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1．データ放送

ここでは，総合テレビと教育テレビ，衛星ハイビジョ
ンテレビで，全国向けに随時編成，特集編成した「独立
型データ放送番組」，さらに「番組連動型データ放送を
実施した特集番組」を掲載した。

〔数字は編成した月日〕

1．総合テレビ（12セグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『台風情報』
（ 4号）08.08～13 （ 7 号）08.29～09.03
（ 9 号）09.03～08 （11号）09.15～19
（12号）09.23～26 （14号）10.25～31

『大雨情報』 05.21～25，06.17～19，06.24～28
07.10～15，09.08～09

『その他気象に関する情報』
「大雪情報」 01.28～02.01
「暴風・高波情報」 04.13～15，11.26～29
「暴風・高波・大雨情報」 12.02～04，12.21～23
「暴風・高波・雷情報」 11.09～10
「暴風雪・高波情報」

10.25～26，02.05～07，03.09～11
「大雨・雷情報」 07.29～30，8.13～16，10.03～04
「大雨・雷・突風情報」 09.11～13，10.08～10
『地震・津波情報』 （随時）
『菅内閣組閣』 06.04～07
『2010参院選』 07.11～12
『菅改造内閣』 09.17～18
『菅 第 2次改造内閣』 01.14～15
【特集編成した「独立型データ放送」】
『第42回思い出のメロディー』 08.09～21
『NHKオンライン15周年』 10.06～11.29
『坂の上の雲』 12.03～26
『第61回NHK紅白歌合戦』 11.29～01.04
『高校野球　センバツ』 03.13～04.04
『2010FIFAワールドカップ』 05.11～07.15
『高校野球　夏　本大会』 08.06～23
『日本女子オープンゴルフ』 09.30～10.03
『日本オープンゴルフ』 10.14～19
『NHK杯フィギュア』 10.20～11.05
『天皇杯サッカー』 12.26～30，01.01～02
『全国高校駅伝』 01.03～08
『都道府県対抗女子駅伝』 01.16～22
『都道府県対抗男子駅伝』 01.23～29
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『第42回思い出のメロディー』 08.21
『第40回NHK講談大会』 09.12
『NHK東西浪曲特選』 09.20
『浪曲特選』『講談特選』 12.12，01.10
『もうすぐ紅白！生放送スペシャル』 12.21
『第61回NHK紅白歌合戦』 12.31
『初夢か？現実か？2011新春！暮らしの大予想』 01.01

『大リーグ』 04.09，14，05.02，05，14，24，
06.01，19，30，08.22，26，09.07，24

『2010FIFAワールドカップ』
06.14，26，29，30，07.02，03，07

『第43回日本女子オープンゴルフ選手権』 09.30～10.03
『第75回日本オープンゴルフ選手権』 10.14～17
『NHK杯フィギュア』 10.22～23
『全国高校駅伝』 12.26
『都道府県対抗女子駅伝』 01.16
『都道府県対抗男子駅伝』 01.23
2．総合テレビ（ワンセグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『地震・津波情報』 （随時）
【特集編成した「独立型データ放送」】
『SAVE THE FUTURE』 06.14～21
『第61回NHK紅白歌合戦』 11.29～12.31
『大リーグ』 04.03～11.09
『高校野球　センバツ』 03.21～04.02
『高校野球　夏　地方大会』 07.24～8.04
『高校野球　夏　本大会』 08.04～22
『NHK杯フィギュア』 10.15～24
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『第61回NHK紅白歌合戦』 12.31
『プロ野球』 05.01，04，15，29，06.12，19，26，27，

007.03，08.28，09.05，11
『大リーグ』 05.02，05，14，24，06.01，19，30，

08.22，26，09.07，24
『2010FIFAワールドカップ』

06.14，26，29，30，07.02，03，07
『高校野球 夏　本大会（決勝）』 08.21
『NHK杯フィギュア』 10.22～23
『全国高校駅伝』 12.26
『都道府県対抗女子駅伝』 01.16
『都道府県対抗男子駅伝』 01.23

3．教育テレビ（12セグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『テレビクラブ』07.20～08.13，12.13～30，03.22～04.01
『リトルチャロ』 08.23～09.04
『NHK文化祭・日本賞』 10.25～11.08，10.28～11.15
『Nコン』 07.12～10.15
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『リトルチャロ 2 夏特番！双方向クイズで英語の腕だ
めし』 08.29
『バクマン。10の謎を追え！』 12.31

4．デジタル教育テレビ（ワンセグ）
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『高校野球　夏　本大会』 08.21
『バクマン。10の謎を追え！』 12.31
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5．衛星ハイビジョンテレビ
【随時編成した「独立型データ放送」】
『台風情報』
（ 4号）08.08～13 （ 7 号）08.29～09.03
（ 9 号）09.03～08 （11号）09.15～19
（12号）09.23～26 （14号）10.25～31

『大雨情報』 05.21～25，06.17～19，06.24～28
07.10～15，09.08～09

『その他気象に関する情報』
「大雪情報」 01.28～02.01
「暴風・高波情報」 04.13～15，11.26～29
「暴風・高波・大雨情報」 12.02～04，12.21～23
「暴風・高波・雷情報」 11.09～10
「暴風雪・高波情報」

10.25～26，02.05～07，03.09～11
「大雨・雷情報」 07.29～30，8.13～16，10.03～04
「大雨・雷・突風情報」 09.11～13，10.08～10
『地震・津波情報』 （随時）
『菅内閣組閣』 06.04～07
『2010参院選』 07.11～12
『菅 改造内閣』 09.17～18
『菅 第 2次改造内閣』 01.14～15
『京都府知事選』 04.11～12
『鳥取市長選』 04.11～12
『滋賀県知事選』 07.11～12
『和歌山市長選』 08.01～02
『長野県知事選』 08.08～09
『衆院北海道 5区補選』 10.24～25
『福島県知事選』 10.31～11.01
『熊本市長選』 11.07～08
『新潟市長選』 11.14～15
『福岡市長選』 11.14～15
『和歌山県知事選』 11.28～29
『愛媛県知事選』 11.28～29
『沖縄県知事選』 11.28～29
『金沢市長選』 11.28～29
『松山市長選』 11.28～29
『宮崎県知事選』 12.26～27
『山梨県知事選』 01.30～31
『甲府市長選』 01.30～31
『愛知県知事選』 02.06～07
『名古屋市長選』 02.06～07
『北九州市長選』 02.06～07
【特集編成した「独立型データ放送」】
『スター・ウォーズ』 07.17～27
『第61回NHK紅白歌合戦』 11.29～01.04
『2010FIFAワールドカップ』 01.06～07.15
『大リーグ（レギュラーシーズン）』 04.02～11.08
『大リーグ　（オールスター）』 07.13～15
『大リーグ　（ポストシーズン）』 10.06～11.08
『プロ野球』 03.20～11.08
『Jリーグ』 03.05～12.06
『大相撲』

05.07～27（夏場所） 07.11～26（名古屋場所）
09.10～27（秋場所） 11.12～29（九州場所）
01.07～27（初場所） 03.12～29（春場所）

『高校野球　センバツ』 03.13～04.03
『高校野球　夏　地方大会』 06.18～08.04
『高校野球　夏　本大会』 08.04～23
『日本女子オープンゴルフ』 09.29～10.05
『日本オープンゴルフ』 10.13～19
『天皇杯サッカー』 11.17～01.05
『NHK杯フィギュア』 10.20～11.05
『全国高校駅伝』 12.26～01.08
『都道府県対抗女子駅伝』 01.16～22
『都道府県対抗男子駅伝』 01.23～29
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『スター・ウォーズ』 07.17～22
『夏休み特集 恐竜ミステリーツアー ～誕生 繁栄 絶滅
のナゾ』 08.01
『BSデジタル号がゆく！～ブルートレイン　九州一周
の旅』 09.04～05
『第43回日本女子オープンゴルフ選手権』 09.30～10.03
『第75回日本オープンゴルフ選手権』 10.14～17
『NHK杯フィギュア』 10.22～24
『第61回NHK紅白歌合戦』 12.31
『旅はBS 世界ふれあい街歩きスペシャル～イタリア
とっておき』 01.01
『夢の美術館　圧巻！黄金のイタリア芸術』 01.03

2．文字放送・字幕放送

1．テレビ文字放送定時番組
900# NHK目次（000#）
901# NHKヘッドラインニュース
902# ニュース
904# ニューススーパーライン
911# NHKガイド
912# NHKテキスト情報
913# NHK衛星放送　映画・音楽情報
914# 番組みどころ情報
915# ハイビジョンみどころ情報
917# バラエティー生活笑百科
919# NHK世論調査
991# 聴力障害者・イベント情報
992# 字幕番組案内
993# 字幕番組（ドラマ）のあらすじ
994# 人にやさしい福祉情報
995# NHK福祉番組情報

2．字幕放送番組
○定時番組（10年度 4月改定期）
総合テレビ
<新規〉『新・三銃士』『歌うコンシェルジュ～あなた
に番組案内～』『恐竜SFドラマ プライミーバル』『目
撃！日本列島』『日めくり万葉集』『はろ～！あにまる』
{ろーかる直送便』『スタジオパークからこんにちは』
{お元気ですか 日本列島』『すイエんサー』『特報首都
圏』『新感覚ゲーム クエスタ』『イキだね！わたしの東
京時間』『こころの遺伝子～あなたがいたから～』『みん
なでニホンGO！』『ERⅩⅢ 緊急救命室』『ケータイ発ド
ラマ 激螢恋』『オンバト＋』『アニメ 花咲ける青少年』
{特ダネ 投稿DO画』



<継続〉『シリーズ世界遺産100』『絶景 日本の名峰』
{日本の話芸』『美の壺』『先どり きょうの健康』『アジ
アンスマイル』『産地発！たべもの一直線』『月刊 やさ
い通信』『デジタルQ』『NHKニュース おはよう日本』
(一部），『連続テレビ小説～ゲゲゲの女房』『さわやか
自然百景』『週刊こどもニュース』『課外授業 ようこそ
先輩』『小さな旅』『世界遺産への招待状』『みんなの体
操』『スポーツ大陸』『ふだん着の温泉』『三つのたま
ご』『ニュース（正午）』『バラエティー生活笑百科』『ニ
ュース（13:00～13:05）』『笑いがいちばん』『百歳バンザ
イ！』『NHKアーカイブス』『テレビ体操』『それいけ！
民謡うた祭り』『大相撲』『ニュース（16:55～17:05）』
{MUSIC JAPAN』『NHKニュース 7 』『クローズアッ
プ現代』『土曜時代劇』『ダーウィンが来た！～生きもの
新伝説』『鶴瓶の家族に乾杯』『NHK歌謡コンサート』
{ためしてガッテン』『ワンダー×ワンダー』『龍馬伝』
{ニュースウオッチ 9 』『土曜ドラマ』『NHKスペシャ
ル』『ドラマ10』『歴史秘話ヒストリア』『世界ふれあい
街歩き』『追跡！A to Z』（随時），『タイムスクープハン
ター』『名将の采配』『爆笑問題のニッポンの教養』
{SONGS』『サラリーマンNEO』『トップランナー』
{あなたが主役 50ボイス』『大人ドリル』『東京カワイ
イ★TV』『笑・神・降・臨』『ドキュメント20min.』『ミ
ッドナイトチャンネル』（随時）

教育テレビ
<新規〉『NHK短歌』『NHK俳句』『アニメ ペンギン
ズ』『ストレッチマン・ハイパー』『できた できた でき
た』『グラン・ジュテ～私が跳んだ日～』『きれいの魔
法』『すてきにハンドメイド』『アニメ メジャー 6』『ス
ター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』『すイエんサ
ー』『アニメ こばと。』『大科学実験』『チャレンジ！ホ
ビー』『極める！』『中高年のためのらくらくパソコン
塾』『歴史は眠らない』『あなたもアーティスト』『こだ
わり人物伝』『直伝 和の極意』『仕事学のすすめ』『新ビ
バリーヒルズ青春白書』『ETVセレクション』（随時）
<継続〉『テレビ体操』『クインテット』『趣味の園芸
やさいの時間』『趣味の園芸ビギナーズ』『趣味の園芸』
{ざわざわ森のがんこちゃん』『理科 3年 ふしぎだいす
き』『コミ☆トレ』『おはなしのくに』『見えるぞ！ニッ
ポン』『ひょうたんからコトバ』『理科 4 年 ふしぎ大調
査』『理科 5 年 ふしぎワールド』『こどもにんぎょう劇
場』『理科 6 年 ふしぎ情報局』『日本とことん見聞録』
{見える歴史』『時々迷々』『ど～する？地球のあした』
{道徳ドキュメント』『マテマティカ 2 』『わかる国語
読み書きのツボ 5・ 6年』『伝える極意』『アニメ メジ
ャー 5 』『日曜美術館』『きょうの料理』『きょうの料理
ビギナーズ』『住まい自分流』『住まい自分流アルファ』
{まる得マガジン』『日本の話芸』『アニメ 忍たま乱太
郎』『アニメ 忍たま乱太郎選』『アニメ おじゃる丸』
{アニメ おじゃる丸選』『新・三銃士』『海外ドラマ ア
ルフ』『カラフル！～世界の子どもたち』『あしたをつか
め～平成若者仕事図鑑』『中学生日記』『NHKみんなの
手話』『福祉ネットワーク』（随時），『きょうの健康』
{きらっといきる』『ここが聞きたい！名医にQ』『ワン
ポイント介護』『すくすく子育て』『となりの子育て』

{美の壺』『ETV特集』『めざせ！会社の星』『アンコー
ル番組』(随時）

衛星ハイビジョンテレビ
<新規〉『エレメントハンター』『スターウォーズ／ク
ローンウォーズ 2』『GIANT KILLING』『ハイビジョン
ドラマアンコール』『カラフル！～世界の子どもたち』
{ドキュメント20min.』『熱中スタジアム』『熱中人』
{特ダネ投稿 DO画』『星新一 ショートショート』
<継続〉『日めくり万葉集』『美の壺』『連続テレビ小説
～ゲゲゲの女房』『わたしが子どもだったころセレクシ
ョン』『証言記録 兵士たちの戦争』『メジャー』『おじゃ
る丸』『さわやか自然百景』『さわやか自然百景セレクシ
ョン』『ハイビジョン秀作選』（随時），『ハイビジョンセ
レクション』（随時），『カードキャプターさくら』『彩雲
国物語』『今日からマ王！』『アートエンターテインメン
ト 迷宮美術館セレクション』『ドラマ10』『土曜時代
劇』『ごきげん歌謡笑劇団』『龍馬伝』『アインシュタイ
ンの眼』『クラシックミステリー 名曲探偵 アマデウ
ス』『COOL JAPAN』『土曜ドラマ』『にっぽん釣りの
旅』『プレミアム 8 』（随時），『ハイビジョン特集』（随
時），『こんなステキなにっぽんが』『特集＆シネマ ゾー
ン』（随時），『刑事コロンボ』『世界ふれあい街歩き』
{世界ふれあい街歩きセレクション』

衛星第2テレビ
<新規〉『熱中人』『イキだね！わたしの東京時間』『こ
ころの遺伝子～あなたがいたから』『目撃！日本列島』
{みんなでニホンGO！』『デジタルQ』『ここが聞きた
い！名医にQ』『オンバト＋』『笑・神・降・臨』『タイ
ムスクープハンター』『名将の采配』『すイエんサー』
{プレミアム 8 』『ハイビジョン特集』『熱中スタジア
ム』『チャレンジ！ホビー』『中高年のためのらくらくパ
ソコン塾』『あなたもアーティスト』『直伝 和の極意』
{グラン・ジュテ～私が跳んだ日』『きれいの魔法』『す
てきにハンドメイド』『住まい自分流』
<継続〉『ダーウィンが来た！～生きもの新伝説』『こ
んなステキなにっぽんが』『みんなの体操』『さわやか自
然百景』『NHKニュース おはよう日本』（一部），『連続
テレビ小説～ゲゲゲの女房』『鶴瓶の家族に乾杯』
{NHK歌謡コンサート』『歴史秘話ヒストリア』『ため
してガッテン』『にっぽん釣りの旅』『今週の連続テレビ
小説～ゲゲゲの女房』『あなたのアンコール』（随時），
{世界遺産への招待状』『ドキュメント20min.』『課外授
業 ようこそ先輩』『ニュース（正午）』『小さな旅』『美
の壺』『ふだん着の温泉』『産地発！たべもの一直線』
{月刊やさい通信』『バラエティー生活笑百科』『あした
をつかめ～平成仕事図鑑』『トップランナー』『爆笑問題
のニッポンの教養』『SONGS』『めざせ！会社の星』『サ
ラリーマンNEO』『東京カワイイ★TV』『大相撲』（一
部），『蔵出し劇場 ふたりのビッグショー』『クラシック
ミステリー 名曲探偵 アマデウス』『NHKニュース 7 』
{アインシュタインの眼』『海外ドラマ 刑事コロンボ』
{ごきげん歌謡笑劇団』『龍馬伝』『海外連続ドラマ』
{衛星アニメ劇場』『クローズアップ現代』『きょうの料
理』『きょうの料理ビギナーズ』『日本の話芸』『きょう
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の健康』『学校放送番組』（随時）

○夏，冬の主な特集番組
『吉永小百合　被爆65年の広島・長崎』『幻の甲子

園』『NHKスペシャル～終戦特集ドラマ　15歳の志願
兵』『第42回　思い出のメロディー』などの夏の特集番
組や，『スペシャルドラマ　坂の上の雲』『スクープドキ
ュメント　奇跡の生還～チリ鉱山事故・心の軌跡』
{NHKスペシャル～2011 ニッポンの生きる道』『新春
オールスター　なにわ歌の新年会』などの冬の特集番組
に字幕を付与した。


