は取材範囲を西海岸

や他都市にも拡大。／リポーター：はな・バーン

ズ／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　00:00～00:49
（11～ 3 月）月～金　23:00～23:49

日　　00:00～00:49
月～日　10:00～10:49

第 1 回04.4.1／国際政治，経済，環境などのグ

ローバルな問題，特に医療，教育，高齢化，犯罪

など21世紀の懸案となっているテーマのドキュメ

ンタリーを放送。海外のプロダクションが制作し

た作品のうち，国際的にも評価の高い秀作を厳選

して伝えた。10年度はW杯サッカーの開催に合わ

せ南アフリカのアパルトヘイト廃止に至る歩みや

問題点を描いた作品，アフガニスタンに軸足を置

き，異なる視点から紛争地域の現実に迫ったシリ

ーズ，ベトナム戦争を改めて問うた話題作など，

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「メジャーリーグベ

ースボールの歴史」「海のタイムトラベル」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　毎時50分～

第 1 回04.11.1／毎時50分から10分間を基本と

し，24時間放送しているニュースで，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，

気象情報などを内容豊富に伝えている。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

が一目で分かるように構成されている。10年度か

らは放送開始時刻が変わり，放送時間も10分間に

なって，地上波のニュースと差別化を図るととも

に，テンポがよくなっている。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・羽隅将一・原

田裕和アナ，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　23:00～23:29

第 1 回08.4.6／MLB，NBA，NFLなどアメリカ

再 
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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，橋本奈

穂子アナ／衛星放送センター，NEP

『BS列島ニュース』
月～金　13:00～13:49

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。10年

度，放送時間が49分間に拡大されたことから，リ

ポートコーナーを常設し，地方局が制作した地域

色豊かなリポートを毎日放送している。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

『BEGIN Japanology』
BS1 金　16:00～16:28
T国際 木　9:30～9:58ほか

第 1 回07.10.5／国際放送で03年度にスタート

し，日本文化を海外に伝えてきた『Weekend

Japanology』の後継番組。毎回，日本を象徴する

文化をナビゲーターのピーター・バラカンが「外

国人の視点で外国人に分かりやすく」紹介する。

10年度はこれまでのような代表的な日本文化に加

えて，「結婚」「ラジオ体操」といった習慣や「家

電」「カメラ」といった産業を日本文化の一面と

して海外に向けて発信した。／国際放送局，

NED

『PGAゴルフツアー』
（ 4～10月）月・日　05:00～06:50
（11～ 3 月）月・日　06:00～07:50

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36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

『ワールドニュースアワー』
月～土　05:00～05:49

（ 4 ～10月）月～日　08:00～08:49
（11～ 3 月） 日　　08:00～08:49

土　　09:00～09:44
月～金　12:00～12:49

第 1 回00.3.27，最終回11.3.27／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 1 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

『ワールドニュースアワー・アジア』
月～金　15:00～15:15
火～土　04:00～04:40

第 1 回00.3.27，最終回11.3.31／アジアのニュー

スをいち早く，現地での伝え方を生かして放送し

た。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・アルジャジーラなどの放送機

関のニュースを伝えた。／政経・国際番組部，G

メディア

『ワンセグランチボックスmini』 新
月　15:20～15:25

第 1 回10.3.29／毎週月～金，お昼の 1 時間に生

放送している『ワンセグランチボックス』の情報

を， 5分間にまとめたコンパクト版。音楽携帯ダ

ウンロードランキングや，簡単ヘルシークッキン

グのレシピなどを，マガジン形式で紹介するミニ

情報番組。／出演：木佐彩子，羊子（番組キャラ

クター）／ソフト開発センター，Gメディア

『プロジェクトWISDOM』
BS1 04.29，09.23／21:00～21:50，22:00～22:50

07.31／22:00～22:50，23:00～23:50
11.28，01.03／20:00～20:50，21:00～21:50

HV 03.22／20:00～21:29
人類が直面する“地球的な課題”について，世

界の「WISDOM（英知・賢人）」たちをネットワ

ークで結び，番組のウェブサイトを活用しながら

議論する，新しいスタイルの国際討論番組。初回

衛星第 1：特集番組
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は「アフリカの子どもに希望を！」（4.29）を，

“ギリシャ危機”に世界が揺れていた 7 月には

[暴走するマネー」（7.31），GDPで世界第 2 位に

躍り出ることが確実視された中国に注目が集まっ

ていた11月には「世界は“大国”中国とどう向き

合うのか」（11.28）を放送。番組に登場した世界

の識者はノーベル賞受賞者 2 人を含む60人以上。

ウェブサイトにはおよそ80の国や地域から 2 万

5,000件を超える意見が寄せられた。10年度は 6

回放送。／キャスター：野村正育アナ，滝川クリ

ステル／衛星放送センター，Gメディア

『証言ドキュメント　日本サッカーの50年』
BS1 05.02／21:00～21:49

05.03～05／22:00～22:49
11.21／00:00～00:49

G （第 1， 2夜）06.12／02:05～03:44
（第 3， 4夜）06.13／00:55～02:34

弱小国と揶
や

揄
ゆ

された時代からW杯 4回連続出場

までわずか50年。世界が奇跡と呼ぶ日本サッカー

半世紀の歩みを，歴代の選手・監督の証言でつづ

るシリーズドキュメンタリー。第 1夜「世界との

出会い」（5.2），第 2 夜「迷走そして悲劇」（5.3），

第 3 夜「新世代の台頭」（5.4），第 4 夜「強国へ

のはるかな道」（5.5）をW杯南アフリカ大会前に

放送。また，日本がベスト16を成し遂げた大会後

に第 5 夜「未来へのリレー」（11.21）を放送し

た。／主な証言者：川淵三郎，釜本邦茂，セルジ

オ越後，木村和司，ラモス瑠偉，ハンス・オフト，

柱谷哲二，中山雅史，フィリップ・トルシエ，川

口能活，ジーコ，岡田武史，中田英寿，遠藤保仁，

本田圭佑，アルベルト・ザッケローニほか／語

り：大沢たかお／衛星放送センター，NEP

『JAPAN CUP2010 チアリーディング日本
選手権』

09.04／19:00～19:50，20:00～20:50
09.09／01:00～01:50，02:00～02:50

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。10年度は，大会最終日，高校・大学・社会

人の各部門の決勝戦を，録画で放送した。／解

説：柏倉早智子／実況：松村正代アナ／衛星放送

センター，NEP

『発掘アジアドキュメンタリー』
09.28／00:00～00:49
11.06／10:00～10:49
09.29／00:00～00:50

11.07／10:00～10:50
「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。アジア全域で活躍しているテレ

ビ番組制作者に対して番組企画を募集，シンガポ

ールで提案会議を行い，優れた企画を 3～ 5本選

び出し，アジアの視点からアジアの問題を描くユ

ニークな番組の開発を目指すものだ。 3年目を迎

えるこのイベントから，10年度は以下の 2本の番

組が誕生した。

[赤い箱～台湾　人形師の魂」（09.28）

台湾を代表する伝統芸能である人形芝居「布袋

劇」。「布袋劇」の伝統も近代化の中で消えつつあ

るが，その名手の活動を追う。

[森の出会い～日本“聞き書き甲子園”」

（09.29）

日本各地で暮らす森の番人たちは，数世代先の

子孫のことを考えながら，環境と調和して暮らす

知恵を培ってきた。森の達人たちを高校生たちが

訪ね，その知恵や技を 1対 1で「聞き書き」する

試みを描く。

／ソフト開発センター，MediaCorp（シンガポー

ル）

再 
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衛星第 2 テレビ

『あなたのアンコール』
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。

09年度の土・日曜から，日曜のみの放送に変

更。／司会：桜井洋子アナ／広報局制作部，

NSC

『あなたの街で夢コンサート』
金　21:00～21:49
木　17:00～17:49

第 1 回08.4.19，最終回11.3.24／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・ななみちゃん』
月～金　12:55～13:00
日　　08:45～08:50

第 1 回04.5.17，最終回11.3.25／04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。／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

1 回89.9.3）を改題），最終回11.3.19／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

(番組委託・展開），NED

『ウエンズデー　J－POP』
BS2 水　20:00～20:39

土　00:00～00:39
HV 木　17:00～17:39

第 1 回06.4.5，最終回11.3.2／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

『映画音楽に乾杯！』 新
BS2 日　19:30～20:58
HV 土　16:30～17:58

第 1 回10.4.25，最終回11.2.27／世代を超えて愛

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。 6 回放送。（4.25，6.27，8.29，10.31，

12.26，2.27）／出演：美輪明宏，石丸幹二，島田

歌穂，新妻聖子，ポール・ポッツほか／司会：小

堺一機，本上まなみ，原日出子ほか／音楽・伝統

芸能番組部，NEP

『衛星アニメ劇場』
日　23:00～23:50

第 1 回90.4.2／20代・30代のアニメファンをタ

ーゲットに，NHKが制作するアニメと国内外の

高品質アニメを交えてゾーン編成を行った。／

[GIANT KILLING」「ツバサ・クロニクル 2」

[人造人間キカイダー　THE ANIMATION」

[心霊探偵　八雲」「スター・ウォーズ／クロー

ン・ウォーズ 2」「かみちゅ！」

「アニメ　ツバサ・クロニクル2」
日　23:25～23:50

（E）第 1 回05.4.9／（BS2）第 1 回09.12.22，

最終回10.7.4／09年度，火曜20:25～20:50より移
設／人気創作集団CLAMP原作の人気コミックを

アニメ化。記憶を失ったサクラを救うために，小

狼は異世界へと旅立つ。全26回。／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　GIANT KILLING」 新
BS2 日　23:00～23:25
HV 日　09:25～09:50
E 土　18:25～18:50

第 1 回10.4.4，最終回10.9.26，（BS2，HV）／

第 1回10.9.25，最終回11.4.2（E）／人気マンガを

アニメ化。低迷を続ける弱小プロサッカークラブ

[イースト・トーキョー・ユナイテッド」（ETU）

に，一人の男が監督として迎えられた。男の名は

再 

再 
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達海猛。かつてのETUのスター選手であり，引

退後はイングランド 5部のアマチュアクラブの監

督として，FAカップでベスト32に導いた人物で

ある。しかしチーム内は開幕前から騒動ばかり。

果たしてこの起用は吉と出るか凶と出るか。全26

回。／原作：ツジトモ／監督：紅優／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・人造人間キカイダー　T H E
ANIMATION」 新

日　23:25～23:50
第 1 回10.7.11，最終回10.9.26／石ノ森章太郎原

作の漫画『人造人間キカイダー』から新たに再構

成されたアニメ版「キカイダー」。光明寺博士に

よって作り出された人造人間・ジローはキカイダ

ーとして悪の組織・ダークと闘うが，埋め込まれ

た不完全な良心回路のため，時に悪に抗しきれな

い自分に苦しむ。全12回。／ソフト開発センター

「アニメ　心霊探偵　八雲」 新
日　23:00～23:25

第 1 回10.10.3，最終回10.12.26／人気ミステリ

ー小説をアニメ化。生まれつき赤い左目で死者の

魂を見ることができる大学生の斉藤八雲が，持ち

前の推理力と論理的な検証，冷静な判断力で，事

件の背後に隠れる真相を解明してゆく。全13

回。／原作：神永学／監督：黒川智之／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，SV

「かみちゅ！」 新
日　23:00～23:25

第 1 回11.1.9，最終回11.3.28／ある日突然“神

様”になってしまった女子中学生・一橋ゆりえと

彼女を取り巻く一風変わった人々の日常をコミカ

ルに描いたファンタジー。神様になったゆりえは

町の名物にされたり，友人たちの悩み相談に借り

出されたり，あちらこちらで引っ張りだこ。これ

までとは18 0度違った人生が始まる…。全12

回。／ソフト開発センター，NEP

『衛星映画劇場』（午後）
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，192本を放送した。洋画では，「ロビンとマリ

アン」（4.16），「菩提樹」（4.29～30），「皇帝ペン

ギン」（5.5），「アウトロー」（5.27），「怒りの荒

野」（6.10），「ディア・ハンター」（6.24），「アパ

ートの鍵貸します」（7.14），「灰色ぐまの一生」

(7.21），「ノートルダムの鐘」（8.11），「OK牧場

の決斗」（9.2），「プリンセス・シシー」（9.6），

[野のユリ」（9.29），「黄金」（10.20），「コンタク

ト」（12.28），「フラッシュダンス」（3.3），「ヒト

ラーの贋
にせ

札
さつ

」（3.19），「ヘアスプレー」（3.22）な

ど，邦画では「地の涯に生きるもの」（7 .26），

[夫婦善哉」（7.27），「真空地帯」（8.29），「荷車

の歌」（9.10），「忍びの者」（11.29），「眠狂四郎

魔性剣」（1.6）などを放送した。／ソフト開発セ

ンター，NEP

『衛星映画劇場』（夜間）
月～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82本を放送。「トランスポーター」シ

リーズ（4.6～7），「生誕80年クリント・イースト

ウッドの軌跡」として「ペイルライダー」（5.10），

[許されざる者」（5.17），「硫黄島からの手紙」

(5.19）など，「ココ・シャネル」（6.7），「ドリー

ムガールズ」（6.22），「プロジェクトA」（7.5）や

[ブルース・リー特集」として「燃えよドラゴ

ン」（7.27）などを放送した。夏には「生誕100年

山本阮夫特集」として「金環襍」（8.2），「白い巨

塔」（8.4），「華麗なる一族」（8.5）など，秋は

[陰陽師」シリーズ（10.19～20），「三谷幸喜特

集」として「ラヂオの時間」（11.22）などを放送。

冬には「没後30年スリラーの巨匠ヒッチコック特

集」として「裏窓」（1 2 . 6），「フレンジー」

(12.15）など，「サスペンス映画秀作選」として

[L.A．コンフィデンシャル」（1.17），「影なき

男」（1.18）など，「アカデミー受賞作品特集」と

して「エリン・ブロコビッチ」（2.16），「戦場の

ピアニスト」（2.23）などを編成した。／ソフト

開発センター，NEP

『衛星映画劇場』（深夜）
火～金　00:45～02:45

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，午後や夜間に

放送した作品の再放送など，172本を放送した。

6 月は「巨匠ベルイマンの遺産」として「ある結

婚の風景」（6.15～17），「サラバンド」（6.18）な

ど， 8月は「巨匠アンゲロプロスの世界」として

[霧の中の風景」（8.25），「永遠と一日」（8.26）

など，10月は「NHKアジア・フィルム・フェス

ティバル特集」として「キャプテン　アブ・ラー

イド」（10.19），「ピノイ・サンデー」（10.20）な

どを放送した。 2 月は「サンダンス・NHK国際

映像作家賞特集」として「ウイスキー」（2.17）

など，「アカデミー受賞作品特集」として「真夜

中のカーボーイ」（2.22），「善き人のためのソナ
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タ」（3.1）などを編成した。／ソフト開発センタ

ー，NEP

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

第 1 回07.4.29，最終回11.2.25／関西出身の音楽

系アーティストとお笑い系タレントがNHK大阪

ホールでLIVEを行い，新鮮な風（WIND）を送

るバラエティー番組。「歌」と「ネタ」の合間に

は，アーティストとタレントが入り混じっての

MCや企画コーナーを挟み込み，普段NHKになじ

みの少ない若年層にも親しんでもらう公開番組。

10年度は 6本放送。／司会：フットボールアワー，

ザ・プラン 9ほか／大阪局

『お好み寄席』
BS2 火　18:00～18:43

金　09:00～09:43
HV 金　17:00～17:43

火　14:00～14:43
第 1 回06.4.4，最終回11.3.22／「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。さらに月に一度，「チーム対

抗！大喜利合戦」と題して放送。／出演：三遊亭

金馬，橘家圓蔵，三遊亭歌武蔵，桂竹丸，鏡味仙

三郎，牧伸二，渡辺正行ほか／司会：藤井彩子ア

ナ／エンターテインメント番組部，NEP

『海外連続ドラマ』
火～木　23:00～23:45ほか

日　21:00～22:00
10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7」 新 火

第 1 回04.3.30／（第 7 シーズン）第 1 回10.4.6，

最終回10.7.20／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 7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。11.1.1～4の

深夜に再放送。

「華麗なるペテン師たち4」 新 火

第 1回06.7.25／（第 4シーズン）第 1回10.8.24，

最終回10.9.28／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 4シーズン。ダニー，アッシュ，ス

テイシー，アルバートたちが，“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。「華麗なる

ペテン師たち 2」（10.6.5，12，19），「華麗なるペ

テン師たち 3 」（10.8.9～14），「華麗なるペテン師

たち 4」（10.12.29～31）を再放送した。

「グッド・ワイフ」 新 火

第 1 回10.10.5，最終回11.3.22／13年ぶりに家庭

の主婦から弁護士に復帰したアリシア・ロックハ

ートが毎回さまざまな訴訟事件に臨むアメリカの

ミステリードラマの第 1シーズン。全23回。

「デスパレートな妻たち5」 新 水

第 1 回05.9.28／（第 5 シーズン）第 1 回10.4.7，

最終回10.9.29／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 5シーズン。全24回。

「アグリー・ベティ4」 新 水

第 1回07.10.1／（第 4シーズン）第 1回10.10.6，

最終回11.2.23／アメリカの人気コメディーの第 4

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20回。

「ER14 緊急救命室」 木

第 1 回96.4.1／（第14シーズン）第 1 回09.10.8，

10.4.8～10.9.2／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。

「ER15 緊急救命室」 新 木

第 1 回96.4.1／（第15シーズン）第 1 回10.10.7，

最終回11.3.10／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最終

第15シーズン。全22回。併せて特別番組「ER

レトロスペクティブ」を最終回の直前（3.10，

3.19）に放送した。11.2.28～11.3.20に集中再放送。

「イ・サン」 日

第 1 回09.8.2，最終回11.2.13／09年度に引き続

き，第34回（4.4）～第77回（2.13）を放送。18世

紀後期の朝鮮王朝第22代王，正祖
チョンジョ

イ・サンの波乱

万丈の生涯を描く超大作歴史ドラマ。全77回。最

終回の翌週（2.20）には特別番組『イ・サン　あ

再 

再 

再 

再 
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りがとうスペシャル』を放送した。

『上方演芸ホール』
金（原則第 4週）21:00～21:59

木　17:00～17:59
第 1 回01.11.19，最終回11.2.25／漫才や落語な

ど，名人芸や若手の旬の芸を楽しんでもらう公開

番組。「上方の本物の芸」をNHK大阪ホールなど

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

『蔵出し劇場』
水・木　18:00～18:50ほか

第 1回07.1.8（『蔵出しエンターテインメント』），

最終回11.3.9（水曜），11.3.23（木曜）／かつての

懐かしい番組を再放送，再編集して放送。／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

「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，デュエットやトークなどを展開した。

「とっておきショータイム」 新 （前期）木

「お笑いオンステージ」
72年から82年放送の公開寄席バラエティー。 6

本放送。

「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。 6本放送。

「この人ショー」
82年から86年放送。芸能，文化，スポーツなど

各界の著名人が自らの語りや対談で伝える人間シ

ョー。 6本放送。

「街道をゆく」 （10～12月）木

司馬骰太郎の壮大な紀行シリーズ。12本放送。

「あの人からのメッセージ」 （ 1～ 3月）木

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。 8本放送。

『ごきげん歌謡笑劇団』
BS2 金　21:00～21:59

木　17:00～17:59
HV 土　18:30～19:29

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。出演は大衆演劇から若き

スター・早乙女太一，大川良太郎，橘大五郎（各

回交替出演）と，魚のことならおまかせ・さかな

クン。さらには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

らの美しい舞や，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。10年度は20本を実

施・放送。／エンターテインメント番組部

『ザ少年倶楽部』
BS2 金　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

グループを中心に，毎回トークゲストが 2人登場。

お互いへの思いなど，司会の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，NEP

{ザ☆スター』 新
BS2 （前期）土　20:00～21:58

（後期）土　20:00～21:29
HV （前期）金　20:00～21:58

（後期）金　20:00～21:29
第 1 回10.4.2，最終回11.3.28／歌手，俳優，ス

ポーツ選手など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，そしてとっておきのパフォーマンス，秘

蔵の映像を基にスターの神髄に迫った。／司会：

真矢みき（～6.5），別所哲也（6.19～），佐藤夕美

子（6.19～），永井伸一アナ／衛星放送センター，

NEP

『CATVネットワーク～すばらしき私の街』
土　15:30～16:29

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，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
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月　18:45～18:55
水　20:40～20:50
木　22:40～22:50
金　20:50～21:00
土　19:45～19:55

第 1 回07.1.7／映画に関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

『Shibuya Deep A』
BS2 金　23:00～00:00
HV 月　17:00～18:00

第 1 回07.4.6／全国の若者が携帯電話から送る

投稿を紹介する生放送バラエティー。テーマは視

聴者の身の回りで起きたニュースや，ハプニング，

恋愛や人間関係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，荒木美和アナ／衛星放送センター，NEP

『渋谷らいぶステージ』
BS2 月　18:00～18:43

木　09:00～09:43
HV 水　18:00～18:43

月　14:00～14:43
第 1 回08.3.31，最終回11.3.21／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

『週刊ブックレビュー』
BS2 土　08:30～09:24

火　09:00～09:54
HV 日　10:00～10:54

月　00:15～01:09
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。／司会：児玉清，藤沢周，梯久美子，中江

有里，滑川和男・守本奈美アナ／衛星放送センタ

ー，NEP

『ドゥ！エアロビック』
木　12:30～12:54
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，より分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』
BS2 土　22:00～22:59

金　16:45～17:44
HV 日　20:00～20:59

金　12:30～13:29
日　14:00～14:59

第 1 回09.4.25，最終回11.3.25／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詰ま

った歌や演奏で構成する。10年度は新作19本を制

作。また，新作を放送しない週に「どれみふぁワ

ンダーランド・リサイクル」として09年度放送分

の再構成版を放送した。HVは『プレミアム 8 』

枠内で放送。／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

{熱中スタジアム』 新
BS2 金　22:00～22:59

月　20:00～20:59
（15分版『熱中人』）土　07:30～07:45

土　18:40～18:55
HV 木　19:00～19:59

水　00:00～00:59
（15分版『熱中人』）火　19:45～20:00

第 1 回10.4.1／04年にスタートした『熱中時間

～忙中“趣味”あり』と，08年から始まった

{BS熱中夜話』ならびに『にっぽん熱中クラブ』。

これら，さまざまな趣味やスポーツなどに熱中す

る人々を紹介し好評を博してきた 3番組のストロ

ングポイントを統合，パワーアップして生まれた
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のが『熱中スタジアム』。前半の44分は，毎回 1

つのテーマにとことん熱中している30人のファン

がスタジオに集結。その熱中ぶりをじっくりと語

り合い，趣味に興じる人々の“熱気”を伝えた。

後半15分は， 1人の熱中人の趣味生活に密着した

VTRを紹介。この部分だけを単独の15分番組

{熱中人』としても放送した。なお， 9月と 1月

はそれぞれ 4週にわたり，全国の学校の珍しいク

ラブ活動に密着したドキュメントを前半の44分間

放送した。／司会：中田敦彦，中越典子／衛星放

送センター，NEP

『俳句王国』
土　11:00～11:53
水　09:00～09:53

第 1 回95.4.15，最終回11.3.19／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，10年度は山形・石川・兵庫・長崎

で公開収録を実施した。／松山局，NPN

『BSアートへの招待』 新
BS2 土　08:25～08:30ほか
HV 土　07:25～07:30ほか

第 1 回10.4.3／クラシック音楽，バレエ，演劇，

美術などアートを扱った番組に特化して，その魅

力を紹介する大人世代に向けた広報番組。特集す

る番組の名演奏，名演，名作をふんだんに見せな

がら，そのアートの神髄を専門家のインタビュー

を交えて解説する。／ナレーター：藤村俊二，森

高千里，鶴田真由／広報局制作部，NSC

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

金　　18:45～18:48
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

VTR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ななみ　DE どーも！』
土　18:00～18:40
日　08:05～08:45
金　12:15～12:55

第 1 回07.4.6，最終回11.3.26／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。10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

『BS日本のうた』
BS2 日　19:30～20:58
HV 土　16:30～17:58

第 1 回98.4.5／時代を超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「歌謡

HOT前線」，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。10年度は30本

を公開派遣で制作。／司会：小松宏司アナ／エン

ターテインメント番組部，NEP

『BSフォーラム』
土・日　午後

第 1 回94.4.16／世界・日本・地域が抱えるさま

ざまな問題・課題を取り上げ，多様なパネラーと

ともに 1つのテーマを掘り下げる。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。 4 本を放送した。／12.18（ 2 本）「めざせ科

学技術分野の人づくり～国際協力の新しい挑戦」

[世界文化遺産の中の日本文化」，1.29（ 2 本）

[文化観光の可能性を探る」「“地方の時代”映像

祭30年と地域メディア」／ソフト開発センター，

NED，NPN，Gメディア

『BS名作アニメ劇場』
月～木　12:30～12:55

第 1 回02.4.1／日中在宅している子どもとその

家族を対象として，70年代から80年代に制作され

た名作アニメを中心に編成した。／主な作品：

[風の少女エミリー」「トム・ソーヤーの冒険」

[ペリーヌ物語」／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，最終回11.3.26／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
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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・事故から流行まで，昭和の

様子をよみがえらせる情報バラエティーである。

10年度は，月光仮面がヒーローとなった昭和33年，

美空ひばりの復活コンサートが行われた昭和63年

などを放送した。／司会：松本和也アナ／衛星放

送センター，NEP

『MAG・ネット～マンガ・アニメ・ゲームのゲ
ンバ』 新

BS2 日　23:50～00:34
（後期） 金　15:00～15:44

HV 土　00:20～01:04
水　17:00～17:44

第 1 回10.4.4，最終回11.3.25／M=マンガ，A=

アニメ，G=ゲームそしてネット。サブカルチャ

ーの現場で今何が起こっているのかを徹底紹介す

る番組。制作者たちの作品へのメッセージを探る

[セイサクのゲンバ」，ファンたちの熱い盛り上

がりを伝える「ファンのゲンバ」，論客たちの深

掘り討論「マグネトーク」，ネットの話題のニュ

ースを取り上げる「マグステーション」の 4つの

パートから成る。／声の出演：小野大輔，後藤沙

緒里／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

主な放送は，AGAPE・store最終公演「残念な

お知らせ」，「高橋さんの作り方」，P I P E R

NUMBER 8 「THE LEFT STUFF」ほか，

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

『Mi／Do／Ri～緑遊のすすめ』 新
BS2 日　07:40～08:04

火　20:25～20:49
HV 金　09:25～09:49

土　06:00～06:24
火　01:00～01:24

第 1 回10.4.4，最終回11.3.6／「スペースシャト

ルのハッチが開いたとき，草の匂いがした。地球

に戻ったことを実感した」宇宙ステーションに 4

か月半滞在した若田光一さんの帰還第一声であ

る。草，そして緑こそいのちの星，地球のシンボ

ル。緑には人を癒やし環境を保全する大きな力が

ある。この番組では「グリーンライフ」を楽しみ

ながら実践することを「緑遊」と名付け，全国の

緑遊人の自然との触れ合いにあふれた生活を紹介

した。／語り：吉岡秀隆ほか／衛星放送センター，

NEP，NPN

『わんにゃん茶館
カフェ

』
火　20:00～20:24
水　23:45～00:09 

（後期） 月　09:00～09:24
第 1 回09.4.9，最終回11.2.22／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。

10年度は，ピアニストのフジコ・ヘミングさんや

フィギュアスケートの安藤美姫さんなど，35本を

制作。11.3.1（20:00～20:44）には，番組内の人
気コーナーをまとめた『特集　わんにゃん紀行』

を放送した。／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。10年度はアンソ

ニー・ホプキンス，クリスチャン・スレーター，

ローラ・リニーなど，午後・深夜に21本を放送し

た。／ソフト開発センター，NEP

『囲碁・将棋タイトル戦中継』 4 ～ 3 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68期将棋名人

戦」（ 4 ～ 5 月）羽生善治名人VS挑戦者三浦弘行

八段，「第65期囲碁本因坊戦」（ 5～ 6月）羽根直

樹本因坊VS挑戦者山下敬吾天元，「第35期囲碁名

人戦」（ 9 ～10月）井山裕太名人VS挑戦者高尾紳

路九段，「第23期将棋竜王戦」（10～12月）渡辺明

竜王VS挑戦者羽生善治名人，「第35期囲碁棋聖

戦」（ 1 ～ 3 月）張栩棋聖VS挑戦者井山裕太名

人／制作局（番組委託・展開），NED

『ニッポン全国俳句日和　’10春／’10秋』
04.24，10.23／11:00～11:54，00:10～16:30

『ニッポン全国短歌日和　’10春／’10秋』
4.25，10.24／11:00～11:54，00:10～16:30

5 時間半の生放送中にFAX，インターネット，

携帯で作品を募集。番組前半にはスタジオ選者が

秀作を鑑賞し，後半ではこれぞという作品を選者

同士で対決させ，番組大賞を選んだ。俳句・短歌
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とも，隅田川河畔と中継を結び，子ども名人の即

興作品を紹介，併せてスタジオ作品と対決させ

た。／出演：黒田杏子（俳人・解説），永田和宏

(歌人・解説）ほか／司会：中川緑アナ／衛星放

送センター，NED

『勝手にやってすみません！～コロッケものまね
30年』

BS2 05.02／19:30～20:59
08.14／15:30～16:59

G 12.27／19:30～20:42（再構成）
ものまね界のスーパースター，コロッケのデビ

ュー30周年記念コンサートが 4 月18日，NHKホ

ールで行われた。このコンサートのもようを中心

に，コロッケにまねされる側の豪華ゲストのイン

タビューも交え，ものまねに懸けた男の執念と気

迫のステージ，ますます進化するコロッケの魅力

に迫った。／出演：コロッケ，谷村新司，岩崎宏

美，美川憲一，五木ひろし，北島三郎ほか／エン

ターテインメント番組部，NEP

『奥さまは魔女』
05.04～07／00:15～02:20ほか

魔法使いのサマンサは広告代理店に勤める真面

目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。09年度まで放送してい

たものの第149～167回を集中放送。／ソフト開発

センター

『第22回テレビ囲碁アジア選手権～日本大会』
06.01／09:00～11:25，13:00～15:00，

16:30～18:30
06.02／09:00～11:00，13:00～15:00

06.03／13:00～15:00
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09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。

NHKの提唱で始まり，10年で22回目を迎えた。

日本の代表は，結城聡NHK杯権者と井山裕太九

段。優勝は孔傑九段（中国）。／解説：王銘 九

段，柳時熏九段／聞き手：万波奈穂二段，稲葉禄

子アマ六段／司会：斎藤寿朗アナ／制作局（番組

委託・展開），NED

『MJ ネオビジュアル系　春爛漫の宴2010
完全版』

BS2 06.08／01:05～02:33
G 07.11／02:05～03:33

4 月18日に『MUSIC JAPAN』で放送したビ

ジュアル系特集の拡大完全版。全 8組20曲を一挙

にオンエア。／エンターテインメント番組部

『カシャッと一句！フォト575』
BS2 06.21～07.30，11.01～12.10，01.31～03.11／

08:00～08:15，19:45～20:00
HV 06.21～07.30，11.01～12.10，01.31～03.11／

08:45～09:00
一般視聴者からの写真と句の投稿で作る番組。

年間 3 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

た。／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

『グループ魂15周年LIVE～Lemonの巻』
07.02／23:00～00:29
08.17／23:30～00:59

渋谷C.C.Lemonホールで行われた，新旧名曲が

満載の15周年記念ライブのもようを紹介した番

組。／エンターテインメント番組部

『ザ・ベストテレビ　ドキュメンタリー・シンポ
ジウム～受賞制作者が語る　現場のリアル』

07.04／13:00～14:30
放送界を代表する番組コンクールで受賞したド

キュメンタリー 3番組の制作者が，企画の発想法

や取材のしかた，対象との距離の取り方について

熱く語り合った。NHKと民間放送の垣根を越え

た試み。／ライツ・アーカイブスセンター，NEP

『シャンソンの夕べ～第48回パリ祭から』
07.31／15:00～16:29

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」。第一人者石井好子さ

んをはじめ，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。実施後，石井好子さんが亡くな

ったため，急遽
きょ

アーカイブス映像で石井さんをし

のんだ。／出演：石井好子，芦野宏，戸川昌子，

佐々木秀実，前田美波里，菅原洋一，鳳蘭，山本

リンダ，美川憲一，ROLLYほか／司会：永六輔，

遠藤素子／エンターテインメント番組部

再 
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『逆境を力に変えた熱血監督～山本阮夫　生誕
100年』

08.02／20:00～20:59
11.29／13:00～13:59

「忍びの者」「白い巨塔」「華麗なる一族」など

骨太の映画を数多く残した映画監督・山本阮夫。

7 月に生誕100年を迎えた同監督の人生を，関係

者へのインタビューを通して紹介。／VTR出

演：山崎豊子，三國連太郎，仲代達矢ほか／ソフ

ト開発センター，NEP

『最恐！怪談夜話　2010』
08.07／23:00～00:58
10.30／16:00～17:58

ホラーの原点は，話芸にあり。現代の怪談の語

り部がスタジオに集合して，現代ならではの怪談

の数々を紹介。話芸だけで視聴者をぞっとさせる

夏ならではの特集番組。09年に続き， 2作目の放

送。／エンターテインメント番組部，NEP

『BSアニメ特選』
08.09～13／09:00～11:34ほか
12.27～31／09:15～11:41ほか

夏・冬休みに『BSアニメ特選』を編成。夏は，

[ブラザー・ベア」「獣の奏者エリン　総集編」

[とべ！くじらのピーク」「アントブリー」「ごん

ぎつね」「トトイ」を放送。冬は，「ウォレスとグ

ルミット」「劇場版　きかんしゃトーマス」「劇場

版とっとこハム太郎」などの子ども向けアニメ映

画を放送した。／ソフト開発センター，NEP

『全駅停車！「銀河鉄道999」ぜんぶみせます』
08.09～13／20:00～00:00

1978年にテレビ放送され，社会的ブームとなっ

たアニメ『銀河鉄道999』。その全113話を初回か

ら最終回まで5日間にわたって紹介する20時間の

番組。原作者の松本零士をはじめ，当時の出演者

へのインタビュー，貴重な映像資料を駆使して30

年以上たった今でも根強い支持を集める人気の秘

密に迫った。／司会：杏，高市佳明アナ／衛星放

送センター，NED

『スポットライト』
08.10～15／00:00～03:00ほか

テレビ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韓国現代

ドラマ。BS2で09年度に放送したものの集中再放

送。全16回。／ソフト開発センター

『萌える！泣ける！燃える！
ゼロ年代　珠玉のアニメソングスペシャル』

08.14／20:00～23:00

12.26／14:30～17:59
日本のミュージックシーンを席巻

けん

する勢いのア

ニメソング。番組では，アニソンが最も注目を浴

びた2000年から09年のいわゆる「ゼロ年代」に発

表されたアニソンの中から「珠玉の名曲・30曲」

をセレクト。ゼロ年代アニメの象徴とも言える

[萌える曲」，アニメの世界観を切々と歌い上げ

る「泣ける曲」，そしてファンの心を捉えてやま

ない「燃える曲」。この 3 つのキーワードにちな

んだ名曲，それぞれ10曲をライブあり，アニメ映

像ありで 3時間にわたり一挙に紹介。第一線のク

リエイターが楽曲を分析，作品との関係性や歌の

魅力について解き明かした。12月は『完全版』と

して再編集。／司会：鷲崎健，名塚佳織／ゲス

ト：日高のり子，佐久間レイ，丹下桜ほか／衛星

放送センター，NED

『財津和夫コンサート』
08.16／23:30～00:59
12.12／13:00～14:29

6 年ぶりにソロツアーで全国を巡る財津和夫へ

のインタビューを交え， 7 月10日にNHK大阪ホ

ールで行われた最終公演のもようをたっぷりと放

送した。／エンターテインメント番組部，大阪局

『NY Music★Love～井上智』
08.20／23:30～00:29
10.12／00:00～00:59

ニューヨークジャズ界のリーダー的存在のギタ

リスト井上智が中心となって結成したカルテット

のライブ。特別ゲストとして井上智の師であり，

友人のジャズギタリストの巨匠ジム・ホールが友

情出演。／出演：井上智（ギター），植田典子

(ベース），百々徹（ピアノ），高橋信之介（ドラ

ム）／ナビゲーター：Monday満ちる／音楽・伝

統芸能番組部，NHKコスモメディアアメリカ

『TOKYO REAL GIRL～トップモデルの素顔』
09.03／21:30～21:54
09.04／17:00～17:24

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一日に，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：香里奈／衛星放送センター，NEP

『TOKYO GIRLS COLLECTION 2010A／W』
BS2・HV 09.04／20:00～23:10
BS2 （短縮版）10.03／15:00～17:00

再 

再 

再 

再 

再 



衛星第 2：特集番組

NHK年鑑’11 284

『TOKYO GIRLS COLLECTION 2011S／S』
HV 03.05／20:00～22:59
BS2 03.06／16:00～18:59

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，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

『青春舞台2010～全国高等学校演劇優秀校　東
京公演』

09.05／13:00～18:10
「演劇の甲子園」とも呼ばれる高校演劇全国大

会で最終的に選ばれた 4校の舞台を丸ごと放送す

る，若者向けの演劇番組。スタジオに 4校の生徒

を招き，東京・国立劇場での中継録画を全員で見

ながら，演劇にかける思いや日々の活動の中で考

えることなどを演劇のプロたちを交えて語り合っ

た。／出演：島根県立三刀屋高等学校，愛媛県立

川之江高等学校，青森県立弘前中央高等学校，群

馬県立前橋南高等学校のみなさん／ゲスト：大塚

ムネト（劇作家・演出家），江本純子（劇作家・

演出家）／司会：はしのえみ（女優・タレント）／

音楽・伝統芸能番組部，NEP

『SUMMER SONIC 2010 日本最大級のロ
ックフェス』

09.07，9～10／00:15～02:13
09.08／00:25～02:23

12.29～30／23:30～03:28
8 月に開催された日本最大級のロック・フェス

[サマーソニック」。世界を舞台に活躍する大物

ミュージシャンが続々と登場。番組では，人気ア

ーティストのライブを 4夜にわたってたっぷり紹

介。千葉マリンスタジアム，幕張メッセで収録。

(8.7～8）／エンターテインメント番組部，NEP

『名探偵ポワロ』
09.13～16／21:00～22:34

人気のイギリス・ミステリードラマの第12シー

ズン。「マギンティ夫人は死んだ」「鳩
はと

のなかの

猫」「第三の女」「死との約束」の全 4 回を放

送。／ソフト開発センター

『ダメージ3』
09.14～10.01／00:00～00:43ほか

グレン・クローズ主演のリーガル・サスペンス

の第 3シーズン。全13回。／ソフト開発センター

『アガサ・クリスティー　ミス・マープル 2 ，
3』

09.20～23，27～30／21:00～22:33
人気のイギリス・ミステリードラマの第 2 ， 3

シーズン。第 2 シーズンは，「スリーピング・マ

ーダー」「親指のうずき」「動く指」「シタフォー

ドの謎」の全 4 回を再放送。第 3 シーズンは，

[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 回を再放

送。／ソフト開発センター

『アニメ映画劇場　パプリカ』
10.5／00:45～02:16

アニメ監督・今敏さんの追悼企画として映画

[パプリカ」を放送。／ソフト開発センター，

NEP

『全国バンド自慢2010』
10.09／15:00～16:29

12回目となるアマチュアバンドの祭典「全国バ

ンド自慢2010」。全国からエントリーした約400バ

ンドを超える中から選ばれた13組が東京・恵比寿

に集結。大勢の観客の前で繰り広げられる熱い演

奏のもようを伝えた。／司会：グッチ裕三，中川

翔子／審査員：渡辺香津美，山下久美子，つんく

♂／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『MJ アニソンSPECIAL 3 完全版』
BS2 10.29／23:00～00:45
G 11.10／01:00～02:45

8 月に放送した『MUSIC JAPAN 新世紀ア

ニソンSP.3』（G）の完全版。 8 月の曲目を更に

倍にして放送。アニサマの映像，茅原実里のNY

映像も放送した。／エンターテインメント番組部

『J－POPショウケース2010 NEXUSver.V』
11.16／00:05～01:34
11.17／00:15～01:44
12.27／23:30～02:29

8 月に幕張メッセで行われたロックイベント

[JACK IN THE BOX」のもようを 2 夜に

わたって紹介。ハードロック，ビジュアル系など，

さまざまなジャンルのアーティストが豪華共

演。／出演：Alice Nine，Ken，TETSUYA，

河村隆一，KYO，カラス，44マグナム，LM－C，

VAMPS，シド，Sads，ムック，ラウドネス，

acid android，ギルガメッシュ，ゾロ，ベッキ

ー♪＃ほか／エンターテインメント番組部

『あの人の遺した言葉』
12.26／12:10～13:49
12.31／15:30～17:09

10年に亡くなった人たちがアーカイブス映像に

再 
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残した声を再構成。勇気の出る至言を見つめ直し

た。スタジオに彼らとゆかりのある人たちを招き，

残されたメッセージをどう受け継いでいけばいい

のか，未来への生きるヒントを共に考えた。／ラ

イツ・アーカイブスセンター

『井上ひさしの世界　ドラマ“國語元年”一挙放
送』

12.27／00:20～04:27
10年に亡くなった井上ひさしさん原作の「國語

元年」。日本語に強い関心を持ち続けた井上さん

の思い入れの深い85年放送のドラマ全 5 回を放

送。スタジオに出演者の石田えりさんを迎え，そ

の世界を語った。／ライツ・アーカイブスセンタ

ー

『第38回アメリカン・ミュージック・アウォー
ド』

12.27／21:00～22:55
02.12／14:30～16:25

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。10年度は11

月21日にロサンゼルスのノキアシアターで開催。

サンタナ，クリスティーナ・アギレラ，ボン・ジ

ョヴィ，ブラック・アイド・ピーズ，アッシャー，

リアーナ，テイラー・スウィフトなどの華麗なス

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

『Golden Circle 2010』
12.28／21:00～22:58
02.19／16:00～17:58

“音楽で世代をつなごう”を合言葉に，音楽プ

ロデュサー寺岡呼人が主宰するライブ・イベント

[Golden Circle」。01年にスタートして，10周

年を迎えた。忌野清志郎とともに“RCサクセシ

ョン”で活躍した“仲井戸麗市（CHABO）”を

ゲストに迎え，名曲の数々をスペシャル・コラボ

レーションで披露した。／出演：桜井和寿，奥田

民生，ゆず，仲井戸麗市，中村中／日本武道館で

収録／エンターテインメント番組部

『今夜よみがえる！夢の紅白　名歌手たち　名勝
負・名対決』

12.29／19:30～23:28
09年に引き続き， 2回目。紅白の応援企画番組

として，1963年分から保存されているアーカイブ

スを紹介。スタジオはバーチャルで，過去の番組

のステージを再現し，紅白両軍に分かれて競い合

うなど，アーカイブスならではの時を超えての対

決が見どころ。10年は司会の五木ひろし，小林幸

子がNHKホールの穴場を紹介するなど多角的に

展開した。／エンターテインメント番組部，NEP

『生放送　第 5 回初笑い！オールスター昭和な
つかし亭』

01.01／12:10～18:59
元日，約 7時間に及ぶ生放送で，古今東西の名

人の演芸を堪能してもらう番組。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。／

司会：竹下景子，林家三平／エンターテインメン

ト番組部，NEP

『大逆転将棋2011～原点回帰！投了図対局スペ
シャル』

01.01／19:20～21:50
02.05／13:30～16:00

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。今回は，

世間が注目する「事業仕分け」をヒントに，プロ

の駒から大事な駒を省く（仕分ける）という「仕

分け将棋」や，ゲストが将棋盤上に「風・林・

火・山」 4 つの罠
わな

を仕掛ける「風林火山将棋」，

[脳内将棋」を発展させた「ダブル脳内将棋」な

ど，創意工夫に富んだルールで将棋の奥深さを堪

能。／司会：神吉宏充七段，南野陽子／出演棋

士：羽生善治，久保利明，広瀬章人ほか／ゲス

ト：鳥羽一郎，香田晋，山闢バニラ，二宮清純，

森田正光／ナレーション：生野文治／エンターテ

インメント番組部，NEP

『“伝統と革新”津軽三味線　上妻宏光コンサー
ト』

01.01／22:00～23:29
02.20／13:00～14:29

津軽三味線奏者，上妻宏光。ソロ活動10周年を

記念して“伝統と革新”を追求した記念ライブを

行った。伝統的な津軽三味線の魅力を伝えるコー

ナーの他，多彩なゲストとのコラボレーションな

どその魅力を余すところなく伝えた。／出演：上

妻宏光，志村けん，綾戸智恵，夏川りみ，藤原道

山，村治佳織／ナレーション：斉藤茂一／エンタ

ーテインメント番組部

『お正月だョ！BS日本のうた』
01.02／13:00～18:59，19:30～21:29

『BS日本のうた』の 8 時間に及ぶ正月特番。

番組は 2部構成で，第一部は再放送の要望の高い

スペシャルステージのアーカイブス映像で12人の

歌手が競演，そして第二部はスタジオに歌手を招

き，正月スペシャルとして「BS日本のうた新春

ステージ」を届けた。／司会：小松宏司アナ／出

再 

再 

再 

再 
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演：石川さゆり，石原詢子，五木ひろし，川中美

幸，小林幸子，島津亜矢，天童よしみ，中村美律

子，藤あや子，布施明，八代亜紀，吉幾三ほか／

エンターテインメント番組部，NEP

『平成23年　初春歌舞伎公演』
01.03／12:10～16:00

正月恒例の歌舞伎生中継。東京・国立劇場から，

初演以来約200年ぶりの復活上演となった「四天

王御江戸鏑」の初日の舞台を生放送した。劇場ロ

ビーに設けたMC席でのゲストとのトークや楽屋

でのインタビューなどを交え，正月公演ならでは

の華やいだ雰囲気を併せて味わえる構成とし

た。／出演：尾上菊五郎，尾上松緑，尾上菊之助，

中村時蔵ほか／進行：水谷彰宏アナ／音楽・伝統

芸能番組部，NEP

『高橋真梨子スペシャル・コンサート』
01.10／21:00～23:09
02.27／15:00～17:09

10年に実施したコンサートツアーを丸ごと紹

介。「桃色吐息」「ごめんね…」「ジョニィへの伝

言」「for you…」といった名曲を含めた22曲に海

外公演と未公開映像の 3曲を加えて放送した。／

エンターテインメント番組部

『死闘　渡辺明対羽生善治～ドキュメント竜王
戦』

01.22／20:00～21:29

01.29／13:30～14:59
竜王位を堅持する渡辺明に対し，永世 7冠をか

けて羽生善治が挑む竜王戦のドキュメント。／出

演：渡辺明竜王，羽生善治名人，島朗九段ほか／

制作局（番組委託・展開），NED

『AR三兄弟の野望～デジタルの新世界「拡張現
実」に挑む』

1.28／23:00～23:59

02.12／13:30～14:29
新しい映像技術「AR」（拡張現実）を駆使して

広告やアート，音楽の世界に新風を送り込むアー

トユニット「AR三兄弟」の半年間を密着取材。

作家小山薫堂とのトーク，歌手小林幸子とのコラ

ボレーションなど，最先端を突っ走る異能の旗手

たちを追いかけた。／語り：伊藤淳史，住吉美紀

アナ／衛星放送センター，NEP

『東京ガールズトレンド』
BS2 03.01／22:30～22:59

03.06／15:30～15:59
HV 03.05／18:00～18:29

05年 に 始 ま っ た 「 TOKYO GIRLS

COLLECTION」は，若い女性たちのトレンドに

大きな影響を与えてきた。07年から「TOKYO

GIRLS COLLECTION」の全ブランドを放送して

きたこれまでの華やかなステージ映像と，会場で

の観客の取材映像を駆使して，過去 3年間の「春

夏トレンド」から，11年度の春夏トレンドを分析

した。／司会：クリス・ペプラー／衛星放送セン

ター，NEP

『将棋界の一番長い日～第69期A級順位戦最終
局』

03.02／09:40～11:00，16:00～18:00，
22:31～02:00

羽生善治名人への挑戦権をかけた，日本のトッ

プ棋士10人によるA級順位戦リーグ最終日のもよ

うを生中継で伝える。／対局：三浦弘行八段，木

村一基八段ほか／解説：佐藤康光九段，島朗九段

ほか／司会：堀伸浩アナ／制作局（番組委託・展

開），NED

『MJ 新世紀アニソンスペシャル4完全版』
03.06／14:00～15:29

10年11月にNHKホールで実施した「MJアニソ

ンSP」の熱いステージを『MUSIC JAPAN』

(1.16）で紹介したが，この番組では時間を 3 倍

に拡大して，全曲を網羅。完全版として放送し

た。／エンターテインメント番組部

『みんなの吹奏楽2011～音楽で勇気と元気を届
けよう』

BS2 03.19／20:15～22:14
03.29／16:00～17:59

HV 03.25／10:00～11:59
定時番組として放送していた『響け！みんなの

吹奏楽』『SOUND+ 1 』の特集番組として，07年

に始まった特集番組の 4回目。11年は「音楽で勇

気と元気を届けよう」という呼びかけに全国から

500人を超えるアマチュア吹奏楽音楽家が応募，

その中から99人が選ばれ，わずかひと月半の練習

で大舞台に上るまでをドキュメントした。年齢も

職業も住む場所も違う，一期一会で出会ったメン

バーたち。たった 3回の合同練習の後，それぞれ

の思いを胸にNHKホールのステージに立った。

メンバーを指導・応援したのは日本を代表するプ

ロミュージシャンの 4人。クラシックのサクソフ

ォン奏者で，今回は指揮も務める須川展也さん。

ジャズビッグバンドのリーダー角田健一さん。角

田さんの編曲で元気が出る曲「365歩のマーチ」

の演奏では，水前寺清子さんが歌声を披露。さら

に，今回のスペシャルゲストは女優でピアニスト

の松下奈緒さんがオリジナル曲を作曲。吹奏楽と

のコンチェルトを披露した。／司会・語り：塚原

再 

再 

再 

再 
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愛アナ／衛星放送センター，Gメディア

『ドキュメント2011 将棋界の一番長い日』
03.26／12:35～13:34
03.28／23:45～00:44

羽生善治名人への挑戦権をかけた，日本のトッ

プ棋士10人によるA級順位戦リーグ最終日の戦い

を追ったドキュメント。／出演：三浦弘行八段，

木村一基八段ほか／制作局（番組委託・展開），

NED

『つかこうへい　よみがえる伝説の舞台』
03.26／23:00～00:29
03.27／15:30～16:59

10年，62歳で亡くなった戦後日本を代表する劇

作家・演出家のつかこうへい。99年の韓国公演と，

同時期の日本国内での舞台「蒲田行進曲」やワー

クショップを記録した未公開映像に新たな取材や

証言を加え，つか芝居の神髄に迫った。／語り：

草s剛／出演：小西真奈美ほか／ソフト開発セン

ター，NEP，オフィス・トゥー・ワン

『韓国　K－POP世代の夢とホンネ』
03.30／21:45～23:14

美少女系から野獣系までカワイイ女子やカッコ

イイ男子が歌って踊るK－POPが日本の若者に大

人気。ぐっと身近になった韓国の若者たちのファ

ッションから就職事情，そして兵役まで等身大の

取材を通して，韓国の若者たちの夢とホンネを探

った。／出演：大和田健介，八木のぞみ／ソフト

開発センター，NED，かわうそ商会

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　20:05～21:30

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共に楽し

むDJ番組｡／司会：山本志保・関口泰雅アナ

『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12か所（放送36本）で実

施。／ラジオセンター，NEP

『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ファックスで

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，併せて地域の香りも伝えた。

全国12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：関口泰

雅アナ

『NHKジャーナル』
月～金　22:00～23:00

第 1 回82.4.2／国内外の一日のニュースをせき

止めて伝える報道情報番組。09年度まで70分の番

組を10年度は60分としたが，情報量を減らさず，

凝縮した。社会の動きを伝える「ニュースアッ

プ」のコーナーでは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。また，東日本大震災が発生した翌週は，放送

枠を 2 時間に拡大するなど，災害報道に対応し

た。／キャスター：山口勝アナ，中野由貴／気象

再 

再 
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予報士：福田寛之

『沖縄熱中倶楽部』
土（最終） 22:15～22:55

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。放送時間が09年度より15分拡大。

40分間の番組となり，沖縄音楽をさらに充実させ

て，南国の雰囲気を全国のリスナーに届けた。／

司会：藤木勇人，沖縄局アナ／沖縄局

『おしゃべりクイズ疑問の館』
（隔週）火　20:05～20:55

第 1 回00.3.27，最終回11.3.22／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：古谷敏郎アナ／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。／大阪局

『亀渕昭信のいくつになってもロケンロール！』
（隔週）火　21:05～21:55

第 1 回09.4.7，最終回※11.8.20（『とっておきラ

ジオ』枠内で放送）／昔懐かしい洋楽を紹介する

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，R1で放送後，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.）でも

放送した。／DJ：亀渕昭信／ラジオセンター，

NEP

『かんさい土曜ほっとタイム』
土　13:05～15:55

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14時台の「ほっと人物ファイ

ル」と，庶民の声を五七五にのせて共感と笑いで

包む15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。ま

た，『かんさい土曜ほっとタイム　特集ぼやき

川柳のつどい』（2.26）をNHK大阪ホールから放

送した。／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』
（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，最終回11.2 .26／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，

関口泰雅アナ／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』 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

ナー拡大を目指して始まったマガジン形式の番

組。19時台は，大学のおもしろサークルを紹介し

たり，大学生の生の声をインタビューで聞かせる

[キャンパス 7」やワンセグで放送している『モ

バイル週間ニュース』とコラボレーションし，新

コーナー「ニュースランキング 7」を発信。20時

台は，「夜はぷちぷちケータイ短歌」。21時台は，

[社会チラ見」や「こだわリスト見参！」などの

情報発信企画と就活生を応援する「就活情報」で

構成。月 1回，大手企業の人事部の人をスタジオ

に招くなど，リニューアルした。また，月 1回青

山のNHK＠キャンパスで作家・漫画家・アーテ

再 
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ィストなど著名人をゲストに迎え，「スペシャル

インタビュー」の公開収録を行った。インターネ

ット・サービスにおいては，「夜はぷちぷちケー

タイ短歌」のコーナーと「スペシャルインタビュ

ー」のコーナーを中心にストリーミング提供を実

施。／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，19時台司会：JYONGRI（歌手），

20時台司会：だいたひかる（お笑い芸人），21時

台司会：椿姫彩菜（モデル）

『渋谷アニメランド』 新
（隔週）火　20:05～20:55

第 1 回10.3.30／わが国のアニメを第一線で支え

るアニメ関係者が，アニメについて熱く語る新番

組。09年度まで特集として放送してきた番組を定

時化した。主な出演者は，富野由悠季，原恵一，

神山健治，大河内一楼，畑亜貴，茅原実里，豊崎

愛生。定時のほか，特集番組『渋谷アニメランド

～2010年を振り返って特集』 1本を放送した。／

パーソナリティー：藤津亮太（アニメ評論家），

冨田明宏（音楽評論家）（ 1回交替で担当）

『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。10年度は全国17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，三遊

亭好楽，桂米助ほか／エンターテインメント番組

部，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

07年まで50年続いた『日曜名作座』。西田敏行，

竹下景子が引き継ぎ， 2人の語り芝居のみで文芸

ドラマをつづる。／ドラマ番組部

『地球ラジオ』 土・日　17:05～18:50
第 1 回99.4.4／R1とNHKワールド・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「世界まるご

と質問箱」をメインに，リスナー自身による現地

録音を紹介する「世界・音の旅」，月に 2 回民族

音楽の生演奏もある「ワールドミュージックシー

ン」，海外で活躍する日本人に聞く「にっぽんチ

ャチャチャ」などが主な内容。日曜は「世界井戸

端会議」，日本在住の外国人に話を聞く「アイラ

ブジャパン」，カルチャーショックを紹介する

[地球でっかいゾウ」，その地域の最新情報を伝

える「地球情報局」などで構成。新コーナー「ワ

ールドクッキング」のレシピはHPと連動。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。また，

国内特集として，福岡からの公開放送，岐阜での

公開収録を実施。東日本大震災の際には被災地へ

の応援メッセージを募集，海外での反応を一般リ

スナーの視点から紹介した。／キャスター：後藤

繁榮アナ，大輪香菊

『つながるラジオ』
月～金　14:40～16:55

第 1 回08.3.31／聴取者と電話やFAX，メール

で直接つながりながら，暮らしに役立つ各種情報

を伝えるワイド生番組。14時台は，「ラジオなぞ

かけ問答」，“ 1日10分間は楽しいを見つける時間”

をキャッチフレーズにした聴取者参加コーナー。

[お題」は毎週変更し，毎月最終（金）には師範

を迎えて「月間賞」を決める。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。聴取者からの投稿数は月間2,000通前

後で，新たな「なぞかけファン」も増えてきてい

る。また 9月の祝日に『ラジオなぞかけ問答スペ

シャル』を放送。新たななぞかけファンを開拓し

た。15時台（月～水）は，根強いファンを持つ

[電話相談」で聴取者の持つ，健康や暮らしにつ

いての疑問や悩みに応えた。（月・火）は，専門

分野ごとの医師が答える「健康相談」，（水）は，

幅広い分野の専門家が身近な疑問に答える「暮ら

し全般」。15時台の（木）は，「つながるジョッキ

ー」。リクエストを基にさまざまな歌を取り上げ

た。15時45分からは（月）は，「いのちと絆のメ

ッセージ」，“たったひとつの命だから”という

ことばに続くメッセージをリスナーから募集。人

それぞれの命への思いが詰まった，愛情あふれる

メッセージを朗読した。（火～木）は，「気になる

ことば」。日頃気になる日本語の使い方，表現に

ついて，アナウンス室の“ことばおじさん”梅

津正樹アナウンサーが楽しく解説した。15時台

(金）は，「金曜旅倶楽部」と題して，週末に向

けての情報を提供。週末の全国のイベント紹介の

ほか，旅行作家など旅のプレゼンターがお勧めの

観光地を取り上げ，その魅力や産物，見どころを

紹介するコーナー「旅に出ようよ」を新設。また

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。16時台（月～木）は，「ラ

ジオ井戸端会議」。暮らしの中のさまざまなテー
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マを取り上げ，聴取者からのFAX・メールをメ

インに，スタジオゲストとのやり取りで構成し，

双方向性を生かしたコーナーとして好評。また，

16時台（金）は，「旅の達人」と題し，各界で活

躍するゲストを迎えて「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　08:35～10:55
第 1 回07.4.7，最終回11.3.19／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「マイソング・マ

イメモリー　スペシャル」を編成。10年は， 8月

28日，12月25日に放送した。／出演：（8.28）ば

んばひろふみ，尾崎亜美，（12.25）小椋佳，石川

セリ／司会：残間里江子（プロデューサー），宮

本愛子アナ

『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』
第 2水　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

ゲストが心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』
第 4水　21:30～21:55

第 1 回09.4.22／09年から始まった地域局発・全

国向けのラジオ番組。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意外

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紹介。小松政夫が屋台の大

将という設定で，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。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の小松さん

の正調博多弁も聞きどころ。／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　12:20～12:30

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。R1・FM同時放送。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

いる。／出演：柿沼郭・（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。10年度は，全国24か所で実施。／司

会：中尾晃一郎アナ

『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／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，昼時の定番『ひるの

いこい』でスタート。それに続いて，「ここはふ

るさと旅するラジオ」。ラジオイベントカー「80
はちまる

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，全国に900か

所余りある「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が季節の話題と共に

分かりやすく紹介したほか，NHKの全国ネット

を生かした「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」
R1・FM 月～金　12:30～12:50

第 1 回07.4.3／小さなステージが付いたラジオ

イベントカー「80ちゃん号」が，全国の市区町村

を中継しながら巡る旅も 6 巡目。連日，『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
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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。10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161市区町村，168か所で，過去最多の 2

万3,600人。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:島田政男・山田
重光・森下和哉・滑川和男・永井伸一・大野済也

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」。全国 7 か所で公開放送を行っ

た。／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15か所で公開を実施。／音楽・

伝統芸能番組部

『もぎたて！北海道』
第 1水　21:30～21:55

第 1 回08.4.1／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。この番組は，

道内 7局のネットワークを生かし，とっておきの

最新情報と北海道の魅力を全国に発信する番組で

ある。観光ガイドブックにも載っていない，知ら

れざる北の大地のとっておきの観光スポットなど

を道内 7 局のアナウンサーが紹介するコーナー

[行ってみたい北海道」。10年度は，知床の温泉，

十勝の陸別町にある列車の運転が体験できる施設

などを伝えた。そして「北海道うまいものがたり」。

キャスターの北海道出身，神田山陽が講談で旬の

北海道の食材や食べ物について紹介，釧路ラーメ

ンや余市町のプルーンなど，幅広い料理や食材を

取り上げた。山陽が特別聴講生として通うふるさ

との小学校での子供たちとの交流ぶりを語る

[東
ひがし

藻
も

琴
こと

小学校だより」も人気を呼んだ。／出

演：神田山陽（講談師），道内 7 局アナ／テーマ

音楽：アアシアンクッカ／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

然が共存する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／「一枚の写真」「必要なんだよ」「大切なこ

と」「帰りたい」「ただ、会いたい～母へ」「男女

川～みなのがわ」ほか

『ゆきねえの名古屋なごやか喫茶』
第 3水　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，ゲストと一緒に語っていく番組。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。「名古

屋400年の埋蔵金」「名古屋の創造力を全国に！」

[究極の名古屋めしで天下統一？」「名古屋　ヒ

ップホップを育む街！」「都市の祝祭・あいちト

リエンナーレ」「世界に発信する環境都市・名古

屋」「名古屋ガールズパワー」「朝から晩までモー

ニング」「名古屋の伝統芸能」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うのがねらい。／所

長：小堺一機，副所長：山本志保アナ

『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，併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，ビビッドに分かり

やすく伝えた。

月～金曜は，ニュース・天気予報・交通情報を

軸にしながら，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

に伝えるとともに，海外総支局や海外リポーター，

各放送局や地域のリポーターなど，内外のネット

ワークを十分生かしながら世界の最新の情報や日

本列島各地の季節感と地域色豊かな話題を生き生

きと伝えた。
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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

が世界の動きを伝える「ワールドリポート」「ラ

ジオ体操」「ビジネス展望」。 7 時台は，「ニュー

スアップ」，「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
の各地域の時間帯の関東・山梨県向けには，野

菜・魚・果物・花の市場情報のほか，経済評論

家・勝間和代さんを中心により効率よく仕事をす

るためのマネジメントのコツを伺う「ビジネスコ

ラム」や，環境問題について識者に話を伺う「あ

さいちエコトーク」，本・映画・演劇を紹介する

[首都圏文化情報」を伝えた。 8 時台は，「時の

話題」，「列島リレーニュース」は 8時13分から25

分の間で伝えた。「健康ライフ」「ビジネス展望」

は，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。

土曜は，ニュース・天気予報はしっかりフォロ

ーをしつつ，週末を意識してゆったりした編成。

5 時台は「新聞を読んで」と09年から，デジタル

ラジオ番組の再放送で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　本のツボ」，日曜から

移設した「カルチャー＆サイエンス」。 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」。

日曜は，くつろぎ感のある編成。 5時台は「季

節のいのち」「当世キーワード」「音に会いたい」。

6 時台は，「あのころのフォークが聴きたい」，10

年から新設の「文学のしずく」， 7時台は，「列島

リレーニュース」「落合恵子の絵本の時間」「日曜

訪問」を放送。／キャスター：（月～金）山下信

アナ，遠田恵子，鹿野睦アナ，松本慶子（ 2人で

隔週），伊藤みゆき（気象予報士），（土・日）佐

塚元章アナ，小島亜輝子

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

第 1 回08.3.31／「列島あさいちさん」（第 1 回

97.4.1）と，「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，全国各地の

リポーターが，日本各地の季節感あふれる地元の

話題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分かりやすく解

説した。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　08:40～08:50，12:00～12:10，

15:00～15:10
第 1 回28.11.1／47.9.1から 4 年間中断，51.5.6に

放送再開／R1で53年から始まった「夏期巡回ラ

ジオ体操会」は，夏の風物詩としても親しまれ，

10年も全国の42の会場から生放送で伝えた。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 会場から生中継，「1000万人ラジオ体

操・みんなの体操祭」は大分市で開かれ，R1と，

BS2で同時生中継した。／体操指導：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分かりやすく解

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（経済評論家），金子勝（慶応大学教授），

田中直毅（評論家）など18人

「ニュースアップ」 月～金　07:20～07:26
第 1 回08.3.31／ 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分かりやすく伝えた。／

解説委員室

「新聞を読んで」 土　05:19～05:26
第 1 回53.4.12，最終回11.3.26／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，各界の識者が論評した。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，最終回11.3.26／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初心者

にも分かりやすく解説した。デジタルラジオの番
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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。

「カルチャー＆サイエンス」
土　06:45～06:52

第 1 回02.4.6，最終回11.3.12／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。

「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。

「季節のいのち」 日　05:19～05:28
第 1 回10.4.4／99年から「季節の野鳥」と題し

て，日本列島にいる季節ごとのさまざまな野鳥を

鳴き声とともに紹介してきた。10年からはタイト

ルを変更し野鳥だけでなく虫や動物などさまざま

な生き物の鳴き声について，「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

を解説した。

「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」のリポート。

「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07.4.8／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共に紹介。音

楽のメッセージ性の大切さについて語った。

「文学のしずく」 新 日　06:40～06:55

第 1 回10.4.4／国内や海外の文学作品の名作や

古典作品を日本の若手俳優の朗読で紹介した。デ

ジタルラジオの番組の再放送。毎月最終週はお便

りをたっぷり紹介する「お便り・メール特集」。

「列島リレーニュース」 日　07:15～07:27
第 1 回09.4.5，最終回11.3.27／ふるさとの話題

を 8つの拠点局から伝えた。 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。／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。併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

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に加えて，新たな

リスナー層の開拓を意識した番組作りを進めた。

10年度 4時台に新設した「インタビュー・スペシ

ャル」は，毎月 2～ 3人が自分の生き方を 2日間

深く語るコーナー。加山雄三，松任谷由実，冨田

勲，橋田壽賀子，宝田明，中村メイコなど各界か

ら18人が出演した。09年度から始まった「ミッド

ナイトトーク」は毎月第 1週，月～木 4夜連続で

23時・ 0時台，各界の著名人，ねじめ正一，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収録音源に落

語解説を入れ毎月 2回 1時台に放送。また「女優

が語る私の戦後」を「女優が語る私の人生」に変

え，女優シリーズとして継続。竹下景子，大竹し

のぶ，山本陽子など12人が出演した。「インタビ

ュー・スペシャル」「ミッドナイトトーク」「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
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のアクセス数が11年 2 月には 1 か月220万ページ

ビューを超え，10年同月の1.7倍となった。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として細野晴臣，川上弘美，

片岡鶴太郎，上橋菜穂子，服部真湖などを招き，

40代・50代の現役世代にも関心の持てる内容にし

た。 3月11日の東日本大震災直後は 3日間特設ニ

ュースのため番組休止となったが，3 月14日から

[被災地へのメッセージ」と題して防災の専門家

や医師などをゲストに招き特集編成にしたほか，

仙台局から生活情報を毎日伝えてもらった。また，

3 月21日の週にも大林宣彦・香山リカ・田部井淳

子・玄侑宗久など著名人に被災地への応援メッセ

ージを送ってもらうシリーズを放送した。「深夜

便のうた」は 5年目に入り， 3か月に 2曲（年間

8 曲）を新たに選定して毎晩放送した。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，11年 3 月現在，約14万3,000部で過去

最高を記録，深夜便ファンに欠かせない雑誌とな

った。なお深夜便関連ムックを10年度は 7冊発行，

計21万部，関連CDも落語とクラシックの 2種類，

計4,000セットを出した。94年11月から始まった

[ラジオ深夜便のつどい」は，10年度は全国12か

所で開催， 3 月で208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。10年 4 月から宇田川清江・榊寿之アン

カーに代わって徳田章・栗田敦子アンカーが加わ

った。金曜は，第 1～ 3週は大阪局，第 4・ 5週

は地域局が担当。 1～ 5時はFMとR1同時放送。

『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。今，話題の人や輝いている人に話を伺う

[ときめきインタビュー」，寄せられた子育ての

悩みにリスナーやゲストと共にみんなで耳を傾け

る「みんなで子育て」など，3 年目の10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，各コーナーをパワーアップした。また，

11月 3 日には，初めての公開放送を平城遷都1300

年に沸く奈良県生駒市で開催した。／キャスタ

ー：村上信夫アナ，神崎ゆう子

『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。10年度は，新作26本，アンコール 8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分かるよ

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。日本古来の任侠
きょう

，

人情話を題材に，新作も含めた多彩な演目のほか

に，12月には「忠臣蔵特集」を放送し，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，最終回11.3.10／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』
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。

リスナーからの「ニュースへの一言」を，メール，

留守番電話，ファックス，ツイッターなどで募集

して紹介するとともに，NHK解説委員の経験が

あるご意見番のコメントも交えて，ニュースをリ

スナー目線で，分かりやすく，深く掘り下げた。

17時台のメインコーナーは「ニュースここ 1番」。

政治・経済から社会・文化まで，その時々のニュ

ースの背景と課題について，専門家を招いて45～

60分の企画枠で放送。18時台は，解説委員が日々

のニュースを解説する「ニュースの魂」や，多彩

なゲストと共に伝えるスペシャルコラム「ここに

注目」など，専門性を生かしたコーナーを放送し

た。 3月11日の東日本大震災発生直後から，被災

者・被災地の情報，福島第一原子力発電所の事故，

計画停電などの関連情報を，仙台局や，避難所中

継，専門家の分析・解説を交え，連日放送し

た。／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／佐々木聡美（気象

予報士）

再 
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『鎌田實と“いのち”を語ろう』
04.29／08:30～11:50

医師の鎌田實さんをホスト役にゲストやリスナ

ーと共に「いのち」について考える『鎌田實　い

のちの対話』の番外編とし放送。前半は10年 2 月

に「いのちの冒険」をテーマに放送した「いのち

の対話・尾道市」のアンコール。後半は09年度に

放送した 4回の「いのちの対話」に寄せられたよ

りすぐりのお便りを紹介しながら，リスナーとじ

っくり向き合い“いのち”について考えた。／出

演：鎌田實（諏訪中央病院名誉院長）／司会：村

上信夫アナ

『園芸　春の電話相談』
04.29／15:05～17:55

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丁寧に答えた。また，ガーデ

ニングが趣味という俳優の小西博之をゲストに迎

えて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

『フォークは素敵な贈り物～春編』
04.29／18:05～18:50，19:20～19:55

団塊の世代にとっては心の歌となっているフォ

ークソングの本当の意味での良さ・楽しさを若い

世代に伝えていこうという年間特集番組。初回は

歌手で大学教授の山本コータローがタレントの虎

南有香を相手に音楽人生を語った。／ゲスト：大

野真澄（元ガロ），植村花菜／司会：柘植恵水ア

ナ

『新・話の泉スペシャル～春の巻』
04.29／20:05～21:30

10年 3 月まで定時だったものを年間 4回の特集

番組として放送した。春編は「立川談志・完全復

活特集」として味わい深いトークが展開された。

[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

『キャンパス寄席@○○大学』
（第 1回） 04.29／22:15～23:00

05.04／16:05～16:50
（第 2回）08.16～17／21:05～21:55
（第 3回）12.29～30／22:15～23:00

首都圏の大学の構内で実施するお笑いライブ。

誰もが知っている人気者からこれからブレークす

る最先端の芸人が出演，更に実力派の落語を生で

聞いてもらう。／司会：サンドウィッチマン／

(第 1回）帝京平成大学，出演：ナイツ，ゆって

ぃ，林家木久蔵，Wコロン，ミラクルひかる，え

んにち，（第 2 回）中央大学，出演：（16日）フ

ォーリンラブ，エルシャラカーニ，ポカスカジャ

ン，にしおかすみこ，三遊亭竜楽，（17日）今泉，

ハマカーン，ヒットマン，山本高広，林家彦いち，

(第 3回）芝浦工業大学，出演：（29日）Wエン

ジン，AMEMIYA，三遊亭王楽，（30日）U字工

事，モエヤン，柳家喬太郎／エンターテインメン

ト番組部

『お茶の間はどこへいった？～食卓から見る家族
の“絆”』 05.03／17:00～17:55
東京への一極集中，核家族化，少子高齢化が進

み，日本の家族の在り方も変化している。家族が

集うお茶の間も，孤
こ

食
しょく

や勝手食いなどで変化し，

家族の関係や，取り巻く社会状況を映し出してい

る。食卓を通じて家族の絆を考えた。／出演：岩

村暢子（広告会社勤務），ヨネスケ（タレン

ト）／司会：有江活子

『三夜連続思い出の昭和歌謡』
05.03～05／18:05～18:50

激動の昭和，その時代を彩ってきた昭和歌謡の

数々を，色々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・

小西良太郎が独特の視点から，昭和の歌謡曲を紹

介した。今回は昭和20年代・30年代・40年代・50

年代の年代別に紹介した。／出演：小西良太郎

(音楽評論家），島津亜矢（歌手）／司会：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・皐

さ

月
つき

特集』 05.03～05／19:20～19:55
祝日の19時台に 3夜連続で放送。20～30代の女

性に向けて，70年代のムード音楽，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

崎博アナ

『黒船だぁーッ！～第 2 弾　今夜は怒髪天をつ
く！？の巻』 05.03／22:15～23:00
ペリー来航から157年，現代の黒船とも言うべ

き日本在住の外国人が大集合，今回は「怒り」

[バッシング」をテーマに，スポーツや経済など，

国内外の出来事を語り合った。自信をなくしかけ

た日本人にささげる，フランクで骨太な日本文化

論を展開した。／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），ミケーレ・カマ

再 
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ンドーナ（早稲田大学准教授）／電話出演：トー

ステン・ボーク（ビジネスマン，ベルリン在

住）／司会：青木裕子アナ

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

5 月の連休に「渋谷DEどーも’10」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：佐々木秀実，ラクシス／司

会：伊奈正高アナ

『落語は“絆”の宝箱～落語の世界から“絆”を
語ろう』 05.04／17:00～17:55
古典落語の「粗忽の釘」「寝床」「孝行糖」から，

往時の庶民の暮らしの中の絆を改めて見つめ直

し，今を生きる私たちの絆について考えた。／出

演：瀧川鯉昇（落語家），田代沙織（タレント）

／司会：伊藤博英アナ

『オトナの補習授業～初めてのオペラ』
05.04／22:15～23:00

興味はあるけれど，よくは知らない趣味や文化

について，その道の専門家が分かりやすく説明す

る40～50代男女向けの開発番組。第 1回は「オペ

ラに興味はあるけれど」という初心者向けに，オ

ペラの名曲を例示しながら鑑賞のポイントを伝授

した。興味のある人が復習できるように，使用楽

曲と鑑賞のポイントをホームページに継続掲

載。／出演：飯森範親（指揮者），平野文（声優，

エッセイスト）

『鎌田實　いのちの対話』
05.05，09.20，11.23，02.11／09:05～11:50

医師の鎌田實さんをホスト役に，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。10年度は公開放送を 4回実施。／出演：鎌

田實（諏訪中央病院名誉院長）／司会：村上信夫

アナ

「絶望は希望に変わる」 05.05

会場：静岡県長泉町／ゲスト：大谷貴子（全国

骨髄バンク推進連絡協議会会長），加藤秀視

(JAPAN元気塾理事長），サヘル・ローズ（女

優）

「おかあさん」 09.20

会場：大分県国東市／ゲスト：大平光代（弁護

士），内田麟太郎（詩人），南慧昭（勝光寺住職，

シンガーソングライター）

「凛
りん

として生きる」 11.23

会場：岡山県矢掛町／ゲスト：ジュディ・オン

グ（歌手），森下洋子（松山バレエ団プリマバレ

リーナ），黒田福美（俳優，エッセイスト）

「いのちをいただく」 02.11

会場：埼玉県蕨市／ゲスト：竹下和男（弁当の

日提唱者），小暮剛（出張料理人），柿沢安耶（パ

ティシエ），坂田明（ジャズサックス奏者）

『“絆
きずな

”ラジオデー～“絆”ってなんだろう？』
05.05／13:05～17:55

日本の社会は，経済的な豊かさや生活の利便性

を引き換えに，地縁や血縁など，かつてあった結

び付きを失いつつある。人と人とが支えあう，豊

かで安らぎの暮らしのために，今，どんな新しい

“絆”が求められているのか。ネットクラブを通

じて実施した1,000人アンケートを基に，メール

やFAX，留守番電話で寄せられたリスナーの声

を紹介しながら，今の時代に人々が望む“絆”と

はどんなものなのかを浮き彫りにした。“絆うた”

リクエストや，東北自動車道路のパーキングエリ

アからの中継も交え，祝日にリスナーと共に“絆”

について考えた双方向生放送番組。インターネッ

トでも同時配信を行った。／出演：中村メイコ

(女優），山田昌弘（中央大学教授），岸本葉子

(エッセイスト），山本シュウ（ラジオパーソナ

リティ）／中継：はしのえみ／司会：伊藤博英ア

ナ，有江活子

『プラトンからの宿題～ことばの世界でぐるぐる
考える』 05.05／22:15～23:00
正解のない問題をどう考え，深めていくのか？

考えるヒントが見つかる新感覚の10代向け哲学番

組。ふだんは素通りしてしまう素朴な疑問を，対

話をしながら，徹底的に考え抜く。第 1回の放送

は「自分とはなに？」がテーマ。ウェブ上で意見

を募集したところ，100通以上の意見が届いた。

リスナーの意見を紹介しながら，考える世界へい

ざなう。／ゲスト：野矢茂樹（東京大学教授，哲

学者）／司会：柴田祐規子アナ

『懐かしのポップストップ10』
05.6，20，28，6.3，11，7.22，23，9.17

／20:05～21:30
プロ野球中継のない木・金曜の夜間に放送し

た。76年から82年までの全米年間トップ10シング

ルを放送。6月11日は，70年代後半全米チャート

総集編。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。

番組ではトップ10チャートをそれぞれの時代状況
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と共に紹介した。／解説：森井嘉浩／司会：山本

志保・関口泰雅アナ

『平成22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：吉浜忍（沖縄国際大学

教授）／司会：瀧川剛史アナ

『ザ・ベストラジオ』
07.3～04／16:05～17:55

音声放送初めての試みとして，NHK・民間放

送を問わず，09年に放送されたラジオ番組の秀作

選を全国放送し，広くラジオの魅力を伝えた。放

送文化基金賞優秀賞「逃げ得のしじま～追跡・女

性教員殺害犯の73年」（北海道放送），文化庁芸術

祭大賞NHKFMシアター「風に刻む」（日本放送

協会），民間放送連盟賞受賞「自死救出～東尋坊

命の番人」（福井放送），ギャラクシー賞優秀賞

[伊勢湾台風50年あの日が教えてくれたこと」

(中部日本放送），ギャラクシー賞大賞「JK

RADIO TOKYO UNITED」（J－WAVE）な

ど。／出演：石井彰（放送作家）／司会：山田敦

子アナ

『大相撲名古屋場所きょうの結果』
07.11～25／18:05～18:10

野球賭博問題で，中継放送を取り止めた大相

撲・名古屋場所の幕内の取組結果を，実況を交え，

連日コンパクトに伝えた。

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
07.19／13:05～13:55

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：鐚城ユキ，

川畑アキラ／司会：宮川泰夫アナ

『祝日特集　思い出の昭和歌謡～お千代さんに残
した歌』 07.19／18:10～18:50
昭和を代表する歌い手・島倉千代子さんをゲス

トに迎え，今は亡き昭和の作曲家にまつわるエピ

ソードを交えながら，代表曲を紹介した。市川昭

介，遠藤実，浜口蔵之助など昭和の作曲家の知ら

れざる一面をかいま見ることができたという聴取

者からの便りも寄せられた。／出演：島倉千代

子／司会：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・海の日編』 07.19／19:20～19:55
海の日の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。夏，そして海をテーマにした曲を集め

た。／出演：岩崎博アナ

『オトナの補習授業～俳句　虎の巻』
07.19／22:15～23:00

興味はあるけれどよくは知らない趣味や文化に

ついて，その道の専門家が分かりやすく解説する

40～50代男女向けの開発番組。 2回目は俳句に挑

戦。全くの初心者向けに，俳句の作り方と読み解

き方をひもといた。兼
けん

題
だい

「朝顔」で実施したラジ

オ句会に対して，事前にホームページとNHKネ

ットクラブから投稿された俳句は900句を超え

た。／出演：夏井いつき（俳人），古谷徹（声優，

ナレーター），熊木杏里（シンガーソングライタ

ー）

『夏休み子ども科学電話相談』
07.20～08.27／08:33～11:50ほか

（高校野球期間を除く）

27回目を迎えた。 7月20日から，夏の甲子園を

挟み，21日間にわたり，19人の専門家の回答者が

子どもたちの質問に答えた。ジャンルは「動物・

魚」「昆虫」「野鳥」「天文・宇宙」「植物」「科

学」など 9 つ。10年は，同時期に開催していた

NHK主催の「地球最古の恐竜展」の開催とタイ

アップし，科学のジャンルで 2日間「恐竜デー」

を特設した。／回答者：小菅正夫（北海道・旭山

動物園元園長），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飼育係長），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（恵泉女学園大学教授），田中

修（甲南大学教授），伊藤和明（NPO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（日本科学技術ジャーナリスト会議会長），

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），内田

麻理香（サイエンス・ライター），小林快次（北

海道大学総合博物館准教授）／司会：村上信夫・

山田敦子・鎌田正幸アナ，坪郷佳英子

『大相撲の明日を語ろう～再建への提言』
07.25／16:05～17:30

大相撲・名古屋場所は，野球賭博問題で力士19

人の出場がなくなり，NHKも中継放送を取り止

めた。相撲部屋での暴行事件，力士の大麻問題そ
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して野球賭博と，不祥事が続く大相撲界。協会経

営と部屋制度，力士教育，国際化とさまざまな問

題を抱える大相撲。NHKネットクラブを通じて

行ったアンケート結果を踏まえ，リスナーと一緒

に双方向で大相撲再建について考えた。／出演：

泉麻人（エッセイスト），二宮清純（スポーツジ

ャーナリスト），舞の海秀平（大相撲解説者），長

田渚左（ノンフィクション作家）／提言：大村昆

(俳優），三遊亭歌武蔵（落語家），乃南アサ（作

家）／司会：福田光男，有江活子

『おかあさん　読んで！歌って！』
08.09～13／08:05～08:15

子どもたちの大好きな「童話の朗読」と「童謡

や子守唄」で送る，「心安らぐ」 5 本シリーズ。

[ことのは語り」として，母親の役割，言葉の大

切さなどを説き，子守唄の普及などに努めている

木村まさ子さんが進行役を務めた。／（8.9）童

話「ぼくは小さくて白い」朗読：村上信夫アナ，

木村まさ子，童謡・歌：真理ヨシコ“七つの子”

“サッちゃん”，（8.10）民話「スーホの白い馬～

前編」朗読：山口勝平（声優），子守唄・歌：グ

レッグ・アーウィン“揺
ゆり

籠
かご

のうた”，（8.11）民話

[スーホの白い馬～後編」朗読：山口勝平（声優），

童謡・歌：神崎ゆう子“しゃぼん玉”，（8.12）童

話「ふくろうくん」から“おつきさま”朗読：山

口勝平（声優），童謡・歌：芹
せり

洋子　“里の秋”，

(8.13）童話「おかあさんがいっぱい」朗読：村

上信夫アナ，木村まさ子，童謡・歌：倍賞千恵子

“かあさんの歌”

『平成22年　長崎平和祈念式典』
08.09／10:55～11:36

戦後65年を迎えての長崎平和祈念式典。式典前

に，国連のパン・ギムン事務総長が長崎を訪問す

るなど，核廃絶への期待が一層高まる中での節目

の年の式典となった。さらに，初めて核保有国の

イギリスとフランスの代表が参列したことも大き

な注目を集めた。中継では，平和宣言の起草委員

で長崎大学元学長の土山秀夫さんをゲストに迎

え，核廃絶に向けての世界の動きや長崎が果たす

べき役割などについて伺った。／中継：山田大樹

アナ／長崎局

『聞き取り，歌い継ぐ～祖父・祖母たちの戦争』
08.11／21:05～21:55

祖父が残した戦争体験の手記を基に，次世代へ

歌で戦争を伝えている戦後世代のシンガーソング

ライター・清水まなぶさん。年々，日本人の戦争

の記憶が風化していく中，戦争体験者の話を聞き，

そこから歌を作り，戦争を歌い伝える清水さんの

ひと夏を描いた。／ナレーター：藤井彩子アナ／

手記朗読：清水まなぶ

『新・話の泉スペシャル～夏の陣』
08.12／20:05～21:30

「春の巻」に続いての第 2弾。西の名人・桂三

枝をゲストに迎え，“東の談志・西の三枝”によ

る丁々発止の“東西おもしろ比較論”を展開し

た。／出演：立川談志，山藤章二，嵐山光三郎，

毒蝮三太夫，松尾貴史／ゲスト：桂三枝／司会：

渡邊あゆみアナ

『日本全国盆踊りうた紀行』
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，地域に根付いている「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，福島県の相

馬市の盆踊り会場からの中継を入れて，番組を立

体的にした。／出演：三隅治雄（民謡研究家），

金沢明子・成世昌平（歌手）／司会：島田政男ア

ナ

『全国戦没者追悼式』
08.15／11:50～12:05

戦後65年の終戦の日に行われた「全国戦没者追

悼式」。正午の黙とう，天皇陛下のお言葉などを

中心に，東京・九段の日本武道館からラジオ独自

の中継で伝えた。／司会：山口勝アナ

『10代いのちの対話』
08.15／20:05～21:55

公開放送『鎌田實　いのちの対話』を10代との

対話に絞って行う 4 度目の試み。終戦の日の夜，

[“いのち”の大切さ」をメインテーマに，「平和

と戦争」「生きることの意味」「人間関係の悩み」

などについて，10代から事前に投稿を募り，スタ

ジオと電話で結んで，生放送で語り合った。／出

演：鎌田實（諏訪中央病院名誉院長），加藤秀視

(JAPAN元気塾理事長），サヘル・ローズ（女

優）／司会：村上信夫アナ

『プラトンからの宿題～ことばの世界でぐるぐる
考える～友達ってなに？』

08.16／20:05～20:55
正解のない問題をどう考え，深めていくのか？

考えるヒントが見つかる新感覚の10代向け哲学番
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組。第 2 回の放送は「友達ってなに？」。人間関

係で悩みがちな10代。特に，友達は切っても切れ

ない存在だ。イジメやつきあい方に戸惑い，親友

と友達の境界に悩む。自己と他者を考えるきっか

けにもなる「友達の存在」について，10代と共に

じっくりと思索し，深める。／ゲスト：野矢茂樹

(東京大学教授，哲学者）／司会：柴田祐規子ア

ナ

『ライブハウスR1』
08.18／20:05～21:30

NHKの大型ラジオスタジオをライブハウスに

見立てた若者向け公開生放送。熱いパフォーマン

スでコアなファンたちを魅了する若手アイドル・

アーティストが観客と一体になってステージを創

り出した。生放送の様子を写真でホームページに

アップ，掲示板ではゲストへのメッセージ，質問

なども受け付け，メール総数は300を超えた。／

出演：腐男塾，中野腐女シスターズ，はなわ，ほ

か／司会：ポカスカジャン，山闢バニラ

『夏期特集・韓流ブーム再び！』
08.19／20:05～21:55

04年の『冬のソナタ』で始まった韓流ブームか

ら 6年たち，今では日本の幅広い年齢層に韓流人

気は浸透している。文化・風習・国民性など理解

が更に深まった今の韓流ブームを，最新の映画・

ドラマ・Kポップを紹介しながらゲストと共に 2

時間特番で伝えた。案内役は韓流に詳しく『ラジ

オ深夜便』のアンカーを10年 3 月まで20年務めた

宇田川清江さん。これまで深夜便の中でも韓流特

集などをしてきた蓄積を生かし，現在の第二次韓

流ブームの注目点について詳しく伝えた。／出

演：黒田福美（女優），朴三植（韓国語講師）／

案内役：宇田川清江

『フォークは素敵な贈り物～夏編』
08.20／20:05～21:30

フォークソングの本当の意味での良さ・楽しさ

を若い世代に伝えていこうという年間特集番組。

今回はビリー・バンバンの 2人が音楽人生の中で

のエピソードを語り，生演奏も届けた。／ゲス

ト：坂本冬美，多岐川華子／司会：関口泰雅アナ

『夏の一夜のキズナうた』
08.22／19:20～20:55

誰にでも決して忘れることのできない“絆うた”

がある。ある時は人生の“応援歌”として，そし

てある時は“こころの歌”として，生きる力を与

えてくれる。高校野球，夏祭り，故郷への里帰り，

幼なじみや恩師との再会と，さまざまな“絆”に

思いをはせる夏の一夜に，絆にまつわる人生のエ

ピソードと共に，“絆うた”のリクエストが数多

く寄せられた。高音質の音楽をインターネットで

も配信した。／ゲスト：中孝介，普天間かおり／

司会：大沼ひろみ・小松浩司アナ

『“絆
きずな

”って何！？～ラジオドラマで考える』
08.22／21:05～21:55

「絆」をテーマにした，30分の本格的なラジオ

ドラマを制作した。参加したのは大学生 5人。脚

本から出演までその 5人の大学生が担った。ラジ

オドラマの制作過程で，現代の若者が「絆って

何！？」と絶えず問いかけ，その様子をドキュメ

ンタリーで紹介。完成したラジオドラマと併せて，

改めて「絆」の意味を考えた。／ナレーター：古

谷敏郎アナ

『どよう楽市～マイソング・マイメモリー　スペ
シャル』

08.28／08:35～11:55
年 2 回放送している「どよう楽市スペシャル」

の10年度 1回目。人気コーナー「マイソング・マ

イメモリー」をテーマに，団塊世代を中心にリク

エストをいただいた思い出の曲とエピソードを，

そのリスナーと電話で結んで紹介した。また，ば

んばひろふみさんと尾崎亜美さんの 2人をゲスト

に迎え，2 人の曲や 2 人の「マイソング・マイメ

モリー」も紹介した。／出演：ばんばひろふみ，

尾崎亜美／司会：残間里江子（プロデューサー），

宮本愛子アナ

『体験！防災ラジオドラマをつくろう　in 防災
パーク2010』 08.28／16:05～16:55
「情報がいのちを守る。みんなでつくる、体験

防災」をテーマに，NHK放送センターで開催さ

れた。「防災パーク2010」の会場から，防災ラジ

オドラマ制作の実演，災害救助犬によるデモンス

トレーション，最新鋭の消防・警察特殊車両の展

示などの中継を交え，誰もが知っておきたい防災

の基礎知識を学んだ。／出演：渡辺実（防災・危

機管理ジャーナリスト）／司会：有江活子

『防災の日スペシャル』
09.01／08:35～11:50，12:20～14:35

日本人は災害の経験と防災教育・訓練を重ね，

自助・共助の精神を身に付けた。このふだんの意

識を緊急時の適切な避難行動や救援・減災につな

げる活動のほか，2 月末のチリ沖地震に伴って発

生した「遠地津波」や国内の豪雨災害を受けて具

体的な防災対策を紹介した。また，津波をテーマ

にしたラジオドラマで分かりやすく実践的な防災

学習の方法を考えた。／ゲスト：伊藤和明（防災

情報機構会長），松井絵里奈（タレント），長坂俊
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成（防災科学技術研究所）／司会：千野秀和アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
09.20，23／13:05～13:55

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。／（9.20）出演：五木

ひろし／司会：宮川泰夫アナ，（9.23）出演：渡

辺真知子／司会：金子辰雄アナ

『思い出の昭和歌謡～全国盛り場めぐり』
09.20／18:05～18:50，19:20～19:55

全国盛り場めぐりと題して，全国各地のご当地

ソングの数々を紹介。ゲストに70代の音楽評論

家・長田暁二と高校生演歌歌手のカレンを迎え，

三世代に共通する昭和歌謡の魅力を伝えた。／出

演：長田暁二（音楽評論家），カレン（歌手）／

司会：島田政男アナ

『ラジオなぞかけ問答スペシャル』
09.23／14:05～15:55

「○○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

にふだんは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，常連の投稿者と電話でつなぐ

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608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：ルー大柴（タレント），山田まりや（タレン

ト）／司会：柿沼郭アナ，石山智恵

『多剤耐性菌とどう向き合うか～課題と対策』
10.09／16:05～16:55

多剤耐性アシネトバクター（MRAB）の感染

者が複数発生した。院内感染や適切な対応の課題

を取材し，発見も治療も困難な多剤耐性菌が生ま

れた背景と，身を守るための対策を医学界の最新

情報を基に伝えた。／出演：松本哲哉（東京医科

大学教授）／司会：千野秀和アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
10.11／13:05～13:55

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：ささきいさお，

HANZO／司会：宮川泰夫アナ

『園芸・秋の電話相談』
10.11／14:05～16:55

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。加えて今回

は「家庭菜園」もテーマに加え，野菜作りについ

ての相談にも答えた。インタビューコーナーのゲ

ストには自宅マンションのベランダでバラの栽培

などに取り組んでいるビーズ刺繍
しゅう

デザイナーの

田川啓二さんを迎えた。／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

『私の本棚スペシャル』
10.11／22:15～23:00

『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。作品は山本幸久作の

{象を数える』。40代の男女と親の世代の微妙な

考えのズレや人情の機微を軽妙なタッチで描き出

す，後味爽やかな作品となった。／作品：山本幸

久作　短編集“愛は苦手”から『象を数える』／

出演：中江有里（女優），笹野高史（俳優）

『ラジオビタミン』
11.03／08:33～11:50

11月 3 日の文化の日，『ラジオビタミン』の初

めての公開放送を，平城遷都1300年に沸く奈良県

の生駒市で実施した。ゲストは，奈良にゆかりの

ある辛島美登里さんと田中星児さん。 2人のミニ

コンサートをはじめ，平城宮跡からの中継や奈良

の食材を使った料理の紹介，キャスターの神崎ゆ

う子さんによる奈良のわらべ歌のコーナーなど，

{ラジオビタミン』のテイストを残しつつ，スペ

シャル感を持って奈良を全国へと発信した。また，

番組のテーマを“絆”とし，寄せられた多くの

“絆”にまつわるエピソードを紹介した。／出

演：田中星児（歌手），辛島美登里（シンガーソ

ングライター）／司会：村上信夫アナ，神崎ゆう

子

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ』
11.03／13:05～13:55

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／司会：後藤繁栄アナ

『近未来からのメッセージ～英語とどうつきあえ
ばいいの？』 11.03／14:05～15:55
「もし近い将来，英語があなたの会社の公用語
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になったらどうしますか？」経済活動のグローバ

ル化が進む中，企業では高いコミュニケーション

能力を社員に求める動きが加速している。また，

教育の現場では，来春からすべての小学校で，英

語の活動が義務化される。英語を取り巻く企業や

教育現場のリポートを交え，異なる立場の専門家

をスタジオに招き，そう遠くない未来の日本の姿

をホットに楽しく，そして真剣に語り合った。／

出演：本名信行（青山学院大学名誉教授），鳥飼

玖美子（立教大学教授），桂かい枝（落語家）／

司会：田中孝宜アナ，中野由貴

『あなたの声を聞かせて下さい～高齢者の絆
きずな

は
今』 11.03／16:05～17:55
高齢者と社会の絆が薄れている。死後に自宅で

発見される孤独死が増え，高齢者の自殺も後を絶

たない。夏には，消えた高齢者の問題も発覚し，

社会問題化した。高齢者はなぜ孤立するのか。高

齢者の人たちから「無縁社会」事務局の留守番電

話に寄せられた，1,300を超えるボイスメッセー

ジや，東京・新宿区内の団地からの中継で，1 人

暮らしの高齢者の本音に耳を傾け，高齢者とどう

向き合っていけばいいのか考えた。／ゲスト：山

本晋也（映画監督），城戸真亜子（画家），中下大

樹（僧侶）／司会：三宅民夫アナ，石山智恵

『オトナの補習授業～洋酒入門』
11.03／23:15～00:00

『オトナの補習授業』 3回目は，大人のお酒の

飲み方について。伝説のバーテンダーと言われる

尾崎浩司さんがお店の選び方や着席など，店での

立ち居振る舞いから注文まで，初心者向けに解説。

また，自宅でも楽しめるカクテルやウイスキーに

ついても披露。紳士道を学ぶ場所としてのバーの

文化について，真面目に楽しく語り合った。／出

演：尾崎浩司（オーナーバーテンダー），松尾貴

史（放送タレント），坂本美雨（ミュージシャ

ン）

『ラジオ昼間便～心のオアシス深夜便を語る』
11.21／13:05～15:55

中高年齢層に人気の『ラジオ深夜便』の魅力を

さらに多くの人たちにも知ってもらおうと企画。

インターネットや 3 Dの進歩によって現代社会に

は刺激的な映像と音響があふれている一方，

NHKの深夜の音声メディア・ラジオでは安らぎ

の世界が広がっている。「お目覚めでしたらおつ

きあい下さい」というリスナーに優しいスタンス，

ゆったりしたアンカーの語り，心に深くしみるイ

ンタビュー，懐かしく心地良い音楽など，真夜中

に癒される深夜便独特の世界について，年令層の

異なる 3人のゲストと共に深夜時間帯のラジオの

魅力・効用・役割などについてたっぷり 3時間伝

えた。／出演：天野祐吉（コラムニスト），谷村

新司（音楽家），後藤邑子（声優）／案内役：柴

田祐規子アナ

『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：普天間かお

り／司会：田中秀喜アナ

『新・話の泉スペシャル～秋の宴
うたげ

』
11.23／19:20～20:55

「夏の陣」に続いての第 3弾。今回はパトリッ

ク・ハーラン，ミッキー・カーチスをゲストに迎

えて，“古今東西ジョーク合戦”を展開した。／

出演：立川談志，山藤章二，嵐山光三郎，毒蝮三

太夫ほか／司会：渡邊あゆみアナ

『プラトンからの宿題～ことばの世界でぐるぐる
考える～ 3 「わかりあうってどういうこ
と？」』 11.23／21:05～21:55
正解のない問題をどう考え，深めていくのか？

考えるヒントが見つかる新感覚の10代向け哲学番

組のシリーズ 3回目。そもそも「自分のことをわ

かってくれる人」はいるのか？　「わかりあえな

い」という相手がいる場合，さてどうする？　ス

タジオの10代と対話をしながら，ぐるぐる考え思

索する番組。／ゲスト：野矢茂樹（東京大学教授，

哲学者）／司会：柴田祐規子アナ

『地球ラジオ　イン　福岡』
12.04～05／16:05～18:50

開局80年を迎えた福岡局から，放送時間を 3時

間に拡大し， 2日間にわたって福岡在住の外国人

ゲストやミュージシャンを招き，公開生放送を実

施した。「ご当地ソング」や「ご当地キャラクタ

ー」「辛かもん」などのテーマに加え，福岡・九

州についての投稿を募集した。／司会：後藤繁榮

アナ，大輪香菊／市内中継：柴崎行雄アナ

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

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：クミコ／司

会：金子辰雄アナ

『ふるさと発くらしこの1年』
12.23～24，27～28／14:05～16:55

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
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った。10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，11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。14時台から第 1部，15

時台から第 2部を放送し，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：柿沼郭アナほか

『祝日特集　川中美幸～泣いて笑って35年』
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，歌謡界の第一線で活躍し続ける川

中美幸がゲスト。デビュー前から今日までの足跡

を振り返りながら，その時々に影響を受けた昭和

の歌謡曲を紹介した。特に，自身の不遇時代の思

いと母親との絆を語ったことに，反響が大きかっ

た。／ゲスト：川中美幸／司会：島田政男アナ

『懐かしのポップストップ10 クリスマススペ
シャル』 12.23／19:20～20:55
ロックの黄金時代・1970年から80年までの10年

に焦点を当てて洋楽，クリスマスソングを紹介し

た。／解説：森井嘉浩／ゲスト：小野真弓／司

会：関口泰雅アナ

『歳末蔵出しわがままジョッキー』
12.23／21:05～23:00

年末に自分の半生を振り返り，しみじみとグラ

スを傾ける男と女。あんな時こんな時に，ふと口

ずさんだり，メロディーが浮かんでくるあの歌こ

の歌。歌謡曲，ロック，ジャズ，クラシックなど

ジャンルを問わずDJセレクションの蔵出しで届

けた。／DJ：弘兼憲史（漫画家），北原照久（ブ

リキのおもちゃ博物館館長）

『どよう楽市～マイソング・マイメモリー　クリ
スマススペシャル』

12.25／08:35～10:55
年 2 回放送している「どよう楽市スペシャル」

の10年度 2回目。人気コーナー「マイソング・マ

イメモリー」をテーマに，団塊世代を中心にリク

エストをいただいた思い出の曲とエピソードを，

そのリスナーと電話で結んで紹介した。また，小

椋佳さんと石川セリさんの 2 人をゲストに迎え，

2 人の曲や 2 人の「マイソング・マイメモリー」

も紹介した。／出演：小椋佳，石川セリ／司会：

残間里江子（プロデューサー），宮本愛子アナ

『第3回　年忘れ！夢の紅白歌合戦』
12.25／19:30～22:55

61回を数える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。番組冒頭では渡辺はま子の

[桑港
サンフランシスコ

のチャイナタウン」とEXILEの[Lovers

Again」が激突，57年の年の差対決でスタートし，

32組の曲を紹介した。途中10年11月に亡くなった

作詞家・星野哲郎の企画コーナーも設けてアクセ

ントを付けた。ゲストには榊原郁恵を迎え紅白で

の思い出を語ってもらった。／司会：水前寺清子，

岩崎博アナ

『フォークは素敵な贈り物～冬編』
12.26／15:05～16:55

フォークソングの本当の意味での良さ・楽しさ

を若い世代に伝えていこうという年間特集番組。

11年にデビュー40周年を迎えるイルカが音楽人生

の中でのエピソードを語り，生演奏も届けた。／

ゲスト：保坂俊雄（サキソフォン奏者），神部冬

馬，鈴木あきえ／司会：関口泰雅アナ

『あなたの声をきかせてください　私も一言！ニ
ュース2010』

12.28／17:00～23:00
2010年は長引く不況のもと，人と人のつながり

[絆」が渇望される 1年になった。番組は「絆」

を意識してリスナーの声を軸に双方向で展開する

構成とした。声は街角での取材，メール，ファク

ス，留守番電話などで広く集め，テーマにあわせ

て，できる限り多く紹介した。またニュースのハ

イライトや注目の場所からの中継などを交え立体

的に伝えた。／キャスター：伊藤博英，有江活

子／出演：堺屋太一（作家），増田寛也（元総務

大臣），残間里江子（プロデューサー），山田まり

や（女優）

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・歳末特集』

12.29／17:40～18:50
年末の夕べ，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：岩崎博アナ

『ラジオビタミン・年末スペシャル』
12.29～31／08:30～11:50

双方向性を意識した番組『ラジオビタミン』の

1 年の締めくくりとして，29日から大晦
みそ

日
か

までの

3 日間，「年末スペシャル」を実施。スタジオに

多彩なゲストを迎えるとともに，“2010あなたの

忘れたい　わすれたくない出来事”をテーマに，
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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，首都圏や全国各地からの中継を

実施。年の瀬の表情や次の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，各時間帯で，集中的にきめ細かく伝えた。／

出演：（12 . 29）長谷川穂積（プロボクサー），

(12.30）近藤良平（振付家）／司会：村上信夫

アナ，神崎ゆう子

『スポーツ新たな時代2010』
12.29／19:20～21:55

2000年に始まった，年末恒例のスポーツハイラ

イト。サッカーワールドカップ南アフリカ大会，

バンクーバーオリンピック，プロ野球，大相撲，

ゴルフなど，国内外のさまざまなスポーツを，ベ

テランvs若手をキーワードに，実況やインタビ

ューなどの録音を交えながら座談会形式で10年の

スポーツシーンを振り返り，11年を展望した。／

出演：セルジオ越後（サッカー評論家），二宮清

純（スポーツジャーナリスト），増島みどり（ス

ポーツアナリスト），小宮山悟（プロ野球評論

家）／司会：山本浩（法政大学教授）

『ワールドミュージックフェスタ　in 渋谷』
12.30／17:05～18:50

日本に居ては聞くことができない，世界の音楽。

日本にも無数のアマチュアミュージシャンが存在

するように，世界各地に「自分がやっている音楽

を知ってほしい。多くの人に聞いてほしい」とい

うミュージシャンがいる。そんな，世界各国の

[知る人ぞ知る」アマチュアミュージックを，ど

こよりも新鮮な，現地の人しか知らない，とって

おきの音楽を，紹介した。ウクライナ，ネパール

などのアーティストが演奏を披露。／出演：安齋

肇（イラストレーター），谷村奈南（アーティス

ト）／司会：古賀一アナ

『ふるさと＆つながるラジオ・年末スペシャル』
12.30～31／12:15～16:55

午後の時間帯に放送している『ふるさとラジ

オ』「ここはふるさと旅するラジオ」『つながるラ

ジオ』が連動し，中継や電話，そしてメールや

FAXなどで各地のリスナーとつながりながら，

ふるさとの生き生き暮らす人たちの情報や全国の

年末の情報をたっぷり取り入れ，地域のぬくもり

を伝えるスペシャルワイド番組。キーワードは

[ふるさとの味　ニッポンの食卓」。30日は10年

度36億円の経済効果をもたらしたB-1グルメコン

テストをはじめ地域を元気にする「ふるさとグル

メ」，31日には年代や地域性の出る「年末年始の

家庭の食卓」を話題の中心にして展開した。スタ

ジオゲストは30日にタレントの彦摩呂さん，31日

に元力士の舞の海秀平さん，そして両日とも16時

台にはフードジャーナリストの向笠千恵子さんを

迎え，各地の「ふるさとの味」から「地域・家族

の絆」を語り合った。このほか，中継や電話など

で大みそかの各地の表情もリアルタイムに届け

た。／司会：柿沼郭アナ，石山智恵

「ここはふるさと旅するラジオ2010」
12.30／12:15～13:00

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 6周目。10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」を伝えた。その総集編を，年末に放送した。

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：大桃美代子，

彦摩呂（タレント）／司会：柿沼郭アナ／旅する

アナ：森下和哉アナ

『渋谷アニメランド～2010年を振り返って特
集』 12.30／19:20～21:55
10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。／出演：藤津亮太（アニメ評論家），

冨田明宏（音楽評論家），日笠陽子（声優），寺島

拓篤（声優）／司会：藤崎弘士アナ

『年末特集　思い出の昭和歌謡』
12.31／17:05～18:50

大みそか恒例，紅白前のひととき，「昭和歌

謡」を紹介した。俳優の小沢昭一さんと音楽文化

研究家の長田暁二さんの会話を主軸に，懐かしい

昭和の歌謡曲を 2人の思い出と共につづった。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，東京大衆歌謡楽団

『おめでとう日本列島2011』
01.01／08:30～13:55

2011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，各

局からの中継と電話インタビューで紹介した。／

中継：高松局「第二の人生をお遍路さんととも

に」，秋田局「“とろろ”で始まる新年」，岡山局

[“鬼の声”であなたの 1 年を占う！」，静岡局

[若水を汲みに来る人々の元旦」「にぎわう“や

きそば横丁”」，大津局「開幕直前～江・浅井三姉

妹博覧会」，宮崎局「復興を祈って元日から営業

する動物園」，大阪局「諸国漫遊大阪マーケット」，

鹿児島局「“奄美の色”を守り伝えたい」，東京

[移動中継～羽田空港，東京タワー，増上寺，原

宿，国学院大学」／電話：「ニセコアンヌプリス
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キー場（北海道）」「スカイツリーの地元では下町

人情きらきら橘（墨田区）」「江とはどんな人（台

東区）」「甲府鳥もつ煮（山梨）」「ウサギと暮らす

喜びを知ってほしい（岡山）」「おひさま推進協議

会（安曇野市）」「東北新幹線全線開通（青森

市）」「山陰初のJリーグ（鳥取）」／出演：沓掛博

光（旅行ジャーナリスト），山田真哉（公認会計

士）／司会：秋本奈緒美（女優），山本哲也アナ

『おめでとう！地球ラジオ 2011』
01.01／16:10～18:50

新年を迎えたばかりの世界各地を電話で結び，

放送時間を拡大し 3時間にわたって放送。キュー

バ出身で，野球道具をキューバに届けるボランテ

ィアを実践しているSHEILAさんをゲストに迎

え，リスナーからの投稿と海外 8か国の出演者と

の生電話を中心に構成した。投稿テーマは，干
え

支
と

にちなんだ「世界のウサギ」と「2011年この国の

大イベント」。／出演：SHEILA（スポーツキャ

スター・キューバ出身）／司会：後藤繁榮アナ，

大輪香菊

『新春スペシャル　歴女たちの“関ヶ原”～大河
ドラマ“江”の時代を語りつくす』

01.01／21:30～23:00
歴史好きの女性・歴女をスタジオに集めて，11

年の大河ドラマ『江』に出てくる戦国武将の生き

ざまと，彼らを支えてきた女性たちの生き方につ

いて自由にトークバトルを繰り広げた歴史バラエ

ティー番組。大河ドラマに出演している俳優の柴

俊夫さんをメインゲストに，歴史解説を交えなが

ら，歴史アイドルの美
み

甘
か

子
こ

さんと，小日向えりさ

んが，全国から駆けつけた歴女軍団を率いて，か

んかんがくがく，かつ，おもしろく楽しいトーク

番組となった。／ゲスト：原口泉（鹿児島大学教

授）／司会：内藤啓史アナ

『新春おめでたバラエティー』
01.02／14:20～16:30

新しい年の初め，スタジオパークからの公開生

放送。歌謡界やお笑いの人気者が芸を競い合った。

歌手生活53年になる菅原洋一が登場。長男・菅原

英介が作曲した曲も披露した。／出演：大木綾子，

工藤慎太郎，三山ひろし，森川つくし，堺すすむ，

ほか／司会：神田京子，古屋和雄アナ

『新春おめでた文芸』
01.02～03／16:30～17:55，18:05～19:55

直前に出したお題に対して，生放送の中で句を

寄せていただき，ゲストと共に楽しく選句してい

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

風景をかいま見ることができた。／出演：（1.2）

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），林家き

く姫（落語家），（1.3）篠弘（「短歌」選者），太

田治子（作家），大木俊秀・安藤波瑠（「川柳」選

者），江戸家猫八（ものまね）／司会：鎌田正幸

アナ，坪郷佳英子

『2011 雅美女うたい初め』
01.02／21:30～23:00

新年を迎える人々がさまざまな思いを込めて詠

んだ短歌を生放送で紹介した。作歌のテーマとし

て「新」「耳」「色」の 3つを出題し，ホームペー

ジで 1か月間募集したところ，14歳から72歳まで

の男女から，合計334首が寄せられた。番組では，

この中からゲストが厳選した12首を寸評と共に紹

介した。また，百人一首の世界を斬新な解釈で描

いて話題となったコミック「超訳百人一首　うた

恋い」のラジオドラマも放送した。／ゲスト：竹

内都子（タレント），林家ぼたん（落語家），穂村

弘（歌人）／司会：山本志保アナ

『新春大入り！渋谷・極楽亭』
01.03／14:20～16:55

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，コラボ落語が会場を大いに盛り上げた。司会

の森口博子の歌の披露もあった。／ゲスト：春風

亭一之輔／司会：関口泰雅アナ

『2011 私のパワーミール～元気の出る食卓・
いのちの食事』 01.03／20:05～21:30
各界で活躍する著名人が，病気やスランプなど，

逆境のときに自分を支えてくれた食事「パワーミ

ール」を紹介し，スタジオで再現。当時のエピソ

ードや思いを熱く語った。ゲストの人生と食の関

わりを掘り下げて伝えるとともに，ラジオでは伝

えにくい「料理」というテーマに挑戦した番組で，

放送総局長特賞を受賞した。／ゲスト：鳥越俊太

郎（ジャーナリスト），工藤公康（プロ野球選手），

林マヤ（タレント），中村丁次（日本栄養士会会

長），野崎洋光（日本料理店総料理長）／司会：

山下信アナ

『三日の夜はぷちぷちケータイ俳句』
01.03／21:30～23:00

若者は俳句という文芸でどんな気分を表現する
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のか？『渋マガZ』の人気コーナー「夜はぷちぷ

ちケータイ短歌」の俳句版を目指したパイロット

番組。 6人の気鋭の俳人を集めて，リスナーが新

春の気分を俳句にした作品を選評したり，互選の

句会を開催した。事前に募集した「初夢」という

テーマにはおよそ 4週間で415句だったが，当日，

生で募集した「年玉」という題には35分で，200

を超える俳句が集まるという，リスナーの層の厚

みを感じる反応を得た。これは，特選句に対する

人気投票の動向でも，ピークを作らず満遍なく投

票が続くという傾向でもリスナーの多さを証明し

た。／俳人：阪西敦子，佐藤文香，闍柳克彦，田

中亜美，森川大和，山口優夢／ゲスト：だいたひ

かる（お笑いタレント）／司会：横林良純アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ 1
月編』 01.10／13:05～13:55
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：西島三重子，

やなわらばー／司会：宮川泰夫アナ

『引きこもっちゃダメですか？～次の一歩を踏み
出すために』

01.10／14:05～15:55
内閣府の調査によれば引きこもりの状態にある

人はわが国に70万人いる。引きこもりとどう向き

合えばよいのかを考えると同時に，解決の糸口を

探った。／出演：斎藤環（精神科医），池上正樹

(ジャーナリスト）／報告：千野秀和アナ／司

会：高市佳明アナ

『ラジオ井戸端会議　成人の日スペシャル～“リ
ンボウ先生と語る　大人って何？”』

1.10／18:05～19:55
11年 1 月10日，およそ130万人が“大人”にな

る。法的には，20才で成人とされるが，“大人”

になるというのは，一体どういうことなのか？

若者ばかりでなく，20才以上の人たちも，果たし

て本当に“大人”なのか？　議論した。ゲストは

作家・林望さん。リンボウ先生は「知的な大人へ

のヒント」「リンボウ先生の大人の知的旅行術」

など，“大人”をキーワードにした著作で“大人

のふるまい”を提言しており，まさに“真の大人”

を語る資格を有している。一方，若者代表は

AKB48のメンバーで成人を迎える松原夏海さん

と17歳の菊地あやかさん。さらに，神戸親和女子

大学教授で精神科医の片田珠美さんにも加わって

もらい，多角的に「大人」について考えた。／司

会：柿沼郭アナ，石山智恵

『ラジオをプロデュース～若者が聞きたいラジオ
はこれだ！！』 01.10／20:05～21:30
大学生が作ったラジオ番組をコンテスト形式で

紹介した番組。ラジオ大好きな大学生が自分たち

の聞きたい，聞いてみたいラジオ番組を制作し，

みずからプレゼンテーションし，そのおもしろさ

を競った。ドラマあり，スポーツ実況風番組あり

と，アイデア満載の 8作品を紹介した。その中で，

ゲスト審査員，リスナーの投票で最優秀作品に選

ばれたのはFMwaseda（早稲田大学）と金沢大学

放送局。／出演・審査：ピエール瀧（アーティス

ト・俳優），小森純（ファッションモデル）／司

会：三橋大樹アナ

『地域の絆があなたを守る～“第 1 回　防災ラ
ジオコンテスト”から』

01.17／08:35～10:55
独立行政法人防災科学研究所が広く作品を募集

した。防災ラジオドラマ作りは，地域の防災力を

高め自然災害に備えるために地域で広める防災活

動。作品は，学校放送やインターネットなどで公

開し，防災活動に参加していない人たちの防災意

識を高める。入選作品を紹介しながら，防災への

取り組み，それを支える日頃からの地域の絆の在

り方を考えた。／出演：大森一樹（映画監督），

今村文彦（東北大学大学院教授），中川和之（静

岡大学防災総合センター客員教授），長坂俊成

(独立行政法人防災科学研究所主任研究員）／司

会：千野秀和アナ

『ホリデーライブ　イン　スタパステージ 2
月編』 02.11／13:05～13:55
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：岩崎良美／司

会：加治章アナ

『イクメンが世の中を変える～男性の育児参加が
何をもたらすか』

02.11／14:05～15:55
育児を楽しみ，育児を積極的に行う男性「イク

メン」が注目を集めている。男性が育児参加する

ことで，何が変わるのか。イクメン男性の実態や，

変わる企業の意識などを取材したリポートを交

え，スタジオのゲストやリスナーからの意見と共

に考えた。／ゲスト：照英（タレント），小室淑

恵（ワークライフ・バランス社長），渥美由喜

(東レ経営研究所研究部長）／司会：山下信アナ

『オトナの補習授業～俳句　虎の穴』
02.11／18:05～18:50，19:20～19:55

『オトナの補習授業』の 4回目は，11年度の定
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時化へのトライアルとして，好評を得た「俳句」

を題材に生放送を実施。初心者向けに俳句の作り

方を説明しながら，事前募集と生放送前半に募集

したリスナーの俳句を使ってラジオ句会を開催し

た。事前募集の兼題「しゃぼん玉」に対して，ホ

ームページとNHKネットクラブから投稿された

俳句は929句。当日募集の兼題「猫の恋」に対し

て生放送中に寄せられた俳句は281句。／出演：

夏井いつき（俳人），古谷徹（声優・ナレーター），

熊木杏里（シンガーソングライター）

『新・話の泉スペシャル～早春編』
02.11／20:05～21:30

「秋の宴」に続く第 4弾。今回のテーマは「ラ

ジオの魅力」，準レギュラーとなったミッキー・

カーチスを加え，談論風発・究極の話芸を届け

た。／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

『ムーンライトシャワー～月明かりに照らされ
て・如月編』 02.11／22:15～23:00
祝日の夜長に，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：岩崎博アナ

『“絆うた”からのメッセージ』
03.19／19:30～19:55，20:10～20:55

11年度の新番組『絆うた』は思い出の歌や人生

の応援歌などを紹介する番組だが，3 月11日に発

生した東日本大震災がきっかけとなり，番組ホー

ムページには被災者の皆さんへの応援・支援メー

ルが寄せられ始めた。こうしたメールおよび生放

送で受け付けたFAXと共にリクエスト曲を紹介

して被災地へ届ける番組とした。／進行：山本志

保・関口泰雅アナ

『被災地へ届け　絆のうた』
03.20／12:30～13:00

03.21／12:30～13:30，19:30～19:55
03.24／20:10～21:30

3 月19日に続き被災地を励ます番組として放送

した。生放送中に届くメールなども随時紹介し，

3 月24日までに500通を超えるメールが寄せられ

た。／進行：（3.21，24）山本志保アナ，（3.20，

24）関口泰雅アナ

『ラジオ特集～作家・五木寛之の“歌の旅びと”』
03.21／20:10～23:00

作家・五木寛之さんが月に 1 回出演し，10年 3

月まで 5年間『ラジオ深夜便』の中で放送し，人

気コーナーだった「わが人生の歌語り」。11年 4

月からテーマを「旅」に変え，新シリーズが始ま

るのを前に，時代ごとの出来事を交えて心に刻ま

れた旅を振り返った。番組では 3月11日に発生し

た東日本大震災を踏まえ，ゲストの被災地への応

援メッセージも入れながら，旅にまつわる音楽と

語りでつづった。全国各地を訪れた五木さんの思

い出や各地の県民気質・歴史・文化・言葉を紹介

しながら地元ゆかりの歌などを 3時間にわたって

聞かせた。／出演：五木寛之（作家），加藤登紀

子（歌手），松原健之（歌手）／司会：須磨佳津

江

『エレうた　ver.0.1！』
03.26／19:30～20:55

初音ミクやメグッポイドなどの音声合成ソフト

を使用して制作した歌が，若い人の間で人気を呼

んでいる。番組ではネット上で評判の歌をリクエ

ストしてもらう一方で，聴取者が制作した歌を募

集し，放送で紹介した。11年度から始まる定時放

送を前にした特集番組。／ゲスト：藤田咲（声優），

岡田有花（IT企業社員）／パーソナリティー：

桃井はるこ（声優，シンガーソングライター），

森山春香アナ／ラジオセンター，NEP
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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「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／後期は「アリフからはじめよう」，講師：木

下宗篤（外務省研修所講師），ラナ・デュベーシ，

イサム・ブカーリ（03年後期の再放送）／テキス

ト発行／制作局（番組委託・展開），NED

『アンコール　まいにちイタリア語』
月～金　11:15～11:30

第 1 回08.3.31／前期の入門編（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），ルチアーナ・ギッツォーニ（東京芸

術大学外国人教師）。（08年前期の再放送）／前期

の応用編（木・金）は「リスニング問題に挑戦！

～初級編」，講師：中矢慎子（国立音楽大学講師），

マルコ･ビオンディ（東京大学講師）。（08年前期

の再放送）／後期は前期の再放送。／テキスト発

行／制作局（番組委託・展開），NED

『アンコール　まいにちスペイン語』
月～金　11:45～12:00

第 1 回08.3.31／前期は「ぼくのブエノスアイレ

スをさがして」（金曜は，復習と応用），講師：大

岩功（早稲田大学兼任講師）。（08年後期の再放

送）／後期は前期の再放送。／テキスト発行／制

作局（番組委託・展開），NED

『アンコール　まいにち中国語』
月～金　12:25～12:40

第 1 回09.3.30／前期は「基礎を固める 6 か月」，

講師：荒川清秀（愛知大学教授）。（08年前期の再

放送）／後期は「楽しい会話入門」，講師：郭春

貴（広島修道大学教授）。（09年前期の再放送）／

テキスト発行／制作局（番組委託・展開），NED

『アンコール　まいにちドイツ語』
月～金　11:30～11:45

第 1 回08.3.31／前期の入門編（月～水）「“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年前期の再放送）／前期の応用編

(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年前期の再放送）／後

期は前期の再放送。／テキスト発行／制作局（番

組委託・展開），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／前期は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（ 3 人ともKBSアナ

ウンサー）。（09年前期の再放送）／後期は「クイ

ズで学ぼう！旅のハングル」，講師：チョ・ヒチ

ョル（東海大学教授），出演：ソク・ヒョンギョ

ン（東海大学特任講師）。（08年前期の再放送）／

テキスト発行／制作局（番組委託・展開），NED

『アンコール　まいにちフランス語』
月～金　11:00～11:15

第 1 回08.3.31／前期の入門編（月～水）は「ジ

ュリアンとさくらのJaponウォッチング」，講

師：藤田裕二（玉川大学教授）ほか。（08年後期

の再放送）／前期の中級編（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），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），常盤僚子（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），西川葉澄（上智大学非常

勤講師）。（08年前期の再放送）／後期は前期の再

放送。／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

NED

『アンコール　まいにちロシア語』
月～金　12:40～12:55

第 1 回08.4.5／前期は「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），出演：藤枝・グトワ・エカテリーナ（立

教・上智大学講師）。（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），出演：藤枝・グ

トワ・エカテリーナ（立教・上智大学講師）。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），出演：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（番組

委託・展開），NED

ラジオ第 2：定時番組
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『英語5分間トレーニング』
月～日　09:05～09:10

月～日　16:20～16:25，22:20～22:25
日　23:00～23:35（ 7 本）

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。携帯サイ

トでは単語帳機能など豊富なコンテンツでラジオ

放送をサポートした。／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，デイビット・ニール／テキスト発

行／制作局（番組委託・展開），NED

『英語ニュース』
R2・R国際　土・日　14:00～14:10

第 1 回95.4.3／全世界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，最終回11.3.26／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。（09年の再放送）／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（番組委託・展開），NED

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

月・火，金～日　23:40～00:40
水・木　23:40～00:20

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。深夜の放

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ライ

ブラリー放送している。10年度制作は「国語総

合」「保健体育」の 2 番組。一部制作は「現代社

会」「音楽Ⅰ」の 2 番組。再放送番組は「古典」

[国語表現Ⅰ」「現代文」「倫理」「政治・経済」

[数学Ⅱ」「オーラルコミュニケーションⅠ」

[英語Ⅱ」の 8番組。放送だけでなく，07年度よ

り始まった番組のインターネット配信による視聴

も定着し，広く利用されている。／制作局（番組

委託・展開），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

子どもたちに伝えた。／語り：佐野浅夫，香椎く

に子ほか／制作局（番組委託・展開），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03 . 4 . 7（低学年），03 . 4 . 8（中学年），

03.4.7（高学年）／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。子どもの想像力を育み，こと

ばの世界を広げることをねらった。／出演：橋爪

功，森本レオ，中村メイコ，夏木陽介，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

『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

第 1 回01.4.2／『NHKカルチャーアワー』を09

年に改題／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～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，科学の目から自然環境を見つ

め直し，また身近な鳥類や魚類を取り上げた。／

[鳥を楽しむ暮らし～春から夏の野鳥」安西英明

(日本野鳥の会主席研究員），「気象とくらし」南

利幸（気象予報士），「秋山仁の目からうろこの数
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学教室」秋山仁（数学者），「おもしろ生物学～人

間らしく生きるヒント」本川達雄（東京工業大学

教授）

「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。／「龍馬

とその時代」大石学（東京学芸大学教授），「“新

約聖書”とその時代」加藤隆（千葉大学教授），

[木簡から読み解く平城京」佐藤信（東京大学大

学院教授），「EU・ヨーロッパ統合の政治史」児

玉昌巳（久留米大学教授）／ガイドブック発行

「芸術その魅力」 水／第 1 回07.4.4／日本の

芸能人や音楽，西洋美術など，幅広く世界の芸術

の魅力をユニークな講師に語ってもらった。／

[昭和名人伝」渡辺保（演劇評論家），「ビートル

ズのすべて」小倉エージ（音楽評論家），「ケルト

の歴史と生命観」鶴岡真弓（多摩美術大学教授），

[作曲家・林光の音楽世界～60余年の軌跡」林光

(作曲家）

「文学の世界」 木／第 1 回07.4.7／世界の名

作を分かりやすく解説，また三島由紀夫と永井荷

風の評伝を取り上げ，文学の世界を堪能した。／

[ジェイン・オースティンとイギリス文化」新井

潤美（中央大学教授），「三島由紀夫を読み解く」

松本徹（三島由紀夫文学館館長），「アラビアンナ

イト～ファンタジーの源流を探る」西尾哲夫（国

立民族学博物館教授），「永井荷風再考」菅野昭正

(文芸評論家）／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。／「時代を生

きる子規～俳句革新のめざしたもの」坪内稔典

(俳人），「寺山修司～前衛短歌の光ぼう」福島泰

樹（歌人），「大正俳句のまなざし～多彩なる作家

たち」小島健（俳人），「歌人茂吉　人間茂吉」秋

葉四郎（歌人）

「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。10年度は

[漢詩の来た道」と題した 3年目で，宋代を中心

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）の「究める」では小田島雄志

(英文学者），絹谷幸二（洋画家），花井幸子（デ

ザイナー），岡田茉莉子（女優），「今，伝えたい

こと」では，滝田栄（俳優），渡辺美佐子（女優），

ペギー葉山（歌手），赤瀬川原平（作家），「めざ

す」では，岩崎元郎（登山家），童門冬二（作家），

今田美奈子（洋菓子研究家），水前寺清子（歌手），

[表現すること，創ること」では，安藤忠雄（建

築家），松尾敏男（日本美術院理事長），増田明美

(スポーツジャーナリスト），八代亜紀（歌手）

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，

[ビジネスをみがく中国古典」守屋淳（中国文学

研究家），「女たちの明治維新」鈴木由紀子（作家），

[ロケットがひらく未来」的川泰宣（子ども宇宙

未来の会会長），「わが　歌の旅」岡村喬生（オペ

ラ歌手），「戦後日本とJ－POP」田家秀樹（音楽

評論家），「映画監督・小津安二郎　ひとと全仕

事」山内静夫（鎌倉文学館館長）ほか，「農と人

間～山村から見える風景」内山節（哲学者），「わ

たしの源氏物語」大塚ひかり（古典エッセイス

ト）ほか，を放送した。／制作局（番組委託・展

開），NED

『聞いて聞かせて』
日　19:30～20:00
日　07:30～08:00

第 1 回09.4.5／10年度も引き続き視覚障害のあ

る当事者をキャスターに起用して，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た。東日本大震災後は，

生放送で被災した視覚障害者の現状を伝えた。／

司会：芳賀優子／文化・福祉番組部

『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。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。（09年の再放送）／講師：木村松雄（青

山学院大学教授）／出演：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（番組委託・展開），NED

『基礎英語2』
月～金　06:15～06:30
月～金　19:00～19:15
月～金　21:15～21:30再 
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第 1 回05.4.4／『基礎英語 1 』に続く年間語学

番組。10年度はアメリカ・シアトルに転勤した父

と 2人の中学生の子どもによるコメディータッチ

のストーリー。金曜は，新コーナーで英語を使っ

て世界を広げている人へのインタビューや音楽を

紹介，英語の面白さをアピールした。／講師：高

本裕迅（白百合女子大学教授）／出演：キコ・ウ

ィルソン，マックスウェル・パワーズ／テキスト

発行／制作局（番組委託・展開），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／中学校英語を完成させるととも

に，やさしい英語で自己表現したい大人にも向け

た講座。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

の舞台は東京・世田谷。中学 3年生を主人公にし

た恋物語に家族や地域とのつながりも織り込んで

大人も楽しめる内容だった。／講師：阿野幸一／

(文教大学准教授）／出演：カレン・ヘドリック，

戸田ダリオ／テキスト発行／制作局（番組委託・

展開），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，最終回11.3.26／07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（番組委

託・展開），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在り方を探る番組。

10年度は「四国遍路を考える」真鍋俊照（仏教学

者・画家），「すこやかに老いる」塩田丸男（作家），

[未来志向のこころとからだ」山内潤一郎（首都

大学東京准教授），「人間のこころを描いた世界の

映画作家たち」佐藤忠男（映画評論家）を放送し

た。／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

NED

『古典講読』
土　17:00～17:45

日　06:00～06:45
第 1 回85.4.6／長い間，読み継がれてきた古典

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丁寧な解説と

朗読で読み解いていく番組。10年度は09年度に好

評を得た「枕草子」と並ぶ随筆の一つと言われ，

今もなお，読み継がれる「徒然草」。その講師と

して多くの聴取者の心を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（番組委託・展開），

NED

『ことば力アップ』
土　16:45～17:00
土　21:40～21:55
日　15:45～16:00

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，敬語の使い方，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分かりやすく

紹介した。10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）
第 1 回02.4.1『ビジネス英会話』／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（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（番組委託・展開），

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」「現状と課題」

[世界の潮流」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

『Japan & World Update』
R2・R国際　月～金　14:00～14:30ほか

第 1 回09.3.30／R2とR国際で同時放送。09年度

から始まった英語のニュースワイド番組を継続し

て放送した。重要なニュースの背景や専門家の見

方などを紹介するコーナー「アングル」を中心に
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内外のニュースを広く多角的に伝えた。／キャス

ター：新村香，北代裕子，ロバート・ジェファー

ソン／国際放送局

『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週は蜂屋邦夫・東京大学名誉

教授による「“老子”“荘子”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』
R2・R国際　月～金　13:00～13:15

土・日　13:00～13:10
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

『中国語ニュース』
R2・R国際　月～金　18:00～18:15

土・日　18:00～18:10
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。10年 4 月から放送時間を15分（月～

金）に拡大。／国際放送局

『中文日本百科』
R2・R国際　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，日本理解の促進

のため，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／障害者の視点，考

え方を基本姿勢とする，障害者のための情報番組。

障害者を取り巻く問題や社会的な関心事を掘り下

げて伝えたほか，障害当事者やその関係者の話な

どを録音構成やインタビューで伝えた。／キャス

ター：長崎圭子／大阪局

『入門ビジネス英語』
月・火　22:40～22:55

日　10:00～10:30（ 2 本）
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

身に付けるための情報も提供した。（09年の再放

送）／講師：エド・スミス／出演：藤本ケイ／テ

キスト発行／制作局（番組委託・展開），NED

『ハングル日本百科』
R2・R国際　土・日　22:40～22:55

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，日本理解の

促進のため，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』
R2・R国際　月～金　18:15～18:30

土・日　18:10～18:20
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。10年 4 月から放送時間を15分

(月～金）に拡大。／国際放送局

『文化講演会』
日　21:00～22:00
祝日　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，変わりゆく

社会情勢の中で伝えたい内容を厳選し，紹介する

番組。10年度は「放送と私」黒柳徹子（女優），

[蒼穹の昴の世界」浅田次郎（作家），「感性教育

と芸術」宮城まり子（ねむの木学園園長），「世界

の山々を目指して」田部井淳子（登山家），「人生

後半の生き方を考える」山本一力（作家），「私と

日本文学」ドナルド・キーン（コロンビア大学名

誉教授），などを放送した。／制作局（番組委

託・展開），NED

『邦楽のたのしみ』
土　09:30～10:00

第 1 回82.4.11，最終回11.3.26／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』
R2・R国際　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再 
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第 1 回90.4.2／前期の入門編（月～水）「ローマ

へ行こう！Andiamo a Roma!」，講師：富永直人

(日本オペラ振興会講師），出演：粟国淳（オペ

ラ演出家），マッテオ・インゼオ。／前期の応用

編（木・金）「初級文法を究めよう」，講師：京藤

好男（慶応義塾大学講師）。／後期の入門編

(月・火）は「続・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）。

／後期（10～12月）の応用編（水・木）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。／後期（ 1～ 3月）の応用編

(水・木）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），出

演：横山修一郎（早稲田大学非常勤講師）。（08年

10～12月の再放送）／後期の応用編（金）は

[Salotto  Musicale」，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）。／テキスト発行／制作局（番組委託・

展開），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「ウチのささいな大事件」，

講師：廣康好美（上智大学講師），出演：ファ

ン・カルロス・モジャーノ（スペイン語講師）。

／後期は「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。（09年前期の再放送）

／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），NE

D

『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）
第 1 回56.11.4／前期の入門編（月～水）は「ど

んどん話せる基本表現」，講師：三宅登之（東京

外国語大学教授），出演：于躍，解明明。／前期

の応用編（木・金）は「わかる　使える！お悩み

解決クリニック」，講師：陳淑梅（東京工科大学

教授），出演：斉中凌，張維納。／後期の入門編

(月～水）は「これでわかる！はじめての中国語」，

講師：宮岸雄介（東日本国際大学准教授），出

演：殷秋瑞，李洵。／後期の応用編（木・金）は

[映画で身につく！応用会話」，講師：水野衛子

(早稲田大学非常勤講師），出演：秦朝，向軒。

／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），NE

D

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

土　12:10～12:25（応用編）
第 1 回52.9.1／前期の入門編（月～木）は「レ

アとラウラと楽しむドイツ語」，講師：市川明

(大阪大学大学院教授），ミヒャエル・シャール

ト（慶応義塾大学准教授）。／後期の入門編（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：ジャニーン・

ヘーファー，シュテファン・ヘンゼル。（09年前

期の再放送）／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）。（前期は09年前期の再放

送）／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），

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

日　14:30～15:45（ 5 本）
第 1 回84.4.2／前期の入門編（月～水）は「兼

若博士のハングル・エクササイズ」，テンポ良く

楽しいエクササイズ形式でハングルの基礎力を身

に付ける講座。講師：兼若逸之（東京女子大学教

授），出演：イ・ホンボク，ソ・ウナ。／前期の

応用編（木・金）は「わかる　使える！ドラマチ

ック・ハングル」，韓流ドラマ風のオリジナルス

キットで中級フレーズを楽しくマスターできた。

講師：阪堂千津子（東京外国語大学講師），出

演：キム・スノク，パク・チュングン。／後期の

入門編（月～水）は「まるごと覚えて　いきいき

ハングル！」，講師：長谷川由起子（九州産業大

学准教授），出演：イ･ホンボク，オ・ソンヨン。

／後期の応用編（木・金）は「ニューウェーブ文

学で感じるハングルの世界」，講師：波田野節子

(新潟県立大学教授），出演：金景太。／テキス

ト発行／制作局（番組委託・展開），NED

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

土　10:45～12:00（ 5 本）
第 1 回52.4.14／前期の入門編（月～木）は「ナ

ミの恋する東京日記」，講師：清岡智比古（明治

大学准教授），レナ・ジュンタ（早稲田大学非常
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勤講師）。／前期の応用編（金）は「フランス文

学24人のヒーロー＆ヒロイン」，講師：澤田直

(立教大学教授），リリアンヌ・ラタンジオ（東

京学芸大学外国人教師）。／後期の入門編（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）。／後期（10～12月）の応用編（木・金）

は「オペラで学ぶ～運命の女カルメンを読む」，

講師：川竹英克（明治大学教授），ジョジアー

ヌ・ピノン（白百合女子大学教授）。／後期（ 1

～ 3月）の応用編（木・金）は「フランスの友達

に語る日本」，講師：三浦信孝（中央大学教授），

ドラ・トーザン（東京日仏学院講師）。／テキス

ト発行／制作局（番組委託・展開），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「気軽に話そう 単語か

ら始める基本編」，難しい文法は後回し。まずは

単語をたくさん覚える超初級講座。とかく難しい

というイメージのあるロシア語を無理なく 6か月

間学べる講座。講師：柳町裕子（新潟県立大学准

教授），出演：ヤロスラフ・シュラトフ，ヴィク

トリヤ・ネスティロワ。／後期は前期の再放送。

／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），NE

D

『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，最終回11.3.25／「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，11年 3 月21～

25日には第78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

土・日　13:10～13:20
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，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　08:30～08:35，12:25～12:30，
21:55～22:00，23:30～23:35

FM 月～日　05:50～05:55
金　　17:15～17:20
土　　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。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』
R2・R国際　　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。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

土　08:15～08:30（金曜のみ）
日　16:30～17:45（ 5 本）

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。前

期（初級編）は会話の基礎となる文法を再確認す

るコーナーを新設，後期（中級編）のスムーズな

レベルアップにつなげた。大人の英会話に欠かせ

ないテーマ設定を素材に選び，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，ジェフ・マニング／テキスト

発行／制作局（番組委託・展開），NED

『リトル・チャロ 2 心にしみる英語ドラマ』
新 月～金　07:00～07:15

月～金　12:10～12:25，22:25～22:40
土 07:00～08:15（ 5本），22:25～22:40（金曜のみ）
第 1 回10.3.29／『リトル・チャロ 2 』クロスメ

ディア企画のうちのラジオパート。ラジオのチャ

ロはノーカット，フル・ストーリー版。物語をじ

っくりと楽しみ（月・金），英語のポイントを押

さえた（火～木）。／講師：松本茂（立教大学教

授）／出演：光岡ディオン，オーウェン真樹／テ

キスト発行／制作局（番組委託・展開），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
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た。／幸田露伴作「五重塔」（朗読 嵐圭史），小

林多喜二「蟹工船」（安藤一夫），永井荷風「あめ

りか物語」（八木光生）ほか／制作局（番組委

託・展開），NED

『World Interactive』
R2・R国際　日　14:10～14:30ほか

第 1 回09.4.5／14時台はR2とR国際で同時放送。

第 1週は近藤正（蕉肝）成蹊大学教授を講師に迎

えて，世界各地の季節の英語俳句やリスナーから

寄せられた俳句の講評を行った。第 2週は大島希

巳江文京学院大学准教授に英語で落語を語っても

らい，解説を加えた。その他の週はリスナーから

の質問やリクエストに答えたり，日本各地のイベ

ントや話題を紹介した。／キャスター：図師純

子／国際放送局

『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，日本語を多面的に捉えて語ってもら

う番組。／「老子のことばと日本人」蜂屋邦夫

(東京大学名誉教授），「名字が語る歴史」武光誠

(明治学院大学教授），「“からだ言葉”から日本

語を考える」東郷吉男（静岡県立大学名誉教授），

[天平びとの日本語表現」丸山裕美子（愛知県立

大学教授）ほか。／制作局（番組委託・展開），

NED

『ワンポイント・ニュースで英会話』
月～金　08:30～08:35

月～金　13:15～13:20，15:10～15:15，
22:55～23:00

土　12:30～12:55（ 5 本）
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（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（番組委託・展開），NED

『ティーンズラジオ2010』
8.19～20／09:30～10:00

10年で57回目となった「NHK杯全国高校放送

コンテスト」には，1,602校， 1 万5,288人が参加

した。「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　決勝戦』
8.28／23:40～01:43

8 月20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』
12.20～23／09:30～10:00

09年11月21日に国立オリンピック記念青少年

総合センターで行われた「第58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」をはじめ 6 賞の入賞

者各 2 人ずつ合計12人の発表を 4 回に分けて，

“定時制通信制高校生の青春メッセージ”として

紹介した。／制作局（番組委託・展開），NED

『テストの花道　おおみそかスペシャル～ラジオ
でも花道』

12.31／18:45～22:00
全国の受験生を応援するため，大みそかの夜に

ラジオで 3 時間15分の生放送を行った。携帯とP

Cの『テストの花道』番組サイトに寄せられたメ

ールを紹介し，電話をつないだり，出演者が現地

を訪問して写真メールを送るなど，視聴者参加を

行った。19:35～19:55には教育テレビで，20:00～

21:25にはワンセグ放送で同時生放送を連動して

行い，多メディア連携の編成を行った。／出演：

オリエンタルラジオほか／司会：荒木美和アナ／

ソフト開発センター，NED

『聞いて聞かせて新春スペシャル』
01.01／21:00～22:00
01.02／07:00～08:00

全盲の箏曲家・澤村祐司さんは，古典を大切に

しながら，洋楽器との共演や，詩と歌を織り交ぜ

たイベントなど，多彩な演奏活動を続けている。

邦楽の可能性を切り開く澤村さんと，視覚障害の

ある音楽家たちとの共演を伝えた。／文化・福祉

番組部
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F M 放　送

『インストルメンタル・ジャーニー』
火～土　00:00～00:50

第 1 回09.3.31，最終回11.3.26／平日の深夜の静

かな時間に，リスナーを心地よい眠りに誘うよう

な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贈り，「癒やし」を提供

するノンジャンルの音楽番組。／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） 21:30～23:00

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。10年度は11本

制作。／パーソナリティー：森若香織／ゲスト：

石野卓球，早川義夫，鈴木慶一，田口トモロヲ，

バッファロー・ドーターほか／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 8 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

演奏と分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。山梨県南アルプス市

ほか関東周辺の 3 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

『大貫妙子　懐かしい未来』
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：田中優，谷村新司，三枝龍生，太

田光代，石川直樹，篠宮龍三，坂本龍一ほか／エ

ンターテインメント番組部

『音の風景』
FM 月～金　15:55～16:00

土　　22:50～22:55
R1 日　　22:55～23:00
R2 月～日　12:55～13:00

月～日　23:35～23:40
土　　14:25～14:30
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

する音紀行。初回の『代々木公園』から数えて制

再 
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表1 2010年度『音の風景』制作一覧
内　　容 場　所 内　　容 場　所

アーカイブス　第 1回
目指せ！競走馬
朗読シリーズ　小諸なる古城のほとり
朗読シリーズ　百人一首三十一文字の世界
朗読シリーズ　まざあ　ぐうす
別府地獄めぐり
朗読シリーズ　奥の細道
朗読シリーズ　北原白秋　故郷への想い
アーカイブス　第 2回
水の郷　緒方町
アーカイブス　第 3回
大自然の乗馬教室
砂町銀座
アーカイブス　第 4回
月山夏スキー
アーカイブス　第 5回
アーカイブス　第 6回
アーカイブス　第 7回
アーカイブス　第 8回
川崎大師風鈴市
日本一の音　恐怖のジェットコースター！

―
北海道
―
―
―
大分県
―
―
―
大分県
―
北海道
東京都
―
山形県
―
―
―
―
神奈川県
三重県

日本一の音　長～い駅名！
日本一の音　なんと見事な大噴水！
日本一の音　四尺玉の大迫力！
日本一の音　打てるか！夢の剛速球
ギター流しの夜
日本一の音　歩けど歩けどアーケード！
五城目朝市きのこまつり
秋　多摩川点描
石鎚山の鎖場
秋の収穫にセリ声響く
来島海峡の急流体験
わたしの音の風景　第 1回
和時計　悠久の時を刻む
わたしの音の風景　第 2回
沖縄の調べ，三線作りと民謡酒場
わたしの音の風景　第 3回
空港まるわかりツアー
校庭でスケート
わたしの音の風景　第 4回
雪原のSLと鶴の駅
わたしの音の風景　第 5回

熊本県
山形県
新潟県
福岡県
東京都
大阪府
秋田県
東京都・神奈川県
愛媛県
秋田県
愛媛県
宮城県
東京都
福岡県
沖縄県
東京都
愛知県
北海道
岡山県
北海道
神奈川県
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作本数は1,200本を超え，放送開始から26年を迎

えた。自然・生活・伝統行事・乗り物などさまざ

まな角度から番組を取り上げ，想像力をかきたて

る「音の魅力」を伝えるとともに，「時代の響

き」を記録し続けている。この 1年，25周年企画

として「音の風景アーカイブス」「日本一の音」

[わたしの音の風景」の特別企画も含めて放送し

た。／語り：大沼ひろみアナ／音響デザイン部

『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』
月　23:00～00:00

第 1 回09.3.30／きたやまおさむが各界から迎え

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，時にはきた

やまとゲストが，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』
月　07:20～09:15
金　14:00～15:55

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。／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

『小西康陽　これからの人生』 新
水（最終） 23:00～00:00

第 1 回10.4.28／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と

はなにか？」にこだわって選曲する音楽番組。時

代や洋楽・邦楽問わず小西が選んだ名曲や，番組

オリジナル録音の音源などを紹介，得意のエッセ

イなども交えて大人の時間を提供する。／出演：

小西康陽／エンターテインメント番組部

『サウンドクリエーターズ・ファイル』 新
日　21:30～23:00

第 1 回10.4.4／J－POPシーンで活躍する人気ア

ーティスト・クリエーター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） 19:20～21:30

第 1 回05.4.24，最終回11.3.27／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。10年度は，

岡林信康，原田真二，くるり，角松敏生，財津和

夫など，大物アーティスト出演や話題の楽曲特集

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能してもら

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

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 4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するジャズ番組。本格的な

ジャズファンも満足できる番組を目指した。有名

再 

再 
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ミュージシャンもゲスト出演。／DJ：児山紀

芳／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『吹奏楽のひびき』
日　08:15～09:00
金　16:30～17:15

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「大阪市音楽団」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・デュオの

GONTITI（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2010／2011』
日（最終除く） 23:00～00:00

金　10:00～11:00
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：濱中博久アナ／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

『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』
月～金　09:20～10:00
月～金　17:20～18:00

第 1 回09.3.30／小学唱歌やわらべ歌，日本歌曲，

また世界の各国で大事にされ，伝えられてきた童

謡，わらべ歌や歌曲などにより構成。／司会：富

沢美智恵／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：福

士あきみ（民謡歌手），稲塚貴一（～ 1 月）・徳

田章アナ／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

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 3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，最終回11.3.27／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。

月～土曜は古楽研究の権威による解説，日曜はリ

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：礒山雅，今谷和徳，関根敏子，大

塚直哉，松川梨香（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再 

再 

再 

再 

再 



FM：定時番組

NHK年鑑’11 318

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

プトとした。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
金　16:00～16:30

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

による合唱を分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「リクエスト特集」も実施した。／パー

ソナリティー：大谷研二（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。10年度は全国で 8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月には和

歌山県日高川町， 9月には茨城県稲敷市で公開収

録を行って，地方在住のファンとも触れ合い，幅

広い聴取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，札幌局，仙台局

『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

『松尾潔のメロウな夜』 新
水（最終除く） 23:00～00:00

第 1 回10.3.31／EXILE，平井堅などのプロデュ

ースで知られる音楽プロデューサー・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，松尾

の豊富なブラックミュージックの知識を基にした

軽妙なトークとともに紹介する。／出演：松尾

潔／エンターテインメント番組部

『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』
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

エストに応えた。また，金曜は「ミュージックラ

イン・トレジャーズ」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」を放送した。／DJ：鮎貝健／エンターテ

インメント番組部，NEP

『名演奏ライブラリー』 新
土　09:00～10:57

第 1 回10.4.4／音楽評論家・諸石幸生の解説で

クラシック音楽の名演奏を主にレコード・CD音

源で聴く番組。音楽評論家・黒田恭一の解説で

1993年度から2009年度まで放送し好評を博した

{20世紀の名演奏』の後継として放送を開始。毎

回 1人のアーティストを取り上げ，歴史に残る名

録音を紹介した。／音楽・伝統芸能番組部

『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，09年度に引き続き，ハイドンの作品を年

代順に聴くシリーズを放送。毎月最終週は「私の

再 

再 

再 

再 

再 
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試聴室」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。10年度は大阪局（管内派遣を

含む）で 8 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』
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』
日（最終） 23:00～00:00

金　10:00～11:00
第 1 回97.4.3／10年度より月 1 回の放送。より

内容の充実を図った。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と紹介する番組。／DJ：古

閑裕／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32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

『ワールドミュージックタイム』
月　00:00～01:00
月　10:00～11:00

第 1 回00.4.2／10年度は日曜朝の番組より日曜

深夜へ変更。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

{今日は一日“戦後歌謡”三昧』
4.29／12:15～18:50，19:20～22:45

「昭和の日」という節目に日本の流行歌の来し

方行く末を考え，失ってはならない名曲の数々を

リクエストと共に送った。番組独自の企画を織り

交ぜながら構成。／司会：立川志らく，加賀美幸

子／ゲスト：玉木正之／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.11） 04.29～30，05.01～02／23:00～01:00
（Vol.12） 04.29～30，08.09～13／21:10～22:45

08.16～20／16:00～17:35
（Vol.13） 04.29～30，12.24／19:30～21:00

12.25～26／19:20～21:00
（Vol.14） 04.29～3003.26～27／14:00～16:00
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.11から14まで合わせて14

回放送した。／ディスクジョッキー：船守さちこ

／ゲスト：中村あゆみ，KAN，デーモン閣下，

槇原敬之（以上Vol.11），高見沢俊彦，鈴木雅之，

大黒摩季，THE・BOOM，渡辺美里（以上Vol.

12），久保田利伸，GAMOとNARGO（東京スカ

パラダイスオーケストラ），岡本真夜（Vol.13），

つんく♂，鈴木雅之（Vol.14）／エンターテイン

メント番組部

{君の思いを受け止めた！～青春リアル・スピン
オフ』

5.02／01:00～03:00
{青春リアルスピンオフ・夏も君の思いを受け止
めた！』

8.22／01:00～03:00
教育テレビ『青春リアル』に寄せられた視聴者

からのお便りを，できるだけカットせずたくさん

紹介する生放送番組。テレビとラジオが連動する

ことで，新しい視聴者参加の形を考えた。11年 4

月からは定時化。／青少年・教育番組部

{今日は一日“ラ・フォル・ジュルネ”三昧』
5.03／12:15～22:00

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。10年のテーマ

はショパン。複数のホールで次々と行われる演奏

と共に，コンサートを終えた演奏家をゲストとし

て招いてのトークも交えて放送。／司会：岩槻里

再 

再 

再 
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子アナ／解説：野本由紀夫（玉川大学准教授）／

リポート：東涼子（フリーアナウンサー）／演

奏：ウラル・フィルハーモニー管弦楽団，アブデ

ル・ラハマン・エル・バシャ，アンヌ・ケフェレ

ック，ジャン・フレデリック・ヌーブルジェ，仲

道郁代，小山実稚恵ほか／ゲスト：ルネ・マルタ

ンほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{きたやまおさむの九大ファイナルレクチャー』
05.03，10／23:00～00:00

（ 2 本シリーズ）「きたやまおさむのレクチャ

ー＆ミュージック」を九州大学の講堂から学生を

対象に公開収録。内容は，きたやまおさむの九州

大学退官記念「ファイナル・レクチャー」。テー

マは「遊ぶことと学ぶこと」「大学生活の楽しみ

方」。／出演：きたやまおさむ，黒崎めぐみアナ，

赤星文江，行徳伸彦，稲永要／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

{第78回日本音楽コンクール受賞者発表演奏会』
5.04／07:20～09:10

東京オペラシティで行われた，第78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：中辻小百合，バイオ

リン：青木尚佳，尾池亜美，ピアノ：伊藤伸，ト

ランペット：稲垣路子，クラリネット：田中香織，

ソプラノ：佐藤康子／音楽・伝統芸能番組部，N

EP

{セッション2010 未発表音源セレクション』
5.04／21:00～22:45
8.15／23:00～01:00

毎週木曜「セッション」の公開収録時，観客の

アンコールに応えて演奏された「アンコール」曲

集。これらは再放送音源ではなく，実際に「エク

ストラ」として演奏され，本放送には入らなかっ

た貴重なもの。言わば「未発表音源集」である。

／司会：濱中博久アナ／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{今日は一日“帰ってきたアニソン”三昧』
05.05／09:20～11:50，12:15～18:50

19:20～22:45，23:00～01:00
リスナーからのリクエストを中心に「アニソ

ン」を放送。子供から大人までが楽しんだ。番組

ホームページへのアクセスが1,200万，リクエス

トメール13万，ツイッターのハッシュタグで世界

一位になるなど，記録的な番組だった。／司会：

緒方恵美，藤崎弘士アナ，丹下桜，榎本温子／ゲ

スト：水木一郎，畑亜貴，中田敦彦，スフィア／

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』
06.18，25，10.15，22／11:00～11:50
06.19，26，10.16，23／05:00～05:50

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。10年度は 2 回

(和歌山県日高川町，茨城県稲敷市）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，水戸局，和歌山局

{MJ presents ラジオPerfume』
8.01／21:30～23:00

MJのナビゲーターをつとめるPerfumeが自ら

選曲をし，聴取者の質問に応えるMJのスピンオ

フラジオ番組。／エンターテインメント番組部

{ミュージックラインスペシャル～サマーミーテ
ィング・夏の出会い！そばにおいでよ！』

08.06／19:30～22:00
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

受け展開した。／出演：平原綾香ほか／司会：鮎

貝健／エンターテインメント番組部，NEP

{今日は一日“プログレ”三昧』
08.08／12:15～18:50，19:20～01:00

1970年代に一世を風
ふう

靡
び

したプログレッシブ・ロ

ックを特集。リスナーからのリクエストに応える

などで約80曲を紹介。また，スタジオ生ライブも

放送。／司会：山田五郎，宮本愛子アナ／ゲス

ト：清水義央，関根史織，岩本晃市郎，mito，

ALTERED STATESほか／音楽・伝統芸能番組

部

{まろのSP日記』
08.09～13／18:00～18:50
01.02／19:20～22:00

「まろ」の愛称で親しまれているNHK交響楽

団コンサートマスターの篠崎史紀さんをナビゲー

ターにして，浜松音楽ライブラリー所蔵の 1 万

6,000枚のSPコレクションから選
よ

りすぐりの名盤

を紹介する音楽番組。蓄音機で聴く音を再現する

ため，蓄音機のスピーカーから出る音を再度マイ

クで拾って放送に出すなど，蓄音機の音質に限り

なく近づける工夫をした。また， 1月の放送はス

タジオ公開録音で行い，蓄音機の生の音を体験し

再 
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てもらう機会とした。／出演：篠崎史紀（NHK

交響楽団第一コンサートマスター）ほか／音楽・

伝統芸能番組部，NEP

{石丸幹二のシアターへようこそ』
08.11／00:00～01:00
01.01／22:00～23:00

ミュージカル俳優・石丸幹二がパーソナリティ

ーを務める音楽番組。ミュージカルナンバーやス

タンダードの名曲，またクラシックをベースにし

たクラシカル・クロスオーバーといったジャンル

の音楽を， 8月と 1月の 2回に渡り，たっぷり届

けた。／出演：石丸幹二／エンターテインメント

番組部

{エレクトロニカの世界』
08.12～14／00:00～01:00

電子音楽の旗手・渋谷慶一郎とプログレ好きで

有名な俳優・高嶋政宏とのツインナビゲートで，

近年注目を集めている音楽ジャンル「エレクトロ

ニカ」の世界の魅力に迫る音楽番組。テクノロジ

ーの進歩とともに進化している音楽を，初心者に

も聞きやすい語り口で紹介した。うち一夜は公開

収録とし，参加者を囲んで509スタジオの四隅に

スピーカーを設置するなど新しい試みを行った。

／出演：渋谷慶一郎（作曲家），高嶋政宏（俳優），

evalaほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{世界の快適音楽セレクション　夏休みスペシャ
ル』

08.14／07:15～11:50
夏スペシャルのテーマは「クールでホットな音

楽」。ゴンチチと毎回交代で選曲を担当している

選曲者たちが一堂に会し，夏になると聴きたくな

る納涼感あふれる，とっておきの快適音楽を紹

介。／出演：ゴンチチ，藤川パパQ，湯浅学，渡

辺亨／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{アラフォー蠶～あの日　聞こえてきた音楽は…
今も輝いている』

08.14／12:15～18:50，19:20～22:00
FM放送開始から40年の昨年，生放送した『ア

ラフォー』の第 4 弾。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：船守さちこ，新垣里沙（モ

ーニング娘。）／スタジオゲスト：いとうあさこ，

桜井賢（THE ALFEE），根本要（STAR

DUSTREVIE）／エンターテインメント番組部

{AKB48の“わたしたちの物語”』
08.14／22:00～23:00

AKB48が，自身で作ったストーリーを自分た

ちで演じるラジオドラマ。前田敦子，大島優子が

作った物語をそれぞれが主演し，ほかにもAK

B48のメンバーがさまざまな役柄で出演。／エン

ターテインメント番組部

{みんなの洋楽　歌詞からの贈り物』
8.14／23:00～01:00

英語の歌だから歌詞の内容はよくわからない

…。日本ではこれまで「洋楽」は歌詞が重視され

なかった。 どんな内容の歌で，どんなきっかけ

で作られたのか，歌に隠されたビハインド・スト

ーリーを織り交ぜながら，歌詞のストーリーをリ

スナーの人生と重ね合わせたり，勇気をもらった

りと，歌詞に着目して新しい「洋楽」の魅力を探

った。／出演（DJ）：山本さゆり／音楽・伝統

芸能番組部，NEP

{今日は一日“フュージョン”三昧』
08.15／12:15～18:50，19:20～23:00

1970年代から80年代を中心にブームとなった

[フュージョン」。生演奏の温かみやハイテクニ

ックのスリリングさ，そしてジャズだけでなくロ

ック，ソウル，ファンクなどのエッセンスが楽し

めるフュージョンの醍
だい

醐
ご

味をタップリ放送。／司

会：ルーシー・ケント／ゲスト：熊谷美広，渡辺

香津美／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{真夏の夜の偉人たち』
08.16～20／21:10～23:00
08.23～27／16:00～17:50

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。／出

演：立川談志，北原照久，千住明，嵐山光三郎／

音楽・伝統芸能番組部，NEP

{クロスオーバーイレブン2010夏』
8.16～20／23:00～00:00

夏休みに 5日間限定で新作を放送。今回は脚本

家の矢島正雄が，人生の折り返し地点を過ぎた大

人たちのほろ苦くも甘酸っぱい物語を書き下ろし

た。選曲は長年にわたり携わってきた小倉エージ

と大伴良則が担当。／出演：津嘉山正種／音楽・

伝統芸能番組部，NEP

{ウィークエンドサンシャイン　サマースペシャ
ル』

8.21／07:15～11:50
こだわりの選曲で定評のあるブロードキャスタ

ー・ピーター・バラカンが，夏の 1日，地球上を

一筆書きの線で結ぶようなイメージを思い描きつ

つ，選
よ

りすぐりの音楽を紹介してゆく「拡大版」。

／出演：ピーター・バラカン，久保田麻琴，サラ

再 
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ーム海上，関口義人，中村安希／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{名曲リサイタル　生放送！夏休み親子スペシャ
ル』

08.21／19:20～21:00
公開収録番組『名曲リサイタル』をNHK放送

センター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に会場参加

も交えたセッション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：奥村愛，

プリムローズ・マジック，渡邊一正，東京フィル

ハーモニー交響楽団，山闢バニラ（活弁士）／音

楽・伝統芸能番組部

{ふるさと民謡夏列島2010』
08.22／12:15～14:00

民謡の懐かしい響きを聴きながら暑さを吹き飛

ばす夏の特集。ふれあいホールで公開収録を行っ

た。／出演：藤堂輝明，山本謙司，成世昌平，早

坂光枝，小杉真貴子ほか／司会：サヘル・ローズ

(タレント），稲塚貴一アナ／音楽・伝統芸能番

組部

{MJ presents ラジオ水樹奈々』
08.22／21:30～23:00

MJのナレーションをつとめる水樹奈々が自ら

選曲をしたり，聴取者の質問に応えるMJのスピ

ンオフラジオ番組。／エンターテインメント番組

部

{特集・ヨーロッパ夏の音楽祭2010』
8.23～27／19:30～21:10

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。／

グラナダ国際音楽祭，ラインガウ音楽祭，ハレ・

ヘンデル・フェスティバル，プロムス2010／司

会：新井鏗子／ゲスト：高木和弘，三澤寿喜，藤

岡幸夫／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{特集・東京JAZZ2010』
9.05／11:00～23:00

アジアのジャズフェスティバルとしては随一の

規模を誇る東京ジャズ。今年 9回目を迎え 9月に

開催。国内外から一流のアーティストが集結した。

／司会：濱中博久アナ／ゲスト：児山紀芳（ジャ

ズ評論家）／出演：ジョシュア・レッドマン，ロ

ン・カーター，オマー・ハキム，寺久保エレナほ

か

{今日は一日“浜松アーカイブス”三昧』
10.10／12:15～18:50，19:20～23:00
10.11／12:15～18:50，19:20～22:45

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，実に約34万

枚のレコードが保管されている。2日間にわたり，

クラシック編，軽音楽編として，これらの「アナ

ログ盤」の音楽を放送。／司会：矢口清治，つの

だ☆ひろ／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{第79回日本音楽コンクール・最終予選』
10.11～15／07:20～09:15

第79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，フルート，オーボエ，バイオリンの 5部

門。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{BEGINと島の歌仲間』
10.24／14:00～18:00

「涙そうそう」「島人の宝」などのヒット曲で

知られる，石垣島出身のBEGINが10年にデビュ

ー20周年を迎えた。幅広い世代から愛される彼ら

の魅力と足跡を，沖縄放送局から 4時間の生放送

で伝えた。局のスタジオからBEGINが生トーク。

またロビーに集まった250人の観客を前に生ライ

ブも行なった。／出演：BEGIN／進行：荒木美

和アナ／エンターテインメント番組部，沖縄局

{NHK音楽祭2010』
10.24／18:00～21:00
11.06／16:00～18:50
11.10／19:00～21:20
11.25／19:00～21:10
12.28／07:20～09:30

12.29～31／07:20～09:20
8 回目を迎えたNHK音楽祭から，「偉大なるド

イツ三大B」全 4回を，NHKホールから生中継放

送。／（第 1夜）アーノンクール指揮ウィーン・

コンツェントゥス・ムジクス　バッハ「ミサ曲ロ

短調」，（第 2 夜）プレヴィン指揮NHK交響楽団

ブラームス「交響曲第 3番・第 4番」，（第 3夜）

メータ指揮イスラエル・フィルハーモニー管弦楽

団　ベートーベン「交響曲第 6番・第 7番」，（第

4 夜）ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハー

モニー管弦楽団　ベートーベン「交響曲第 5番」

ほか／音楽・伝統芸能番組部

{第77回NHK全国学校音楽コンクール～全国コ
ンクール』

（小）10.30／12:15～13:20
（中）10.30／13:20～14:40
（高）10.30／14:40～16:00

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

再 

再 
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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

{とことんアニソン大辞典』
11.09～13，16～20／00:00～00:50

ラジオ版の「ウィキペディア」，テーマは「ア

ニソン」。知識，情報，個人的解釈，分析etc.を

リスナーからメールで寄せてもらって紹介。音楽

をベースに，知識をプラスした，耳で聴く「アニ

ソンの大辞典」。／司会：緒方恵美，水瀬いのり

／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{第79回日本音楽コンクール・本選会』
11.11～12，15～18／19:30～21:10

第79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，フルート，オーボ

エ，声楽，ピアノ，バイオリンの 6 部門。／音

楽・伝統芸能番組部

{今日は一日“90年代テレビドラマ主題歌”三
昧』

11.20／12:15～18:50，19:20～22:00
トレンディドラマ黄金時代を迎えた1990年代初

頭からの10年間に絞って，その主題歌をたっぷり

とお届けした。選
よ

りすぐりの名曲を90年代の文化

と共に振り返った10時間。／司会：黒崎めぐみア

ナ／ゲスト：熊田曜子，シルク／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{今日は一日“ハードロック・ヘビーメタル”三
昧蠱』

12.23／12:15～18:50，19:20～22:45
07.10.8と09.5.6に実施・放送し，大好評だった

{今日は一日“ハードロック・ヘビーメタル”三

昧』の第三弾。7,000通を越えるメールを集め，

2010年を轟
ごう

音とともに締めくくった。／司会：松

本和也アナ／ゲスト：伊藤正則／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{バイロイト音楽祭2010』
12.24／21:00～00:20
12.25／21:00～01:00
12.26／21:00～01:25

12.27，29／21:00～02:00
12.28／21:00～00:55
12.30／21:00～01:45

10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」「ローエングリン」「パルシフ

ァル」／司会：三澤洋史（合唱指揮者）／ゲス

ト：広瀬大介（音楽評論家）／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

{世界の快適音楽セレクション　2010冬休みス
ペシャル』

12.25／09:00～11:50
“世界の冬休み”をテーマに，年の瀬，新年を

祝う世界中の快適な音楽を探求。また，音楽ソム

リエ・コーナー・スペシャルでは拡大版として，

リスナーの心の悩みなどに，効果てきめんな音楽

を「処方」。／出演：ゴンチチ，藤川パパQ，湯

浅学，渡辺亨／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{ラジオマンジャック・クリスマスSP』
12.25／14:00～18:00

過去 5年にわたってクリスマスにスペシャル放

送してきた「ラジオマンジャック」。10年度から

はレギュラー化しているが，12月25日は枠を広げ

た特集を放送。／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，オ

ノヨーコ，サラ・レクター，サリナ・ジョーンズ

／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{第64回全日本学生音楽コンクール　全国大会』
12.27／14:00～18:00

横浜みなとみらいホールで行われた第64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

{真冬の夜の偉人たち』
12.27～28／19:30～21:00

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。／出

演：小宮悦子，大伴良則，藤あや子，村松友視／

音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“カントリー”三昧2010』
12.29／12:15～18:45

アメリカで大人気を博しているCMAアウォー

ド2010のもようと，熊本で毎年行われ22回目を迎

えるライブイベント「カントリーゴールド」の音

源を中心に，日本で人気のカントリーからアメリ

カでホットなニューカントリーまで幅広く紹介。

／司会：ルーシー・ケント／ゲスト：グッチ裕

三，松田武久，チャーリー永谷／音楽・伝統芸能

番組部，NEP

{セッション2010 未発表音源セレクション
冬』

12.30／12:15～14:00
毎週木曜『セッション』の公開収録時，観客の

アンコールに応えて演奏された，「アンコール」

曲集。これらは再放送音源ではなく，実際に「エ

クストラ」として演奏され，本放送には入らなか

FM：特集番組
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った貴重なもの。言わば「未発表音源集」である。

／司会：濱中博久アナ／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{プレイバック東京JAZZ2010』
12.31／12:15～18:45，19:20～01:00

アジアのジャズフェスティバルとしては随一の

規模を誇る東京ジャズ。10年は， 9 回目を迎え 9

月に開催。国内外から一流のアーティストが集結

した。 9月に放送しなかった音源を含めての「プ

レイバック」。／司会：濱中博久アナ／ゲスト：

児山紀芳（ジャズ評論家）／音楽・伝統芸能番組

部，NEP

{名演奏ライブラリー・スペシャル』
1.01～03／09:10～11:00

定時番組『名演奏ライブラリー』の新春企画と

して，11年にメモリアル・イヤーを迎えるクラシ

ック演奏家たちの名演奏を特集で放送した。／第

1 回：カール・ベーム／第 2 回：ケンプ，ゼルキ

ン，アラウ／第 3回：カール・リヒター／解説：

諸石幸生（音楽評論家）／音楽・伝統芸能番組部

{新春！民謡列島2011』
1.01／12:15～14:00

ふれあいホールで公開収録を行い，年の初めに

ふるさとの香りあふれる民謡をたっぷりとお届け

した。／出演：原田直之，高橋キヨ子，成世昌平，

藤みち子ほか／司会：山川恵里佳（タレント），

稲塚貴一アナ／音楽・伝統芸能番組部

{土曜日レディ　お正月スペシャル』
1.01／15:00～18:45

「土曜日レディ」 1月 1日放送分はお正月スペ

シャルとして，『サタデーワイド』の放送枠すべ

てを使っての拡大版。レギュラー・コーナーとと

もに，14年に渡ってFMリスナーに愛され，10年

3 月に惜しまれながら幕を閉じた『サタデーホッ

トリクエスト（サタリク）』を新年最初の土曜日

…元日に復活させるコーナーも交えて進行。／司

会：杏子／ゲスト：ヒロシ，AKINAほか／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，DJを

つとめる正月特番。坂本龍一VS○○○という図

式を踏襲し，さまざまな音楽家と丁々発止の演奏

を展開。／出演：坂本龍一，大友良英，菊地成孔，

大谷能生，ASA－CHANG，やくしまるえつこ／

エンターテインメント番組部

{オーケストラ・エキゾチカ～アジアのオーケス
トラの魅力』

1.02～03／12:15～14:00
10年10月に文化庁芸術祭主催公演として行われ

たオーケストラ公演「アジア・オーケストラ・ウ

ィーク」から，レンギム・ギョクメン指揮トルコ

国立大統領交響楽団，ク・ジャボム指揮クァンジ

ュ（光州）交響楽団（韓国）のコンサートを放送。

個性豊かなアジア・オーケストラ・サウンドを紹

介した。／司会：坪郷佳英子／解説：岡山尚幹

(日本オーケストラ連盟顧問）／音楽・伝統芸能

番組部

{ウィークエンドサンシャイン　ウィンター・ス
ペシャル』

1.02／15:00～18:50
8 月に放送した「サマー・スペシャル」の第 2

弾。前回放送することができなかった，中央アジ

ア，ロシア，西ヨーッロッパ，オセアニアなどを

中心に，地球上を一筆書きの線で結んで世界を一

周しながら，各地の選
よ

りすぐりの音楽を紹介。／

出演：ピーター・バラカン，板垣真理子，ケペル

木村／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{AKB48の“わたしたちの物語”』
1.02／22:00～23:00

AKB48が，自身で作ったストーリーを自分た

ちで演じるラジオドラマ。今回は，高橋みなみ，

河西智美，宮澤佐江が作った物語をそれぞれが主

演し，ほかにもAKB48のメンバーがさまざまな

役柄で出演。／エンターテインメント番組部

{ネクスト　K－POPS』
1.02／23:00～01:00

10年のK－POPシーンを振り返りつつ，11年に

活躍が期待される次世代アーティストの最新情報

と状況をいち早く紹介。／司会：みんしる，古家

正亨／出演：U-KISS，2PM／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

{特集オーディオドラマ～雪姫　遠野おしらさま
迷宮』

01.03／21:00～22:00
日本人の心の原風景を描いた『遠野物語』の世

界を，今を生きる女性の視点で甦
よみがえ

らせる幻想的な

オーディオドラマ。都会に住む孤独な女性・雪
ゆ

姫
き

が，古民家を相続することになり，岩手・遠野の

地を初めて訪れる。相続の条件は，家の「おしら

さま」を祭ること。それは，封印された百年の秘

密を解く魂の道行きとなる…。母，祖母，そして

先祖から連綿とつながる生を見つめ直すファンタ

ジックな物語。／出演：渋谷はるか，樹木希林，

FM：特集番組
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大門真紀，石川由依，多田直人ほか／ドラマ番組

部

{岡田惠和　今宵、ロックバーで　～ドラマな
人々の音楽談義』

001.03／22:00～23:00
ロックを中心に洋楽にも造詣の深い脚本家・岡

田惠和によるトーク＆音楽番組。11年 4 月からの

{連続テレビ小説』「おひさま」の脚本も担当す

る岡田さんが，同ドラマに出演予定の女優・原田

知世を迎えて放送した年始の特集番組。幼少時に

よく聴いた久保田早紀の「異邦人」のエピソード

ほか，彼女がこれまでに影響を受けた音楽と原田

自身の作品，そして当時のエピソードなどを脚本

家ならではの目線でじっくりと聞いた。／出演：

岡田惠和，原田知世／エンターテインメント番組

部，NEP

{クロスオーバーイレブン2011新春』
01.03～07／23:00～00:00

お正月に 5日間限定で新作を放送。今回は往年

の『クロスオーバーイレブン』でレギュラーの作

家だった藤井清美が，日々のなにげない出来事を

拾い上げて夫婦や親子の心のふれあいを描いた。

選曲は同じく長年にわたり携わってきた小倉エー

ジと大伴良則が担当。／出演：津嘉山正種／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39回定
期演奏会から』

01.10／16:00～17:00
03.26／17:00～18:00

11月27～28日，東京オペラシティ・コンサート

ホールで開かれた，NHK東京児童合唱団の第39

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 9曲の演奏

で，児童合唱の魅力を伝えた。／青少年・教育番

組部

{U－18ユーガタM塾スペシャル～同窓会編』
01.10／17:00～18:50

毎週土曜に放送している『サタデーワイド～

U－18 ユーガタM塾』を「卒業」した塾生が集

まり，当時の思い出や放送後の周囲の反応，また

自分の中での変化，影響などを座談会形式で語っ

た。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{新しい日本の歌』
02.11／10:00～11:00

10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・ウィズ・フレンズ　塩谷哲と音楽仲間
たち2011』

02.11／21:10～22:45
ピアニストで作・編曲家の塩谷哲が，日頃から

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月に中野サンプラザで収

録）のもようを紹介する特別番組。／ゲスト：矢

井田瞳，佐藤竹善ほか／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，N

EP

{セッション2011』
02.13／23:00～00:00

横浜新放送会館完成記念のため，横浜局で公開

収録。／司会：濱中博久アナ／出演：ファイブ・

キャッツ／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{今日は一日“なつかしのアイドル”三昧
2011・春』
3.20／12:15～14:00，16:55～18:50，19:30～23:00
07年 8 月の第 1 弾，09年 8 月の第 2 弾に続き，

FM波の人気企画『今日は一日○○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76曲をオンエア。東日本大震災直後の放

送ながらメールは約720通，ホームページへのア

クセスは約 4万件以上と好評を博した。／司会：

藤井彩子アナ／ゲスト：南野陽子，西田ひかる，

新田恵利，城之内早苗，生稲晃子，岩崎良美，井

森美幸，山瀬まみ／エンターテインメント番組部

{今日は一日“大滝詠一”三昧』
03.21／12:30～15:00，15:50～18:50

19:30～22:45，23:00～00:00
日本のロックの開拓者，また多岐に渡る音楽ク

リエイターである大瀧詠一の作品を，とことん探

求した。／司会：黒崎めぐみアナ／ゲスト：亀淵

昭信／音楽・伝統芸能番組部，NEP

{アンサンブルの楽しみ～第49回全国学校合奏
コンクールから』

03.26／13:00～14:00
日本教育音楽協会が主催する小学校・中学校・

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49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78回NHK全国学校音楽コ
ンクールにむけて』

03.26／16:00～17:00
第78回NHK全国学校音楽コンクールの課題曲

再 

FM：特集番組
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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

ワ ン セ グ 2
『世界珍百景』 新

ワンセグ2 木　12:30～12:35
金　01:00～01:05
土　10:35～10:40

BS1 水　15:20～15:25
第 1 回10.4.8／BS1『地球アゴラ』のスピンオ

フ番組。世界各国に住む日本人が送ってくる「驚

きの風景」「不思議な習慣」などの映像を 5 分に

まとめた番組。旅行ガイドに決して載らない，現

地日本人がそっと教えるお国柄，とっておき映像

で世界の広さを楽しめる。若い視聴者をBSへ誘

う役目も担う。／案内：首藤奈知子アナ／衛星放

送センター，NEP

{モバイル週間ニュース』 新
土　10:50～11:00

12:50～13:00，13:50～14:00
17:50～18:00，19:45～19:55

第 1 回10.4.10／「携帯で10分，今週がわかる」

をコンセプトに，10年度から放送を開始したワン

セグ 2の独自ニュース番組。 1週間のニュースを

{ニュース 7』や『おはよう日本』などのニュー

ス番組での放送時間やインターネットのニュース

サイトのアクセスなどを踏まえて，番組独自の視

点でランキングして届けた。今週のランキングと

共に，気になるニュースのことばなどを解説する

[ピックアップ・キーワード」や一押し映像を紹

介する「モバ週インパクト」など，テンポよく 1

週間を凝縮して伝えた。10年度は，40本制作。番

組ホームページに，ランキング 1位から 3位やキ

ーワードなどを，映像を掲載して紹介するなど，

3-Screens展開にも力を入れている。／キャスタ

ー：小郷知子・久保田祐佳アナ／テレビニュース

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 日をもって，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）と連動しない「独立型」と，本線番

組と関連した内容を同時に放送する「連動型」に

分けられる。さらに，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，「連動型」の一形態と

して，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『土砂災害

警戒情報』『竜巻注意情報』を随時放送した。地

方自治体や国土交通省が配信する共通フォーマッ

トTVCMLを利用した『河川水位情報』を新潟，

和歌山，九州各県，香川で順次開始した。

特集番組では，『NHKオンライン15周年』を記

念したデータ放送コンテンツをインターネットと

連携して放送した（10.6～11.29）。また，『第61回

NHK紅白歌合戦』では視聴者参加の双方向型デ

ータ放送を実施した。2010FIFAワールドカップ

南アフリカ大会に際しては，大会関連情報のほか，

試合経過・結果をリアルタイムで伝えた。

デジタル教育テレビのデータ放送は 4月に編成

を一新し，アニメ番組に連動したサービスや，子

どもたちがITメディアの上手な使い方を学べる

コンテンツを独立型サービスで放送した。

また，東日本大震災に際しては，デジタル総合

補完放送
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テレビで東北地方や関東地方を中心に各県ごとの

きめ細かい災害関連情報を，教育テレビでは安否

放送と連動した安否情報コンテンツをそれぞれ放

送した。

〔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，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』（地域ごとの編成）

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，『連続テレビ小説』『ためしてガッ

テン』など，おすすめ番組の情報。

○連動型
・大河ドラマ，『連続テレビ小説』『ためしてガッ

テン』『サラリーマンNEO』『祝女』『アルクメ

デス』『世界ふれあい街歩き』

○双方向型
・『あさイチ　スゴ技Q』

（2）デジタル教育テレビジョン
○独立型
・『インターネット＆ケータイ　あんしんナビ』

( 6 月～）インターネットや携帯電話の安全で

便利な使い方を子どもたちが楽しみながら学

ぶ。

・『アニメ　バクマン。』（10月～）番組紹介のほ

か，視聴時間に応じてアニメマイルがたまり，

それに応じてデータ放送独自の特典映像などを

見ることができる。

・『今週のおすすめ番組』

教育テレビのおすすめ番組を紹介。

・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
・『アニメ　バクマン。』

（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

を全国の放送局で開始した。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』『Jリーグ』『大リーグ』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

供した。また，緊急時の『地震・津波情報』など

を随時放送した。

教育テレビでは，一部の時間帯でワンセグ独自

サービス『NHKワンセグ 2 』を編成し，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た。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』『円

と株～経済情報』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。視聴

者参加の双方向型データ放送番組は，特集番組と

して『恐竜ミステリーツアー』（8.1），『BSデジタ

ル号がゆく！』（9.4～5），『第61回NHK紅白歌合

戦』（12.31）などを放送した。

また，東日本大震災に際しては，BS2の安否放

送と連動した安否情報コンテンツを放送した。

〔定時番組の概要〕
○独立型
・『ニュース』（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，Jリーグ，大リーグなどの

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』

補完放送
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医療や健康に関する情報や知識などを分かりや

すく紹介。

・『hiステーション』

デジタル衛星ハイビジョンの番組紹介と関連情

報。

○連動型

・大河ドラマ，『連続テレビ小説』『世界ふれあい

街歩き』『にっぽん釣りの旅』『世界史発掘！時

空タイムス編集部』

（このほかのデータ放送番組名は資料編⇒p.740）

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

10年度は，目次，ニュース，番組情報を含め16

番組と，『パキスタン洪水災害救援金の受付』

{NHK歳末・海外たすけあい』『東日本大震災義

援金の受付』などの特別番組を放送した。

2 ．字幕放送

10年度は，総合，教育，デジタル衛星ハイビジ

ョン，衛星第 2を合わせて，263番組・週262時間

30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09年度増減時間）

は以下のとおり。

総合 94時間12分（＋12時間26分）

教育 63時間11分（＋ 7時間36分）

DHV 47時間36分（－ 4分）

BS2 57時間31分（＋ 2時間34分）

完プロ（収録）番組は，定時番組以外は夏，冬

の特集編成，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『スタジオパー

クからこんにちは』（総合・月～金・13:05），『お

元気ですか　日本列島』（総合・月～金・14:05），

{ニュース　深読み』（総合・土・8:45，1.15～）

で開始したほか，10年度のビッグイベントである

{2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会』

(6.11～7.12）で積極的に取り組んだ。日本戦を

中心に14試合（総合・20時台，23時台）と，開幕

特番，総集編でも実施した。

定時番組の生字幕は，『クローズアップ現代』

{特報首都圏』『NHK歌謡コンサート』『大相

撲』に付与した。スポーツ中継では，『プロ野

球』（一部），『MLBアメリカ大リーグ』（一部）

をはじめ，『NHK杯国際フィギュア』『Jリーグス

ペシャル』（3.5），『びわ湖毎日マラソン』（3.6）

に付与したほか，『関東大学ラグビー』『全日本相

撲選手権』（いずれも12.5）で初めて生字幕放送

を実施した。特集番組では『第61回NHK紅白歌

合戦』『わが心の大阪メロディー』『広島平和記念

式典』（8.6），『長崎平和祈念式典』（8.9）などに

付与した。また，11年度の定時化を見据え『ゆう

どきネットワーク』（11.29～12.3）にも 5 日間生

字幕を付与した。

3月11日に発生した「東日本大震災」関連では，

急遽
きょ

生放送となった『福祉ネットワーク』（教

育・月～木・20:00）には 3 月14日以降11本，『き

らっと生きる』（教育・金・20:00）は 3 月18日と

25日，『あさイチ』（総合・月～金・8:15）は 3 月

16日以降12本，『ろうを生きる　難聴を生きる』

(教育・日・19:30）は 3 月20日，『被災者　いま

訴えたいこと』（総合・13:15ほか）は放送開始の

3 月21日から 9 本，『NHKスペシャル』（総合・

日・21:00）は 3 月20日と27日に，生字幕付与を

実施した。

（文字放送・字幕放送の番組名は資料編⇒p.741）

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で実施した。

補完放送


