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けた。／キャスター：堀潤アナ，飯田香織記者，
與芝由三栄アナ／政経・国際番組部，経済部，G
メディア，スポーツ番組部
『BSコンシェルジュ』 新
（前期）G
月 10:05〜10:54
BSP 月 19:00〜19:49
（後期）G
月 10:05〜10:49
BSP 月 18:00〜18:44
第 1 回11.4.4／BS1とBSPの 2 波に生まれ変わ
ったNHK BSの番組の魅力を総合テレビで紹介す
る番組。月曜の朝にその週のBSの一押しをピッ
クアップ。番組ゆかりのゲストを迎え本放送を見
たくなる情報を楽しく提供。後半はその他の見ど
ころ番組をコンパクトに紹介。／司会：永井伸一
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』
土
0:15〜 0:59
第 1 回10.4.4， 最 終 回11.3.25（BS2） ／ 第 1 回
11.4.2（G）／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」，ネットの話題を深堀り討論する
「まぐねったー」
，サブカル最前線の話題を取り
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，柚木
涼香／出演：津田大介／衛星放送センター，ソフ
ト開発センター，NEP
『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。／司会：
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
『NHKアーカイブス』
日 13:50〜15:00
第 1 回00.4.9／アーカイブスが保管する過去の
映像記録や名作番組という NHKの宝 を， い
ま の視点でもう一度見つめ直す，新しい発見に
満ちた番組。／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
「ドラマ “鳥帰る”」
5. 8
4 月に亡くなった女優の田中好子さんをしのん
で，山田太一さん脚本のドラマ 鳥帰る を鑑賞

ここでは，2011年度国内放送 7 波等と国際放送
の番組解説を掲載した。
1 ．記載は①総合テレビ，②Eテレ*¹，③BS1，
④BSプレミアム*²，⑤ラジオ第 1 ，⑥ラジオ第
2 ，⑦FM，⑧国際放送の順とした。
＊ 1 11年 6 月 1 日に「教育テレビ」から変更。
6 月 1 日以前の番組も「Eテレ」で統一した。
＊ 2 11年 4 月 1 日からの新しいチャンネル名。
2．
「定時番組」は，番組名を「アルファベット
順」
「50音順」に記載し，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.564）を参照されたい。
3．
「特集番組」は，主なものを「アルファベッ
ト順」
「50音順」に記載した。
4．
「資料編」に新設した「ジャンル別番組名一
覧」
（⇒p.805）を参照されたい。
5 ．複数の波で放送した番組は，メインの波に掲
載した。再は「再放送」である。
6 ．シリーズものはまとめて，日付順に記載した。
7 ．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

総合テレビ
総合：定時番組
『Bizスポ』
月〜金 23:25〜23:50
第 1 回10.3.29，最終回12.3.30／働き盛りの世代
に 1 日の国内外の経済の動きとスポーツニュース
をコンパクトに届ける番組。震災からの復興，欧
州信用不安，歴史的円高，タイ洪水被害など，大
きな課題に次々見舞われ日本経済の先行きに関心
が高まった11年度，独自の切り口で経済ニュース
の深層をシャープに伝えるとともに，苦境の中で
の企業の新戦略，
消費やビジネスの最新トレンド，
注目のビジネスパーソンへのインタビュー，すで
に市場が動き始めているニューヨークからの最新
の情報や見方など，あすに役立つ情報の発信を続
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語」と「新八犬伝」を，デジタルリマスターで 2
週にわたって放送した。
「あさま山荘事件から40年〜メディアの現在」
2.26
NHKと民放あわせた視聴率が90%近い衝撃の
生中継を，ソーシャルメディアの時代の視点から
改めて視聴した。
『NHK映像ファイル あの人に会いたい』
土
5:40〜 5:50
再月
4:40〜 4:50
第 1 回04.4.11／NHKが保有する映像の中から，
物故者となっている歴史的著名人のインタビュー
を精選し，現代に残されたメッセージを伝えた。／
語り：森山春香アナ／ライツ・アーカイブスセン
ター
『NHK海外ネットワーク』
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。11年度は震災後の日本人と外国人の心の絆，
インド洋大津波からの復興やチェルノブイリ原発
事故後の放射性物質の現状などを伝えた。アフリ
カで独立した南スーダンや9.11同時多発テロから
10年のニューヨーク，ソビエト崩壊20年の節目に
は 2 週にわたりエストニアとモスクワ，総統選挙
を控えた台湾からキャスターが現地報告を行っ
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』
火 20:00〜20:43
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。11年度は「時代の歌こころの歌」
「歌
コン最前線」のほか，
「あしたの笑顔に」コーナ
ーを新設し，時代を越えた名曲から最新曲まで幅
広く紹介した。また，山梨県甲府市，佐賀県佐賀
市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スペシャル』
日 21:00〜21:49
再木
0:15〜 1:04
土
随時
東日本大震災からの復旧・復興，福島第一原発
事故の原因究明を使命にかかげ，
「東日本大震災」
「原発危機」
「日本新生」の 3 シリーズを軸に全
96本中47本を震災関連に振り向けた。大型シリー
ズでは，「ホットスポット」
「未解決事件」
「ヒュ
ーマン」
「日本人と戦争」など。単発では，混乱
する世界情勢や対応を迫られる日本の政治・経済，

黄金の極楽浄土〜中

7.10
東日本大震災で苦闘する人々への希望となった
中尊寺金色堂の世界遺産登録。過去の「国宝探
訪」などをゆかりのゲストと，現地平泉で見つめ
た。
「なでしこジャパン 栄光への道のり」 9. 4
世界一に輝いた女子サッカー・なでしこジャパ
ンのメンバーが，若き日に苦闘する姿を貴重な映
像で振り返った。
「震災半年 仙台平野 “イグネ” を守る」 9.18
東日本大震災で被災した仙台平野。屋敷林と暮
らす人々の豊かな日々を描いた名作ドキュメンタ
リーを，震災から半年，現地仙台で当時の番組の
出演者とともに見つめた。
「ジャズの帝王 マイルス・デイビス没後20
年」
9.25
没後も高い人気を誇るトランペッター，マイル
ス・デイビスの人生に迫った。
「シリーズ わたしが選ぶあの番組」
10. 9，23，30
各分野の第一線で活躍する人たちが人生に影響
を与えた番組を紹介するシリーズ。
「宇宙飛行士・
山崎直子さんが選ぶ 銀河宇宙オデッセイ」
「作
家・森村誠一さんが選ぶ おくのほそ道」「寺島
実郎さんが選ぶ 大河ドラマ・花の生涯」。
「シリーズ原子力」
11. 6，20，23，12.10
NHKが取材した1,300本以上の原子力関連番組
を，科学ジャーナリストの小出五郎さんとともに
フクシマ後の視点で見つめ直す企画。事故前の福
島第一原発でのルポに加え，スリーマイルやチェ
ルノブイリの教訓，地球核汚染など示唆に富む報
告で高い評価を得た。
「中村勘九郎襲名〜父から子へ “鏡獅子三代”」
1.29
歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが勘九郎時代の
『NHK特集〜鏡獅子三代』を襲名直前の息子・
勘太郎さんと視聴。日本の伝統の力を見つめた。
「生涯青春 “カーネーション” 小篠綾子の人
生」
2. 5
『連続テレビ小説〜カーネーション』のモデル
となった小篠綾子さんの実人生をコシノ三姉妹の
肉声も交えて振り返り，大反響を得た。
「シリーズ人形劇」
2.12，19
国民的人気の『連続人形劇』
「プリンプリン物
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害医療が直面したかつてない事態を記録する。／
仙台局，社会番組部
「飯館村〜人間と放射能の記録」
7.23／21:00〜22:13
福島第一原発からは30㎞以上離れていたものの
高濃度の放射能に汚染された福島県飯舘村。汚染
は村民たちから農業を奪い，畜産を壊滅させ，被
曝の恐怖に震える毎日を強いた。そのあげく，事
故から 1 か月以上後になり全村避難を指示され
た。村の消滅という極限の状況下で，村民は何を
考え，どう行動したのか。「見えない敵」放射能
との闘いを強いられた人々の100日間を記録し
た。／文化・福祉番組部，仙台局，大型企画開発
センター，社会番組部
「巨大津波が都市を襲う〜東海 東南海 南海
地震」
9. 1／22:00〜22:49
再 9. 8／ 0:15〜 1:04
東日本大震災後に大きな課題となっているの
が，首都圏から九州にかけて太平洋沿岸部の大都
市を襲うとされる東海・東南海・南海の 3 連動地
震だ。 3 連動地震で何が起きるのか，最新の研究
から検証，どう備えるのか考える。／社会番組部
「巨大津波 知られざる脅威」
9.11／21:00〜21:53
再 9.15／ 0:15〜 1:08
防潮堤を破壊し，大規模な火災を引き起こした
大津波。なぜ備えのあった地域で被害が拡大した
のか，あの日撮影された映像と証言から徹底検証。
命を守るには何が必要なのか。東日本大震災から
半年，
巨大津波の知られざる脅威に迫る。／科学・
環境番組部，社会番組部，社会部
「きこえますか 私たちの歌が〜被災地 のど
自慢」
9.23／19:30〜20:43
再 9.24／10:05〜11:18
震災から半年の 9 月11日に岩手県で開かれた
『NHKのど自慢』
。津波で亡くなった母親の好き
だった歌，原発事故で戻れなくなった故郷を思う
歌…，つらい体験を乗り越え『のど自慢』に参加
した人たちの，歌に込めた思いを見つめる。／東
日本大震災プロジェクト，経済・社会情報番組部，
衛星放送センター，大型企画開発センター，生活・
食料番組部，文化・福祉番組部，青少年・教育番
組部
「孤立集落 どっこい生きる」
11. 6／21:00〜21:58
再12. 8／ 0:15〜 1:13

科学・医療最前線，話題の人物，日本の豊かな自
然と暮らしを見つめる番組など，多彩なラインナ
ップを放送した。／大型企画開発センター
「東日本大震災関連」
「東日本大震災 1 か月 第 1 部〜福島第一原
発事故 出口は見えるのか」
4. 9／19:30〜20:43
東日本大震災から 1 か月。第 1 部では，未だ事
実関係が明らかにならず，予断を許さない福島原
発事故の最新情勢を伝える。／科学・環境番組部，
科学・文化部，社会番組部，大型企画開発センタ
ー
「東日本大震災 1 か月 第 2 部〜生活再建に
何が必要か」
4. 9／21:00〜22:13
再 4.15／ 0:15〜 1:28
東日本大震災からまもなく 1 か月。死者は 1 万
2,000人余，行方不明者は 1 万5,000人に及び，被
害の全貌はいまだ明らかになっていない。生活再
建が進まない被災地の現状を密着リポートし，被
災者を救うために何が必要かを問う。／社会番組
部，大型企画開発センター，仙台局，盛岡局，鹿
児島局
「被災地は訴える〜復興への青写真」
4.23／21:00〜22:33
再 4.30／ 1:15〜 2:48
東日本大震災における復興の基本的な考え方を
示す，首相の諮問機関「復興構想会議」が 4 月14
日に発足した。被災地の人たちを支え，復興への
道筋をつけるために何が必要か。被災地自治体の
首長，復興構想会議委員が討論する。／社会番組
部，大型企画開発センター
「巨大津波 “いのち” をどう守るのか」
5. 7／21:00〜22:13
再 5.12／ 0:15〜 1:28
甚大な被害をもたらした東日本大震災。
あの日，
巨大津波はどのように発生し，海岸に押し寄せた
のか，各地で撮影された映像と証言，研究成果を
基に徹底検証。そして人々は何を考え行動してい
たのか，
命を守るために何が必要なのか考える。／
科学・環境番組部，社会番組部
「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」
7. 2／21:00〜21:50
再 7. 7／ 0:15〜 1:05
東日本大震災による巨大津波に襲われた宮城県
石巻市。医療が壊滅的被害を受ける中，地域20万
人の いのち を一手に支えてきた石巻赤十字病
院。医師たちの 3 か月の苦闘を通じて，日本の災
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津波で孤立した南三陸町の馬場中山集落。行政
の対応が遅れる中，漁業や住まいの復興を目指し
独自の計画を始動した。インターネットで日本中
の支援を結集し困難に立ち向かう。たくましく再
起を目指す集落の 8 か月の記録。／大型企画開発
センター
「原発事故 謎は解明されたのか」
12.27／22:00〜22:49
政府の原発事故調査・検証委員会の中間報告が，
12月26日に公表された。委員長の畑村洋太郎氏と，
委員の柳田邦男氏をスタジオに迎え，中間報告は
何を明らかにし，国民の疑問にどこまで答えるも
のになっているのか検証した。／科学・文化部，
社会部，文化・福祉番組部，科学・環境番組部，
大型企画開発センター
「原発事故 100時間の記録」
3. 3／21:00〜21:58
再 3.11／ 1:05〜 2:03
これまで東電・福島第一原発の事故が原因で死
んだ人はいなかったと言われてきたが，NHKの
取材を通して，避難指示が次々と拡大していった
混乱の中で原発周辺の住民が翻弄され，犠牲とな
った事実が明らかになった。証言を基に事故後
100時間を描きだす。／社会番組部，大型企画開
発センター，政経・国際番組部，広島局，科学・
文化部，福島局
「映像記録 3.11〜あの日を忘れない」
3. 4／21:00〜21:58
再 3.11／ 0:05〜 1:03
3.11の巨大地震は，各地をどのように揺らし被
害を拡大させたのか。大津波襲来までの間，人々
は何を考え行動していたのか。番組では，あの日
撮影された映像を「被災者一人一人の行動と心理
が刻まれた記録」として見つめ直していく。／科
学・環境番組部，社会番組部，社会部，制作・回
線部，盛岡局
「“同日同時刻” 生中継 被災地の夜」
3.11／21:00〜22:13
その日の夜。
「灯りの失われた街の上に満天の
星が輝いていた」と多くの被災者が証言する。孤
立無援の不安な一夜を必死に生きようとした人間
たちのドラマを， 3 月11日，同日同時刻，生中継
のインタビューでつづっていく。／出演：渡辺謙／
大型企画開発センター，社会番組部
「故郷か 移住か〜原発避難者たちの決断」
3.24／21:00〜22:13
再 4.10／ 1:40〜 2:53
原発事故によって住み慣れた我が家を追われた

福島県浪江町の人々。国による除染作業が期待ど
おり進むか見えない中，あくまで元の土地への帰
還か，新天地への移住かを巡って揺れ動く。ふる
さとを巡る町民の決断の行方を見つめる。／経済・
社会情報番組部
「シリーズ東日本大震災」
「第 1 部 復興はなぜ進まないのか〜被災地
からの報告」
6.11／19:30〜20:43
震災から 3 か月。厳しい状況が続く被災地をど
うすれば復興できるのか。原発被災地をどう復興
につなげていくか。宮城・岩手・福島の被災地の
現状リポート，被災自治体へのアンケート，枝野
官房長官への中継インタビューを通じて考え
る。／社会番組部，社会部，仙台局，盛岡局，福
島局，大型企画開発センター
「第 2 部 “製造業王国” 東北は立ち直れる
か」
6.11／21:00〜22:13
東北の部品メーカーがストップしたことで，日
本中で自動車生産ができなくなり，世界に影響が
及んだ。震災で明らかになったニッポンの強みと
弱点，隠れていた産業構造などを明らかにしなが
ら，東北と日本経済の復活の道筋を探る。／大型
企画開発センター，政経・国際番組部
「“世界最大” の液状化」
7.10／21:00〜21:49
震災では「液状化現象」によって首都圏にも大
きな被害が出た。その規模は「世界最大」といわ
れる。液状化はどのように起きたのか。震災から
4 か月，専門家の研究や調査によって明らかにな
った新事実を基に，液状化の脅威に迫った。／首
都圏放送センター，経済・社会情報番組部，千葉
局
「東北 夏祭り〜鎮魂と絆と」
8. 7／21:00〜21:58
再 8.13／ 1:15〜 2:13ほか
震災被害を受けた沿岸被災地で行われた11年の
夏祭りを記録。うごく七夕祭り（岩手・陸前高田），
相馬野馬追（福島・南相馬）
，三社大祭（青森・
八戸），川開き祭り（宮城・石巻）。仙台七夕祭り
会場から生中継。／出演：玄侑宗久さん（作家），
鎌田靖／仙台局，大型企画開発センター，盛岡局，
福島局
「追い詰められる被災者」
9.10／19:30〜20:47
大震災から半年。被災者を取り巻く状況は一層
厳しさを増している。津波で全半壊した自宅に住

ふるさと
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再 2.17／ 1:15〜 2:13
「メイン銀行に融資を断られた。何とかならな
いか…」事業再建のめどが立たず，次々と駆け込
んでくる中小企業の経営者。宮城県の気仙沼信用
金庫は震災後，津波で工場を失い，借金だけが残
った企業の支援を続けてきた。密着200日，被災
地経済の実態に迫る。／社会番組部
「もっと高いところへ〜高台移転 南三陸町の
苦闘」
3.10／21:00〜22:13
骨組みだらけの防災庁舎で知られることになっ
た宮城県南三陸町。生き残った職員たちは「命を
失った職員の分まで町の復興に全力を尽くす」と
いう思いのもと，復興計画を練り上げた。震災か
ら 1 年，被災自治体の復興はどのように進み，ど
のような壁にぶつかっているのか。番組では，職
員たちの知られざる苦闘の中から，復興の課題を
浮かび上がらせていく。／仙台局
「シリーズ 原発危機」
「（ 1 ） 事故はなぜ深刻化したのか」
6. 5／21:00〜21:58
再 6.13／ 1:30〜 2:28
危機的な状況が続き予断を許さない原発事故。
当初の想定を超え，水素爆発やメルトダウンなど
が進行し，後手後手の対応の中で，汚染は拡大し
ていった。なぜ，ここまで事故は深刻化したのか。
事故対応にあたった官邸，保安院，安全委員会，
そして東京電力はどう動いたのか。番組では当事
者たちの証言と内部資料を基に徹底検証した。
／社会番組部，政経・国際番組部
「（ 2 ） 広がる放射能汚染」
7. 3／21:00〜21:49
再 7. 9／16:30〜17:19
放射能汚染の広がりと住民への影響の実態を，
福島第一原発周辺から，100㎞圏内，その外側と，
距離ごとに整理し伝えた。放射性物質がホットス
ポットを作るメカニズムを基に，独自調査によっ
て，関東地方にもホットスポットが存在すること
を明らかにした。／科学・環境番組部，Ｇメディ
ア
「（ 3 ） 徹底討論どうする原発〜第一部・第
二部」
7. 9／19:30〜22:13
福島第一原発の事故は，原発の安全性に対する
考え方に大きな修正を迫った。原発への依存を続
けるのか，それとも新エネルギーに軸足を移すの
か。今，私たちは大きな岐路に立っている。原発
の今後を，徹底ルポと長時間討論で考えた。／大

まざるを得ない被災者，財源のめどが立たず行き
詰まる復興計画，地域住民任せとなっている放射
能除染の実情を取材，平野復興相に生中継で問
う。／社会番組部，社会部，仙台局，盛岡局，福
島局
「“帰宅困難 1400万人” の警告」
10. 9／21:00〜21:49
再10.13／ 1:05〜 1:54
3 月11日，震度 5 強の東京で発生した「帰宅困
難」
。一斉に自宅に向けて動き出した人々の行動
にはさまざまな危険が潜んでいた。未公開映像と
新たな証言で，帰宅困難を徹底検証。次の大地震
の際，家族と無事に再会するための対策を考え
る。／首都圏放送センター，さいたま局，生活情
報部，社会番組部
「助かった命が なぜ」
11.13／21:00〜21:49
再11.24／ 0:15〜 1:04
東日本大震災から半年以上たち，心の問題が顕
在化している。自殺のケースを取材するとともに
在宅被災者の心のケアを続ける，ある自治体の活
動を通して精神的に追い込まれる被災者の実態を
浮き彫りにし，支援の在り方について考えてい
く。／大型企画開発センター，文化・福祉番組部
「震災遺児 1500人」
12.11／21:15〜22:04
再12.15／ 0:15〜 1:04
東日本大震災で親を失った子どもは，およそ
1,500人。新たな環境で前へ進もうとしているが，
心に秘めた悲しみは深く，周囲の大人も接し方を
模索している。震災遺児の「声なき声」に耳を傾
け，社会がどう見守っていけば良いのか考えた。
／社会番組部，社会部，仙台局
「“震災失業” 12万人の危機」
1. 7／19:30〜20:43
再 2.11／ 1:20〜 2:33
震災失業12万人…。しかし，自営業者で職を失
った人はいまだに把握されておらず，実際の失業
者数はさらに増加する恐れもある。番組では，被
災地で最大の仮設住宅「開成団地」の住民にNH
K独自の聞き取り調査を実施。 生産基盤 と 生
活基盤 を奪われた被災者の心身に今何が起きて
いるのか。アンケート取材の過程も交えた住民ル
ポを入り口に知られざる実態を明らかにし，その
解決策を模索していく。／仙台局
「“魚の町” は守れるか〜ある信用金庫の200
日」
2.11／21:00〜21:58
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ちを追いかけた。そこには，どんな困難が立ちは
だかろうとも，常に前進する人々の姿があった。
／
仙台局
「仮設住宅の冬 いのちと向き合う日々」
3. 7／22:00〜22:49
再 3. 9／ 0:15〜 1:04
岩手県大槌町の48か所の仮設住宅は，山間の奥
地に建てられ，地域の絆が失われた。震災後，少
なくとも 5 人が自殺や孤独死に追い込まれてい
る。「震災は終わっていない」という彼らの心の
闇に寄り添い，厳しい仮設住宅暮らしのひと冬を
記録した。／盛岡局，大型企画開発センター
「調査報告 原発マネー〜 “ 3 兆円” は地域
をどう変えた」
3. 8／22:00〜22:49
再 3.13／ 0:15〜 1:04
原発の建設・運転に伴い自治体に入る，国や電
力会社からの原発マネー。どれだけのカネが何の
目的で使われているか，分かっていなかった。N
HKは，44の立地自治体にアンケートを実施。総
額 3 兆円に上る原発マネーの行方を追った。／社
会番組部，大型企画開発センター
「南相馬 原発最前線の街で生きる」
3. 9／22:00〜22:57
再 3.15／ 0:15〜 1:12
福島県南相馬市。20キロ圏外は事故後，人が住
み続けた原発最前線の街となった。そこで 1 年間
取材を重ね，つぶさに記録し続けた住民の肉声と
町の姿を通して，事故が人間にもたらした悲劇の
実相を描き出す。／社会番組部
「ホットスポット 最後の楽園」
「
（ 3 ） オーストラリア〜不毛の大地に生ま
れた “奇跡”」
4.17／21:00〜21:49
再 5. 5／ 0:15〜 1:04
オーストラリア大陸の面積の 4 分の 3 を占める
乾燥地帯。この不毛の大地は，袋で子育てをする
哺乳・有袋類の王国だ。150種が暮らしている。
有袋類の繁栄の裏には地球規模の大異変と有袋類
ならではの繁殖戦略があった。／大型企画開発セ
ンター，NEP
「（ 4 ） ニュージーランド 飛べない鳥たち
の王国」
5. 1／21:00〜21:49
再 5.29／16:40〜17:29
ニュージーランドはカカポやキーウィなど世界
でも類をみない飛べない鳥たちの王国。全島が
2400万年ほど前に水没したという説が発表され，

型企画開発センター，社会番組部，政経・国際番
組部，福岡局，松山局，佐賀局
「安全神話〜当事者が語る事故の深層」
11.27／22:00〜22:49
再12. 1／ 0:15〜 1:04
未曽有の大災害をもたらした福島第一原発の事
故。これまで絶対安全とされてきた原発の 安全
神話 は崩れ去った。専門家や国，電力会社は何
を議論し安全を確保しようとしてきたのか。当事
者たちの証言から 神話 の内実を明らかにす
る。／大型企画開発センター，社会部，科学・文
化部，Gメディア
「メルトダウン〜福島第一原発 あのとき何
が」
12.18／21:15〜22:04
再12.22／ 0:40〜 1:29
事故当日，東京電力福島第一原子力発電所で何
が起きていたのか。独自取材と関係者の証言に基
づいて， 1 号機中央制御室での運転員の動きをド
ラマで，原子炉がメルトダウンに至るまでを最新
シミュレーションで再現。あの日の真実に迫っ
た。／大型企画開発センター，社会番組部，科学・
環境番組部
「知られざる放射能汚染〜海からの緊急報告」
1.15／21:00〜21:49
再 1.19／ 0:15〜 1:04
東京電力福島第一原発事故による放射能汚染は
どうなっているのか。NHKは研究者の協力を得
て，汚染地図の空白地帯だった海や川，湖の底の
土と魚を独自調査。放射性物質が移動し，思わぬ
所にホットスポットが作られる実態を伝えた。／
科学・環境番組部，社会番組部，文化・福祉番組
部，科学・文化部，Gメディア
「3.11 あの日から 1 年」
「38分間〜巨大津波 いのちの記録」
3. 5／22:00〜22:49
巨大津波が釜石の町を襲う一部始終を撮影した
「38分間」の映像。NHK釜石報道室の記者が撮
影したこの映像には，津波に直面した289人の姿
が刻まれている。
「38分間」を撮影した記者と取
材チームはその足跡をたどり，津波がもたらした
その後の現実を 1 年にわたり見つめた。／社会番
組部，仙台局
「気仙沼 人情商店街」
3. 6／22:00〜22:49
再 3. 8／ 0:15〜 1:04
津波でずたずたになった気仙沼の商店街。人情
を武器に，町を復興させようと奮闘する商店主た
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のか。被災地で始まった，インターネットを使っ
て消費者と直接つながる取り組みや放射能を除去
する最新技術などを紹介し，その可能性を考え
る。／大型企画開発センター，生活・食料番組部，
経済・社会情報番組部，政経・国際番組部
「“食の安心” をどう取り戻すか 第 2 部 市
民討論」
10.22／21:00〜22:28
原発事故の影響で，改めて問い直される食の安
心・安全。放射能の不安を取り除き，食の安心を
確かなものにするためにはどんな仕組みが必要
か？幼い子どもを持つ母親や被災地の生産者が，
政府や流通業界の代表と徹底討論する。／大型企
画開発センター，社会番組部
「（ 3 ） 激論 “増税”
税から考える 日本
のかたち」
12.17／19:30〜22:13
「シリーズ日本新生」，第 3 回のテーマは「税」。
消費税引き上げを巡る議論が高まる中，増税は本
当に必要なのか，税金の使い方に問題はないのか。
海外での取り組みなどを例に，
「税」の問題を通
して日本の将来を考える。／大型企画開発センタ
ー，あすの日本プロジェクト
「
（ 4 ）生み出せ！“危機の時代” のリーダー」
1.21／19:30〜22:13
首相が短期間で次々と交代，大企業トップの不
祥事が相次ぎ，海外からは「リーダーレス・ジャ
パン」と揶揄されている。この国の難局を打開で
きるリーダーを生むためには何が必要なのか？な
ぜ日本にはリーダーが育たないのか，国際社会に
通用するリーダーをどう育てるのか，有識者と市
民がスタジオで徹底討論した。／大型企画開発セ
ンター，高松局
「
（ 5 ）橋が道路が壊れていく…インフラ危機
を乗り越えろ」
3.31／21:00〜22:13
高度成長期に次々と作られ，私たちの暮らしを
支えてきたインフラ。その老朽化が進み，ばく大
な維持更新費が必要なことが明らかになってき
た。人口減少社会を迎え，厳しい財政状況が続く
中，危機をどう乗り越えればいいのか，解決策を
探る。／社会番組部，あすの日本プロジェクト

飛べない鳥がどう生き延びてきたか議論になって
いる。
これまでの定説を覆すミステリーに迫る。／
大型企画開発センター
「
（ 5 ） 東アフリカ・神秘の古代湖 怪魚た
ちの大進化」
5.29／21:00〜21:49
再 6.25／16:30〜17:19
東アフリカにある大地溝帯には数百万年の歴史
を持つ古代湖と呼ばれる湖がある。そこに住む魚
たちは，激しい競争を繰り返し世界で最も急速な
進化を遂げてきた。口の中で子育てしたり，他人
に子育てを任せる世にも奇妙な魚たちの生態を描
く。／大型企画開発センター
「
（ 6 ） 日本 私たちの奇跡の島」
6.26／21:00〜21:49
再 9. 3／15:20〜16:09
雪の降る温泉につかるニホンザル，亜熱帯の森
で魚を捕らえるヤマネコ…，世界を驚かせる光景
も，日本列島を取り巻くある 暖流 がなければ
存在しなかった。
本邦初公開の驚きの映像で，数々
の偶然が創り出した奇跡の自然の秘密に迫る。／
大型企画開発センター，NEP
「シリーズ日本新生」
「（ 1 ） どう選ぶ？わたしたちのエネルギ
ー」
8.25／19:30〜20:43
大震災を乗り越え，活力ある日本に生まれ変わ
るために何が必要なのかを考える新シリーズ「日
本新生」
。第 1 回のテーマはエネルギー問題。原
発事故以降，私たちは必要なエネルギーをどう選
択すべきなのか？この国の未来のかたちを探る。
／大型企画開発センター，あすの日本プロジェク
ト
「市民討論 どう選ぶ？私たちのエネルギー」
8.27／19:30〜22:13
原発の再稼働が行われない中，代替エネルギー
源として期待がかかる太陽光・風力などの自然エ
ネルギー。しかし「家計や企業経営に大きな影響
がある」「安定した電力になり得ない」など懸念
の声も。私たちは今後何をエネルギー源として選
択すべきなのか。主婦や企業経営者などさまざま
な立場の人を交え生放送で討論する。／大型企画
開発センター
「（ 2 ）“食の安心” をどう取り戻すか 第 1
部」
10.22／19:30〜20:45
震災とそれに続く原発事故によって脅かされた
「食の安全安心」。これをどうすれば取り戻せる

「浮世絵ミステリー
う」

写楽〜天才絵師の正体を追

5. 8／21:00〜21:49
再 5.14／15:40〜16:29
謎の天才絵師・写楽。江戸の町に突然現れ，鮮
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SLに密着ドキュメント。長らく伊勢崎市の華 蔵
寺公園に静態保存されていたC6120の修復から復
活までを足かけ 3 年にわたって追いかけた，山田
監督，テレビ初ドキュメンタリーである。／ソフ
ト開発センター，NEP
「深海大探査 生命誕生の謎に迫る」
7.17／21:00〜21:49
再 8.21／14:00〜14:49
生命は40億年前どのように誕生したのか，生物
学最大の謎に迫る調査が，2010年沖縄の海で行わ
れた。その誕生の場として注目されているのは，
深海の熱水噴出孔だ。この海底を掘削し最古の生
命を探し出す航海に密着，生命の起源に迫る。／
科学・環境番組部
「東京スカイツリー 世界最難関への挑戦」
7.24／21:00〜21:58
再 8. 6／ 1:15〜 2:13
世界一の高さ634mを達成した東京スカイツリ
ー。日本の建設が初めて経験する未知の高さへの
挑戦は，予想もしない困難の連続だった。そして，
東日本大震災で，スカイツリーは図らずもその耐
震性能を証明する。世界に誇る日本の建設技術と
難工事に挑んだ技術者の情熱を描く。／生活・食
料番組部，NEP
「なでしこジャパン 世界一への道」
7.25／22:00〜22:49
アメリカを倒し，世界一に輝いた女子サッカー
日本代表「なでしこジャパン」
。日米の選手への
単独インタビューでたどる決勝戦120分のドラマ
にキャプテン澤穂希選手とその背中を見て走り続
けてきた若い選手たちの成長の軌跡を見つめる。
／スポーツ部，社会番組部
「未解決事件 File.01 グリコ・森永事件」
「劇場型犯罪の衝撃」
7.29／19:45〜20:43
再 8.27／ 1:45〜 2:43
「消えた “かい人21面相”」
7.30／19:40〜20:53
再 8.28／ 1:20〜 2:33
「目撃者たちの告白」
7.30／21:10〜22:23
再 8.28／ 2:35〜 3:48
社会に多くの謎と課題を残す「未解決事件」を
徹底検証する新シリーズ。第 1 回は，劇場型犯罪
の先駆けとされるグリコ・森永事件を取り上げる。
第 1 部「劇場型犯罪の衝撃」は，NHKの記者の
メモや元捜査員らの証言に基づいた実録ドラマの
前編。知られざる事件の舞台裏を初めて映像化。

烈な役者絵を残し，
わずか10か月で忽然と消えた。
本名すら分からないことから，正体を巡って100
年にわたる論争が続いてきた。だが，ギリシャで
発見された直筆の扇面画が，その謎を解明する。／
大型企画開発センター，生活・食料番組部，NE
D
「虐待カウンセリング〜作家 柳美里・500日
の記録」
5.15／21:00〜21:49
再 5.19／ 0:15〜 1:04
幼少期に虐待を受けた人が親となり，今度はわ
が子を虐待してしまう，
「虐待の親子連鎖」に苦
しむ芥川賞作家の柳美里さんは，虐待問題の専門
家，長谷川博一教授の心理カウンセリングを受け
ている。500日に及ぶ格闘の現場を記録した。／
経済・社会情報番組部
「クジラと生きる」
5.22／21:00〜21:49
再 5.25／ 0:15〜 1:04
400年以上も前から鯨を糧に生きてきた和歌山
県太地町。アカデミー賞作品「ザ・コーヴ」が火
種となり，10年 9 月から海外の反捕鯨団体が町に
常駐，国際紛争の舞台と化した。異なる価値観を
前に，揺れる太地の人々の半年を見つめた。／大
阪局，和歌山局
「あなたの寿命は延ばせる〜発見！長寿遺伝子」
6.12／21:00〜21:49
再 7. 3／15:50〜16:39
寿命を延ばす遺伝子が見つかった。カロリー制
限すると働く。遺伝子の機能を高める 長寿薬
も開発途上にある。将来，人間の平均寿命は100
歳を超えるという。萩本欽一さんの案内で，最新
科学の成果を分かりやすく紹介する。／科学・環
境番組部
「昔 父は日本人を殺した〜ピュリツァー賞作家
が見た沖縄戦」
6.19／21:00〜21:49
再 7.28／ 1:10〜 1:59
民間人を巻き込み，20万人以上の死者を出した
沖縄戦。ピュリツァー賞作家・デール・マハリッ
ジは海兵隊員だった父から「昔，日本人を殺し
た」と告白を受ける。父を生涯苦しめたものは何
だったのか，デールが沖縄戦の過酷な実態をたど
る。／衛星放送センター，NEP，東京サウンド
プロダクション
「復活〜山田洋次・SLを撮る」
7.16／21:00〜22:13
映画監督の山田洋次さんが，長年の憧れだった
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「かい人21面相」と名乗り，食品メーカーを脅迫
する犯人グループに翻弄される新聞記者と捜査員
たちの葛藤を描いた。第 2 部「消えた かい人21
面相 」は，実録ドラマの後編。第 3 部「目撃者
たちの告白」は，固く口を閉ざして来た元捜査員
たちの証言ドキュメント。これまで警察関係者で
さえ知らなかった犯人グループとの攻防が初めて
明らかに。
28年目の未解決の 真相 に迫った。／
社会番組部，社会部，大阪局
「幻の霧〜摩周湖 神秘の夏」
7.31／21:00〜21:49
再 8.20／16:20〜17:09
霧の名所として知られる北海道摩周湖。初夏，
わずか数回しか見られないのが 滝霧 。断崖か
ら一気に霧が流れ込む姿は圧巻。番組は太平洋で
の誕生から湖に到達し滝霧となるまでを徹底追
跡。霧の絶景と数々の偶然が生む神秘の自然を描
く。／札幌局，NPN
「原爆投下 活かされなかった極秘情報」
8. 6／21:00〜21:58
再 8. 9／ 1:05〜 2:03
日本にとって全く想定外の奇襲とされていた原
爆投下。実は陸軍の諜報部隊が米軍の動きを事前
に察知し，上層部に伝えていた。しかしその情報
は現地に伝えられず，無防備な市民が犠牲になっ
た。それはなぜか。新資料や証言から真相に迫
る。／広島局
「圓の戦争」
8.14／21:00〜21:58
再 8.18／ 0:15〜 1:13
国力をはるかに超えた戦いを続けた70年前の日
本の戦争。現在の貨幣価値で300兆円にも上る天
文学的戦費は一体どのように賄われたのか。番組
では，極秘資料と当事者の証言から「マネー」と
いう新たな視点で「日本の戦争」を見つめる。／
社会番組部
「日本人はなぜ戦争へと向かったのか 戦中編〜
果てしなき戦線拡大の悲劇」
8.15／22:00〜22:58
再 9. 8／ 1:05〜 2:03
70年前，大平洋戦争に突入した日本は，当初の
予定をはるかに超えて戦線を拡大した。その背景
にあったのは開戦直後の国家指導者の決定ミス。
これにより陸海軍のバラバラな戦争が放置され，
膨大な犠牲者を生み出すことになる。／経済・社
会情報番組部，大型企画開発センター
「新エネルギー覇権争奪戦〜日本企業の闘い」
8.21／21:00〜21:49

再 8.25／ 0:15〜 1:04
東日本大震災を境に，風力や太陽光発電など新
エネルギーにがぜん注目が集まっている。アメリ
カや韓国の企業は日本で新エネルギーを使った街
作りを進められないか検討。日本で技術を磨き，
新興国で加熱する省エネ都市「スマートシティ」
に生かそうというのだ。対する日本企業の挑戦も
追いながら，激しさを増す環境ビジネスの新たな
潮流を追った。／大型企画開発センター，政経・
国際番組部
「日本人イヌイット 北極圏に生きる」
8.28／21:00〜21:58
再 9. 1／ 0:15〜 1:13
北極圏・グリーンランドで狩猟の民イヌイット
として生きる日本人，大島育雄さん。温暖化など
で変わりゆく環境の中で，息子のヒロシさん一家
とともにアザラシやトナカイの猟を続ける。孫イ
サム君の成長を交え，極北の家族を追った。／ソ
フト開発センター，テレビマンユニオン
「脳がよみがえる〜脳卒中・リハビリ革命」
9. 4／21:00〜21:49
再 9.13／ 0:15〜 1:04
約280万人いる脳卒中患者。従来，慢性化した
マヒはリハビリの改善が難しいとされてきた。し
かし，脳科学の発展により，新たなリハビリ手法
が次々に登場している。脳の秘められた再生力を
引き出す，脳卒中リハビリの最前線を紹介する。／
福岡局
「緊急報告 記録的豪雨の衝撃」
9. 9／19:30〜20:43
紀伊半島を直撃し，多数の死者・行方不明者を
出した台風12号の豪雨。住民は避難する間もなく
家を流され，裏山は何の前触れもなく崩れ落ちた。
なぜ被害は拡大したのか。避難態勢は十分だった
のか。被災地からの緊急報告。／社会部，社会番
組部
「生活保護 3 兆円の衝撃」
9.16／22:00〜22:49
再 9.29／ 0:15〜 1:04
生活保護受給者は全国で202万人を突破，終戦
直後と同水準となった。全国一受給者が多い大阪
市は，非常事態宣言を出し対策に乗り出した。し
かし悪質化，肥大化する貧困ビジネスの摘発は進
まない。また，不況下で就労意欲の低い受給者を
再就職させる就労支援策も困難を極めている。番
組では大阪の生活保護を巡る現場に密着。
「働く
ことができる人は働く」という日本社会の根幹が
日に日に毀損されていく状況をどうすれば止めら

い
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「日野原重明

いのちのメッセージ」
10. 8／19:30〜20:43
再10.23／16:00〜17:13
現役医師の日野原重明さんは，10月 4 日に100
歳になった。末期ガンの患者と，震災の被災者た
ちと，そして，病に倒れた最愛の妻と，向き合っ
てきた日野原さんの 1 年間を密着取材で記録。生
きることの意味を見つめた。／大型企画開発セン
ター，NEP
「国境の海〜日中 知られざる攻防」
10.16／21:00〜21:49
再10.20／ 0:15〜 1:04
米国に次ぐ世界第 2 位とも言われる軍事費をつ
ぎ込み，膨張を続ける中国。急激な海洋進出によ
って周辺諸国と軋 轢 を生んでいる。今回NHKで
は水面下で人民解放軍の意図を探る活動をしてき
たグループの取材に成功。彼らの報告書から中国
の真意の一端が浮かび上がってきた。 大国 中
国の海洋進出の背景に何があるのか，その深層に
迫った。／仙台局，Gメディア
「“中国人ボス” がやってきた〜密着 レナウンの
400日」
10.23／21:00〜21:49
再10.27／ 0:15〜 1:04
10年 7 月，経営危機にあったレナウンは，中国
企業の投資を受け，中国市場に進出することにな
った。日中の立場が逆転した中国主導でのプロジ
ェクト。それは日本の常識が通用しない予想もで
きない展開となる。レナウンの400日を追った。／
大阪局，政経・国際番組部
「秘境ブータン 幻のチョウを追う」
10.30／21:00〜21:49
再11. 6／ 2:10〜 2:59
およそ80年前の発見以降，情報が途絶え，生態
が謎に包まれた幻のチョウが，ブータン王国に生
息するという。ブータンシボリアゲハ。番組では，
この夏，日本の調査隊とともに，ブータン政府の
特別許可を得て，世界初の映像撮影に挑んだ。／
社会番組部
「徹底討論TPP どうなる日本」
11.18／22:00〜23:13
野田首相が参加に向け関係国と協議入りを表明
した「TPP（環太平洋パートナーシップ協定）
」。
日本は参加すべきか？メリットデメリットは？T
PPの司令塔である古川国家戦略相，山口外務副
大臣と論客が徹底討論，日本の将来を考える。／
社会番組部，政経・国際番組部，政治部，経済部，
札幌局

れるのか，そのヒントを探る。／大阪局
「政権交代 2 年 政治は “漂流” から抜け出せ
るか」
9.17／21:00〜22:28
政権交代丸 2 年を機に，野田総理の前の 5 人の
総理平均在任期間が361日と 1 年を切る現状を
「政治漂流」と名付け，スタジオの政治家にその
原因を問うた。メール・ファックス・ツイッター
で視聴者参加。データ放送で生意見調査も実施し
た。／政経・国際番組部
「世界初中継 宇宙の渚」
9.18／21:00〜22:18
NHKが開発した宇宙用超高感度カメラを国際
宇宙ステーションに持ち込み宇宙と地球の境界
「宇宙の渚」のスペクタクルを史上初めて，生中
継と事前撮影映像で，お茶の間に伝えた。『NHK
スペシャル』では，オーロラ，流星，スプライト
の三大スペクタクルの世界初の映像を紹介，謎に
迫った。／大型企画開発センター，社会番組部，
科学・環境番組部，ベリーエンター千代田ラフト，
KIN
「クニ子おばばと不思議の森」
9.25／21:00〜21:49
再10. 6／ 0:15〜 1:04
宮崎県椎葉村に，今も焼き畑を作る「おばば」
椎葉クニ子さん（87歳）が暮らしている。毎年焼
く場所を変えながら少しずつ畑を作り， 4 年収穫
したら森に返す。そして30年周期で山全体を一巡
する。それは森の豊かさを保つ営みだ。人が焼き
「かく乱」することで，森は若返り，畑の作物だ
けでなく，山菜やきのこなどさまざまな恵みを生
み出す。山の神に祈り，森の恵みを日々の糧とす
るクニ子おばば。草木や，土の中の生き物たちと
同じように，人間が自然の循環の一部となって暮
らす最後の風景がここにある。縄文以来続けられ
てきた焼き畑に込められた日本人の知恵を，椎葉
の四季の映像と，特殊撮影を駆使して描きだし
た。／大型企画開発センター，NEP，プロダク
ション・エイジア
「巨大津波〜その時ひとはどう動いたか」
10. 2／21:00〜21:49
再10.13／ 0:15〜 1:04
津波で700人が犠牲になった宮城県名取市閖上
地区。地震発生から津波到達まで 1 時間余り，人
はどう行動したのか？NHKでは，2,000世帯の被
害状況を「被災マップ」にまとめ，専門家の意見
を基に徹底分析した。／仙台局，NEP
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「ユーロ危機

そのとき日本は」
11.23／22:00〜22:49
ギリシャ危機に端を発した 国債危機 がイタ
リアやスペインに飛び火した，11月，危機がどこ
まで広がり，日本にどのような影響が及ぶのかを
探った。EUの財政赤字国に攻撃を仕掛けるヘッ
ジファンド，年金資産の減少に苦悩する大阪の年
金基金，リーマンショックの二の舞を心配するキ
ヤノンを 1 か月間同時ドキュメント。投機マネー
のスピードが容赦なく国家を追いつめてゆくソブ
リンリスクの恐ろしさと，日本にとって決して他
人事でない厳しさを伝えた。／大型企画開発セン
ター，政経・国際番組部
「証言記録 日本人の戦争 （ 1 ） アジア
民衆に包囲された戦場」
12. 3／21:00〜22:13
再12. 9／ 1:15〜 2:28
太平洋戦争開戦から70年。NHKでは 4 年にわ
たり，800人を超える戦争体験者の証言を収集し
てきた。第 1 回は，戦地に大量の兵士を送り出し
ていった村の人々とアジアの戦場の現実に直面し
た兵士たちの証言でつづる 昭和の戦争 の記
録。／大型企画開発センター，文化・福祉番組部，
テムジン
「証言記録 日本人の戦争 （ 2 ） 太平洋
絶望の戦場」
12. 4／21:15〜22:04
太平洋戦争終結に至る 1 年余りに 昭和の戦
争 の死者のほとんどが集中している。この時期，
太平洋の戦場で何が起きていたのか。なぜ，これ
ほど多くの人々が死なねばならなかったのか。第
2 回， 昭和の戦争 の結末の記録。／大型企画
開発センター，文化・福祉番組部，テムジン
「緊急報告 北朝鮮はどこへ向かうのか」
12.23／19:30〜20:43
12月17日にキム・ジョンイル総書記が急死した
北朝鮮は今後どこへ向かうのか？後継者への権力
の継承はスムーズに進むのか？核や拉致問題は今
後どうなるのか？膨大な映像や証言，そして識者
の討論を通してその行方を探る。／社会番組部，
政経・国際番組部，大阪局，福岡局，長野局
「世界を変えた男 スティーブ・ジョブズ」
12.23／22:00〜22:49
再12.31／17:00〜17:49
iPhone，iPadなど革新的な製品を世に送り出し
続けたアップルの前CEOスティーブ・ジョブズ。
他の追従を許さぬ「独創性」で，小さなベンチャ
ー企業を時価総額世界一に育て上げた 世界を変

えた男 の知られざる素顔に迫る。／経済・社会
情報番組部，社会番組部
「証言ドキュメント 永田町・権力の漂流」
12.25／21:15〜22:43
09年の政権交代から 2 年余。民主党が掲げた政
治主導は迷走し，総理大臣はすでに 3 人目を数え
る。権力はなぜ漂流したのか。小沢一郎・鳩山由
紀夫・菅直人ら20人の政治家にインタビュー。失
敗の核心に証言で迫る。／政経・国際番組部，政
治部，社会番組部
「目指せ！ニッポン復活」
1. 1／21:00〜22:28
再 1. 4／ 0:10〜 1:38
東日本大震災による「ニッポン」ブランドの失
墜，超円高による輸出産業の苦境，タイの洪水に
よる製造業のダメージ…。混迷から抜け出せない
日本経済を救う手だてはないのか？ 3 人のプロの
提言を基に，ニッポン復活への糸口を探る。／大
型企画開発センター，政経・国際番組部，広島局
「エベレスト〜世界最高峰を撮る」
1. 2／21:00〜22:13
再 1. 9／10:05〜11:18
世界最高峰エベレスト（8,848ｍ）
，初登頂から
半世紀を経ても限られた者だけしか見ることがで
きない絶景がある。NHK取材班は自ら頂上を極
めハイビジョンカメラでの撮影に挑んだ。標高
8,000ｍ以上は酸素が平地の 3 分の１，生存でき
る限界を超えるため「デス・ゾーン」と呼ばれる。
過酷な環境下で撮影された荘厳な映像，そして地
球最高所から望む大展望。この番組は，エベレス
トの魅力を伝えるNHK取材班の世界初の挑戦の
記録である。／ソフト開発センター，NED，ト
ップシーン
「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」
1. 8／21:30〜22:19
再 1.12／ 0:15〜 1:04
11年東北初の世界文化遺産に登録された，岩手
県平泉の国宝・中尊寺金色堂。世界でただ一つの
黄金のお堂は，なぜどのように作られたのか？
金色堂を覆うガラスケースの中に，初めて最新の
撮影機材を入れ，その美と謎に迫った。／社会番
組部
「プロジェクトJAPAN 最終章〜日本復興のた
めに」
1. 9／22:00〜23:28
再 1.13／ 0:25〜 1:53
3 年にわたって放送してきた「プロジェクトJ
APAN」の最終回。第 3 次補正予算が成立しても
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促進され，生産性が上がったのだ。しかし，同時
にそれまでの平等な人間社会を変質させた。お金
と都市の進化を追い，公平さを巡る葛藤に迫る。／
大型企画開発センター
「天空の棚田に生きる〜秘境 雲南」
2. 5／21:00〜21:49
再 2. 9／ 0:15〜 1:04
中国・雲南の秘境にある「紅河ハニ棚田」は，
世界最大の規模を誇る。急な山肌を標高1,800m
まで切り開いた天空の棚田は，どんな営みに支え
られてきたのか？1300年間，独特のコメ文化を育
んできた棚田の民の究極の生き方に迫る。／衛星
放送センター，NED，えふぶんの壱
「ここまで来た！うつ病治療」
2.12／21:00〜21:49
再 2.16／ 0:15〜 1:04
100万人を超え患者が増え続ける「うつ病」。脳
科学の進歩により病の正体が明らかになりつつあ
る。医療の最前線では，磁気刺激で患者を劇的に
回復させる治療や脳の働きを画像化する先進医療
が始まっている。日米で進む治療の最前線を追う。
／大型企画開発センター，科学・環境番組部，文
化・福祉番組部，福井局
「東京大空襲 583枚の未公開写真」
3.18／21:00〜21:49
再 3.28／ 0:45〜 1:34
「東京大空襲」を記録した未公開ネガ583枚が
発見された。一晩で10万人ほどの命が失われた 3
月10日をはさんだ半年間余り，繰り返し米軍の市
街地への無差別爆撃を受け続けた。写真が語る埋
もれた東京大空襲の真相に迫る。／首都圏放送セ
ンター
「放送記念日特集〜NHKと東日本大震災〜より
多くの命を守るために」
3.22／22:00〜23:13
東日本大震災に直面したNHKの報道現場。記
者やカメラマンたちは，かつてない 複合災害
をどう伝えたのか。被災者の命を守ることはでき
たのか。NHK職員の証言，被災者の取材やアン
ケート調査を通じてNHKの震災報道を検証する。
／社会番組部，大型企画開発センター，福岡局，
首都圏放送センター
「仁淀川〜青の神秘」
3.25／21:00〜21:49
再 3.29／ 0:15〜 1:04
日本列島，数百の河川の中，最もきれいな水を
たたえるのが，四国・仁淀川だ。40m先まで見通
せる水は，
「仁淀ブルー」と呼ばれ，源流から河

復興の具体的プロセスがなかなか進まない東日本
大震災の被災地。 3 人の識者が歴史的視点を踏ま
えながら現地で検証，そこには「国と地方の関
係」という問題があった。／大型企画開発センタ
ー，社会番組部，おはよう日本部
「阪神・淡路大震災１７年 東北復興を支えたい
〜 “後悔” を胸に」
1.17／22:00〜22:49
再 1.22／ 1:20〜 2:09
今，東日本大震災の被災地に阪神・淡路大震災
の復興に携わった人たちが続々と支援に入ってい
る。共通するのは「阪神大震災では被災者のため
の復興がかなえられなかった」という後悔。彼ら
の姿を通して，町の復興で大切なことは何か探
る。／大阪局，神戸局
「ヒューマン なぜ人間になれたのか」
「（ 1 ）旅はアフリカからはじまった」
1.22／21:00〜21:54
再 1.28／16:30〜17:24
アフリカで誕生した人類は装飾具を贈り合い，
仲間との絆を確かめていた。その背景には，巨大
噴火における生存を賭けた壮絶な格闘があった。
第 1 集は，「ともに生きる」という原則を見出し
た人類の旅立ちを描く。／プレゼンター：藤原竜
也／大型企画開発センター
「
（ 2 ）グレートジャーニーの果てに」
1.29／21:00〜21:49
再 2. 2／ 0:15〜 1:04
人類が世界中に広がったグレートジャーニー。
その旅を支えたのが投てき具という狩りの道具だ
った。さらに，この道具が人々のネットワークの
規模を拡大させ，さまざまな知恵や道具を生む土
壌をつくった。知られざる旅の実態に迫る。／大
型企画開発センター
「
（ 3 ）大地に種をまいたとき」
2.19／21:00〜21:49
再 2.23／ 0:15〜 1:04
人類史上最大の革命ともいわれる農耕は数千年
に及ぶ格闘の末に祖先たちが手に入れたものだっ
た。温暖化による大洪水の頻発，原始宗教の芽生
え，小麦の変容など，農耕誕生の知られざるドラ
マを追いながら，未来を考える心の進化に迫る。
／大型企画開発センター
「（ 4 ）そしてお金が生まれた」
2.26／21:00〜21:49
再 3. 1／ 0:15〜 1:04
紀元前4000年ごろ，世界初の都市が西アジアで
成立した。その原動力は貨幣。その流通で分業が
NHK年鑑 12
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口まで，その美しい青は色あせない。流域の自然
や水の表情を徹底的にこだわった映像表現で描い
た。／高知局，文化・福祉番組部

応えるため，暮らしを豊かにするアイデアや工夫
を伝える「まちかど情報室」や「スポーツ」「チ
ェック！エンターテインメント」など各コーナー
の充実を図った。／キャスター：（月〜金・4 時）
瀧川剛史・片山智彦・小山径アナ，
（月〜金・ 5
〜 6 時）江崎史恵・瀧川剛史・片山智彦・小山径
アナ，
（月〜金・ 6 〜 8 時）阿部渉・鈴木奈穂子
アナ，（ニュースリーダー）平野哲史アナ，（土日
祝）森本健成・渡邉佐和子アナ，
（月〜金・スポ
ーツ）望月啓太アナ，（土日祝・スポーツ）増田
卓アナ，
（月〜金・気象）檜山靖洋・渕岡友美・
渡辺蘭・弓木春奈，（土日祝・気象）南利幸，（月
〜金・まちかど情報室）鹿島綾乃アナ／おはよう
日本部
『NHKニュース 7 』
月〜日 19:00〜19:30
第 1 回93.4.5／夜のメインニュースとして，そ
の日のニュースを徹底的に分析。NHKの取材力
と国内外のネットワークを生かし，現場で起きて
いることや，その背景・影響について速く，正確
に，分かりやすく伝えることを目指した。最新の
情報を伝える生中継や，取材現場の映像と音声に
こだわったVTR編集，CGや模型を使ったキャス
ター解説などに重点を置いて番組全体を構成し
た。東日本大震災以降，11年度も 4 月下旬まで放
送枠を毎日拡大。震災に限らず，大きなニュース
に際しては放送時間を延長し，視聴者が寄せる災
害・緊急報道への期待に応えた。特に台風 6 号（ 7
月）や12号による記録的豪雨の被害（ 9 月）
，気
象庁が「最大級の警戒」を呼びかけた15号の接近
時（ 9 月）には 1 時間に延長。各地のロボットカ
メラの映像をリアルタイムで放送し，警戒すべき
点を繰り返し伝えるなど，災害時に被害を減らす
ことに重点を置いた「減災報道」に徹した。菅首
相の退陣表明（ 6 月）や野田内閣発足（ 9 月）と
いった政局の節目，キム・ジョンイル総書記の死
去（12月）でも放送枠を拡大して伝えた。大震災
から 1 年の 3 月11日も 1 時間の放送で，巨大津波
から命を守るための新たな対策や，原発事故を巡
る除染や避難地域の見直しなどの復興に向けた課
題を伝えた。／キャスター：武田真一アナ，（土・
日）小郷知子アナ／テレビニュース部
『NHKのど自慢』
G・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。11年度は全
国44か所で実施（東日本大震災の影響で 1 か所，

『NHKとっておきサンデー』

新
日 10:05〜11:54
第 1 回11.4.10／BS2で放送していた『あなたの
アンコール』と経営広報番組『三つのたまご』が
合体した新しい経営広報番組。再放送希望が多か
った番組のアンコール放送，
『連続テレビ小説』
の 1 週間ダイジェスト，そしてNHKの経営情報
や 地 域 放 送 の 取 り 組 み を 紹 介 し， 視 聴 者 へ の
「窓」としての役割を担うワイド番組。／髙橋美
鈴アナ，棚橋麻衣，矢野竜司／広報局制作部，
NSC
『NHKニュース おはよう日本』
月〜金 4:30〜 8:00
土
6:00〜 8:00
日
7:00〜 7:45
第 1 回93.4.4／11年度当初は特別編成を実施。
全国放送の枠を拡大して東日本大震災と原発事故
関連のニュースを中心に伝えた。 5 月下旬からは
原則として通常編成に戻したが，その後も被災地
の状況や復興・復旧に向けた動き，原発事故の影
響などについて，年度を通じてニュースや特集企
画などで重点的に伝え続けた。また番組では，岩
手県出身の阿部渉キャスターを震災の発生直後に
被災地に派遣し，現地ルポを制作。以降も，阿部
キャスターの被災地取材を継続的に行った。特に
震災から 1 年となった 3 月11日に向けては，阿部
キャスターと鈴木奈穂子キャスターを 1 週間にわ
たって岩手・宮城・福島の被災地に派遣。現地か
らの中継を交えながら，被災した人たちの現状や
復興に向けた課題を多角的に伝えた。
11年度の『おはよう日本』は， 1 日の始まりに
チェックしておくべきニュースをテンポよく伝え
るとともに，特に関心が高いニュースについては
深く掘り下げることで視聴者の期待に応えること
を目指した。災害や事件・事故，話題のスポット
など「ニュースの現場」からの中継を機動的に行
い，紀伊半島など広い範囲で豪雨による被害をも
たらした台風12号（ 9 月）
，北陸や東北地方の日
本海側を襲った記録的な大雪（ 2 月）などでは，
いち早く中継態勢を整え，現地からの最新情報を
リポートした。またスタジオ内の大型画面を活用
し，
図表や映像などを適宜使用することによって，
ニュースのポイントや背景をより分かりやすく伝
えるように努めた。さらに幅広い視聴者の関心に
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大型台風で 1 か所が開催中止）。震災後半年にあ
たる 9 月11日には岩手県久慈市から，福島県，宮
城県の出場者も参加して拡大版を放送した。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（〜7.3）
・徳田章（7.10〜）
アナ／エンターテインメント番組部
『Shibuya Deep A』
土 0:15〜 1:14
第 1 回07.4.6（BS2）／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。
また，ゲストに言ってほしいセリフを募集する
「胸キュンコロシアム」，お笑い芸人へのムチャ
ぶり投稿，さらに，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，橋本奈穂子アナ／衛星放送セ
ンター，ソフト開発センター，NEP
『SONGS』
水 22:55〜23:24
再水 1:30〜 1:59
第 1 回07.4.11／60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。11年度は，
松任谷由実，シンディー・ローパー，ドリカム，
桑田佳祐，鈴木雅之，福山雅治ら時代を象徴する
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
『あさイチ』
月〜金 8:15〜 9:54
第 1 回10.3.29／テレビを見る人たちの 一番欲
しい 情報が詰まった 市場 のような活気ある
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」から掘り下げて伝えた。長引
く不況やセーフティネットの綻びによるかつてな
い不安な時代を賢く生きていくための「信頼でき
る情報」が満載の生放送番組となっている。／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
『アスリートの魂』 新
月 22:55〜23:24
第 1 回11.4.4／ 4 月からスタートした『アスリ
ートの魂』は，週末の試合や大会を積極的に取り
込み，週明け月曜に放送を設定。旬なアスリート
の最も直近の情報を番組にしてきた。大関昇進を
確実にした千秋楽の翌日に放送した琴奨菊の回，
NHK年鑑 12

菊花賞で三冠馬を決めた翌日に放送したオルフェ
ーブルの回。
その舞台は国内だけにはとどまらず，
ドイツでプレーするサッカー・香川真司，アメリ
カを舞台に躍進するテニス・錦織圭など，世界で
活躍するアスリートも多く取り上げ，逆境を乗り
越えようと挑戦し続ける姿を描いてきた。また，
被災地からのセンバツ出場となった東北高校野球
部を第 1 回放送に取り上げ，大震災という未曽有
の災害をスポーツという側面から捉えた。視聴者
からは「感動した」
「勇気をもらった」という感
想が多く寄せられた。／スポーツ番組部
『あなたが主役 50ボイス』
金 22:55〜23:24
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
『アニメ GIANT KILLING』
火
1:05〜 1:29
第 1 回10.4.4（BS2）／第 1 回11.4.5，最終回11.
10.25／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 心霊探偵 八雲』
火
1:05〜 1:30
第 1 回10.10.3（BS2）／第 1 回11.11.1，最終回
12.2.21／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
『アニメ もしドラ』 新
G 金
0:15〜 0:40
E 土 17:55〜18:20
第 1 回11.4.29，最終回11.6.17（G）／第 1 回11.
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10.1，最終回11.12.3（E）／都立程久保高校 2 年
の川島みなみは親友・宮田夕紀の入院をきっかけ
に彼女に代わって野球部マネージャーになること
を宣言する。だが，みなみはマネージャーが何を
するのか見当もつかない。書店でマネージャーの
入門書として手にしたのが経営学の大家ドラッカ
ーの『マネジメント』だった。／原作：岩崎夏海／
監督：浜名孝行／アニメーション制作：プロダク
ションI.G.／ソフト開発センター，NEP
『イ・サン』 新
日 23:00〜 0:00
第 1 回11.4.3／18世紀後期の朝鮮王朝第22代王，
正祖イ・サンの波乱万丈の生涯を描く超大作歴史
ドラマ。
全77回。
『イ・サン パーフェクトガイド』
（11.4.14 2:20〜），
『まだ間に合う！「イ・サン」
ダイジェスト』
（11.5.15 15:05〜），『韓国歴史ド
ラマの巨匠 イ・ビョンフン監督の世界』（11.5.22
15:05〜），
『「イ・サン」ガイド 王への道』（12.1.3
11:30〜）など，関連特番も放送した。／ソフト
開発センター
『歌うコンシェルジュ』
火〜金 10:05〜10:54
第 1 回10.4.1／EテレやBS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，N
HKグループ全体の接触者率向上を目指した。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）／制作局（番組委託・
展開）
，NED
『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や
話題などを伝える情報番組。11年度は番組名に
「震災に負けない」というサブタイトルを付け加
え，東日本大震災関連のニュースを重点的かつ継
続的に伝えた。拠点局だけではなく被害の大きか
った岩手・福島・茨城・青森の各局もネットワー
ク参加。震災関連ニュースのほかは，地域のニュ

ースや話題を伝える「ぐるっとニュース」
，ロボ
ットカメラの映像で各地の今の天気と話題を伝え
る「日本列島天気の旅」。また，視聴者から寄せ
られたことばの疑問に答える「気になることば」
やテーマを決めて募集したお便りの紹介など，引
き続き双方向性を重視して放送。／キャスター：
畠山智之アナ／気になることば：梅津正樹アナ／
気象キャスター：加藤祐子／「お元気ですか日本
列島」プロジェクト
『大人ドリル』
（月 1 回）月 22:55〜23:24
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+』
日
0:50〜 1:19
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『爆笑オンエアバトル』が，視聴者投票を
導入して『オンバト＋』にパワーアップ。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した。11年度は32本
を放送，また和歌山，長野，広島，富山，静岡，
三重，群馬で公開派遣収録を実施した。／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』
土
9:30〜10:00
第 1 回98.4.2／各界の第一線で活躍する著名人
が，母校という舞台で，後輩と出会い，体験を基
に独自の授業を展開する。共に考えていきながら，
大切なメッセージを伝えていくドキュメンタリ
ー。／出演：植村花菜，黒柳徹子，ファンキー加
藤，クミコ，マギー審司，吉岡幸雄，BEGINほか／
ソフト開発センター，NEP，NED
『金曜バラエティー』
金 12:20〜12:43
第 1 回05.10.7，最終回12.3.30／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。11年度も，
「NHKみんなの広場ふ
れあいホール」からの公開放送で届けた。／司会：
青井実アナ／エンターテインメント番組部，NEP
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『クローズアップ現代』

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，ゲスト歌手が最新ヒット
曲を歌うコーナーや，歌手・瀬口侑希が地元のご
夫婦のお宅に伺い，アコーディオンの生演奏で思
い出の歌をプレゼントするコーナーなど楽しさ満
載の73分番組。11年度は12本を実施・放送。／エ
ンターテインメント番組部
『サキどり↑』 新
日
8:25〜 8:57
第 1 回11.4.10／日本経済の再生を応援し，新し
いライフスタイルを提案する新番組。東日本大震
災の発生後，復興を目指す市民の間で広がり始め
た，新しい流通や資金調達の仕方など，社会の変
化の兆しとその可能性を伝えた。／司会：ジョン・
カビラ，小林千恵アナ／経済・社会情報番組部
『先どり きょうの健康』
土
4:15〜 4:30
第 1 回09.4.5／その週の月曜から木曜にEテレ
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Eテレでの週間
放送予定を紹介。／制作局（番組委託・展開），
NED
『サタデースポーツ』 新
土 22:15〜22:45
第 1 回11.4.2／ 6 年ぶりに復活をとげ，『サンデ
ースポーツ』と連動した番組作りと，その日のス
ポーツ情報をより深く，より分かりやすく伝える
ことに努めた。前番組から引き継いだ「メインゲ
ーム」だけではなく，時にはゲストを招いてスタ
ジオでも情報を深めた。プロ野球，サッカーJリ
ーグなどでは，全国に展開して制作した。／キャ
スター：松尾剛アナ，山岸舞彩，小宮山晃義アナ／
スポーツ番組部
『サラメシ』 新
土 23:30〜23:59
再金
1:30〜 1:59
第 1 回11.5.7／ 番 組 の 主 役 は「 働 く 人 の ラ ン
チ」。サラリーマンの昼食（サラメシ）から，多
彩な職業の人々のさまざまなランチまでつぶさに
観察し，ランチに隠された仕事へのこだわりや感
動のエピソードなどを紹介。新番組として，働く
人の今を楽しく鋭く見つめた。
／語り：中井貴一／
生活・食料番組部，NED
『サラリーマンNEO シーズン 6 』 新
火 22:55〜23:24

月〜木 19:30〜19:56
第 1 回93.4.5／社会で起こるさまざまな事象を
独自の視点でタイムリーに捉え，その背景と深層
に迫るキャスター情報番組。放送開始以来一貫し
て，
「複雑なことは徹底的に分かりやすく，簡単
に見えることもより深く」をモットーに番組作り
を続けている。独自取材を積み重ねたVTR，国
谷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〜金魚倶楽部』 新
土 23:30〜23:59
第 1 回11.7.23， 最 終 回11.10.1／23:30〜23:49が
ドラマパート，23:49〜23:59生放送パート。若い
女性の支持を集める携帯小説サイト「魔法のiら
んど」とNHKがコラボレーションする「ケータ
イ発ドラマ」第 2 弾。11年度はNHK賞として現
役女子高校生の作品を選出し，いじめをきっかけ
に出会った孤独な少女と無為に生きる少年とのみ
ずみずしくも切実な恋の物語を連続ドラマ化。高
校 3 年生の柊ハルはモテモテのくせに日々を気だ
るく過ごしていた。ある日後輩の女子がいじめに
遭っているところに手を差し伸べ， 居場所を作
ろう と 2 人だけの秘密の部活を作る。全10回。／
原作：椿ハナ／脚本：横田理恵／音楽：内池秀和／
出演：入江甚儀，刈谷友衣子，水野絵梨奈，吉沢
亮，栗原吾郎，遊井亮子，麿赤児，喜多嶋舞ほか／
ドラマ番組部，NEP
『月刊やさい通信』
日（最終） 6:15〜 6:45
再月
16:05〜16:35
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
『ごきげん歌謡笑劇団』
（月 1 回）土 19:30〜20:43
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。09年度にBS2でスタート
し，11年度から総合テレビに移った。出演は，魚
のことならおまかせ・さかなクン。そして，人気
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『仕事ハッケン伝』

再月 0:30〜 0:59
第 1 回11.5.10，最終回11.9.27／サラリーマンを
題材とした「笑い」と「風刺精神」で作るコメデ
ィー番組。俳優が演じるコントの数々とサラリー
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。／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，宮崎美子，平泉成
ほか／エンターテインメント番組部
『さわやか自然百景』
G
日
7:45〜 7:59
再火 16:05〜16:19
BSP （前期） 火 12:45〜12:59
（前期）再月 17:30〜17:44
（後期） 月 12:25〜12:39
（後期）再火 17:30〜17:44
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。／札幌局，科学・環境番組部，
各放送局，NEP，NPN
『産地発！たべもの一直線』
日 6:15〜 6:49
再月 16:05〜16:39
第 1 回07.4.8，最終回11.3.18／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。NH
K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。各産地の現状を詳し
く伝えた。／司会：中村慶子アナ，永島敏行／生
活・食料番組部
『サンデースポーツ』
日 21:50〜22:39
第 1 回85.4.7／より親しみやすく分かりやすい
スポーツ情報を伝えることを目指し，全面リニュ
ーアルした。
その日を印象づけるメインゲームと，
スタジオゲストの多彩なトークで新たな情報を示
す演出を試みた。「特集」企画では，さらに深く
アスリートの強さの秘密に密着。サッカー女子W
杯初優勝やロンドン五輪イヤーの年明けなど節目
では時間枠を拡大して伝えてきた。／キャスター：
松尾剛アナ，山岸舞彩，小宮山晃義アナ／スポー
ツ番組部

新

木 20:00〜20:43
再金
0:45〜 1:28
第 1 回11.5.12／ もし今と違う仕事についてい
たら，どんな人生を送っていたのだろう 。 1 週
間にわたって有名タレントがさまざまな企業の現
場で一般社員と同じ条件で働くドキュメンタリ
ー。出演者は，一緒に働くことによって初めて見
えてくる企業の経営哲学や仕事の流儀を，体の芯
までたたき込まれる。そして もしあの時違った
選択をしていたら と，あり得たかもしれない
「もう一つの人生」を疑似体験することになる。
IT企業（博多華丸）やコンビニの商品企画（ピ
ース又吉），アパレル業界（鈴木亜美）など若者
にとって関心の高い業種に，人気タレントが挑ん
だ。その体験VTRを見ながら，それぞれの職場
をスタジオ代わりに，ゲストや社員なども交えて
仕事の極意などを語り合った。一般視聴者からの
反響は大きく，特に若年層からは大きな支持を得
た。第 1 シーズン全 9 回放送。／語り：高橋克典／
MC：首藤奈知子アナ／文化・福祉番組部
『時代劇アンコール』 新
木・金 16:05〜16:48
第 1 回11.5.12／視聴者からのリクエストが多い
時代劇のアンコール放送。／ドラマ番組部
「新・はんなり菊太郎」 5.12〜 6.23（全 8 回）
本放送 07.1.11〜3.1
「鞍馬天狗」 6.24〜 8. 5（全 8 回）
本放送 08.1.17〜3.6
「スペシャルドラマ〜坂の上の雲アンコール第
1 部」再編集版 8.18〜10. 7（全10回）
本放送 09.11.29〜12.27
「スペシャルドラマ〜坂の上の雲アンコール第
2 部」再編集版10.20〜12. 1（全 8 回）
本放送 10.12.6〜26
「慶次郎縁側日記 2 」12. 2〜 2.16（全10回）
本放送 05.10.7〜12.9
「華岡青洲の妻」 2.24〜 3. 8（全 6 回のうち
3 回まで放送）（残り 3 回は次年度放送）
本放送 05.1.21〜3.5
『視点・論点』
G
月〜金
4:20〜 4:30
E 再月〜金 12:50〜13:00
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，
「東日本大震災」
「国民健康保険50年」
「終戦特集」
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「新政権の課題」
「職業選択」「それぞれの福島」
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。11年度は
257本を制作。／解説委員室
『週刊 ニュース深読み』 新
土 8:15〜 9:28
第 1 回11.4.9／前半は 1 週間のニュースをせき
止めて伝える。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。
後半は話題のニュースの深層に迫る。スタジオに
NHK解説委員，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。模型を使って問題の構図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。／出演：小野文惠・高井正智・小松宏司・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，テレビニュース部
『週末プレマップ』
土 18:42〜18:45
土 12:40〜12:43（12. 2.11〜）
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
『祝女〜シーズン 3 』 新
土 23:30〜23:59
再火 2:00〜 2:29
第 1 回11.10.15，最終回12.2.25／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，平岩紙，
佐藤めぐみ，臼田あさ美，木村文乃，早織，入山
法子，剛力彩芽ほか／エンターテインメント番組
部
『笑・神・降・臨』
金 0:15〜 0:44
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。11年度は 7 月か
ら 9 月に集中して10本を放送した。／出演：キャ
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イ〜ン，ペナルティ，NON STYLE，松村邦洋，
Wコロン，鳥居みゆき，トップリード，古今亭菊
之丞，立川談笑，ダチョウ倶楽部／エンターテイ
ンメント番組部，NEP
『シリーズ世界遺産100』
G 月〜金 4:15〜4:20
金 22:45〜22:50
土 11:25〜11:30
日
4:25〜 4:30
BSP 月 19:55〜20:00
日
9:25〜 9:30
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／国内共同制作／
ソフト開発センター，NEP
『時論公論』
月〜金 23:50〜 0:00
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。
東日本大震災関連をはじめ，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。11年度は256本を制作。／解説委員室
『新日本紀行ふたたび』
土（最終） 11:30〜11:53
第 1 回05.4.9，最終回12.3.17／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，各
地方局
『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：青山祐子・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 3 部）』
G
日（12. 4〜） 19:30〜20:59
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BSP（先行放送） 日（12. 4〜） 18:00〜19:29
司馬遼太郎が10年の歳月をかけ，日露戦争とそ
の時代を生きた明治の青春群像を渾身の力で書き
上げた「坂の上の雲」を原作として描く人間ドラ
マ。09年に第 1 部を，10年に第 2 部を放送し，11
年には第10回〜最終回までを第 3 部として放送し
た。第 3 部では，旅順要塞の攻囲戦と陸戦におい
て雌雄を決する戦いとなった奉天会戦，そして戦
争の帰すうを決した日本海海戦を大規模なロケー
ション撮影と高度な合成技術で映像化した。また，
登場人物たちの戦後と日本の行く末を印象的に描
いた。（全13回）／原作：司馬遼太郎「坂の上の
雲」／脚本：野沢尚，加藤拓，柴田岳志，佐藤幹
夫／音楽：久石譲／語り：渡辺謙／出演：本木雅
弘，阿部寛，香川照之，菅野美穂，松たか子，石
原さとみ，原田美枝子，舘ひろし，柄本明，竹下
景子，石坂浩二，加藤剛，高橋英樹，渡哲也ほか／
放送総局
『セカイでニホンGO！』 新
木 20:00〜20:43
第１回11.7.14，最終回11.10.20／「セカイでニ
ホンはどこへGOする？」をキーワードに，これ
からの時代をニホン人が楽しく生き抜く発想，価
値観を探っていく新感覚の情報・教養エンターテ
インメント。／司会：青井実アナ／ソフト開発セ
ンター，NED
『総合診療医ドクターG』 新
木 22:00〜22:43
第１回11.7.28，最終回11.10.13／医師の見方，
考え方から医療情報を提供する新感覚医療エンタ
ーテインメント番組。患者を診て病名を探り当て
るまで，医師が鑑別していく道筋の興味深さ，ミ
ステリー小説のような知的興奮を伝える。Gはジ
ェネラル。総合診療医は主に問診で，症状，病歴，
家族関係，仕事，趣味，食生活など患者を総合的
に診る。ドクターGが，実際の症例を基にした再
現ドラマを提示，研修医たちがカンファレンス
（症例検討）で病気を探る台本なしのガチンコ勝
負。リアル感，ドキュメント感いっぱいの番組。
9 本制作。／出演：浅草キッドほか／ソフト開発
センター，ホームルーム
『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。11年度は特集

（12月）を含めて 6 本を制作。／4.30「日本復興
の道筋は」
，7.23「どうする原発，エネルギー政
策」
，9.23「復興を急ごう」
，11.3「激論！TPP」，
12.29「どんな国を目指すのか」
，2.11「世界はど
うなるのか」／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／公開派遣番組。当初 9 か所の予
定だったが， 4 月収録分（福島県いわき市）が東
日本大震災で中止になったため，中標津町，和歌
山市など全国 8 か所で実施。地元の民謡や郷土芸
能の紹介とともに，大震災を踏まえ，民謡が被災
地の人々の心の支えになることを期待して極力東
北・関東の民謡を取り上げた。／司会：伍代夏子，
稲塚貴一アナ／音楽・伝統芸能番組部
『ダーウィンが来た！生きもの新伝説』
日 19:30〜19:58
再火 16:20〜16:48
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
再土 13:05〜13:50
BSP （先行放送）日 18:00〜18:45
第 1 回63.4.7／63年から始まり，今回で50作目
となるNHKの看板番組の一つ。スケールの大き
な主人公を中心に，人物群像と時代の息吹を描き
出す本格時代劇。基本的には 1 月放送開始の 1 年
1 作。
「江〜姫たちの戦国」
第 1 回11.1.9，最終回11.11.27／浅井長政とお市
の方の子として生まれ，波乱に満ちた人生を送っ
た三姉妹の末っ子・江。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
かに生き抜いてゆく。ついには徳川二代将軍秀忠
の妻となり，五女三男の母となり，泰平の世の到
来をもたらす。徳川幕府誕生に深く関わる江の生
涯を描く。『大河ドラマ』50作目。
（全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，大地康雄，AKIRA，石坂浩二，
加賀まりこ，奈良岡朋子，岸谷五朗，大竹しのぶ，
163

NHK年鑑 12

第２部

NHK｜第２章

番組解説｜総合：定時番組

きを伝えている。11年度は44本放送（特集を含
む）。震災からの再起を描いた福島，栃木，茨城。
東北への思いを描いた鉄道の玄関口，上野なども
放送。視聴者から寄せられた手紙でつづる特集
「忘れられないわたしの旅」は12月に 2 本制作。
登山のすばらしさを描いた特集「山の歌」は夏と
秋に 4 本制作した。さまざまな地域，多彩なテー
マの旅で，視聴者の支持を得ている。／首都圏放
送センター
『地球イチバン』 新
木 20:00〜20:43
第 1 回11.10.27，最終回12.3.22／「地球でイチ
バンの場所」を訪ね，あっと驚く暮らしや習慣，
環境の中から，暮らしの知恵や，集団・社会とし
ての英知を見つけていく紀行教養番組。自然環境
から，子育て，エネルギー問題まで幅広いテーマ
に挑戦した。
「地球でイチバン暑い場所〜エチオ
ピア」
「自然エネルギー地球イチバンの島〜デン
マーク・ロラン島」
「地球でイチバン高いツリー
ハウス〜インドネシア」「地球でイチバンのダイ
ヤの街〜ベルギー・アントワープ」
「地球でイチ
バン噴火する火山〜イタリア」「地球でイチバン
高い塩田〜ペルー」
「地球でイチバン自然と仲良
しの国〜セーシェル」
「地球でイチバン長〜い成
人式〜パプアニューギニア」「地球でイチバンの
杉の森〜中国」「地球でイチバンきゅーくつな島
〜コロンビア」「地球でイチバン北の町〜ノルウ
ェー」
「地球でイチバンの水上集落〜カンボジ
ア」
「地球でイチバンの野生動物の楽園〜タンザ
ニア」
「地球でイチバンのシンプルライフ〜タン
ザニア」「地球でイチバン子どもにやさしい教育
〜オランダ」「地球でイチバン幸せな国〜ブータ
ン」と16本を制作。／MC：渡辺満里奈，ビビる
大木／語り：あおい洋一郎／文化・福祉番組部，
NED
『着信御礼！ケータイ大喜利』
（第 1 〜 3 週）日
0:00〜 0:45
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。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。11年には，急速に普及するスマ
ートフォンからの投稿も受け付け開始。IT時代
に向き合いながら，月 3 回の生放送でハイレベル
な投稿を紹介し続けている。／出演：今田耕司，
板尾創路，千原ジュニアほか／制作局（番組委託・

北大路欣也ほか／ドラマ番組部
「平清盛」 新
第 1 回12.1.8／今から900年前，王家や貴族が対
立し，混迷を深めた平安末期，一人の男が現れ，
この国の行く先を示した。平清盛。本当の親を知
らないまま，武家・平氏のもとで育てられた少年
は，父忠盛とともに海賊退治を行い一人前の侍に
鍛えられる。武士が低き身分と差別されていた時
代，瀬戸内の海賊を束ね，やがて武士の王となり，
そして日本の覇者となる。｢平家物語｣ではアンチ
ヒーローとして描かれていた男に，新たな光を当
て，歴史絵巻から解放された，躍動感とエネルギ
ーにあふれる男の壮大な生涯を描く。
『大河ドラ
マ』51作目。（全50回）／作：藤本有紀／音楽：
吉松隆／出演：松山ケンイチ，玉木宏，松田翔太，
岡田将生，藤木直人，深田恭子，檀れい，松雪泰
子，阿部サダヲ，中村梅雀，上川隆也，小日向文
世，國村隼，三上博史，田中麗奈，山本耕史，武
井咲，井浦新，森田剛，杏，成海璃子，中井貴一
ほか／ドラマ番組部
『タイムスクープハンター』
木 22:00〜22:43
再金 0:45〜 1:28
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
た些細な事件や出来事を，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（5.12〜7.14）。／出演：要潤，杏／ソフト
開発センター，NEP
『ためしてガッテン』
水 20:00〜20:43
再水 0:15〜 0:58
第 1 回95.3.29／食や健康のテーマ中心に，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
『小さな旅』
日 8:00〜 8:25
再土 5:15〜 5:40
第 1 回83.4.8／10年度から全国放送。旅の舞台
が全国に広がり，各地の美しい風景と暮らしの輝
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『東京カワイイ★TV』

展開）
，NEP
『鶴瓶の家族に乾杯』

土 23:00〜23:29
再日 17:30〜17:59
第 1 回08.4.3／ ト ー キ ョ ー 発 で 世 界 に 広 が る
「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，インテリア，キャラクターグ
ッズ，ラバーファッション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。また，カワイ
イ界の新スターを発掘するため，世界規模のカワ
イイ女の子オーディションを展開。新たな「カワ
イイ」トレンドを番組から世界へ発信した。／出
演：沢村一樹，BENI／制作局（番組委託・展開），
NEP
『ドキュメント20min.』
月
0:10〜 0:30
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。11年度は，35本を制作。「お
じいちゃんと鉄砲玉」
「幸せつくる木のおもちゃ」
「人生は回るオルガンのように」など硬軟織り交
ぜたテーマで編成した。また，クモが語り手にな
ったり，ノーコメントで構成したり，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
『特ダネ投稿 DO画』
日 22:50〜23:00
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，社会番組部，Gメディア
『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
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：小田切千アナ，ビビる大木，江戸むらさき／
広報局制作部
『土ようマルシェ』 新
土 10:05〜11:18
第 1 回11.4.9，最終回12.3.17／土曜の朝，週末
気分でゆったり過ごす視聴者のための新感覚 癒
やし マガジン番組。毎回旬のゲストが愛するペ

月 20:00〜20:43
再日 13:05〜13:48
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。11年度は20か所を旅し，前・後編，SP編を
含め39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／福井県福井市（ゲ
スト・水川あさみ）
，秋田県横手市（浅野ゆう子），
宮城県石巻市再会編（さだまさし）
，長野県松本
市（田中圭）
，新潟県小千谷市（石田純一），青森
県弘前市（福田沙紀）
，兵庫県洲本市（山本浩二），
沖縄県読谷村（高橋みゆき），青森県外ヶ浜町（飯
島直子）
，宮城県塩釜市再会編（佐々木主浩），広
島県安芸高田市（中村勘太郎）
，福島県相馬市再
会編（間寛平）
，愛媛県大洲市（高橋英樹），愛知
県南知多町（前川清）
，長崎県平戸市（村治佳織），
広島県廿日市市（松山ケンイチ）
，岐阜県多治見
市・土岐市（森山良子）
，岡山県倉敷市（栗山千
明）
，鹿児島県霧島市（はるな愛），岩手県大船渡
市・大槌町・陸前高田市（高橋尚子）／このほか
海外スペシャルとして，パラオ共和国（石田ゆり
子）／エンターテインメント番組部
『ディープピープル』 新
月 22:00〜22:48
第 1 回11.4.18／同じジャンルを極めた 3 人のカ
リスマが，評論家では語りえない「本物の世界」
を，司会なし台本なしで語り合うトーク番組。11
年度は，VTRドキュメントも織り交ぜて，より
リアルに，よりディープにテーマを掘り下げた。
全20本の放送は，
「中国に勝つ卓球」に始まり，
「胃
がんのスーパー外科医」「女性演歌歌手」「トップ
営業マン」など，スポーツ・医学・実業・芸術の
幅広い分野を取り上げ，プロたちの知られざる努
力や心の内を明らかにした。／解説：関根勤，中
村慶子アナ／青少年・教育番組部
『デジタルＱ』
日 6:50〜 6:53
再金 15:12〜15:15
第 1 回08.4.6，最終回11.7.24／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 3
分ミニ番組。／出演：鈴木奈穂子アナ／広報局制
作部，NSC
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の没後30年に，短編小説「胡桃の部屋」をドラマ
化。バブル前の1980年ごろの東京を舞台に，生真
面目で不器用な次女・桃子が，リストラで蒸発し
た父の代わりに一家を守ろうと奮闘する。失意の
母，同じように夫の浮気に悩む姉，玉の輿を狙う
妹，それぞれの家族模様の中，桃子自身も相談相
手の妻子持ちの都築に次第に恋心を抱いてしま
う。向田作品らしいユーモアを交えつつ，現代に
通じる辛口のホームドラマとして描く。（全 6
回）／原作：向田邦子／脚本：篠﨑絵里子／音楽：
大友良英／出演：松下奈緒，原田泰造，井川遥，
臼田あさ美，瀬戸康史，西田尚美，蟹江敬三，竹
下景子ほか／ドラマ番組部
「ラストマネー〜愛の値段」
第 1 回11.9.13，最終回11.10.25／実際に起きた
連続保険金殺人をモチーフにしたオリジナルスト
ーリー。生命保険会社の査定人が，愛情を利用し
て保険金をだまし取ろうとする人たちと戦い，保
険金を支払うべきか否かの判断を下していく姿に
スリリングな謎解きが加わった心理サスペンス。
（全 7 回）／脚本：武田有起，渡辺啓／音楽：林
ゆうき／主題歌：My Little Lover「ひこうき雲」
／出演：伊藤英明，中丸雄一，松重豊，田畑智子，
山崎樹範，伊武雅刀，夏八木勲，高島礼子ほか／
ソフト開発センター，テレパック
「カレ、夫、男友達」
第 1 回11.11.1，最終回11.12.20／犬山家の三姉
妹，次女の治子は中東取材に出かける恋人の熊木
を見送る。淋しさが募るころ，元カレの八木と偶
然出会う。長女の麻子は夫・邦一と共依存の関係
に縛られているが家族に打ち明けられずにいた。
三女の育子は，恋愛という感情を理解できずに悩
んでいた。イベントプロデューサーの治子は，恋
もキャリアも絶体絶命の状況で，姉と妹のために
奔走。紆余曲折の果て，三姉妹は家族の絆に助け
られて，それぞれの殻を打ち破っていく。
（全 8
回）／原作：江國香織／脚本：浅野妙子／音楽：
大島ミチル／主題歌：安藤裕子「輝かしき日々」／
出演：真木よう子，木村多江，夏帆，ユースケ・
サンタマリア，徳井義実，高畑淳子，長塚京三ほ
か／ソフト開発センター，テレパック
「タイトロープの女」
第 1 回12.1.24，最終回12.2.28／お嬢様育ちでピ
アニストの卵だった主人公が，父の死をきっかけ
に町工場の社長となり，父の元愛人で継母となっ
た女性と時にいがみ合い，時に助け合いながら，
負債 8 億を抱えた会社を立て直していくまでを描
いた。極細のワイヤーをロープ状に縒って作るミ

ットを連れて登場。南欧の市場（マルシェ）のカ
フェで過ごすようなゆったりとした時間とともに
ココロを贅沢にする週末ライフのヒントを案内す
る。 ／ 司 会： 徳 井 義 実（ チ ュ ー ト リ ア ル ），
MEGUMI，川瀬良子，神田愛花アナ／ソフト開
発センター，Gメディア，NED，NEP
『ドラクロワ』
（後期）金 22:55〜23:24
再水 1:00〜 1:29
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。運命の出会いや
涙の結婚式，家族の絆など実際にあった ドラマ
チックな苦労話 を通して，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』
火 22:00〜22:43ほか
再火 0:15〜 1:13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
の女性を強く惹きつけるドラマ。
「マドンナ・ヴェルデ」
第 1 回11.4.19，最終回11.5.24／代理出産問題に
切り込んだ人気作家・海堂尊氏の同名小説のドラ
マ化。日本では現在，原則認められていない代理
出産に踏み出した母と娘の物語を通じて「親と子
の絆」について改めて考えるドラマ。（全 6 回）／
原作：海堂尊／脚本：宮村優子／音楽：村松崇継／
出演：松坂慶子，国仲涼子，片桐仁，南明奈，柴
田理恵，相田翔子，勝村政信，本田博太郎，藤村
志保，長塚京三ほか／ドラマ番組部，NEP
「下流の宴」
第 1 回11.5.31，最終回11.7.19／格差社会の現実
を，リアルかつユーモラスに描いて大反響を呼ん
だ林真理子の原作をドラマ化。理想の家庭を築い
たはずが，気が付いたら崖っぷち。夫は左遷。娘
の就職は失敗。そしてフリーターの息子は「下
流」の娘と結婚宣言！愛する息子を取り戻すた
め，
「中流家庭」を守るため，専業主婦・由美子
の戦いが始まる！（全 8 回）／原作：林真理子／
脚本：中園ミホ，吉澤智子／音楽：佐藤允彦／主
題歌：高橋優「誰がために鐘は鳴る」／出演：黒
木瞳，美波，窪田正孝，渡辺いっけい，加藤夏希，
眞島秀和，遠藤憲一，余貴美子，野際陽子ほか／
ドラマ番組部
「胡桃の部屋」
第 1 回11.7.26，最終回11.8.30／作家・向田邦子
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ニロープに女の情念と友情を託したドラマ。
（全
6 回）／脚本：金子ありさ／音楽：江藤直子／主
題歌「きっと，ずっと」井手綾香／出演：池脇千
鶴，高岡早紀，小澤征悦，本田博太郎，石田卓也，
姜暢雄，佐川満男，田村亮，笹野高史ほか／大阪
局
『日曜討論』
G・R1 日 9:00〜 10:00
第 1 回46.6.23／ねじれ国会のもとで不安定な政
治状況が続く中，東日本大震災からの復旧・復興，
原発・エネルギー問題，社会保障と税の一体改革
などを主要テーマに与野党討論やキーマンへのイ
ンタビュー，閣僚と専門家による討論などさまざ
まな枠組みで放送した。また，菅内閣・野田内閣
の政権運営や，日本経済，TPP問題，北朝鮮問題
などの内政・外交の重要課題について，その時々
のテーマを取り上げ企画した。／キャスター：島
田敏男・神志名泰裕解説委員／政経・国際番組部
『ニュースウオッチ 9 』
月〜金 21:00〜22:00
第 1 回06.4.3／「そのニュース，核心はどこだ。」
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。
2 人のキャスター自らと 3 人のリポーターが国内
外の現場を取材する頻度を増やし，より分かりや
すく，より深くニュースの本質に迫ることを試み
た。キャスターが政治，経済，社会，国際各分野
の旬の人物にインタビューする企画も増やし，
「見
識あるキャスターニュース」というカラーも強
め，
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，井上あさひアナ／
スポーツキャスター：廣瀬智美アナ／リポーター：
高井正智・松村正代・小澤康喬アナ／気象キャス
ター：井田寛子気象予報士／ニュースウオッチ 9
プロジェクト
『のんびりゆったり 路線バスの旅』 新
土 17:15〜17:59
第1回11.4.16／にっぽんの田舎をのんびりバス
に乗って巡る旅。旅人は地元の人々と触れ合いな
がら，懐かしいふるさとの魅力を再発見してい
く。／旅人：内田朝陽，蟹江一平，松田悟志ほか／
ソフト開発センター，NPN
『爆笑問題のニッポンの教養』
木 22:55〜23:24
再火 1:30〜 1:59
第 1 回07.4.13／知の最前線で何が起こっている
のか？ 驚きと発見と笑いに満ちた「知の異種格

闘技」を目指す教養エンターテインメント。爆笑
問題が毎回，科学者や哲学者，ノーベル賞受賞者
から世界的芸術家や医師まで，あらゆる分野の第
一人者たちと本質に迫るトークを展開した。時に
は複数の専門家を巻き込み「原発」「刑務所」「地
球外生命」など多彩なテーマに切り込んだ。恒例
のスペシャルでは，東京外国語大学を訪ね，200
人以上の学生たちと「コミュニケーション力」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
『バラエティー生活笑百科』
土 12:15〜12:38
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。11年
度は放送時間を33分に拡大した新春スペシャル
を，10年に引き続き放送した。／出演：笑福亭仁
鶴，上沼恵美子，辻本茂雄，桂吉弥ほか／大阪局，
NPN
『ひるブラ』 新
月〜木 12:20〜12:43
祝日
12:15〜12:38
第 1 回11.4.25／「行ってみたい！」「見てみた
い！」
「食べてみたい！」四季折々の姿を見せる
全国各地の 旬 な場所をブラりと訪ね，その地
域の魅力を生中継でダイレクトに届けた。東京の
スタジオゲストが画面の小窓で常に登場する演出
で，率直な質問や反応を投げかけることで生中継
番組の新しいスタイルを確立した。／進行役：各
局アナ（東京担当：伊藤雄彦・田代杏子アナ）／
生活・食料番組部
『ブラタモリ』
（後期）木 22:00〜22:48
再木
1:10〜 1:58
第 1 回09.10.1／街歩きの達人・タモリと共に，
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る街
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，22本の第 3 シリーズを展開した。／江戸の
動物，荒川，地下鉄スペシャル，江戸の盛り場両
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井隆，小沢真珠，まちゃまちゃ，水木一郎，ヒデ
（ペナルティ）／エンターテインメント番組部
『○○○○の演芸図鑑』 新
日
5:15〜 5:44
第 1 回11.4.10／日曜の早朝に，落語，漫才から
マジック，コントまで，さまざまな芸をお届けす
る本格的演芸番組。番組の「顔」として，三遊亭
圓歌，桂文珍，春風亭小朝，桂三枝の 4 人がナビ
ゲーターとして登場，毎回大物ゲストとの対談も
行った。／演芸出演：柳家喜多八，林家彦いち，
江戸家猫八，内海桂子，ナポレオンズ，昭和のい
る・こいる，Wヤング，宮川大助・花子，ポカス
カジャン，U字工事ほか／対談ゲスト：佐渡裕，
瀬戸内寂聴，内館牧子，鳥越俊太郎，安藤忠雄ほ
か／エンターテインメント番組部，NEP
『みんなのうた』
G
月〜金
10:55〜11:00
月〜土
13:55〜14:00
E
月〜金
12:45〜12:50
月〜木
19:50〜19:55
R2
月〜日
16:25〜16:30
月〜金・日 22:55〜23:00
月〜金
8:35〜 8:40
土・日
12:55〜13:00
土
15:40〜15:45
日
9:00〜 9:05
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 〜 4 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』
月〜金
9:55〜10:00
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。／体操指導：多胡肇，西川佳克，岡本美
佳／解説本，DVD発行／スポーツ業務管理部，G
メディア
『みんなの童謡』
木 15:12〜15:15
第 1 回00.4.1／人々に親しまれ，歌い継がれて

国，吉原，国分寺遺跡編，鉄道総合技術研究所，
街の樹木・植物，新宿，神宮外苑，江戸の食ほか／
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）月 22:00〜22:48
再金 0:15〜 1:03
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，働くことの醍醐味を伝えた。／経済・
社会情報番組部
『ホリデーインタビュー』
祝日 6:30〜 6:53
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，生き方を方向付けた原点とは何か，
そして「ふるさと」はどう心に刻まれているのか
を，原点となった場所で聞くインタビュー番組。
現在の活動の原動力になっているのは，ふるさと
でのどんな経験だったのか，ゆかりの地を訪ねな
がら聞く。11年度は12本制作。／出演：中村宏之
（陸上競技指導者）
，武豊（騎手），千昌夫（歌手），
矢口高雄（漫画家）
，金哲彦（プロ・ランニング
コーチ）
，串田和美（俳優・演出家）ほか／アナ
ウンス室
『ホリデードキュメンタリー』
祝日 18:10〜18:44
各放送局が，全国的に旬や話題の人物・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。市民マラソンランナー・川内優輝選手（7.18），
大岩壁に挑んだ75歳のクライマー（9.19），再建
にかける大相撲・佐渡ヶ嶽部屋（12.23），東京と
東日本大震災の被災地を結ぶ深夜バス（1.9）な
どを取材した。／社会番組部，各地域局
『松本人志のコントＭＨＫ』 新
第 1 土 23:30〜23:59
第 1 回11.11.5，最終回12.3.3／笑いのカリスマ・
松本人志がNHKとタッグを組んだコント番組。
松本人志の頭脳から飛び出る斬新なアイデア満載
のコント集。／出演：松本人志，浜田雅功，あき
竹城，友近，パンツェッタ・ジローラモ，保阪尚
希，六平直政，板尾創路，ケンドーコバヤシ，小
籔千豊，笑い飯，東野幸治，木村祐一，椿鬼奴，
岡本信人，今田耕司，岩尾望，千原ジュニア，藤
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田瞳「間違いだらけのダイアリー」／出演：りょ
う，和久井映見，鈴木砂羽，忍成修吾，カンニン
グ竹山，袴田吉彦，井上和香，荒川ちか，東儀秀
樹，豊原功補ほか／ソフト開発センター，NEP
「本日は大安なり」
第 1 回12.1.10，最終回12.3.13／結婚式場を舞台
に毎回さまざまな事件が…。ミステリー，コメデ
ィー，そしてラブストーリーの要素がたっぷり詰
まったエンターテインメントドラマ。（全10回）
／
原作：辻村深月「本日は大安なり」／脚本：西荻
弓絵／音楽：井筒昭雄／出演：優香，浅野ゆう子，
石黒賢，鈴木亮平，黒川智花，谷村美月，福士誠
治ほか／ソフト開発センター，テレパック
『歴史秘話ヒストリア』
水 22:00〜22:43
再水 16:05〜16:48
第 1 回09.4.1／ 3 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
だった歴史ヒーローのユニークで人間くさいドラ
マ，そして近代女性の感動秘話に至るまで多彩な
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
8:00〜 8:15
再月〜土 12:45〜13:00
BSP（先行放送）月〜土
7:30〜 7:45
再月〜土 18:45〜19:00
再 土
9:30〜11:00
第 1 回61.4.3／61年から始まった『連続テレビ
小説』は，50年目を迎え，前期の「おひさま」は
第84作，後期の「カーネーション」は第85作とな
った。
「おひさま」は，震災の影響で予定より 1
週間遅れの放送開始となった。
「おひさま」（前期） 新
第 1 回11.4.4，最終回11.10.1／ヒロイン陽子が
長野県の安曇野に家族でやって来る10歳の秋から
物語りは始まる。母の最期を家族で過ごすための
引越しだった。
「つらい時こそ笑って」という母
との約束を胸に陽子は成長， 2 人の親友と出会い
国民学校の教師となる。そんな中，運命的な出会
いをした松本のそば屋の女将，徳子の一人息子と
お見合い，祝言をあげた翌日夫の和成を戦地へ送
り出す。義父母との暮らし，戦後の夫の復員とい
う出来事の中で，妻として母として成長しながら，
戦後の日本の片隅で，人々を明るく照らしながら
生きていく。（連続156回）／作：岡田惠和／音楽：

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：
「冬
の星座」
「雪」
「ふるさと」ほか／音楽・伝統芸能
番組部
『名曲アルバム』
G
日
4:20〜 4:25
E 月〜木 13:55〜14:00
第 1 回76.4.5／誰もが知っている世界の名曲ゆ
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，ビート
ルズ作品，琵琶演奏による邦楽や民謡，近代邦人
作曲家による作品の録音など，日本の作品も多く
取り上げた。また，放送開始35周年を記念し，視
聴者からネット投票で名曲ベスト35曲を募集し，
番組枠内で紹介した。／音楽・伝統芸能番組部
『もうすぐ 9 時 プレマップ』
月〜木 20:43〜20:45
第 1 回08.3.31／当日夜に放送するG・Eテレの
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
進を図る 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』
土 11:30〜11:53
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。「被爆桜と生きて〜戦後66年 ヒ
ロシマの春」
（4.23）
，「ぼくたちの再会〜南相馬
原発避難 の子どもたち」
（9.10），
「日本一の 社
会 人 で あ れ 〜JR九 州 野 球 部 成 長 の 秘 密 」
（12.10），「僕は沖縄と出会って…〜20歳の不発
弾処理」（2.18）などを取材。／社会番組部，各
地域局
『よる☆ドラ』 新
火 22:55〜23:24
再月 0:10〜 0:39
第 1 回11.10.18，最終回12.3.13／外部プロダク
ションへの直接委託および関連委託によるエンタ
ーテインメントドラマシリーズ。コンセプトは主
に30〜40代の女性が寝る前に楽しめるライトドラ
マ。
「ビターシュガー」
第 1 回11.10.18，最終回11.12.20／40歳前後のア
ラフォー女性 3 人が恋や家族関係に悩みながら生
きる，甘いばかりではない，時にほろ苦い日常を，
本音トークで等身大に描く。（全10回）／原作：
大島真寿美「虹色天気雨」
「ビターシュガー」／
脚本：今井雅子／音楽：田中拓人／主題歌：矢井
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やNMB48も登場。ライブパフォーマンスのほか，
リハーサル風景や当日のバックステージの様子な
どのドキュメントも織り込んでAKB48の魅力を
立体的に描いた。／出演：AKB48ほか／エンタ
ーテインメント番組部
『COLDPLAY LIVE at NHK』
12.28／ 0:45〜 1:28
英国のビッグ・アーティスト，COLDPLAYの
今期世界で唯一のスタジオライブ。
「美しき生命」
をはじめ，名曲満載で送る貴重な映像。貴重なイ
ンタビューも紹介。／エンターテインメント番組
部
『DOCUMENTARY of AKB48〜AKB48+
1』
1.24／ 0:15〜 1:04
番組は，AKB48の2011年をAからZまでの26文
字のアルファベットで切り取るAKB48の「Ato
Z」。 A は「AKB48劇 場 」 の あ る 本 拠 地
「Akihabara」。 Z はメンバー全員が目指す「立
ち位置ゼロ Zero 」
。そして，注目の文字は B 。
この番組で初めて全貌が明らかになる，半年がか
りの秘密プロジェクトの文字である。AKBに日々
密着した膨大な記録映像から生み出されるドキュ
メトとは。／出演：AKB48／エンターテインメ
ント番組部
『LʼArc〜en〜Ciel 20年の軌跡』
2.12／ 1:20〜 2:04
結成20周年のL Arc〜en〜Cielが辿ってきた軌
跡を，貴重なアーカイブ映像とメンバーへのロン
グインタビューでつづる音楽ドキュメント。未公
開 映 像 も 多 数 紹 介。 ／ 曲 目：H O N E Y，
HEAVEN S DRIVE，虹，STAY AWAYほか／
エンターテインメント番組部
『MJ presents AKB48リクエストSPECIAL
2011〜神曲祭』
11.16／ 1:15〜 2:28
こ れ ま で の『 紅 白 歌 合 戦 』
『POP JAM』
『MUSIC JAPAN』で披露されたAKB48の曲
（34曲）と，AKB48関連ユニット曲（38曲）の
中から，ホームページを通してリクエストを大募
集。その結果をカウントダウン方式で紹介した。
あの名曲・名シーンは何位にランキングされる？
この番組を見ればAKB48の歴史が分かる！／出
演：AKB48／エンターテインメント番組部
『MJ presents KARAスペシャル』
11.17／ 0:15〜 1:03
KARAを特集。メンバーの魅力に迫るスペシ
ャルトーク，一番○○なメンバーは誰？MJ収録

渡辺俊幸／出演：井上真央，高良健吾，満島ひか
り，マイコ，永山絢斗，田中圭，原田知世，寺脇
康文，柄本時生，金子ノブアキ，伊藤歩，渡辺え
り，白川由美，平泉成，串田和美，斉藤由貴，樋
口可南子，渡辺美佐子，若尾文子（語り）ほか／
ドラマ番組部
「カーネーション」
（後期） 新
第 1 回11.10.3，最終回12.3.31／大正 2 年，小原
糸子は大阪・岸和田の呉服商の娘として生まれた。
生まれながらにお転婆だった糸子はだんじり祭り
が大好き。しかしそれを曳くことができるのは男
だけだった。
「女より男やったら人生どんなに楽
しいんやろ…」そう思った糸子は女学生のとき，
1 台のミシンと運命的な出会いを果たす。そして
父の反対を押し切って女学校を中退，洋裁修行を
積んで，20歳のとき，夢にまで見た洋装店を開業
した。夫の戦死を乗り越え，女手ひとつで 3 人の
娘を世界的デザイナーに育て上げたヒロイン糸子
の波乱万丈の一代記を生き生きと描く。（連続151
回）／作：渡辺あや／音楽：佐藤直紀／主題歌：
椎名林檎「カーネーション」／出演：尾野真千子，
夏木マリ，二宮星，小林薫，麻生祐未，正司照枝，
栗山千明，濱田マリ，田丸麻紀，須賀貴匡，尾上
寛之，甲本雅裕，上杉祥三，小泉孝太郎，黒谷友
香，駿河太郎，綾野剛，ほっしゃん。，近藤正臣，
新山千春，川崎亜沙美，安田美沙子，宝田明，十
朱幸代ほか／大阪局

総合：特集番組
『ABUロボコン2011 日本代表 世界への挑
戦 タイ・バンコク大会』
9.19／14:00〜14:59
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の第
10回大会が， 8 月28日タイ・バンコクで開催され
た。
18の国と地域から選抜された19チームが参加。
東京大学の戦いを中心に，地元タイ，大会 5 連覇
を目指す中国，そして初参加のロシア，ラオスな
ど，ロボコンにかける若者の思いを伝えた。／出
演：土佐信道（明和電機），神田愛花アナ／ナレ
ーション：戸田恵子，神田愛花・中谷文彦アナ（実
況）／科学・環境番組部
『AKB48ライブ@SBD』
11. 9／ 0:15〜 0:59
11年 7 月，AKB48史上最大の規模で行われた
西武ドームでのライブのもようを凝縮して届け
た。AKB48のシングルヒット曲のほか，SKE48
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『MONGOL800
縄』

舞台裏完全密着，韓国からの秘蔵映像紹介， 1 万
人ファンイベントからの興奮ライブパフォーマン
ス，MJからのダンス教室名場面集，名曲MV紹
介で構成。／曲目：ミスター，ジャンピン，ジェ
ットコースターラブ，GOGOサマー，ウィンター
マジック，TVパフォーマンス日本初公開曲：
PRETTY GIRL，SOSほか／出演：KARA／エ
ンターテインメント番組部
『MJ presents K-POPスペシャル』
9.25／ 0:00〜 0:43
MJのスピンオフ特番として放送。KARA，少
女時代など，K‑POPの最新情報を届けた。／エ
ンターテインメント番組部
『MJ presents 少女時代 スペシャル』
6. 9／ 0:15〜 0:59
『MJ presents 少女時代 スペシャル アン
コール特別版』
7.16／ 0:15〜 1:14
『MUSIC JAPAN』からのスピンオフ特番。
少女時代を特集。
少女時代の魅力を一挙に届けた。
コンサートツアーのもようや独占インタビューな
ど。 7 月16日には更に貴重な最新未公開映像を加
え，15分拡大し「アンコール特別版」として放
送。／出演：少女時代／エンターテインメント番
組部
『MJ presents 東方神起スペシャル2011』
10. 9／17:20〜17:59
東方神起を特集。興奮のスタジオライブ，新旧
名曲ラブバラード，ユンホ・チャンミンが人気ゲ
ームで白熱のダンス対決， 2 人の素顔浮き彫りの
一問一答インタビュー，MJの放送から未公開秘
蔵映像蔵出し！ユンホ・チャンミンが熱中症対策
グッズ体験，
お互いの似顔絵を描き合う画力対決，
ほ か で 構 成。 ／ 出 演： 東 方 神 起 ／ 司 会：
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
『MJ presents 密着！水樹奈々 ドームライ
ブの作り方』
1.21／ 1:15〜 2:14
水樹奈々の東京ドームライブの魅力をテーマ別
で紹介。衣装はいかにして作られるのか？打ち合
わせからフィッティング詳細，毎回観客を驚かせ
る映像制作現場に潜入，水樹奈々ライブ名物の乗
り物。果たして今回は？，ダンスもいっさい手抜
きなし！，初めてのコンサートを行った思い出の
地へ，ドーム初の試み！天井が宇宙に！？，子供
時代のレア映像，感動のインタビューほか。／出
演：水樹奈々／エンターテインメント番組部

フ ェ ス テ ィ バ ル2011

沖

11.10／ 0:15〜 1:14
沖縄出身のロックバンド・MONGOL800が，沖
縄 で 開 催 し た フ ェ ス「What a Wonderful
World11」のもようをバックステージを盛り込ん
で魅せた。／出演：MONGOL800ほか／エンター
テインメント番組部，NEP
『MUSIC JAPAN ANNEX』
7.23／ 1:15〜 1:59
日曜夕方放送の「MJ」の別館。より深く音楽
にこだわった11年期待のアーティストを紹介し
た。／司会：横山剣（クレイジーケンバンド）／
エンターテインメント番組部
『MUSIC JAPAN OVERSEAS 洋楽特集』
12.27／ 1:05〜 1:53
MJの海外アーティスト特集。／出演：アヴリル・
ラヴィーン，マルーン 5 ，COLDPLAY，ニック・
カーター，アニメタルUSA，ナイトレンジャー，
シェネル／VTR：リアム・ギャラガー，ビィー
ディ・アイ，アデル，エイミー・ワインハウス，
マイケル・ジャクソン，イモータルズ，ストーン・
ローゼズ，ホワイト・ストライプス，ポール・ウ
ェラー，レディー・ガガ ほか／曲目：美しき生
命（COLDPLAY），アリス（アヴリル・ラヴィ
ーン）ほか／司会：関根麻里／エンターテインメ
ント番組部
『MUSIC JAPAN アネックス 2012』
3.24／ 2:10〜 2:59
日曜夕方放送の「MJ」の別館。より深く音楽
にこだわった11年期待のアーティストを紹介し
た。／司会：フットボールアワー／エンターテイ
ンメント番組部
『NHKのど自慢イン台湾』
10.29／19:30〜20:43
6 年ぶりの海外のど自慢を台湾台北市で実施。
出場応募者は1,480組で過去最高を記録。本番に
は出場者25組のほかに台湾の少数民族の小学生た
ちが民族芸能を披露。また関連番組として，10月
29日の放送を前に，その裏側を紹介する『のど自
慢がやってきた』も放送。／ゲスト：小林幸子，
吉幾三／司会：徳田章アナ／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』
12.18／12:15〜12:58
46年 の 開 始 以 来，66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りす
ぐりの名場面，とっておきのパフォーマンスの
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『愛されて50年♪ “みんなのうた” フェスティ
バル！』
（第 1 部）
9.23／ 8:15〜 9:00
（第 2 部）
9.23／ 9:05〜 9:33
11年 4 月に放送開始から50年を迎えた『みんな
のうた』
。過去に番組に参加したクリエイターや
アーティストが，自らのこだわりを語るとともに，
過去の名曲を新しい形でカバーして歌った。映像
は過去のものを再使用しながら，最先端のバーチ
ャルセットを利用した，新しいスタイルのテレビ
コンサート形式で送った。／出演：上野樹里，郷
ひろみ，大貫妙子，BEGIN，岡本知高，平原綾香，
アンジェラ・アキほか／青少年・教育番組部，
NEP
『嵐の明日に架ける旅』
11.23／19:30〜20:43
全国各地の 日本の未来を担う 魅力的な人々
を通して 日本 の力強さ，可能性を伝える 日
本再発見 企画。全国の家庭に明るく楽しく勇気
と元気を届けた。世代を超えて圧倒的な人気を誇
る嵐の 5 人がそれぞれ，日本各地でさまざまな状
況を乗り越えながら伝統を守ったり，未来に向か
って頑張ったりする人物・グループを訪ね，彼ら
の活動やその思いを取材した。／出演：嵐／エン
ターテインメント番組部，NEP
『アルクメデス〜グリーン盤』
5. 4／ 0:15〜 0:53
10年度に 9 本シリーズで放送した，司会者も回
答者も存在しない新感覚クイズ番組『アルクメデ
ス』の特集。5 月 4 日の「みどりの日」にちなみ，
とことん緑にこだわったネタで構成。／出演：五
月みどり，緑川睦，中川緑アナほか／エンターテ
インメント番組部
『アルクメデス〜デジタル』
12.23／ 0:15〜 0:44
コント，パロディーほか笑いの要素満載のオム
ニバスクイズバラエティー。地デジのマルチ編成
を使い，メインとサブ， 2 つのチャンネルを切り
替えながらクイズを楽しめる，
新たな試みに挑戦。
／出演：野間口徹，黒田アーサー，濱田マリほか／
エンターテインメント番組部
『医療崩壊の町を津波が襲った〜岩手県宮古市〜
被災地 再起への記録』
5. 2／ 9:00〜 9:48
東日本大震災により，三陸沿岸各地の病院が機
能不全に陥った。その多くが，震災前に既に深刻
な 医療崩壊 に見舞われていた病院だ。日々の
繁忙な業務に疲弊していた医師や看護師たちは，

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11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
『SONGS〜2012春スペシャル』
3.28／22:00〜23:18
松任谷由実と福山雅治の二本立て。11年 3 月11
日 の 東 日 本 大 震 災 を 受 け て，NHKの 音 楽 番 組
『SONGS』とのコラボプロジェクトを 1 年にわ
たって展開してきた松任谷由実。大規模な全国ツ
アーやそのファイナル・仙台会場での大合唱シー
ン，
さらには『紅白歌合戦』での熱唱などを経て，
ついにプロジェクトの大団円を迎えた。今回のス
ペシャル番組では，これまでに参加したすべての
方々の合唱を含む決定版「
（みんなの）春よ，来
い」を放送した。
（総勢 1 万人を数える参加者の
中には，安田成美，木村佳乃，YOU，ベッキー，
ミッツ・マングローブなどこの企画に賛同してく
れた著名人の姿も見られる。
）さらに，彼女の音
楽創作のルーツともいえる母校・立教女学院や，
11年舞台公演に初挑戦する日比谷の帝国劇場など
をユーミンが訪ね，11年から12年にかけての活動
ぶりについてさまざまな角度から紹介した。／ゲ
スト：貫地谷しほり
続いて，震災直後から，パーソナリティーを務
めるラジオ番組を通じ，さまざまな支援を被災地
に対して行ってきた福山雅治。今回は，彼にとっ
て重要なツールといえる「ラジオ」を通じてリス
ナーと交わしてきたコミュニケーションにスポッ
トを当てた。 3 月に宮城で行ったライブで，東北
にそして全国にエールを送る姿，そして，この 1
年間に生まれた楽曲をスタジオで熱唱する姿な
ど，今の福山が伝えたいメッセージを豊富なドキ
ュメント映像とともに放送した。／ナレーション：
守本奈実アナ／エンターテインメント番組部
『YELLOW MAGIC ORCHESTRA LIVE at
NHK』
11. 4／ 0:15〜 1:03
YMOがNHKで行った貴重なスタジオライブの
もようを紹介。 3 人温泉宿に行ったら…という設
定のスペシャルトークも届けた。YMOの結成秘
話も披露！？／曲目：RYDEEN，TONG POO，
B E H I N D T H E M A S K，F I R E C R A K E R，
S E O U L M U S I C，G R A D A T E D G R A Y，
C O S M I C S U R F I N，A B U S O L U T E E G O
D A N C Eな ど ／ 出 演：Y E L L O W M A G I C
ORCHESTRA／エンターテインメント番組部
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震災で自ら被災者となり，それでも，ばく大に増
えた患者と向き合わざるを得なくなっている。番
組では，岩手県立宮古病院と宮古市立田老診療所
を主な舞台に，医師たちが，この事態にどう向き
合っていくのかを取材した。／文化・福祉番組部
『上を向いて歩こう〜日本人の希望の歌 その真
実』
7.18／22:00〜22:49
阪神・淡路大震災の時も，そして東日本大震災
でも，人々が自然と歌うのはこの歌だった…。日
本人の心の歌ともいうべきものが誕生してからち
ょうど50年。なぜ半世紀にわたり日本人の心をと
らえ続け，アメリカではヒットチャートの 1 位を
獲得したのか。この歌を歌った坂本九，作曲の中
村八大，作詞の永六輔の 3 人の物語を軸に，誕生
の秘密やヒットの理由を緻密な検証と関係者の言
葉，貴重な資料で掘り起こしていくドキュメン
ト。／エンターテインメント番組部
『歌でつなごう〜いま あなたに届けたい』
5. 3／19:30〜20:43
東日本大震災から 2 か月余りの被災地の様子や
各地からの応援の動きを紹介しながら， 3 月21日
から放送したミニ番組『歌でつなごう〜被災地の
みなさんへ』に参加したアーティストを中心に，
心温まる歌の数々で構成したコンサート番組。／
出演：嵐，アンジェラ・アキ，千昌夫，中村雅俊，
平 原 綾 香， 夏 川 り み， 一 青 窈，FUNKY
MONKEY BABYS，鳥羽一郎／エンターテイ
ンメント番組部
『親子でナットク イチから、Q！』
1. 5／19:30〜20:43
再 1. 7／ 8:15〜 9:28
11年に起きた重大ニュースを，子どもたちにも
分かりやすく伝えた特集番組。
「東日本大震災」
「放
射線」
「中東革命」
「ユーロ危機」などの出来事を，
大きな模型や親しみやすいCGを使うことで分か
りやすく解説。また時事問題は入試でも重要視さ
れることから，そのほかの話題もクイズ形式で
次々と解説した。生放送。／司会：小島慶子，松
田利仁亜アナ／解説：鎌田靖解説委員／ゲスト：
野々村真・堀ちえみ親子ほか／ナレーション：田
中真弓，古川登志夫／青少年・教育番組部
『オンバト＋〜第 1 回チャンピオン大会』
7.24／ 0:50〜 2:19
1 年間にわたって繰り広げられたバトルのゴー
ルとなる，笑いの頂上決戦。年間の得点ランキン
グ上位の12組が参加，見事初代チャンピオンに輝
いたのは 2 人組のコント師，トップリード。／司

会：斉藤孝信アナ／エンターテインメント番組部，
NEP
『歌謡チャリティーコンサート』
9.20／19:32〜20:45
11.29／19:30〜20:43
NHKがNHK厚生文化事業団と共催で行ったチ
ャリティーイベント。1 回目は 8 月26日に兵庫県・
神戸国際会館， 2 回目は10月14日に群馬県・ベイ
シア文化ホールで開催した。 1 回目の収益金は中
央共同募金会を通じて東日本大震災の被災者支援
に， 2 回目は「障害者用スポーツ器具」を開催地
の施設に寄贈した。／（兵庫）出演：五木ひろし，
ESCOLTA，上條恒彦，川中美幸，クミコ，郷ひ
ろみ，島田歌穂，白鳥英美子，水前寺清子，鳥羽
一郎，馬場俊英，平松愛理，藤あや子，布施明，
前川清／演奏：大阪交響楽団／指揮：藤野浩一／
司会：浅野ゆう子，石澤典夫アナ／（群馬）出演：
石井一孝，五木ひろし，五輪真弓，大月みやこ，
小林幸子，佐々木新一，笹本玲奈，島津亜矢，知
念里奈，ナオト・インティライミ，夏川りみ，平
原綾香，細川たかし，森麻季，山田太郎／演奏：
群馬交響楽団／指揮：藤野浩一／司会：浅野ゆう
子，小田切千アナ／エンターテインメント番組部
『ぎふ発ドキュメント〜全力 大垣日大vs東北』
5. 5／16:20〜16:45
東日本大震災の発生により，開催の是非が議論
を呼んだ第83回選抜高校野球大会。被災地から出
場した東北高校と初戦で当たったのは，岐阜の大
垣日大高校だった。震災を前に，多くの人々が「自
分に何ができるのか」思い巡らす中，大垣日大の
野球部は全力プレーの中にその答えを求めた。被
災地から離れた地で「今，自分ができること」に
取り組む生徒の姿を伝えた。／岐阜局
『京都音楽博覧会2011』
11. 8／ 1:05〜 2:04
9 月23日に京都・梅小路公園芝生広場で行われ，
11年で 5 回目の開催となった，日本で唯一の都市
型音楽フェスティバル「京都音楽博覧会」
。番組
では，イベント当日のドキュメントや，主催者で
あるくるりのフェスにかける思いなどのインタビ
ューを交えながら，細野晴臣，小田和正，くるり
によるスペシャルコラボのほか，豪華ゲストが多
数参加した，白熱のステージのもようをダイジェ
ストで放送した。／出演：くるり，小田和正，細
野晴臣，斉藤和義，石川さゆり，10‑FEET，マ
イア・ヒラサワ，フジファブリック，つじあやの／
エンターテインメント番組部
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クリスマススペシャ

『クイズでGo！ローカル線の旅』
5. 4， 8. 5， 9.22， 1. 6／19:30〜20:43
地域の 足 として活躍する「ローカル線」に
乗り込み，沿線各地の名物や町自慢にまつわるク
イズにチャレンジ。年間 4 本制作。静岡・伊豆急
行線，北海道・釧網線，山口・JR山口線，北近
畿タンゴ鉄道・宮津線。／ソフト開発センター，
NEP，カイエン
『検索deゴー！とっておき世界遺産』
4.23／19:30〜20:43ほか
NHKがこれまで取材してきた世界遺産の膨大
なアーカイブス素材に新たなロケを加え，検索機
能を駆使しながら世界遺産の豊かさ・不思議さを
堪能してもらう家族向けエンターテインメント番
組。（全10回）
／司会：南原清隆，首藤奈知子アナ／
ソフト開発センター，NEP
『憲法記念日特集〜大震災、そして政治は・この
難局を乗り越えるために』
5. 3／10:05〜11:30
巨大地震，大津波，原発事故。かつてない難局
に直面した日本。「東日本大震災」は，私たち日
本人に何を突きつけているのか。そして，今政治
に求められている役割は何か。各界の論客が徹底
討論した。／出演：元内閣官房副長官で地方自治
研究機構会長・石原信雄，ノンフィクション作家・
保阪正康，ジャーナリスト・鳥越俊太郎，経済評
論家・伊藤洋一，精神科医・香山リカ，弁護士・
土井香苗／司会：神志名泰裕解説委員／政経・国
際番組部
『高専ロボコン2011〜決めろ！勝利のタッチダ
ウン』
12.11／16:00〜16:59
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。今回の競技は「ロボ・ボウ
ル」
。人とロボットが協力してアメリカンフット
ボールを行うというもの。楕円形のボールをうま
く投げるために工夫されたロボットの仕組みや，
人からロボットへ，ロボットから人へパスが投げ
られる度に盛り上がる会場の様子，そして大会に
かける各高専生たちの思いを描いた。中でも東日
本大震災で出場が危ぶまれた東北地区代表の奮闘
ぶりをクローズアップした。／大会司会：山田賢
治・神田愛花アナ／実況：泉浩司アナ／ナレーシ
ョン：小山力也／応援リポーター：西尾幸奈キャ
スター（札幌局），
土田優香キャスター（仙台局），
小倉実華キャスター（甲府局）
，吉田真人アナ（岐
阜局），青柳万美キャスター（大阪局）
，和久田麻
由子アナ（岡山局），田中紀英キャスター（松山

12.22／19:30〜20:43
クリスマスに歌と料理のプレゼント！ミュージ
カル俳優・市村正親が，最新作から圧巻の熱唱を
披露し，藤原紀香が「ホワイトクリスマス」
，氷
川きよし・ベッキーが「白い恋人達」などの名曲
に挑んだ。女優・鈴木砂羽は，グッチ裕三の超簡
単で豪華な料理を絶賛する。また東貴博と新婚お
のろけ話に花が咲いた。高橋みなみ・篠田麻里子
らAKB48もデザート持参で参加，2012年クイズ
で夢を語った。／出演：氷川きよし，ベッキー，
グッチ裕三，市村正親，つるの剛士，藤原紀香，
鈴木砂羽，東貴博，高橋みなみ，篠田麻里子，北
原里英，梅田彩佳，杉並児童合唱団／エンターテ
インメント番組部，NEP
『きよしとこの夜2011 夏スペシャル』
8.18／19:30〜20:43
05年から 4 年にわたり放送された音楽バラエテ
ィーのスペシャル版。氷川きよし，グッチ裕三，
ベッキーが，多彩なゲストを迎え，「夏」「元気」
「星」をテーマに歌を披露した。
「きよしこの味」
では，加山雄三とグッチ裕三が料理対決。特別企
画「ザ・名言クイズ」では，名言や名ゼリフの穴
埋め問題に挑戦した。歌・料理・トークなどで楽
しくつづるバラエティー番組。／出演：氷川きよ
し，グッチ裕三，ベッキー，加山雄三，大竹しの
ぶ，芦田愛菜，東貴博，小沢一敬／エンターテイ
ンメント番組部，NEP
『欽ちゃんのワースト脱出大作戦』
5.20， 8.19／19:30〜20:43
『欽ちゃんのがんばる！日本大作戦』
12.24／10:05〜11:18
3.23／19:30〜20:43
10年 3 月まで放送された定時番組『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
を受け継いだ「地域応援番組」
。萩本欽一さんを
司会に，空き巣被害がワーストの愛知県の人たち
や，骨髄ドナー登録者数がワーストの群馬県の人
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，汚名返上に挑ん
だ。また，東日本大震災後，仮設住宅での暮らし
を快適にする工夫や除染の悩みについても取材。
番組はその姿を長期間にわたって追いかけ，そこ
に生まれる人間ドラマを年間 4 回にわたって放送
した。／出演：萩本欽一，永井伸一アナほか／生
活・食料番組部
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ド
『サラリーマンNEO
前スペシャル』

局）
，雨宮萌果アナ（沖縄局）／科学・環境番組
部
『五感の迷宮〜脳が作る錯覚の世界』
10.29／21:00〜22:13
最新の脳科学を錯覚をキーワードにひも解くサ
イエンスバラエティー。私たちの視覚・聴覚・触
覚・味覚・嗅覚の 5 つの感覚は，錯覚に満ちあふ
れている。人は脳の中でどのようにして外の世界
を認識しているのか，マジックやミステリースポ
ットの謎解きとスタジオでの錯覚実験で紹介。脳
と感覚の不思議な世界に迫った。／司会：八嶋智
人，小野文惠アナ／ゲスト：トリンドル玲奈，清
水ミチコ，
ペナルティほか／語り：伊藤雄彦アナ／
科学・環境番組部
『国会中継』
G・R1／随時
国会中継は，383時間を超える放送を行った。
第177通常国会（11年 1 月24日〜 8 月31日）では，
東日本大震災からの復旧・復興，原発問題などを
テーマにした衆参両院の特別委員会の質疑や予算
委員会の集中審議を中継した。第178臨時国会（ 9
月13〜30日）では，野田内閣発足を受けての「所
信表明演説」とこれに対する「代表質問」や衆参
両院の予算委員会質疑を中継した。会期終了後に
は，東日本大震災の復旧・復興について衆参両院
の特別委員会の閉会中審査が行われた（10月 5 ，
6 日）
。第179臨時国会（10月20日〜12月 9 日）で
は，
「所信表明演説」とこれに対する「代表質問」
や第 3 次補正予算案を巡る衆参両院の予算委員会
の質疑や集中審議，党首討論などを中継した。第
180通常国会（12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」
，第 4 次補正予算案と12年度予算案を巡る
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
『こんにちは！動物の赤ちゃん2011』
12.21／19:30〜20:43
07年から 4 回にわたり放送，好評の年末特集第
5 弾！11年度も全国各地の動物園で，かわいい赤
ちゃんが生まれた。誕生の感動的瞬間，すくすく
育つ愛くるしい姿，
愛情たっぷりの飼育の様子を，
飼育員さんが撮影した秘蔵ビデオで紹介。茨城県
の動物園では東日本大震災から 5 日後に赤ちゃん
ライオンが誕生。その元気な姿は，被災した子ど
もたちに笑顔と力を与えた。命の危機に瀕した赤
ちゃんクロサイを救う奮闘記，34歳で初産のアジ
アゾウの高齢出産物語など話題満載！／出演：久
本雅美ほか／ソフト開発センター，NEP，ノマ

シーズン 6

スタート直

5. 7／23:00〜23:29
5 月10日のシーズン 6 スタートを前に，これま
での名場面を一挙に公開。
「サラリーマン歌舞伎」
「会議最前線」「がんばれ川上くん」など，人気
コントをまとめて放送するほか，コント収録の舞
台裏も紹介。／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，宮崎美子，平泉成ほか／エ
ンターテインメント番組部
『サラリーマンNEO シーズン 6 特別感謝総
集編』
10.30／ 0:00〜 0:43
『サラリーマンNEOシーズン 6 』で放送した
合計111本のコントの中から，視聴者のリクエス
トが多かったものを特別に選んで放送するスペシ
ャルセレクション！／エンターテインメント番組
部
『サラリーマンNEOプレゼンツ TVマンNEO』
12.30／23:10〜23:58
『サラリーマンNEO』のスペシャル版。とあ
る地方のテレビ局で起こった事件を巡り，テレビ
マンたちが起こす騒動を描く。これまでのオムニ
バスコント形式ではなく，一話読み切りのコメデ
ィーに挑戦。／エンターテインメント番組部
『震災の歌〜鎮魂と希望と 三十一文字の記録』
1. 2／10:15〜10:58
未曽有の被害をもたらした東日本大震災。あの
日から，被災地では数知れない程の短歌が生まれ
読み継がれている。壮絶な体験の記憶。津波で命
を落とした家族や友人への挽歌。原発事故で一変
したふる里への思い…。そこには，被災した人々
にしか語ることのできないドラマと，再生への祈
りが凝縮されている。三十一文字に込められた震
災の記憶をたどるとともに，その後の日々を懸命
に生きる人々の姿をドキュメントした。／出演：
竹下景子／文化・福祉番組部
『スゴロQ ジャパン』
第 1 回（京都）
8.22／19:30〜20:43
第 2 回（那覇）
3.26／19:30〜20:43
すごろくとクイズと旅を合わせた新企画の旅ク
イズバラエティー。日本のある街をすごろくの盤
面に見立て，止まったマス目で出題されるクイズ
に答える。すごろくをするのは東京のスタジオ。
ネット回線でつながった現地に仕組まれたクイズ
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発センター，NED，クリエイティブネクサス
『大学ロボコン2011〜めざせ！ロボコン世界大
会 勝利の炎を燃やせ！ 日本代表決定戦』
7.18／10:05〜10:59
未来のものづくりを担う理工系の大学生が手作
りのロボットで競い，ABUロボコン日本代表を
目指す。競技課題は 3 台のロボットを使い分け，
バラバラな模型を組み立てること。各大学が工夫
を凝らしたロボットの仕組みや戦略を使い分け戦
いに挑む様子も盛り込み，学生たちの奮闘ぶりを
伝えた。／大会司会：山田賢治・神田愛花アナ／
実況：廣田直敬アナ／ナレーション：戸田恵子／
科学・環境番組部
『大河ドラマ〜江〜姫たちの戦国 総集編』
12.29，30／ 7:20〜 8:14， 8:15〜 9:09
『大河ドラマ』第50作として放送された「江〜
姫たちの戦国」を， 4 回の総集編にまとめ， 2 日
連続で放送。浅井長政とお市の方の子として生ま
れ，波乱に満ちた人生を送った三姉妹の末っ子・
江。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ゆく。
ついには徳川二代将軍秀忠の妻となり，五女三男
の母となって，泰平の世の到来をもたらす。徳川
幕府誕生に深く関わる江の生涯を描く。（全 4
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，
AKIRA，萩原聖人，ミムラ，鈴木砂羽，石坂浩二，
加賀まりこ，奈良岡朋子，岸谷五朗，大竹しのぶ，
北大路欣也ほか／ドラマ番組部
『大河ドラマ「平清盛」とっておき紀行』
1. 3／ 8:15〜 8:44
12年放送の『大河ドラマ〜平清盛』の主な舞台
となる京都・広島の美しい風景や荘厳な寺社仏閣
を大河ドラマの出演者が訪ねる。京都では，清盛
の出生の秘密と貴族社会で武士が力を得ていった
過程を，広島では清盛が瀬戸内海を通じた国際貿
易に「おもしろき世」を見出していく様子を辿り
ながら，ドラマの見どころや制作の様子もいち早
くご紹介。
『大河ドラマ〜平清盛』とドラマの舞
台となった土地の魅力の両方を楽しめる番組とす
る。／出演：加藤あい，豊原功輔ほか／ドラマ番
組部，NEP
『第18回家族で選ぶにっぽんの歌』
3.20／19:30〜20:43
ネットクラブに登録している，およそ1,200世
帯の視聴者に向け実施したアンケートに基づき，

に挑戦していく。／司会：三宅裕司，中川翔子（第
2 回），秘書：松山安代アナ（第 1 回）／出演：
東貴博，峯岸みなみ（以上 1 ，2 回とも），第 1 回：
浅野ゆう子，上地雄輔，はるな愛，カンニング竹
山，横山由依，狩野英孝，第 2 回：瀬川瑛子，秋
元才加，大場美奈，島崎遙香，ほっしゃん。平成
ノブシコブシ，まちゃまちゃ，楽しんご／エンタ
ーテインメント番組部
『総理記者会見』
G・R1／随時
総理記者会見の中継は，国内外合わせて18回
（菅総理大臣 7 回，野田総理大臣11回）。菅総理
大臣によるものは，東日本大震災 1 か月での会見
や原発・エネルギー問題に関する会見，G8サミ
ット（フランス・ドービル）に出席後の会見など。
野田総理大臣によるものは，総理大臣就任と新内
閣発足を受けての会見，国連総会（ニューヨー
ク）
，APEC（ホノルル）に出席後の会見，ASE
AN（インドネシア・バリ島）に出席後の会見
（時差再生），補正予算成立や内閣改造を受けて
の会見などだった。／政経・国際番組部
『続・また仲間たちと歌いたい』
10. 1／16:45〜17:28
5月に放送した『また仲間たちと歌いたい』の
続編。福島第一原発の事故で青森に避難した中学
生，町ごと郡山市に移転した中学校の生徒。津波
で大切な仲間を失った宮城県の中学生。flumpool
の作った「証」を歌うことで前を向いて一歩を踏
み出そうとする中学生たちの記録。／青少年・教
育番組部，エンターテインメント番組部
『それいけ！民謡うた祭り』
2.25／15:05〜16:18
東日本大震災関連特集番組。小美玉市は，東日
本大震災当日，天井崩落した茨城空港の所在地。
震災から 1 年。東北や関東の被災地の人々に地元
の民謡でくつろいでいただくことを目的に放送し
た。／出演：原田直之，鈴木正夫，渡辺徹ほか／
司会：伍代夏子，稲塚貴一アナ／音楽・伝統芸能
番組部
『大科学実験スペシャル やってみなくちゃわか
らない！』
7.18／19:30〜20:43
「やってみなくちゃわからない」を合言葉に大
スケールの実験に挑戦する教育番組『大科学実
験』
。
紙の筒を並べて，その上に立てるか試したり，
家庭でもできる応用編テーブルクロス引きに挑
戦。驚きの結果に，どうしてそうなるのか，ワイ
ワイ大議論！面白さ満載の実験大会。／ソフト開
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世代やジャンルを超えた「家族で楽しめる」数々
の名曲を華やかなステージショーとともに紹介し
た。／司会：伊東四朗，柴田理恵，川島海荷／出
演：青木光一，秋川雅史，石丸幹二，五木ひろし，
Ａ.Ｂ.Ｃ−Ｚ，北島三郎，小柳ルミ子，谷村詩織，
谷村新司，新妻聖子，平原綾香，本田路津子，黛
ジュン，山根康広／エンターテインメント番組部
『大地の恵み音楽祭〜日本農業賞記念コンサー
ト』
3.31／10:05〜10:58
「日本農業賞」関連イベントとして開催される
コンサート。番組では音楽シーンと合わせて「農
業」や「作物」などのテーマをクイズや料理で紹
介。
「日本の食」の豊かさを表現するコンサート
とした。／司会：石澤典夫アナ／出演：五木ひろ
し，大桃美代子，夏川りみ，氷川きよし，ほか／
エンターテインメント番組部，NEP
『第 2 回オンバト＋チャンピオン大会』
3.31／22:55〜 0:24
1 年間にわたるバトルを締めくくる笑いの頂上
決戦。年間の得点ランキング上位のメンバー 8 組
に加え初代チャンピオンのトップリードが参加
し，王座を目指して激突。新たにタイムマシーン
3 号が 2 代目チャンピオンとなった。／司会：斉
藤孝信アナ／エンターテインメント番組部，NEP
『第45回NHK福祉大相撲〜お楽しみ歌くらべ』
2.19／17:14〜17:59
毎年恒例のチャリティーイベント「NHK福祉
大相撲」。人気力士が女性歌手と共に自慢ののど
を聞かせる，第 2 部の「お楽しみ歌くらべ」のも
ようを中継収録で伝えた。／出演：石原詢子，伍
代夏子，スマイレージ，天童よしみ，長山洋子，
魁聖関，琴奨菊関，玉ノ井親方，豊ノ島関，豊真
将関／司会：小松宏司アナ／エンターテインメン
ト番組部，NEP
『第43回 思い出のメロディー』
G
8.13／19:30〜20:50，21:00〜21:59
R1 8.20／19:30〜20:50，21:00〜21:59
1969年に始まり，43回目を数えた夏恒例の大型
歌謡ステージ番組。11年度は，「日本の元気を歌
で伝えよう」と題して，28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。今回は，東日本大震災をうけ，
子供たちを元気づけるアンパンマンメドレーや，
震災後改めて見直されたラジオの伝える力の強さ
をクローズアップした。また，被災した仙台の漁
師の皆さんとともに現地から鳥羽一郎が中継出演
したり，福島出身の西田敏行がふるさとへのメッ

セージとともに歌を歌うなど全編を通して被災地
へのエールを込めた番組となった。／ 8 月13日
NHK大阪ホールで収録。／司会：井ノ原快彦，
有働由美子アナ／出演：KAN，森高千里，加藤
紀子，里田まい，ドリームモーニング娘。
，いき
ものがかり，五木ひろし，欧陽菲菲，大月みやこ，
岡村孝子，梶光夫，高田美和，加藤登紀子，河島
アナム，河島翔馬，関西ジャニーズJr.，中山優馬，
香西かおり，小柳ルミ子，坂本スミ子，坂本冬美，
新川二朗，菅原洋一，千昌夫，多摩幸子とマヒナ
スターズ，天童よしみ，鳥羽一郎，豊島たづみ，
中尾ミエ，西田敏行，長谷川きよし，氷川きよし，
布施明，水森かおり／ゲスト：ウルトラマン，ア
ンパンマン，谷川浩司／エンターテインメント番
組部
『第62回NHK紅白歌合戦』
G・R1 12.31／19:15〜23:45
11年の日本歌謡界を代表する歌手と話題曲で構
成し， 1 年を締めくくる大型歌謡番組（NHKホ
ールから生放送）。第62回となる11年の紅白は，
「あ
したを歌おう。
」をテーマに届けた。 3 月の東日
本大震災をはじめ，台風による被害など悲しい出
来事が記憶に残る年だった。そんな中，被災した
方々が自ら歌った歌，復興の歩みにエールを送っ
た歌など，改めて歌の力を感じさせられる 1 年で
あった。そんな年を締めくくる紅白歌合戦は，明
るいあしたへの一歩を踏み出す前向きな紅白にす
るべく，歌手のみなさんの歌をしっかりと届け，
きたる12年に向けて明るいあしたの歌を歌える番
組とした。紅組司会は井上真央，白組司会は嵐。
紅白出場歌手は55組。初出場は芦田愛菜，鈴木福，
KARA，少女時代，猪苗代湖ズ，神田沙也加，
椎名林檎。東北 3 県をはじめ，横浜，東京体育館
からも中継。さらには「世界からのメッセージ」
コーナーではニューヨークからレディー・ガガの
歌のメッセージを届けた。勝敗は紅組の勝利で，
紅組の29勝33敗となった。／エンターテインメン
ト番組部
『誰もが中学生だった〜中学生日記50年クロニ
クル』
5. 5／13:05〜14:18
『中学生日記』の放送開始50年を記念した特集
番組。制服，告白，先生などのテーマにそって，
各時代の中学校生活を描いた懐かしい映像を紹介
した。MCは，中学生日記出身の加藤晴彦さん。
各世代を代表するゲストとして，尾木直樹さん，
江川達也さん，渡辺美奈代さん，河相我聞さん，
益若つばささん，工藤綾乃さんが登場し，それぞ
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れの中学生時代を語った。また，スキマスイッチ
による主題歌制作の舞台裏ドキュメントもあわせ
て紹介した。／名古屋局
『談志が死んだ 立川談志が愛した落語と仲間』
12. 4／16:00〜16:59
11年11月21日に亡くなった落語家，立川談志。
天才の名をほしいままにした談志の芸や人となり
を，NHKに残された高座や対談，バラエティー
番組の映像を使って描いた追悼特番。ナレーショ
ンは，談志の愛弟子のひとり，立川志らくが担当
した。／エンターテインメント番組部，NEP
『探偵Xからの挑戦状！』
4.21，28， 5. 5／22:00〜22:48
日本を代表するミステリー作家たちが仕掛ける
巧妙なトリック。あなたは事件の真相を見抜ける
のか？視聴者参加の新感覚推理ドラマ。／「殺人
は難しい」
」
「ビスケット」
「怪盗Xからの挑戦状」／
ソフト開発センター，NEP，テレコムスタッフ
『探偵Xからの挑戦状！ 夏休み・島田荘司スペ
シャル〜ゴーグル男の怪（問題・解答編）』
8. 5／22:00〜22:50，22:55〜23:23
『探偵Xからの挑戦状！』夏休みスペシャルと
して，本格ミステリー界の巨匠，島田荘司渾身の
書き下ろし作品を放送。／ソフト開発センター，
NEP，テレコムスタッフ
『ちょっと変だぞ日本の自然〜新型生物誕生SP』
8.10／19:30〜20:43
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。 6 回目となった今回は，大きさ 3
cmの小型カブトムシや世界自然遺産・小笠原で
巨大化する天然記念物のヤドカリなど，各地で急
増中の新型生物を大追跡。人の生活が自然に与え
る影響を見つめ直した。／司会：三宅裕司，田代
杏子アナ／ゲスト：勝村政信，東貴博，熊田曜子
ほか／語り：首藤奈知子・伊藤雄彦アナ／科学・
環境番組部，NEP
『特集 新日本紀行ふたたび〜大震災 ふるさと
の記録〜福島・飯舘村 岩手・田野畑村』
7.18／11:00〜11:48
震災と原発事故に苦しむ 2 つの村を，過去の
『新日本紀行』と現在から探る。／ライツ・アー
カイブスセンター
『特集ドラマ〜どんど晴れスペシャル』
（前編） G
5. 6／19:36〜20:49
BSP 4.24／15:31〜16:44
再10.29／16:45〜17:58
（後編） G
5. 7／19:31〜20:44
BSP 4.24／16:46〜17:59
NHK年鑑 12

再10.30／16:45〜17:58
07年 4 月から 9 月まで大好評のうちに放送され
た『連続テレビ小説〜どんど晴れ』のスペシャル
版。盛岡の老舗旅館，加賀美屋の若女将として奮
闘中の夏美は，ある日，リゾート会社代表の高木
寿之と出会う。高木は自然の力を生かし，経営難
の旅館を建て直すリゾート再生の第一人者だっ
た。加賀美屋も改革をしないかと提案があり，柾
樹と伸一は高木が手がける青森の旅館を視察，計
画に賛成する。しかし女将の環や夏美は，それが
本当のおもてなしにつながるのか疑問を持ってい
た。「目に見えるおもてなし」を求める高木を探
るため，高木の故郷，遠野に向かう夏美。そのこ
ろ，高木が手がけていた青森の旅館の再生計画が
失敗。改革計画の是非を巡って衝突した夏美たち
だったが，加賀美屋に本当に必要なのは，お金を
かけた設備ではなく，目に見えないもてなしの心
だと，あらためて確信するのだった。／脚本：小
松江里子／音楽：渡辺俊幸／出演：比嘉愛未，内
野朝陽，東幹久，雛形あき子，石原良純，白石美
帆，草笛光子，宮本信子ほか／ドラマ番組部
『年忘れ漫才競演2011』
12.23／13:05〜13:59
恒例の漫才協会主催の「漫才大会」の中継録
画。関東の漫才師をベテラン，若手取り混ぜて紹
介した。／出演：昭和のいる・こいる，青空球児・
好児，内海桂子，あした順子，おぼん・こぼん，
ナイツ，Wコロンほか／エンターテインメント番
組部，NEP
『土曜ドラマスペシャル』
「TAROの塔〜芸術は爆発だ！」
6.25／21:00〜22:13
11年 2 〜 3 月まで，連続 4 回で放送された『土
曜ドラマ〜TAROの塔』のダイジェスト版。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。
「岡本家」の破天荒な家族模様
を交え，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を
探る。／作：大森寿美男／音楽：蓜島邦明／主題
歌：美輪明宏／出演：松尾スズキ，常盤貴子，田
辺誠一，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
「神様の女房」
10. 1， 8，15／21:00〜22:13
電気ソケットから身を起こし，現在の松下グル
ープを築いた松下幸之助（享年94）は 経営の神
178

第２部

NHK｜第２章

番組解説｜総合：特集番組

今から70年前の12月 8 日，真珠湾攻撃から太平
洋戦争が始まった。その時，仲間と死を覚悟して
戦場に向い，ただひとり生き残った男がいた。男
の名前は酒巻和男。男は捕虜第一号となり，死ん
だ仲間たちは軍神となった。戦後，帰国した酒巻
には侮蔑の視線が向けられてしまう。酒巻はかつ
て仲間たちと過ごした三机の岩宮旅館を訪ねて，
宿の娘の緑と再会し，生きていく決意をする。こ
れは，捕虜第一号となった男が，収容所生活を生
き延び，戦後日本で生きて行くことを決意するま
でを描くドラマである。／原作：鈴木智／音楽：
松谷卓／出演：青木崇高，平岳大，蓮佛美沙子，
橋本一郎，金子貴俊，苅谷俊介，浜田学，須田邦
裕ほか／名古屋局
「とんび」
1. 7，14／21:00〜22:13
重松清の同名小説を羽原大介が脚色しドラマ
化。高度経済成長に沸く昭和30年代。広島の港町
で運送会社のトラック運転手として働く主人公の
ヤスは，愛妻・美佐子との間に待望の息子・アキ
ラが生まれ，幸せの絶頂にいた。しかし 5 年後，
貨物の崩落からアキラを守ろうとして美佐子が他
界。ヤスとアキラ 2 人きりの生活が始まる。不器
用ながらもゲンコツと愛情で，アキラをまっすぐ
な少年に育てあげるヤス。そして 2 人を愛に満ち
たまなざしで支えるヤスの幼なじみたち。貧しく
ても，希望を捨てず生きてきた父と息子の30年を，
オールロケによるヒューマンストーリーに仕上げ
た。（全 2 回）／原作：重松清／脚本：羽原大介／
音楽：大友良英／出演：堤真一，小泉今日子，池
松壮亮，古田新太，西田尚美，塚地武雅，徳井優，
小市慢太郎，光石研，平田満，神山繁ほか／ドラ
マ番組部
「キルトの家」
1.28， 2. 4／21:00〜22:13
時代の流れと対峙しながら懸命に生きる普通の
人々の姿を活写してきた脚本家・山田太一が，震
災後を生きる日本人にとって本当の幸せとは何
か？を問うスペシャルドラマ。都会の「団地」に
取り残された孤独な老人たちと，東北で被災し安
住の地を「団地」に求め逃れてきた若夫婦が本音
をぶつけ合いながら，互いに絆を結び，生きる道
を懸命に見出だしていく。キルトを売る店に集ま
る一風変わった団地住人の集まり「お助け会」の
老若男女が励ましあって一緒に歩きだす姿を，ユ
ーモアとペーソス豊かに描く。
（全 2 回）／作：
山田太一／音楽：加古隆／出演：山﨑努，杏，三
浦貴大，佐々木すみ江，北村総一朗，余貴美子，

様 として国内外でもその功績が語り継がれてい
る。その神様を支えたのが糟糠の妻：むめの（享
年97）であった。淡路島の裕福な船乗りの次女と
して生まれたむめのだが，幸之助氏との結婚はま
さに貧乏生活への船出となった。松下幸之助氏が
いかにして松下グループを創り上げたかを語る著
作やドキュメンタリーはこれまでに多くある。し
かし，その人生を妻・むめのの視点から描いた物
語はなかった。知られざる経営の神様の家庭の中
での本音と彼を支えた内助の功とはどのようなも
のだったのだろうか。激動の時代をトップランナ
ーとして駆け抜けた夫婦の絆の物語をドラマ化し
た。
（全 3 回）／原作：高橋誠之助／脚本：ジェ
ームス三木／音楽：住友紀人／出演：常盤貴子，
筒井道隆，松本利夫，秋野暢子，石倉三郎，野際
陽子，津川雅彦ほか／ドラマ番組部，NEP
「使命と魂のリミット」
（前編） 11. 5／21:00〜22:13
（後編） 11.12／21:00〜22:14
東野圭吾原作の同名小説のドラマ化。突然の脅
迫状に揺れる大学病院を舞台に，病院の全電源を
停電させるというおそるべき犯行によって暗闇と
なった手術室で，力を合わせて困難な手術に立ち
向かう医師たちの姿と，研修医である主人公の成
長を描く。若い研修医・氷室夕紀が父の死を巡る
謎に向き合いながら，困難な手術の体験を通じて
医師としての自己を確立する姿を描く。／原作：
東野圭吾／脚本：吉田紀子／音楽：窪田ミナ／出
演：石原さとみ，速水もこみち，吹越満，倉科カ
ナ，中尾彬，永島敏行，高島礼子，舘ひろし，ほ
か／ドラマ番組部
「蝶々さん〜最後の武士の娘」
11.19，26／21:00〜22:13
世界中で上演されているプッチーニのオペラ
「蝶々夫人」
。その主人公・お蝶（マダムバタフ
ライ）は，いわば世界で最も有名な日本人ヒロイ
ンと言える。この「蝶々夫人」を土台に脚本家・
市川森一氏が，
日本人の視点から，蝶々さんを，
「明
治初頭の長崎で，武士の娘の誇りを捨てずに生き
た一人の女性」として，描いた人間ドラマ。
（全
2 回）／原作・脚本：市川森一／音楽：村松崇継／
出演：宮﨑あおい，伊藤淳史，イーサン・ランド
リー，戸田恵子，ともさかりえ，岩松了，野田秀
樹，川平慈英，余貴美子，池脇千鶴，本田博太郎，
伊武雅刀，藤村志保，西田敏行ほか／ドラマ番組
部，NEP
「真珠湾からの帰還〜軍神と捕虜第一号」
12.10／21:00〜22:29
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を通じて深まる家族の絆，故郷への愛を描いた。
10年度，岐阜放送局開局70周年を記念し中部地方
で放送された番組の全国放送展開。／出演：貫地
谷しほり，ユナク（超新星）ほか／岐阜局
『ドラマ〜てっぱん番外編〜イブ・ラブ・ライ
ブ』
12.24／17:15〜17:58
『連続テレビ小説〜てっぱん』のスピンオフ企
画。クリスマスライブにあかりが髪の毛を切って
現れたことをキッカケに巻き起こる恋のカラ騒ぎ
を，かつお節会社「浜勝」社長の浜野を主人公に
描いた。／作：今井雅子／音楽：葉加瀬太郎，啼
鵬／語り：中村玉緒／出演：瀧本美織，趙珉和，
柏原収史，長田成哉，松田悟志，馬場園梓／大阪
局
『ドラマ やさしい花』
10.10／14:00〜14:43
大阪局が展開する「子どもを守れ！」キャンペ
ーンの一環として「児童虐待」をテーマに制作し
たドラマ。若いころ，娘を虐待した過去を持つ主
婦・友子のマンションの下の階に，ある日，幼い
男の子を連れた若い母親・ユカが引っ越してくる。
毎日子どもの泣き叫ぶ声を耳にし，ユカによる暴
力を目にした友子は，親子に救いの手を差し伸べ
ようとするが，完全に拒否される。悩んで過呼吸
で倒れた友子に，家族はもう関わらないよう諭す
が，ある事件をきっかけにして，友子は勇気を奮
い，若い親子を助ける行動に出る。／作：安田真
奈／出演：石野真子，谷村美月，西川忠志，早織，
木咲直人，國分健太ほか／大阪局
『ナインティナインのいっちょまえ！』
10. 8／23:30〜23:59
「不惑」の40歳を迎えたナインティナインの岡
村と矢部だが，いまひとつ「ちゃんとした大人」
の実感がない。そこで，自らの成長を促すべく，
企画に挑戦した。岡村はこれまで全く縁のなかっ
た文人・伊集院静に大人の生き方をインタビュー。
矢部は大阪・岸和田のだんじり祭りへ。運営委員
の一人として，子供たちの世話役を担った。ナイ
ナイの成長を通していまどきの「オトナ」の在り
方を考えたカルチャー・バラエティー。／出演：
ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）／ゲス
ト：伊集院静／語り：樹木希林／青少年・教育番
組部
『生中継 祇園祭宵山〜京都が一番熱い夜』
7.16／19:30〜20:43
千年以上の歴史を誇る夏の京都の風物詩・祇園
祭。毎年50万人近くが繰り出し一番の盛り上がり

松坂慶子ほか／ドラマ番組部，NEP，Shin企画
「家で死ぬということ」
2.25／21:00〜22:14
岐阜県白川村で一人暮らしの中村ひさ子は，末
期がんで余命三か月と宣告される。ひさ子は60年
暮らした合掌造りの家で死にたいと願う。東京で
暮らす一人娘の恵美は，夫の純一にひさ子を説得
して東京の病院に入院させて欲しいという。白川
村に向かった純一だが，ひさ子を説得できずに白
川村で暮らすことになる。純一は次第にひさ子の
思いを知り，ひさ子の最後をどう看取るか悩み始
める。体調が悪くなったひさ子を，一度は村の特
別養護老人ホームに入れるが，ひさ子の願いを聞
き，家に連れて帰る。／原作：大島里美／音楽：
栗山和樹／出演：高橋克典，渡辺美佐子，西田尚
美，山口紗弥加，庄野崎謙，国広富之，佐藤正宏
ほか／名古屋局
「それからの海」
3. 3／19:30〜20:43
東日本大震災の被災地・岩手県田野畑村で撮影
された，被災地の今を見つめるドラマ。津波で母
親を亡くした中学 1 年生の谷口一香は，中学校の
グラウンドに建つ仮設住宅で，漁師の父・喜一，
祖父・朝夫と 3 人で暮らしている。一香の冬休み
が始まった日，数年前にこの村の海で夫を亡くし
た近藤公子が，東京から喜一を訪ねてくる。公子
は，しばらく田野畑に残ることを決め，息子の司
を呼び寄せる。
公子と司に田野畑を案内する一香。
同じ痛みを持つ一香と司は，次第に心を通わせて
いく。／作：櫻井剛／原案：吉村昭「漁火」／音
楽・ピアノ演奏：松本俊明／出演：岩手県田野畑
村の皆さん，橋本麻由，三浦誠己，運萬治男，鍋
山晋一，津波古太輝，一青窈ほか／ドラマ番組部
『ドラマ 恋するキムチ〜NHK岐阜 開局70周
年記念ドラマ』
G
5. 4／15:05〜15:58
BSP 2.10／22:00〜22:53
実話に基づくご当地グルメ開発ドラマ。岐阜県
南部の地方都市・各務原市を舞台に，新名物「各
務原キムチ」の開発に取り組む市職員の奮闘と成
長の物語。05年，岐阜県各務原市では，姉妹都市
の韓国・春川がドラマ『冬のソナタ』のロケ地と
なったことから韓流ブームに沸いていた。このブ
ームをきっかけに，市の観光課では各務原オリジ
ナルのキムチを作って全国にアピールしようと計
画する。
プロジェクトの担当となった観光課職員・
伴野みのりは，春川からの交換職員であるイ・ウ
ォンジュンに協力を依頼するが…。地域の「食」
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を見せる 宵山 の夜のにぎわいを生中継した。
京都市内の古い町家に設けた仮設スタジオと，人
で混み合う町中10か所に配置したカメラを駆使
し，祭に込められた京都の人々の願いや，鉾や山
を守り続ける「町衆」の営み，贅をつくし「動く
美術品」とも称される山や鉾の美を紹介，祇園祭
の魅力をかつてない規模で重層的に描いた。さら
に，それぞれの山鉾の詳細な情報や位置情報をデ
ータ放送や携帯を活用してリアルタイムで伝える
など，番組をより楽しむための3‑Screens展開を
図り，宵山の魅力をさまざまな角度から伝えた。／
京都局
『初笑い 東西寄席』
1. 3／12:15〜15:15
大阪，東京の演芸場をつなぎ，華やかな雰囲気
で届けた 4 元生中継番組。東西の芸人が多数出演
した。／出演：爆笑問題，林家正蔵，杉崎美香，
笑福亭仁鶴，友近，アメリカザリガニ，藤岡みな
み，ケーシー高峰，昭和のいる・こいる，横山ホ
ットブラザーズ，オール阪神・巨人ほか／エンタ
ーテインメント番組部，大阪局，NEP
『日村・土田・塚地の爆笑TEPPANストリート』
1. 2／18:05〜18:48
バナナマンの日村勇紀，ドランクドラゴンの塚
地武雅，そして土田晃之の 3 人を迎えたバラエテ
ィー。合同コント，クイズ＆トークコーナーなど
を， 3 人のほかに女性アイドルなどを交えてお届
けした。／出演：秋元才加，倉持明日香（AKB48）
，
馬場園梓（アジアン）
，熊田曜子ほか／エンター
テインメント番組部，NEP
『ヒューマンドキュメンタリー』
「あなたが心の道しるべ〜小山内美智子と浅野
史郎」
7.20／22:00〜22:48
重度の脳性まひを抱えながら，当たり前の幸せ
を求めて 行政の壁 を壊してきた小山内美智子
さん。今から26年前，小山内さんの陳情を受け止
めた相手が厚生省から北海道庁に出向したばかり
の浅野史郎さん（元宮城県知事）だった。時に熱
く議論し，信頼関係を築いた 2 人が今，命に関わ
る病と闘っている。番組では，互いの身を案じな
がら必死に生きる 2 人の交流をたどり，痛みを抱
える人がよく生きられる社会とは何かを見つめ
た。／語り：黒柳徹子／文化・福祉番組部
「画家・堀文子 93歳の決意」
9.19／ 8:15〜 8:58
「群れない，慣れない，頼らない」という生き
方を貫き通し，93歳になった今も情熱とチャレン

ジ精神をもって新作に挑む日本画家，堀文子に作
家・戸井十月が迫る。／ソフト開発センター，喜
望峰
「がれきを踏みしめて〜気仙沼 港町の絆」
9.19／ 9:05〜 9:48
09年 9 月に宮城・気仙沼で撮影されたドキュメ
ンタリーには，港町の人々と，カツオ漁師たちの
心温まる交流が記録されていた。しかし，11年 3
月に気仙沼を襲った大津波によって，街は一変，
がれきに覆われた。大津波によって， 2 年前の番
組に映し出されていた人たちの人生はどうなった
のか。被災者の苦難の歩みを，半年間にわたって
追った。／文化・福祉番組部
「永六輔 戦いの夏」
9.30／22:00〜22:43
「上を向いて歩こう」の作詞で知られる作家・
永六輔さんは10年，パーキンソン病と診断され，
自由に話すことができなくなった。病を押して，
発信を続ける永さんの夏を追った。／語り・髙橋
美鈴アナ／ソフト開発センター，NEP，テレビ
マンユニオン
「僕たちにできること〜モンキーマジックと被
災地の人々」
12.28／22:00〜22:43
被災地，宮城県仙台市で若者たちに人気の 4 人
組ロックバンド「モンキーマジック」
。彼らの音
楽に励まされ勇気づけられ，迷いながらも前に進
もうとする若者たちの姿を追った。／ソフト開発
センター，NEP
「車輪の一歩〜激闘・車いすバスケット」
12.30／18:05〜18:48
漫画「リアル」で大人気となった車いすバスケ
ットボール。日本代表は11月，パラリンピック本
選出場をかけ韓国と激闘を展開した。被災地の思
いを胸に闘った選手たちを描く。／ソフト開発セ
ンター，NEP
『ホットスポット最後の楽園スペシャル〜福山雅
治 命の旅へ』
12.29／22:00〜22:48
最先端の特撮技術を使って絶滅に瀕する生物や
壮大な自然のドラマを記録した『NHKスペシャ
ル〜ホットスポット 最後の楽園』
。そのシリー
ズを振り返り，福山自らベストシーンを選出。そ
こに込められた福山の意外な視点と独特の思いを
語った。さらに「進化」「多様性」といったキー
ワードを巡って福山が投げかけるユニークな質問
の数々に専門家が解説した。／案内人：福山雅治，
有働由美子アナ／語り：守本奈実アナ／出演：五
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箇公一（国立環境研究所）／科学・環境番組部，
NEP
『マイケル・サンデル 究極の選択』
4.16／21:00〜22:13ほか
「ハーバード白熱教室」でおなじみのマイケ
ル・サンデル教授が，今日本が置かれた状況に対
して，世界の若者たちと意見を述べ合い，「私た
ちは何をすべきか」を考える。
「大震災特別講義
〜私たちはどう生きるべきか」「許せる格差 許
せない格差」など。
（全 5 回）／ソフト開発セン
ター，NEP
『マルチチャンネルドラマ〜朝ドラ殺人事件』
（前編） 3.28／ 0:15〜 0:43
（後編） 3.29／ 1:05〜 1:33
NHK初のマルチ編成ドラマ。朝ドラのアシス
タントプロデューサーに若くして抜擢された新見
美穂は，
ある日スタジオで奇妙なものを見つける。
それはセットに鎮座ましましている巨大なダル
マ。これではドラマ収録ができない。そこで美穂
は，上司の岩岸チーフプロデューサーから，この
物体の駆除を仰せつかる。渡されたのは「幽霊対
策マニュアル」。これって幽霊の仕業？それまで
優秀だが，協調性のなかった美穂が，この幽霊退
治を通して，
人と協力することの大事さに気づく，
コメディードラマ。サブでは，美穂の脳内世界を
ミュージカル仕立てで演出。／作：保木本真也／
音楽：鈴木慶一／振付：南流石／サブチャンネル
構成：蒲田幸成／出演：秋元才加，桐山漣，六角
精児，相島一之，クリス・ペプラー，鈴木慶一，
国生さゆり／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／ 6:15〜 6:40
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，11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。／「杉浦直樹・原田
芳雄」
「喜味こいし・坂上二郎」「小松左京・北杜
夫」／ライツ・アーカイブスセンター
『宮沢賢治の音楽会』
11.23／9:00〜9:48
宮沢賢治は生涯に20曲余りの歌を残している。
生前，自らの文学的世界観の底流に音楽が流れて
いると語っていた賢治。賢治に影響を受けたと語
るアーティストや音楽家も数多い。宮沢賢治を敬
愛する現代のミュージシャンやアーティスト，音
楽家，俳優らが集い，賢治が作った曲の数々を歌
い演奏し，詩を朗読。賢治の残した歌と詩の世界
NHK年鑑 12

に耳を傾けながら，賢治の世界を音で堪能した。／
エンターテインメント番組部，NED
『ミラクルセンスを磨け あなたの知らない脳の
力』
12.24／21:00〜22:13
世界には人並み外れた感覚ミラクルセンスの持
ち主がいる。彼らはどのようにして特別な能力を
手に入れたのか，その秘密を徹底的追求。鍛えれ
ば脳は変わり，感覚は研ぎ澄まされる。脳に秘め
られた無限の可能性を見つめた。／ナビゲーター：
細川茂樹／出演：中村俊輔ほか／語り：青井実ア
ナ／科学・環境番組部
『みんなのうた発掘スペシャル』
3.16／ 1:40〜 2:10
3.17／ 1:55〜 2:25
3.20／ 4:30〜 5:00
3.26／ 2:10〜 2:40
3.28／ 2:25〜 2:55
視聴者に呼びかけて，NHKアーカイブスに保
管されていない過去の放送楽曲を復元しようとい
う試み「みんなのうた発掘プロジェクト」を11年
1 月の特集番組から始めたところ，500件近くの
情報が寄せられ，映像80曲，音声200曲の「失わ
れた曲」が発掘できた。最新の技術により可能な
限り修復した懐かしい曲の数々を 1 日12〜13曲ず
つお届けした。／青少年・教育番組部，NEP
『民謡日本一決定！〜日本民謡フェスティバル
2011』
G
7.30／16:15〜17:43
FM
9.24／13:00〜14:30
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33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：佐藤恵美子（民謡歌手）
，稲塚貴一
アナ／音楽・伝統芸能番組部
『名曲アルバム35周年スペシャル』
8.12／22:00〜22:43
放送開始から35周年を記念した特集。どんな長
さの名曲も，一流アーティストらの腕前で 5 分の
作品に仕上げてしまうという長寿番組ならではの
職人芸に焦点を当て，その制作の舞台裏や番組誕
生秘話などを紹介。また，放送にあわせて，視聴
者から名曲ベスト35のリクエストを募り，ランキ
ングを発表。定時枠内でも35曲を半年かけて放送
し，長寿番組ならではの存在感とクラシックの魅
力をアピールした。／司会：黒柳徹子，ウェンツ
瑛士ほか／音楽・伝統芸能番組部
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生放送スペシ

マが浮かび上がってくるリリカルで感動的なドラ
マ。／作：吉田真童／音楽：S.E.N.S.（センス）／
出演：谷村美月，蓮佛美沙子，渡辺大，上田耕一，
竹下景子ほか／ドラマ番組部，NEP
『洋楽倶楽部80ʼs スプリングスペシャル』
4.24／ 0:20〜 1:03
ミュージック・ビデオ黄金時代であった80年代
の洋楽ミュージック・ビデオとともに当時の音楽
シーンを紹介。今回はグラミー賞を特集した。／
司会：高嶋政宏／ゲスト：シャーリー富岡，伊藤
政則／エンターテインメント番組部，NEP
『洋楽倶楽部80ʼs サマースペシャル』
8.17／ 0:15〜 0:58
ミュージック・ビデオ黄金時代であった80年代
の洋楽ミュージック・ビデオとともに当時の音楽
シーンを紹介。今回は多くのアーティストが一堂
に会したAID楽曲を特集した。／司会：高嶋政宏／
ゲスト：ジョン・カビラ，高木千樹子／エンター
テインメント番組部，NEP
『洋楽倶楽部80ʼs 2012ウインター〜ロンド
ン・スペシャル』
1. 5／ 0:15〜 1:28
ロンドンオリンピックが開催される12年，まさ
にイギリス旋風が吹き荒れた1980年代の洋楽を特
集する「ブリティッシュ・POP&ROCK特集」。
ヒューマンリーグやブライアン・アダムス，クイ
ーンのインタビューや，ペットショップ・ボーイ
ズ，サマンサ・フォックス，ブロス，ジューダス・
プリーストなどミュージック・ビデオも満載で当
時の気分をたっぷり味わった。／エンターテイン
メント番組部，NEP
『夜なのにあさイチ』
2.25／19:30〜20:43
『あさイチ』のキャスター 3 人がそのまま夜に
登場。
『あさイチ』をふだん見ている人たちだけ
でなく幅広く家族そろって夜の時間に楽しんで見
られるスペシャル番組として制作。テーマは「漢
方」
。つらい頭痛や倦怠感を漢方薬で改善する方
法を紹介。子どもの虚弱体質や認知症で漢方薬が
活用されている現場も取材，漢方の今を楽しく伝
えた。／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／生活・食料番組部
『ラスト・ニンジャ〜古文書発掘ミステリー』
10.28／22:00〜22:43
「忍ぶ者」，闇の存在であるはずの忍者が，実
は密かにさまざまな記録を残していた。
「武士の
家計簿」で知られる磯田道史茨城大准教授ととも
に，膨大な新史料を発掘。独特の変装術や諜報術

12.20／20:00〜20:43
62回目を迎えた紅白歌合戦の見どころをたっぷ
り紹介する番組。時代を彩ってきた紅白の歩みや
ゲストの藤あや子，坂本冬美の紅白名場面を貴重
な映像で振り返った。また，テリー伊藤とAKB
48の応援メッセージ募集の奮闘ぶりもリポート。
さらに，紅白司会の井上真央と嵐による，衣装企
画や震災企画，11年の紅白への意気込みなどを，
いち早く伝えた。／出演：坂本冬美，藤あや子，
テリー伊藤，寺坂直毅／司会：小田切千・神田愛
花アナ／エンターテインメント番組部
『もしも明日…』
「離婚の危機を迎えたら」 9. 3／22:10〜23:23
「我が子に虐待を始めたら」
9.24／21:00〜22:13
「家族が失業したら」
3.17／21:15〜22:20
いまや「生活不安大国」といわれる日本で，あ
る日突然，予想もしなかったことがわが身に起き
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
でその疑問に答える番組。テーマはそれぞれ「離
婚」「虐待」
「失業」
。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。／進行：
有働由美子アナ／生活・食料番組部，ドラマ番組
部，大阪局，名古屋局
『夢の紅白2011 名歌手たちの名勝負・名対決』
12.29／19:30〜20:43，21:00〜21:58
過去に放送された『NHK紅白歌合戦』の中か
ら厳選した映像を使い，対戦形式でヒット曲・名
曲の数々を 2 部構成で紹介。
「平成紅白初出場」
対決や「昭和＆平成メガヒット」対決など，J−
POPも取り入れた多彩な選曲で，紅白本番への期
待感をあおった。／出演：五木ひろし，小林幸子，
阿部渉アナ／エンターテインメント番組部，NEP
『夜明けのララバイ』
3.27／ 0:15〜 1:00
日本放送作家協会主催第35回創作テレビドラマ
大賞の大賞受賞作「夜明けのララバイ」のドラマ
化。自傷行為を繰り返す叶江（21歳）と，不治の
病にかかっている緑里（22歳）
。都会の片隅でそ
れぞれの孤独を抱えて生きる 2 人の若い女が，ふ
としたきっかけで出合い，芽生える友情。
「生」
を持て余している女と，
「生」に見放された女と
の間で展開される軽妙な会話から，人の生きる意
味は何か，人の幸福とは何かという根源的なテー
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に加え，まじないに頼る呪術的な側面と，毒物や
火薬を操る冷徹な科学者の顔とが浮かび上がって
くる。生物化学兵器のレシピや忍者暗号も初めて
解読。彼らはいったいなぜ，このような秘中の秘
を記録に残したのか？従来のイメージを大きく変
える新しい忍者像を描き出す，新感覚歴史ドキュ
メント。／出演：磯田道史／文化・福祉番組部
『連続クイズ ホールドオン！』
8.15〜20／12:20〜12:43
フランス生まれの勝ち抜き形式でチャンピオン
の座を競うクイズ番組。一般視聴者に加えて，芸
能界からも回答者が参加。シンプルだが白熱した
クイズバトルが繰り広げられる。／ソフト開発セ
ンター，NEP
『連続テレビ小説〜おひさま総集編 第一章』
7.18／ 8:15〜 9:48
『連続テレビ小説』前半の放送第13週までを分
かりやすく再編集した総集編。ヒロイン陽子が家
族と共に安曇野に越してきた少女時代から，女学
生そして念願の教師になるまでを描く前編と，時
代は第二次世界大戦に突入し，そんな中お見合い
から結婚，その翌日夫を戦地へ送り出し，やがて
終戦を迎えるまでの後編を， 5 分間のニュースを
挟んで一挙に放送した。／作：岡田惠和／音楽：
渡辺俊幸／出演：井上真央，高良健吾，満島ひか
り，マイコ，永山絢斗，田中圭，原田知世，寺脇
康文，串田和美，斉藤由貴，樋口可南子，渡辺美
佐子，若尾文子ほか／ドラマ番組部
『連続テレビ小説〜おひさま総集編 第二章』
10.10／ 8:15〜 9:58
『連続テレビ小説』放送終了直後に後半の放
送，戦後の物語を再編集した総集編。ヒロイン陽
子も終戦を迎え，夫の復員から新しい暮らしが始
まる。
母となりさまざまな出来事を経験しながら，
身近な人々の太陽のような存在であるために教師
を辞めて，新しいそば屋を始めながら人々の集う
場所を作っていくまでを，前編・後編の間に 5 分
間のニュースを挟んで放送した。／作：岡田惠和／
音楽：渡辺俊幸／出演：井上真央，高良健吾，満
島ひかり，マイコ，永山絢斗，田中圭，柄本時生，
金子ノブアキ，原田知世，寺脇康文，串田和美，
白川由美，斉藤由貴，樋口可南子，渡辺美佐子，
若尾文子ほか／ドラマ番組部
『連続テレビ小説50年！〜日本の朝を彩るヒロ
インたち』
4. 2／19:45〜20:57
『連続テレビ小説』は1961年から放送を開始，
50年にわたってさまざまな女性の生き方を描いて
NHK年鑑 12

きた。そんな過去の全83タイトルを一挙に紹介し
た。また多くのヒロインを誕生させてきた。その
ヒロインたちのインタビューを交え，今だから話
せる誕生秘話や撮影の裏話も紹介，
『連続テレビ
小説』の50年をヒロインたちと共に振り返った。
／出演：井上真央，斉藤由貴，樫山文枝，紺野美
沙子，石田ひかり，小林綾子，戸田菜穂，三倉茉
奈，三倉佳奈，田畑智子，国仲涼子，比嘉愛未，
榮倉奈々，松下菜緒ほか／語り：窪田等／ドラマ
番組部
『連続テレビ小説〜てっぱん・総集編』
（前編）
5. 3／ 8:15〜 9:00，9:05〜 9:58
（後編）
5. 4／ 8:15〜 9:00，9:05〜 9:58
10年 9 月から11年 4 月まで放送された『連続テ
レビ小説〜てっぱん』の総集編。ヒロインの波乱
万丈な物語を，新撮シーンなどを交えて，前編・
後編の 2 日間に分けて放送。ヒロイン・あかりと
実の祖母・初音との運命の出会いから，あかりの
旅立ち。そして新天地・大阪でのあかりの奮闘を
通して，初音と和解していくまでを描く前編。そ
して後編は，新たな登場人物や実の父親の存在な
どを通じて，あかりが思い悩みながらも人間とし
て成長していく過程を，尾道の家族や大阪の下宿
人らなどを巻き込みながら，ダイナミックに描い
た。また総集編のお楽しみ企画として，「ごきげ
「てっぱんごはん」
ん兄 弟〜あかりを探して」
「Talk 4 Men」など新規に撮影したコーナーを
盛り込んで放送した。／作：寺田敏雄・今井雅子・
関えり香／音楽：葉加瀬太郎・啼鵬／出演：瀧本
美織，安田成美，遠藤憲一，柳沢慎吾，尾美とし
のり，長田成哉，朝倉あき，遠藤要，森田直幸，
柏原収史，趙珉和，神戸浩，松尾諭，前田航基，
松田悟志，小市慢太郎，おかやまはじめ，久野麻
子，京野ことみ，川中美幸，赤井英和，ともさか
りえ，竜雷太，富司純子ほか／語り：中村玉緒／
大阪局
『渡辺謙 アメリカを行く〜 “9.11テロ” に立
ち向かった日系人』
8.15／19:30〜20:43
発生から10年たったアメリカ同時多発テロと，
開戦70年となる太平洋戦争。 2 つの歴史的事件を
結ぶ知られざる物語を，ハリウッドで活躍する俳
優・渡辺謙がたどった。ロサンゼルス，ニューヨ
ークなどを 1 年以上をかけた渡辺の旅。そこから
は，テロ発生で イスラム系 への差別・偏見が
渦巻く中，戦争中の強制収容という過酷な体験を
基に，強い信念を持ち，正義を貫いた日系人たち
の姿が見えてきた。／文化・福祉番組部
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り，作家の実像に迫った。／文化・福祉番組部
「福祉の真価が問われている〜障害者 震災
1 か月の記録」
4.24／22:00〜23:00
東日本大震災では多くの高齢者や障害者が命を
落とした。自らの力で判断や移動することができ
ない「災害弱者」を救ったのは，日頃からの近隣
住人とのつながりだった。
「災害弱者」は，日本
の福祉の現状を赤裸々に映し出す。震災直後から
現在までを克明に追い，福祉の真価を問い直し
た。／文化・福祉番組部
「町にボクのロックは流れますか？」
5. 8／22:00〜23:00
10年12月にメジャーデビューしたロックバンド
「神聖かまってちゃん」。ボーカルの の子 は，
高校を中退し，一時はひきこもり同然の生活を送
っていた。インターネットに自作の曲を出すうち
に，若者たちのカリスマへ。しかし，デビュー以
降，仕事が押し寄せ，曲が書けなくなっていく。
ある日，事務所が決めた仕事の現場に， の子
はやってこなかった。ネット世代のカリスマの心
を見つめた。／青少年・教育番組部，文化・福祉
番組部
「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島
原発事故から 2 か月」
5.15／22:00〜23:30
原発事故発生の 4 日後に福島に入り，独自に放
射能汚染の実態を調査する科学者たちの活動を追
った。科学者と取材チームは，放射能が原発から
同心円に広がるのではなく，まだら状に拡散して
いることや，高濃度に汚染されたホットスポット
の存在を解き明かした。そして，情報が届かず残
されていた住民に，いち早く警告を発し，被災地
の農家などの苦境を克明に伝えた。11年度文化庁
芸術祭テレビドキュメンタリー部門大賞受賞。／
文化・福祉番組部
「細野晴臣 音楽の軌跡」
5.29／22:00〜23:00
番組撮影中に震災に遭遇した音楽家・細野晴臣
の苦悩を追う。ミュージシャンは今，どのように
音楽に向き合うのか。1947年生まれの細野は，は
っぴいえんど，Y.M.O.など日本の音楽の先頭を走
ってきた。その細野と小山田圭吾（コーネリア
ス），岸田繁（くるり）ら若手との対話を紹介し
ながら，現在の状況に対峙する音楽家の苦悩と創
造の未来を考えた。／出演：松任谷由実，坂本龍
一，中沢新一，高橋幸宏，松本隆／語り：原田知
世／文化・福祉番組部，エンターテインメント番

Eテレ
E テレ：定時番組
『ETV特集』
日 22:00〜23:00（〜23:30）
第 1 回04.4.10／放送開始以来，『ETV特集』は
現代に起きるさまざまな事象を，文化や歴史的な
視点でアプローチし，読み解いてきた。11年度は，
年度開始直前に起きた東日本大震災関連の番組を
編成の核として放送した。被害の実態はどれほど
なのか，
傷跡とどのように向き合っていくべきか，
また，復興に向けて何が求められるのか，各回の
番組では現地での取材を積み重ね，丁寧にドキュ
メントした。中でも「ネットワークでつくる放射
能汚染地図」のシリーズは，視聴者のみならず他
メディアからも高い評価を受け，文化庁芸術祭大
賞，早稲田ジャーナリズム大賞，ギャラクシー賞
など多数を受賞した。ほかに，イスラム世界の現
状を丁寧に描いた「イスラム激動の10年」，家族
の物語をたどる中で静かに戦争を考えた「おじい
ちゃんと鉄砲玉」，歌人夫婦の相聞歌から家族や
夫婦の在り方を問うた「この世の息」
，日本に残
るオオカミ信仰にスポットを当てた「見狼記」
，
英国在住の日本人作家の世界を独占インタビュー
によって構成した「カズオ・イシグロをさがし
て」など，多彩なジャンルに及ぶ番組を放送し
た。／文化・福祉番組部
「原発災害の地にて〜対談 玄侑宗久 吉岡
忍」
4. 3／22:00〜23:00
福島第一原発事故後，地元では何が起きている
のか。芥川賞作家・玄侑宗久は，原発から45km
の福島県三春町の寺で住職を務める。ノンフィク
ション作家・吉岡忍は，高い放射線量を記録する
地域にとどまり続ける人に出会い，情報が届いて
いないことを痛感。見えない放射能におびえる現
地で， 2 人の作家が災害やそれに向き合う社会の
在り方について対談した。／文化・福祉番組部
「カズオ・イシグロをさがして」
4.17／22:00〜23:30
世界中で愛読されるイギリス人作家，カズオ・
イシグロが10年ぶりに来日した。公開中の映画
「わたしを離さないで」の原作をはじめ「日の名
残り」
「わたしたちが孤児だったころ」など，イ
シグロ作品の魅力を，分子生物学者・福岡伸一，
女優・ともさかりえらが，それぞれの視座から探
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続けてきた一人と考えている。広島・長崎・ビキ
ニ，
そして福島。日本人は核を思想化し得たのか。
東京・夢の島の第五福竜丸船上で，核と人間につ
いて語り合った。／文化・福祉番組部
「この世の息〜歌人夫婦・40年の相聞歌」
7.10／22:00〜23:00
10年 8 月，乳がんで他界した女性歌人・河野裕
子と，夫で同じく歌人の永田和宏は，出会いから
死別するまで，40年以上にわたって，お互いへの
思いを歌に詠み続けた。さらに， 2 人の子どもた
ちも歌人となり，夫婦だけでなく，家族それぞれ
が歌を交換しあってきた。歌人夫婦の「相聞歌」
を通して，夫婦そして家族のありようを見つめた。
／文化・福祉番組部
「ワタシの見たニッポン〜外国人による日本語
弁論大会」
7.17／22:00〜23:00
第52回「外国人による日本語弁論大会」が開か
れた。出場者は，震災後も日本にとどまった12人。
津波や原発事故被害に対して，温かいエールを送
った。そのほか，日本語の難しさや日本人の恋愛
作法などについて，新鮮な視点で日本文化に切り
込んだスピーチが披露された。／文化・福祉番組
部
「鯨の町に生きる」
7.24／22:00〜23:30
400年以上，鯨を糧に生きてきた和歌山県太地
町。映画「ザ・コーヴ」をきっかけに静かだった
町の暮らしは一変した。海外の反捕鯨団体が町に
常駐し，激しい抗議活動を展開。これまで当たり
前だと信じてきた生活そのものが否定された。鯨
漁師とその家族は，異なる価値観をどう受け止め
ればよいのか，生き物の命を奪わなければ生きて
いけない人間の業をどう考えればよいのか，それ
ぞれが自分の答えを探し始めた。揺れる鯨の町を
ドキュメントした。／文化・福祉番組部，大阪局，
和歌山局
「失われた 3 万冊のカルテ〜陸前高田市・ゼ
ロからの医療再生」
7.31／22:00〜23:00
岩手県陸前高田市の県立高田病院は，建物の 4
階まで津波にのみ込まれ，患者と病院職員が犠牲
となった。流出したり，判読不能になったりした
カルテは 3 万冊。患者たちの記録が，すべて失わ
れた。病院スタッフは町を巡り，人々がどんな医
療を必要としているのかを探り始めた。番組では，
ゼロからの地域医療再生に取り組む人々の姿を追
った。／文化・福祉番組部

組部
「続報 放射能汚染地図」
6. 5／22:00〜22:30
5 月15日に放送した「放射能汚染地図」の続
報。原発から 1 キロ地点で採取した土壌のプルト
ニウム解析結果や，さらに範囲を広げた汚染測定
結果を伝えた。／文化・福祉番組部
「暗黒のかなたの光明〜文明学者 梅棹忠夫が
みた未来」
6. 5／22:30〜23:30
10年に亡くなった比較文明学者で「知の巨人」
といわれた梅棹忠夫氏の手による未刊の書『人類
の未来』の資料が発見された。そこには半世紀前
に，地球規模のエコロジーの視点から人類の暗い
未来を見据え，
「暗黒のかなたの光明」を求める
梅棹の姿があった。梅棹と交流があった作家・博
物学者の荒俣宏が，宗教学者・山折哲雄らの識者
とともに，現代への問いかけを考えた。／文化・
福祉番組部，大阪局，NPN
「今こそ、力を束ねるとき〜神戸発・災害ボラ
ンティアの記録」
6.12／22:00〜23:30
東日本大震災発生直後，いち早く現地に入り，
支援のネットワークを広げていったのは，阪神・
淡路大震災を経験した神戸の災害NGOやボラン
ティアだった。人手と物資の圧倒的な不足に苦し
む被災地に向けて，どのようにして支援の 点
を 面 へと広げていったのか。未曽有の大災害
に立ち向かう 神戸の人々 の 3 か月を見つめ
た。／文化・福祉番組部，大阪局
「カメラマンが見た沖縄戦〜隠された戦場の真
実」
6.26／22:00〜23:00
20万を超える人が命を落とした沖縄戦から66
年。壮絶な地上戦を撮影していたアメリカ軍のカ
メラマンが口を開いた。勇敢に戦うアメリカ兵を
撮るつもりだったが，実際に遭遇したのは とて
もカメラを向けられない現実 だった。また，撮
影したものの，軍の検閲にあって公開されなかっ
た映像があることも，今回明らかになった。／文
化・福祉番組部，沖縄局
「大江健三郎 大石又七 核をめぐる対話」
7. 3／22:00〜23:30
核と日本人の問題を考え続けてきた作家・大江
健三郎。そして，1954年 3 月 1 日，ビキニ沖をマ
グロ漁船・第五福竜丸で航行中にアメリカの水爆
実験に遭遇し被ばくした大石又七。大江は，大石
を，日本人と核という問題に最も真摯に向き合い
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か。戦友を訪ね歩くうちに，祖父が心に秘めてい
た思いを知ることになる。 7 人乗りの一式陸上攻
撃機で，生と死の境をさまよった元海軍航空隊員
たちの戦争と心の闇をたどった。／文化・福祉番
組部
「シリーズ 原発事故への道程（前編）置き去
りにされた慎重論」
9.18／22:00〜23:30
「島村原子力政策研究会」と呼ばれた非公式の
会合の録音テープが残されている。そこには，日
本の原子力発電を支えた研究者や官僚，電力業界
の重鎮たちの声が，100時間にわたって記録され
ていた。当初，原発を地震大国に建設することに
慎重だった流れは，米ソ冷戦や経済復興の論理に
よって強引にゆがめられてゆく。テープには，そ
の経緯が，赤裸々に語られている。経済性追求と
安全性確保の矛盾を抱えていった過程を，録音記
録と証言から検証した。12年科学ジャーナリスト
大賞受賞。／文化・福祉番組部
「シリーズ 原発事故への道程（後編）そして
“安全神話” は生まれた」
9.25／22:00〜23:30
1973年の石油ショック翌年に，電源三法が成立
し，「安全」を前提に原発建設が加速していった。
このとき，日本で初めて原発の安全性を科学的に
問う裁判「伊方原発訴訟」が始まっていた。そこ
では，今回の福島原発で起きた「全電源喪失」や
「炉心溶融」などの事態が，ほぼすべて俎上に載
せられていた。伊方裁判を軸に，安全神話が，い
かにして独り歩きしていったかをたどった。／文
化・福祉番組部
「名物社長の採用面接〜中国水ビジネスの風雲
児」
10. 2／22:00〜23:30
8 人の採用枠に，860人が殺到。社員130人なが
ら，中国水ビジネスで躍進し，就職人気を集める
大阪のプラントメーカー・ナガオカ。一度倒産し
たこの会社を見事再建した名物社長こと三村等さ
んは，説明会から最終面接まで学生と直接向き合
い，自ら選考する。大学名は不問，外国人にも門
戸を開くという，その採用面接に完全密着。風雲
児・三村のヒトを見極める眼に迫った。／文化・
福祉番組部，経済・社会情報番組部
「希望をフクシマの地から プロジェクト
FUKUSHIMAの挑戦」
10. 9／22:00〜23:30
原発事故後の福島の現実に向き合い，音楽や詩
など，文化の力で希望を紡ぎだそうと，福島県出

「ソルジェニーツィンと大統領たち」
8. 7／22:00〜23:00
ソビエト崩壊の思想的原動力になった作家・ソ
ルジェニーツィン。新生ロシアでも，歴代の大統
領に対して， 西側の資本主義や民主主義の単な
る模倣ではなく，ロシア独自の国家を形成すべき
だ と主張している。ペンひとつで，時に権力と
戦い，時に権力を支えた思想家の言葉を通じて，
20年を迎えたソビエト崩壊後のロシアの歩みをた
どった。／文化・福祉番組部
「アメリカから見た福島原発事故」
8.14／22:00〜23:30
深刻な事故を起こした福島第一原発。アメリカ
でこの原発の開発・設計・研究に関わってきた技
術者たちは，
重大事故のシミュレーションを行い，
メルトダウンに至るプロセスも研究していた。
今，
彼らは福島第一原発の事故に重大な関心を寄せて
いる。アメリカから見た，福島原発事故を取材し
た。／文化・福祉番組部
「霊魂を撮る眼〜写真家・江成常夫の戦跡巡
礼」
8.21／22:00〜23:30
写真家・江成常夫（75歳）は，36歳で新聞社の
写真部から独立し，戦争にレンズを向けることに
人生をかけてきた。その方法は，語ることのでき
ない戦死者の沈黙に思いをはせ，魂の叫び・消え
た記憶を写真で表現しようというものである。死
者たちの霊魂を心のファインダーに写し撮ろうと
する江成の戦跡巡礼を追った。／文化・福祉番組
部，NED
「ネットワークでつくる放射能汚染地図
（ 3 ）子どもたちを被ばくから守るために」
8.28／22:00〜23:30
独自の調査によって，福島原発事故による放射
能の実態を明かすシリーズ。第 3 弾では，人体そ
のものへの放射能汚染の影響調査と，住居の除染
に取り組む科学者を追った。ホットスポットが発
見された福島県二本松市で，
居住者の外部被ばく・
内部被ばくを測定し，放射能の除染実験を実施。
そして，子どもたちを放射能から守る方策を探っ
た。／文化・福祉番組部
「おじいちゃんと鉄砲玉」
9. 4／22:00〜22:59
10年，太平洋戦争に参加した一人の海軍航空隊
員が亡くなった。孫であるNHKディレクターは
祖父の遺骨から金属の固まりを見つける。生前
「敵の攻撃で受けた鉄砲玉が頭の中に残ってい
る」と語っていた祖父はどんな戦争体験をしたの
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暮らすイスラム系の人々は，インターネットなど
を通じ，イスラムへの理解を求める発信を始めて
いる。27歳の女性映像クリエーターや，30歳のウ
ェブサイト編集者など，若きイスラム教徒たちの
取り組みと彼らの声を追った。／文化・福祉番組
部
「シリーズ イスラム激動の10年 第 3 回ド
イツ移民社会 “多文化主義” の敗北」
11.20／22:00〜23:00
「多文化社会の試みは，完全に失敗した」。
10年，
ドイツ・メルケル首相の発言が波紋を呼んだ。イ
スラムと欧米の対立が鮮明となった9.11以降，不
況も重なり，今，ヨーロッパのイスラム移民は差
別や排斥などの対象となっている。一方，キリス
ト教社会も，イスラム移民をどのように受け入れ
るか模索を続ける。イスラムとの共存に揺れるド
イツ社会の現実を追った。／文化・福祉番組部
「ネットワークでつくる放射能汚染地図
（ 4 ）海のホットスポットを追う」
11.27／22:00〜23:00
福島第一原発の事故はチェルノブイリ以上に深
刻な海洋汚染を引き起こした。試算によれば原発
から海に放出された放射性物質の総量は，およそ
15ペタベクレル（15×10の15乗ベクレル）という
天文学的な数値になる。その一部は海流によって
拡散することなく，沿岸部の海底で 海のホット
スポット を作っていることが分かってきた。番
組独自の調査などから，事故後手つかずになって
いた海と魚介類の汚染実態を初めて検証した。／
文化・福祉番組部
「原発事故に立ち向かうコメ農家」
12. 4／22:00〜23:00
原発事故による放射能汚染に立ち向かおうとす
るコメ農家がある。 放射性物質による土壌汚染
からコメを守る手だてはないか と専門家の力も
借りながら，試行錯誤を始めた福島県天栄村の農
家。福島県大玉村でも，一人のコメ農家が放射性
物質による，
水田の汚染と向き合おうとしていた。
経済的に追い詰められる中，自らの手で原発事故
による汚染の実態の一端を明らかにし，責任を問
おうと動きだす。農家の 8 か月を描いた。／文化・
福祉番組部，NED，桜映画社
「シリーズ 大震災発掘 第 1 回 埋もれた
警告」
12.11／22:00〜23:30
震災後，日本の国土の地底に眠る 大震災の痕
跡を探る学問 が注目されている。実は，こうし
た学問に携わる多くの学者たちが，今回の大震災

身のアーティストが立ち上がった。呼びかけたの
はミュージシャン・遠藤ミチロウと大友良英，詩
人・和合亮一ら。これに共鳴した坂本龍一など，
多くのアーティストと市民が参加した。福島の心
の叫びを発信しながら，ふるさと福島の地に，未
来への希望を見いだそうと動いた人々の夏を追っ
た。／文化・福祉番組部
「この世の名残 夜も名残〜杉本博司が挑む
“曽根崎心中” オリジナル」
10.16／22:00〜23:30
「この世の名残 夜も名残」の名文句で知られ
る文楽「曽根崎心中」
。近松の原作から一言一句
も漏らさないオリジナル版が，11年夏，上演され，
話題を呼んだ。復活させたのはアメリカで活躍す
る現代美術家・杉本博司。現代アートの巨匠は，
古典芸能の世界に何を求めたのか。文楽を作り上
げる杉本を半年にわたって追いながら，日本人の
古層にあるものを見つめた。／文化・福祉番組部，
NEP
「果てしなき除染〜南相馬市からの報告」
10.30／22:00〜23:00
福島原発事故によって，ばらまかれた放射性物
質。国は除染を行う方針だが，具体的な方策は決
まっていない。地域衰退の危機感から，福島県南
相馬市では国に先駆けて除染に乗りだした。しか
し市内全域の浄化には，途方もない時間と費用が
かかることが分かってきた。 地域をよみがえら
せたい と願う南相馬の人々の除染への果てしな
い挑戦を描いた。／文化・福祉番組部，仙台局
「 シ リ ー ズ イ ス ラ ム 激 動 の10年 第 1 回
“エジプト革命” ラマダンに民主化は揺れた」
11. 6／22:00〜23:00
若者の運動を機に独裁政権が崩壊したエジプ
ト。新たな国家の建設に向かう中，勢いを増すの
が，欧米からイスラム原理主義団体とされてきた
ムスリム同胞団だ。次の議会選挙では第一党にな
ると目されるこの組織の勢いに押され，明確なビ
ジョンがない若者の運動は瓦解しつつある。さら
に，少数派キリスト教徒やイスラエルとの関係な
ど，新国家建設にあたって，さまざまな思惑が錯
そうする。エジプトの民主化運動の現実を追っ
た。／文化・福祉番組部
「シリーズ イスラム激動の10年 第 2 回ア
メリカ同時多発テロ 問い続けた “イスラ
ム”」
11.13／22:00〜23:00
アメリカ同時多発テロが起きてから10年。「イ
スラム過激派の犯行」と言われる中，アメリカで
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方，人智の及ばない「見えない力」を象徴する神
獣でもあった。埼玉・秩父地方では今も村々にオ
オカミ講が組まれ，神官は毎月，人と自然の関係
の幸せを「オイヌサマ」に祈っている。多くの現
代人が忘れてきた「自然への畏れ」の感情を日本
各地に残るオオカミ信仰の中にドキュメントし
た。／文化・福祉番組部，NEP，うぇいくあっ
ぷらんど
「花を奉る 石牟礼道子の世界」
2.26／22:00〜23:30
作家・石牟礼道子，84歳。半世紀にわたり文明
の病としての水俣病を，代表作「苦海浄土」など
で鋭く描き続けてきた。病を得た今も水俣病患者
の悲しみや，近代日本が捨て去った人と自然が共
にあった世界を 花を奉る という気持ちで書き
つづっている。水俣病が 最終解決 とされよう
としている今，石牟礼は初めてロングインタビュ
ーに応じた。患者たちとの交流や作品の朗読を交
えながら，近代化とは何だったのか，その思いを
存分に語った。／文化・福祉番組部，福岡局，
NPN
「海辺の町に生き続ける〜南三陸町の一年」
3. 4／22:00〜23:00
最後まで避難を呼びかけ続けた防災対策庁舎。
宮城県南三陸町は，東日本大震災の大津波により，
町の姿が一瞬にして失われた。絶望の中にあった
人々は，震災から時間を経る中，どのように立ち
上がろうとしているのか。町民と共に多くの職員
も失った町長，瓦礫によって漁場に被害を受けた
漁師，大津波の襲来を目の当たりにしてしまった
カメラマンなど，海の町に生きる人たちの， 1 年
間 を 見 つ め た。 ／ 文 化・ 福 祉 番 組 部，NEP，
KAFKA−和布可
「ネットワークでつくる放射能汚染地図
（ 5 ）埋もれた初期被ばくを追え」
3.11／22:00〜23:30
原発事故で放出されたのはセシウムだけではな
い。大量に放出された放射性ヨウ素131は甲状腺
がんを引き起こす危険性があるが，半減期が 8 日
と短く，すぐに消失したため，ヨウ素被ばくの実
態は未解明のままだった。事故から 1 年。事故直
後に住民の甲状腺調査が行われていたことや，な
いといわれてきたヨウ素の測定データが存在する
ことが判明した。新たなデータから，埋もれた初
期被ばくの解明に挑んだ岡野眞治博士らを追っ
た。／文化・福祉番組部
「生き残った日本人へ〜髙村薫 復興を問う」
3.18／22:00〜23:30

以前から，警鐘を鳴らしていた。番組では「津波
堆積物」の調査から，過去の巨大津波の存在をた
どった。そして，危険を訴えた研究者たちの声か
ら， どうすれば最新の研究成果を防災に生かす
ことができるのか を問うた。／文化・福祉番組
部，仙台局
「シリーズ 大震災発掘 第 2 回 巨大津波
新たなる脅威」
12.25／22:00〜23:00
地層から過去の巨大津波の存在やサイクルをひ
もとく研究が注目されている。津波によって運ば
れた貝殻などを含む海の砂の堆積物から，古文書
の記録にもない過去数千年の津波の事実を明らか
にするのだ。番組では池の底や崖を追う学者たち
の 発 掘 調 査 を 同 行 取 材 し た。 見 え て き た の は
2,000年前の巨大津波，東海・東南海・南海の 3
連動地震のサイクル，そして北海道沖の連動地震
による新たなる津波の可能性だった。／文化・福
祉番組部，名古屋局
「輝け二十八の瞳〜学び合い 支えあう教室」
2. 5／22:00〜23:00
山梨県の小学校 3 年生，14人のクラス。ここで
は，一方的に教えるのではなく，子どもたちに疑
問を投げかけ，互いに考えさせる「学び合う教
室」の実践が大きな成果をあげている。子どもの
持つ力を信じ，時に厳しく，時に暖かく，彼らを
見守る古屋先生と，お互いの個性を認め支え合っ
て成長していく子どもたちの，
「学び合う教室」
を見つめた。／佐藤学（東京大学教授），重松清
（作家）／文化・福祉番組部，NED
「坂本龍一 Forest Symphony 森の生命
の交響曲」
2.12／22:00〜23:30
世界的音楽家・坂本龍一が不思議な挑戦をして
いる。樹木が発する生体電位を記録し，それを基
に交響曲を作曲しようというものだ。森林保全団
体を立ち上げるなど，かねてから森への関心を高
めていた坂本だが，3.11の後，さらに森の重要性
を感じている。宮崎の森，NYの森，そして岩手・
陸前高田の 奇跡の一本松 。番組では樹の声を
楽曲にしていく過程を通して，自然と人間の営み
について思索を深める坂本を追った。／文化・福
祉番組部，NEP，テレコムスタッフ
「見狼記〜神獣ニホンオオカミ」
2.19／22:00〜23:00
今から100年以上前に絶滅したとされるニホン
オオカミ。かつて生態系の頂点に君臨していたこ
の獣は日本人にとって人や馬を襲う害獣である一
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再火〜金
1:05〜 2:35
第 1 回59.1.12／全国の通信制高校生の学習支援
を目的に，15番組，年間40本（
「数学基礎」「情報
A」「芸術」のみ隔週編成で年間20本）を計画的
かつ継続的に放送，番組視聴によってスクーリン
グ（面接指導）時数を減免できる番組として利用
されている。その他の高校生の自宅学習や生涯学
習の目的でも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）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，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。11年度は「地理」「生物」
「芸術」
「家庭総合」
「ベーシック数学」の 5 番組。再放
送は「数学Ⅰ」
「英語Ⅰ」
「化学」
「理科総合A・B」
「物理」
「情報A」「数学基礎」
「地学」
「世界史」
「日本史」の10番組。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た。手話
と合わせて音声，ふりがな付きの字幕スーパー，
主なニュースは映像付きで放送した。また，災害
報道にも力を入れ，東日本大震災の発生後 4 か月
にわたり特設ニュースを放送したほか，台風の際
にもニュースを特設した。 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た。手話・音声・字幕・
映像を組み合わせて制作。また，スタジオではキ
ャスターの手話に加えて図表を使うなどの工夫を
し，分かりやすいニュースになるよう心がけた。
キャスター11人のうち 8 人が聴覚障害者。／テレ
ビニュース部
『NHK短歌』
日
6:00〜 6:25
再火 15:00〜15:25
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

震災発生直後，作家・高村薫は，これが日本を
根底から変える契機になると熱く語った。少子高
齢化，農業の衰退，地方と中央の格差などの課題
に初めて向き合う機会になると考えたのだ。しか
し，夏には期待が落胆に変わっていた。原発再開
を目指す動き。現実性のない除染計画。目先の事
にとらわれる政治。
高村は怒った。日本人には「理
性と覚悟」はあるのか。復興に向かう日本を見つ
め思索を続けた作家の 1 年間に密着した。
／文化・
福祉番組部
『Eテレ0655』
月〜木 6:55〜 7:00
『Eテレ2355』
月〜木 23:55〜 0:00
第 1 回10.3.29／「テレビで生活のリズムを刻
む」がコンセプト。『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 一 日 の 始 ま り を 作 る 5 分 番 組。
『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
『ITホワイトボックス』
日 23:30〜23:55
再日 14:00〜14:25
第 1 回09.4.2，最終回12.3.25／スマートフォン
やクラウド，タブレットなど，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：安部みちこ・北郷三
穗子アナ／科学・環境番組部，NED
『Jブンガク』
月〜木 23:50〜23:55
再月〜木 6:20〜 6:25
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。
（10年度の
再放送）／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，共同テレ
ビジョン
『NHK高校講座』
月〜水 14:00〜15:00
木〜金 14:00〜15:30
NHK年鑑 12
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MC：山口達也，高市佳明アナ，R s（中高校生レ
ギュラーメンバー）／ナレーション：ユキ・ライ
ンハート，佐竹海莉，大江戸よし々／青少年・教
育番組部，NED
『TVシンポジウム』
土 14:00〜15:00
第 1 回10.6.27／環境，医療，教育，街づくりな
ど，暮らしに密接に関わる話題から，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摯で実直な討論番
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。／ソフト開発センター，
NEP，NED，JIB，NPN
『アイ・カーリー』
火 19:25〜19:49
（後期）再土 18:25〜18:49
第 1 回10.11.16／11年度は第19〜69回を放送／
アメリカで大人気のキッズ・コメディー。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。番組は一躍人気になり，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。後
期土曜は第 1 回目からアンコール放送。／ソフト
開発センター
『あしたをつかめ〜平成若者仕事図鑑』
木 19:25〜19:49
再木
0:25〜 0:49
第 1 回04.4.5，最終回12.3.29／社会へ出ること
を考え始めた10〜20代の若者に，さまざまな仕事
に就いて働く若い人々の姿を紹介し，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 。11年度は，百貨店バイヤー，コンシェルジュ，
為替ディーラーなど39職種を紹介。過去 8 年間で
312職種を紹介した。地方局参加番組。／ナレー
ション：浅野真澄／青少年・教育番組部
『あつまれ！ワンワンわんだーらんど』
（月 1 回）日
7:25〜 7:55
再日 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，親子での触れ
合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

から優秀作品 9 首をスタジオゲストとともに鑑
賞， 2 首を添削指導。ミニコーナーでは若手歌人
の自作自詠を紹介。／選者：来嶋靖生，花山多佳
子，坂井修一，佐伯裕子／出演：栗木京子，田口
ランディ，臼井和恵ほか／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 6:35〜 7:00
再水 15:00〜15:25
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 9 句の入選を
講評，ほか 2 句を添削指導。ミニコーナーで次代
を担う俳人による自作自詠を紹介。／選者：三村
純也，有馬朗人，高野ムツオ，大石悦子／出演：
正木ゆう子，鍵和田ゆう子ほか／司会：桜井洋子
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
再金 11:30〜11:55
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，早瀬憲太郎さんがポイン
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 21:00〜21:57
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。11年度は司会 3 年目を迎えた作曲家の西
村朗さんに黒崎めぐみアナウンサーが加わり，音
楽の聴きどころを分かりやすく紹介した。／音楽・
伝統芸能番組部
『Rの法則』 新
水 18:55〜19:25
再土 10:30〜11:00
第 1 回11.3.30／中高生たちがピクッと反応する
「話題」をきっかけに，リサーチ&ランキング。
そこからは，
思いもよらない中高生の感じる 今
が見えてくる。さらに，ランキング結果から お
やっ？ と思うことをさらに深堀り。その過程で，
既存のどんな雑誌やサイトにも載っていない中高
生たちが共感する情報，話題の別の側面が明らか
に…。スタジオへの参加やケータイ，ウェブを通
して，
全国の中高生を巻き込む新感覚調査番組。／
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シリーズで描かれた大戦が舞台。銀河の覇権を巡
る 2 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
『アニメ 忍たま乱太郎』
E
月〜金 18:10〜18:20
BSP（後期） 日
8:55〜 9:05
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。
』
土 18:00〜18:25
『アニメ バクマン。 2 』 新
土 17:30〜17:55
第 1 回10.10.2／（ 第 1 シ リ ー ズ ） 再11.4.9〜
9.24／（ 第 2 シ リ ー ズ ） 第 1 回11.10.1， 最 終 回
12.3.24／「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』
（前期）月〜金，（後期）月〜木
7:15〜 7:25
（前期）再月〜金，
（後期）再月〜木
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きて村はいつも大騒
ぎ。やまびこ村での「はなかっぱ」とその家族・
友達たちが織り成す面白くも温かい日常を描い
た。／監督：のなかかずみ／制作局（番組委託・
展開），はなかっぱ製作委員会
『アニメ ひつじのショーン』
土
9:00〜 9:20
第 1 回07.4.8／（第 2 シリーズ）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，10年度の再放送。主人公「ショーン」

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』
水 21:30〜21:55
再水 10:30〜10:55
第 1 回10.3.31，最終回12.3.28／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。「切り絵」
「仏
画」
「ピアノで弾くポップス」「アコースティック
ギター」
「風景スケッチ」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 8:35〜 8:59
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
『アニメ おじゃる丸』
E
月〜金 18:00〜18:10
BSP（後期） 日
8:45〜 8:55
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 獣の奏者エリン』
月 19:25〜19:50
第 1 回09.1.10／ 再 第 1 回11.3.28， 最 終 回
12.3.19／上橋菜穂子のファンタジー小説「獣の奏
者」をアニメ化。
「獣の医術師」だった母を失っ
た少女エリンが，さまざまな人に出会い，助けら
れながら成長する姿を描く。翼を持つ巨大な獣
「王獣」を操る術を身に付けたエリンは，王国の
存亡に関わる秘密に巻き込まれていく。全50話。／
原作：上橋菜穂子／監督：浜名孝行／アニメーシ
ョン制作：プロダクション I.G，トランス・アー
ツ／ソフト開発センター，NEP
『アニメ スター・ウォーズ／クローン・ウォー
ズ2』 新
土 18:25〜18:48
第 1 回11.4.9， 最 終 回11.9.10／（HV） 第 1 回
10.4.4，最終回10.8.29／映画「スター・ウォーズ」
NHK年鑑 12
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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（12. 1 月〜）。／ソフト開発センター
『アニメ ファイ・ブレイン〜神のパズル』 新
日 17:30〜17:54
第 1 回11.10.2，最終回12.4.1／平穏な日常が戻
った主人公・大門カイトと仲間たち。そんなある
朝，√学園の入口が封鎖されているのを見たカイ
トは，ひとり学園の中へ。待ち受けていたのは，
巨大なパズルと，親しげに語りかける謎の少年だ
った。／原作：矢立肇／アニメーション制作：サ
ンライズ／ソフト開発センター，NEP
『アニメ ペンギンズ 2 』 新
『アニメ ペンギンズ』
日 7:00〜 7:24
第 1 回10.4.4／（第 2 シリーズ）第 1 回11.4.3，
最終回12.3.25／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。
9.11〜12.18は『アニメ ペンギンズ』を放送。／
ソフト開発センター
『アンジェラ・アキの
SONG BOOK in English』 新
土 23:00〜23:30
再土 11:00〜11:30
第 1 回12.1.7，最終回12.3.24／誰しも聞いたこ
とのある洋楽の名曲の歌詞を題材に学ぶ音楽教養
番組。 2 回で 1 つの課題曲を学ぶ。前編では英語
の原詞を深く読み解き，後編では日本語カバーの
作詞に挑戦する。ビリー・ジョエルの「Honesty」，
マドンナの「Material Girl」など，全12回で 6 曲
を扱った。シンガーソングライター，アンジェラ・
アキが講師となり，大学生たちとのワークショッ
プを展開。語学とエンターテインメントを融合さ
せ，原曲の作者と競作をするかのような体験を提
供した。／講師：アンジェラ・アキ／監修：大杉
正明（清泉女子大学教授）／出演：クリス・ペプ
ラー，南沢奈央／テキスト発行／制作局（番組委
託・展開）
，エンターテインメント番組部，NED
『囲碁講座』
日 12:15〜12:30
『NHK杯テレビ囲碁トーナメント』
日 12:30〜14:00
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に教育『趣味講座〜囲碁』
，
81.4.12に教育『囲碁の時間』となり，11年度から
『囲碁の時間』は単独で『囲碁講座』（最終回12.

3.18）と『NHK杯テレビ囲碁トーナメント』とな
った。／上半期「中野寛也の戦いの 碁力 」講
師：中野寛也九段，聞き手：万波佳奈四段／下半
期「溝上知親 定石のソムリエ」講師：溝上知親
八段，聞き手：新垣未希アマ六段／NHK杯優勝：
結城聡九段／司会：万波奈穂二段／テキスト発
行／制作局（番組委託・展開），NED
『囲碁・将棋フォーカス』 新
日 11:45〜12:15
第 1 回11.4.3，最終回12.3.18／囲碁と将棋の話
題を隔週で放送。最初の10分間は現役の棋士を迎
えて棋戦解説。後半は囲碁と将棋のタイムリーな
話題を紹介／司会：福山知沙／聞き手：長島梢恵
（囲碁）
，笠井友貴・髙﨑真子（将棋）／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 8:25〜 8:40
再月〜金 16:21〜16:36
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・ゆう
なちゃん・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，杉山優奈，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 8:45〜 8:55
再月〜金 16:05〜16:15
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，暮らしに密着した英語を使い，さま
ざまな遊びを繰り広げる。／出演：エリック・ジ
ェイコブセン，ジェニーファー・ベリマンほか／
制作局（番組委託・展開），NED
『えいごルーキー GABBY』
木 9:25〜 9:40
第 1 回09.4.7／「総合的な学習の時間」に対応
する小学校高学年向け英語番組。主人公であるロ
ボットGABBYが，コメディードラマやクイズな
どさまざまなコーナーで英語にチャレンジする。
20の基本動詞を毎回 1 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
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『オーケストラの森』
第 5 日（原則） 21:00〜21:57
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。／（7.31）札幌交響楽団（尾高
忠明指揮）
，
（10.30）セントラル愛知交響楽団（齊
藤一郎指揮），
（2.19）兵庫芸術文化センター管弦
楽団（佐渡裕指揮），（3.11）仙台フィルハーモニ
ー管弦楽団（山下一史指揮）／音楽・伝統芸能番
組部，大阪局，名古屋局，NEP
『おかあさんといっしょ』
月〜金 8:01〜 8:24，土 8:00〜 8:24
再月〜金 16:36〜16:59，再土 17:00〜17:24
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。11年度から，11代目のぬいぐるみ人形
劇となる「ポコポッテイト」がスタート。また，
震災の復興支援として，夏の特集，春の特集で被
災地の幼稚園・保育園でのキャラバンロケ，体育
館での出前収録などを行う。土曜は『おかあさん
といっしょ〜あつまれ！土曜日』
。／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』
月 9:00〜 9:15
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。子どもたちの想像力を養
い，読書習慣を育むことをねらった。／出演：橋
本じゅん，カンニング竹山ほか／教師用テキス
ト／青少年・教育番組部，NED
『学校放送ライブラリー』 新
土 1:05〜 1:45
第 1 回11.4.2／全国の教師や保護者向けに，こ
れまで制作された学校放送番組の中から，教育現
場での要望の多い番組をセレクトして放送し
た。／青少年・教育番組部
『カラフル！〜世界の子どもたち』
金 10:00〜10:15
土 6:35〜 6:50
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
NHK年鑑 12

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
『きょうの健康』
月〜木 20:30〜20:45
再月〜木 12:30〜12:45
第 1 回67.4.3／医学・健康づくりの最新情報を
医師や専門家とともに伝える健康番組。11年度は
医学的根拠のある 健康によい 食事や運動につ
いて取り上げる放送回を増やし，日常生活に役立
つ健康情報をさらに充実。また，患者や家族の立
場に立って，治療法や予防法を分かりやすく紹介
した。／出演：久田直子，濱中博久アナほか／テ
キスト発行／制作局（番組委託・展開），NED
『きょうの料理』
月〜木 21:00〜21:25
再月〜木 11:00〜11:25
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。材料200円以下の「シェフの節約食堂」
，
ガスも電気も節約「夏のエコレシピ」など台所の
節約の知恵や，おいしくて健康になる料理を紹介
する「ドクター×シェフの免疫力強化レシピ」な
ど視聴者のニーズにあった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・北郷三穗子・山本美希アナ／テキスト発
行／制作局（番組委託・展開）
，NED，NPN
『きょうの料理ビギナーズ』
月〜木 21:25〜21:30
再月〜木 11:25〜11:30
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
再金 12:00〜12:29
第 1 回99.4.7，最終回12.3.30／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
活動する人の姿を通して，主人公が きらっと
生きている理由やノウハウを具体的に描き，全国
の障害者，さらには社会へメッセージを発信した。
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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，星野卓也ほ
か／制作局（番組委託・展開），NED
『グラン・ジュテ〜私が跳んだ日』
木 22:25〜22:50
再木 10:30〜10:55
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。ピアニスト・
西村由紀江（第 1 回）からキャンドルディレクタ
ー・中田真由美（第40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，NPN
『グレーテルのかまど』 新
土 21:30〜21:55
再金 11:00〜11:25
第 1 回11.10.8／さまざまなスイーツの物語と，
そのレシピを紹介する番組。毎回， 1 つのスイー
ツを取り上げ，VTRでそのスイーツを強く愛し
た人の物語を，スタジオで番組オリジナルの作り
方を伝えた。番組タイトルは，童話の中で魔女を
かまどに突き落とし，自らの人生を切り開いたグ
レーテルに寄せたもの。番組ではその末裔が住む
という設定の小さな家を舞台に，15代目ヘンゼル
が毎回スイーツを手作り。
「スヌーピーのチョコ
チップクッキー」
「正岡子規の桜餅」など和洋の
スイーツを取り上げた。／出演・MC：瀬戸康史／
ナレーション：キムラ緑子／青少年・教育番組部，
NED
『ここが聞きたい！名医にQ』
土 20:00〜20:54
再金 13:05〜13:59
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専門家が詳しく答える番組。
11年度は，スタジオセット，テーマ曲などを一新。
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」などに加え，新た
に「カラハシ未来研究所」
「めざせ！ヘルシーア
ナ」のコーナーも設け，幅広く治療・予防・健康
づくりの情報を紹介した。／出演：唐橋ユミ，古
屋 和 雄 ア ナ ほ か ／ 制 作 局（ 番 組 委 託・ 展 開 ）
，

10年度から毎月最終週は，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」を放送。11
年度は結婚をテーマに枠内特集「バリバラぷら
す」
（ 7 月）
，障害者週間にバリバラスペシャル「笑
っていいかも！？」
（12月）。また東日本大震災関
連を10本制作。07年度より解説放送。／出演：山
本シュウ，玉木幸則，大橋グレース愛喜恵ほか／
大阪局
『きれいの魔法』
木 22:00〜22:25
再木 13:05〜13:30
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
伝えた。
／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！』
月 22:25〜22:50
再月 11:30〜11:55
第 1 回10.3.29，最終回12.3.26／こだわりの趣味
をもつ芸能人が，その道の達人や専門家の力を借
りながら，自らの趣味を磨き極めていく番組。11
年度は，
「犬」
「米」
「紅茶」
「読書」
「庭園」
「宝石」
「靴」「ネコ」
「チョコ」
「遊園地」の10のテーマ
で制作。各シリーズ 1 か月（ 4 回）放送。／文化・
福祉番組部，NED，京都局
『クインテット』
土 8:25〜 8:35
（前期）再土 17:25〜17:35
（後期）再金 7:15〜 7:25
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 6:45〜 6:55
再月〜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
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NED
『こころの時代〜宗教・人生』

などの最前線を伝えた。／司会：山田賢治アナ，
安めぐみ／科学・環境番組部
『さかのぼり日本史』 新
火 22:00〜22:25
再火
5:10〜 5:35，13:05〜13:30
第 1 回11.3.29／現代から過去へ日本の歴史を 1
年かけてさかのぼる番組。NHKの歴史番組とし
ては，通史を取り上げるという初めての試みとな
った。 1 か月 4 回の各シリーズで，おおむね 1 つ
の時代を紹介。歴史的な出来事や流れに対して，
「なぜ，そうなったのか」と問いかけ，原因をた
どりながら時代をさかのぼるというのが，番組の
コンセプト。時代と時代の因果関係を浮き彫りに
し，日本史の大きな流れを明らかにすることを図
った。／キャスター：石澤典夫アナ／文化・福祉
番組部，京都局
『佐野元春のザ・ソングライターズ』
土 23:00〜23:30
再土 11:00〜11:30
第 1 回09.7.4，最終回11.7.9／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。
「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：山口隆，KREVA，曽我部恵一，
トータス松本，キリンジ，七尾旅人／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』
水
9:00〜 9:15
再金
9:00〜 9:15
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番組。／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 23:00〜23:20
再水
6:00〜 6:20
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。／ 4 〜 6 月「まるごと体
験！ハワイアン・ロハス」講師：矢口祐人（東京
大学大学院准教授）
，出演：市川紗椰／ 7 〜 9 月
「トップインタビューに学ぶ！自分を語る表現
術」講師：マーシャ・クラッカワー（聖心女子大
学教授）
（10年度の再放送）／10〜12月「歌って
発音マスター！〜魅惑のスタンダード・ジャズ
編」講師：里井久輝（龍谷大学准教授）
，出演：

日 5:00〜 6:00
再土 13:00〜14:00
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ストレートトー
ク番組。11年度は，震災直後の 4 月から「私にと
っての 3 ･11 」というシリーズを編成。毎月 1
回，10回の放送を 1 年間続けた。出演は，作家・
辺見庸，宗教学者・山折哲雄，哲学者・梅原猛，
ノンフィクション作家・柳田邦男など。それぞれ
の立場で，今回の震災を期に，何が見えてきたか，
今，私たち日本人は何を考えるべきなのかなどに
ついて語った。また，月 1 回のシリーズでは，田
上太秀・駒澤大学名誉教授が「ブッダの最期のこ
とば」と題して，ブッダが晩年に語り諭した涅槃
経からその教えを読み解いた。／文化・福祉番組
部，大阪局，京都局，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，親しみやすいニュースを伝えた。スタジオで
のキャスターの手話表現も難しい用語は使わず，
分かりやすくした。また身近な話題を紹介して，
子どもたちにニュースに関心をもってもらうこと
を目指した。キャスターは，いずれも聴覚障害
者。／出演：河合祐三子，工藤咲子／テレビニュ
ース部
『コミ☆トレ』
月 10:00〜10:15
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
に据え，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優し
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・クロウほか／声の
出演：銀河万丈／大阪局
『サイエンスZERO』
土 0:00〜 0:30
再木 18:55〜19:25
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。東
日本大震災の地震・津波のメカニズムや，福島第
一原発事故の原因とその影響について，最新科学
の視点から独自に取材。さらに宇宙論や地球科学
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『しぜんとあそぼ』

森末慎二，青木カレン，若井優也／ 1 〜 3 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，
マーカス・ピットマン，エマ・ハワード（10年度
の再放送）／テキスト発行／制作局（番組委託・
展開）
，NED
『資格☆はばたく』 新
木 0:00〜 0:24
再火 0:25〜 0:49
再火 5:35〜 5:59
第 1 回11.3.31／さまざまな「資格」の取得に関
する情報を伝える番組。どんな仕事ができるか，
試験の詳細，合格者の勉強法などを毎月 4 回にわ
たって紹介した。ターゲットは主に20代。取り上
げた資格は以下のとおり。 4 月「ファイナンシャ
ル・プランナー」， 5 月「ケアマネージャー」， 6
月「旅行業務取扱管理者」
， 7 月「日本語教育能
力検定試験」
， 8 月「消費生活アドバイザー」， 9
月「カラーコーディネーター」，10月「産業カウ
ンセラー」
，11月「秘書技能検定」，12月「中小企
業診断士」
，1 月「宅地建物取引主任者」，2 月「イ
ンテリアコーディネーター」，3 月「行政書士」。／
司会：一柳亜矢子アナ／ナレーション：服部伴蔵
門／講師とゲストタレントは月替わり／テキスト
発行／制作局（番組委託・展開），NED
『直伝 和の極意』
火 22:25〜22:50
再火 10:30〜10:55
第 1 回10.4.1，最終回12.3.27／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。
「彩りの和菓子」
「江戸のテクノロジー」
「茶の湯」
「着物」
「仏像拝観手引」
「華麗なるにっぽんの色」
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
『仕事学のすすめ』
水 22:25〜22:50
再水 5:10〜 5:35，13:05〜13:30
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。似鳥昭雄
（ニトリ社長），唐池恒二（JR九州社長）などの
ビジネスマンから，小菅正夫（前・旭山動物園園
長），伊藤真（弁護士），安藤忠雄（建築家）など，
多彩な顔ぶれで各シリーズを構成した。シリーズ
はそれぞれ 1 か月（ 4 回）放送。／文化・福祉番
組部，NED

土
7:45〜 8:00
再火 15:45〜16:00
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。11年度はこれまで制作した中からアーカイ
ブス放送。／制作局（番組委託・展開），NED
『実践！英語でしゃべらナイト』 新
金 23:00〜23:20
再火
6:00〜 6:20
第 1 回11.4.1／かつて総合テレビで人気を博し
た『英語でしゃべらナイト』がビジネスパーソン
向けの実践講座として復活。実際に英語を使わざ
るを得ない状況に置かれている人たちを取材し，
ビジネス英語の現場から，即戦力となる会話術を
紹介する。知的好奇心を持続しながら学べる大人
のための教養英語番組。／監修：アダム・フルフ
ォード，鶴田知佳子／出演：ジョン・カビラ，パ
トリック・ハーラン，青井実アナ／テキスト発行／
制作局（番組委託・展開），NED
『知っトク地図帳』 新
水
9:30〜 9:10
第 1 回11.4.6「 地 図 の 向 こ う に 社 会 が 見 え
る！」をキャッチコピーとした小学校 3 〜 4 年生
向けの社会科番組。子どもたちが「自分の暮らし
が多くの人々によって支えられている」実態と，
働く人々の姿とその思いを理解することを目標と
した。さらに，記号，グラフ，地勢図などの読解
方法や情報の活用方法を紹介した。／ナビゲータ
ー：水道橋博士／ナレーター：TARAKO／教師
用テキスト発行／青少年・教育番組部
『社会のトビラ』 新
水
9:50〜10:00
第 1 回11.4.6／「日本の国土と産業」について
学ぶ小学 5 年生向けの社会科番組。番組を見た子
どもたちが，自分の身の回りにある「社会」につ
いて具体的なイメージをつかみ，自分自身がその
一員であることに気付くことを目標とした。／ナ
ビゲーター：温水洋一／ナレーター：服部伴蔵門／
教師用テキスト発行／青少年・教育番組部
『シャキーン！』
月〜金
7:00〜 7:15
第 1 回08.3.31／登校前の小学生にシャキーン！
と目覚め，楽しい一日のスタートを切ってもらお
うという番組。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」「あゆちゃ
197

NHK年鑑 12

第２部

NHK｜第２章

番組解説｜Eテレ：定時番組

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。11年度は
新たに，庭や菜園が無い人たちでも楽しめる情報
として，月に 1 回プランターを使った野菜作りを
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，深町貴子／ゲスト：榊原郁恵，
西城秀樹／テキスト発行／制作局（番組委託・展
開）
，NED
『将棋講座』
日 10:00〜10:15
『NHK杯テレビ将棋トーナメント』
日 10:15〜11:45
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に教育『趣味講座〜将棋』，
81.4.12に教育『将棋の時間』となり，11年度から
『将棋の時間』は単独で『将棋講座』（最終回
12.3.18）と『NHK杯テレビ将棋トーナメント』
となった。／上半期「山崎隆之のちょいワル逆転
術」講師：山崎隆之七段，聞き手：鈴木真理元女
流アマ名人／下半期「戸辺流振り飛車で目指せ！
初段」講師：戸辺誠六段，聞き手：つるの剛士／
NHK杯優勝：羽生善治NHK杯／司会：矢内理絵
子女流四段／テキスト発行／制作局（番組委託・
展開），NED
『新ビバリーヒルズ青春白書 2 ・ 3 』 新
土 22:00〜22:44
第 1 回10.4.3／（第 2 シーズン）第 1 回11.6.4，
最終回11.10.29／（第 3 シーズン）第 1 回11.11.5，
最終回12.3.31／90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，次の世代を描いた青春ドラマの第 2 シ
ーズンと第 3 シーズン。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。
第 2 シーズン全22回，第 3 シーズン全21回。同枠
で11.4.2〜5.28は第 1 シーズン第16回〜24回を再
放送した。／ソフト開発センター，NEP
『すイエんサー』
火 18:55〜19:25
再土 10:00〜10:30
第 1 回09.3.31／日常生活の中で抱く，ちょっと
した 素朴なギモン や 気になる思い に，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。
後期はMC陣を一新し，ゆる〜い雰囲気の中で徹
底的に考え，答えを探る過程をさらに楽しむ番組
に。後半 5 分は，科学者の街ガリハバラに迷い込
んだ少女たちのコメディー科学アニメ「マリー&

ん」が，
学校で話題にしたくなるトピックを紹介。
「ものの見方を変える」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，兼崎杏優ほか／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た。ニュースの背
景などを映像や手話による解説を交えて丁寧に伝
え，
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
話題を扱った。キャスターは聴覚障害者がペアで
担当。／出演：赤堀仁美ほか／テレビニュース部
『趣味の園芸』
日 8:30〜 8:55
再金 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， 1 年を通した庭の植栽計画，憧れ
の庭づくりのワザを紹介する「ガーデンズエンジ
ェル」の 2 コーナーで構成。／ナビゲーター：三
上真史（D‑BOYS），ナレーター：笠原留美／ミ
ニコーナー「ガーデンズエンジェル」見習いガー
デナー：前嶋しょうこ，ガーデナー：杉井志織，
大出英子，
永江晴子，保立美智子／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 8:25〜 8:30
再金 21:25〜21:30
第 1 回08.4.6／季節のテーマに沿った園芸作業
を12のトピックに分けて園芸初心者向けに紹介す
るミニ番組。／ 4 〜 6 月：ガーデニングデビュー
12の扉（講師：天野麻里絵）， 7 〜 9 月：快適コ
ンテナガーデン12の扉（講師：奥隆善），10〜12月：
基本バッチリ！果樹栽培12の扉（講師：三輪正
幸）
， 1 〜 3 月：華やかコンテナガーデン12の扉
（講師：上田広樹）／ナレーター：伊瀬茉莉也／
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 8:00〜 8:25
再金 5:10〜 5:35
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
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『スコラ

音楽の学校』
土 23:00〜23:30
再土 11:00〜11:30
第 1 回10.4.3／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
者と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。今回のテーマは
「古典派」「ドビュッシー，サティ，
ラヴェル」「ロ
ックへの道」。10〜12月放送。／出演：坂本龍一
ほか／エンターテインメント番組部，NEP
『すてきにハンドメイド』
木 21:30〜21:55
再木 11:30〜11:55
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」に関することなら何でも紹
介する女性向け番組。取り上げる物によっては男
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届けた。／司会：高
市佳明・山本美希アナ／出演：はな，宮川花子，
奥野史子ほか／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』
金
9:15〜 9:30
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18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，脇坂亜紀子／声：楠原可織／大阪局
『青春リアル』
金
0:00〜 0:25
再土 23:30〜23:55
第 1 回09.4.4／10〜20代の若者たちが，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。 6 月か
らは月に一度，
「福島をずっと見ているTV」を特
別シリーズとして制作，放送した。／青少年・教
育番組部
『大科学実験』
土 19:45〜19:55
再土
6:50〜 7:00
再火
9:55〜10:05

ガリー」をアンコール放送。／出演：（前期）品
川庄司，
大島麻衣，
（後期）渡辺徹，岡田圭右ほか／
制作局（番組委託・展開），NED
『スーパーフラワーレッスン』 新
土 21:30〜21:55
再金 11:00〜11:25
第 1 回11.4.2／世界のフラワーデザイナーたち
が競って学びに行くパリのプロフェッショナルレ
ッスン。常に最先端を走り続けるカトリーヌ・ミ
ューラーを講師に，色調風合いを大事にするパリ
スタイルのフラワーアレンジメントを紹介する。
／出演：カトリーヌ・ミューレー／ソフト開発セ
ンター，NEP
『スクール Live Show for KIDS』 新
金 18:55〜19:25
再土 12:00〜12:30
第 1 回11.4.29／ 2 週ごとに，中高生向けの『ス
クール Live Show for TEENS』と交互に放送。
料理やスポーツ，伝統工芸など，全国各地の地域
ならではのテーマを課題に， 2 つの小学校の子ど
もたちが競い合うエンターテインメント番組。子
どもたちは，その道の「達人」に手助けしてもら
いながら一つの目標を目指し，最後に公開収録の
ステージで 2 校が成果を披露。子どもたちが成長
していく姿を描いた。／出演：ホリ／声の出演：
西川貴教（にしかわくん）／ナレーション：はる
な愛／青少年・教育番組部，音楽・伝統芸能番組
部，NED
『スクール Live Show for TEENS』 新
金 18:55〜19:25
再土 12:00〜12:30
第 1 回11.4.15／吹奏楽・合唱・オーケストラ，
バンド・ダンスなど，エンタメ系部活動に励む中
高生のパフォーマンスや，一流プロの演奏・演技
を紹介するステージショー番組。全国 9 か所で公
開録画を行い，
特集を含め，年間20本放送した。／
司会：サバンナ（お笑いタレント）／青少年・教
育番組部，音楽・伝統芸能番組部，NED
『すくすく子育て』
土 21:00〜21:29
再金 10:30〜10:59
第 1 回03.4.11／育児ビギナーのパパ・ママに基
本的な育児情報を提供する番組。 0 〜 6 歳児の親
を対象に「子どものしつけ」
「食物アレルギー」
「ケ
ンカ対処法」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答えた。／制作局（番
組委託・展開）
，NED
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『中学生日記』

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。自然の法則や科学の知識を実験によって検証
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。／教師用テキスト発行／
青少年・教育番組部，NED
『大！天才てれびくん』 新
月〜木 18:20〜18:54
第 1 回11.4.11／小・中学生の子どもたちに夢や
希望を届ける視聴者参加番組。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，視聴参加も積極的に取り入れた多彩
な演出手法で構成。毎週木曜はIP中継を交えた生
放送。／出演：てれび戦士，出川哲朗，鈴木あき
え，ふかわりょう，古坂大魔王，斎藤洋介，我修
院達也ほか／青少年・教育番組部
『地球ドラマチック』
土 19:00〜19:44
再月 0:00〜 0:44
第 1 回04.4.8／ソーラー発電装置の有人飛行機
での世界記録に密着した「飛べ 太陽の翼〜ソー
ラー飛行機 大空を舞う」
，最新の宇宙開発をユ
ニークな切り口でまとめた「人類は火星に行ける
か！？〜高速ロケット・宇宙服・宇宙食開発最前
線」
，ヒョウの母子の愛情と人間との絆を記録し
た「野生ヒョウのマナナ〜絆を深めた17年」，土
壇場で力を発揮する人間の秘められた能力を科学
的に解明しようとした「奇跡の生還に導く声〜
守護天使 の正体は？」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番組を通し
て，地球上の各地の人々の活動や生き物のドラマ
チックな表情を伝えた。／ソフト開発センター，
NEP
『チャレンジ！ホビー』
月 22:00〜22:25
再月 10:30〜10:55
第 1 回10.3.29，最終回12.3.26／30〜40代に向け
たアクティブな趣味講座番組。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。
「自転車で長旅」
「乗馬」「水泳（クロール）
」「登山（山ガール向
け）
」
「海のルアー釣り」
「ボルダリング」
「ゴルフ」
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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金 19:25〜19:54
再土 12:30〜12:59
第 1 回72.4.9（G）
， 最 終 回12.3.16／11年 度 は，
前身の『中学生次郎』の放送開始から50年目を迎
えるとともに，その歴史に幕を閉じる年となった。
年度のスタートにあたっては，風間俊介，森田彩
華を新先生に起用したほか，スキマスイッチによ
る主題歌「石コロDays」，番組ホームページを通
じての「台本のタネ」募集，加藤晴彦が保護司役
で出演した「神様検索シリーズ」
（年間 4 本）等
で，
50年目のリニューアルをアピールした。また，
主役を全国の中学生から公募する「転校生シリー
ズ」を 2 年ぶりに制作。原発事故の影響で福島か
ら愛知に避難した中学生，吃音を周囲に隠してき
たことに悩む中学生を主人公に，本人のリアルな
思いを基にしたドラマを 8 月，9月に放送し，話
題 を 呼 ん だ。 3 月16日 の「 最 終 回 ス ペ シ ャ ル
命 」は枠を拡大し60分で放送。いじめに苦しみ
自殺を考える主人公に，教師と同級生が向き合う
姿を描き，大きな反響を呼んだ。竹下景子，戸田
恵子，近藤芳正など，元生徒役の俳優も出演し
た。／名古屋局
『中高年のための らくらくデジタル塾』
火 21:30〜21:55
再火 11:30〜11:55
再木
5:10〜 5:35
第 1 回10.3.29，最終回12.3.27／中高年のための
パソコン講座。パソコン初心者の渡辺正行さんと
奈美悦子さんの 2 人が 1 年を通して，そのスキル
を上げていく。「スマホやタブレット端末」「デジ
タル一眼レフ」「年賀状」など，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，NPN
『つくってあそぼ』
土
7:30〜 7:45
再水 15:45〜16:00
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。
11年度はこれまで制作した中からアーカイブス放
送。／構成：長崎武昭／音楽：福田和禾子，井川
雅幸／造形：ヒダオサム，石崎友紀／テキスト年
3 回発行／制作局（番組委託・展開），NED
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『つくってワクワク』

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。全40
回。／司会：田村淳（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
『テストの花道』
月 18:55〜19:25
再土
9:25〜 9:55
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，渡邊佐和子アナ／ソフト開発センター，NE
D
『てれび絵本』
月〜金
8:55〜 9:00
第 1 回03.4.7／子どもたちが愛する童話・絵本
を，さまざまな演出でアニメーション化して紹介。
「読み聞かせ」という絵本の重要な要素を踏まえ
つつ，
「ことばのない絵本」シリーズを制作する
など，幅広いジャンルで展開を図った。また，水
木しげる，松本零士らの作家が，落語を紹介する
「えほん寄席」も人気を博している。／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／テレビとともに産声をあげて半
世紀。幅広く競技を取り上げることでアマチュア
スポーツの普及に大きく寄与してきた。11年度も
馬術やレスリング，アイスホッケーなどさまざま
な分野のスポーツを取り上げた。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た。また「小
学生ハードル走」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。／スポーツ業務管理部，Gメ
ディア
『テレビ体操』
E 月〜日
6:25〜 6:35
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 ）」（日曜は「第 1 」と「第
2 」のみ）のほか，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。午後は 5 分
間で，火・木・金曜は「みんなの体操」，水曜は「ラ
ジオ体操第 1 」
，月曜は「リズム体操」を放送。

月〜金 16:15〜16:20
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た。11年度はこれまで制
作した中からアーカイブス放送。／制作局（番組
委託・展開）
，NED
『伝える極意』
木 9:55〜10:10
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』
火 9:00〜 9:15
再木 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た番組。／
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
『デザイン あ』 新
土 7:00〜 7:15
再金 15:45〜16:00
第 1 回11.4.2／「デザインの面白さ」を伝えつ
つ，子どもたちの「デザイン的な視点と感性」を
育む番組。日本を代表するトップデザイナーとミ
ュージシャンが集結し，我々の身の回りに存在す
るさまざまなモノや仕組み，人々の行動を「デザ
イン」の視点から徹底的に見つめ直し，斬新な映
像手法と音楽で表現した。／総合指導：グラフィ
ックデザイナー・佐藤卓／映像監修：インターフ
ェースデザイナー・中村勇吾／音楽：コーネリア
スほか／制作局（番組委託・展開），NED
『デジスタ・ティーンズ』
水 19:25〜19:50
再水 0:25〜 0:50
第 1 回10.3.31， 最 終 回12.3.21／ ア ニ メ，CG，
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番組では，いすに座ったままでもできる「ラジオ
体操」と「みんなの体操」も実践した。／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／スポーツ業務管理部，Gメディア
『テレビでアラビア語』
火 0:00〜 0:25
再木 5:35〜 6:00
第 1 回04.10.4（『 ア ラ ビ ア 語 会 話 』08.10.1改
題）／カタールのテレビ局「アルジャジーラ・チ
ルドレンズ・チャンネル」との共同制作。カター
ルの首都ドーハとモロッコのマラケシュでのロケ
VTRを基に，実践的な会話とともにアラビア文
字の書き方や文法をしっかりと学ぶ講座（08年度
の再放送）
。／講師：木下宗篤（外務省研修所講
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』
月 23:25〜23:50
再月 13:30〜13:55
第 1 回90.4.8（『イタリア語会話』08.4.1改題）／
前期は欧州 4 言語コラボ企画「EURO24」の第 2
弾。
「ホームステイで学ぶ動詞24」と 4 か国共通
インタビュー「ユーロ☆くらしカル」を行った。
舞台は新旧の魅力が混在する街，ミラノ。／講師：
鈴木マリア・アルフォンサ（早稲田大学講師）／
出演：アリーチェ・スィニョレッリ／生徒役：高
橋克実（俳優）／後期は「EURO24」第 1 弾（10
年度）の再放送。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／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』
木 23:25〜23:50
再木 13:30〜13:55
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」の第 2
弾。
「ホームステイで学ぶ動詞24」と 4 か国共通
インタビュー企画「ユーロ☆くらしカル」を行っ
た。舞台はスペイン西部の町サラマンカ。文化コ
ーナーなどで中南米情報も扱った。／講師：角田
哲康（日本大学国際関係学部教授）／出演：エレ
ナ・ポンセ・マリンバルド，ドナト・コルソ・ト
レス，ジュリエット・アンドレア・モンカーダ／
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生徒役：今井翼／後期は「EURO24」第 1 弾（10
年度）の再放送。スペインの魅力が集まったマド
リードを旅した。／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／テキスト
発行／制作局（番組委託・展開），NED
『テレビで中国語』
月 23:00〜23:25
再金
6:00〜 6:25
第 1 回67.4.3（『中国語会話』08.3.31改題）／成
長を続ける中国はビジネスチャンスの宝庫。日中
ビジネスが日々動いている上海や北京を舞台に，
明日からでもすぐに使える表現を盛り込んだスキ
ットを撮影。中国語とあわせて中国のビジネスマ
ナーや中国人の考え方なども紹介した。／講師：
陳淑梅（東京工科大学教授）／出演：フービン，
Cica，段文凝ほか／生徒役：藤原紀香／テキスト
発行／制作局（番組委託・展開），NED
『テレビでドイツ語』
火 23:25〜23:50
再火 13:30〜13:55
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」の第 2
弾。「ホームステイで学ぶ動詞24」と 4 か国共通
インタビュー「ユーロ☆くらしカル」を行った。
舞台は明るく開放的な南ドイツ。／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：ダニエル・ケルン，ケルスティン・
ハ ー リ ン グ ／ 生 徒 役： 内 田 恭 子 ／ 後 期 は
「EURO24」第 1 弾（10年度）の再放送。舞台は
ベルリン。エコで豊かなベルリーナの暮らしを疑
似体験した。／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／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』
火 23:00〜23:25
再土
6:00〜 6:25
第 1 回84.4.1（『アンニョンハシムニカ〜ハング
ル講座』08.4.1改題）／韓流の熱いブームを受け
て，
豪華メンバーと学ぶ。めざせ！ハングル美人
を合言葉に美しい発音と状況に応じた適切な言葉
を用いる力を養う。スキットドラマには韓流スタ
ー，イ・ジュニョクが登場。韓国ドラマファン垂
涎のロケ地で撮影した。またK‑popのアイドルグ
ループ超新星がレギュラー出演。ドラマでよく聞
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く日常表現を紹介した。／講師：チャン・ウニョ
ン（東京大学，津田塾大学講師）／出演：藤原倫
己，Jisong，超新星／生徒役：大沢あかね／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』
水 23:25〜23:50
再水 13:30〜13:55
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」
の第 2 弾。「ホームステイで学ぶ動詞24」と 4 か
国共通インタビュー企画「ユーロ☆くらしカル」
を行った。舞台はフランス中央部のブールジュ。
フランス語の発音が特に美しい地域としても知ら
れている。／講師：清岡智比古（明治大学理工学
部准教授）
，ジャニック・マーニュ（共立女子大
学教授）／出演：メディ・ネカシュ，ミレイ・ダ
ン ブ ロ ン ／ 生 徒 役： 黒 谷 友 香 ／ 後 期 は
「EURO24」第 1 弾（10年度）の再放送。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
イントを楽しく学んだ。／講師：國枝孝弘（慶応
義塾大学教授）
，パトリス・ルロワ（慶応義塾大
学講師）／出演：セリーヌ・アザイス／生徒役：
知花くらら／テキスト発行／制作局（番組委託・
展開）
，NED
『テレビでロシア語』
水 0:00〜 0:25
再金 5:35〜 6:00
第 1 回73.4.7／（
『ロシア語会話』09.9.30改題）／
「シベリア 4 都市紀行」と題し，ウラジオストク・
ハバロフスク・ヤクーツク・イルクーツクの各地
の今を伝えるリポートを通してロシアの奥深い文
化の一端を紹介。 シベリア旅行社 という設定
のスタジオでは，基本的なフレーズを学んだ。「ジ
ーマといっしょにサバイバル単語」のコーナーで
は，覚えておくと役に立つ単語をコンパクトに伝
えた。（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
『10min.ボックス』
火〜金 5:00〜 5:10
第 1 回97.4.8／中学校，高校の授業で利用しや
すい10分サイズの番組。日本史，情報・メディア，
生活指導，職業ガイダンスなど各教科20回を 4 〜
9 月の前期，10〜 3 月の後期に分けて編成した。
11年度はすべて再放送。／青少年・教育番組部，

NED
『道徳ドキュメント』
金
9:45〜10:00
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・中学生向け道徳教育番組。いじ
めや格差社会，東日本大震災などの現実のドキュ
メントを通して「道徳」を学ぶ。11年度は大幅に
番組をリニューアル。よりドキュメント色を前面
に出し，20本すべてを新作。／出演：堀伸浩・廣
瀬智美アナ／動画配信／教師用テキスト発行／青
少年・教育番組部
『どうも！にほんご講座です。
』 新
土
5:05〜 5:20
再土
0:30〜 0:45
第 1 回11.4.2／日本に在住，または留学してい
る外国人向けの初中級向け日本語講座。日本人な
ら知っている流行語や名ゼリフをキーフレーズ
に，日本語独特の表現や文法のポイントを解説す
る。下町のそば屋で働くフィリピン人女性，マリ
アが主人公のスキットドラマで自然な日本語に触
れ，後にアニメキャラクターが文法解説をする。
番組後半では日本に暮らす外国人が登場し，クイ
ズ形式で，街角で見かける漢字や慣用句を学ん
だ。／監修：飯間浩明（早稲田大学メディアネッ
トワークセンター非常勤講師）／出演：桜金造，
犬山イヌコ，青木和代，森下まい，水野真典ほか／
テキスト発行／制作局（番組委託・展開），NED
『ど〜する？地球のあした』
木
9:40〜 9:55
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。11年度は，シリ
ーズ全20本を再放送。／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
『どきどきこどもふどき』 新
水
9:40〜 9:50
第 1 回11.4.6／小学 3 〜 6 年生向け社会科・総
合学習番組。新学習指導要領で力点が置かれる
「地域の人々が受け継いできた伝統文化」を
NHKのアーカイブス映像を活用することで紹介。
すし・カツオ・ぼんおどりなど身の回りの知って
いるようで知らない日本文化を再発見する番
組。／声の出演：柴田秀勝，市川展丈／ナレータ
203

NHK年鑑 12

第２部

NHK｜第２章

番組解説｜Eテレ：定時番組

ー：小郷知子アナ／教師用テキスト発行／青少年・
教育番組部
『時々迷々』
金 9:30〜 9:45
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・片桐はいりが扮する神出鬼没のキャラクタ
ー『時々迷々』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
『とっさのビジネス中国語』 新
木 23:20〜23:25
再土 5:00〜 5:05
第 1 回11.4.2（第 1 回07.4.2『とっさの中国語』
として旅行会話を紹介）／日本に数多く訪れる中
国人観光客を迎えるための表現をピックアップす
る 5 分サイズのミニ番組。
『テレビで中国語』の
ワンコーナーを抽出して制作。全24回。／出演：
陳淑梅（東京工科大学教授），藤原紀香，フービン，
段文凝／『テレビで中国語』のテキストに内容を
掲載／制作局（番組委託・展開），NED
『トラッドジャパン』
木 23:00〜23:20
再月 6:00〜 6:20
第 1 回09.3.31／「日本の文化を英語で伝え，同
時に自国の文化を再発見できる」というコンセプ
トのもと，毎回ひとつのテーマを掲げ，英語で紹
介する方法を提示した。日本人が英語を話す目的
を明示し，西洋とは異なる独特の価値観を見出す
教養型番組として人気を博した。11年度は日系ア
メリカ人ジェイク・シマブクロが日本各地の文化
を訪ねるコーナーを新設。国際放送番組『BEGIN
Japanology』と連携。／講師：江口裕之／出演：
ステュウット・A・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 11:25〜11:30
再水 23:20〜23:25
第 1 回09.4.4／『トラッドジャパン』のエッセ
ンスを 5 分間にまとめたミニ番組。／声の出演：
青谷優子アナ（国際放送局），ステュウット・A・
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 9:00〜10:00
再日 20:00〜21:00
第 1 回76.4.11／97.4.6〜09.3.22は『新日曜美術
NHK年鑑 12

館』
，09.4.5改題／古典から現代アートまで美術の
「本編」
（45分）
魅力をダイナミックに伝える番組。
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，美術鑑賞の醍醐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：千住明（作曲家）
，森田
美由紀アナ／制作局（番組委託・展開），NED
『にっぽんの芸能』 新
金 22:00〜22:59
再月
5:00〜 5:59
第 1 回11.4.1／10年度までの『芸能花舞台』を
古典芸能の魅力を分かりやすく紹介する番組とし
て一新した。前半15分「花鳥風月堂」では，女優・
檀れいを起用し，歌舞伎などの名作のエッセンス
をドラマ仕立てで紹介した。季語を紹介するアニ
メ，邦楽器によるおなじみの曲の演奏など親しみ
やすい内容を目指した。後半43分「芸能百花繚
乱」は，女優・南野陽子と古谷敏郎アナウンサー
を司会に，日本舞踊や邦楽の名曲を，人間国宝を
はじめとするベテランや実力ある中堅若手の出演
で紹介する，
「芸能花舞台」を受け継ぐ愛好家向
けの観賞番組として構成した。／音楽・伝統芸能
番組部，大阪局，名古屋局
『にほんごであそぼ』
月〜金
7:30〜 7:40
再月〜金 17:15〜17:25
再土
17:50〜18:00
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。さまざまな伝統芸能の手法や，方言も
取り入れた。10周年を前に公開収録を行い，枠内
特番として放送した。／出演：小錦，野村萬斎，
神田山陽ほか／制作局（番組委託・展開），NED
『日本の話芸』
E
金 21:30〜21:59
再月 15:00〜15:29
G 再土
4:30〜 4:59
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」たちの至芸をたっぷりと味わってもらう独演
番組。11年度から放送時間が29分に変更。／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
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『俳句王国』

馬琴ほか／エンターテインメント番組部，
大阪局，
NEP，NPN
『ニャンちゅうワールド放送局』
（前期）日 17:35〜18:00
（後期）日 17:00〜17:25
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93年度から登場。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。後期の最終週は別番組。／出演：柊瑠美
ほか／制作局（番組委託・展開），NED
『ニュースで英会話』
木 6:00〜 6:20
再金 23:20〜23:40
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 3 年目を迎え，月間ページビュー1,260万
を維持。NHKサイトの中でも常に上位10位以内
という屈指のデジタルコンテンツである。／講師：
鳥飼玖美子（立教大学大学院教授），
伊藤サム（ジ
ャパンタイムス元編集局長）／出演：ジョセフ・
ショールズ，トッド・ルシンスキー，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
再月〜木 12:00〜12:29
第 1 回06.4.24，最終回12.3.1／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。 6 年目を迎えた11
年度は，
「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。これに対して若い世代
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，
「性暴力被害」「エイズ30年」
「きょうだい（障害のある人の兄弟姉妹）
」など
他の番組ではほとんど取り上げられないテーマに
も積極的に取り組んだ。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

月 21:30〜21:55
再月 13:05〜13:30
第 1 回95.4.15（BS2）
，最終回12.3.26／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。10年度まではBS2で放送していた
が，11年度はEテレに移設した。第一線で活躍す
る俳人を主宰に迎え，全国から集まった俳人とゲ
ストが，身近なテーマで句会と楽しいトークを繰
り広げた。俳句ならではの日本語の美しさを堪能
する「珠ことば」，小学生の俳句を紹介する「小
さな子規さん見ぃ〜つけた」など新コーナーも取
り入れた。11年度は山梨・兵庫・群馬・福岡で公
開収録を実施した。／松山局，NPN
『白熱教室JAPAN』 新
日 18:00〜18:59
再日 0:20〜 1:19
第 1 回11.4.3，最終回11.11.20／対話型の授業を
行う日本の大学の白熱した講義を紹介する知的エ
ンターテインメント番組。ICU，東京工業大学，
慶応大学，明治大学，大阪大学などの名物講座を
取り上げた。全20回／ソフト開発センター，NEP
『パッコロリン』 新
月〜土 8:24〜 8:25
再月〜金 16:59〜17:00
再土
17:24〜17:25
第 1 回11.3.28／まる・さんかく・しかくの顔か
たちをした元気な 3 きょうだい，パックン，リン，
コロン。個性豊かな 3 人が楽しく遊ぶ中から，い
ろいろな小さな発見をし，心の成長を育んでいく。
見た後には，とっても幸せな気分になれる 1 分間
のアニメーション。／声の出演：折笠愛，かない
みか，水沢史絵／キャラクターデザイン：きむら
ゆういち／制作局（番組委託・展開），NED
『はろ〜！あにまる』
月〜金 15:35〜15:45
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」。
11年度は08年度HVで放送したものの再放送。／
科学・環境番組部，ソフト開発センター，NEP
『ピタゴラスイッチ』
（前期）土 17:35〜17:50
（後期）金 17:25〜17:40
再月 15:45〜16:00
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
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『福祉ネットワーク』

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 7:25〜7:30
（前期）再月〜金，（後期）再月〜木
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
提示した。／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，寺坂尚呂己ほか／
青少年・教育番組部
『100分de名著』 新
水 22:00〜22:25
再水 5:35〜 6:00，11:30〜11:55
第 1 回11.3.30／古今東西の「名著」のエッセン
スを，25分× 4 回，合計100分で分かりやすく読
み解き，今を生きる知恵を学ぶ教養番組。ニーチ
ェ「ツァラトゥストラ」，福沢諭吉「学問のすゝ
め」，ドラッカー「マネジメント」などに加え，
論語やブッダの言葉まで，古今東西を問わず幅広
く名著を解説した。／キャスター：堀尾正明／文
化・福祉番組部，NED
『ひょうたんからコトバ』
月 9:15〜 9:30
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
伝えた。／ナビゲーター：が〜まるちょば／ナレ
ーター：うえだゆうじ，加賀美幸子／教師用テキ
スト発行／青少年・教育番組部，NED
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月〜木 20:00〜20:29
再月〜木 12:00〜12:29
第 1 回03.4.7，最終回12.3.8／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。11年度は，がんと
認知症に力を注ぎ多角的に取り上げた。「検証
日本のがん医療」「がん共存時代を生きる」「認知
症と向き合う」
「認知症 地域で生きる」など，
シリーズで放送。総合『クローズアップ現代』や
『あさイチ』とも連動し，福祉的なテーマの一般
化に努めた。「NHKハート展」「介護百人一首」
も制作。東日本大震災に関連し，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，
毎月継続的に放送し，震災後半年， 1 年の特集に
つなげた。／キャスター：町永俊雄アナ／文化・
福祉番組部
『ふしぎがいっぱい』 新
火
9:15〜 9:25（ 3 年），9:25〜 9:35（ 4 年）
9:35〜 9:45（ 5 年），9:45〜 9:55（ 6 年）
第 1 回11.4.5／新学習指導要領に対応した新し
い理科番組。番組タイトルは小学 3 〜 6 年生向け
で統一。全80回で 1 つのシリーズとし，学年を越
えた利用がしやすいようにした。それぞれの学年
に子どもたちの目線で，ふしぎを探る出演者が登
場し，自然のひとコマを最新機材を駆使した科学
映像を使って紹介した。／教師用テキスト発行／
青少年・教育番組部，NED
『プチプチ・アニメ』
月〜金
8:40〜 8:45
再月〜金 16:00〜16:05
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。数多くの受賞歴
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。／制
作局（番組委託・展開），NEP
『フックブックロー』 新
月〜金 6:35〜 6:45
再月〜金 17:50〜18:00
第 1 回11.3.28／人形 5 体と人間 1 人が出演する
子ども向けパペットバラエティー。本屋を舞台と
したユーモアあふれる物語を中心に，童謡・唱歌
からポップスまで幅広いジャンルの音楽や，おも
しろい雑学などを 福袋 のように詰め込んだ番
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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
7:46〜 8:01
再月〜金 17:00〜17:15
第 1 回09.3.30／ 4 〜 5 歳児向け教育的エンター
テインメント番組。就学前の子どもたちが楽しめ
て，しかも，ゆるやかに発達を後押しできること
を目指している。イスのキャラクター・コッシー
と女の子・スイちゃん，そして大きなサボテン・
サボさんが大活躍しながら，子どもたちの新しい
世界を広げていく。／出演：高橋茂雄 小林顕作
佐藤貴史ほか／制作局（番組委託・展開），NED
『みいつけた！さん』
日
7:25〜 7:55
再日 17:00〜17:30
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，佐藤貴史ほか／制作
局（番組委託・展開），NED
『見えるぞ！ニッポン』
水
9:15〜 9:30
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。11年度
は，シリーズ全40本のうち 7 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・
北郷三穗子アナ／教師用テキスト発行／青少年・
教育番組部
『見える歴史』
水 10:00〜10:15
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。11年度は，シリーズ全40本のうち 3 本を新
作。／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』
（後期）木 10:10〜10:15
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，

組。／出演：谷本賢一郎ほか／制作局（番組委託・
展開）
，NED
『プレキソ英語』 新
土 18:50〜19:00
再火 10:05〜10:15
再木 9:15〜 9:25
第 1 回11.4.2／子どもから大人まで一貫して英
語を学べるよう英語番組を再編成する「英語グラ
ンドデザイン」。その基盤となる小学生向けの英
語番組としてスタートした。学校放送ゾーンで放
送し，学校放送番組のウェブサイト『NHK for
SCHOOL』と番組ホームページでデジタル教材
も提供した。世界各国を映像で旅しながら，人々
の生活の中に意外な発見をしていく。小学校で外
国語活動が必修となったことを踏まえ，子どもた
ちに良質の英語に触れる機会を提供した。詩人ア
ーサー・ビナードによる物語を世界的なアニメー
ション作家，山村浩二が映像化するコーナーも。
バイリンガルの狂言師・茂山童司は各地の小学校
を訪ねた。オールイングリッシュプログラム。／
監修：小泉清裕（昭和女子大学付属昭和小学校校
長）／アートディレクション：山村浩二／オリジ
ナル脚本：アーサー・ビナード／出演：茂山童司／
テキスト発行／制作局（番組委託・展開），
青少年・
教育番組部，NED
『まいにちスクスク』
月〜木 19:55〜20:00
再月〜木 10:55〜11:00
再月〜木 15:30〜15:35
第 1 回03.11.10／育児のヒントやお役立ち情報
を提供する， 5 分のミニ番組。10年度から対象年
齢を拡大し， 0 〜 6 歳児の親を対象とした子育て
ハウツーを放送。／制作局（番組委託・展開），
NED
『マテマティカ 2 』
月 9:45〜10:00
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 21:55〜22:00
再月〜木 11:55〜12:00
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
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田市の商工会議所と共同で公開収録「今こそスタ
ート！婚活SP」を実施して放送（ 2 月）
，視聴者
と地域のニーズに応えるイベントとして展開し
た。放送以外のサービスも一層充実させた。中部
地方で行っているマイキャラ育成型のデータ放送
「そだて！会社の星」は延べ4,800人を超える視
聴者が利用し，ツイッターのフォローも5,000人
を超えている。普段は入れない職場を訪問する
「夢のオフィスツアー」ではANAやバンダイの
プラモデル工場に潜入。スタジオでは毎回20人の
オーディエンスを動員し多彩な演出・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，NPN
『もっと 2 神のパズル』 新
日 17:54〜17:59
第 1 回11.10.2／『ファイ・ブレイン〜神のパズ
ル』に登場するパズルを分かりやすく解説。パズ
ルの歴史や制作の舞台裏，世界の珍しいパズルな
どを紹介するパズルバラエティー。／リポーター：
久保翔／ソフト開発センター，NEP
『モリゾー・キッコロ 森へいこうよ！』
土 7:15〜 7:30
再木 15:45〜16:00
第 1 回07.4.7／「愛・地球博」で活躍したモリ
ゾーとキッコロが，子どもたちに自然の大切さを
教えてくれる番組。ウド鈴木，入来茉里の 2 人が
リポーターとして森遊びの楽しさを体感する中
で，11年度は環境変化で夜鳴くようになったセミ
や外来生物など，自然環境の抱える問題にも気付
か せ て く れ た。 ／ 制 作 局（ 番 組 委 託・ 展 開 ）
，
NED
『楽ラクワンポイント介護』
土 20:55〜21:00
第 1 回12.1.7／実技指導・監修が青山幸広さん，
福辺節子さんに変わり新シリーズに。日常生活の
介護の基本技術はもちろん，自立を促す介護術，
これまで語りきれなかった「心のケア」の面にも
目を向け，介護する人もされる人も「楽しく」「ラ
クに」介護する方法を学んだ。／文化・福祉番組
部，NED
『リトル・チャロ 2 』
土 9:55〜10:00
再日 7:55〜 8:00
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』の第 2 弾。
5 分間。物語の舞台は「間の国=Middle World」
へ。チャロの命をかけた冒険が展開。10年度の再
放送。／出演：純名里沙ほか／テキスト発行／制

ハイビジョン顕微鏡カメラの機能を駆使して，美
しく鮮明な画像で描くミニ番組。／教師用テキス
ト発行／青少年・教育番組部，NED
『ミニアニメ』
月〜金 7:40〜 7:45
日
17:30〜17:35
第 1 回97.4.7／年間 7 タイトルを放送。
「マノン・
2 」は，動物と自然を愛する心優しい女の子マノ
ンと個性あふれる動物の友達の愉快な出来事と冒
険に満ちた毎日を描いた作品。
「ふしぎのヤッポ
島」は，風や雲とお話しができる女の子プキプキ
と虹色の顔をしたポイが，島で起こるさまざまな
不思議な出来事を体験，成長する姿を描いた作品。
このほかに「うっかりペネロペ」
「ぼくチロ！」
「が
おがおぶー」
「ミッフィーとおともだち」「リタと
ナントカ」を放送。／制作局（番組委託・展開），
NEPほか
『ミュージック・ポートレイト』 新
土 23:00〜23:30
再土 11:00〜11:30
第 1 回11.7.16，最終回11.9.24／ 2 人のクリエイ
ターが「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」で浮き上がらせる番組。11年度は，今
井美樹×村山由佳，美輪明宏×槇原敬之，熊川哲
也×市川亀治郎，
宮藤官九郎×向井秀徳，見城徹×
小山薫堂の 5 組が「人生の10曲」を語り合った。
／エンターテインメント番組部
『名作ホスピタル』 新
金 23:40〜23:55
再金 20:30〜20:45
第 1 回11.4.1／アニメの中に健康になるヒント
がある！？そんな前代未聞のコンセプトで若者た
ちの心や体の悩みを解決しようとする新感覚バラ
エティー。都会暮らしのストレスから倒れてしま
う「アルプスの少女ハイジ」など名作アニメの意
外なエピソードを専門医が分析。／出演：中川翔
子，増田英彦ほか／制作局（番組委託・展開），
NED
『めざせ！会社の星』
土 23:55〜 0:20
再金 0:25〜 0:50
第 1 回08.4.5／若手ビジネスマン層をターゲッ
トとした情報バラエティー番組。 4 年目もアンジ
ャッシュの 2 人と杉浦友紀アナウンサーが司会を
務めた。就職氷河期の中，名城大学で公開収録を
行い「内定GET！就活スペシャル」を放送（11
月）
。さらに男女の出会いの場が少ないという豊
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作局（番組委託・展開）
，NED
『リトル・チャロ 2 〜英語に恋する物語』
月〜木 22:50〜23:00
再土
5:20〜 6:00
月〜木 10:15〜10:25
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』の第 2 弾。
物語の舞台は「間の国=Middle World」へ。チャ
ロの命をかけた冒険が展開した。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
を構築した。／出演：純名里沙（声），SHELLY，
マイケル・リーヴァスほか（10年度の再放送）／
制作局（番組委託・展開），NED
『ろうを生きる 難聴を生きる』
日 19:30〜19:45
再金 12:30〜12:45
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。東日本大震災で
被災した人たちの支援や防災，福祉制度改革に関
わるテーマに力を入れた。／文化・福祉番組部
『わかる国語 読み書きのツボ 5 ・ 6 年』
月 9:30〜 9:45
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／司会：
徳田章アナ／青少年・教育番組部
『ワンポイント介護』
土 20:55〜21:00
第 1 回96.4.1，最終回11.12.24／10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，NED

E テレ：特集番組
『Nコンマガジン』
4. 9，23， 5.14，28， 6. 4，25／16:30〜17:00
NHK全国学校コンクールに参加する児童生徒
に向けて，コンクール課題曲の情報や，合唱部活
動の参考になる情報をバラエティー形式で分かり
やすく楽しく伝えるマガジンスタイルの番組。全
6 回。／出演：ガレッジセール，辻秀幸（合唱指
揮者）
，ハモリ隊ほか／青少年・教育番組部
『あんぐるランキング』
7. 4〜 7／18:55〜19:25
4 日連続生放送で，ケータイやPCからのリア
ルアンケートなど視聴者との双方向による「生の
声」を生かし，10代の本音と彼らから見た世の中
の動きを追った。さらに，10代が注目している今
日のニュースランキングや全国の高校と連携した
地域別ランキングを紹介し，高校生が注目する視
点を明らかにした。／（7.4）
「どうしてもやめら
れないクセ」
，
（7.5）
「心にグっと響いたあのフレ
ーズ」
，（7.6）「結婚の条件」
，（7.7）「親には絶対
言えないヒミツ」／MC：山口達也，高市佳明アナ，
R s（中高校生レギュラーメンバー）／ナレーシ
ョン：大江戸よし々／青少年・教育番組部
『いよいよ始まるglee！〜ドラマ 音楽 魅力大
解剖』
3.31／23:25〜23:54
海外ドラマ『glee（グリー）
』が 4 月より地上
波でスタートするのに先駆け，EテレとFMの共
同企画としてドラマの魅力を紹介する連動番組を
放送。FMでは19:20〜22:00に『gleeな夜をあなた
に…〜音楽でとことん楽しむ！話題のミュージカ
ルコメディー』を，そして引き続き23:25からEテ
レで特番を放送した。／司会：クリス・ペプラー／
ソフト開発センター，NEP
『ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート
2012』
E
1. 1／19:00〜21:55
FM
1. 1／19:15〜21:55
G
1. 7／15:30〜17:30（第 2 部のみ）
BSP
1. 9／ 9:00〜11:55
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。12年はマリス・ヤンソンスが06
年に続いて 2 度目の登場を果たしウィーン・フィ
ルを指揮。テレビスタジオにはこのコンサートを
愛してやまないファンを招き，コンサートの魅力
を紹介した。コンサートでは「美しく青きドナ

『ワンポイント手話』
日 19:25〜19:30
再金 11:55〜12:00
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
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ウ」「ラデツキー行進曲」など，恒例の名曲が演
奏された。／（TV）司会：中條誠子アナ，ゲスト：
中村哲郎，藤本眞一，長野由紀／（FM）司会：
大林奈津子（フリーアナウンサー）
，ゲスト：奥
田佳道／音楽・伝統芸能番組部
『栄光へのステップ〜第32回日本インターナシ
ョナルダンス選手権大会』
7.10／15:00〜16:30
日本武道館で繰り広げられる競技ダンスの祭
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，長く日本の競技
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。／解説：和田恵，柳橋慎太郎／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『演劇特集 小さな劇場の大きな冒険〜行定勲
現代演劇をみる』
3.17／15:15〜16:45
日本映画界に新しい風を吹き込んでいる映画監
督・行定勲が，現在小劇場を舞台にもっとも熱い
活動をする 3 団体を密着リポート。現代演劇の潮
流を伝えた。／リポーター：行定勲／出演：劇団
モダンスイマーズ，劇団タカハ，ビチチ 5 ／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『演劇特集 舞台 泉鏡花「天守物語」』
1.15／15:00〜17:00
泉鏡花の名作，白井晃演出，篠井英介，江波杏
子，平岡祐太など人気俳優の出演で行われた新国
立劇場での舞台を中継，放送した。／音楽・伝統
芸能番組部，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・2011春』
5. 5／ 9:00〜10:00
新しく始まった着ぐるみ人形劇「ポコポッテイ
ト」の初ステージ。人形劇の舞台である「ぽてい
じま」に行ったことがないお兄さん，お姉さんた
ちをキャラクターたちがご招待。みんなで島の名
所を巡っていくのだが，途中で迷子になったり，
お化けのような生き物に出会ったり…おなじみの
歌や踊りを織り交ぜながら，新人形劇のキャラク
ターや舞台をアピールした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
『おかあさんといっしょ ファミリーコンサート
〜NHKホール・2011秋』
11.23 ／9:00〜10:00
キャラクターの 1 人，メーコブの家で「秋のご
ちそう祭り」が開かれる。みんなでメーコブたち
NHK年鑑 12

の住む街へ。ところが，お祭りの目玉，巨大なオ
ムレツを作るための卵が割れてしまい，みんなで
たくさんの卵を集めに行くことに。初めて島を離
れ，慣れない都会のルールや人ごみに戸惑うムテ
吉。みんなで力を合わせ，ごちそう祭りを開こう
とするのだが，次々と難題が…キャラクターたち
の通常の番組では描けない部分をピックアップ
し，街の人々はお兄さん・お姉さんたちが何役も
こなし，レギュラー陣一丸となって取り組んだコ
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
『おじゃる丸スペシャル〜銀河がマロを呼んでい
る ふたりのねがい星』
3.20／18:00〜19:00
流れ星のかなえから銀河鉄道の切符をもらった
おじゃる丸とカズマ。終点には「ねがいかなう
星」があるらしいが…。銀河の星々を旅する冒険
ファンタジー！／ソフト開発センター，広報局制
作部，NEP
『おはなしのくに』
3.28〜29／ 9:35〜 9:50
東日本大震災の復興支援の意味合いも込め，東
北が舞台の 2 作品を取り上げた。東北地方でのオ
ールロケで制作。／（3.28）
「ユタとふしぎな仲
間たち」作：三浦哲郎，出演：藤岡正明／（3.29）
「半日村」作：斎藤隆介，出演：山内圭哉／青少
年・教育番組部，NED
『おはなしのくにクラシック〜枕草子』
8.17／ 9:15〜 9:25
再 8.19／ 9:15〜 9:25
小学生向けの古典紹介番組。朗読番組『おはな
しのくに』のスタイルを踏襲し，清少納言の「枕
草子」の原文を朗読。また橋本治による現代語訳
をCGアニメにのせて紹介したり，作品の背景を
資料映像で解説することで，子どもが古典の楽し
さを味わうことをねらった。／出演：虻川美穂子
（北陽）／青少年・教育番組部
『“カラフル！” スペシャル〜ずっとずっと馬と
くらしたい』
8.15／ 9:25〜10:10
再 9.18／16:15〜17:00
定時番組『カラフル！』で 1 年間描いてきた北
海道・ばんえい競馬の厩舎で暮らす少女を主人公
に制作した。／青少年・教育番組部
『「きかんしゃトーマス」がやってきた！』
3.31／17:30〜17:50
物語の舞台であるソドー島にくまなく張り巡ら
された「ソドー鉄道」の解説や島内の名所，そし
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せ渓谷鐵道」を舞台に，12人の学生たちが，人気
の観光列車の発車音と終着駅で，観光客を楽しま
せる仕掛けを発案・制作する様子を追った。／音
楽・伝統芸能番組部
『決定！すくすくアイデア大賞2011』
12.17／21:00〜21:59
全国のパパママから寄せられた「育児に役立つ
アイデア」の優秀作品を紹介する特集番組。日本
各地，海外からも幅広い層から多様なアイデアが
寄せられた。11年度からは「子どもに効く魔法の
言葉」部門も新設。子育てのさまざまな場面で効
果的な言葉も紹介し好評を博した。応募総数は過
去最高の703通。応募したのはパパママだけでな
く，保育士の卵である大学生や，学童保育指導員，
祖父母世代など，幅広い層が子育てについて考え，
盛り上げる番組となった。／出演：水道橋博士，
堂珍敦子，阿部絢子（消費生活アドバイザー）ほ
か ／ 司 会： 照 英 ／ 制 作 局（ 番 組 委 託・ 展 開 ）
，
NED
『こいつぁ春から〜初芝居生中継』
1. 2／19:00〜22:00
東京・新橋演舞場と大阪松竹座を結び，初芝居
の雰囲気を生中継で伝えた。演目は東京からは尾
上菊五郎ほかの出演で正月にふさわしいにぎやか
な演目「め組の喧嘩」
，大阪からは坂田藤十郎と
市川升十郎の出演で「積恋雪関扉」
。ほかにル・
テアトル銀座，浅草公会堂，平成中村座の舞台の
様子や，坂東玉三郎，中村勘九郎，市川亀治郎ら
のインタビューも放送した。／音楽・伝統芸能番
組部
『古典芸能への招待』
5. 1／15:00〜17:00ほか
歌舞伎，文楽，能など日本の誇る伝統芸能の数々
を紹介する番組。11年度は歌舞伎を 3 本，文楽を
1 本（大阪局・NPN制作），能を 3 本（NEP 2 本，
大阪局・NPN 1 本）放送した。／音楽・伝統芸
能番組部，大阪局，NEP，NPN
「第26回NHK能楽鑑賞会」
3. 3／15:00〜17:00
12年 1 月24日に横浜能楽堂で公開収録した「第
26回NHK能楽鑑賞会」のもようを紹介。／一調
一声「三井寺」本田光洋，大倉源次郎，狂言「文
山立」山本則俊ほか，能「船弁慶」梅若玄祥ほ
か／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『こどもミュージカル〜雪ん子』
10.10／ 8:45〜10:15
天災・飢きんが相次ぎ，人々の心が荒れ果てて
しまった江戸の町。子どもたちを救うため，雪の

ていつも愉快で元気な登場キャラクター「きかん
しゃ」の仲間たちの魅力をたっぷりと紹介。／ソ
フト開発センター，NEP
『君たちは宇宙人である〜立花隆VS.仙台の小学
生』
3.30／18:55〜19:25
人はなぜ宇宙を目指すのか？作家・立花隆さん
と大震災を体験した東北・仙台の小学生たちが異
色の対話を行い，
宇宙と向き合う意味を考えた。
／
語り：柘植恵水アナ／ソフト開発センター，NE
D，IAW
『きょーこ先生の空想保健室』
7.11〜14／18:55〜19:24
再 8. 9〜12／ 0:55〜 1:24
不思議な癒やしの空間「空想保健室」
。きょー
こ先生（深田恭子）と謎の生物コーチョー（声・
宮崎吐夢）が，悶々とした悩みの数々を，ぷにっ
と解消！中学生をターゲットとして 4 回にわたり
放送した。／ソフト開発センター，NED
『吟詠』
5.22／15:00〜15:15ほか
和漢古今の名詩歌を，実力者による吟と季節感
あふれるロケの映像に乗せて伝えた。11年度は年
間 3 本と正月番組 1 本を放送した。／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『クッキンアイドルスペシャル〜まいんのおせち
でハッピー！』
12.31／11:30〜11:59
大みそかなのにすっかり，正月気分のまいん。
お正月料理の準備もせずに浮かれていると，怒っ
た重箱の妖精が出現。おせちの準備をさせながら
も，まいんは歴史や料理のコツを身に付けてい
く。／出演：福原遥，星野卓也ほか／制作局（番
組委託・展開）
，NED
『クラシック・ハイライト2011』
12.31／21:23〜23:55
大晦日の夜に11年のクラシック音楽シーンをコ
ンパクトに紹介。 3 月に発生した東日本大震災を
受けて，ベルリン・フィルを初めとする世界各地
のオーケストラや，演奏家から寄せられた応援メ
ッセージなども紹介。11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
『クリエーターズ・ｆｉｌｅ（ファイル）』
（前・後編）8.21，28／18:00〜18:30
学生たちが，第一線で活躍するサウンドクリエ
ーターの井出祐昭にその発想力を学び，アイデア
を形にする教育番組。群馬・栃木を走る「わたら
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『新春桧舞台〜珠玉の芸競演』
1. 2／14:00〜17:00
初春をことほぎ，人間国宝をはじめ当代を代表
する出演者を迎えて至芸の数々を届けた。マジッ
ク，全国各地のお雑煮紹介などのコーナーも交え，
バラエティー豊かに正月のひとときを楽しんだ。
／舞踊「柏の若葉」花柳寿南海，箏曲「春の曲」
山勢松韻，山本邦山，箏曲「越後獅子」米川文子，
中島靖子，富山清琴ほか，義太夫「艶容女舞衣
酒屋の段」竹本住大夫，長唄「新曲浦島」杵屋喜
三郎，杵屋寒玉ほか，歌舞伎「身替座禅」坂東三
津五郎，藤間勘右衞門ほか／出演：檀れい，高橋
ジョージ，三船美佳，ガレッジセール，アニマル
浜口ほか／司会：古谷敏郎アナ／音楽・伝統芸能
番組部
『新世代が解く！ニッポンのジレンマ』
「震災の年から希望の年へ」
1. 1／23:00〜 2:00
「決められないニッポン〜民主主義の限界？」
3.31／23:55〜 1:55
もう中高年には任せられない！難問山積のニッ
ポンが抱えるさまざまなジレンマを，1970年以降
生まれの論客，オーディエンスが討論。新たな時
代のリアルを提案した。／司会：堀潤・杉浦友紀
（1.1）
・片山千恵子（3.31）アナ／ソフト開発セ
ンター，NED
『スクール Live Show for KIDS スペシャル
〜なわとびかっとび王選手権2011』
12.30／18:55〜19:54
再12.31／12:00〜12:59
「 8 の字跳びタイムアタック」は跳び手が 8 の
字を描きながら， 1 分間で次々と大縄をくぐり抜
けていく競技。クラス単位の全員参加で，一人一
人の高い集中力と膨大な練習量，そして固いチー
ムワークが必要とされる。大会は，『スクール
Live Show for KIDS』のスペシャル番組として
企画。全国から縄とび自慢の学校 5 チームが参加
した。番組では，記録や自分たちの限界に挑戦す
る小学生たちの熱き戦いを， 2 か月にわたる事前
の特訓の様子も交えて伝えた。／出演：ホリ，縄
☆レンジャー，ハイキングウォーキング，レギュ
ラー，松山安代アナ／ナレーション：西川貴教，
はるな愛／青少年・教育番組部
『スタンフォード白熱教室@大阪大学』
（前・後編）1. 1〜 2／22:00〜22:59
スタンフォード大学起業家育成コースのティ
ナ・シーリグ先生が待望の来日。大阪大学で 2 回
にわたって特別授業を行った。これまで新しいア

世界から「雪ん子」のゆきが，下界に舞い降りた。
親を失い，生きるためにスリをやっている子ども
たち。彼らと友達になり，助けるために心を尽く
す，ゆき。／出演：劇団四季／制作局（番組委託・
展開）
，NED
『コレヤバっ』
7.15／18:55〜19:24
再 7.17／23:00〜23:29
再 8.13／ 0:55〜 1:24
中学生向けに，ゲストが中学生だったころ影響
を受けた文学作品を紹介する番組。番組収録の様
子はインターネットを通じて，あらかじめ募集し
た中学生20人に限定配信。スタジオの動画を見な
がら感想や意見を書き込み，そのコメントに出演
者がリアルタイムで反応しながら収録を進めた。
ゲストはお笑いコンビ「笑い飯」の哲夫。太宰治
「人間失格」，三島由紀夫「金閣寺」などを紹介
した。聞き手であり，ネットでつながる中学生の
代弁者としてモデルのきゃりーぱみゅぱみゅを起
用。／青少年・教育番組部
『ざわざわ森のがんこちゃんスペシャルショー〜
いのちの水をまもれ！』
12.23／ 9:00〜 9:40
再 1. 8／16:20〜17:00
小学校低学年向けの道徳人形劇『ざわざわ森の
がんこちゃん』のスペシャル版。きのこ魔女のた
くらみで枯れてしまった水を復活させるために，
がんこと仲間たちが地底の湖へ冒険の旅に出る。
「NHK文化祭2011」（11.3〜6開催）の出し物とし
てふれあいホールで公開収録された。／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 ・11その後 ふるさとの祭りはいま』
3.18／15:00〜15:50
東日本大震災から 1 年，東北地区の祭りはどう
なったのか。被災地の復興と再生への道のりを，
各地の「祭り」をタテ軸にして描き，祭りや芸能
がどれだけ地域復興の力になるのか，宗教学者・
鎌田東二さんの調査結果を交えながら検証し
た。／エンターテインメント番組部，NEP
『新春能狂言』
1. 1〜 3／ 6:35〜 7:35
元旦から 3 日間，人間国宝や能楽各流派を代表
する演者を迎え，能と狂言の名作を届けた。／
（1.1） 能「 天 鼓 」 片 山 幽 雪（ 大 阪 局・NPN），
（1.2）狂言「見物左衛門」野村萬，
「素袍落」山
本東次郎，
（1.3）能「三笑」近藤乾之助ほか／音
楽・伝統芸能番組部，大阪局，NEP，NPN
NHK年鑑 12
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イデアに挑戦し，世界をリードする企業家を数多
く輩出してきたスタンフォード大学で，絶大な人
気を集めているティナ先生の講義。学生たちに，
常識にとらわれない発想の転換を迫った。／ソフ
ト開発センター，NEP
『青春舞台2011』
9. 4／15:00〜17:00
演劇に青春をかける高校生の姿を，第57回全国
高等学校演劇大会を通して描いた。最優秀賞・山
口県立華陵高校の「カツっ！」の舞台中継を中心
に，優秀賞 3 校の舞台映像，バックステージも含
めて紹介した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『世界への挑戦 17歳のバレリーナ』
E
2.26／16:30〜17:00
再 3. 4／23:00〜23:30
BSP 3.11／14:15〜14:45
12年 2 月に行われた第40回ローザンヌ国際バレ
エコンクールで，17歳の高校生，菅井円加さんが
第 1 位となった。番組では過去の受賞者熊川哲也
と吉田都のインタビュー，菅井さんの報道映像や
最新インタビュー映像を交えて，コンクールの様
子を速報で伝えた。／音楽・伝統芸能番組部
『第55回 NHKニューイヤーオペラコンサー
ト』
E
1. 3／19:00〜21:00
FM 1. 3／19:00〜21:00
東日本大震災後初の開催となった12年は，「愛
に満ちて人は歌う 愛を力に人は歌いつづける」
をテーマにバイロイト音楽祭で主役を歌う藤村実
穂子ほか国内外で大活躍する日本人歌手が集結
し，歌の力，結束する力で困難を乗り越えようと
いうメッセージをオペラ・アリアに託した。幕間
では東京バレエ団が生誕150年を迎えたドビュッ
シーの「牧神の午後」を披露し，見どころ聴きど
ころ満載の 2 時間生放送となった。／司会：夏木
マリ，野村正育アナ／音楽・伝統芸能番組部
『第39回ローザンヌ国際バレエ・コンクール』
5. 8／15:00〜16:40
新進バレエ・ダンサーの登竜門として国際的権
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／音楽・伝統芸能
番組部，NEP
『第38回NHK古典芸能鑑賞会』
12.10／14:00〜16:45
人間国宝をはじめ当代を代表する実力者の出演
で，古典芸能のさまざまなジャンルの名作，名曲
を届けた。今回は，箏曲，舞踊，歌舞伎という内

容。臨場感あふれる5.1サラウンドでの放送。／
演目：生田流箏曲「楓の花」米川文子ほか，舞踊
「喜撰」西川扇藏，藤間藤太郎ほか，歌舞伎「彦
山権現誓助剱」中村吉右衛門，中村芝雀，中村又
五郎，中村東蔵ほか／古谷敏郎アナ／音楽・伝統
芸能番組部
『大！天才てれびくんスペシャル〜迷走劇場ウラ
シマ』
2. 4／16:00〜16:59
再 3.26／18:00〜18:59
『大！天才てれびくん』恒例の公開イベント。
神奈川芸術劇場で歌と芝居の楽しいステージを繰
り広げた。今回は「浦島太郎」の上演時刻が迫る
劇場で，主役の浦島太郎役が行方不明になるとい
うハプニングをコメディータッチで描いた。 1 日
2 回公開収録を行い，満員の観客を集めた。／出
演：てれび戦士，出川哲朗，鈴木あきえ，狩野英
孝ほか／青少年・教育番組部
『第78回NHK全国学校音楽コンクール』
10. 8〜10／14:00〜17:00
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（ 8 日）の代表がNHK
ホールで課題曲・自由曲の 2 曲を合唱，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
flumpoolと参加校合同での歌唱（中学校の部），
課題曲を作詞した銀色夏生が登場し，高校生が撮
影した守りたいものの写真について語り合う（高
等学校の部）など，スペシャルステージとして紹
介した。／司会：森下千里，山田賢治アナ／リポ
ーター：パックンマックン／青少年・教育番組部
『第80回日本音楽コンクールドキュメント
〜若き音楽家 明日への挑戦』
12.18／15:00〜17:00
新進音楽家の登竜門として知られ，80回の節目
を迎えた日本音楽コンクール。本選に挑むファイ
ナリストたちの素顔に追ったドキュメンタリ
ー。／ナレーション：増田有華（AKB48）／音楽・
伝統芸能番組部
『追悼 中村雀右衛門の至芸』
3. 4／16:00〜17:00
2 月23日，91歳で永眠した歌舞伎俳優で文化勲
章受章者の中村雀右衛門さんをしのび，当たり芸
「本朝廿四孝・八重垣姫」を紹介した。／音楽・
伝統芸能番組部
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『ティーンズビデオ／ラジオ2011』
「テレビドキュメント部門」
E 8.12／ 9:25〜10:15
「創作テレビドラマ部門」
E 8.16／ 9:25〜10:15
「ラジオドキュメント部門」「創作ラジオドラ
マ部門」
R2 8.21／20:00〜21:00
NHK杯全国放送コンテスト関連として，NHK
ホールで行われた決勝大会の様子を交えながら全
国1,613校， 1 万5,888人の応募作品の中から選ば
れた優秀作品・最優秀作品を紹介した。／青少年・
教育番組部
『特集 まいにちスクスク』
9.12〜15／10:55〜11:00
再 9.12〜15／15:30〜15:35
コンパクトに子育て情報を伝える 5 分番組『ま
いにちスクスク』の特集。乳幼児から思春期まで
の幅広い子育てを 5 分の枠で取り上げた。各曜日
のテーマは，（月）乳幼児「好き嫌いをなおすに
は」
，（火）学童期「おやつ」，（水）思春期「子ど
もにひどい言葉を言われた時」，（木）思春期「子
育てインタビュー・教育学者・汐見稔幸」の 4
本。／制作局（番組委託・展開），NED
『中村芝翫さんをしのんで』
10.29／15:00〜17:00
10月10日，83歳で永眠した歌舞伎俳優の中村芝
翫さんをしのび，その芸と人柄をスタジオでの対
話とアーカイブス映像を交えて紹介した。スタジ
オゲストには坂東玉三郎ほかを迎えた。／音楽・
伝統芸能番組部
『21人の輪』
6. 4， 7. 3， 8. 7， 9.10，10. 1，11. 6
12. 3，12.28， 2. 5， 4. 8／15:00〜15:29ほか
地震・津波そして原発事故によって大きな被害
を受けた，福島県相馬市立磯部小学校の 6 年生を
主人公にしたドキュメンタリー。普通の子どもた
ちの普通の生活が，いかに変わり，それをどう受
け止めているのかを低い目線で記録した。全10
回。／語り：相葉雅紀（嵐）／青少年・教育番組
部
『2011年日本賞presents 世界のとっておき
テレビ』
12.24／16:00〜16:59
11年で38回目を迎えた日本賞。今回も61の国と
地域から，300を超える作品が集まった。その中
から選ばれた受賞作品（幼児，児童，青少年，生
涯教育，福祉教育などの各カテゴリーとグランプ
NHK年鑑 12

リ日本賞）は，魅力あふれる とっておき！ の
作品。そんな作品について，映像作品を愛する出
演者たちが熱く語り合い， 1 年を振り返りながら
クリスマスイブのお茶の間に届けた。／司会：国
分太一，礒野佑子アナ／ゲスト：是枝裕和，天野
祐吉，SHELLY／青少年・教育番組部
『にっぽん農業がめざすもの』
3.31／15:00〜15:58
日本の農業の未来を探るうえで大きなヒントに
なるのが，さまざまな困難に立ち向かいながら，
新たな道筋を果敢に切り開く農業者たちを表彰す
る「日本農業賞」
。11年度に第41回を迎えた。受
賞者たちの日々の取り組みは，未来の日本の食と
農を創造していくための示唆に富んでいる。受賞
者の取り組みをつぶさに見つめ，生産現場を取り
巻く課題に果敢に挑戦する農業者の姿から，農業
のこれからの姿を考えた。／進行：武内陶子アナ／
生活・食料番組部
『日本の話芸20周年スペシャル〜至芸名演の軌
跡』
1. 3／21:00〜23:58
年末から 4 日連続で放送した『日本の話芸』
，
放送開始20周年企画の締めくくり。竹下景子を案
内役に，アーカイブスから選んだ名演を紹介。合
間には桂三枝らが登場，今は亡き師匠の素顔やエ
ピソードを語った。／出演：柳家小さん，三遊亭
圓楽，桂文枝，小金井芦州，桂文治／エンターテ
インメント番組部，NEP
『忍たま乱太郎スペシャル』
7.18／ 9:00〜10:15
再 9.10／20:00〜21:15
「忍たま」の 歌 をきっかけに，復興に向か
う被災地の子どもたちの様子，被災地に励ましを
送る全国の子どもたちの姿を伝えるとともに，
『ア
ニメ 忍たま乱太郎』のスペシャル版（映画，新
作アニメ）を届けた。／ソフト開発センター，
SV
『パーパーニャキニャキ！？〜ほら！ニャッキは
そこにいる』
10.10／ 8:40〜 8:45
再10.10／16:00〜16:05
NHK文化祭で，『プチプチ・アニメ』が展示・
ワークショップを開催するに伴い，ストップモー
ションアニメ制作の舞台裏を紹介する番組。いろ
いろなキャラクターが活躍する『プチプチ・アニ
メ』の中でも人気が高いニャッキ！ その特徴
は，実際の風景の中で活躍すること。新作では大
空を舞台に大冒険！ その秘密に迫った。／制作
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局（番組委託・展開）
，NED
『パーパーニャキニャキ！？〜ロボット パルタ
はなぜ動く？』
10.12／ 8:40〜 8:45
再10.12／16:00〜16:05
ロボットパルタの作者・保田克史の仕事場での
パルタの造形制作から，NHK特撮スタジオでの
撮影の様子を紹介。コマ撮りと呼ばれる手法も分
かりやすく解説。また，メカドラゴンと巨大パル
タが対決する，ダイナミックな新作をダイジェス
トで紹介。／制作局（番組委託・展開），NED
『パーパーニャキニャキ！？〜いろんなものでア
ニメに挑戦！』
10.14／ 8:40〜 8:45
再10.14／16:00〜16:05
ニャッキやパルタをはじめ，いろいろなキャラ
クターが活躍するプチプチ・アニメ。これらのキ
ャラクターたちは，粘土，紙，布，毛糸など私た
ちの身近な素材で出来ている。プチプチ・アニメ
のキャラクターたちが，どんな素材で作られてい
るのかを紹介する。／制作局（番組委託・展開），
NED
『東日本大震災 1 年 この町で暮らしたい
〜障害者・地域福祉の復興へ』
3.11／18:00〜19:30
今回の震災で厳しい状況に追い込まれたのが障
害のある人だ。死亡率は健常者のおよそ 2 倍に上
り，今も復興から取り残される障害者も多い。そ
んな中，障害者が自分たちの力で生活再建を目指
す動きも出てきた。自閉症の息子を持ち，支援者
とともに福祉作業所を立ち上げた母親。医療が壊
滅的な被害を受けた相馬市で，精神保健を担う
NPOを設立した看護師たち。障害者の 1 年を振
り返りながら，地域福祉の在り方について伝え
た。／出演：小宮山洋子，藤井克徳，八幡隆司／
キャスター：町永俊雄アナ／文化・福祉番組部
『東日本大震災 6 か月〜取り残される障害者』
9.11／16:00〜17:29
再10.16／23:30〜 0:59
東日本大震災が発生して以降，障害者たちはど
のように危機に向き合ったのか。アンケート調査
から浮かび上がるのは，災害時に極めて厳しい状
況に追い込まれる障害者の実態だ。再開した福祉
作業所など被災地で始まったさまざまな支援活動
を密着取材し，
生活再建のために何が必要なのか，
障害者が取り残されないための町づくりはどうあ
るべきかを伝えた。／出演：藤井克徳，田中淳，
園田康博／キャスター：町永俊雄アナ／文化・福

祉番組部
『ビットワールドSP★解かれる封印・ビットワ
ールド前史！』
1. 1／13:00〜13:55
再 1. 7／15:00〜15:55
子どもたちに人気の双方向番組『ビットワール
ド』の前身となる『天才ビットくん』は，01年，
何もないサイバー空間にセイコーとユウコ，アイ
コの 3 人が現れたことから始まった。視聴者のア
イデアにより発展した「ビットランド」がサイバ
ー空間の大異変によって「ビットワールド」に生
まれ変わるまでを中心に，若い視聴者層向けに分
りやすく再構成して放送した。／出演：いとうせ
いこう，FLIP・FLAP，中村有志，早乙女未来，
上田晋也，北陽ほか／青少年・教育番組部
『ビットワールド “ぼうけん！” スペシャル』
3.16，23／18:20〜18:54
子どもたちに人気の双方向番組『ビットワール
ド』の人気コーナー「ぼうけん！」の枠内特番。
棒人間を主人公にしたパラパラアニメのツールを
番組ホームページ上で公開して作品を募集したと
ころ，募集開始から 2 か月で応募作品が 2 万件を
突破！そこで知る人ぞ知る棒人間アニメの達人
に，ちょっとした制作上のコツや裏技を教えても
らうスペシャルを 2 週にわたって届けた。／出演：
いとうせいこう，金子貴俊，升野英知，中田あす
み，大地丙太郎ほか／青少年・教育番組部
『舞楽』
1. 1／ 6:00〜 6:25
千年以上の歴史を誇り，日本の芸能の原点とも
いえる「舞楽」。その伝統を今に受け継ぐ，宮内
庁式部職楽部の出演で，優雅な音世界とたおやか
な舞を味わう。11年度は副音声解説を加えて放送
した。／承和楽：宮内庁式部職楽部／語り：黒崎
めぐみアナ／音楽・伝統芸能番組部
『
「ふしぎの海のナディア」徹底研究！』
3.31／17:50〜18:15
「ふしぎの海のナディア」の魅力を徹底研究。
ストーリー
キャラクター
美術デザイン
を軸に，制作秘話を交えて魅力を伝えた。／ソフ
ト開発センター，SV
『ぼくの絵 わたしの絵〜第71回全国教育美術
展から』
2.26／16:00〜16:30
12万点を超える作品が寄せられた「第71回全国
教育美術展」で特選に選ばれた作品を「幼児の
絵」「小学生の絵」「中学生の絵」と，発達段階を
追いながら紹介。絵一つ一つに込められた，子ど
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もたちの発見や感動を伝えた。／出演：坂下千里
子，橋本光明，柘植恵水アナ／青少年・教育番組
部
『まいんの、台湾でだってアイドル！』
9.19／ 9:00〜 9:45
再11.20／16:15〜17:00
「クッキンアイドル」が台湾でも放送を開始
し，大人気に。まいんは台湾のテレビ局に招かれ
て，現地の番組やイベントに出演することになっ
た。慣れない中国語や演出にピンチの連続。クッ
キンアイドルが食の都・台北で大冒険。／出演：
福原遥／制作局（番組委託・展開），NED
『まるごと紹介！日本賞 受賞作品』
12.25／ 1:20〜 3:16
12.26／ 1:15〜 2:46
12.27／ 1:05〜 1:49
11年の日本賞応募作品の中から，各カテゴリー
の最優秀作品とグランプリ日本賞受賞作品をノー
カットで放送（児童カテゴリーを除く）
。 3 夜に
わたって紹介した。／ナビゲーター：国分太一／
青少年・教育番組部
『ららら♪クラシック』
12.25／21:00〜22:00
「音楽の都・ウィーン」をテーマにウィーンの
町の歴史や伝統的なクリスマスの話題を織り交
ぜ，ウィーンフィルの来日公演などを紹介。話題
の若手バイオリニスト，山根一仁さんのスタジオ
ライブなど，バラエティー豊かにクラシックの魅
力を伝えた。／音楽・伝統芸能番組部
『歴史にドキュン☆』
8.12／ 9:15〜 9:25
再 8.15／ 9:15〜 9:25
小学 6 年生向け社会科番組。新学習指導要領で
取り扱うことになっている42人の歴史上の人物を
中心に紹介。人物を深く掘り下げ，今の時代にど
んな影響を及ぼしたのかという視点から，日本の
「かたち」を作ってきた歩みを映像化した。パイ
ロット版として制作。テーマは徳川家康。／ナビ
ゲーター：中村獅童／ナレーター：垂水勉／青少
年・教育番組部
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『ABCニュースシャワー』
火〜土
4:40〜 4:45
再火〜金 15:20〜15:25
再土
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，時事英語のキ
ーワードを選んで解説。視聴者がリスニングしな
がら，生きた英語を学べるミニ番組。／政経・国
際番組部，NEP
『BS世界のドキュメンタリー』
火〜金
0:00〜 0:49
第 1 回04.4.1／国際関係，経済，環境などのグ
ローバルな問題，特に原発，エネルギー，医療，
教育，高齢化，犯罪など21世紀の懸案となってい
るテーマを積極的に取り上げた。海外のプロダク
ションが制作した秀作を厳選して購入するほか，
国際共同制作も行った。11年度は東日本大震災へ
の教訓となるチェルノブイリ事故や原発に関わる
一連のドキュメンタリーや，同時多発テロから10
年を期したシリーズ，プーチンが権力を握る過程
を描いた国際共同制作作品，アジアの若いドキュ
メンタリー監督の作品など，ジャーナリスティッ
クな視点と 一点突破主義 を大切にして世界の
今 を切り取ってきた。また特集として「スポ
ーツドキュ」「ナノ・レボリューション」「発掘ア
ジア」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。11年度からスタッフブログを
開設し，視聴者とより近い関係を築くなど，ホー
ムページなどで広報を行い，認知度を高めた。／
ソフト開発センター，NEP，Gメディア
『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。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， 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。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：出山知樹・原田裕和・大野済也アナ，島
ひとみ，藤田真奈美，結野亜希，栗本祐子，堤真
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『COOL JAPAN〜発掘！かっこいいニッポン』
土 18:00〜18:44
（ 4 〜10月）再日
7:00〜 7:44
（11〜 3 月）再土 12:00〜12:44
再日
5:00〜 5:44
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で毎週放送。日本人が気付かない日本
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
『Jリーグタイム』
（ 4 〜10月）土 21:10〜21:44
（11〜 3 月）土 21:10〜21:49
第 1 回06.3.5／原則として土曜のJリーグ中継の
直後に，どこよりも早く，各試合の結果を映像付
きでコンパクトに伝えた。／スポーツ番組部，G
メディア
『PGAゴルフツアー』
（ 4 〜10月）月・日
5:00〜 6:50
（11〜 3 月）月・日
6:00〜 7:50
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41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） 4 大
会は最終日ハイライトを放送。／スポーツ番組部，
Gメディア
『アメリカ・ABCニュース「ジス・ウイーク」』
月 16:00〜16:29
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・CNNスチューデントニュース』
火〜土
3:30〜 3:40
再火〜金・月 14:35〜14:45
第 1 回09.3.30／CNN制作，中高生向きのデイ
リー・ニュース番組。クイズなども織り込み，楽
しくニュースを見せる工夫もあり，英語の勉強に
も最適。／政経・国際番組部，Gメディア
『アメリカ・CNNヘッドラインニュース』
月〜金 14:45〜14:50
衛星放送開始以来，世界の動きをいち早く，コ
ンパクトに伝えてきた。／政経・国際番組部，G

由美／テレビニュース部
『BSフォーラム』
土・日午後 随時
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。／10.23「池上彰と考える
世界の笑いと平和」
，11.19「復興カレッジ in
大船渡 食がつむぐ海の未来」，11.26「日韓 言
葉から未来を探る〜アナウンサー・トークイベン
ト」
，3.3「復興カレッジ in 東京〜ニーズと支
援のマッチング作戦」／ソフト開発センター，N
ED，NPN，Gメディア
『BSベストスポーツ』
土 23:00〜23:44
第 1 回08.4.6／MLB，NBA，NFLなどアメリカ
のメジャースポーツから，イギリスのサッカー・
プレミアリーグ，フランスの自転車レース大会ツ
ール・ド・フランスまで，さまざまなジャンルの
ワールドスポーツのドラマチックなシーンを伝え
る番組。視聴者のリクエストに応えて，その週の
好ゲームを振り返るほか，選手やチームに関する
最新情報も交えて放送。／司会：生島淳，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
度以降，放送時間が49分間になり，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：島ひと
み，藤田真奈美，結野亜希，栗本祐子，堤真由美／
テレビニュース部
『BS1 NEXTウイークリー』 新
土 21:45〜21:50
再土 23:45〜23:50
再日 0:25〜 0:30
第 1 回11.4.2／BS1で翌週放送されるスポーツ，
ドキュメンタリー番組の見どころを男女のナビゲ
ーターがスタジオでテンポよく紹介。／サッシャ，
宮本真希（隔週），滝沢沙織（隔週）／広報局制
作部，NSC
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の冒険者の気分で，グローバル時代のライフスタ
イルを楽しむ番組。／キャスター：アンドレア・
ポンピリオほか／政経・国際番組部，Gメディア
『地球テレビ エル・ムンド Plus』 新
（11〜 3 月） 日
0:00〜 0:48
（11〜 3 月）再日 12:00〜12:48
第 1 回11.11.6／ウイークデーに 5 日間放送した
『地球テレビ エル・ムンド』の見どころを，週
1 回，48分に凝縮して伝えた。オトナが楽しめる
欧米やアジアの最新の流行やライフスタイル情
報，世界で活躍するゲストたちのとっておきのト
ーク，ミュージシャンのスタジオライブ演奏，レ
ギュラー出演者が伝授する世界＝エル・ムンドの
楽しみ方など，人気コーナーからセレクトして伝
えた。／キャスター：アンドレア・ポンピリオほ
か／政経・国際番組部，Gメディア
『地球テレビ100』 新
土 22:00〜22:49
第 1 回11.4.2，最終回12.3.31／NHKのスタジオ
と世界100か所をインターネット生中継でつなぎ，
「世界がいま注目するニュース」
「最先端研究」
「流
行」などについて，世界の人々の声を聞く国際情
報番組。出演したのは世界各地の市井の人々や現
地で長く暮らす日本人。東日本大震災に端を発し
た原発への不安や民主化を目指す中東の春など，
生活者としての目線で捉えた情報からは，ニュー
スでは伺い知れない生活実感や現地の空気が伝わ
った。 8 月と 3 月には，東日本大震災をテーマに
した特集番組，年末にはこの番組ならではの目線
で 1 年を振り返る年末スペシャルを制作した。／
キャスター：岩本裕解説委員，サヘル・ローズ／
衛星放送センター，NEP
『東京マーケット情報』
月〜金 11:25〜11:49，15:25〜15:50
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 1 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：高須沙知子，加藤桂子／
政経・国際番組部，Gメディア
『ドキュメンタリーWAVE』 新
土
0:00〜 0:49
再日 18:00〜18:49
（11〜 3 月）再金 18:00〜18:49
第 1 回11.4.3／「世界の 今 を見つめながら，
同時に私たち日本人の未来を考える番組」として

メディア
『イギリス・BBCブレックファストニュース』
土・日 16:40〜16:49
第 1 回07.7.22／イギリスの公共放送BBCが，N
HKの 総 合 テ レ ビ に あ た る チ ャ ン ネ ル「BBC
ONE」で日曜と月曜の朝 6 時から放送している
ニュース番組。最新のニュースを 2 か国語放送で
いち早く伝えた。／政経・国際番組部，Gメディ
ア
『大リーグ インサイドリポート』
（ 4 〜10月） 日 0:30〜 0:50
（ 4 〜10月）再日 3:30〜 3:50
（ 4 〜10月）再日 23:30〜23:50
（ 4 〜10月）再月 4:30〜 4:50
（ 4 〜10月）再月 16:30〜16:50
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。／
スポーツ番組部，Gメディア
『地球アゴラ』
日 22:00〜22:49
（11〜 3 月）再日 17:00〜17:49
第 1 回07.4.15／海外在住日本人とスタジオをイ
ンターネットでつなぎ，世界各地のユニークな話
題や社会・文化の様子を生活者の視点で語り合う
国際トークバラエティー。
「アゴラ」とは古代ギ
リシャ市民が議論した「広場」のこと。11年度は，
BSの他番組との共同企画や，
「節電と向き合う」
「原発のある町から」など東日本大震災後を意識
した番組も放送。また，番組とBS波の若年層認
知度の向上を目指し，若者が集う場所へ出張する
『地球アゴラ with You』（11.27，12.4，12.11）
を東京都内の専門学校 3 校で実施，番組の新しい
可能性を模索した。／キャスター：中野裕太，首
藤奈知子アナ／衛星放送センター，NEP
『地球テレビ エル・ムンド』 新
月〜金 23:00〜23:48
第 1 回11.4.1／グローバリズムの時代，深夜，
自宅に帰り着いたビジネスパーソンが，世界の最
新情報をリラックスしながら楽しめる番組。日本
語を母語としながら外国文化の中で育ったMC
（進行役）らが，欧米の流行やライフスタイル，
アジア旅行やエキゾチックな料理，映画，生バン
ドのスタジオ演奏など，最新カルチャー情報を紹
介。さらに，世界を舞台に活躍するゲストを毎日
スタジオに招き「あなたにとってエル・ムンドと
は何か」を問う。
「エル・ムンド」とはスペイン
語やポルトガル語で「世界」の意味。大航海時代
NHK年鑑 12
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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，世界19の国と地域の24放送機関の
ニュースを伝えた。／キャスター：小穴薫，駒村
多恵／政経・国際番組部，Gメディア
『ワールドWave アジア』 新
月〜金 15:00〜15:20
火〜土
4:00〜 4:39
第 1 回11.4.1／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，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。／キャスター：
小穴薫，駒村多恵／政経・国際番組部，Gメディ
ア
『ワールドWave トゥナイト』 新
月〜金 22:00〜22:50
第 1 回11.4.1／『きょうの世界』が終了しBS1
の新たな国際情報番組としてスタートした。NH
K海外総支局の分厚い取材，世界各国のメディア
が放送したニュースを交えながら伝えた。さらに
9.11スペシャルや中国スペシャルなど，キャスタ
ーが海外の現場から，直接，生中継でリポートし
た。／キャスター：河野憲治，鎌倉千秋アナ，黒
木奈々／政経・国際番組部，Gメディア
『ワールドWave モーニング』 新
（ 4 〜10月）月〜土
6:00〜 7:49
（11〜 3 月）月〜金
7:00〜 8:49
土
7:00〜 7:49
第 1 回11.4.1／ 国内最速・世界情勢をまるご
と朝に 届ける国際ニュース番組。イギリスBBC
やアメリカABCなど，日本時間の未明から朝に
かけて放送される世界の主要な24放送局の報道を
基に，「アラブの春」や「欧州経済危機」など激
動する情勢を瞬時に同時通訳で伝えた。また，N
HK海外特派員が独自の目線でニュースを掘り下
げる「世界の扉」や，ニューヨークのエコノミス
トと結んでの最新の経済情報に加えて，
「世界の
気象情報」も新設した。／キャスター：高橋弘行，
徳住有香，髙橋祐介，佐野仁美／政経・国際番組
部，Gメディア

11年 4 月にスタート。中国人亡命者の苦悩に迫っ
た「パリの中国人」
，アメリカの戦争の実態に迫
った「マニング上等兵の戦争」
，スティーブ・ジ
ョブズのスタンフォード大演説を聞いた学生たち
を追った「スティーブ・ジョブズの子どもたち」
など，数多くの作品を放送した。／衛星放送セン
ターほか
『プロジェクトWISDOM』 新
土（最終）22:00〜22:50，23:00〜23:49
第 1 回11.4.30／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）」
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。10年度に 6 回放送した特集番組を定時化。こ
れまでノーベル賞受賞者 2 人を含む120人近くの
識者が番組に登場し，ウェブサイトには90を超え
る国・地域から10万件近い意見が寄せられた。11
年度は10回放送。／キャスター：出山知樹アナ，
滝川クリステル／社会番組部，衛星放送センター，
Gメディア
『ほっと＠アジア』 新
月〜金 17:00〜17:49
第 1 回11.4.1／前身の『アジアクロスロード』
を大幅にリニューアルしたデイリーの情報番組。
アジア地域の魅力をゲストを通して発見するコー
ナーをはじめ､人気のアジア料理のコーナー，ア
ジア各地の放送局やNHK海外総支局が作成した
リポートやニュース，解説委員による時事問題の
分析など，アジアに関する情報を硬軟取り混ぜて
伝えた。／キャスター：吉井歌奈子／政経・国際
番組部，Gメディア，NEP
『ワールドWave』 新
（ 4 〜10月）月〜土 5:00〜 5:49
月〜日 8:00〜 8:49
月〜金 12:00〜12:49
（11〜 3 月）月〜土 5:00〜 6:49
土・日 8:00〜 8:49
月〜日 11:00〜11:49
月〜金 12:25〜12:49
火〜金 16:00〜16:49
第 1 回11.4.1／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，

BS1：特集番組
『BS1キックオフスペシャル』
4. 1／ 6:00〜 6:20
4. 1〜 3／18:00〜18:50
11年 4 月 1 日午前 6 時，新BSがスタート。BS1
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『ジャパンカップ2011 チアリーディング日本
選手権』
9. 4／19:00〜19:50，20:00〜20:50
再 9.11／12:00〜12:50，13:00〜13:50
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。11年度は，大会最終日，高校・大学・社会
人の各部門の決勝戦を，録画放送した。／衛星放
送センター，NEP
『証言ドキュメント 永遠に咲け なでしこジャ
パン〜日本女子サッカーの30年』
3.26〜28／21:00〜21:49
再 4.28／13:00〜15:49
11年の女子ワールドカップで優勝した日本。大
本命の米国を破っての明け方の快挙に，大震災か
ら間もない日本中が勇気づけられた。しかし栄光
に至るまでのサッカー日本女子代表の30年は苦難
の連続だった。社会の偏見・景気に翻弄される基
盤の弱さ，サッカー協会でさえ無関心だった時代
…そんな中で女性たちはひたむきに，そして強い
責任感を持って戦ってきた。知られざる女子サッ
カーのリレーを，歴代の選手・監督の証言で綴る
全 3 回のシリーズドキュメンタリー。第 1 夜「い
ばらの道」，第 2 夜「花開くために」，第 3 夜「満
開 そして…」。主な証言者は，野田朱美，川上直
子，池田浩美，澤穂希，宮間あや，近賀ゆかり，
大野忍，永里優季，佐々木則夫，川淵三郎ほか／
語り：井上真央／衛星放送センター，NEP
『スポーツドキュメンタリー』
3.19〜 3.22／21:00〜21:49
ロンドンオリンピックを目指す 4 種目の女性た
ちを追うドキュメンタリー。
「女たちのリング〜ロンドンへ 熱き闘い」
女子ボクシングでロンドン五輪を目指す女性フ
ァイターたち。フライ級日本のエース・新本亜也
とライバルの箕輪綾子。史上まれに見る死闘を演
じた全日本選手権までの闘いを追った。／ソフト
開発センター，Gメディア，東京ビデオセンター
「夢をあきらめない〜女子ホッケー さくらジ
ャパン」
女子ホッケー日本代表の「さくらジャパン」
。
アジア枠でのオリンピック出場を逃し， 4 月の世
界最終予選で五輪出場権獲得を目指す彼女たちの
「夢をあきらめない」姿に密着。／ソフト開発セ
ンター，いまじん

キックオフスペシャルでは，
「つながる力〜国際
情報」
「魅せる力〜スポーツ」「深める力〜ドキュ
メンタリー」について，スタジオに多彩なゲスト
を招き，新BS1の魅力を一挙に紹介した。／司会:
古田敦也，首藤奈知子アナ／ゲスト:田原総一朗，
松本大，佐々木主浩，清水宏保，高橋みゆき，ピ
ーター・バラカン，森達也／衛星放送センター，
ソフト開発センター，Gメディア
『VICTORY ROAD 勝利への選択』
「勝つために戦え〜ラグビー 日本対スコット
ランド」
8.18／23:00〜23:49
「まだ見ぬシンクロ〜井村雅代 金メダルへの
執念」
8.19／23:00〜23:49
「清水宏保 自らを語る〜長野五輪金メダルへ
の道」
1. 6／21:00〜21:49
「昭和を駆けぬけた皇帝 シンボリルドルフ」
1. 7／21:00〜21:49
低迷する経済，政治不信，東日本大震災。日本
全体が元気を失っている昨今，記憶に残る感動の
スポーツシーンの中から，今だから明かされる真
実，知られざる舞台裏秘話を発掘し，苦境からの
脱出のヒントを探るスポーツドキュメンタリー。
11年度は夏シリーズ 2 本，冬シリーズ 2 本の計 4
本を放送した。夏シリーズは，89年に故・宿澤広
朗率いるラグビー日本代表が強豪スコットランド
から挙げた大金星の秘密。そして01年，シンクロ
ナイズドスイミングの世界選手権で井村雅代コー
チ，立花美哉・武田美保ペアが成し遂げた悲願の
金メダルへの執念。冬シリーズは，98年の長野五
輪で金メダルに輝いたスピードスケートの清水宏
保が，初めて語る栄冠への苦しみの日々。そして
もう 1 本は，レース直前の秋に30歳で大往生を遂
げた伝説の名馬，皇帝と呼ばれたシンボリルドル
フ，その魅力に迫った。／衛星放送センター，G
メディア
『衛星放送が照らした未来』
3.20／22:00〜22:49
11年11月，NHKが開発した衛星放送技術が「マ
イルストーン賞」を受賞。衛星放送の普及は，世
界を大きく変えた。国内では離島，山間部の難視
聴解消に寄与。海外では情報のボーダレス化を後
押しし，冷戦崩壊など国際政治にも大きな影響を
与えた。衛星放送技術の開発物語に加え，中東モ
ロッコやドイツなどの最新事例を取材し，衛星放
送を巡る世界の潮流を見つめた。／ナビゲーター：
水越伸／語り：兼清麻美アナ／衛星放送センター，
NEP
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た者，目撃した者がその後どんな思いでサッカー
と関わり，体験・衝撃をそれぞれどう受け継ごう
としたのかに迫った。旅に同行するのはサッカー
好きの作家・島田雅彦。「オフトの旅」を見つめ
る彼の視点を通して，日本サッカーの来し方行く
末を考察したドキュメンタリー。／衛星放送セン
ター，NEP
『2012 巻頭言特集〜J.ダワー G.マコーマッ
ク 震災後 日本と世界への眼』
（前編） 1. 2／20:00〜20:50
（後編） 1. 2／21:00〜21:49
東日本大震災を受けて日本の在り方に世界が注
目している。アメリカとオーストラリアの知性の
対論を通して，震災と原発事故という災害に向き
あう東北や沖縄に学ぼうとする世界の目線，イラ
ク戦争後，アメリカの新たな太平洋戦略の日本へ
の影響など，震災後の世界が直面する課題と日本
の可能性を，新年に当たって世界の眼を通して考
えた。／出演：ジョン・ダワー（マサチューセッ
ツ工科大学名誉教授），ガバン・マコーマック（オ
ーストラリア国立大学名誉教授）／衛星放送セン
ター

「もがいて道を切り拓け〜ガールズケイリン加
瀬加奈子」
自転車トラック競技を始めて 1 年で五輪強化選
手に抜てきされたシンデレラガールの挑戦を追っ
た。レース中の駆け引きや舞台裏の知られざる苦
悩などスリリングな勝負の世界に密着。／ソフト
開発センター，プロテックス
「美しくも過酷な戦い〜女子新体操 団体」
妖精のように美しく舞う新体操日本代表チーム
は，厳冬のモスクワで合宿。山﨑浩子強化本部長
と選手たちが，悲願のメダルを目指して厳しい練
習にのぞむ息詰まる日々を追った。／ソフト開発
センター，東京メディアコネクションズ
『地球アゴラ 世界珍百景スペシャル』
夏編 8.14／21:00〜21:49
冬編 1. 8／22:00〜22:49
再12.25， 1.15／17:00〜17:49
ワンセグ 2 とEテレで放送のミニ番組『世界珍
百景』を活用したスタジオバラエティー。世界各
地に暮らす日本人が見つけた，驚きの風景や珍し
い事物，変わった生活習慣などの中から選りすぐ
ったユニークな風景を紹介し，世界の広さと多様
性を楽しみながら実感する番組。アーサー・ビナ
ード（詩人）
，SHEILA，春香クリスティーン（タ
レント）らゲストの貴重な体験談も交え，夏編と
冬編を制作した。／司会：首藤奈知子アナ／衛星
放送センター，NEP
『デーモン閣下が斬る！BS世界のドキュメンタ
リー大解剖』
1.15／21:00〜21:49
ドキュメンタリーは人間界の観察にうってつけ
と語るデーモン閣下と，ドキュメンタリーが大好
きという漫画家・江川達也の異色コンビが，
『BS
世界のドキュメンタリー』の魅力を徹底的に解
剖。／ソフト開発センター
『ドーハは悲劇ではなかった〜日本サッカー あ
の日からの18年』
1. 9／22:00〜22:49
歴史を変えることはできなかったが，日本サッ
カーに間違いなく新しい風を巻き起こし，多くの
戦士たちが今も恩人と慕う男がいる。オランダ人
ハンス・オフト。アジアですら勝てなかった日本
に組織サッカーを導入し，93年のドーハでW杯初
出場まであと 1 歩にまで導いた。それから18年，
64才になったオフトはスペインで老後を過ごして
いる。体調が優れない中，彼は思い出に満ちた愛
する日本に最後の旅をしようと思い立った。番組
はそのオフトの旅に密着。悲劇の時にピッチにい

め
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「新選組血風録」
第 1 回11.4.3，最終回11.6.19／時は幕末，新し
い時代の流れに逆らって，
「武士」であることに
情熱を傾けた男たちがいた。剣の腕ひとつでひと
かどの武士に成り上がった男たちは，
「新選組」
として日本の行く末を左右する苛烈な戦いの最前
線に身を投じたのである。
「新選組血風録」は混
乱の時代に，自分が生きる意味を懸命に探し求め
た有名無名の新選組隊士たちが主人公。そんな彼
らが生と死のはざまで揺れ，雄々しくも切ない人
生の決断を下すまでを描く，世に知らざれる新選
組外伝。全12回。／原作：司馬遼太郎「新選組血
風録」／脚本：渡邉睦月，川上英幸／音楽：田中
拓人／語り：古屋和雄アナ／出演：永井大，宅間
孝行，辻本祐樹，前田亜季，加藤虎之介，野村宏
伸，井上和香，豊原功補，近藤正臣ほか／ドラマ
番組部，NEP
「テンペスト」
第 1 回11.7.17，最終回11.9.18／沖縄出身の作家・
池上永一のベストセラー小説『テンペスト』は，
嫉妬と陰謀渦巻く琉球王朝末期の王宮を舞台に，
美貌と才能を合わせ持つ少女が迫りくる時代の変
化の中で性を偽りながらも，懸命に生きる姿を描
くエンターテインメント小説である。番組ではこ
の小説を原作に，数奇な運命に翻弄される少女が
栄光と転落を行き来しながら，平和を望んで数々
の困難に立ち向かう姿をダイナミックにドラマ
化。デジタル元年を記念する，これまでと一線を
画すエンターテインメント時代劇とする。全10
回。／原作：池上永一／脚本：大森寿美男／音楽：
H・GARDEN／出演：仲間由紀恵，谷原章介，
塚本高史，高岡早紀，GACKT，若村麻由美，高
橋和也，藤木勇人，平良とみ，かたせ梨乃，八千
草薫，奥田瑛二ほか／ドラマ番組部，NEP
「塚原卜伝」
第 1 回11.10.2，最終回11.11.13／戦国の世，鹿
島神宮の神官の家に生まれ，鹿島中古流の剣を学
び，17歳で武者修行の旅に出て，生涯数多くの真
剣勝負に臨んで一度も負傷しなかったという伝説
的な剣豪・塚原卜伝。剣の道を究め，その果てに
たどり着いた死生観とは…。有名ではあるが，今
まであまり映像化されたことのない謎に満ちた卜
伝の人間像に迫る斬新な時代劇。全 7 回。／原作：
津本陽「塚原卜伝十二番勝負」／脚本：山本むつ
み，高山直也／音楽：川井憲次／語り：栗山千明／
出演：堺雅人，平岳大，栗山千明，京野ことみ，
永島敏行，江波杏子，中尾彬，風間杜夫ほか／ド
ラマ番組部，NEP

BSプレミアム
BS プレミアム：定時番組
『Amazing Voice 驚異の歌声』 新
（前期） 木 21:00〜21:58
（後期） 水 20:00〜20:58
再日 11:00〜11:58
（前期）再木 0:00〜 0:58
（後期）再水 0:00〜 0:58
第 1 回11.4.7，最終回12.2.29／世界各地の歌声
の魅力を紹介する音楽番組。メジャー音楽産業が
光を当てない分野に「魂を揺さぶる歌声」を探り
当てる。毎回ジャンルは問わない。ドイツの洋楽
バンドがヒット曲に使った台湾の古老の声，北欧
先住民族の暮らしの中の歌，パリの路上で生まれ
た新人歌手，ハワイのフラ，モンゴルのホーミー。
毎回歌に耳を傾け，その不思議を語る番組パーソ
ナリティーに藤井フミヤ，元ちとせ。／案内人（語
り）：林隆三／衛星放送センター，NEP，ドキュ
メンタリー・ジャパン，アマゾンラテルナ，アミ
ューズ
『BSアーカイブス』 新
月〜金 9:30〜11:30
再火〜土 1:00〜 3:00
第 1 回11.4.4／『BSアーカイブス』は，長時間
の枠を生かし，BSならではの名作を放送。テー
マ別に 5 本シリーズで通しゲストを呼び，スタジ
オでのトークや簡単な解説も交えて，現在の視点
から伝えた。
『ハイビジョン特集』などのドキュ
メンタリーに加え，教養・カルチャー・エンター
テインメント系の番組など，じっくりと名作を楽
しんでもらった。年間150本。／「五木寛之 21
世紀・仏教の旅」
「魅惑のヨーロッパアルプス」
「北
欧の旅」
「戦争を考える」
「アメリカ同時多発テロ
から10年」
「世界の山岳鉄道」
「天才画家たち」
「リ
クエスト特集」
「笑いの力」「ヨーロッパ王家の物
語」など／ライツ・アーカイブスセンター，NEP
『BS時代劇』 新
日 18:45〜19:28
再土 11:00〜11:43
11年 4 月から放送の始まった『BS時代劇』は，
3 シリーズにわたって本格的な娯楽時代劇として
時代劇ファンの期待に応えた。見応えある激しく
力強い殺陣が人気の「新選組血風録」
「塚原ト伝」，
華やかな出演者が話題の「テンペスト」など視聴
者の満足度を高めた。
NHK年鑑 12
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た森田芳光監督をしのび，
「家族ゲーム」（12.25）
を放送した。／ソフト開発センター，NEP
『BSシネマ 山田洋次監督が選んだ日本の名作
100本〜家族編』 新
日 22:00〜 0:00
第 1 回11.4.3／山田洋次監督が選出した家族を
描いた邦画の名作50作品を，山本晋也さんと小野
文惠アナウンサーのミニ解説とともに編成し
た。／主な作品：
「東京物語 デジタル・リマス
ター版」
（4.4），
「鉄道員」
（4.10）
「恍惚の人」
，
（5.29）
，
「裸の島」
（6.5）
「人間の條件 第一部〜第六部」
，
（8.15〜20）
，「おかあさん」（10.16）
，「Shall we
ダンス？」
（11.20）
，
「お葬式」
（12.4），
「君の名は
第一部」
（12.18）
，「紀ノ川」（1.10）
，「真実一路」
（1.29）
，「愛染かつら 総集編」（2.5）
，「家族」
（3.20）など／ソフト開発センター，NEP
『BS深夜アニメ館』 新
火〜土
3:00〜 3:50
第 1 回11.4.5，最終回12.3.30／「雪の女王」「タ
イタニア」
「心霊探偵八雲」
「ツバサ・クロニクル」
「花咲ける青少年」「今日からマ王！」「彩雲国物
語」「メジャー」など，NHKで過去に放送した人
気アニメシリーズを 2 階建てで再放送。／ソフト
開発センター
『BS日本のうた』
日 19:30〜20:58
金 16:00〜17:28
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。選りすぐりの名曲を毎回11
曲紹介する「名曲イレブン」，新曲を聞かせる「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。11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プレミアム 黄金の扉』 新
土
7:25〜 7:30，11:45〜11:50
日
8:45〜 8:50
第 1 回11.4.9／BSPで翌週放送される番組の中
からお勧め番組をクローズアップ。紹介番組のテ
ーマに関連したナビゲーターたちのお勧めポイン
トを，視聴者になじみのある俳優・タレント陣の
ナレーションで紹介。／出演：大杉漣，志賀廣太
郎，鶴田真由，森高千里／広報局制作部，NSC
『BS歴史館』 新
（前期） 金 21:00〜21:57

「陽炎の辻」
第 1 回12.1.15，最終回12.3.25／本放送は07.7.19
〜10.11。今回タイトルを『BS時代劇』に変えて
再放送。全11回。／ドラマ番組部
『BSシネマ』（午後）
月〜金 13:00〜15:00
第 1 回11.4.4／午後の在宅率が高い高齢視聴者
層に向けて，邦画・洋画の思い出の名画を中心に
編成，233本を放送した。洋画では，
「大いなる男
たち」
（4.25），
「男の出 発」
（4.27），
「ポリス・ス
ト ー リ ー」 シ リ ー ズ（5.17〜20），
「ブリット」
（6.3），
「黄金の七人」（8.4），
「シマロン」（9.19），
「昼下がりの決斗」（9.20），「スライディング・
ドア」
（11.3），
「ボージェスト」（11.28），
「黒い罠」
（12.9）
，
「いそしぎ」（12.22）
，「夕陽のギャング
たち」
（1.16），
「アラビアのロレンス・完全版」
（3.1），
「モンゴル」（3.20）など，邦画では「大殺陣」
（5.10），
「クローンは故郷をめざす」
（12.2），
「関
の彌太ッぺ」
（1.5），「めし」
（2.3），「瀬戸内少年
野球団」（3.26）などを放送した。また，エリザ
ベス・テイラー追悼特集として「ジャイアンツ」
（12.20），
「いそしぎ」（12.22）など，淡島千景さ
んを追悼し「真実一路」（2.26）を編成した。／
ソフト開発センター，NEP
『BSシネマ』（夜間）
月〜水 22:00〜 0:00
随時土 20:00〜22:00
第 1 回11.4.4／家族で楽しめる話題作やヒット
作を中心に118本を放送。
「トロイ」（4.11），「ブ
ラッド・ダイヤモンド」（4.13）
，「デジタル・リ
マスターでよみがえる日本の名作」特集として
「地獄門 デジタル・リマスター版」
（5.2），「浮
雲 デジタル・リマスター版」
（5.4）など，「シ
ャレード」（5.16）
，「エイリアン 2 」（5.31）
，
「レ
インマン」
（6.6）などを放送。
「バットマンシリ
ーズ一挙放送」として「バットマン リターン
ズ」
（6.20），
「ダークナイト」（6.28）など，
「JFK」
（6.29），
「コクーン」
（7.19），
「HACHI 約束の犬」
（10.31），「インディアナ・ジョーンズの大冒険」
特集として「レイダース 失われたアーク（聖
櫃）」
（12.10），
「インディ・ジョーンズ 魔宮の
伝説」
（12.17）などを編成した。「二百三高地」
（12.12）
，
「かもめ食堂」（1.23）
，
「アカデミー受
賞作品特集」として「ドライビング MISS デイ
ジー」
（2.20）
，
「タイタニック」（3.3）など，また
「栄光への5000キロ 特別編」
（3.16），「黒部の
太陽 特別編」
（3.17），
「ウォーリー」（3.24）
，
「御
用金」（3.30）などを編成した。また，亡くなっ
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を持つ職人や秒速の世界でプレーするスポーツ選
手，そして驚異の自然現象…人の眼や耳では捉え
ることのできない世界も，ハイスピードカメラを
はじめとする最新の撮影技術によってクリアに見
ることができるようになった。私たちの身近にあ
る「モノ」や「できごと」の不思議を，最新の映
像世界を堪能しながらスタジオゲストと共に解き
明かした。／出演：古田敦也，西島まどか，斉藤
孝信アナ／衛星放送センター，NEP，Gメディア
『アニメ へうげもの』 新
木 23:00〜23:25
再月
1:00〜 1:25
第 1 回11.4.7， 最 終 回12.1.26／ 時 は 戦 国 乱 世。
織田信長が今まさに天下を獲 らんとするその陰
に，茶の湯と物欲に魂を奪われた一人の武将がい
た。のちに数奇者として天下に名を轟かせる「古
田左介（織部）
」である。
「出世」と「物」
，2つ
の欲の間で葛藤と悶絶を繰り返す日々の中，時代
は大きく揺れ動く。全39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，SV
『石井竜也のショータイム』 新
土 20:30〜21:57
再木 16:00〜17:27
第 1 回11.4.9／世界の超一流のエンターテイン
メント・ショーを紹介する番組。サーカス，マジ
ック，ダンス，パフォーミング・アーツなどさま
ざまなジャンルを取り上げる。海外のショーを映
像で見せるだけでなく，現地に赴いて収録を行っ
たり，ショーに取り組む人々の素顔に迫るロケを
織り込んだり，海外からスタジオに招いて実演し
てもらったり，多様な演出スタイルで放送した。
／
司会：石井竜也，中田有紀／衛星放送センター，
NEP
『いのちドラマチック』
水 19:30〜19:59
再木
8:00〜 8:29
再火 15:00〜15:29
第 1 回10.3.31，最終回12.3.21／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。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きた。
「生命」
の最前線で何が起きているのか，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た。
11年度はトウガラシ，パンダ，マツタケ，コーヒ

（後期）

木 20:00〜20:57
再日 12:00〜12:57
（前期）再水 0:00〜 0:57
（後期）再木 0:00〜 0:57
第 1 回11.4.8／「歴史とは現代と過去との対話
である」をテーマに，歴史上の人物や事件を新し
い切り口で現代に響かせる新感覚の歴史番組。
「徳
川綱吉は名君だった？」「黒船外交は弱腰ではな
かった？」など従来の歴史の常識を逆転するよう
な最新研究と専門家たちの白熱トークで，歴史事
象をあらゆる角度から検証，新しい歴史観を提示
する。／出演：渡辺真理，石坂浩二，磯田道史，
童門冬二ほか／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or日 14:00〜14:59
第 1 回04.4.18／全国のケーブルテレビ局が制作
した地域限定の自主制作番組を通して，各地の魅
力を紹介する。11年度は，東日本大震災の被災地
域のケーブルテレビ局を中心に，その活動を伝え
るコーナーを加え，震災・復興に取り組む動きも
全国の視聴者に紹介した。年10本。／司会：山田
貴幸アナ／衛星放送センター，Gメディア
『JPOP青春のʼ80』 新
木 20:00〜20:57
再火 16:00〜16:57
第 1 回11.4.7／70年代後半から90年代前半にデ
ビューして，今も音楽シーンのトップランナーと
して活躍しているアーティストがスタジオに集ま
り，当時のヒット曲・名曲の数々を熱唱，自身の
「いま」と「そのとき」を語る番組。80年代から
90年代に盛り上がっていたトレンドを振り返る
VTRも交えて送る音楽番組。／司会：大友康平，
橋本奈穂子アナ／衛星放送センター，NEP
『SONGSプレミアム』
木 20:00〜20:59
再土 13:00〜13:59
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 りすぐりの放送回を 1 時
間バージョンに再構成し，未公開映像や最新情報
も交えて送る音楽番組。11年度は後期に放送。／
出演：矢沢永吉，ゆず，長渕剛，佐野元春，平井
堅，今井美樹，松田聖子，美輪明宏，安全地帯ほ
か／エンターテインメント番組部
『アインシュタインの眼』
土 18:00〜18:44
再火 12:00〜12:44
再金 0:15〜 0:59
第 1 回07.1.9，最終回12.3.17／ミクロ単位の技
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起するが…。マイケル・ジャクソンやジャーニー
から，レディー・ガガ，ケイティ・ペリーまで新
旧のヒット曲が登場する。全22回。
「デスパレートな妻たち 6 」 新 金 23:00〜
第 1 回05.9.28／（第 6 シーズン）第 1 回11.4.8，
最終回11.9.23／郊外の住宅街，ウィステリア通り
に暮らす崖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 6 シーズン。全23回。
「グッド・ワイフ 2 」 新
金 23:00〜
第 1 回10.10.5／（ 第 2 シ ー ズ ン ） 第 1 回
11.10.7，最終回12.3.16／州検事の夫のスキャンダ
ルをきっかけに，13年ぶりに家庭の主婦から弁護
士に復帰した主人公アリシア・フロリックが毎回
さまざまな訴訟事件に臨むアメリカの法廷サスペ
ンスドラマの第 2 シーズン。全23回。10.31〜11.5
の深夜， 6 夜連続で第 1 シーズン（全23回）を一
挙再放送した。
「トンイ」 新
日
第 1 回11.4.10／朝鮮王朝第19代王・粛宗の側室
で，後の英祖王（イ・サンの祖父）の母となった
トンイの物語。貧しい境遇の中から，自らの手で
運命を切り開き，息子を名君主に育て上げたトン
イのドラマチックな生涯を描く。イ・ビョンフン
監督作品，全60回。『ハン・ヒョジュ来日スペシ
ャル もっと楽しむ！ トンイ 』
（11.11，21:00
〜21:59）
，『
「トンイ」最終章スペシャル』（2.19，
21:00〜21:59）など関連特番も放送した。
『額縁をくぐって物語の中へ』 新
月〜金
7:15〜 7:30
再月〜金 15:45〜16:00
第 1 回11.4.4，最終回12.3.23／「もし，額縁を
くぐって絵の中に入り込むことができたら？」と
いう夢をかなえることをコンセプトに絵の中を
CGやアニメーションを駆使して，ナビゲーター
が古今東西の名画の中の世界を旅する新しいタイ
プの美術番組。絵の中に描かれている登場人物に
話しかけ，描かれている風景の中を移動し，時に
画家自身にも話を聞くといった新しい美術の楽し
みを演出。会話ややりとりの中で時代背景や芸術
表現の意図など分かりやすく解き明かした。レン
ブラント，ルノワール，ミレー，ブリューゲルと
いった人気の西洋名画だけでなく，葛飾北斎や歌
川国芳などの日本の浮世絵作品も紹介。／ナビゲ
ーター：ふせえり，池田鉄洋／衛星放送センター，
NED
『カシャッと一句！フォト575』 新
月〜金
7:15〜 7:30

ー，ガチョウ，ミカンなど身近でよく知られた家
畜や食物の品種改良にも注目し，人間の欲望によ
ってそれら生命の在り方が大きく影響を受けてい
る様子を紹介した。／司会：劇団ひとり，中村慶
子アナ／解説：福岡伸一／衛星放送センター，
NEP
『宇宙からウェイクアップコール』 新
月〜金 7:00〜 7:05
再月〜金 15:30〜15:35
第 1 回11.4.4／宇宙飛行士の一日の始まりに，
地上の管制室から送られる音楽「ウェイクアップ
コール」。かつて宇宙船内で流された曲を珠玉の
美しい宇宙映像に乗せて届けた。／語り：奥田瑛
二，奥貫薫／科学・環境番組部，NED
『エリックのワンダースイーツ』
不定期
イギリスで人気の新進パティシエ，エリック・
ランラードが，19世紀にスイーツを完成させたと
言われる伝説の宮廷料理人でパティシエ，アント
ナン・カレームの足跡をたどり，当時のレシピや
オリジナルスイーツの作り方を伝授する。11年度
は12.3.19〜30の間で全 9 回を放送。／ソフト開発
センター，NEP
『驚き！地球！グレートネイチャー』 新
火 19:30〜19:59
再月 1:30〜 1:59
第 1 回11.10.11／ 迫 力 の ハ イ ビ ジ ョ ン 映 像 で
驚きの大自然 に迫る『体感！グレートネイチ
ャー』の再構成29分版。「躍動する大地の姿」や
「神秘の自然現象」など 驚きの大自然 を 3 つ
のコーナー仕立てでコンパクトに紹介。究極の絶
景を丸ごと堪能する Feel the Earth 。絶景誕
生の謎に迫る Mechanism 。 1 つのミッション
に従い，あらゆる手を尽くして 驚きの大自然
に迫る Challenge 。毎回，多彩な切り口が魅力
の 新しいタイプの自然番組 とした。／語り：
森山春香アナ／衛星放送センター，NEPほか
『海外連続ドラマ』
金 22:00〜22:45，23:00〜23:45
日 21:00〜22:00
11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，NEP
「glee」 新
金 22:00〜
第 1 回11.4.8，最終回11.9.16／ドラマと音楽を
掛け合わせた青春ミュージカルコメディー。舞台
はアメリカ・オハイオ州マッキンリー高校。かつ
て同校のグリー（合唱）部員だった教師のウィル
は，青春をかけたグリーを復活させようと一念発
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そんな世界と日本の超一級の名画・名品の美の謎
を，斬新な視点で徹底的に解き明かす，今までに
ない美術番組。世界中で発掘した新事実や研究成
果の追跡，科学の視点を生かした番組独自の実験
や，現代のアーティストによる再現など，発見に
満ちあふれたドキュメントを軸に，毎回 1 つの美
の秘密に迫った。／ナレーション：井上二郎アナ／
衛星放送センター，NED，NEP
『コズミック フロント〜発見！驚異の大宇宙』
新
火 21:00〜21:57
再土
0:00〜 0:57
再月
8:30〜 9:27
第 1 回11.4.5／宇宙探究の最前線 コズミック
フロント では，好奇心を武器に宇宙に挑む科学
者たちにより，驚きに満ちた新発見が相次いでい
る。今，人類が知り得た最新の宇宙の姿を，鮮烈
な実写映像とダイナミックなCGにより壮大に描
く本格的な宇宙番組。／ナレーション：萩原聖人，
礒野佑子・北郷三穗子・久保田祐佳・柴田祐規子
アナ／科学・環境番組部，NED
『こんなステキなにっぽんが』
日
9:00〜 9:25
再月 15:00〜15:25
再金
8:00〜 8:25
第 1 回07.4.14，最終回12.3.18／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
する著名人が旅人となり，そうした暮らしを訪ね，
にっぽんの原風景を再発見した。／衛星放送セン
ター，NPN
『西方笑土〜Western Owarai Paradise』
新
（前期） 月 18:00〜18:43
（前期）再水 17:00〜17:43
（後期） 火 18:00〜18:43
（後期）再金
0:15〜 0:58
第 1 回11.4.4／大阪を中心にした「西の笑い」
を，「漫才」
「落語」
「コント」をそれぞれ軸にし
てたっぷりと届ける公開番組。漫才では「トップ
ギアライブ」と「上方漫才師列伝」を，落語では
「落語∞創 新しい口」を，コントでは「踊るカ
マドウマの夜」を放送した。年30本。／司会：（漫
才）陣内智則，立花理香，
（落語）桂三枝，田口
万莉，
（コント）後藤ひろひと／大阪局
『ザ少年倶楽部』
金 18:00〜18:45
再土
8:45〜 9:30

再月〜金 15:45〜16:00
第 1 回11.4.25，最終回12.1.27／一般視聴者から
の写真と句の投稿で作る番組。年間 5 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」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，出演者全員が同じテーマで作
った作品を持ち寄り句会をする「フォトっ句コン
ペ」や，創作の現場をロケする「散歩でフォト
575」を放送。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。9.17（16:30〜18:00）
には結婚式など人生の記念日にフォト575を作る
人々を全国に取材した特集『記念日にカシャっと
一句！アニバーサリー・フォト575』を放送。／
司会：伊集院光／審査員：板見浩史（フォトエデ
ィター），中島信也（CMディレクター）ほか／
ゲスト：武田双雲（書道家）ほか／衛星放送セン
ター，NED
『クラシック倶楽部』
月〜金 6:00〜 6:55
第 1 回04.3.29／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。公演の中継収録以外にも，
「エベーヌ弦楽四重奏団」や「ザ・ジョン・ケー
ジ」など，番組自主企画によるスタジオ収録も積
極的に行った。／音楽・伝統芸能番組部，NEP，
大阪・名古屋局など
『クラシックミステリー 名曲探偵 アマデウス
セレクション』
（前期） 土 13:00〜13:44
（前期）再火 17:00〜17:44
（後期） 水 18:00〜18:44
（後期）再木 12:00〜12:44
第 1 回08.4.4，最終回12.3.14／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。11年度はセレクションとして，37本を
放送。／ソフト開発センター，NEP
『極上美の饗宴』 新
月 21:00〜21:57
再日 13:00〜13:57
第 1 回11.4.4／フェルメールが描いた少女を私
たちはなぜ美しいと感じるのか？ 世界が驚いた
日本の超絶技巧は，どうやって生まれたのか？
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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）Hey！Say！JUMP，（ 3 週）国
分太一（TOKIO）／エンターテインメント番組
部，NEP
『シネマDO！』 新
月 19:50〜19:55
土 11:50〜11:55
日 9:55〜10:00
第 1 回11.4.4／とある街角の映画館を舞台に，
山本晋也さんと関根麻里さんがBSPの『BSシネ
マ』で放送予定のお薦め作品を紹介。／ソフト開
発センター，NEP
『週刊ブックレビュー』
土 6:30〜 7:25
再月 2:00〜 2:55
再金 12:00〜12:55
第 1 回91.4.7，最終回12.3.17／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：藤沢周，室井滋，中
江有里，滑川和男・柘植恵水アナ／衛星放送セン
ター，NEP
『証言記録 兵士たちの戦争』
不定期
第 1 回07.8.12，最終回12.3.31／08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。
11年度より不定期放送となった。全国のNHK各
局が制作に参加。後世への貴重な記録として元兵
士たちの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
『新日本風土記』
金 20:00〜20:58

再日 10:00〜10:58
再火
8:30〜 9:28
第 1 回11.4.8／日本各地に残された美しい風土
や祭り，風習をオムニバス形式で描く紀行ドキュ
メント。「コメ」
「城」などテーマ別の全国の旅や，
ある土地の四季の物語など，多様な切り口で日本
の魅力を再発見。未来への映像遺産の役割も担う。
全34本とスペシャル 9 本を放送。／4.15「知床」，
5.13「出雲」
，6.10「路面電車」，7.22「塔」，9.2「遠
野」，9.30「仁淀川」
，10.7「ヨコハマ」
，11.11「東
京の夜」
，11.18「仏像の京都」
，12.9「雪の夜」
，
12.16「ふぐ」，1.20「奥能登」，2.3「大阪生野コ
リアタウン」
，2.24「角館」
，3.9「城 戦の跡夢の
跡」など／声：松たか子／語り：髙橋美鈴アナほ
か／大型企画開発センター，衛星放送センター，
NEP，NED，NPN
『世界遺産 時を刻む』 新
金 21:00〜21:57
再火 16:00〜16:57
第 1 回11.10.7／世界遺産はなぜ歴史に名を刻む
ことができ，どんな時を歩んできたのか。『世界
遺産 時を刻む』は，21世紀に生きる私たちの目
線でその魅力を見つめ直した。
「塔」
「祭り」
「木々」
「銀」
「庭園」
「来世」
「ワイン」などのテーマで
900を超える世界遺産を切り取り，それぞれの土
地に生きる人たちを通して紡ぎ出される 時の物
語 。ナビゲーターは俳優の向井理さん。若々し
い感性と好奇心で世界遺産の知られざる魅力に迫
った。／題字：武田双雲／音楽：小曽根真／ナビ
ゲーター：向井理／語り：青山祐子・武内陶子・
平野哲史アナ／衛星放送センター，NEP
『世界の名峰 グレートサミッツ』 新
土 19:00〜20:29
再月 16:00〜17:29
第 1 回11.10.8／世界それぞれの地域の象徴とし
てそびえる山に挑む冒険紀行。世界最高峰のエベ
レストをはじめオーストリア・モンゴル・台湾の
最高峰や，パタゴニア・カナディアンロッキーな
どの山々を，取材班がその山をよく知る案内役に
導かれて，山麓の自然や文化に触れながら，頂を
目指す。／語り：滑川和男・礒野佑子アナ／社会
番組部，Gメディア
『世界の名峰 グレートサミッツ エピソード
100』 新
月〜金
7:05〜 7:15
再月〜金 15:35〜15:45
第 1 回11.4.4／世界各地に地域の象徴としてそ
びえる名峰，それぞれの山のエピソードを通して
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『武田鉄矢のショータイム』

新
土 20:30〜21:57
再木 16:00〜17:27
第 1 回11.4.23／今，最も旬な歌手，俳優などを
ゲストとして招き，その人の至芸や作品を堪能し
ながら，話術の名手である武田鉄矢が魅力の神髄
に迫る番組。スタジオでの豪華な演出によるショ
ーや生き様を振り返るVTR，そしてゲストが大
きく影響受けた人や，下積み時代の恩人・仲間と
の再会などの構成で，ゲストの魅力を存分に紹介
をした。／司会：武田鉄矢，はしのえみ／衛星放
送センター，NEP
『旅のチカラ』 新
火 20:00〜20:57
再木
8:30〜 9:27
再土
7:45〜 8:42
第 1 回11.4.5／旅をすることで人生の次のステ
ップを踏み出す力を得ようという新番組。自らの
夢に挑戦したり，憧れの人に出会ったり，思い出
の場所に再び立ったり…，毎回ゲストの旅に密着
し，その心に迫る。／出演：大杉漣，原千晶，桑
田真澄，鳥越俊太郎ほか／衛星放送センター，
NEP，ドキュメンタリージャパン，アックスオ
ンほか
『食べてニッコリ ふるさと給食』 新
（ 6 〜 9 月） 月〜金
7:45〜 7:55
（ 6 〜 9 月）再月〜金 11:30〜11:40
（ 1 〜 3 月） 月〜金
7:05〜 7:15
（ 1 〜 3 月）再月〜金 15:35〜15:45
第 1 回11.6.20，最終回12.3.16／全国の小・中学
校に広がっている「地産地消の給食」
。取れたて
の地元産の食材と，その土地ならではの調理法に
こだわった，魅力いっぱいの給食だ。地域の大人
たちは子供たちにおいしい給食を届けるために結
集し，子供たちは食材を生み出すための苦労を身
を持って学ぶ。それは地域の食文化を見直すきっ
かけになり，時には地域の名産品を生み出す原動
力ともなる。
そんな 学校給食を巡る新たな試み
を全国40か所で取材し，その土地の風土や産業と
ともに描いた。／語り：加賀美幸子／衛星放送セ
ンター，NPN
『ドゥ！エアロビック』
月 12:00〜12:24
再土 6:00〜 6:24
第 1 回09.4.5，最終回12.3.12／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

10分サイズで紹介するミニ番組。アルプスのモン
ブランやマッターホルン，北米マッキンリー，ア
フリカのキリマンジャロなど10山を，山麓の自然
や文化，歴史や生活，実際の登山などのエピソー
ドを伝えた。／語り：滑川和男・礒野佑子アナ／
社会番組部・衛星放送センター，Gメディア
『世界ふれあい街歩き』
BSP （前期）水 21:00〜21:44
（後期）木 21:00〜21:44
再月 0:00〜 0:44
G
金 22:00〜22:44
第 1 回05.3.29／「街の歩き方」に徹底的にこだ
わる新感覚の紀行番組。滑らかな移動をふんだん
に生かした映像で，
「あたかもその街を歩いてい
る感覚」を味わえる。街角では歩いてこそ出会え
る地元の人々と触れ合い，何気ない話からその街
のことが分かってくる。この番組にゲストはいな
い。テレビの前のあなたの代わりにカメラが旅を
する。出会う人々の言葉やしぐさから，その街の
日々の暮らしと旅情が感じられる番組。11年度も
魅力ある世界の各都市を紹介，さらに「中南米高
原の街を巡る」「ドイツ街道の街を行く」などの
シリーズも設けた。／テーマ音楽：村井秀清／衛
星放送センター，NEP
『体感！グレートネイチャー』 新
土 19:00〜20:27
再月 16:00〜17:27
第 1 回11.4.9／ これまでに見たこともない驚
異の大自然を体感する！ 地球の鼓動や極限の地
ならではの自然現象をハイビジョンの高画質・高
音質を駆使して紹介。あたかも視聴者が自ら現地
に行ったかのような臨場感を味わってもらおうと
いう新しい試みの番組。毎回，取材班が，あの手
この手で 驚きの大自然 に肉薄し，地球のダイ
ナミズムを余すことなく伝えた。／衛星放送セン
ター，NEPほか
『たけしアート☆ビート』 新
（前期）水 20:00〜20:57
（後期）水 21:00〜21:57
再金 8:30〜 9:27
再火 0:00〜 0:57
第 1 回11.4.6，最終回12.3.14／お笑い芸人，俳優，
映画監督としてだけではなく，フランスで個展を
開くなど幅広い表現活動を続けるビートたけし
が，アートの新しい楽しみ方を提案するアートエ
ンターテインメント番組。／エンターテインメン
ト番組部，NEP
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車を走らせる。そこで出会う地元の人たちとの交
流を「ナレーションなし」の演出で見せる，紀行
ドキュメンタリーである。月曜朝の10分版では，
1 週間の旅の名場面をセレクトして先取り放送，
火〜金曜の10分版は毎日の旅をコンパクトに紹介
した。夜の29分版では毎日の旅をたっぷりと堪能
してもらう編集とした。春の旅（ 4 〜 6 月）は，
京都を出発して日本海側を北上，北海道を目指し
た。秋の旅（ 9 〜12月）は，兵庫県から中国地方
を日本海側に沿って西に進んだ後，九州を南下，
鹿児島県を目指した。／旅人：火野正平／衛星放
送センター
『にっぽん釣りの旅』
日
9:30〜 9:54
再月
8:00〜 8:24
再水 15:00〜15:24
第 1 回03.4.3，最終回12.3.18／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
『ニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅』
新
月〜金
7:45〜 7:55
再月〜金 11:30〜11:40
第 1 回11.12.19／視聴者の情報を生かしながら，
全国50か所の里山を紹介。その土地ならではの絶
景と，そこに培われてきた生き物と共に暮らす知
恵を丁寧に描き出した。／語り：森田美由紀・橋
本奈穂子アナ／科学・環境番組部，NEP
『日本の話芸セレクション』 新
水 16:00〜17:00
第 1 回11.4.6／Eテレで91年から放送している
『日本の話芸』の中から選 りすぐった演芸素材
を，毎回 2 本ずつアンコール放送で紹介した。落
語，講談という語り芸をたっぷり味わってもらう
独演番組。／出演：三遊亭圓歌，柳家権太楼，宝
井馬琴，鈴々舎馬風，桂三枝，桂南光，一龍斎貞
水ほか／エンターテインメント番組部，NEP
『猫のしっぽ カエルの手』
金 19:30〜19:59
再火
8:00〜 8:29
再木 15:00〜15:29
第 1 回09.4.5／京都・大原で築100年の古民家に
住む英国人女性のベニシアさんの人と自然に優し

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。 8 月には
復興支援として陸前高田市立第一中学校体育館で
収録した。／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
『特選 オーケストラ・ライブ』 新
日 6:00〜 7:55
第 1 回11.4.10／世界一流のオーケストラのコン
サート，NHK交響楽団の定期公演，そしてファ
ン垂涎の超一流プレーヤーとオーケストラの共演
など，色とりどりのライブ演奏を5.1サラウンド
で放送した。／音楽・伝統芸能番組部
『日韓共同制作ドラマ 赤と黒』
金 22:00〜22:59
第 1 回11.10.7，最終回12.2.3／NHKが初めて取
り組んだ日韓共同制作ドラマ。
『冬のソナタ』な
どのプロデューサー，イ・ヒョンミンが演出。ス
タンダールの同名の名作にヒントを得，類いまれ
なる美貌を武器に，自らの過去を滅茶苦茶にした
財閥への復讐を図る主人公が，破滅するまでを描
く。韓国と日本を舞台に冷徹な復讐の，切ないラ
ブストーリーが繰り広げられる。映画のスタント
マン，シム・ゴヌクは偶然を装って，巨大財閥ヘ
シン・グループの美しい娘たちに近づく。たちま
ち，恋に落ちる娘たち，しかし全てはゴヌクが周
到に準備した罠 だった。全17回。9.4〜15まで特
集として放送。／作：イ・ドヨン，キム・ジェウ
ン，キム・ソンヒ／音楽：チェ・ソンウク／出演：
キム・ナムギル，キム・ジェウク，ハン・ガイン，
オ・ヨンス，チョン・ソミンほか／ドラマ番組部，
グッド・ストーリー，アジア・コンテンツセンタ
ー
『にっぽん縦断 こころ旅』 新
（10分版）月〜金 7:45〜 7:55
再月〜金 11:30〜11:40
（29分版）火〜金 19:00〜19:29
第 1 回11.4.4／視聴者から寄せられたお手紙を
手がかりに，俳優・火野正平さんが，毎日ぶっつ
け本番で旅をする自転車紀行番組。旅の目的地を
決める一通の手紙には「人生を変えた忘れられな
い場所」
「ずっと残したいふるさとの風景」など，
心に残る忘れられない風景が記されている。その
とっておきの場所にたどり着くために，時には鉄
道やバスなどの力も借りながら，毎日必死に自転
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ランナーの苦闘に密着する。／ソフト開発センタ
ー，NEP，テレコムスタッフ
「日本最大の国宝絵巻 法然上人絵伝〜中世・
心の原風景をよむ」
4.23
全長584メートルに及ぶ国宝絵巻「法然上人絵
伝四十八巻」
。そこに描かれた鎌倉仏教の先駆者・
法然の生涯と業績，そして中世日本の社会や人々
の心を読み解いていく。／ソフト開発センター，
NED，テレビマンユニオン
「ビデオ日記・日本人イヌイット親子三代〜秋
から冬 そして春へ」
5.28
北極圏グリーンランドに暮らす日本人イヌイッ
ト・大島育雄さん親子三代の日々を記録したビデ
オ日記。暗黒の極夜，大地の夜明け，氷上の猟な
ど，冬から春へ。完全版。企画競争で採択。／ソ
フト開発センター，テレビマンユニオン
「ボルネオ・ランハンター〜密林を知り尽くし
た男 稲守敏朗の挑戦」
6. 4
「ランの聖地ボルネオ」で新種を発見したラン
ハンター・稲守敏朗さんに密着。知られざる究極
の技！「知性の花」といわれ，人々を魅了するラ
ンの神秘的な生態と魅力に迫る。／ソフト開発セ
ンター，Gメディア
「情熱のタクト〜指揮者・佐渡裕 ベルリンフ
ィルへの挑戦」
6.11
佐渡裕さんがベルリンフィルの指揮者として舞
台に立つまでの 3 か月を記録。通常は撮影許可が
下りない本番前の緊迫したリハーサルや過密スケ
ジュールの中，東日本大震災のチャリティーコン
サートに駆けつけるなど，激動の日々を追った。／
青少年・教育番組部
「ヒロシマの黒い太陽」
8. 6
1945年 8 月 6 日，広島に投下された原爆のウラ
ンの原石は，ベルギーから持ち込まれたものだっ
た。アメリカの核開発計画には，フランス発祥の
デュポン社も参加していた。日本への原爆投下に，
深く関わっていたヨーロッパ各国。当時の記録・
証言で，科学者，軍人，産業界の動きを追った。／
国際共同制作：NHK，ARTLINE，KAMI，フラ
ンステレビジョン／ソフト開発センター
「帝国劇場100年 夢と希望と感動の大舞台」
8.21
11年100周年を迎えた帝国劇場。この劇場に 4
代にわたって関わってきた松本幸四郎をはじめ，

い暮らしに加え，11年度はイタリア・トスカーナ
州の自然豊かな山里に暮らす奥村千穂さん一家の
暮らしぶりも紹介。四季の移ろいの中に役立つレ
シピと隣人たちとの交流を織り込んで描く，癒や
し感覚あふれる番組。全30回。／語り：山崎樹範／
制作：NEP，テレコムスタッフ（共同制作）／
ソフト開発センター
『熱中人』
金 23:45〜 0:00
（前期）再火 18:30〜18:45
（後期）再月 17:30〜17:45
第 1 回10.4.1，最終回12.3.9／『熱中時間〜忙中
趣味 あり』
（04〜10年放送）のVTRパートを
発展させ，ドキュメンタリーに仕上げた番組。金
銭や時間だけでなく，時に人生そのものをも投げ
打って趣味に興じる人々の，奇想天外な面白さと
ちょっぴりのせつなさを，密着ドキュメントし
た。／衛星放送センター，NEP
『熱中スタジアム』
（前期） 木 23:30〜 0:14
（前期）再水 18:00〜18:44
（後期） 月 19:00〜19:44
（後期）再木 23:30〜 0:14
第 1 回10.4.1，最終回12.2.20／『BS熱中夜話』
（08
〜10年放送）の精神を受け継ぎ，さまざまな趣味
や嗜好に熱中する人々を紹介したバラエティー番
組。毎回 1 つのテーマにとことんこだわっている
30人のファンがスタジオに集結。そのディープな
生き様を互いに披露し合い，趣味に興じる人々の
熱気 を伝えた。歴女，自転車，ランニングなど，
いま を象徴するカルチャーを積極的に取り上
げた。／司会：中田敦彦，中越典子／衛星放送セ
ンター，NEP
『ハイビジョン特集』
土 22:00〜23:29
再日 16:30〜17:59
「日本人イヌイット親子三代 冬から春へ」
4. 3
北極圏グリーンランドに暮らす日本人イヌイッ
ト・大島育雄さん親子三代を内側から記録したビ
デオ日記。暗黒の極夜，氷上の猟など，冬から春
への日々。現地と結ぶ速報版。企画競争で採択。／
ソフト開発センター，テレビマンユニオン
「密着！アタカマ砂漠マラソン」
4. 9
世界で最も過酷なレースの 1 つといわれる南米
チリの「アタカマ砂漠マラソン」。標高3,000mの
高所で，250㎞の道なき道を 7 日間で駆け抜ける
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鹿賀丈史，高橋惠子，米倉涼子などの豪華ゲスト
が，夢と希望と感動の舞台を語る。／ソフト開発
センター，NEP
「生むと生まれるそれからのこと」
8.27
引きこもり気味の男と協調性ゼロの女…究極の
個人主義を保って生きてきた今どきの若者 2 人が
主人公。「境界線」を設定し，互いの聖域に侵犯
しないことで，意気投合し，うまくやってきた 2
人であったが，ある日，女の妊娠が発覚し大混乱。
鉄板であった 2 人の「境界線」が揺らぎだす！
自分の基準でしかものを見ることができなかった
2 人が，ぎこちなくもそれぞれの殻を破って「父
と母」になるまでの奮闘を描く，新感覚コメディ
ー ド ラ マ。 ／ 作： 岩 井 秀 人 ／ 音 楽：
SAKEROCK／出演：柄本佑，関めぐみ，愛華みれ，
国生さゆり，鶴見辰吾ほか／ドラマ番組部
「バレリーナ Yuriko〜輝きを舞う」
9. 3
まるで羽を持つように高く，美しく舞うバレリ
ーナ・加治屋百合子。繊細な表現力と高いジャン
プ力で，11年ついに主役に抜てきされた。バレエ
にかける日々を追う。企画競争で採択。／語り：
野田秀樹／ソフト開発センター，NEP，太平洋
少年倶楽部
「スピード野郎はアメリカン〜ボンネビル・地
上最速レース」
9.24
アメリカ・ユタ州ボンネビルで毎年 8 月，世界
最速をかけたレースが開かれる。賞金もトロフィ
ーもないこのレースに，スピードに魅せられ，自
作マシンで挑む人々の姿を追う。企画競争で採
択。／ソフト開発センター，NEP，ドキュメン
タリージャパン
「北極圏に生きる〜日本人イヌイット 一年の
記録」
10. 8
10年 9 月から，『ハイビジョン特集』や『NHK
スペシャル』などで放送し，話題を呼んできた
「日本人イヌイット」
。新素材も加え， 1 年の記
録としてまとめた 2 時間の決定版。企画競争で採
択。／ソフト開発センター，テレビマンユニオン
「早過ぎたひと 世紀の伊達男 加藤和彦」
10.15
数々の名曲を生み出してきたミュージシャン・
加藤和彦は，2 年前自らの命を絶った。小田和正，
泉谷しげる，高橋幸宏などが語る天才の素顔。俳
優・高良健吾が案内人を務める。企画競争で採
択。／ソフト開発センター，NEP
ユ

リ

「しあわせのカタチ〜脚本家・木皿泉
“世界”」

創作の

11.12
若者に人気のドラマを作り上げる脚本家・木皿
泉。実は神戸に住む夫婦だ。 2 人のぼやきから琴
線に触れる台詞が生み出される。書き下ろしドラ
マを交え，創作の秘密に迫る。企画競争で採択。／
ソフト開発センター，NEP，スローハンド
「びっくり地底大冒険〜不思議の国・スロベニ
ア」
11.26
知られざる洞窟王国スロベニア。カルスト台地
が生んだ世界遺産の地下渓谷や美しい巨大鍾乳
洞。湖底に現れる不思議な空間。水中洞窟の謎の
生き物探しなど神秘の地底大冒険。／ソフト開発
センター，Gメディア，共同テレビジョン
「役者 奈良岡朋子〜舞台の上の60年」
12. 3
82歳になった今も年間150以上の舞台に立つ，
役者・奈良岡朋子。「人の心を打つ演技」を60年
にわたり探ってきた奈良岡朋子が演技の神髄を求
めて格闘する姿を描く。／ソフト開発センター，
NEP，オルタスジャパン
「山田洋次 50年の時が過ぎて」
（前編）
「夢を追った時代からバブル崩壊まで」
1. 9
（後編）
「バブル崩壊から震災まで」
1.10
10年監督生活50年を迎えた，山田洋次監督の作
品を時代とともに振り返る，決定版。前編は高度
成長からバブル崩壊まで。後編はバブル崩壊から
東日本大震災まで。／出演：山田洋次，倍賞千恵
子，吉永小百合ほか／ソフト開発センター，NEP
「カンブリアン ウォーズ」
2.18
今からおよそ 5 億年前のカンブリア紀に生息し
た人類の祖先を巡るSFドラマと科学ドキュメン
タリーが同時進行。生物が爆発的に進化したとい
うカンブリア紀の謎を解く。企画競争で採択。／
ソフト開発センター，NED
『美の壺』
BSP 木 19:30〜20:00
再金 15:00〜15:30
再水
8:00〜 8:30
G
日
4:30〜 5:00
第 1 回06.4.7／放送開始後 6 年目に入り，草刈
正雄さんが引き続きナビゲーターを務めた（ 3 年
目）。BSP開設に伴いETVからBSPに移設。番組

コ

だ て
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『宮川彬良のショータイム』

新
土 20:30〜21:57
再木 16:00〜17:27
第 1 回11.4.30，最終回12.2.18／作・編曲家の宮
川彬良が音楽監督を務める，音楽を「見せる」こ
とにこだわった，本格的音楽バラエティー。オー
ケストラから子供のハナウタ，生活の中のさまざ
まな音に「音楽の楽しさ」を追求する。また，オ
リジナル・ミュージカルやゲストトークのコーナ
ーではより深い音楽の魅力を紹介する。年間 8 本。
／出演：宮川彬良，青木さやか，中川翔子，川平
慈英，山口とも，INSPi，XUXU，ダイナマイト
しゃかりきサーカス，新日本フィルハーモニー管
弦楽団ほか／エンターテインメント番組部，NEP
『みんなDEどーもくん！』 新
日
8:00〜 8:44
再水 12:00〜12:44
第 1 回11.4.17／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「新・どーもくん劇場」，ゲストのパ
フ ォ ー マ ン ス や 歌 で 遊 ぶ「 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「どーも（なな
み）おじゃまします！」など，家族で楽しめるコ
ーナーをそろえている。11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，
の33本を制作。／出演：花原あんり，テツandト
モほか／衛星放送センター，NED
『もうひとつのシルクロード』 新
火 18:00〜18:30
再月
1:30〜 2:00
再月 12:30〜13:00
第 1 回11.4.5，最終回11.10.1／1980年に放送さ
れた『NHK特集〜シルクロード』
（50分・12本シ
リーズ）の翌81年，30分版として放送された，
『も
うひとつのシルクロード』
。自然編，民族編，オ
アシス編などテーマ別に構成され，本編とは違う
新たな魅力をもつ作品をデジタルリマスターして
放送した。／ライツ・アーカイブスセンター，
NEP
『らいじんぐ産〜追跡！にっぽん産業史』 新
木 22:00〜22:44
再木 12:00〜12:44
第 1 回11.4.7，最終回11.9.30／時代の変化やニ
ーズに応じて，日本の産業が世に送り出してきた
多種多様な製品。その中から日本人のライフスタ
イルを変えた画期的な製品にスポットを当て，開

のテーマとなるのは「くらしの中に根づく美」だ
が，東西の古美術に加え「チョコレート」「かご
バッグ」など，女性の関心の高いスイーツやファ
ッションアイテムも取り上げ，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。 8 月には，夏を楽しく快適に過
ごすための日本伝統の知恵と工夫を特集した「日
本の夏スペシャル」を 3 夜計 3 時間にわたり放
送。正月には総合テレビで「日本庭園」をテーマ
にした特集を放送した。／ナビゲーター：草刈正
雄／制作局（番組委託・展開），NED
『100年インタビュー』
土or日 12:00〜13:29ほか
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89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，形を自由に変えられ
る鮮明なモニターも駆使して演出。ゲストによっ
ては，スタジオに新聞の紙面，映画のポスターを
拡大して配置したり，足跡を紹介するミュージア
ムでの収録を敢行したりと，見応えを追求。東日
本大震災後の科学の在り方や日本の未来につい
て，タイムリーで貴重なメッセージを届けた。作
家・塩野七生の回には，53件の再放送希望が寄せ
られたほか，内橋克人の回には47件，王貞治の回
にも「生き方に感動した」などの反響が多数寄せ
られた。年間 7 本。／ 8 月：女優・黒柳徹子，評
論家・立花隆，映画監督・脚本家・新藤兼人，ジ
ャーナリスト・むのたけじ，12月：作家・塩野七
生，経済評論家・内橋克人， 3 月：福岡ソフトバ
ンクホークス会長・王貞治／アナウンス室
『プレミアムシアター』
土 23:30〜 3:30
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。ザルツブルク音楽祭・歌劇
「影のない女」
，アメリカン・バレエ・シアター
日本公演・バレエ「ドン・キホーテ」，スティーヴ・
ライヒの最新作「WTC 9／11」世界初演，新国
立劇場公演・井上ひさし「雨」など，クラシック
音楽，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
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た。／出演：AKB48／エンターテインメント番
組部
『BSプレミアム キックオフ スペシャル』
4. 1／ 6:00〜10:00，19:00〜20:00ほか
4. 2／16:30〜17:00，21:00〜23:00ほか
4. 3／11:29〜12:30，16:00〜18:00ほか
BSPが 4 月から新しくスタートするにあたり，
1 〜 3 日までその周知を図る『キックオフ スペ
シャル』の特集編成を組んだ。「宇宙」
「自然」
「紀
行」
「音楽」
「シアター」「歴史」「美術」の 7 つの
ジャンルの新番組を中心に，その見どころを珠玉
の映像でたっぷりと伝えた。また，BSプレミア
ム大使の仲間由紀恵をはじめゲストも多数出演，
出演者のみぞ知るエピソード，番組とっておきの
秘蔵の品々 も次々とスタジオに登場，視聴者
の関心を高めた。また，『グレートサミッツ』『コ
ズミックフロント』『新日本風土記』などさまざ
まな特集番組やプロローグ番組，そして， 2 日に
は東日本大震災の被災者を支援する『デジタルプ
レミアムライブ』などが放送された。／司会：永
井伸一アナ／ゲスト：仲間由紀恵ほか／衛星放送
センター，NEP
『BS洋楽プレミアム』
3.25／ 0:30〜 1:29
3.28〜30／ 0:00〜 0:59
30〜50代女性が青春時代を過ごした80〜90年代
の洋楽ポップス・ロックを当時のミュージックビ
デオで紹介する番組。 4 夜をディスコ，バラード，
女性ボーカル，90年代とテーマ別に構成した。／
ナビゲーター：谷原章介／衛星放送センター，
NEP
『glee 2 』
3.18〜24／ 0:00〜 1:30ほか
全米で大ヒットの青春ミュージカルコメディー
の第 2 シーズンを 1 夜 2 〜 4 話ずつ一挙放送。ブ
リトニー・スピアーズやグウィネス・パルトロウ
がゲスト出演するなど，第 1 シーズンよりさらに
パワーアップ。全22回。／ソフト開発センター，
NEP
『MONGOL800 ga FESTIVAL〜What a
Wonderful World！！ 11』
11.18／23:45〜 1:43
再12.17／23:00〜 0:58
沖縄出身のロックバンド・MONGOL800が，沖
縄 で 開 催 し た フ ェ ス「What a Wonderful
World！！ 11」のもようをバックステージを盛
り込んで魅せた。／出演：MONGOL800，小田和
正，スターダスト・レビュー，三人の侍（竹中尚

発秘話や進化の道のり，意外な波及効果などを解
き明かし，日本のモノづくり史に迫った。取り上
げたのは，エレベーター・ポケベル・原動機付自
転車・回転寿司・カラオケ・トイレ・電気炊飯器・
電卓・ショベルカー・家庭用体重計・クオーツ時
計・カーナビ・マッサージチェア・ストッキング・
電池・新幹線。／ナビゲーター：佐藤可士和／衛
星放送センター，NEP，ジーズコーポレーショ
ン
『ワイルドライフ』
月 20:00〜20:58
再水 8:30〜 9:28
再土 12:00〜12:58
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。沖縄や知床，
日本の里山，アフリカ大サバンナシリーズ，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
『わたしが子どもだったころ セレクション』
木 18:00〜18:45
第 1 回07.1.10，最終回12.3.15／著名人の子ども
時代を，本人の語りとドラマによって描き出して
いく番組。著名人は，その原点ともいえる子ども
時代をどのように過ごしたのか。当時の子どもの
世界とはどんな社会だったのか。そして周囲の大
人たちは，子どもにどのように接していたのか。
当時のエピソードをふんだんに盛り込みながら，
情感豊かに描いた番組のセレクション放送。／ソ
フト開発センター，NEP

BS プレミアム：特集番組
『AKB48ライブ@SBD』
11.19／22:00〜 1:29
再12.25／ 0:10〜 3:39
AKB48史上最大の規模で行われた西武ドーム
（ 7 月，埼玉県）でのライブのもようを，リハー
サル風景や当日のバックステージの様子なども織
り込んで，たっぷり届けた。AKB48のシングル
ヒット曲のほか，SKE48やNMB48などの姉妹グ
ループをはじめ，ノースリーブス，渡り廊下走り
隊，Not yetなどのユニットグループなども登
場。ライブパフォーマンスのほか，リハーサル風
景や当日のバックステージの様子などのドキュメ
ントも織り込んでAKB48の魅力を立体的に描い
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スター版で放送。／ソフト開発センター，NEP
『 ア ガ サ・ ク リ ス テ ィ ー ミ ス・ マ ー プ ル
4&5』
（第 4 シーズン） 3.19〜22／17:00〜18:34ほか
（第 5 シーズン） 3.26〜29／17:00〜18:33ほか
アガサ・クリスティー原作の人気ミステリー・
ドラマ。第 4 シーズンは「ポケットにライ麦を」
「殺人は容易だ」「なぜ，エヴァンズに頼まなか
ったのか？」「魔術の殺人」の全 4 回。第 5 シー
ズンは「青いゼラニウム」
「チムニーズ館の秘密」
「蒼ざめた馬」
「鏡は横にひび割れて」の全 4 回。
日本語吹き替えは女優・藤田弓子。／ソフト開発
センター，NEP
『アクターズ・スタジオ・インタビュー』
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。11年度はジェー
ム ズ・ キ ャ メ ロ ン（6.21）
， ミ ッ キ ー・ ロ ー ク
（6.23）
，コリン・ファース（9.4）
，ジム・キャリ
ー（11.2）など，午後・深夜に14本を放送した。／
ソフト開発センター，NEP
『天海祐希 パリと女と…〜魅惑の新オルセー』
2.25〜26／22:00〜23:29
「第 1 部 輝く都」
「第 2 部 美しく生きる」
フランス・パリ。女優・天海祐希が，全面改装
した新オルセー美術館をぜいたくに独り占め。モ
ネ，ルノワール，ゴッホといった印象派の光の描
写を最大に引き出す最新展示で名画を堪能する
と，初めて本当の魅力が見えてきた。画家たちは，
大都市パリとそこで生きる女性たちを頻繁に描い
ていた。それはなぜか？ 天海が街に飛び出して，
印象派の真相と時空を超えたパリの美しさ，さら
に力強く生きる女性たちの姿を発見した。美術に
紀行の要素をふんだんに取り入れた 2 回シリー
ズ。／ナレーション：高市佳明アナ／衛星放送セ
ンター，NED
『 ア メ リ カ ン・ ミ ュ ー ジ ッ ク・ ア ウ ォ ー ド
2011』
12.28／22:00〜23:58
11月20日ロサンゼルスで開催されたアメリカ最
大級の音楽賞「第39回アメリカン・ミュージック・
アウォード」の豪華ステージすべてを紹介。テイ
ラー・スウィフト，ジャスティン・ビーバー，ジ
ェニファー・ロペス，ケイティ・ペリー，マルー
ン 5 ，クリスティーナ・アギレラほか。／エンタ

人・奥田民生・山﨑まさよし）
，TERU，東京ス
カパラダイスオーケストラ，サンボマスター，
HY，Dragon Ash，SPCIAL OTHERS，スト
レイテナー，ザ・クロマニヨンズ，オレンジレン
ジ，細美武士，難波章浩，DIAMANTES，紫，
HAWAIIAN6，locofrank，照喜名朝一，登川誠仁，
大城美佐子，NCISほか／エンターテインメント
番組部，NEP
『NHK大分放送局開局70年記念ドラマ 無垢の
島』
2. 4／16:30〜17:43
大分局開局70年を記念して制作された地域ドラ
マ。津久見市の沖合，豊後水道に浮かぶ人口50余
りの無垢島を舞台に，島の人々の暮らしや，島で
唯一の少年の境遇など，実話を基にドラマ化。地
元住民の方に数多く出演していただき，完成後は
無垢島での先行試写会を実施するなど，地域密着
にこだわった。地域における，NHK地域局の存
在意義を高める結果となった。／脚本：日下渚／
音楽：羽岡佳／出演：新村澪二，柄本佑，大塚千
弘，ダイノジほか／大分局
『SHERLOCK（シャーロック）
』
8.22〜24／20:00〜21:29
頭脳明晰だが偏屈な名探偵ホームズが，現代の
ロンドンを舞台に，スマートフォンやGPSを駆使
して犯人を追い詰める。コナン・ドイルの原作小
説を大胆にアレンジした，現代版シャーロック・
ホームズ。イギリスBBCで放送されて大反響を
呼んだ話題のミステリー・ドラマを， 3 夜連続で
放送。／ソフト開発センター，NEP
『TOKYO GIRLS COLLECTION Premium
2012 SPRING／SUMMER』
3.15／22:00〜23:29
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」のもようを紹介。全ブランド・
全ポーズを紹介するとともに，モデルやショーの
裏方，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：優木まおみ／解説：松下
久美／衛星放送センター，NEP
『アイ・ラブ・ルーシー セレクション』
3.18／16:00〜17:37
同日放送された特集番組『ルーシー 100歳の
バースデイ』の後に，女優ルシル・ボールの代表
作である『アイ・ラブ・ルーシー』シリーズから
「敵もさる
選りすぐりの 4 本「みごとな効き目」
もの」
「私はピエロ」
「すてきな瞬間」をHDリマ
む
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ーテインメント番組部，NEP
『 ア メ リ カ ン・ ミ ュ ー ジ ッ ク・ ア ウ ォ ー ド
2011・ハイライト〜ウィナー&ベスト・パフ
ォーマンス』
12.11／23:40〜 0:08
「第39回アメリカン・ミュージック・アウォー
ド」の受賞者やステージパフォーマンスのハイラ
イトを紹介する。ジャスティン・ビーバー，テイ
ラー・スウィフト，ジェニファー・ロペス，ピッ
トブル，マルーン 5 ほか。／エンターテインメン
ト番組部，NEP
『ありがとうコンサート』
12.31／ 7:00〜 8:25
震災の後，
世界各地から寄せられた支援に対し，
ありがとうのメッセージを伝えるコンサートが東
京のサントリーホールで行われた。日本を代表す
るクラシックの演奏家のほか，被災地の小・中学
校の生徒たちも合唱，吹奏楽の演奏を披露。コン
サートのもようを，支援の様子を伝える写真，被
災地の様子を伝える写真，映像を交えて感動的に
紹介した。／音楽・伝統芸能番組部
『 5 つ の 疑 問 で 宇 宙 の 謎 に 迫 れ！COSMIC
FRONT SPECIAL』
12.31／21:00〜23:57
11年の宇宙ニュースを振り返りながら，その根
源を 5 つの疑問（①宇宙の始まり②終わり③何で
できているのか④法則⑤私たちの存在）から迫
る。／語り：萩原聖人，磯野佑子アナ／出演：村
山斉（東京大学・数物連携宇宙研究機構長）
，山
田五郎ほか／科学・環境番組部
『井上陽水LIVE2011 “POWDER”』
8.23／22:00〜23:29
11年 3 月にグランキューブ大阪で行われた井上
陽水ライブのもようを中継。
「リバーサイド・ホ
テル」
「少年時代」
「氷の世界」
「いっそセレナー
デ」ほかを放送。／出演：井上陽水／エンターテ
インメント番組部
『いのちドラマチックスペシャル スーパーライ
フ』
「美しき生命の真実」
3.17／13:00〜14:29
「食となる生命の真実」
3.17／14:30〜15:59
人が作り出す新しい命の姿を紹介してきた『い
のちドラマチック』の総集編特集。
「美しき生命
の真実」では，ペットや花など人が美しさやかわ
いさを追求することで生まれた命の不思議や人と
の密接なつながりを紹介。
「食となる生命の真実」
では，食となる動物や植物の開発に注がれる人間
の飽くなき追求と，それに合わせて生み出された

さまざまな生き物の驚異的な姿を紹介した。新取
材も加え，生き物に隠された数々の秘密と，人と
の驚きの関わりを世界各地で取材した。／出演：
福岡伸一（青山学院教授）
，劇団ひとり，中村慶
子アナ／衛星放送センター，NEP，クリエイテ
ィブ・ネクサス
『歌が結ぶ心の絆 歌おう明日へ！〜東日本大震
災復興支援コンサート』
10.23／19:30〜20:59
11.19／16:00〜17:58
毎年恒例の，日本音楽事業者協会主催のチャリ
ティーコンサート「第11回虹の架け橋まごころ募
金コンサート」。11年は東日本大震災の復興をテ
ーマに30人の歌手が参加，ヒット曲，代表曲を熱
唱した。10月23日は90分バージョン，11月19日に
は120分バージョンを放送。／司会：徳光和夫，
藤原紀香／出演：北島三郎，森進一，川中美幸，
長山洋子，山川豊，新沼謙治，藤あや子，水森か
おり，香田晋，氷川きよし，ほか／エンターテイ
ンメント番組部，NEP
『 映 画 DOCUMENTARY of AKB48 to
be continued』
BSP 10.22／22:00〜 0:00
G
11. 9／ 1:00〜 3:00
次々と記録を塗り替えては進化し続けるアイド
ルグループ・AKB48。その栄光の舞台裏に隠さ
れた夢を追う少女たちの知られざる 成長と苦
悩 を追ったドキュメンタリー。10年，日本。／
製作総指揮：岩井俊二／企画：秋元康／監督：寒
竹ゆり／出演：AKB48／エンターテインメント
番組部
『おまえなしでは生きていけない〜猫を愛した芸
術家の物語』
6.27〜30／20:00〜21:00
芸術家と愛猫との絆を描く 4 回シリーズの映像
評伝。／ソフト開発センター，NEP，テレビマ
ンユニオン
「第 1 回 藤田嗣治 パリで拾った愛と成功」
初回は「女と猫の画家」とも呼ばれた画家・藤
田嗣治。天才の孤独を癒やし，波乱万丈の生涯に
寄り添った猫との物語。
「第 2 回 ノラを探した14年の孤独 内田百
閒」
第 2 回は，作家内田百閒。60歳を過ぎたころ，
野良猫ノラを飼い始めるが，間もなく失踪する。
14年間の猫探しの日々が始まる。
「第 3 回 向田邦子 ボクだけが見た彼女の
涙」
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脚本家・向田邦子と 2 匹の愛猫との物語。強く
凛々しく，才気闊達な向田邦子が人知れず流した
涙のワケを愛猫の目線で描く。
「第 4 回 夏目漱石 吾輩は福猫である」
「吾輩は猫である」で作家としての地位を確立
した夏目漱石。夏目家に突然現れ困窮生活を救っ
た福猫との物語。
『開拓者たち』
1. 1／21:00〜22:29
1. 8，15／22:00〜23:14
1.22／22:00〜23:29
再 1. 8／16:30〜17:59
再 1.15，22／16:45〜17:59
再 1.29／16:30〜17:59
戦前，旧満州（中国東北地方）へ渡り，過酷な
逃避行と避難生活を体験した末に帰国，戦後の日
本で，新たな農地の開拓にたくましく挑んだ人々
の物語。 1 月に 4 回のシリーズで放送。 3 月17日
24日，31日で再編集した48分版を 1 日 2 回， 6 回
の シ リ ー ズ で 放 送。 ／ ソ フ ト 開 発 セ ン タ ー，
NEP，テレビマンユニオン，テムジン
『カウントダウン・アメリカン・ミュージック・
アウォード2011〜全米音楽ファンが選ぶベス
ト・アーティスト』
11.25／23:45〜 0:13
世界の音楽ファンが注目するアメリカを代表す
る音楽賞の 1 つ「第39回アメリカン・ミュージッ
ク・アウォード」。過去の受賞者や11年のノミネ
ートアーティストなどを紹介しつつ，11月20日に
実施された賞の結果を速報。ジャスティン・ビー
バー，テイラー・スウィフト，ケイティ・ペリー，
ブルーノ・マーズ，アデル，ピットブルほか。／
エンターテインメント番組部，NEP
『家族と側近が語る周恩来』
8. 1〜 4／21:00〜21:59
再 9.24／14:00〜17:59
おいやめいなど家族と秘書や護衛，看護士など
側近が新中国の初代首相・周恩来の実像を語る証
言ドキュメント， 4 日連続のシリーズ。／ソフト
開発センター，NEP，テムジン
『カティアとモーリス〜雲仙・普賢岳 火砕流に
挑んだ夫婦』
6.18／22:00〜23:22
91年 6 月 3 日，
噴火活動を続ける長崎県の雲仙・
普賢岳で大火砕流が発生。43人の尊い命が奪われ
た。犠牲者の中に 1 組のフランス人夫婦がいたこ
とに，世界の火山研究者は衝撃を受けた。モーリ
ス・クラフトと妻のカティア・クラフト。長年，
NHK年鑑 12

世界中の火山を渡り歩き，噴火活動の迫真の映像
を記録し続けた，世界的な火山学者だった。悲劇
はなぜ起きたのか。そして，日本の科学者や防災
担当者はどのような事態に直面していたのか。20
年前の雲仙・普賢岳の出来事を，当時のニュース
映像や関係者の証言を織り交ぜながら，ドキュメ
ンタリードラマとして再構成。火山科学，そして
防災の視点から，20年前の出来事を描いた。／国
際共同制作：NHK，France2・BOREALES／ソ
フト開発センター
『がんばっど宮崎2011〜被災地から被災地へ
宮崎からの恩返しコンサート』
12.10／23:00〜 0:28
10月にみやざき臨海公園で行われた音楽と花火
のイベント「水平線の花火と音楽 2 」から，泉谷
しげる，小泉今日子ら実力派アーティストが出演
するライブのもようを届けた。口蹄疫被害に苦し
む宮崎県の人々を花火と音楽で応援しようと，泉
谷しげるの呼びかけで10年に始まったイベント。
2 回目となる11年は，口蹄疫被害からの復帰途上
にある宮崎から，東日本大震災に被災した東北各
県への応援・支援の気持ちを込めて実施された。／
出演：泉谷しげる，小泉今日子，宮沢和史（THE
BOOM），ムッシュかまやつ，宇崎竜童，吉田兄
弟ほか／エンターテインメント番組部，NEP
『絆ほっこり東北の鍋』
2.25〜26／17:00〜17:59
再 3.10／14:00〜15:59
冬の東北を訪ね，その土地ならではの鍋料理を
旅人が訪ねながら，被災して仮設で暮らす人や，
被災地の人たちを励ますための鍋の会の準備を進
め，伝統の料理方法と地元の食材を生かし新しい
鍋料理を作り出し，地域のみんなで楽しんでいく。
震災からの復興を目指す東北各地の人々を応援す
る「ほっこり東北の冬」の中で放送された北東北
編と南東北編の 2 回シリーズ。／旅人：石井正則
（2.25），宮川花子（2.26）／衛星放送センター，
NEP，クリエイティブ・ネクサス
『希代のヒットメーカー 作曲家 筒美京平』
5.29／19:30〜20:59
再 1. 3／17:30〜18:59
昭和40年代以降，日本のポップス界をリードし
続け，あらゆるジャンルのミュージシャンたちか
らのリスペクトを受ける巨人・筒美京平。ヒット
曲を生み出し続けながらも，ほとんどメディアに
登場することがなかった筒美京平が出演し，自ら
を語った。番組では，筒美と関わった歌手やプロ
デューサーなどの証言と合わせてアーカイブス映
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東北ローカル鉄道の旅 後編」／23:00〜23:30
「宿坊 ココロとカラダ満つる旅 東北路〜友
近」，10.27／23:30〜23:59「宿坊 ココロとカラ
ダ満つる旅 東北路〜寺井尚子」，10.29／19:00
〜20:58「東北の名峰 四季の彩り」／21:00〜
22:58「 宮 沢 賢 治 の 音 楽 会 〜3.11と の 協 奏 曲 」
，
10.30／14:00〜14:58「日本の祭り in あおもり
2011」／衛星放送センター，ソフト開発センター，
NEP，NED
『きらり！東北の秋 森と水の王国 東北 とび
っきりの生命のドラマ』
10.24／20:00〜21:28
東北キャンペーンの一環として，東北地方の自
然の魅力を特集。東北地方は世界有数の豪雪地帯。
雪は豊富な水を生み，広大な森を育む。下北半島
に暮らす北限のニホンザル，青森県のリンゴ園で
子育てするフクロウ，鳥海山麓の清流を遡上する
サケ，津軽海峡を渡るヒヨドリの大群など，東北
各地の動物たちのドラマを珠玉の映像で紹介，森
や水の貴重さを伝えた。／ナビゲーター：白石美
帆／語り：永井伸一アナ／科学・環境番組部，
NEP
『空海 至宝と人生』
8. 7〜 9／20:00〜21:29ほか
再 8.21／ 9:30〜13:59
数々の至宝を生み出した空海の人生と知の軌跡
をたどり，仏教や書，曼荼羅に込められた現代の
人々の心に訴えかけてくるメッセージを 3 夜連続
で探る。／「第 1 集 仏像革命」「第 2 集 名筆
の誕生」
「第 3 集 曼 荼羅の宇宙」／ソフト開発
センター，NEP，ヴィジュアルフォークロア
『ケネディ家の人びと』
7. 3／18:45〜19:29
7. 5〜 8／19:00〜20:29
再 7.10，17／15:00〜17:59
ジョン・F・ケネディ大統領就任50周年特集ド
ラマ。父ジョセフの夢と野心を原動力に，息子ジ
ョンとロバートがアメリカの最高権力を目指して
波乱の人生を歩んでいく家族の物語。 7 月 3 日に
第 1 話目のみを先行放送し， 5 〜 8 日に 1 夜 2 話
ずつ放送。全 8 回。／ソフト開発センター，NEP
『高知発地域ドラマ カゲロウの羽』
3.25／12:00〜12:48
高知局の開局80周年を記念して企画された単発
ドラマ番組。高知県を流れる「仁淀川」を舞台に，
過去のつらい経験から心に殻ができ，恋愛や結婚
に一歩を踏み出せなくなった42歳の独身女性の心
の葛藤を，高知の美しい自然とともに描いた。／

像でヒット曲の数々を紹介，彼の足跡をたどっ
た。／エンターテインメント番組部，NEP
『きらり！えん旅』
／19:30〜19:59ほか
歌手やタレントなどが震災で傷ついた東北を旅
し，地元の「ふるさと自慢」に触れ東北の魅力を
再発見する。旅の終わりにミニライブなどの公演
を行い，東北の人たちを励ます。12年度の定時番
組化に向け，
11年度は特集番組として放送した。／
「コロッケ 宮城・登米市へ」（10.25），「加藤登
紀子 岩手・遠野市へ」
（10.27）
，「マギー司郎
福島・会津若松市へ」
（12.10），「東儀秀樹 福島・
白河市へ」
（12.17）
，「スペシャル グッチ裕三
岩手・宮古市 八代亜紀 宮城・亘理町」
（12.23），
「つのだ☆ひろ 宮城・大崎市へ」
（1.9），
「宇崎
竜童 山形・米沢市へ」
（1.25）
，「Mr.マリック
岩手・奥州市へ」（1.27），「松村邦洋 岩手・北
上市へ」（2.22）
，
「桂文珍 福島・猪苗代町へ」
（2.24），
「高橋ジョージ 岩手・大槌町へ」
（3.29）／
ナレーション：冨永みーな，ほか／衛星放送セン
ター，NPN
『きらり！東北の秋』
10.22〜30
東北の魅力をたっぷりと伝え，地域を応援した
BSPのスペシャルウイーク。 9 日間で，特集番組
などを一挙に35本，75時間にわたって放送。世界
遺産・中尊寺金色堂のガラスケースの中に初めて
最新機材を入れ，細密な美を余すところなく描い
た「平泉 よみがえる黄金都市」，瀬戸内寂聴さ
んが被災地などを回った「寂聴 青空説法」など
を放送。「東北の自然，文化の良さを改めて見直
した」と，大きな反響があった。放送やポスター
などでPRにも力を入れ，東北各地の観光地に客
を誘うことで被災地の支援を目指した。主な番組：
10.22／15:00〜18:00「世界から日本へ 音楽のメ
ッセージ」／19:00〜20:28「瀬戸内寂聴の東北青
空説法」／20:30〜21:58「平泉 よみがえる黄金
都 市 」，10.23／19:30〜20:59「 歌 が 結 ぶ 心 の 絆
歌おう明日へ！〜東日本大震災復興支援コンサー
ト 」，10.23〜27／7:45〜8:00ほ か「 毎 日 寂 聴
青空説法」
，10.24／21:30〜22:58「石川さゆり 東
北民謡との出会い旅」／23:00〜23:29「宿坊 コ
コロとカラダ満つる旅 東北路〜長谷川理恵」
，
10.25／20:00〜21:28「秋の魅力満載！ 東北ロー
カル鉄道の旅 前編」／21:30〜22:58「311 映
画監督62人が見つめた大震災」／23:00〜23:29
「宿坊 ココロとカラダ満つる旅 東北路〜高岡
早紀」
，10.26／20:00〜21:28「 秋 の 魅 力 満 載！

いのち
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インメント番組部，NEP
『佐野元春30周年アニバーサリー・ライブ・フ
ァイナル〜All Flowers In Time 東京』
8.24／22:00〜23:29
再12.14／ 0:55〜 2:24
10年にデビュー30周年を迎えた佐野元春が，自
身の集大成となる記念コンサートを 6 月19日に開
催した。10年から始まった佐野のコンサートツア
ーのドキュメントなども交えながら，ヒットソン
グの数々を放送した。／出演：佐野元春，ザ・ホ
ーボー・キング・バンド／エンターテインメント
番組部
『ザ・ヒットメーカー〜アイドル伝説 作詞家
千家和也』
9. 4／19:30〜20:59
再 9. 9／16:00〜17:29
再 1.28〜12:00〜13:29
70年代を彩ったアイドルに数々の名曲を提供し
た伝説の作詞家・千家和也。自らを語ることがほ
とんどなかった千家が，名作の創作秘話を明かす。
また，山口百恵の大ファンという鳥越俊太郎が，
千家が山口百恵に提供してきた衝撃的な詞の裏側
に鋭く切り込んだ。／エンターテインメント番組
部，NEP
『ザ・ヒットメーカー〜作曲家 都倉俊一』
12.25／19:30〜20:59
再 1. 2／17:30〜18:59
70年代，日本の歌謡史を語るうえで欠かせない
アイドルたちを育て上げ，数多くのヒット曲を送
り出した作曲家・都倉俊一。少年時代を海外で過
ごし，若くしてヒットメーカーとして華々しい活
躍をみせた都倉俊一の音楽人生を，時代ごとのヒ
ット曲とともに振り返った。／エンターテインメ
ント番組部，NEP
『沢田研二LIVE2011〜2012〜ツアー・ファイ
ナル 日本武道館〜瞳みのる・森本太郎・岸部
一徳をむかえて〜ザ・タイガースを歌う』
3.23／22:00〜23:29
71年に解散した ザ・タイガース 。GSブーム
のNo.1バンドとして絶大な人気を誇ったメンバー
の沢田研二・瞳みのる・岸部一徳・森本太郎・岸
部四郎が，解散と同じ日の 1 月24日に，場所も同
じ日本武道館で，41年ぶりのライブ・ツアーの最
終公演を行った。ツアーの開始に向けてメンバー
に密着したドキュメントを織り交ぜた構成で，還
暦を過ぎた男たちの紆余曲折を経ながらも現在に
至る友情を描いた。／エンターテインメント番組
部

脚本：大山淳子／出演：あらいすみれ，石橋蓮司，
角替和枝，荒川良々ほか／高知局
『コズミックフロント ジュニアスペシャル〜宇
宙の謎にチャレンジ 発進！ギャラクシー号』
9.17／19:00〜20:29
私たちの想像を超えた発見が続く大宇宙の姿を
驚きの実写とダイナミックなCGで体感。さらに，
さまざまな宇宙の神秘を親子で楽しめるクイズ形
式で面白く楽しく紹介するサイエンス・エンター
テインメント番組。／司会：山本耕史，神田愛花
アナ／解答者：濱田龍臣，ユージ，ピエール瀧，
あびる優，アンガールズ／解説：渡部潤一（国立
天文台教授）／科学・環境番組部，NED
『コズミックフロント プロローグ〜宇宙は謎に
満ちている』
4. 3／21:00〜21:45
再 4.17／15:30〜16:15
再 5. 1／16:00〜16:45
BSP開局に伴い始まる新番組『コズミック フ
ロント』のプロローグとして，人類を魅了してや
まない宇宙の謎，この空の果て，ETなどを取り
上げ，その研究最前線を紹介した。／科学・環境
番組部
『こだわり男とマルサの女』
「宮本信子 天才との日々」 2.23／22:00〜23:00
「伊丹十三「お葬式」への道」
2.24／22:00〜22:59
「マルサの女」などで日本映画界をけん引，没
後15年を迎える天才映画監督・伊丹十三の創造の
秘密に迫った 2 本シリーズ。第 1 夜は妻で女優の
宮本信子の目線で，湯河原の自宅を舞台にその暮
らしをドキュメンタリードラマで再現。 2 人で築
き上げた波乱万丈の創造的人生を見つめた。第 2
夜は，伊丹が遺したものや伊丹と交流のあったさ
まざまなジャンルのプロフェッショナルたちの証
言を基に，伊丹十三が追い求めた世界を探るドキ
ュメンタリー。／出演：（ドラマ）宮本信子，平
岳大，近衛はな，ほか，
（ドキュメンタリー）津
川雅彦，周防正行ほか／衛星放送センター，NEP
『小林賢太郎テレビ 3 〜ポツネンと日本語』
8.24／23:30〜 0:29
再11.21／ 0:30〜 1:29
笑いの世界のカリスマ，ラーメンズの小林賢太
郎のテレビ企画第 3 弾。今回は「日本語」をテー
マに，新作コントに加え，教育学者の斎藤孝やヒ
ップホップシンガーのKREVAとの鼎談などを交
えて構成。希代の言葉の使い手として知られる小
林ならではの世界観で送る 1 時間。／エンターテ
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『シアター・コレクション』

『昭和の歌人たち〜作詞家

星野哲郎』
2.26／19:30〜20:59
昭和の名曲を世に送り出した作詞家，作曲家を
取り上げるシリーズ。今回は人生の応援歌から演
歌まで，日本人の機微を巧みに描いた作詞家・星
野哲郎の人生と作品を扱った。／司会：由紀さお
り，葛西聖司／出演：北島三郎，水前寺清子，都
はるみ，鳥羽一郎ほか／エンターテインメント番
組部，NEP
りょう
『昭和のヒットメーカーたち〜百花 繚 乱！時代
を彩った歌謡曲』
4.29／19:30〜21:58
再 5.21／14:00〜16:28
歌謡曲の黄金時代といわれる昭和30年代から50
年代にかけて，ヒット曲と時代背景がどう関わっ
てきたかを，作詞家・作曲家・歌手・プロデュー
サーたちの証言と，NHKの貴重なアーカイブス
映像で多角的に解説。昭和の日の特集にふさわし
く，
「歌謡曲」という切り口で時代を振り返っ
た。／エンターテインメント番組部，NEP
『書は呼吸する』
1. 3／ 7:30〜 8:59
「臨書」は達人の書を正確にまねる書の練習
法。書家・石川九楊は「練習の域を越え，作者の
生き方が浮かぶ」という。明治の政治家・大久保
利通，ぐいぐい筆をねじ込む力強い書は当時の流
行。西郷隆盛に通じる。だが正確にまねていくと，
力強さの直後に繊細な筆運びが浮かび上がる！
墨を付け直したのか否か？ 石川が書を細かく検
証し「なぜ大久保は書の途中で繊細になったか」
筆跡を見極めようとする。良寛の書，宮沢賢治の
鉛筆筆跡にも石川が挑む。／語り：中嶋朋子／衛
星放送センター，NED，CNインターボイス
『シリーズ「国境」』
「南米LOVERS ON BORDER」
1.12／23:30〜 0:59
「インド足跡を読む術」
3.20／15:10〜16:39
海外の実力派ドキュメンタリー監督と国際共同
制作するシリーズ「国境」
。第 1 弾はアルゼンチ
ン人監督。200年前に半ば 人工的 に引いた国
境の異なる 3 地点をドキュメントする。国境を越
えスケボー青年に恋する少女，国境の水源を守る
ため鉱山開発に抗議する女性，先住民の誇りを取
り戻したい老いた男が，国境の川をさまよい歩く
物語。第 2 弾はインド人監督。パキスタンとの国
境の砂漠で足跡を読む術を持つ男を描く。ラクダ
や迷子を探すため伝承した「術」。砂に残る足跡
から荷物や健康状態を見抜き行方を探す専門家。

12.19／23:00〜 1:26
12.20／23:00〜 2:45
12.21／23:00〜 2:00
日本を代表する演出家，俳優による演劇の名作
を 3 夜連続で放送した。第 1 夜は人気若手劇団
D−BOYSの「ヴェニスの商人」。第 2 夜は蜷川幸
雄演出，蒼井優など人気俳優が出演した「オセロ
ー」
。第 3 夜は宮田慶子演出，大地真央，今井翼
主演の「カブリエル・シャネル」
。／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『若冲ミラクルワールド』
4.25〜27／21:00〜22:29
4.28／20:00〜21:29
再 5.15／12:00〜17:59
再 1.14〜15／13:00〜15:59
「第 1 回 色と光の魔術師 奇跡の黄金の秘
密」
「第 2 回 命のクリエイター 超細密画の謎」
「第 3 回 千年先を見つめた絵師 ボーダレス
JAKUCHU」
「第 4 回 黒の革命 水墨画の挑戦者」
近年，幅広い世代から注目を集めている日本の
絵師・伊藤若冲。江戸時代中期，京都で活躍。華
麗な極彩色と究極の細密描写で，日本美術史上唯
一無二の存在感を放つ。皇室の名宝にして若冲の
代表作を，宮内庁から全て撮影することが許され
たのをきっかけに，スーパーハイビジョンや，ウ
ルトラマクロレンズなど最先端の映像機器も使
い，その驚異のテクニックを詳細に分析した。案
内したのはナビゲーター初挑戦，嵐のリーダー・
大野智さん。ハイテクを駆使して，若冲の魅力を
あらゆる角度から徹底的に探った決定版。 4 回シ
リーズ。／語り：中谷美紀／衛星放送センター，
NED
『昭和の歌人たち〜作詞家 阿久悠』
1.29／19:30〜20:59
再 2.11／15:00〜16:29
昭和の名曲を世に送り出した作詞家，作曲家を
取り上げるシリーズで，JASRAC（日本音楽著作
権協会）主催の音楽イベントを中継収録して放
送。今回は，ポップスから演歌，アイドル歌謡ま
で，幅広くヒット曲を生んだ作詞家・阿久悠の人
生と作品を取り上げた。／司会：由紀さおり，葛
西聖司／出演：石川さゆり，五木ひろし，岩崎宏
美，山本リンダ，都倉俊一ほか／エンターテイン
メント番組部，NEP
うた びと
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テロリストか市民か，足跡から見分けることに
…。／語り：斉藤茂一／衛星放送センター
『シリーズ 辛亥革命100年』
11.21〜23／22:00〜23:29
再12.11／13:30〜17:59
「第 1 回 孫文 革命を支えた日本人」
辛亥革命から100年。孫文を支えた多くの日本
人が注目されている。宮崎滔天や梅屋庄吉などの
民間人だけでなく，秋山真之，宇都宮太郎ら軍人
の秘密工作に新資料で迫る。／ソフト開発センタ
ー，NEP，テムジン
「第 2 回 ラストエンペラー 真実の溥儀」
辛亥革命で皇帝の座を追われた溥儀は，日本と
手を結び満州国の皇帝となる。これを支えた工藤
忠の録音テープなど新資料を基にラストエンペラ
ー，溥儀の真実に迫る。／ソフト開発センター，
NED，アジアンコンプレックス
「第 3 回 蒋介石 秘められた対日戦略」
辛亥革命に身を投じ，孫文の後を継いだ蒋介石。
その日記が公開された。そこには日本への愛憎半
ばする感情が記されていた。蒋介石日記を軸に日
中戦争への道を描く。／ソフト開発センター，
NEP，イングスインターナショナル
『シリーズ東京モダン〜ふたつの愛 渋谷 巣
鴨』
2.25／14:00〜15:39
海外実力派ドキュメンタリー監督と国際共同制
作するシリーズ「東京モダン」 6 作目。中国人監
督・陳為軍の目で見た現代ニッポン人。陳が「中
国の親なら絶対に許さない」と驚いた渋谷の若者
の自由な姿。
「一方で年配者はどう思うのか」と
訪ねた巣鴨。 2 つの街で出会った若者と高齢者，
彼らが大切にする「愛」の密着取材。08年暮れ撮
影， 2 年をかけて編集。／衛星放送センター
『震災から 1 年 “明日へ” コンサート〜須賀川』
3.10／16:00〜18:00
再 3.22／22:00〜23:29
東日本大震災から 1 年，懸命に復旧復興に取り
組む人々や応援する日本全国に向けて，福島県須
賀川市から送るコンサート。地元出身の俳優・西
田敏行や歌手・北島三郎をはじめとする 7 人のゲ
ストに加えて，地元の小・中学生や大学生の合唱
団も参加，仙台のオーケストラの演奏する豊かな
音楽をバックに名曲を歌って，復興へのエールを
送った。／司会：小田切千アナ／衛星放送センタ
ー，エンターテインメント番組部，NEP
『新的中国人シリーズ上海三景』
「上海シティボーイの憂鬱」
NHK年鑑 12

1. 7／15:00〜16:50
「十代の戦場」
1. 8／15:00〜16:24
「ママよ，私がママよ」
1. 9／15:00〜16:38
NHKと中国人監督が開発したシリーズ『新的
中国人』の第 3 シリーズは上海の 2 人組ディレク
ター・郭静と柯丁丁が21世紀の上海を舞台に取材
した 3 つのドキュメンタリーを英国BBCなどと
国際共同制作でシリーズ化。中国人独自の表現で
中国社会を見つめる。／「上海シティボーイの憂
鬱」第 1 シリーズ（2007.4）の再放送。上海モー
レツ社員と恋人の密着記録／「十代の戦場」過酷
な進学競争で市内トップを走る学校の学級ドキュ
メント。
「勝つことがすべて」という価値観にな
じめぬ10代の苦悩。性の知識に出遅れて焦る女の
子，大人の態度に疑念を抱き失望する学級委員。
10代特有の悩みに教師も親も顧みない。
「良い成
績を！」という号令にかき消される 3 人の声を追
う／「ママよ，私がママよ」エリート夫婦の妊娠
と子育て。デキチャッタ婚の若い 2 人は海外留学
から帰国して結婚。伝統にのっとって妊娠期間を
母と暮らすが，世代の価値観の違いから心に苦痛
が！ 子どもが生まれることを素直に喜べないエ
リート女性の心のひだ／語り：杉本るみ／衛星放
送センター
『世界一番紀行』
12.29〜30／19:00〜20:29
1. 4〜 5／21:00〜22:29
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』。11年度は，「世界で一番大きなパレード
（ブラジル）
」「世界で一番の大家族の島（コロン
ビア）
」
「世界で一番大きな棚田（中国）」「世界一
のツリーハウスの森（インドネシア）」を訪ね
た。／出演：大高洋夫ほか／衛星放送センター，
文化・福祉番組部，NED
『世界初・生中継特番 宇宙の渚に立つ』
9.18／17:00〜18:00，19:30〜21:00
国際宇宙ステーションにNHKが開発した宇宙
用超高感度ハイビジョンカメラを持ち込み，古川
聡宇宙飛行士が，高度400キロの 宇宙の渚 か
ら生中継。世界で初めて宇宙から撮影された鮮明
なオーロラや大気光，地上の夜景，宇宙の日の出
など，夜の地球の絶景の数々を伝えた。／司会：
香取慎吾，有働由美子アナ／ゲスト：仲間由紀恵，
カンニング竹山，武田双雲，毛利衛，渡部潤一，
菊池崇／科学・環境番組部，大型企画開発センタ
ー，社会番組部，エンターテインメント番組部
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『ソフィア・ローレン

母の愛』
1.26〜27／13:00〜14:47
イタリアを代表するアカデミー賞女優ソフィ
ア・ローレンが自分の母親役を熱演するローレン
一家の波乱万丈の物語。原作はソフィアの妹マリ
ーアの自叙伝。HVで11.1.4〜5に放送。／ソフト
開発センター，NEP
『第12回 地域伝統芸能まつり』
3.22／ 9:15〜12:45
日本各地に脈々と受け継がれてきた芸能を保
存・伝承し，地域の活性化を図り，日本文化を見
つめ直す目的で行われているイベント「地域伝統
芸能まつり」をNHKホールからの中継収録で紹
介。／司会：竹下景子，水谷彰宏アナ／エンター
テインメント番組部，NEP
『第84回アカデミー賞授賞式のすべて』
（第 1 ・ 2 部） 3.14／22:00〜 0:29
再 3.16／23:45〜 1:27
2 月26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。授賞式の総集編につい
ては 3 月16日に再放送した。／ソフト開発センタ
ー，NEP
『大発見史〜疾走する進化論』
9.30／21:00〜21:59
再10. 2／12:00〜12:59
偉大な発見は，あらゆる分野に広がり，現代社
会や思想に広く影響を及ぼす。発見を一本の系統
樹に例え，ダイナミックな変遷を追う，新感覚の
知的エンターテインメント！ 今回のテーマは進
化論。生物の種は，
原始的生物から枝分かれした
という学説は，生物学にとどまらず，その後の政
治・文化の一大源流になり，マルクスやフロイト
らに強い影響を与えた。現代でも，新幹線やバイ
オ燃料などの科学技術に結実するなど，その知ら
れざる歴史をひもといた。／出演：松尾スズキほ
か／文化・福祉番組部
『ダークエイジ・ロマン 大聖堂』
8. 8〜11／22:00〜23:48ほか
再 1.23〜28／ 1:00〜 1:54ほか
ケン・フォレット原作のベストセラー小説『大
聖堂』をリドリー・スコットの制作総指揮で映像
化。12世紀のイングランドを舞台に数十年にわた
る大聖堂建築という果てしなき夢の行方を軸に，
政治権力を巡る権謀術数，熱く複雑に絡まる男女
のロマンスを描く。HVで11.2.5〜3.26に放送。／
ソフト開発センター，NEP

『たけしアート☆ビート大博覧会』
12.29／21:00〜23:58
『たけしアート☆ビート』の特別編。海外での
ビートたけしの新撮映像や未公開映像をはじめ，
この 1 年にたけしが出会った珠玉のアーティスト
たちとその作品を一挙公開する 3 時間スペシャ
ル。／エンターテインメント番組部，NEP
『談志落語をたっぷりと〜テレビ 新・話の泉』
1. 3／ 9:00〜11:58
11年11月に亡くなった立川談志のNHK最後の
レギュラー番組，ラジオ『新・話の泉』のレギュ
ラー陣が集い，談志さんの芸と落語について語り
ながら，落語をたっぷりと紹介した。／演目：
「や
かん」（01年放送）
，「明烏」
（78年），
「へっつい幽
霊」
（87年）など／司会：渡邊あゆみアナ／出演：
嵐山光三郎，松尾貴史，毒蝮三太夫，山藤章二，
山本容子／エンターテインメント番組部，NEP
『長江 天と地の大紀行』
10.3〜 5／19:30〜20:59
再12.26〜28／19:00〜20:29
悠久の大河6,300kmの長江を旅して21世紀の超
大国・中国の今を見る大紀行。全 3 回シリーズ。
旅人は俳優の阿部力。15分のミニ番組も 5 本制
作。／ソフト開発センター，ホームルーム
『東京JAZZ2011』
10.15／14:00〜18:30
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。11年10回目を迎え 9 月に
開催された。国内外から一流のアーティストが集
結した 3 日間のジャズ・イベントを凝縮して放送
した。／出演：カウント・ベイシー・オーケスト
ラ，ミシェル・ルグラン・トリオ，ケニー・バロ
ン，セルジオ・メンデス，リー・リトナー，上原
ひろみ，寺井尚子，日野皓正ほか／語り：住吉美
紀アナ／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ドキュメンタリードラマ』
「ヨメとダンナの493日〜おもろい夫婦の が
んフーフー日記 」
3. 4／22:00〜23:29
結婚，出産，そして，がん…。妻の最期の日々
を夫婦がつづったブログ「がんフーフー日記」
。
どんなに悲しくても辛くても，笑いを忘れず，懸
命に生きた若い夫婦の愛の物語。／ソフト開発セ
ンター，葵プロモーション
「似顔絵捜査官001号」
3.11／22:00〜23:29
「似顔絵捜査」
，モンタージュ全盛の時代に型
破りな行動力で警察組織を動かした鑑識官とその
妻の物語。証言とドラマで描く。／出演：カンニ
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ング竹山，堀内敬子，きたろう，ほか／ソフト開
発センター，クリエイティブ・ネクサス
「離婚式〜人前でサヨナラを誓う夫婦たち」
3.18／22:00〜23:29
結婚式ならぬ「離婚式」
。今，結婚生活解消に
あたって，人前で堂々と宣言する夫婦が増えてい
る。なぜ「離婚式」なのか？ 離婚夫婦の心の機
微をドラマとドキュメントで描く。／ソフト開発
センター，NEXTEP
「優雅な生活が最高の復讐である」
3.25／22:00〜23:29
数々の名曲を残し，55歳で肺がんで亡くなった
作詞家の安井かずみ。夫・加藤和彦との闘病生活
をつづった日記をドラマ化する。闘病中も優雅な
生活を貫いた究極の愛の物語。／ソフト開発セン
ター，NEP
『ドキュメンタリー熱インド』
「女たちの評議団」
2. 5／15:00〜16:29
3.29／ 1:00〜 2:29
「食の曼荼羅」
NHKとインド人映像作家との国際共同制作。
インド人だからこそ表現できる社会や生活の内側
に迫るシリーズ。
「女たちの評議団」は家庭内暴
力を訴えても無視されがちな女性たちのために立
ち上がったイスラムの女性たちの組織を女性監督
ディーパ・ダンラジが 3 年間密着取材したドキュ
メンタリー。「食の曼荼羅」はインド13の地域の
食卓をひたすら見つめ「人がモノを食べる」時
の，実にさまざまな感情を浮かび上がらせた映像
詩。肉，魚，血，茶，パン，インドの色彩豊かな
食材が登場。監督は詩人ニロトパル・マジュムダ
ル。／語り：斉藤茂一／声の出演：杉本るみ，ほ
か／衛星放送センター
『特集 見るべきテレビが、ある。』
6. 4／12:00〜12:30，14:30〜15:00ほか
6. 5／12:00〜12:30，16:00〜16:15ほか
『たけしアート☆ビート』
『体感！グレートネ
イチャー』
『ショータイム』などの特別編や，『ら
いじんぐ産』
『Amazing Voice』などのセレクシ
ョン番組の間に，松平健と栗山千明がアンティー
クショップの主人とお客の設定で登場するナビゲ
ーション番組を放送。 7 つのジャンルの番組をコ
ンパクトに紹介しながら，視聴者にぴったりの番
組を勧めた。／衛星放送センター，NEP
『泣いた！笑った！こころ歌』
3.24，31／12:00〜12:59
演歌界を代表する歌手・北島三郎と五木ひろし
を取り上げ，デビューまでの道のりから，ヒット
曲を得るまでの苦労，トップ歌手となるまでの隠
NHK年鑑 12

れたエピソードなどを紹介する番組。名曲の熱唱
とともに本人のインタビューや関係者の証言など
を交えて構成した。／衛星放送センター，NEP
『ナノ・レボリューション』
1. 1〜 3／23:00〜 0:13
再 1.22／13:00〜14:13
ナノテクノロジーは， 1 ミリの100万分の 1 と
いう超微小世界で，原子や分子を自在に操作する
注目の技術。80年代に研究が始まり，殺菌機能の
あるマスク，掃除しなくても汚れを分解してくれ
るコーティング剤など，これまでになかった特長
をもつ製品を生み出してきた。その市場規模は世
界で 1 兆ドルを超えるともいわれ，各国の開発競
争が激化している。番組では，町のセキュリティ
ーや新型コンピューターなど，私たちの暮らしと
密接に関わるナノテクの最前線や，病気の発見・
治療など医療分野で期待される研究，さらにエネ
ルギーや水・土壌の汚染など地球が抱える問題へ
の取り組みを， 3 回シリーズで紹介。シミュレー
ションドラマやCGを駆使して，ナノテクがもた
らす未来を浮き彫りにした。／国際共同制作：
NHK，CBC，ARTE，DOCSIDE／ソフト開発セ
ンター，NEP
『春のBS 渋谷で会いまショー』
BSP
3.25／13:00〜14:13
再 4. 1／ 0:00〜 1:13
BS1
3.25／23:00〜23:48
BSPの開局から 1 年，新しいBS番組の魅力を，
NHKのホームグラウンドである渋谷周辺をロン
ドンバスで移動しながら紹介する番組。見どころ
は，渋谷探索の途中で出会う新BSを支える出演
者たちとの楽しいトーク。
「新感覚スポーツ番組」
「美力アップ」「キッズ・アニメ」「本格ドラマ」
など，独自取材を加えながら紹介した。／司会：
山口智充，中村慶子アナ／衛星放送センター，広
報局，NSC
『ピーター・フォークさんをしのんで 刑事コロ
ンボ』
7. 4〜 6／22:00〜23:35ほか
日本では72年にNHKで放送開始し，人気を呼
んだアメリカドラマ『刑事コロンボ』
。11年 6 月
に逝去した主演俳優ピーター・フォーク氏を偲ん
で，選 りすぐりの 3 作品「二枚のドガの絵」
「別
れのワイン」「パイルD−3の壁」を放送。／ソフ
ト開発センター，NEP
『福岡発地域ドラマ オヤジバトル！』
BSP
2.11／16:30〜17:43
G
3.17／ 0:15〜 1:28
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『放送直前スペシャル「シークレット・ガーデ
ン」秘密の扉』
3.29／23:00〜23:44
12年度に放送する新韓国ドラマ『シークレッ
ト・ガーデン』のスタートにさきがけ，主演キャ
ストを招いてドラマの見どころを紹介する番組を
放送。／出演：ハ・ジゥオン，ユン・サンヒョン
ほか／ソフト開発センター，NEP
『北欧スペシャル』
7.23〜31
7 月末の 1 週間， 北欧 をテーマに大型の紀
行番組や家族で楽しめる番組など80時間以上にわ
たり圧倒的なボリュームで集中編成した。
『ぐる
っと北欧5000キロ』『さあ ムーミン谷へ行こ
う！』『北欧から世界へ〜ABBA 時代が求めた
ハーモニー』など，30〜40代の視聴者層にも広が
り高視聴率を記録した。プロモーションについて
も積極的に展開した。イメージキャラクターにフ
ィンランドの元フィギュアスケート選手，キーラ・
コルピさんを起用，BSPの存在感を示し幅広い視
聴者層獲得に貢献した。／衛星放送センター
『北海道発スペシャルドラマ〜大地のファンファ
ーレ』
BSP （前・後編）2.25／19:00〜20:26
G
3.13，20／22:00〜22:43
札幌局が 5 年ぶりに制作したドラマ。いまや帯
広にだけ残る北海道開拓の象徴・ばんえい競馬を
舞台に，若い騎手の挫折と成長を先輩騎手や調教
師ら周囲との絆の中に描き，逆境の中でも何度も
立ち上がることの大切さ，勇気と希望を伝えた。／
作：山本むつみ／音楽：村松崇継，演奏：札幌交
響楽団／出演：高良健吾，寺脇康文，蓮佛美沙子，
杉本哲太，柄本佑，赤木春恵ほか／札幌局
『マイライフ・マイソング〜坂本冬美』
11.27／19:30〜20:59
再12.24／17:15〜18:44
再 1. 7／12:00〜13:29
演歌の枠を越え，幅広いファン層に人気の歌姫・
坂本冬美。演歌界のホープとして躍進してきたが，
期待される重圧や体調不良などから歌手休業の挫
折を味わう。しかし，苦しみながらも見事に復活
する様は，同世代の女性からも多くの共感を呼び，
やがて「また君に恋してる」が音楽配信チャート
1 位を記録。坂本冬美の成長の軌跡を貴重な資料
や映像を交えて紹介する。／エンターテインメン
ト番組部，NEP
『港町相撲ボーイズ〜富山発スペシャルドラマ』
BSP
1.28／16:30〜17:43

主人公・敏之は元バンドマン。若いころ，成功
することを夢みて上京したが厳しい現実と直面。
希望を失い故郷の北九州・若松へと帰ってきた。
かつての恋人・靖子と再会した敏之は，リサイク
ル工場での仕事を見つけ，靖子の娘うららと 3 人
で人生の再スタートを決意する。しかし，その結
婚式で高校時代のバンドリーダー・ゴンゾー先輩
にバンドの再結成を迫られる。勢いで平均年齢40
歳以上のバンドコンテスト「熱血！オヤジバト
ル」を目指すことに。かつてのメンバーたちは皆
中年ならではの悩みを抱えていた。強い友情でお
互いに助け合いながら，コンテストに向け練習を
重ねていく。そんな中，敏之に重大な事件が起こ
る…。夢を見失ったオヤジたちへ送る青春オヤジ
ストーリー。／作：羽原大介／出演：筧利夫，飯
島直子，今井雅之ほか／福岡局
『福山雅治 ホットスポット 最後の楽園〜第一
夜・第二夜』
1. 2〜 3／19:00〜22:58
6 本シリーズの『NHKスペシャル〜ホットス
ポット 最後の楽園』を一挙アンコール放送。ス
タジオでは福山雅治が知られざる旅のエピソード
や撮影秘話など，旅を通じて熟成された新たな自
然観や命への思いをじっくりと語るとともに，生
物学者と「進化」「命」
「オスとメス」といったシ
リーズの本質に迫るキーワードを巡って楽しくも
白熱した議論を繰り広げた。／案内人：福山雅治，
有働由美子アナ／語り：守本奈実アナ／出演：五
箇公一（国立環境研究所）／科学・環境番組部，
NEP
『邦画を彩った女優たち』
4.18〜21／20:00〜20:59
再 5. 7／14:00〜17:59
11.21〜24／21:00〜21:59
再12.11／11:30〜13:29
再12.25〜26／12:00〜12:59
銀幕を飾った日本人名女優の素顔に，監督やカ
メラマン，共演者，付き人などの証言を通して迫
ったドキュメンタリーシリーズ。前期は，夏目雅
子，高峰秀子，岸惠子，桃井かおり。第 1 回の夏
目雅子は，テレビCMで鮮烈にデビュー，スター
の座を駆け上がり，27歳，突然の病で亡くなった。
出世作「鬼龍院花子の生涯」の有名なセリフ「な
めたらいかんぜよ」はどのように生まれたかな
ど，飾らない人柄といちずな仕事ぶり，時には鬼
気迫る執念を描いた。後期に紹介したのは，大原
麗子，若尾文子，太地喜和子，倍賞千恵子。／衛
星放送センター，NEP
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里山は人と生きものが共生する美しい空間。千
葉県鴨川市大山千枚田のクラブハウスにゲストが
集い，全国で撮り貯めた映像と共に，里山の価値
や魅力を紹介。視聴者にも記録に残したい身近な
里山を公募した。／司会：永井伸一アナ，財前直
見／出演：今森光彦，三倉茉奈・佳奈，鷲谷いづ
み，野崎洋光ほか／科学・環境番組部，NEP
『名探偵ポワロ』
2. 6〜 9／22:00〜23:30
アガサ・クリスティーが生んだ探偵エルキュー
ル・ポワロの人気ドラマ第12シーズン。「三幕の
殺人」
「複数の時計」
「ハロウィーン・パーティー」
「オリエント急行の殺人」の全 4 回を放送。／ソ
フト開発センター
『ものまね芸人大集合！〜元気と笑いを届けた
い』
7.24／19:30〜20:59
再 8.13／17:00〜18:29
再10.23／16:30〜17:59
ものまね界の大スター・コロッケが東日本大震
災のために芸人仲間を集めて行ったチャリティー
イベントのもようを中継収録。／出演：コロッケ，
清水アキラ，栗田貫一，岩本恭省，布施辰徳，山
寺宏一，神奈月，イジリー岡田，松村邦洋，ノブ
&フッキー，コージー冨田，原口あきまさ，ホリ，
葉月パル，トニーヒロタ，ツートン青木／エンタ
ーテインメント番組部，NEP
『山田洋次監督が選んだ日本の名作〜映画は家族
をどう描いてきたか』
4. 3／22:00〜23:59
日本を代表する映画監督の一人，山田洋次監督
が邦画の名作100本を選出した。監督独自の視点
で，家族を描いた名作を50作品と喜劇の名作を50
作品を選び，11年度は家族を描いた名作を 1 年か
けて放送。その事前番組としてスタジオに山田監
督を呼び，家族を描いた映画50作品に込めた監督
の思いを聞く。／ゲスト：香川京子ほか／VTR
出演：大林宣彦監督／司会：山本晋也，小野文惠
アナ／ソフト開発センター，NEP
『山田洋次監督が選んだ日本の名作〜家族編・後
半の見どころ』
9.25／22:00〜23:14
山田洋次監督が「家族」をテーマに選出した50
作品のうち半分を放送した時点で，山田監督をス
タジオに招き，番組に寄せられたさまざまな視聴
者の声や映画への思いを紹介しながら，後半に登
場する映画の見どころを紹介した。／ゲスト：岩
下志麻／司会：山本晋也，小野文惠アナ／ソフト

G
3.20／ 8:20〜 9:33
富山県高岡市の伏木が舞台。そこで20年以上前
から実際に行われている「伏木場所大相撲」とい
う町人たちの相撲大会をモデルに制作した。小さ
な鉄工場を守ってきた還暦過ぎの父と，そんな父
に反発し，東京に出たものの挫折して戻ってきた
息子が，
相撲を通し裸になってぶつかり合う中で，
互いの人生を見つめ直し，新たな旅立ちを決意す
る 物 語。 ／ 作： 宮 村 優 子 ／ 音 楽：BANANA
／出演：林隆三，加藤虎ノ介，酒井若菜ほか／富
山局
『三波春夫〜歌芸一筋に生きた道』
8.28／19:30〜20:59
再 9.23／16:00〜17:29
国民的歌手・三波春夫が没して早10年。笑顔で
高らかに歌うその姿は日本中に元気を与えた。16
歳で浪曲家デビューを果たすも，戦争に駆り出さ
れ， 4 年ものシベリア抑留生活を強いられた。戦
友や遺族の証言を交えて三波春夫の生涯を描い
た。／エンターテインメント番組部，NEP
『宮沢賢治の音楽会〜3.11との協奏曲』
10.29／21:00〜22:58
再11.19／14:00〜15:58
再 1. 2／15:30〜17:28
宮沢賢治は生涯に20曲余りの歌を残している。
生前，自らの文学的世界観の底流に音楽が流れて
いると語っていた賢治。そんな賢治にインスパイ
アされ，
曲を作るアーティストや音楽家も数多い。
宮沢賢治を敬愛する現代のミュージシャンやアー
ティスト，音楽家たちが集い，賢治が作った曲の
数々を歌い，
演奏。彼らの演奏に耳を傾けながら，
音楽を切り口に賢治の世界を堪能した。／エンタ
ーテインメント番組部，NED
『魅力再発見！ニッポンの里山100大全集』
3.24／13:00〜17:00
視聴者から公募した里山情報を生かしながら，
研究者や専門家の意見も参考にして，全国から
100か所の里山を選び出し，視聴者から送られた
映像も交えて紹介。里山のスタイルの多様性や共
生の知恵の豊富さ，暮らしや産物の豊かさなど，
里山の魅力を改めて描き出した。／司会：黒谷友
香，伊藤雄彦アナ／出演：今森光彦，鷲谷いづみ，
アーサー・ビナード，宮崎美子，野口健，島谷ひ
とみ，ダニエル・カール，柳生真吾ほか／科学・
環境番組部，NEP
『みんなで探そう！ニッポンの里山』
5.28／17:30〜18:45，19:00〜20:29
再 7. 2，8.15／15:00〜17:44
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ター，NEP
『渡辺謙 アメリカを行く〜 “9.11テロ” に立
ち向かった日系人』
BSP
7.19〜20／19:00〜19:57
再 9.11／14:30〜15:27，15:30〜16:27
G
8.15／19:30〜20:43
再 9.10／ 1:15〜 2:28
ハリウッドで活躍する俳優・渡辺謙が，9.11テ
ロと太平洋戦争， 2 つの歴史的事件を結ぶ物語を
たどり，ニューヨークやロサンゼルスなどアメリ
カ各地を旅する紀行ドキュメンタリー番組の前・
後編。主人公は，テロ発生当時の運輸長官だった
日系二世ノーマン・ミネタ氏。イスラム系アラブ
系への差別が渦巻く中で，
「民主主義と正義」を
貫き，飛行機の乗客への人種差別的行為を拒否し
た。それは，戦争中の強制収容体験によるものだ
った。後編ではノーマン・ミネタ氏の戦後の人生
をたどった。また，渡辺謙は厳冬の日系人強制収
容所跡地を再訪するなどして，さまざまな日系人
の物語を集めた。偏見や差別を越え，正義を貫く
とはどういうことなのかを考えたドキュメン
ト。／文化・福祉番組部

開発センター，NEP
『山村浩二スペシャルアワー』
3.27／ 0:30〜 2:40
0:30〜1:27は『たけしアート☆ビート 山村浩
二』を再放送。その後，アニメーション「頭山」
以降の山村作品の変遷をたどりながら，最新作
「マイブリッジの糸」本編を放送。さらに，作品
にちりばめられた物語の謎や超絶の山村アニメー
ションの技巧を分かりやすく解説するコーナーを
交え，その魅力を紹介。／ソフト開発センター，
NEP
『よみがえる大河ドラマ〜デジタルリマスター版
初期10作』
4. 9／15:00〜17:40
4.16，23／14:30〜18:00
4.30／13:45〜18:00
『大河ドラマ』50作を機に，第 1 作「花の生
涯」（1963）から第10作「新・平家物語」（1972）
までの初期の10作品について，残されている貴重
な映像をハリウッドの最新技術を用いてデジタル
リマスター（映像修復）
。幻の大河初期作品が鮮
やかによみがえった。番組では，大河ドラマ黎明
期の知られざるエピソードや，スペシャルゲスト
が語る大河ドラマの魅力とともに，デジタルリマ
スターで美しくよみがえった各作品を 4 回にわた
って放送。『大河ドラマ』50作を記念する 完全
永久保存版 。／司会：石井正則／出演：石坂浩二，
山本晋也，中井貴一，栗原小巻，富司純子，平幹
二朗，仲代達矢，松山ケンイチほか／ドラマ番組
部，NEP
『よみがえる美空ひばり』
6.26／16:00〜17:59，18:45〜20:59
2 部構成で 4 時間超の大型企画。第 1 部は10年
に放送した『美空ひばり〜遺した言葉たち』に新
撮部分をつけて放送，日記や手紙など，ひばりが
残した言葉の数々を紹介。第 2 部は「挑戦と復
活」と題し，歌謡界や映画界への進出，演歌にと
どまらない幅広い音楽性などを紹介，大病を克服
しての最後の復活など，自分の殻を破り続けたキ
ャリアを振り返る歌謡ドキュメンタリーとして制
作した。／エンターテインメント番組部，NEP
『わが心の友 愛犬デヴォン』
11. 2／22:00〜23:16
犬好きの作家とボーダーコリーの友情を描くハ
ートウォーミングドラマ。主演はアカデミー賞受
賞俳優ジェフ・ブリッジス，日本語吹き替えは俳
優・大杉漣。11月 1 日の「犬の日」にちなんで，
犬が登場する映画と共に放送。／ソフト開発セン
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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11か所で公開放送を行った。特に， 8 月28日
には，震災復興支援イベントの一環として，茨城
県大洗町から実施した。／司会：鎌田正幸アナ，
坪郷佳英子
『映画音楽パラダイス』 新
金 21:30〜21:55
第 1 回11.4.1，最終回12.3.30／映画のサウンド
トラックや映画の中で使われた音楽を，毎回さま
ざまなテーマでくくって紹介。年度後半はアンコ
ール放送とした。／司会：棚橋志乃／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『エレうた！』 新
土（最終） 22:15〜23:00
第 1 回11.4.30／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。番組テー
マ曲や番組マスコット・キャラクターも聴取者か
ら募集し，採用した。／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）
，花澤
香菜（声優）／ラジオセンター，NEP
『岡田惠和 今宵、ロックバーで〜ドラマな人々
の音楽談義』 新
R1 月（最終週を除く） 21:05〜21:55
FM 土（最終週を除く）
1:00〜 1:50
第 1 回11.3.28／「ちゅらさん」や「おひさま」
などで知られる脚本家の岡田惠和さんが，親しい
俳優やクリエイターをゲストに迎え，自分たちの
青春を彩った音楽とその時代について語り合う番
組。堅苦しい専門知識や音楽情報でなく，リラッ
クスしたトークで音楽との関わりを語った。／ゲ
スト：井上真央，糸井重里，平原綾香，串田和美，
菅野美穂，堺正章，戸田恵子，山田太一，小泉今
日子，飯島直子ほか／エンターテインメント番組
部，NEP
『沖縄熱中倶楽部』
土（最終） 19:20〜19:55
第 1 回07.4.25／07年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。放送時間帯が10年度より早くなり，リ
スナーからの反響も増加した。沖縄の旬な情報や
音楽など，南国の雰囲気を全国のリスナーに届け
た。／司会：藤木勇人，NHK沖縄局アナ／沖縄

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。

ラジオ第１：定時番組
『NHKガイド』
土 8:45〜 8:55
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：古谷敏
郎アナ
『NHKジャーナル』
月〜金 22:00〜23:00
第 1 回82.4.2／国内外の 1 日のニュースをせき
止めて伝える報道情報番組。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ている。
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 を伝えている。11年度は，東日本大
震災や原発事故の被害や影響，そこからの復興に
重点を置いて繰り返し伝えた。／キャスター：小
野卓司・和田源二アナ（隔週），中野由貴／気象
予報士：福田寛之
『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ともに楽
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／スタジオパーク改修のため10月
12日までは132スタジオから放送。10月13日から
木・金曜は350スタジオから生放送した。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。
『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
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の取り組みについても伝えた。／DJ：亀渕昭信／
ラジオセンター，スタジオ・ビーバ
『かれんスタイル』 新
（後期）木 20:05〜21:30
第 1 回11.10.6／暮らしの中でキラキラと輝く小
さな幸せ…ホッと一息つける，そんなひとときを
リスナーとともに探していく番組。旬なゲストを
毎回迎えた。／パーソナリティー：桐島かれん／
パートナー：松浦弥太郎
『かんさい土曜ほっとタイム』
土 13:30〜15:55
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
トを招いて話を聞く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』（1.28）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
『絆うた』 新
土 19:20〜19:55
第 1 回11.4.2／人生の「応援歌」
，次世代を担う
子供たちへのメッセージ，生きていくエネルギー
を与えてくれる「心の歌」
。皆さんにとって忘れ
ることの出来ない「絆うた」を伝える。／司会：
三宅民夫アナ／ラジオセンター，NEP
『キャンパス寄席』 新
土（最終） 20:05〜20:55
第 1 回11.4.30／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までが出演，更
に実力派の落語を生で聞いていただく。11年度は
4 大学で実施（東日本大震災のため 1 か所開催中
止）。／実施大学：目白大学，文教大学，青山学
院大学，埼玉大学／司会：サンドウィッチマン／
エンターテインメント番組部
『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：徳田章アナ

局
『オトナの補習授業』 新
月（最終週） 21:05〜21:55
第 1 回11.4.25／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代男女向けのトークバラ
エティー。テーマも出演者も毎回変わる。／テー
マ「俳句」
「ジャズ」「そば屋」「寄席」など。／
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），
勝村政信（俳優）
，柳家三三（落語家・落語協会
所属）
，堀井憲一郎（コラムニスト）ほか
『音楽の泉』
R1 日 8:05〜 8:55
FM 土 6:00〜 6:50
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
『カケダセ！』 新
土 9:05〜10:55
第 1 回11.4.2，最終回12.3.17／さまざまな不安
と闘っている10〜20代の若者にエールを送るとと
もに大人へと成長する道を伴走する番組。
「カケ
ダシLIVE」のコーナーでは，まさに何かの道で
駆け出し中の若者を招いてインタビューしたり，
「あのころダウンロード」では，著名人が自分の
若いころの思い出と今の若者へのメッセージを語
ってもらったりした。年 2 回，ゲストを招いてス
ペシャル番組（8.13，12.24）を放送した。／パー
ソ ナ リ テ ィ ー：ROLLY（ ミ ュ ー ジ シ ャ ン ），
AKB48：大場美奈（〜 8 月）
，仲俣汐里，島田春
香（ 9 月〜）／ナビゲーター：山田敦子アナ
『上方演芸会』
R1 土 13:05〜13:30
再R2 日 9:30〜 9:55
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。1949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
『亀渕昭信のにっぽん全国ラジオめぐり』 新
（隔週）火 21:05〜21:55
第 1 回11.3.29／日本の民放地方局のラジオ番組
を紹介する。『オールナイトニッポン』の人気DJ
だった亀渕昭信が，地元で人気のラジオ番組の制
作現場を訪れ，その番組の魅力を探り，スタジオ
の軽妙なトークとともに伝えた。紹介する番組の
放送同録も放送することでリスナーからの好評を
得た。また，民放地方局の東日本大震災時の報道
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『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。こうせつがミニライブを披露するほか，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
『ここはふるさと旅するラジオ』
R1・FM 月〜金 12:30〜12:55
第 1 回05.4.5／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 7 巡目。連日，「80ちゃ
ん号」は地域の話題を取り込んだミニステージシ
ョーを全国各地で展開。現在の「80ちゃん号」は
2 台目。より広いステージで，地域の聴取者に身
近に感じてもらえる地域色豊かな番組を全国発信
した。11年度も，47都道府県の155市区町村，159
か所を巡回。中継現場を訪れた聴取者の数は， 2
万1,000人を超えた。11年度から『ふるさとラジ
オ』内のコーナーから独立して単一番組として放
送。放送時間も25分間と10年度より 5 分間長くな
った。／80アナ：島田政男・山田重光・森下和哉・
滑川和男・児玉隆・藤崎弘士・武藤友樹・入江憲
一アナ
『渋マガZ』
日 20:05〜22:55
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。20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20」やリスナーからのリクエストに
応える「Joy to the music」，21時台は，リスナー
から投稿された短歌を紹介する「夜はぷちぷちケ
ータイ短歌」
。22時台は，「社会チラ見」
「人事部
に聞く」や「ニュースランキング10」など，大学
生に有益な情報を発信。また，月 1 回青山のNH
K＠キャンパスで著名人の作家，漫画家，アーテ
ィストなどをゲストに迎え，
「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：白石昌則（大学生協職員）／
司会：青井実アナ，20時台司会：JYONGRI（歌手）
，
21時台司会：だいたひかる（お笑い芸人）
，22時
台司会：椿姫彩菜（モデル）
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『渋谷アニメランド』
土 22:15〜23:00
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 2 年目。主な出演者は，花澤香菜，平野綾，山
本寛，梶浦由記，能登麻美子，朴璐美，藤原啓治，
新海誠など。歌手の佐藤ひろ美さんをゲストに迎
えた 3 月17日の放送では，岩手県大槌町出身の佐
藤さんが東日本大震災で実家を津波で失い，父親
が行方不明になって連絡が今もとれない事や，歌
手として一人前になるまでの父との確執と和解，
被災地支援の話などを伺った。定時のほか，特集
番組 3 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）
『渋谷スポーツカフェ』 新
火 20:05〜20:55
第 1 回11.3.29／スポーツを彩るさまざまなゲス
トが登場し，店のオーナーで聞き上手の飯星景子
とともにスポーツの面白さを徹底的に語り尽く
す。／オーナー：飯星景子，店長：ひぐち君（髭
男爵）／ラジオセンター，NEP
『昭和歌謡ショー』 新
木 21:30〜21:55
第 1 回11.3.31／11年度から始まった昭和の歌謡
曲をさまざまな角度から紹介する番組。激動の昭
和の時代とともに生きてきた歌謡曲の数々を，レ
ギュラー解説陣のエピソードを織り込みながら放
送した。内容は，作詞家・作曲家の世界，股旅歌
謡など毎回テーマを設けた。11年度は41回放送，
そのうち新作は26本。前期はプロ野球中継のあと
に，後期はセレクション放送とした。高齢者を中
心に称賛のお便りが数多く寄せられ，楽しみにし
ているリスナーが増え，浸透した。／解説：小西
良太郎（音楽評論家），合田道人（歌手・作家），
長田暁二（音楽文化研究家），柳亭市馬（落語
家）／司会・島田政男アナ
『真打ち競演』
土（最終週を除く） 20:05〜20:55
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。11年度は全国14か所
（東日本大震災のため 1 か所開催中止）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
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『新日曜名作座』

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2,500通前後で，新たな「な
ぞかけファン」も増えてきている。15時台は根強
いファンを持つ「電話相談」
。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。月曜と
火曜は専門分野ごとの医師が答える「あなたの健
康・家族の健康」
，水曜は幅広い分野の専門家が
身近な疑問に答える「くらし全般（園芸・ペット・
住まい）」
。月曜の15時45分からは「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
言葉に続くメッセージを聴取者から募集。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。また，火曜と水曜のこの時間は
「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。
16時台の月〜水曜は「ラジオ井戸端会議」
。暮し
の中のさまざまなテーマを取り上げ，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。また木曜には，15時台と16時台の
2 時間枠でお伝えするスペシャル企画として「木
曜ワイド」を新設。11年度前半は東日本大震災関
連の特番を放送したほか，リンボウ先生こと作家
の林望さんの「これがわたしの くらし方 」と
「ロックンローラー近田春夫の歌謡曲って何
だ？」を月 1 回のレギュラーコーナーとして放送
した。さらに金曜は「金曜旅倶楽部」と題して，
週末に向けての情報を提供。15時台は旅行作家な
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」。また，
16時台は「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。／キャスタ
ー：柿沼郭アナ，石山智恵／出演：梅津正樹アナ
『とっておきラジオ』
土・日 16:05〜16:55
第 1 回10.4.3／NHKラジオで放送した番組の中
から，反響の多かった番組や，もう一度聞いても
らいたい番組などを選んで，週末の午後に，再放
送する番組枠。テーマ音楽と前説で番組の簡単な
概要を紹介する以外は，基本的には，放送された
ものをそのまま再放送している。ラジオ第 1 の全
国放送だけでなく，FM放送やローカル放送で好
評だった番組や地方でのイベントのもようも再構
成して取り上げた。

日 23:10〜23:40
第 1 回08.4.6／西田敏行，竹下景子のコンビの
語り芝居のみで，珠玉の文芸作品の数々をドラマ
化してお送りしている。森繁久彌，加藤道子のコ
ンビで50年続いた前枠以来の根強いファンも多
く，日曜の夜のひとときを彩る名物番組として定
着している。／ドラマ番組部
『スタパ落語会』（後期） 新
日 15:05〜15:55
第 1 回11.10.16／スタジオパーク350スタジオに
2 人の落語家を招き，本格的な落語を披露。今，
旬な落語家のみならず次世代を担う落語家も登場
する。／司会：関口泰雅アナ
『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」
，日曜は「世界井戸端会議」がメイン。そ
のほか，リスナー自身による現地録音を紹介する
「世界・音の旅」
，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」
，
日本在住の外国人に話を聞く「アイラブジャパ
ン」
，海外の日本人学校の小学生の作文を紹介す
る「僕たちわたしたち元気だよ」などで構成。世
界の料理を紹介する「ワールドクッキング」のレ
シピはホームページと連動。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，特集として，国
内では釧路，成田国際空港からの公開生放送，海
外ではベトナム・ハノイからの公開生放送を実
施。／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，暮らしに役立つ情報をお
伝えするワイド生番組。14時台は「ラジオなぞか
け問答」で 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。話題のことばや季節に関係することばなどを
「お題（週 3 点＋月のお題）
」に，聴取者から
「解」と「その心」をいただいた。「お題」は毎
週変更し，毎月最終木曜には師範を迎えて「月間
賞」を決定した。師範は古今亭志ん輔（落語家），
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『日曜バラエティー』
日（〜10. 9） 13:05〜15:55
（10.16〜） 13:05〜14:55
第 1 回08.4.6／スタジオパーク改修のため10月
9 日までは509スタジオから放送。10月16日から
450スタジオから公開生放送した。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，宿の主人・伊奈かっぺ
いさんとゲストが楽しく知的なおしゃべりを繰り
広げるトークバラエティー。11年度は，東北を愛
し，東日本大震災からの復興に熱い思いを抱く
人々をゲストに招き，東北のすばらしさを全国へ
伝えた。／出演：伊奈かっぺい／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・文化的に
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
夫さんが屋台の大将という設定で，常連客のNH
K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。小松さんの巧みな話術で，東京・
大阪だけではない，
地域に根ざす国際交流を語る。
生っ粋の博多っ子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
ウンサー／福岡局
『ひるのいこい』
R1・FM 月〜金 12:20〜12:30
土・祝 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，おなじみの古関裕而作曲の
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。激しく変化する社会に
おいて，あえて番組のスタイルを変えないことに
こだわり，ゆったりと，また，ほのぼのとしたひ
とときをお送りした。R1・FM同時放送。08年度
から月〜金曜は，
『ふるさとラジオ』内のコーナ
ーとして放送していたが，11年度から，再び独立
した番組の形に戻った。／アンカー：佐塚元章ア
ナ，
（土）鎌田正幸アナ
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『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。11年度は，
全国19か所で実施。／司会：
富田典保アナ
『ふるさとラジオ』
月〜金 13:05〜13:55
第 1 回08.4.7／お昼のひととき，「ふるさと」を
キーワードに全国各地の地域の情報を盛りだくさ
んに伝え，
「ふるさと」の元気を応援する番組。
「ち
ょっと寄りみち 道の駅 」では，全国各地の道
の駅と電話で結んで地域の情報や名産品，イベン
トなどを地域の方言も交えて紹介。
「ふるさと元
気力」では，地域を元気にするためにさまざまな
活動に取り組んでいる方たちや東日本大震災から
の復興に力を尽くしている方々に直接電話し，そ
の活動の様子や思いをインタビュー。また，月曜
と金曜の「お天気耳より情報」では，最新の天気
情報を気象予報士が季節の話題とともに分かりや
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。／キャスター：柿沼郭アナ，石山智恵／気象
予報士：佐々木聡美
『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）。全国 8 か所
で公開放送を行った。／司会：鎌田正幸アナ，坪
郷佳英子
『みんなで科学 ラボラジオ』 新
土（最終） 9:05〜10:55
第 1 回11.4.30／「科学って，実は面白い！」を
合言葉に，ニュースに出てくる科学をとことん解
説，リスナーとともに科学の世界を楽しむ番組。
ニュースの中村デスクがラボラジ研究所の主任研
究員としてさまざまな科学のニュースを徹底取
材，知的好奇心が旺盛なゲストの質問を受けなが
ら，できるだけ分かりやすく解説していく。ラジ
オの機動性を生かして科学研究の現場などからの
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『世の中面白研究所』

中継も交えた，
楽しみながら聴ける科学情報番組。
11年度は11本を放送，GPSの仕組み，リニア新幹
線のメカニズム，スーパーコンピューター「京」
の能力，など多様なテーマを扱った。／出演：山
田敦子アナ，中村幸司，カオポイント
『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公開派遣番組。
当初14か所の予定だったが， 6 月収録分（岩手県
雫石町）が東日本大震災で中止になったため，弘
前市，
隠岐の島町など全国13か所で実施。／司会：
実施局アナウンサー／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の話題を，神
田山陽さんと北海道内のアナウンサーが軽妙なト
ークで全国に伝えた。
／出演：神田山陽（講談師），
道内 7 局アナ／札幌局
『ユア・ソング』
月〜金『歌の散歩道』内
土『NHKガイド』内
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。①自然を謳歌し，人と自然の共
存する21世紀を歌う。②家族・ふるさとなど人と
人の心を結ぶ歌。③生きる喜びと命の大切さを歌
う。
「夢色ラプソディー」「もう一度逢いたくて」
「男女川〜みなのがわ」「道」「酔いどれマリアが
歌う店」
「桜空」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
屋に誕生！世界最大のプラネタリウム」
「名古屋
に誕生 日本最大級の鉄道博物館」
「夏山シーズ
ン到来 日本山岳会会長の山ガイド」
「大地震と
名古屋の街作り」
「芥川賞作家・名古屋を語る」
「イ
チローを生んだ野球どころ・名古屋」「名古屋発！
駄菓子文化」など，名古屋ならではのさまざまな
話題について伝えた。／出演：兵藤ゆき，名古屋
局アナ／名古屋局

月 20:05〜20:55
第 1 回08.3.31／日常生活の中でふと疑問に感じ
ること，知りたいことは数知れない。そんな疑問
に答える番組。生活，文化，娯楽など毎回違うテ
ーマを取り上げた。所長，副所長に，毎回専門の
研究員を迎え，最新の情報と楽しいトークでつい
つい知識を身に付けてしまえるのがねらい。／所
長：小堺一機，副所長：山本志保アナ
『ラジオあさいちばん』
月〜金
5:13〜 8:30
『土曜あさいちばん』
土
5:10〜 8:00
『日曜あさいちばん』
日
5:10〜 7:55
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。特に，東日本大震災以降は，毎週月
曜の「ふるさと元気情報」を，「被災地からのメ
ッセージ 被災地へのメッセージ」と題して，被
災地で行われているさまざまな復興への取り組み
や，全国からの支援活動に奔走する人たちのイン
タビューコーナーに変えたり，平日・土日のリポ
ート枠で，被災地の仮設住宅の問題などを積極的
に取り上げるなど，被災地の情報を発信した。
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
の関東・山梨県向けの時間帯には，「あさいちウ
ォッチ」と題して，曜日ごとに，野菜・魚・果物・
花の市場情報を伝える「市場情報」や，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
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全国からの支援活動に奔走する人たちへのインタ
ビューコーナーに変えて，被災地の動きを常に発
信し続けた。
「健康ライフ」
月〜金
5:38〜 5:45
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
6:30〜 6:40
R2 月〜土
8:40〜 8:50，12:00〜12:10
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，
11年も全国の43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 9 会場から生中継，「1000万人ラジオ体
操・みんなの体操祭」は浜松市で開かれ，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
ツ業務管理部，Gメディア
「ビジネス展望」
月〜金
6:43〜 6:52
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
7:20〜 7:26
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。
「週刊辛口コラム」 新
土
5:16〜 5:24
第 1 回11.4.2，最終回12.3.31／99年から続いて
きた「新聞を読んで」からタイトルを変更して，
政治経済，国際関係などを， 4 人のNHK元解説
委員が週替わりでタイムリーに解説した。

編」，環境問題や東日本大震災以降の被災地や支
援の動きを，リポートやインタビューなどで紹介
した。また，9 月からは，毎週水曜を「くらし編」
とテーマを決めて，仕事を抱える30〜40代の女性
を対象に，ちょっとした家事や料理のヒントを紹
介した。 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」
「ニュースアップ」
「時
の話題」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，10年度より放送時間を30分短縮して 8
時までの放送。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「週刊辛口コラム」と「当世キーワ
ード」を放送した。 6 時台は，
「著者に聞きたい
本のツボ」
「サタデートピックス」。 7 時台は，11
年度からキャスターを務める古谷キャスターの専
門知識を生かして古典芸能などの名場面を振り返
る「時代を元気にしてくれた あの唄あの言葉」，
「スポーツ情報」
。
日曜は，くつろぎ感のある編成。 5 時台は「季
節のいのち」
「文学のしずく」。 6 時台は，
「あの
ころのフォークが聴きたい」「音にあいたい」
。7
時台は，
「日曜元気情報」
「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）
古谷敏郎アナ，小川亜希子
「ふるさと元気情報」
月〜金 5:18〜 5:25， 5:45〜 5:52
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。11年からは，土日にも
「週末元気情報」「日曜元気情報」として各地の
リポーターへの電話インタビューを新設した。
「被災地からのメッセージ 被災地へのメッセ
ージ」 新
月 5:18〜 5:25
第 1 回11.3.14，現在の形は11.4.11／震災 1 か月
までは，連日午前 5 時台の「ふるさと元気情報」
を休止して，被災地の情報を，現地で活動する支
援団体の代表者などに電話インタビューで聞い
た。その後は，毎週月曜を「被災地からのメッセ
ージ 被災地へのメッセージ」と題して，被災地
で行われているさまざまな復興への取り組みや，
NHK年鑑 12
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時間を移して，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。 2 年間の放送で再放
送用のソフトがすべて終了したため，11年度で終
了した。
「あのころのフォークが聴きたい」
日
6:16〜 6:22
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ともに紹介。
音楽のメッセージ性の大切さについて語った。
「音に会いたい」
日
6:40〜 6:53
第 1 回99.4.4／10年まで 5 時台で放送していた
が，時間帯を移した。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。
「落合恵子の絵本の時間」
日
7:33〜 7:40
第 1 回09.4.5／作家の落合恵子さんが絵本の名
作の主なストーリーを解説。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
7:40〜 7:53
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〜 5:00
土
23:10〜 5:00
日
23:40〜 5:00
FM 月〜日
1:00〜 5:00
第 1 回90.4.28／12年 3 月で放送開始22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とネットと
の連動を進めた。09年度 4 時台に新設した「イン
タビュー・スペシャル」は 3 年目，毎月 2 〜 3 人
が自分の生き方を 2 日間深く語るコーナー。11年
度は王貞治，平尾昌晃，森村誠一，伊東四朗，米
永邦雄など各界から21人が出演した。
「ミッドナ
イトトーク」は毎月第 1 週，月〜木曜 4 夜連続で
23時・ 0 時台，11年度の新レギュラーは秋元康，

「当世キーワード」
土 5:45〜 5:51
第 1 回99.4.4，最終回12.3.31／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 個
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。
「著者に聞きたい 本のツボ」
土 6:15〜 6:24
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。
「サタデートピックス」 新
土 6:45〜 6:52
第 1 回11.4.2／02年から「カルチャー＆サイエ
ンス」として放送してきた，文化情報と科学情報
を紹介するコーナーから，ジャンルを広げ，時事
の話題に即したインタビューやリポートを伝え
た。
「時代を元気にしてくれた あの唄・あの言
葉」 新
土 7:20〜 7:26
第 1 回11.4.2，最終回12.3.31／11年度からキャ
スターを務める古谷キャスターの専門知識を生か
した，古典芸能などの名場面などを，音楽や電話
インタビューなどで紹介した。
「スポーツ情報」
土 7:20〜 7:40
第 1 回99.4.3／11年からは 7 時台後半に移して，
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 5:19〜 5:28
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」
主席研究員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。
「文学のしずく」
日 5:35〜 5:50
第 1 回10.4.4，最終回12.4.1／11年から 5 時台に
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落合恵子，谷村新司，城戸真亜子が偶数月ゲスト
として，阿川佐和子，加山雄三，湯川れい子，R
キャンベル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，09年度から毎
月 2 回 1 時台に放送している「深夜便 落語100
選」も 3 年で100演目を超えた。毎月 1 回の「女
優シリーズ」も 3 年で計36人，11年度は朝丘雪路，
藤村志保，名取裕子，中村メイコなどが出演した。
11年度は初めて南米ブラジル・サンパウロから 2
夜 連 続（5.17〜18） で「 特 集・ ブ ラ ジ ル 発 深 夜
便」を明石勇アンカーが生放送した。ブラジル在
住の日系人のリポートやインタビューを通じて東
日本大震災の被災者へのメッセージも伝え好評だ
った。
「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聴けるように
し，リニューアル後のアクセス数が12年 2 月には
1 か月310万ページビューを超え，11年 3 月の1.4
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
平原綾香，池井戸潤，千住明，コシノジュンコ，
伊集院静などを招き，40・50代の現役世代にも関
心の持てる内容にした。東日本大震災 1 年後の 3
月には11日間連続で午前 4 時台「明日へのこと
ば」で震災関連インタビューを特別編成した。ま
た， 3 月10〜11日は「仙台発深夜便」とし被災者
からの手紙朗読など被災地の復興を願う内容とし
た。
「深夜便のうた」は 6 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。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，12年 3 月現在，約14万7,000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11年度は 4 冊発
行，計11万3,000部，関連CDも「母を語る」と「明
日へのことば」の 2 種類，計7,000枚を出した。
94年11月から始まった「ラジオ深夜便のつどい」
は，11年度は全国12か所で開催，通算220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。11年 8 月から徳田
章アンカーに代わって，高橋淳之アンカーが加わ
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 8:30〜11:50
第 1 回08.3.31， 最 終 回12.3.19／ 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
NHK年鑑 12

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ともに
みんなで耳を傾ける「みんなで子育て」など， 4
年目の11年度は，これまでのR1のリスナーはも
ちろん，30・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，10月10日には，新装なったNHK
スタジオパークのCR350スタジオからNHKラジ
オのマスコットキャラクター・らじるとともに11
時台のみ公開生放送を実施した。／キャスター：
村上信夫アナ，神崎ゆう子
『ラジオ文芸館』
土
8:05〜 8:45
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。11年度は，放送がこれまでの夜から朝の時
間帯になったことで，名作に加え，ライトノベル
ズや新進気鋭の作家の作品などにも挑戦し幅広い
リスナーの開拓を目指した。 1 月放送の「花丼」
（明川哲也作）には「涙を流しながら聞いた」
「勇
気が出た」などの反響が多数寄せられた。11年度
は，新作26本，アンコール24本を放送。／アナウ
ンス室
『私も一言！夕方ニュース』
月〜金／17:00〜18:50
第 1 回08.3.31／双方向のラジオニュース番組と
して08年度にスタートし 5 年目を迎えた。 最新
情報を整理して伝える という従来のニュース
に，リスナーからの「一言」
（＝ニュースに対す
る意見や疑問）を織り交ぜ，あくまで視聴者の視
線に立ちながら，専門家や当事者と議論を進めて
ニュースの核心に迫るというユニークなニュース
番組。「私はここが知りたい」
「私はこれを言いた
い」という，リスナーからのメール，ツイッター，
ファックスを通じて送られてくる「一言」が重要
な役割を担う。その日に進行形で起きているニュ
ースを，キャスターとご意見番役の視点，さらに
「一言」で掘り下げること，そして政治・経済・
文化と多彩なテーマをリスナーに分かりやすく伝
える構成・演出の工夫。この 2 つを両立させるこ
とで， ニュースのツボ をリスナーとともに分
かち合う。11年度は，被災地の現地取材リポート
をはじめ，復興・復旧に関連する企画を随時放送
した他，放射性物質による汚染問題など震災に関
連するテーマを積極的に取り上げた。／出演：末
田正雄アナ，有江活子，五十嵐公利（隔週），園
田矢（隔週），佐々木聡美（気象予報士）
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は桃井はるこ作詞作曲による「21世紀」を初音ミ
クと桃井はるこが歌った。／出演：桃井はるこ（シ
ンガーソングライター），藤田咲（声優），柏森進
（MOSAIC.WAV）
，み〜こ（MOSAIC.WAV），
鶴田加茂（音楽家）／司会：森山春香アナ
『“エレうた！” ワークショップ2011〜これが
電子の歌作りのコツだ！』
11.25／20:05〜21:30
イベント NHK文化祭2011 会場において公
開収録したもの。一流の講師陣が音声合成ソフト
の歌を制作するノウハウを，聴取者から選ばれた
生徒に伝授する。十代の若い生徒ならではの斬新
な曲の数々が生まれていく様子を生き生きと描い
た。／出演：剣持秀紀（音声合成ソフト開発者），
畑 亜 貴（ 作 詞 家， シ ン ガ ー ソ ン グ ラ イ タ ー）
，
buzzG（音楽家），cosMo＠暴走P（音楽家）／司
会：橋本奈穂子アナ
『オグラジオ〜ぼくたちの青春』
1. 9／19:20〜20:55
東京渋谷にあるという 架空の 小さなラジオ
局の人気番組「オグラジオ」を舞台に，パーソナ
リティーの小倉久寛さん（57）が，還暦を迎える
2 人，夏木マリさんとタケカワユキヒデさんをゲ
ストに迎え， 人生に悩み，夢を語り合った青春
時代の面白くてちょっと切ない話をうかがう と
いう設定。中高年リスナーに あったあった，そ
んなこと と当時を懐かしんでもらうと同時に，
若いリスナーには，これからの人生のヒントや元
気を感じてもらえる番組として，
「成人の日」の
夜に放送した。40代と50代を中心に，10代から70
代までの幅広い世代から，
「これこそラジオ！こ
んな番組を待っていました！」「大人向けの音楽
番組としても聞きごたえがあった！」と言った反
応が寄せられた。／ゲスト：夏木マリ（俳優），
タケカワユキヒデ（作曲家・歌手）／司会：小倉
久寛（俳優）
『お天気ヒットパレード』
5. 4／17:05〜18:50
四季が豊かな日本の流行歌には，天気，気象の
表現が非常に多い。別れと出会いの季節である
「春」を代表するヒット曲「なごり雪」など，懐
かしのヒット曲から見る「日本の季節感」や，近
年の気象現象が歌の作り手に与える影響などにつ
いて，気象の専門家やシンガーソングライターな
どを交えてトークを繰り広げた。併せてNHKネ
ットクラブからのリクエストや投票なども展開し
た。／出演：ビリーバンバン，石原千秋（早稲田
大学教授），南利幸・伊藤みゆき（気象予報士）

ラジオ第１：特集番組
『NHKのど自慢チャンピオン大会2012』
R1 3. 3／19:20〜20:49
G
3.17／19:30〜20:59
11年 1 月 か ら12月 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
ルでグランドチャンピオンを決定した。／審査員：
秋元康，伊戸のりお，井ノ原快彦，弦哲也，つの
だりょうこ，宮本笑里，古谷太郎エンターテイン
メント番組部部長／ゲスト：香西かおり，氷川き
よし／司会：徳田章アナ／グランドチャンピオン：
徳永優樹「はぐれ舟」
，優秀賞：原田誠「CLOSE
YOUR EYES」
，仲宗根グラシエラベロニカ「羅
生門」／エンターテインメント番組部
『愛されて50年♪みんなのうたリクエスト大全
集！』
2.10〜11／20:05〜21:55
2.12／20:05〜23:00
放送開始50年を迎えた『みんなのうた』が生み
出してきた曲は実に1,300曲。その中から，リス
ナーのリクエストが多いものを中心に生放送特番
を制作した。日替わりで名曲の誕生秘話なども聞
きながらゲストの生歌も披露し，思い出話と共に
楽しんだ｡／司会：残間里江子，小倉久寛／コー
ナーゲスト：栗コーダーカルテット／ゲスト：（10
日）ボニージャックス，水森亜土，
（11日）尾藤
イサオ，谷山浩子，
（12日）ペギー葉山，太田裕美，
ROLLY／青少年・教育番組部，NEP
『エネルギーの未来』
3.11／18:05〜18:50
震災と原発事故によって発生した電力不足の問
題で，我々はこれまで暮らしや産業を支えてきた
エネルギーの現実と将来を真剣に見つめる必要に
迫られている。東日本大震災から 1 年となるこの
日，エネルギー問題について積極的に提言をして
いる 2 人の専門家とともに，原発再稼働・再生可
能エネルギーの可能性など，日本のエネルギーの
将来像を探った。／出演：澤昭裕（国際環境経済
研究所所長），高橋洋（富士通総研経済研究所主
任研究員）／司会：竹田忠解説委員
『エレうた！特集〜モモーいいね！夏セレクショ
ン＠アキハバラ』
8.16／20:05〜21:30
秋葉原で開催されたイベント「NHK WOND
ER LAND 2011」において公開収録した。「桃井
はるこセレクション」として音声合成ソフトの名
曲を厳選し，出演者，来場者共に楽しんだ。最後
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『怪談源平合戦絵巻 冬の陣』
（第一夜）12.29／22:15〜23:00
（第二夜）12.30／22:15〜23:00
怪談の名手・稲川淳二を主宰に迎え，紅白に分
かれて怪談の語り口を競った。さらに，稲川さん
の怪談ちょっといい話，ラジオドラマ「雪女」と，
盛りだくさんの内容で 2 夜連続で放送した。／出
演：稲川淳二，城戸真亜子，つまみ枝豆，牛抱せ
ん夏，柳家ほたる，辰巳奈都子，平山夢明／司会：
藤井彩子アナ
『カケダセ！夏休みスペシャル』
8.13／20:05〜23:00
年 2 回放送する『カケダセ！スペシャル』の 1
回目。定時の人気コーナー「カケダシlive」では，
バンドネオン奏者の三浦一馬さんを招いたほか，
リスナーから「いつかやりたいこと」というテー
マで言葉を募集しそれを基に，パーソナリティー
のROLLYさんがオリジナルソング「いつか…」
を作り，生放送内で出演者全員で歌った。／パー
ソナリティー：ROLLY（ミュージシャン）
，AK
B48：大場美奈，仲俣汐里／ナビゲーター：山田
敦子アナ
『カケダセ！クリスマスライブ』
12.24／20:05〜21:55
年 2 回放送する『カケダセ！スペシャル』の 2
回目は505スタジオからの公開放送。定時の人気
コーナー「カケダシlive」では，被災地・仙台出
身のシンガーソングライターのRakeさんを招き，
歌の披露とともに故郷への思いを聞いた。また，
AKB48のチーム 4 の 3 人や，ROLLYさんが生で
歌うコーナーや，簡単なゲームコーナーもあり，
詰めかけた約200人のリスナーもアンケートでは
ほとんどが満足と回答した。／パーソナリティー：
ROLLY（ミュージシャン）
，AKB48・仲俣汐里，
中村麻里子，阿部マリア／ナビゲーター：山田敦
子アナ
『鎌田實 いのちの対話』
5. 3〜 5／11:05〜11:50
9.19，11.23， 2.11／ 9:05〜11:50
医師の鎌田實さんをホスト役に，ゲストやリス
ナーとともに「いのち」を考える番組。公開生放
送の形で地域放送に貢献。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。11年度は 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／ゲス
トはテーマごとに選定。／①「いのちの絵本」会
場：長崎県島原市／ゲスト：中島潔（画家）
，落
合恵子（作家），長谷川義文（絵本作家）（ 4 月29

／司会：関口泰雅アナ
『おとおばけの冒険』
12.19〜23，26〜30／11:45〜11:50
ラジオならではの音にこだわった 5 分間（10本
シリーズ）の子ども向け番組。主人公の「おとお
ばけ」が，時にコンビニに，時にアフリカのサバ
ンナへと，奇想天外な「音」の冒険をしていくス
トーリー。主人公のせりふと音だけで構成してお
り，幼い子どもたちが音の面白さに気付き，想像
の世界を膨らませてもらえる番組に仕上げた。企
画の独自性が評価されて，年末年始特集番組にお
いて放送総局長特賞を受賞した。
『おめでとう あさいちばん』
1. 1／ 5:10〜 7:55
全国各地からの中継を交えながら，新しい一年
の朝を伝える枠内特集。スタジオに，作曲家・ピ
アニストの宮川彬良さんを迎え，親子二代にわた
って，
時代を元気にしてきた曲作りの秘密などを，
たっぷり伺った。／出演：宮川彬良／司会：古谷
敏郎アナ，小川亜希子キャスター／中継：中沢圭
吾アナ（甲府局）
，新井秀和アナ（熊本局）
『おめでとう！地球ラジオ 2012』
1. 1／16:10〜18:50
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。スウェ
ーデン出身の映画コメンテーター・LiLiCo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，干支にちなんだ「竜の話」と初日にちなん
だ「朝日のきれいに見えるスポット」
。通常の倍
以上の投稿が寄せられた。／出演：LiLiCo／司会：
後藤繁榮アナ，大輪香菊
『思い出の昭和歌謡』
12.31／12:15〜13:55
今回で 4 回目を数える大みそか恒例の番組。共
に80歳を超える小沢昭一さんと長田暁二さんが昭
和という時代を語りながら，思い出の歌謡曲を紹
介していった。題して「モノクロ歌合戦」。今回
は昼の時間帯のため，年末ジャンボ宝くじ中継も
取り込んだ。また，東日本大震災後，初めての年
越しということで，応援メッセージも募り， 2 人
からの被災地への激励のことばも紹介した。さら
に，若き昭和歌謡の伝道師・トニー山根も出演し，
昭和歌謡の魅力を語った。年末の慌ただしいひと
とき，過ぎし昭和を振り返り，新しい年への希望
が湧いた番組となった。／出演：小沢昭一，長田
暁二，トニー山根／司会：島田政男アナ
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日に収録， 5 月 3 ・ 4 ・ 5 日放送）②「納得して
生きる」（9.19）会場：山梨県甲州市／ゲスト：
上條恒彦（歌手・俳優）
，クミコ（歌手）③「お
とうさん」
（11.23）会場：沖縄県名護市／ゲスト：
赤塚りえ子（アーティスト）
，Yae（シンガーソ
ングライター），寺島多沙子（ソプラノ歌手）④
「日本を考える」
（2.11）会場：奈良県橿原市／
ゲスト：佐高信（評論家），姜尚中（政治学者），
吉岡幸雄（染織史家）
『鎌田實 いのちの対話〜総集編』
3.20／ 8:33〜11:50
03年の 9 月から始まった医師の鎌田實さんをホ
スト役にゲストやリスナーとともに「いのち」に
ついて考える『鎌田實 いのちの対話』が11年度
で終わるのにあたり，総集編を放送。これまでの
放送を振り返りながら，スタジオに，番組の初回
のゲストだったさだまさしさんを迎えたほか，瀬
戸内寂聴さんにも電話インタビューをして，
「い
のち」をテーマにした対話の締めくくりとし
た。／出演：鎌田實（諏訪中央病院名誉院長）／
ゲスト：さだまさし（シンガーソングライター）／
司会：村上信夫アナ
『鎌田實といのちを語ろう』
8.15／20:05〜21:55
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』の番外編として放送。東日本大震災
の被災地・仙台市から，終戦の日に「これからを
どう生きるか」をテーマに公開生放送を行った。
特設スタジオに，10〜20代の若者を招き，生出演
や電話により 9 人の若者のインタビューを交えな
がら，震災を経験してどう生きていくかを話し合
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
『元日の夜は ぷちぷちケータイ俳句』
1. 1／19:20〜21:30
「また同じ話を聞くよお年玉」…2011年 1 月 3
日， 5 ・ 7 ・ 5 ・の俳句で若者の心象風景を集め
てみようという企画「三日の夜はぷちぷちケータ
イ俳句」を放送した。若者の俳句は全国高校俳句
選手権大会「俳句甲子園」などによって着実に定
着しており，俳壇にも結社にも属さない新しい勢
力として活動の場を広げつつある。ネットラジオ
2 年目の年初，それら若者を中心にネットを介し
て俳句を募集したのがこの番組のツボである。投
句された作品を選句・鑑賞する俳人もウェブを通
して活躍する30・40代の若き指導者を集め，ネッ

ト世代の俳人層にラジオの魅力を大いに伝えた。
事前に募集した「マフラー」「デート」というテ
ーマには610句。生放送当日に募集した「去 年
今年」
「雑煮」という題には短時間の募集にもか
かわらず326句の作品が集まり，元日の夜間なが
らもリスナーの層の厚みを感じる反応を得た。／
俳人：神野紗希，榮猿丸，外山一機，矢野玲奈／
ゲスト：だいたひかる（お笑いタレント）／司会：
永井伸一アナ
『“聞く” 図書館〜心に残るこの一冊〜言霊の力』
10.10／22:15〜23:00
生きる力を与えてくれた本，人生の転機に読ん
だ本など，今も心に残る一冊を朗読とともに紹介
した。／出演：渡辺淳一，ジュディ・オング，増
田明美／進行：山本志保アナ
『キャンパス寄席スペシャル＠石巻専修大学』
12.23／21:05〜21:55，22:15〜23:00
被災地・宮城県石巻市で公開収録を実施し，被
災者に元気と笑いを届けた。／司会：サンドウィ
ッチマン／出演：桂枝太郎，狩野英孝，POISON
GIRL BAND，ロケット団，嘉門達夫，ニードル，
スーパーギャルズ／エンターテインメント番組部
『クリスマスにはジャズを〜オトナの補習授業・
冬期特別講座』
12.24／17:05〜18:50
『オトナの補習授業』のスペシャル版。ジャズ
のクリスマス・ソングを中心に，ジャズの基礎か
ら伝説のクリスマス・セッション，日本のジャズ
の歴史など，初心者からマニアまで楽しめる「授
業」を実施。また，ライツ・アーカイブス音楽班
の協力を得て，放送終了間際までリスナーからの
楽曲リクエストに応え，生放送の機動性・双方向
性を生かした。／出演：ゴンザレス鈴木（音楽プ
ロデューサー），渡辺菜生子（声優）
『黒船座談〜震災 1 年 今こそわれら日本を愛
す』
3.18／13:05〜13:55
現代の黒船とも言うべき日本在住の外国人が，
東日本大震災で被災した日本への愛と励ましを語
った。マーティは保有するギターの多くを競売に
かけ，
その売り上げを義援金とした。ロジャーは，
自ら研究する宮澤賢治の利他の精神が東北の復興
に欠かせないと説いた。フィフィは，震災後も日
本に住み続ける理由は，日本への愛着があるため
だと言う。震災で日本人の親友を亡くし，自らも
避難所生活を送ったリチャードは，イギリス本国
への避難の途中で思い直して引き返した。異口同
音に復興に向けた日本への愛が語られた。／スタ
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賞ラジオ番組本賞「高橋竹山生誕100年記念番組
『ラジオドキュメンタリー故郷の空に』」
（青森放
送）。第48回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞およ
び 第37回 放 送 文 化 基 金 賞 ラ ジ オ 番 組 優 秀 賞
「HBCラジオ開局60周年記念ドキュメンタリー
『インターが聴こえない〜白鳥事件60年目の真
実』」
（北海道放送）など。また，宮城県山元町の
臨時災害放送局「りんごラジオ」など，コミュニ
ティーFMの取り組みなどを伝えて中央番組審議
会でも話題となった。／司会：亀淵昭信，山田敦
子アナ，（7.3）石井彰（放送作家）
『サラリーマンの掟』
8.14／19:20〜20:55
「なぜウチの会社にはこんな暗黙のルールがあ
るのか！？」会社の不条理な習慣や上司の理不尽
な物言いに悩まされている若手サラリーマンに声
なき声を挙げてもらおうという番組。ネットクラ
ブを通じて事前に寄せられたアンケートを基に制
作したミニドラマを織り交ぜながら，数多くの実
例を紹介した。／出演：伊藤洋介（東京プリン：
ミュージシャン），植木理恵（心理学者）／司会：
永井伸一アナ／ラジオドラマ出演者：奥田隆仁，
宮島岳史，服部幸子，あんどうさくら（以上，劇
団昴）
『サンドウィッチマンのしゃべろうぜ！〜被災地
の声を全国へ』
3. 9／20:05〜21:55
この 1 年，被災地の復興支援活動を積極的に行
ってきたサンドウィッチマンと被災地の人とを電
話でつなぎ，被災地に暮らす人々の現状を全国に
届けるトーク生番組。／司会：サンドウィッチマ
ン／エンターテインメント番組部
『残間里江子のプレミアムナイト』
8.27／20:05〜21:55
10年度までの土曜午前の定時番組『どよう楽
市』のテイストを受け継いだスペシャル番組。
505スタジオから公開生放送を実施した。テーマ
を，「新たなチャレンジ」とし，お便りを募集し
たり，新しい生活を始めた人を紹介したりして団
塊世代のチャレンジを応援した。歌のゲスト・宇
崎竜童さんの生歌も披露した。／出演：宇崎竜童
（作曲家，ミュージシャン）／司会：残間里江子
（プロデューサー），宮本愛子アナ
『渋マガZ 公開生放送 in 仙台』
9.11／20:05〜21:55
東日本大震災から半年，『渋マガZ』は宮城県
の仙台市民会館から生放送。
「震災復興のために
していること，したいこと」と題し，復興に取り

ジオ出演：マーティ・フリードマン（ギタリスト，
プロデューサー）
，フィフィ（タレント），リチャ
ード・ハルバーシュタット（石巻専修大学准教
授）／司会：ロジャー・パルバース（東京工業大
学世界文明センター長，劇作家）
『幻想図書館』
7.22／20:05〜21:55
大人のリスナーに送る文学バラエティー を
コンセプトに，個性的な 3 人のゲストが，思春期
に親の目を盗んで読んだちょっと怪しい本の中か
ら これぞ という本を朗読。大槻ケンヂさんが
横溝正史が変名で発表した怪奇小説「舌」を，み
うらじゅんさんは江戸川乱歩の「D坂の殺人事
件」を，戸川純さんは横光利一の「春は馬車に乗
って」を朗読した。それぞれの個性的な朗読と幻
想怪奇文学を巡るトークが好評を得て，
「 3 人そ
れぞれの独特の節回しに，番組名通りの幻想的な
雰囲気を堪能させていただいた」
「NHKとは思え
ないユニークな番組」など，多くの反響が寄せら
れた。
／朗読：みうらじゅん（イラストレーター），
大槻ケンヂ（ミュージシャン），戸川純（歌手，
女優）／ナレーション：加藤賢崇（タレント）
『ここでしか聞けない！落語会』
8.18／20:05〜21:30
お客さんからお題をいただき，三つのお題を決
める。その場で一つの噺を作って発表する三題噺
を聞かせる落語番組。若手落語家が挑戦した。／
出演：川柳つくし，台所鬼〆，柳家わさび，柳家
喬太郎／司会：関口泰雅アナ
『歳末蔵出しわがままジョッキー〜元気が出る
歌』
12.25／17:05〜18:47
歳末のひととき，懐かしい音楽に耳を傾ける。
今回は「元気が出る曲」を持ち寄ってのDJバト
ルとなった。／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）／ラジオセン
ター，NEP
『ザ・ベストラジオ2011』
7. 2〜 3／16:05〜17:55
2 日間およそ 4 時間にわたって，NHK，民間
放送を問わず，10年に放送されたラジオ番組の秀
作と同時に，震災時に設立されたコミュニティー
FMの取り組みなども紹介。広くラジオの魅力と
役割を伝えた。取り上げた作品は，10年日本民間
放送連盟賞ラジオ報道番組最優秀「YBCラジオ
報道特別番組『飲むか，生きるか〜断酒会につな
がって』」
（山形放送）
。10年度・第65回文化庁芸
術祭賞ラジオ部門大賞および第37回放送文化基金
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『新春おめでたバラエティー』
1. 2／14:20〜15:55
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。
Wコロンのリードでの謎かけ合戦や歌手とお笑い
がコンビを組んで漫才やコントを披露して会場の
爆笑を誘った。／出演：多岐川舞子，川野夏美，
小桜舞子，鈴木綜馬，花園直道，Wコロン／司会：
山田邦子，古屋和雄アナ
『新春おめでた文芸』
1. 2〜 3／16:05〜18:50
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），江戸家
猫八（ものまね）
，
（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）
，林家きく姫（落語家）／司会：鎌田正幸
アナ，坪郷佳英子
『新春・ここでしか聞けない！落語会』
1. 3／14:20〜15:55
新しい年の初め，スタジオパークからの公開生
放送。未来の落語会を担う若手噺家が集い，「三
題噺」に挑戦した。お客様からお題をもらい，30
分で作るという，笑いのフットワークを試される，
エキサイティングな落語会。／出演：林家しん平，
三遊亭天どん，鈴々舎馬るこ，昔昔亭A太郎／司
会：関口泰雅アナ
『新春列島2012』
1. 1／ 8:05〜13:45
12年の元日を震災復興に向けた一歩を踏み出す
契機にしてもらおうと，全国各地で前向きにたく
ましく生きている人々の姿や，初日の出に込めた
思い，正月行事の様子などを中継やインタビュー
を交えて伝え，新春の日本列島に「元気」を届け
た。／出演：大林素子（スポーツキャスター）／
司会：山本哲也・中村慶子アナ
『新・話の泉スペシャル〜新緑編』
4.29／22:15〜23:00
新緑編は，家元・立川談志が欠席し，弟子でも
あるミッキー・カーチスが出演。「世の中審議会」
などの名物コーナーを展開した。「NHKみんなの

組む，東北の大学生たちに活動の現状やこれから
について話を聞いた。復興を願って，仙台在住の
アーティスト・MONKEY MAJIKのスペシャル
ライブを披露。／司会：青井実アナ，JYONGRI（歌
手）
，だいたひかる（お笑い芸人），椿姫彩菜（モ
デル）
『渋マガZ 公開生放送 in 石巻』
3.11／20:05〜21:55
東日本大震災から 1 年，『渋マガZ』は宮城県
石巻市の石巻専修大学から生放送。「震災から 1
年，今感じていること」と題し，石巻専修大学，
東北大学，東北芸術工科大学の学生が出演。 4 人
組バンドのSEKAI NO OWARIをゲストに迎え，
東北の大学生たちとともに，震災からの復興につ
いて考えた。／司会：青井実アナ／ゲスト：JYO
NGRI（歌手），だいたひかる（お笑い芸人），椿
姫彩菜（モデル）
『渋谷アニメランド in 福井〜トーク＆トーク
ストライクウィッチーズ』
12.31／17:05〜18:50
福井県坂井市「みくに文化未来館」で公開収録
したもの。内容は，TVアニメ「ストライクウィ
ッチーズ」に登場する11人の戦う美少女たちにつ
いてゲストそれぞれの思いや裏話を語り合ったほ
か，アニメの登場人物の役になりきって，門脇，
大橋によるオリジナル・ミニ朗読劇を披露した。／
出演：高村和宏（監督），鈴木貴昭（世界観設定），
前田久（アニメ評論家）
，門脇舞以（声優），大橋
歩夕（声優）／司会：藤崎弘士アナ
『渋谷アニメランド〜2011年を振り返って特
集』
12.30／19:20〜21:55
11年を振り返り，放送・上映を終了したアニメ
作品の中から，ゲストそれぞれが印象に残ったア
ニメ10作品を紹介した。また，リスナーからのア
ニメへの愛の込もった熱いメッセージも読み上げ
た。／出演：藤津亮太（アニメ評論家）
，冨田明
宏（音楽評論家）
，山田真哉（公認会計士）
，喜屋
武ちあき（タレント）／司会：藤崎弘士アナ
『昭和歌謡ショー・東北スペシャル』
8.12／20:05〜21:55
東日本大震災から復興への応援を込めて「東北
を舞台にした歌」
「東北出身の歌手・作詞家・作
曲家の歌」を生放送で特集した。／スタジオゲス
ト：金沢明子（民謡歌手）
，長田暁二（音楽文化
研究家）／録音出演：山本譲二・千昌夫（歌手）
／司会・島田政男アナ
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『対話2012〜今までのこと、これからのこと』
1. 1〜 3／21:30〜23:00
東日本大震災以降，さまざまな課題を抱える日
本。『ラジオあさいちばん〜ビジネス展望』など
の論客が，異なる分野のさまざまなゲストとの討
論を通じて，
これまでの社会の価値観を問い直し，
3.11以降 の社会の在り方や，復興のためにで
きることは何かを探った。／出演：＜第一夜＞勝
間和代（経済評論家），乙武洋匡（作家），マギー
審司（マジシャン）。＜第二夜＞金子勝（経済学
者）
，大友良英（作曲家）。＜第三夜＞森永卓郎（経
済アナリスト）
，サンドウィッチマン（お笑いコ
ンビ）。
『旅ラジ・スペシャルライブ！』
8.31， 9. 8，15〜16／13:05〜13:30
『ここはふるさと旅するラジオ』の特集。震災
から復興に向けての応援放送とした。原田直之さ
んは，福島県浪江町出身。被災者が避難している
二本松市からふるさとの民謡を熱唱した。さとう
宗幸さんは，仙台市若林区の仮設住宅広場から，
青葉城恋唄を全員で合唱した。東儀秀樹さんは，
岩手県平泉の中尊寺前から世界遺産登録にふさわ
しい雅楽を披露し，会場はその音色に酔いしれた。
千昌夫さんは，岩手県陸前高田市の産直店前から
「北国の春」などを歌い，ふるさとの皆さんと復
興に向けて頑張ろう！と誓い合った。すべて，80
ちゃん号のステージからの公開生放送で，つらい
事が多い被災地に，ひととき明るい歌声と笑い声
が響いた。8.31／出演：原田直之（民謡歌手）／
司会：山田重光アナ，9.8／出演：さとう宗幸（歌
手）／司会：島田政男アナ，9.15／出演：東儀秀
樹（雅楽師）／司会・藤崎弘士アナ，9.16／出演：
千昌夫／司会：藤崎弘士アナ
『だめだめラジオ 天使のお言葉 2011』
12.27／20:05〜21:55
自分を「ダメ人間」だと，自信をなくしている
若者からそのダメエピソードを送ってもらい，そ
れをラジオというメディアでみんなと共有し，最
後にステキなアイドルが怒ってあげることで，自
分を見つめ直すきっかけにしてもらう番組。／出
演：ロッチ，吉木りさ，篠崎愛
『談志さんをしのんで 新・話の泉』
12.10／16:05〜16:55
11年11月21日に75歳で亡くなられた落語家・立
川談志さんをしのんで，在りし日の洒脱な話しぶ
りを紹介，併せて人気だったジョーク集も紹介し
た。／出演：立川談志，山藤章二，毒蝮三太夫，
嵐山光三郎，松尾貴史，伊東四朗，桂三枝，桂文

広場ふれあいホール」で公開収録。／出演：山藤
章二，毒蝮三太夫，松尾貴史，嵐山光三郎，ミッ
キー・カーチス／司会：渡邊あゆみアナ
『新・話の泉スペシャル〜真夏の夜の夢編』
8.14／22:15〜23:00
「新緑編」に続いての第 2 弾。家元・立川談志
は欠席。
「世の中審議会」では リーダー につ
いて考えた。／出演：山藤章二，毒蝮三太夫，ミ
ッキー・カーチス，嵐山光三郎，松尾貴史／司会：
渡邊あゆみアナ
『新・話の泉スペシャル〜秋の夜長編』
11. 3／19:20〜20:55
今回も家元・立川談志は欠席。「世の中審議会」
では よりよき患者になるには？ をテーマにし
た。／出演：山藤章二，毒蝮三太夫，嵐山光三郎，
松尾貴史／ゲスト：鳥越俊太郎／司会：渡邊あゆ
みアナ
『新・話の泉スペシャル〜家元の思い出編』
1. 9／21:05〜21:55
11年11月に亡くなった番組の家元・立川談志さ
んの番組内での思い出を語り合った。／出演：山
藤章二，毒蝮三太夫，ミッキー・カーチス，嵐山
光三郎，松尾貴史／司会：渡邊あゆみアナ
『全国戦没者追悼式』
8.15／11:50〜12:05
戦後66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：井上二郎アナ
『千昌夫〜ふるさとのために歌う』
12.23／17:05〜18:50
東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県陸前
高田市出身の歌手・千昌夫のデビューから今日ま
での歩みを自身の曲とともに紹介した。また，千
さんのふるさとの同級生にも電話で出演してもら
い，ふるさとの復興のために歌う千さんの決意も
伺った。／出演：千昌夫／司会：島田政男アナ
『第 4 回 年忘れ！夢の紅白歌合戦』
12.26／20:05〜21:55
61回を数えた紅白歌合戦の歴史を振り返りつ
つ，過去の紅白出場者の中から決して実現しない
夢の対決を楽しんだ。番組冒頭では荻野目洋子の
「ダンシングヒーロー」と浜口庫之助の「国境の
南」が激突，異色のカバー曲対決でスタートし10
組の曲を紹介した。途中，二葉あき子ら11年に亡
くなった歌手の企画コーナーも設けてアクセント
を付けた。／司会：水前寺清子，岩崎博アナ
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珍／司会：渡邊あゆみアナ
『地球ラジオ イン 釧路』
10. 1〜 2／16:05〜18:50
釧路放送局の会館公開に合わせて，放送時間を
3 時間に拡大し， 2 日間にわたって釧路在住の外
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。
「世界遺産」や「馬文化」「魚市場」
などのテーマに加え，北海道ゆかりの小学生の作
文，北海道出身の旅人との生電話などを交えて放
送した。／司会：後藤繁榮アナ，大輪香菊／中継：
藤岡理恵子リポーター
『地球ラジオ イン ベトナム』
2.18〜19／16:05〜18:50
ベトナムの古都ハノイの日本人学校を舞台に，
放送時間を 3 時間に拡大し， 2 日間にわたってハ
ノイをはじめベトナム各地で活躍する日本人ゲス
トを招き，公開生放送を実施した。「発酵食品」
や「月と生活のかかわり」
「古都」などのテーマ
をはじめ，ベトナムの思い出などの投稿を募集し
た。／司会：後藤繁榮アナ，大輪香菊／コメンテ
ーター：勝惠美（2.18，写真家），小松みゆき（2.19，
ベトナムの声放送局日本語課専門家）
『追悼 “立川談志・昭和歌謡賛歌”』
12.18／12:15〜13:00
11年11月21日に亡くなった落語家・立川談志さ
んの追悼番組。09年 5 月 5 日放送の「立川談志・
昭和歌謡賛歌」を再編集して放送した。談志さん
独特の毒舌を交えた歌謡曲論が展開された。／出
演：立川談志／司会：島田政男アナ
『追悼2011』
12.23／19:20〜19:55
11年に亡くなった歌手・作詞家・作曲家の作品
を紹介し，故人をしのんだ。キャンディーズの田
中好子，花村菊江，二葉あき子，日吉ミミ，作詞
家・藤間哲郎，などの作品を聴く追悼番組とし
た。／司会・島田政男アナ
『つながるラジオ 東日本大震災特集〜子どもた
ちの笑顔のために』
7.18／13:05〜15:55
11年 3 月11日の「東日本大震災」発災からおよ
そ 4 か月。 被災地の子どもたちの笑顔を取り戻
すためには，今，いったい何が必要なのか？ を
テーマにした 3 時間の生放送。番組では，宮城県
気仙沼市出身のマギー審司さんと，東京女子医大
の加茂登志子さんをスタジオゲストに迎えたほ
か，「つながるラジオ」の石山智恵キャスターが
気仙沼市の魚市場や商店街，小学校，避難所を訪
れ，生中継で被災地のさまざまな年代の皆さんの

声を伝えた。また，放送中，中継先の様子を撮影
し，ホームページに逐次掲載していった。「被災
地の子供たちの本当の心の声が聞けて良かった」
「今何が必要なのか，一緒になって考えたいと思
った」「今すぐにでも被災地に行って何かをした
いと考えている」といったメール・FAXが，被
災地内外から100通余り寄せられた。／ゲスト：
マギー審司（お笑いマジシャン），加茂登志子（東
京女子医科大学教授）／司会：柿沼郭アナ／中継：
石山智恵
『つながるラジオ ラジオ井戸端会議 鉄道スペ
シャル〜の〜んびり鉄旅しませんか？〜湯けむ
り・紅葉・みちのくの旅』
11. 3／13:05〜15:55
震災からおよそ 8 か月。 被災地・東北の観光
を鉄道や温泉を題材に応援したい！ をテーマに
送った 3 時間の生放送。スタジオゲストは，鉄道
ファンとして知られるミュージシャンの向谷実さ
んと，岩手県出身のタレント・山川恵里佳さん。
また， 鉄子 として知られるフォトライターの
矢野直美さんと温泉エッセイストの山崎まゆみさ
んが，鉄道を使って鳴子温泉を中心とした東北の
温泉を巡りながら，生中継で東北の魅力と被災地
の皆さんの声を伝えた。さらに，大きな被害を受
けた東北の 4 つの鉄道会社と電話で結び，復興の
様子と意気込みを聞いた。番組では，プロの写真
家である矢野さんが撮影した中継現場のスナップ
を随時ホームページにアップしたり，ツイッター
でスタジオの様子を随時発信するなど，放送とネ
ットとの連動も試みた。／ゲスト：向谷実，山川
恵里佳／リポーター：矢野直美，山崎まゆみ／司
会：柿沼郭アナ，石山智恵
『徹底調査 都道府県対抗 “こだわりの食”』
10.10／ 8:33〜10:55
会員数150万人を突破した「NHKネットクラ
ブ」のスケールメリットを生かした「知的統計バ
ラエティー」番組。テーマは「日本の食」
。奥深
く地域性に富む，さまざまな 食 のアンケート
情報が5,000人近い会員から寄せられた。／ゲス
ト：阿藤快，くわばたりえ／司会：古谷敏郎アナ
『投稿御礼！radio de 大喜利 U-22』
12.23／20:05〜20:55
あえて大喜利の作品投稿者を22歳以下に限定し
た。また，お題もリスナーから募るなど，参加感
を強くした番組とした。放送時間中に470を超え
る投稿があった。／出演：ジャルジャル（お笑い
タレント），松山メアリ（女優）／司会：古賀一
アナ
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絆うた』

たらした台風と，幾多の自然災害に見舞われた。
番組では，宮城県気仙沼市にキーステーションを
置いて，各地の被災地の年越しの様子を中継で結
び，復興への祈りや新しい年に向けた思いを伝え
た。／ゲスト：村上弘明，杜けあき／司会：伊藤
博英アナ
『トップランナー on R1』
8.19／20:05〜21:55
Eテレ『トップランナー』のラジオ版。東日本
大震災以降，自分たちの音楽がどう変わったかを
生放送で語り合った。／司会：箭内道彦（クリエ
ィティブディレクター）
，田中麗奈（俳優）／ゲ
スト：TOSHI‑LOW・松田晋二（ミュージシャン）
『ナイスゲーム〜言葉で伝えるプロ野球名勝負』
9.19／18:05〜18:50，19:20〜19:55
誰もが今も語り継ぐプロ野球の名勝負。その裏
側にある駆け引きや葛藤などを「語り」という手
法で山田雅人がつづった。／出演：山田雅人，阿
波野秀幸，唐橋ユミ
『ナイスゲーム〜言葉で伝えるスポーツ名勝負』
3.20／18:05〜18:50，19:20〜19:55
今も語り継がれるスポーツの名勝負。その裏側
にある駆け引きや葛藤などを「語り」という手法
で山田雅人がつづった。今回取り上げたのは，広
島カープ・津田恒実投手と名横綱・双葉山。／出
演：山田雅人，池谷公二郎，唐橋ユミ
『懐かしのポップストップ10』
20:05〜21:30
「1983年の全米トップ10シングル」 （11. 3.31）
「1984年の全米トップ10シングル」
（4. 1）
「1980年代前半総集編①」
（4. 7）
「1980年代前半総集編②」
（4. 8）
「1980年の全米ソウルチャートトップ10シング
ル」
（5.19）
「1980年の全米アダルトコンテンポラリーチャ
ートトップ10シングル」
（5.27）
「1980年の全米カントリーチャートトップ10シ
ングル」
（6. 2）
「1981年の全米ソウルチャートトップ10シング
ル」
（6.17）
「1981年の全米アダルトコンテンポラリーチャ
ートトップ10シングル」
（6.23）
「1981年の全米カントリーチャートトップ10シ
ングル」
（7.21）
プロ野球中継のない木・金曜の夜間に放送した。
ポップスの世界で長くヒットチャートをリードし
てきたアメリカの「ビルボード」
。かつてそのチ
ャートは世界的な人気のバロメーターであった。

5. 3〜 5／19:20〜19:55
俳優の渡辺謙さんと作家の小山薫堂さんが立ち
上げた「kizuna311」という被災地を励ますプロ
ジェクトを紹介しつつ，絆うたと俳優仲間のメッ
セージを届けた。／司会：三宅民夫アナ／ラジオ
センター，NEP
『特集 絆うた』
8.11／20:05〜21:55
「東日本大震災」が起きて 5 か月。少しずつ復
興へ向けて立ち上がり，笑顔を少しずつ取り戻し
つつある皆さんからのホームページへのメッセー
ジと「絆うた」を紹介した。／出演：サンドウィ
ッチマンほか／司会：三宅民夫アナ／ラジオセン
ター，NEP
『特集 “対談 柳田邦男・和合亮一” 〜震災 3
か月 言葉は未来をひらくか？』
6.11／16:05〜16:55
東日本大震災で被災した，東北の作家，詩人，
芸術家の中でも，震災直後からツイッターで詩を
発信して，言葉の力で被災した人たちを励まそう
と活動を続ける，福島在住の詩人・和合亮一さん。
また，絵本の読み聞かせで被災地の子供の心のケ
アに取り組んでいるノンフィクション作家の柳田
邦夫さん。 2 人の対談を通して，言葉の持つ力や
「ことば」の可能性，災害に対する芸術の力を考
えた。／出演：和合亮一（詩人・高校教諭）
，柳
田邦夫／司会：柴田祐規子アナ
『特集・防災の日2011〜東日本大震災から学ぶ
べきものは』
9. 1／ 8:33〜12:55
東日本大震災は，東北各地に未曽有の被害をも
たらし，これまでの防災の考え方や人々の防災意
識を根底から覆して，さまざまな課題を突き付け
た。この度の震災から，我々は何を学び，次の災
害に備えて，
どう変わっていくべきなのか。途中，
大阪放送局の『関西発いのちのラジオ』や首都圏
の民放ラジオ局との共同番組『ラジオ災害情報交
差点』などを挟んで，さまざまな専門家・ゲスト
とともに考えた特集番組。出演／ゲスト：伊藤和
明（防災情報機構会長），古村孝志（東京大学地
震研究所教授）
，木村拓郎（減災・復興支援機構
理事長）
，朝海ひかる（女優），／司会：堀井洋一
アナ
『年越しラジオ ゆく年くる年』
12.31／23:45〜 0:55
11年は， 1 月に宮崎県の新燃岳が噴火， 3 月に
東日本大震災， 9 月には紀伊半島に土砂災害をも
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朝／エンターテインメント番組部
『被災地からの声〜東日本大震災音声アーカイブ
ス』
3.11／ 8:05〜 8:55
被災した人々の証言を紹介し，震災アーカイブ
スとしてホームページに記録していく番組。津波
にのまれながら助かった人，素早い判断で避難で
きた人，放射能汚染からの避難を続けている人な
どの証言を紹介し，命を守るための教訓と，被災
地の今後の復興への課題を伝えた。
『フォークは素敵な贈り物〜盛夏編』
8.21／21:05〜21:55
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。／ゲス
ト：ブレッド＆バター，ビリー・バンバン，松井
咲子／司会：関口泰雅アナ
『フォークは素敵な贈り物〜文化の日編』
11. 3／21:05〜23:00
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。／ゲス
ト：伊勢正三，大野真澄，太田裕美，山田雅人，
吉川友／司会：関口泰雅アナ
『フォークは素敵な贈り物〜成人の日編』
1. 9／14:05〜15:55
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。／ゲス
ト：森山良子，朝倉あき／司会：関口泰雅アナ
『復興は笑顔から〜震災から立ち上がったフラガ
ールの半年』
11. 3／18:05〜18:50
映画の題材ともなったフラダンスで有名な福島
県いわき市の温泉レジャー施設は，東日本大震災
で大きな被害を受けて営業休止となった。フラガ
ールたちの中にも，津波で自宅が流された人や，
原発事故のため自宅に戻れない人も出た。それで
も，不安を乗り越えて，全国を回って被災者を励
ましたり，福島の復興をアピールしたりしてきた。
仮の施設でショーを再開するまでの半年余りに密
着した。／ナレーション：和田源二アナ
『復興へ、あしたのために〜東日本大震災から
1 年』
3.11／10:05〜15:55
被災地の現状と課題，全国からの支援の輪につ
いて伝えるラジソン特番。宮城県石巻市内に設け
たスタジオに駒澤大学の飯田泰之准教授のほか現

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とと
もに紹介した。／解説：森井嘉浩／司会：山本志
保・関口泰雅アナ
『夏休み子ども科学電話相談』
7.20〜 8.26／ 8:33〜11:50ほか
（高校野球期間を除く）
28回目を迎えた。 7 月20日から，夏の甲子園を
挟み，20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 8 つ。／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）
，中村忠昌（シェアリング・
アース協会理事），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（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・人文博物館特別委員）
，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
『阪神・淡路大震災から学んだものは』
1.17／ 8:33〜 8:55
阪神・淡路大震災から17年。そして，11年の東
日本大震災から初めてとなる「1.17」。途中，首
都圏の民放ラジオ・ライフライン各社との共同番
組『ラジオ災害情報交差点』や，神戸からの中継
を交えながら， 2 つの大きな震災から私たちが学
び伝えるべきものを考えた。／出演：伊藤和明（防
災情報機構会長）／司会：堀井洋一アナ／中継：
大山武人アナ（大阪局）
『東日本大震災チャリティー落語会〜元気と笑い
を届けたい』
5. 3〜 4／22:15〜23:00
落語家の春風亭小朝が呼びかけ人となって実施
した東日本大震災のチャリティー落語会のもよう
を紹介した。／出演：（ 3 日）春風亭昇太，林家
たい平，三遊亭圓楽，林家木久扇，林家木久蔵，
林家正蔵，サンドウィッチマン，
（ 4 日）柳家喬
太郎，柳家花緑，サンドウィッチマン，三遊亭好
楽，桂米助，三笑亭夢之助，柳家三三，春風亭小
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地のボランティア団体を迎え，岩手，宮城，福島，
大阪，広島，東京恵比寿など各地と中継を結んで
伝えた。また，東京で行われた「追悼式」のもよ
うも生中継で伝えた。
『ふるさと＆つながるラジオ年末スペシャル』
12.30／13:30〜16:55
「○○とかけて△△と解く。その心は…」でお
なじみの「つながるラジオ」の人気コーナー な
ぞかけ問答 を軸に， 3 時間半の年末スペシャル
として生放送。年の瀬にふさわしいお題でリスナ
ーから寄せられた作品を基に なぞかけ合戦 を
繰り広げた。 即興なぞかけ でおなじみのWコ
ロンのねづっちさんが師走の街に出て中継で参加
したほか，明治大学と東海大学の落研対決や，常
連の投稿者と電話でつないでのなぞかけ合戦な
ど，工夫を凝らした。その結果，上は70代から下
は10代まで幅広い年齢層から492もの作品の投稿
があった。ふだんは放送時間の関係で聞けないサ
ラリーマンや学生などからも「仕事が休みなの
で，私も参加します！」といった投稿があった。／
師範：古今亭志ん輔（落語家），神田紅（講談師）／
ゲスト：篠山輝信（俳優）／中継：Wコロン（ね
づっち，木曽さんちゅう）／司会：柿沼郭アナ，
石山智恵
『ふるさと＆つながるラジオ年末スペシャル〜東
北・被災地を “歌” で応援』
12.31／14:05〜16:55
音楽 や 歌 を通して被災した皆さんや東
北を元気づけようと，大みそかの午後， 3 時間の
年末スペシャルを生放送した。被災地を 歌 で
支援してきた平尾昌晃さん，マギー審司さん，コ
ロッケさんをスタジオに迎え，リクエストのあっ
た「ふるさと」「上を向いて歩こう」などを，生
の歌声で届けたほか，青森県八戸市，福岡県久留
米市，宮城県気仙沼市などと中継や電話で結び，
各地から 歌 に関する話題で東北・被災地を応
援した。「全国のラジオの前で，スタジオと一緒
に皆が歌っているかと思うと，勇気をもらえる気
がした」「ボランティアの人たちと一緒に歌った
ことを思い出す」といった被災地の人々からのメ
ッセージなど，メール＆FAXが170通余り寄せら
れた。／ゲスト：平尾昌晃（作曲家・歌手）
，マ
ギー審司（お笑いマジシャン）
，コロッケ（もの
まねタレント）／ピアノ演奏：西原悟／司会：柿
沼郭アナ，石山智恵
『ふるさと発くらしこの 1 年』
12.22／15:10〜16:55
12.23／15:05〜16:55
NHK年鑑 12

12.26〜28／14:05〜16:55
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
返った。東日本大震災や夏の台風被害などの災害，
事件・事故をはじめ，「こんな心温まることがあ
った」といった，地元に密着した地域局ならでは
の話題を「ふるさとの視点」から取り上げた。通
常，北海道から九州・沖縄までの 8 ブロックを 1
日 2 ブロックずつ 4 日間で放送するが，
11年度は，
仙台発の東北地方の枠を例年の 1 時間から 2 時間
に拡大し初日に設定，例年よりも 1 日多い 5 日間
にわたって放送した。
「大変だったこの 1 年を冷
静に振り返る良いきっかけになった」「各地から
の放送で，この 1 年をしみじみと振り返ってい
る」といったお便りが届いた。東北と，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，中国，四国は50分枠で放
送。／司会：柿沼郭アナ
『プレ・すっぴん！』
3.19／10:05〜11:50
12年 4 月 2 日から始まる新番組『すっぴん！』
のプレ番組。日替わりの 5 人のパーソナリティー
が勢ぞろいし，自己紹介をするとともに新番組へ
の抱負を語ったほか，番組内容の紹介をした。／
ゲスト：フィフィ（タレント）
，加藤紀子（タレ
ント），ダイアモンド☆ユカイ（ロックシンガー），
中島さなえ（作家），高橋源一郎（作家）／司会：
藤井彩子アナ
『ホリデーライブ in スタパ・ステージ〜勤労
感謝の日編』
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350スタジオから，音楽ゲストを迎えての歌
とトークの公開生放送。／出演：玉城千春／司会：
後藤繁栄アナ
『ホリデーライブ in スタジオパーク〜天皇誕
生日編』
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450スタジオから，音楽ゲストを迎えての
歌とトークの公開生放送。／出演：辛島美登里／
司会：葛西聖司アナ
『ホリデーライブ in スタジオパーク〜成人の
日編』
1. 9／13:05〜13:55
祝日に合わせてのライブショー。スタジオパー
クの450スタジオから，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／
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司会：宮川泰夫アナ
『民族楽器が奏でる “世界の音楽ショウ”』
12.30／17:05〜18:50
日本にいては聞くことができない，世界の音楽
で別世界に案内する番組。世界中に特色あるワー
ルドミュージックがある。今回はフランスのシャ
ンソン，南米のフォルクローレ，コンゴのアフリ
カ音楽，そしてネパール，韓国などのアジア音楽
など，幅広く紹介した。また，1,500年前の中国
の楽器，方響など珍しい音色も披露。／出演：泉
麻人（イラストレーター）
，にしおかすみこ（タ
レント）／司会：古賀一アナ
『みんなで考える地域防災とは〜第 2 回 防災
ラジオドラマコンテストから』
3.20／21:05〜23:00
地域の人たちが防災ラジオドラマを作る試みを
通じて地域の防災力を高めようと行われている，
独立行政法人防災科学研究所の「防災ラジオドラ
マコンテスト」。番組ではコンテストの入選作品
を紹介しながら，ドラマ作りが地域防災に果たす
役割や，
制作活動を通して地域防災への取り組み，
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：長坂俊成（独立行政法人防災科学研
究所主任研究員），鶴川里香（江戸川女子中学高
等学校放送部顧問）
，花村怜美（声優・女優）／
司会：堀井洋一アナ
『ムーンライトシャワー〜月明りに照らされて』
「真夏編」 8.16〜18／21:30〜21:55
「長月編」
9.23／18:05〜18:50
「神無月編」
10.10／19:20〜19:55
「歳末編」
12.29／17:37〜18:50
「初春編」
1. 4／21:30〜21:55
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
『ライブハウス・R− 1 』
7.20， 8.17，11.23， 3.21／20:05〜21:30
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作
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
なども受け付けた。／出演：（7.20）三浦大知，
Lead，Vanilla Mood，（8.17）Berryz工房，真野
恵里菜，吉川友，
（11.23）今井絵里子，谷村奈南，
（3.21）鈴木亜美，川上ジュリア／司会：ポカス

カジャン，京本有加
『ラジオ紙芝居 東西鉄道落語自慢』
10.10／17:05〜18:50
オリジナルの鉄道落語を軽妙な話術で披露，自
作の紙芝居で新作鉄道落語を披露。その落語対決
の様子をスチール映像でシンクロさせてホームペ
ージでも紹介した。／出演：向谷実，野月貴弘，
桂梅團治，古今亭駒次
『ラジオ女子会議』
7.18／21:05〜23:00
ラジオスタジオに「女子会」を設定。30〜50代
の歯に衣着せぬ女性ゲストたちが，生き方を模索
する女性たちのリアルな悩みや興味に対して，時
に辛口に，時に心に届くエールを送った。／ゲス
ト：太田光代，湯山玲子，田丸麻紀，LiLiCo／司
会：山本志保アナ
『ラジオビタミン・年末スペシャル』
12.29〜30／ 8:30〜11:45
12.31／ 8:05〜11:50
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日から大晦日までの
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，
「ギフト」をテ
ーマに，この 1 年で受け取ったものや言葉，出会
いで心に残るものを投稿してもらったり，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。
震災からの復興の動きや，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）浅香山親方
（元大関魁皇），
（12.30）篠山紀信（写真家）／
司会：村上信夫アナ，神崎ゆう子
『 ラ ジ オ を プ ロ デ ュ ー ス！ 〜Power to the
Radio』
8.28／13:05〜16:30
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
の聴きたい，聴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，バラエティー，アイデア満載
の12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横浜
国立大学・フェリス女学院大学放送研究会。／出
演・審査：森田成一・後藤邑子（声優）／司会：
小松宏司アナ
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『ロックンローラー近田春夫の歌謡曲って何だ？
電撃的スペシャル』
9.23／13:05〜15:55
午後の番組『つながるラジオ』のコーナーとし
て月に 1 回放送している『ロックンローラー近田
春夫の歌謡曲って何だ？』のスペシャル番組。今
回は男性ゲストを 2 人招き，歌謡曲に関するさま
ざまな話を繰り広げた。／パーソナリティー：近
田春夫（ロックンローラー）
，長田栄二（音楽プ
ロデューサー）
，糸井重里（コピーライター）
『私が愛した怪獣〜語ろう選ぼう いとしさ
No.1！』
11. 3／16:05〜17:55
円谷英二生誕110年などにちなみ，数ある昭和
の名怪獣の中からリスナーによる電子投票で「い
としさNo.1」を選ぶ 選挙 を実施した。 予備
選挙 や当日の 本選挙 を経て，怪獣ランキン
グ上位10体を発表し，最終的にNo.1を選んだ。第
1 位は「バルタン星人」であった。ゲストの怪獣
への愛着やリスナーからのメールを盛り込みなが
ら生放送で進行した。放送当日，開催中の NHK
文化祭2011 ステージから「カネゴン」が 選
挙 への投票呼び掛けを行う一方，会場でも簡単
な投票を行い，そのもようも放送した。／出演：
デーモン閣下，みうらじゅん，瀬口かな，石坂浩
二・谷山雄二郎（ナレーション）
，阿部悦子，カ
ネゴン／司会：山本志保アナ

NHK年鑑 12
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『NHK高校講座』
月〜金 19:30〜20:30
土
19:10〜20:30
月・火，金〜日 23:40〜 0:40
水・木 23:40〜 0:20
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。11年度制作は「オーラル
コミュニケーションⅠ」「国語表現Ⅰ」
「政治・経
済」「英語Ⅱ」の 4 番組。一部制作は「現代社
会」「音楽Ⅰ」の 2 番組。再放送番組は「現代
文」
「保健体育」
「古典」
「倫理」
「数学Ⅱ」「国語
総合」の 6 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
『アラビア語講座』
土
9:30〜10:00
第 1 回08.4.5／前期は「話そう！アラビア語」
と題し，正則アラビア語（フスハー）を初歩から
学ぶ講座を放送した。講師：榮谷温子（東京外国
語大学非常勤講師），出演：イサム・ブカーリ，
カリン・エルフェガーリ。
（05年度の再放送）／
後期は「初歩からのアル・アラビーヤ」
，講師：
新妻仁一（亜細亜大学教授）
，ムハンマド・ヌー
ルディーン・ナケシュバンディ，師岡イマーン。
（04
年度の再放送）／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・後期とも同じ内容を放送し
た。入門編（月〜水）は「ローマへ行こう！」，
講師：富永直人（財団法人日本オペラ振興会オペ
ラ歌手育成部講師）。（10年度の再放送）／応用編
（木・金）は「初級文法をきわめよう」
，講師：
京藤好男（慶応義塾大学講師）。（07年度の再放
送）／テキスト発行／制作局（番組委託・展開），
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た。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）ほか。（09年
度の再放送）／応用編（木・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）。
（10年度の再放送）／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 10:45〜11:00
第 1 回08.4.5／前期は「ゆっくりじっくり基本
編」
，講師：熊野谷葉子（慶応義塾大学専任講師）。
（09年度の再放送）／後期は「気軽に話そう 単
語から始める基本編」
，講師：柳町裕子（新潟県
立大学准教授）。（10年度の再放送）／テキスト発
行／制作局（番組委託・展開），NED
『英語 5 分間トレーニング』
月〜日
9:05〜 9:10
再月〜日 16:20〜16:25，22:20〜22:25
再日 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。楽しさを加味してトレーニングの
アクセントとした。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。 3 年
目を迎え，役柄になりきって発声する「なりきり
練習」を追加。携帯サイトでは講師からの英語メ
ッセージを番組と連動して毎日更新。学習意欲の
維持に寄与した。／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
『お話でてこい』
月・火
9:30〜 9:45
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。なお月曜は年少〜年中向け，
火曜は年中〜年長向けのお話を放送した。／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』
水
9:30〜 9:45
『おはなしの旅〜中学年』
木
9:30〜 9:45
『おはなしの旅〜高学年』
金
9:30〜 9:45
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

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・後期とも同じ内容を放送し
た。
「エリのドキドキ☆スペイン留学」，講師：下
田幸男（立教大学兼任講師）。
（08年度の再放送）／
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 10:30〜10:45
第 1 回09.3.30／前期は月〜水は入門編「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）
。
（10年度の再放送），木・金は応用
編「映画で身につく！応用会話」
，講師：水野衛
子（早稲田大学講師）
。（10年度の再放送）／後期
は月〜水の入門編は「これでわかる！はじめての
中国語」
，講師：宮岸雄介（防衛医科大学校専任
講師）。
（10年度の再放送），木・金の応用編は「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）。（10年度の再放送）／
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・後期ともに同じ内容を放送
した。入門編（月〜木）
「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：シ
ュテファン・ヘンゼル，ジャニーン・ヘーファー。
（09年度の再放送）／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
（フェリス女学院院長）。（09年度の再放送）／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／前期の入門編（月〜水）は「兼
若博士のハングル・エクササイズ」
，講師：兼若
逸之（東京女子大学教授）。（10年度の再放送）／
応用編（木・金）は「わかる 使える！ドラマチ
ック・ハングル」
，講師：阪堂千津子（東京外国
語大学講師）
。
（10年度の再放送）／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）
。（10年度の再放送）／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）。（10年度の
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・後期とも同じ内容を放送し
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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，若山弦蔵，奈良岡朋子，仲
村トオルほか／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
再月〜土 10:00〜10:30
再日
10:00〜11:00
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。曜日ごとに歴史・芸術・
文学などの分野を取り上げた。11年のラジオ第 2
放送開始80周年を機に月曜に「NHKラジオアー
カイブス」を新設。また，金曜枠を「詩歌を楽し
む」に改題，最近人気の詩も取り入れた。月〜日
曜の内容は以下に記述。
「NHKラジオアーカイブス」 新 月／第 1
回11.4.4／物故した作家を中心に原則 4 回シリー
ズで月ごとに取り上げた。／「永井荷風」「谷崎
潤一郎」
「川端康成」
「林芙美子」「大佛次郎」「井
伏鱒二」
「内田百閒」
「有吉佐和子」
「長谷川伸」
「坂
口安吾」など。／解説：元文芸誌編集長・大村彦
次郎，聞き手：宇田川清江（元NHKアナ）
「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る講座番組。／「城
と女と武将たち」小和田哲男（静岡大学名誉教
授）
，
「21世紀から見る 資本論 〜マルクスとそ
の時代」的場昭弘（神奈川大学教授）
，「アメリカ
先住民から学べ〜その歴史と思想」阿部珠理（立
教大学教授）
，「シルクロード・10の謎〜文明交流
の地をあるく」中村清次（元NHK シルクロー
ド 取材班団長）／ガイドブック発行
「芸術その魅力」 水／第 1 回07.4.6／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が語る講座番組。／「ス
ペイン カタルーニャの芸術家たち」岡村多佳夫
（東京造形大学教授），「音楽が世界を動かす」
五十嵐正（音楽評論家・翻訳家），「落語の楽しみ
〜昭和の黄金時代を語る」矢野誠一（演芸評論
家）
，
「人生の歌 シャンソンのすべて」永田文夫
（音楽評論家・翻訳家）
「 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。／「ギリシャ神話〜ルネ
NHK年鑑 12

ッサンス・バロック絵画から遡る」逸身喜一郎
（東京大学名誉教授），「中国古典のスターたち」
加藤徹（明治大学教授），「 歎異抄 と現代」高
史明（作家）
，
「江戸庶民のカルチャー事情」綿抜
豊昭（筑波大学大学院教授）／ガイドブック発行
「詩歌を楽しむ」 新 金／第 1 回11.4.8／今，
さらに新しい表現の可能性を求め，愛好者も増え
てきている俳句・短歌と詩の世界を第一線の俳人・
歌人・詩人らが作品鑑賞を中心に独自の視点から
語っていく講座番組。／「詩を読んで生きる 小
池昌代の現代詩入門」「北原白秋〜うたと言葉と」
など／ガイドブック発行
「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。11年度は
「日本人が作った漢詩を取り上げてほしい」とい
う聴取者の要望を受け，番組史上初となる「日本
の漢詩」についての放送を実施。日本人が作った
漢詩の中から代表的なもの（菅原道真・夏目漱石・
森鴎外など）を厳選して，奈良・平安時代から近
代まで，歴史的な背景や文体の形式なども含めて
詳細に読み解いた。／解説：後藤昭雄（成城大学
教授）／テキスト発行
「日曜カルチャー」 日／第 1 回11.4.17／「日
本のオーケストラ文化〜放送が果たしてきた役
割」前和男（元NHK交響楽団エグゼクティブ・
プロデューサー），
「人間を考える〜伝えたいこと
ば」中井貴惠（女優）
，小池一夫（作家・漫画原
作者）
，奈良岡朋子（女優），犬養智子（評論家・
エッセイスト），「みんな動物たちに教えてもらっ
た」小菅正夫（前旭山動物園園長），「ここまでわ
かった宇宙〜太陽系，地球，系外惑星の素顔」井
田茂（東京工業大学教授），
「人間を考える〜とも
に支える」藤村志保（女優），中島潔（画家），内
館牧子（脚本家）
，阿刀田高（作家）
，「馬の博物
誌」末崎真澄（馬の博物館学芸部長）
，
「森と人
間」稲本正（工芸家・作家），「人間を考える〜時
代を見つめる」斎藤環（精神科医）
，姜尚中（政
治学者），綾戸智恵（ジャズシンガー），あさのあ
つこ（作家）
，「 青鞜 100年〜歴史を開いた女性
たち」樋口恵子（評論家），
「新ニッポン社会論」
宇野常寛（評論家），鈴木謙介（社会学者），菅野
稔人（哲学者），中島岳志（アジア政治学者），
「西
洋絵画と人生の教え」井出洋一郎（府中市美術館
館長）
，「人間を考える〜音楽の力」ピーター・バ
ラカン（ブロードキャスター）
，茂木大輔（NHK
交響楽団オーボエ奏者）
，冨田勲（作曲家・シン
セサイザー奏者），宮川彬良（ピアニスト，作・
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『攻略！英語リスニング』

新
土・日 12:40〜12:55
再日 22:25〜22:55（ 2 本）
第 1 回11.4.2／中・上級者向けのリスニングト
レーニング番組。NHKの放送通訳者としても活
躍する講師のノウハウ「ヴィジュアライズ（視覚
化）」によって，長い文章でも要点を押さえて聞
き取るコツを伝授した。さまざまな英語の検定試
験対策としても役立つ内容となった。後期は前期
の再放送。／講師：柴原智幸（神田外語大学専任
講師・放送通訳者）／テキスト発行／制作局（番
組委託・展開），NED
『こころをよむ』
日
6:45〜 7:25
再日 13:20〜14:00
第 1 回85.4.7／教育・農学・歴史学といった各
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。11年
度は「働くということ」坂東眞理子（昭和女子大
学学長），
「田んぼの生きものと農業の心」宇根豊
（元・農と自然の研究所代表），「江戸から考える
日本人の心」大石学（東京学芸大学教授），
「食べ
るということ」小泉武夫（東京農業大学名誉教
授）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
6:00〜 6:45
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。11年度は平城遷都
1300年祭（2010年）で注目された古都・奈良に深
く関わる「万葉集」を取り上げ，日本に現存する
最古の和歌集の魅力を当地・奈良大学の上野教授
に解説してもらった。／解説：上野誠（奈良大学
教授）／制作局（番組委託・展開），NED
『ことば力アップ』
土 21:30〜21:45
再土 12:10〜12:25，16:45〜17:00
第 1 回08.4.5／年間を「ビジネス」「学校」
「朗
読」「生活」の 4 つのテーマに分けて，より時代
のニーズに合わせた内容に一新。テキストと連動
しながら，アナウンサーが 4 つのテーマの中で朗
読，敬語の使い方，スピーチ，プレゼンテーショ
ンなど，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するとともに，

編曲家）
。／制作局（番組委託・展開），NED
『聞いて聞かせて』
日 19:30〜20:00
再日 7:30〜 8:00
第 1 回09.4.5／11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。東日本大震災につ
いて，継続的に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 6:00〜 6:15
再月〜金 18:45〜19:00，21:00〜21:15
第 1 回05.4.4／中学 1 年生程度のレベルで，初
心者が楽しく基礎固めできる講座。学習効果とエ
ンターテインメント性の両立を目指し，初めてシ
ナリオライターが制作に参加。太郎と博士が織り
成す奇想天外のストーリーが中学生を中心に人気
に。文法に加えコミュニケーションを軸に据え，
「伝わる英語」を紹介した。／講師：田邉祐司（専
修大学教授）／出演：ジャニカ・サウスウィック，
ジョナサン・シェア／テキスト発行／制作局（番
組委託・展開）
，NED
『基礎英語 2 』
月〜金 6:15〜 6:30
再月〜金 19:00〜19:15，21:15〜21:30
第 1 回05.4.4／『基礎英語 1 』に続く年間語学
番組。随時復習を行う「スパイラル方式」で着実
に学んだ英語を身に付ける指導法を展開。また，
音声学の理論に基づき，リズムに乗せて身体で自
然に覚えるという手法を紹介した。／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 6:30〜 6:45
再月〜金 19:15〜19:30，21:30〜21:45
第 1 回08.3.31／中学校英語を完成させるととも
に，
「英語を学び直したい」大人のニーズにも応
える講座。スキットの舞台はボストン。アメリカ
人に日本の文化や生活を紹介する場面を多く取り
入れ，発信型の英語を学ぶきっかけを作った。ま
た，日記やEメールなど書き言葉も学習。シンプ
ルな英語でしっかり表現する作文力をサポートし
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
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再土 10:30〜11:00（ 2 本）
第 1 回08.3.31／前期は日常会話をビジネスで通
用する英語にレベルアップすることを目指す。毎
回単語 2 個とテーマを設定し，ビジネスの現場で
使われている英語を身に付けていく。講師による
現実の成功例，失敗例が共感を呼んだ。／講師：
関谷英里子（同時通訳者）／出演：ブランドン・
ストール（企業勤務）／後期はビジネスで交わす
Eメールの基本をマスターする。
「フォーマル度」
に焦点をあて，気心の知れた相手に出すメール，
面識のない相手へのメールなど，さまざまな状況
に対応する英語力を目指した。／講師：森住史（成
蹊大学准教授）／出演：アダム・フルフォード（ラ
ンゲージコンサルタント）／テキスト発行／制作
局（番組委託・展開），NED
『文化講演会』
日 21:00〜22:00
土
6:00〜 7:00
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。11年度は「遠い日のラジオ放送」澤地久枝
（ノンフィクション作家），「おひとりさまの最
期」上野千鶴子（東京大学名誉教授），「低炭素型
の暮らしと未来」柏木孝夫（東京工業大学大学院
教授），「元気のモト・汝は奥深きテレビ」山本晋
也（映画監督），「はやぶさの挑戦」西山和孝（宇
宙科学研究所准教授）などを放送した。／制作局
（番組委託・展開），NED
『ポルトガル語入門〜楽しいブラジルの旅』 新
土 18:30〜18:45
再土
8:50〜 9:05，21:45〜22:00
第 1 回11.4.2／2014年のサッカーワールドカッ
プ，2016年のオリンピックなどビッグイベントを
控えたブラジルへの旅を想定した実用的な会話入
門を制作した。全24回で基本表現を学ぶ。／講師：
浜岡究（拓殖大学言語文化研究所講師），モニカ・
フラガ／テキスト発行／制作局（番組委託・展
開）
，NED
『まいにちイタリア語』
月〜金 7:45〜 8:00
再月〜金 16:45〜17:00
第 1 回90.4.2／前期の入門編（月〜水）は「田
舎でのんびりホームステイ」，講師：花本知子（京
都外国語大学講師）
，出演：ミケーレ・カマンド
ーナ。
（09年度の再放送）／ 4 〜 6 月の応用編（木・
金）は「イタリア・食のサロン」
，講師：中矢慎
子（国立音楽大学ほか講師），マルコ・ビオンデ

毎月 1 回は，放送の現場で感じたことをエッセイ
として語りかけた。11年度は51本を制作。／アナ
ウンス室
『実践ビジネス英語』
水〜金 12:40〜12:55
再水〜金 23:20〜23:35
再土 11:00〜11:45（ 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：ヘザー・ハワード（ジャ
ーナリスト）
，スーザン岩本（日本企業勤務，異
文化研修トレーナー）／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 18:45〜19:10
再日 12:15〜12:40
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
『宗教の時間』
日 8:30〜 9:00
再日 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
り上げるトーク番組。毎月第 2 週は森本達雄・名
城大学名誉教授による「ヒンドゥー教の世界」を
1 年間12回のシリーズで放送した。／文化・福祉
番組部
『ともに生きる』
日 8:00〜 8:30
再日 19:00〜19:30
第 1 回62.4.8，改題94.4.10，最終回12.4.1／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 12:40〜12:55
再23:20〜23:35
NHK年鑑 12
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編（月〜木）は「謎の女」
，講師：清野智昭（千
葉大学准教授）
，出演：ヴィエンチェンツォ・ス
パニョーロ，ベッティーナ・オルトマン。（08年
度の再放送）／応用編（金）は「ドイツ語発音ク
リニック」，講師：清野智昭（千葉大学准教授），
出演：ヴィエンチェンツォ・スパニョーロ，ナデ
ィーン・カチマレック，ウォルフガング・フルツ
レ。（08年度の再放送）／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
7:15〜 7:30
再月〜金 14:30〜14:45，22:40〜22:55
再日 14:30〜15:45（ 5 本）
第 1 回84.4.2／前期の入門編（月〜水）は「お
いしく身につく！ハングル学習ナビ」
，講師：木
内明（東洋大学ライフデザイン学部准教授）
，出
演：ソ・ウナ，八田靖史。／応用編（木・金）は
「通訳式トレーニングでステップアップ！」，講
師：長友英子（放送通訳，同時通訳），出演：イ・
ホンボク。／後期の入門編（月〜水）は「つなが
る！はまる！ハングルのツボ」
，講師：塩田今日
子（二松学舎大学教授）
，出演：金景太，オ・ソ
ンヨン。／応用編（木・金）は「センスアップ！
ナチュラル表現」，講師：ナム・ユンジン（東京
外国語大学大学院准教授）
，出演：キム・チョン
トク。／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
7:30〜 7:45
再月〜金 13:35〜13:50
第 1 回52.4.14／前期の入門編（月〜水）は「あ
なたにきっと起こること」
，講師：國枝孝弘（慶
応義塾大学教授）
，パトリス・ルロワ（慶応義塾
大学訪問講師）
。／ 4 〜 6 月の応用編（木・金）
は「Racontons nos vies！」
，講師：杉山利恵子
（明治大学教授）
，ミカエル・フェリエ（中央大
学教授）。／ 7 〜 9 月の応用編（木・金）は「A
table！〜文と語彙を料理する」，講師：井上美穂
（上智大学ほか講師）
，出演：ベルナール・パス
カル・レウルス，ニコラ・ガイヤール。
（08年度
の再放送）／後期の入門編（月〜水）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（早稲田大学ほか講師）。
（10年度の再放送）／10〜12月の応用編（木・金）
は「人生の新しい扉を開けるとき」
，講師：國枝
孝弘（慶応義塾大学教授），パトリス・ルロワ（慶
応義塾大学訪問講師）。
／ 1 〜 3 月の応用編は「ド
ミニック流シンプルライフに学ぶ一歩先のフラン

ィ。／ 7 〜 9 月の応用編（木・金）は「今さら聞
けない文法のフシギ」
，講師：入江たまよ（外務
省研修所講師）
，出演：カルラ・フォルミサーノ。
（09年度の再放送）／10〜 3 月の入門編（月〜
水 ） は「 キ ャ ン ピ ン グ カ ー で ま わ ろ うin
Toscana」，講師：花本知子（京都外国語大学講
師），出演：マルコ・フランコ。／10〜12月の応
用編（木・金）は「弱点克服ディクテーション
特訓講座」
，講師：リッカルド・アマディ，出演：
黒川彩子（翻訳家）。／ 1 〜 3 月の応用編（水・
木）は「イタリア人をめぐる12章」
，講師：岡本
太郎（ライター，翻訳家），出演：アンア・マリア・
マッツォーネ。／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 8:00〜 8:15
再月〜金 14:45〜15:00
第 1 回56.4.1／前期は「奈美のVivaスペイン生
活」，講師：小池和良（拓殖大学外国語学部教授），
出演：カルラ・トレド・ベラルデ。／後期は「ウ
チのささいな大事件」
，講師：廣康好美（上智大
学一般外国語教育センター講師），出演：フアン・
カルロス・モジャーノ。（10年度の再放送）／テ
キスト発行／制作局（番組委託・展開），NED
『まいにち中国語』
月〜金 8:15〜 8:30
再月〜金 15:30〜15:45，22:25〜22:40
再日 11:00〜12:15（ 5 本）
第 1 回56.11.4／前期の入門編（月〜水）は「お
もてなしの中国語入門」
，講師：楊光俊（桜美林
大学教授）
，出演：呉志剛，王英輝。／応用編（木・
金）は「即戦力のビジネス中国語」
，講師：杉田
俊明（甲南大学経営学部教授），出演：李軼倫，
張艶。／後期の入門編（月〜水）は「実践エクサ
サイズで学ぶ中国語」
，講師：高木美鳥（日中学
院専任講師）
，
出演：胡興智，容文育。／応用編（木・
金）は「表現力を鍛えよう！」，講師：丸尾誠（名
古屋大学准教授），出演：李軼倫，李茜。／テキ
スト発行／制作局（番組委託・展開），NED
『まいにちドイツ語』
月〜金 7:00〜 7:15
再月〜金 15:15〜15:30
第 1 回52.9.1／前期の入門編（月〜水）は「ゾ
フィーのドイツ語教室」
，講師：渡部重美（独協
大学外国語学部教授）
，出演：アンゲリカ・ヴェ
ルナー，トーマス・マイヤー。／応用編（木・金）
は「ドイツ語が見てきたNIPPON」
，講師：相澤
啓一，ラインハルト・ツェルナー。／後期の入門
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再土
7:00〜 8:15（ 5 本）
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。（10
年度の再放送）／テキスト発行／制作局（番組委
託・展開），NED
『朗読』
月〜金
9:45〜10:00
再土
22:25〜23:40
第 1 回62.4.4／11年度は，
「特集 親鸞」
（朗読：
加賀美幸子／全60回）で始まった。比叡山で修業
を始めた少年僧が，京の都で念仏の世界に入り，
親鸞として越後に流されるまでを描いた五木寛之
作の長編小説「親鸞」を放送。年度後半は東日本
大震災を受けて「ポラーノの広場」ほかの「宮澤
賢治の世界」
（10月／全20回）
，「津浪と人間」ほ
かの「寺田寅彦災害随筆集」（11月／全10回）
，さ
らに 3 月 1 日から 2 週間はパール・バック作「つ
なみ」（朗読：紺野美沙子／全10回）を放送した。
また， 9 月から始まったネットラジオのリスナ
ーを意識して，新春 1 月 1 〜 5 日には『特集 村
上春樹を読む』（朗読：松たか子）を企画・放送。
いま，ノーベル文学賞に最も近い日本人作家とも
言われる村上春樹ワールドから「かえるくん，東
京を救う」「七番目の男」「蜂蜜パイ」のいずれも
災害をキーワードとした 3 作品を放送した。テレ
ビ，ラジオを通じて氏の作品はNHK初登場とな
った。／制作局（番組委託・展開），NED
『私の日本語辞典』
土 21:00〜21:30
再土 15:10〜15:40
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，日本語を多面的に捉えて語ってもらう
番組。／「軍事郵便が残した庶民の文章表現」新
井勝紘（専修大学教授），「法廷用語を分かりやす
く」後藤昭（一橋大学大学院教授），「異文化交流
にみる日本語の姿」池田雅之（早稲田大学教授），
「日本語から日本人像を探る」芳賀綏（東京工業
大学名誉教授）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』
R2
月〜金 8:30〜8:35
再月〜金 13:15〜13:20，15:10〜15:15，

ス語」
，講師：北村亜矢子（慶応義塾大学ほか講
師）
，セバスティアン・ジャフレド。／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〜金 8:50〜 9:05
再月〜金 16:30〜16:45
第 1 回56.11.4／前期の入門編（月〜水）は「フ
ァーストステップ〜基礎の基礎・完全理解！」，
講師：源貴志（早稲田大学教授），出演：オリガ・
ヤレムチューク。／応用編（木・金）は「ニュー
スがわかる・応用編」
，講師：鈴木義一（東京外
国語大学教授）
，出演：ヤロスラフ・シュラトフ。
（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
『名曲スケッチ』
R2 月〜土 13:50〜14:00
土・日 13:10〜13:20
FM 火〜土 0:50〜 1:00
第 1 回93.4.9／テレビ番組『名曲アルバム』の
音楽 2 曲で構成した10分間のミニ番組。／音楽・
伝統芸能番組部
『名曲の小箱』
R2
日
7:25〜 7:30
FM 月〜日 5:50〜 5:55
土
22:55〜23:00
第 1 回84.4.2／テレビ番組『名曲アルバム』の
音楽による 5 分間のミニ番組。／音楽・伝統芸能
番組部
『ラジオ英会話』
月〜金 12:25〜12:40
再月〜金 15:45〜16:00，21:45〜22:00
再土
11:45〜12:00
再日 16:30〜17:45（ 5 本）
第 1 回08.3.31／現在の英語力をもう一歩前進さ
せたい，あるいはもっと本格的に英会話に取り組
んでみようという人々をターゲットに，スピーキ
ング，リスニングの 2 つの会話技術をバランスよ
く向上させることを目的とする。楽しく学べるよ
う工夫されたダイアログ（会話文）を中心に，会
話のコツやおもしろさを伝えた。講師をはじめと
する出演者のパワフルかつ息の合った掛け合いが
好評を博している。／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』
月〜金 6:45〜 7:00
再月〜金 12:10〜12:25，23:00〜23:15
NHK年鑑 12
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23:15〜23:20
再土 8:15〜 8:40（ 5 本）
E・ワンセグ2 火〜土 1:00〜 1:05
BS1
月〜金 14:30〜14:35
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NHKワールド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

F

M

放

送

FM：定時番組
『AKB48の “私たちの物語”』 新
FM
（隔週）金 22:00〜22:40
R1 再（隔週）日 19:20〜20:00
第 1 回11.4.15／AKB48のメンバーが，リスナ
ーから送られたストーリーやキーワード，メンバ
ー自身の実際の体験などから作られたストーリー
を演じるラジオドラマ。毎回 5 〜10人のメンバー
と山寺宏一がラジオドラマならではの自由で奇想
天外なストーリーを演じる。／出演：AKB48，
山寺宏一／エンターテインメント番組部
『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，日本の
音声ドラマ文化をけん引するクオリティーの高い
作品を継続的に制作。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。静岡県裾野市ほか関
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
『N響演奏会』
土 18:00〜20:15
第 1 回04.9.19／年に 9 回，N響定期公演Aプロ
グラムを生放送で紹介。プログラムにちなんだ話
題や選曲で構成した。／司会：山田美也子／音楽・
伝統芸能番組部
『石丸幹二のシアターへようこそ』 新
金（最終週を除く） 21:10〜22:00
第 1 回11.4.1／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，石丸幹二の豊富な音楽
知識を基にしたトークも交えながら送る。／出演：
石丸幹二／エンターテインメント番組部
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『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。11年度は12本
制作。／パーソナリティー：森若香織／ゲスト：
遠藤ミチロウ，宍戸留美，楳図かずお，野宮真貴，
TOKYO NO.1 SOULSET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 7:20〜 9:00
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
『大貫妙子 懐かしい未来』
火（最終） 23:00〜 0:00
再火 10:00〜11:00
第 1 回09.4.28，最終回12.3.27／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：竹中直人，細野
晴臣，池澤夏樹，加瀬亮，糸井重里，西条剛央ほ
か／エンターテインメント番組部
『音の風景』
15:55〜16:00
FM 月〜金
金
22:40〜22:45
土
6:50〜 6:55，22:50〜22:55
22:55〜23:00
R1
日
R2 月〜金 12:55〜13:00，23:35〜23:40
土
12:25〜12:30，16:40〜16:45
日
9:55〜10:00，23:35〜23:40
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」で構成する
音紀行。初回の「代々木公園」から数えて制作本
数は1,300本を超え，放送開始から27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。／語り：北郷三穂子アナ／音響
デザイン部
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2011年度『音の風景』制作一覧
内

容

當麻寺の水琴窟
梅小路公園チンチン電車
安曇野 水めぐり
二輪車交通安全教室
シンガポールの音探訪
江戸指物
立山連峰・雄山登山
雨音懐かし山形和傘
雨の樹海にコマドリの囀り
琵琶湖、沖島の稚アユ漁
駒止湿原の夏鳥
早雲寺のヒメハルゼミ
笑うシロイルカ
讃岐のうどん屋さん
なにわ蝉しぐれ
虫送りの夜
名水 瓜割の滝
湾岸 夜の生き物観察会
盛り上がれ！伏木大相撲
名城に虫の音を聞く

場

所

内

奈良県
京都府
長野県
東京都
シンガポール
東京都
富山県
山形県
奈良県
滋賀県
福島県
神奈川県
神奈川県
香川県
大阪府
福井県
福井県
東京都
富山県
滋賀県

『ガットのしらべ』

容

オホーツクの秋
尾道のベッチャー祭り
夢のSL体験運転
めざせ！大海原へ
会津かやぶきの里
五島列島 祈りの島
待ちの漁 五島のボラ漁
佐久の十日夜
サケ戻る川、津軽石川
盛岡の台所 神子田朝市
浅草寺の羽子板市
煎り豆香る街
からむし織
犬吠埼の灯台
瀬戸内の恵み 牡蠣
けん玉のまち 廿日市
登り窯 炎を操る職人たち
帯広ばんえい競馬
ランナーたちの熱き祭典！
豪快！放水のアーチ

場

所

北海道
広島県
鳥取県
東京都
福島県
長崎県
長崎県
長野県
岩手県
岩手県
東京都
東京都
福島県
千葉県
広島県
広島県
佐賀県
北海道
東京都
熊本県

新

土 20:15〜21:00
第 1 回11.4.16／羊のはらわたから作られた弦は
ガット弦と呼ばれ，金属弦とは異なる独特の温か
みのある音色を生む。ガット弦の演奏を中心に，
優れた演奏を毎回チョイスし，弦楽器の魅力を伝
えた。／ご案内：大林奈津子／音楽・伝統芸能番
組部
『上地雄輔のラジ音！』 新
FM
（隔週）金 22:00〜22:40
R1 再（隔週）日 19:20〜20:00
第 1 回11.4.8／俳優・タレントで，遊助名義で
歌手としても活躍中の上地雄輔がパーソナリティ
ーを務める番組。上地雄輔がゲストとリラックス
したトークを聞かせながら，番組に寄せられたメ
ールを紹介していく，ブログ感覚で気軽に楽しめ
る番組。／ゲスト：品川ヒロシ，つるの剛士，板
谷由夏，臼田あさ美，スガシカオ，木村多江，ユ
ースケ・サンタマリアほか／エンターテインメン
ト番組部，NEP
『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。／D
J：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
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『きたやまおさむのレクチャー＆ミュージック』
月 23:00〜 0:00
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 7:20〜 9:15
再金 14:00〜15:55
第 1 回02.4.4，最終回12.3.26／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。惜しまれつつ10年間の幕
を閉じた。／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
『君の思いを受け止めた！〜青春リアル・スピン
オフ』 新
日 1:00〜 2:00
第 1 回11.4.3／Eテレ『青春リアル』に寄せら
れた視聴者からのメールを，できるだけたくさん
紹介する番組。Eテレの再放送終了の 1 時間後か
ら生放送。 1 年間で1,200件近いメールを紹介し
た。／青少年・教育番組部
『熊川哲也のバレエ音楽スタジオ』 新
第 4 金 21:10〜22:00
第 1 回11.4.29／日本バレエ界が生んだスーパー
スター・熊川哲也が，自らのダンサー経験，演出
家経験を基にバレエ音楽の魅力を語る。業界初の
ラジオによるバレエ番組。／パーソナリティー：
熊川哲也（バレエダンサー）
，新井鴎子（音楽構
成作家）／音楽・伝統芸能番組部
『クラシックカフェ』
月〜木 14:00〜15:55
再火〜金 7:20〜 9:15
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，NEP
『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
『古楽の楽しみ』 新
月〜金・日 6:00〜 6:55

第 1 回11.3.28／中世・ルネッサンスからバロッ
クまで，アーリーミュージック全般を，専門家に
よる解説とともに送る番組。 5 人の古楽研究第一
人者が週替わりで担当。10月より日曜はリクエス
トの日として，リスナーからの多様なニーズに応
えた。／出演：礒山雅，今谷和徳，関根敏子，大
塚直哉，花井哲郎（前期の日曜）
，松川梨香（後
期の日曜）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『小西康陽 これからの人生』
水（最終） 23:00〜 0:00
再水 10:00〜11:00
第 1 回10.4.28／元ピチカート・ファイヴの小西
康陽が，50歳を超え「今，本当に聴きたい音楽と
は何か？」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。11年度は「アカ
ペラ特集」「沖縄レアグルーヴ特集」などを放送
した。／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』
日（最終週を除く） 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
『ザ・ソウルミュージック』
木 23:00〜 0:00
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〜 1:00
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
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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藤井彩子
アナウンサー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，藤井彩
子アナ／エンターテインメント番組部
『とことん○○』 新
火〜土
0:00〜 0:50
再月〜金 18:00〜18:50
第 1 回11.3.29／とことんこだわったテーマでと
ことんこだわったジャンルの音楽を，こだわりの
ディスクジョッキーのプレゼンで 1 か月間とこと
ん放送。ディープなファン向けに新しい発見に満
ちた時間を届けた。／DJ：月替わり／音楽・伝
統芸能番組部，NEP
『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〜木
9:20〜10:00
再月〜木 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
再月
5:00〜 5:50
第 1 回66.4.10／ベテランから若手まで最新の歌
声で全国の民謡をたっぷりと紹介。大震災を踏ま
え，東北の民謡を 4 週連続で特集するなど民謡番
組ならではの「復興支援」を試みた。／司会：福
士あきみ（民謡歌手），小野卓司アナ／音楽・伝
統芸能番組部
『能楽鑑賞』
日
7:20〜 8:15
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

ジャズファンも満足できる番組を目指した。有名
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 8:15〜 9:00
再木 10:00〜10:45
第 1 回08.4.6／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
の名盤やライブ録音などを放送した。／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
ンメント小説を原作に，あるいは新進気鋭の脚本
家によるオリジナルで，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 9:00〜10:55
再金 16:00〜17:55
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2011／2012』
日（最終週を除く） 23:00〜 0:00
再金 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
『千住真理子のクラシックでお茶を』 新
土 1:50〜 2:00
第 1 回11.4.2，最終回12.3.24／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。デジタルラジオで放
送した番組の再放送。／ラジオセンター
『トーキング ウィズ 松尾堂』
日（最終週を除く） 12:15〜14:00
第 1 回07.10.28／松尾貴史を店主とする老舗の
NHK年鑑 12

276

第２部

NHK｜第２章

番組解説｜FM：定時番組

のストレートな味わいを楽しんでもらった。夏期
には， 4 回にわたり人間国宝を迎えた演奏と対談
を特集した。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，
名古屋局，NEP
『弾き語りフォーユー』
月〜木 11:30〜11:50
再火〜金 5:00〜 5:20
第 1 回99.4.1／ピアニスト・小原孝の弾き語り
でつづる20分。マンツーマンの語りかけをコンセ
プトとした。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
再金 9:20〜 9:50
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。11年度はBSP『クラシック倶
楽部』と共同して，
全国で 4 回の公開録音を実施。
ほかにN響定期公演も年間を通して生放送で紹介
した。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋
局，NEPなど
『邦楽ジョッキー』
金 11:00〜11:50
再土 5:00〜 5:50
第 1 回85.4.5／11年度から若手歌舞伎俳優で現
役大学生の中村壱太郎がパーソナリティーを務め
た。古典芸能を平易な言葉でプレゼンするととも
に，クリス智子（パーソナリティー）
，安蘭けい
（女優），朝原宣治（陸上）など異ジャンルの達
人たちにもストレートなトークで果敢に挑戦。大
学生DJという若さを生かし，20代の視聴者層獲
得を図った。／音楽・伝統芸能番組部
『邦楽のひととき』
月〜水 11:00〜11:30

再火〜木
5:20〜 5:50
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（各月最終週）。／音楽・伝統芸能番組部，
大阪局，名古屋局，広島局，福岡局
『邦楽百番』
土 11:00〜11:50
再日
5:00〜 5:50
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』
水（最終週を除く） 23:00〜 0:00
再水 10:00〜11:00
第 1 回10.3.31／EXILE，平井堅，JUJU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〜木 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，ラジオならではの素顔の
トークや新作情報をたっぷりと紹介。楽曲ととも
に最新の音楽事情をビビッドに伝えた。／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』
日
9:00〜10:55
第 1 回10.4.4／音楽評論家・諸石幸生さんの解
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・黒田恭一さん
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10年に放
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P，NPN
『ワールドミュージックタイム』
月
0:00〜 1:00
再月 10:00〜11:00
第 1 回00.4.2／ロックやポップスなどとの融合
が進み，若者を中心にマーケットが急成長してい
るアジア，アフリカ，ヨーロッパなど，各地の特
色あふれるワールドミュージックを広く紹介。／
DJ：北中正和／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ワールドロックナウ』
金 23:00〜 0:00
第 1 回97.4.5／音楽評論家として30年を超える
キャリアをもつ渋谷陽一が，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，洋楽専門の音楽番組。／
DJ：渋谷陽一／エンターテインメント番組部，N
EP

送を開始。／音楽・伝統芸能番組部
『名曲のたのしみ』
土 21:00〜22:00
第 1 回71.4.1／吉田秀和さん（音楽評論家）の
解説で，上半期は10年度に引き続きハイドンの作
品を，下半期からはラフマニノフの作品を年代順
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なトークで展開する
親しみやすい番組。11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（最終週を除く） 23:00〜 0:00
再火 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〜 0:00
再金 10:00〜11:00
第 1 回97.4.3／今，最もビビッドなライブ活動
をしているバンドの熱気あふれるスタジオ公開ラ
イブをたっぷりと紹介する番組。月 1 回，選りす
ぐったバンドの音を届けた。／DJ：古閑裕／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『浪曲十八番』
木 11:00〜11:30
再金 5:20〜 5:50
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，人
情話を題材に，
新作も含めた多彩な演目を放送し，
浪曲ファンの期待に応えた。なお，11年度にラジ
オ第 1 からFMに移設し，放送時間も30分に拡大
した。／出演：東家浦太郎，真山誠太郎，五月一
朗，澤孝子，松平洋子，玉川こう福，国本武春ほ
か／エンターテインメント番組部，大阪局，NE
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『AKB48の “私たちの物語”
ー・スペシャル』

夏休みミステリ

8.19／21:10〜22:40
レギュラー番組『私たちの物語』の拡大特別
版。 1 時間30分にわたって，ディスクジョッキー
部分を生放送でお届けした。／エンターテインメ
ント番組部
『AKB48の “私たちの物語”
クリスマス・ス
ペシャル』
12.23／21:00〜22:40
レギュラー番組『私たちの物語』の拡大特別
版。 1 時間40分にわたってお届けした。／エンタ
ーテインメント番組部
『Live Music from NewYork』
12.22〜23／ 0:00〜 1:00
ジャズ，ロック，R&Bなどさまざまな音楽の
中から，今ニューヨークで話題のアーティストの
ライブを，現地で収録したばかりの音源で紹介し，
ニューヨークの「今」の音楽シーンの息吹を 2 夜
にわたって伝える番組。第 1 夜は，トロンボーン・
ショーティのライブを，第 2 夜は，リオーネル・
ルエケのライブを放送した。／司会：北郷三穗子
アナ／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『NHK音楽祭2011』
10. 3，10. 6／19:00〜21:10
10.12，11.18／19:00〜21:30
11.19／18:00〜20:15
9 回目を迎えたNHK音楽祭「華麗なるピアニ
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『ウィークエンドサンシャイン ウィンタースペ
シャル』
1. 1／14:00〜17:30
こだわりのブロードキャスター，ピーター・バ
ラカンが，同じくこだわりの音楽仲間 2 人ととも
に，ワールドミュージックとジャズの関係につい
て語り尽くし聴き倒す 3 時間半のスペシャル。／
司会：ピーター・バラカン／ゲスト：関口義人，
村井康司／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『エレクトロニカの世界2011』
8.13／23:15〜 1:00
「電子音楽史50年」の代表作品を渋谷慶一郎の
独自の視点で紹介。渋谷慶一郎×evala×中村と
しまるによる公開収録ライブのもようも交えて放
送。／司会：渋谷慶一郎／ゲスト：髙嶋政宏，朝
吹真理子，中村としまる，evala／音楽・伝統芸
能番組部，NEP
『大瀧詠一のアメリカン・ポップス伝2012』
3.27〜31／ 0:00〜 0:50
日本音楽界の重鎮・大瀧詠一。音楽の実力のみ
ならず，その知識は広く深い。この番組は，そん
な論客・大瀧詠一が企画・出演するラジオ番組。
彼がこよなく愛するアメリカン・ポップスの歴史
を，その1900年初頭の勃興期から， 5 回にわたっ
てひもといていく。アメリカの音楽がどのような
進化を遂げてきたのか…大瀧詠一独自の視点で，
その真実を語り尽くす。驚きのエピソードももち
ろん満載。音楽好きならずとも，知識欲をかきた
てられる内容とした。／出演：大瀧詠一／エンタ
ーテインメント番組部
『小山田圭吾の中目黒ラジオ』
1. 2／ 0:00〜 1:00
世界で活躍するアーティスト・小山田圭吾が企
画・構成・選曲・出演でお届けするスペシャル・
プログラム。上質な音楽とユーモアが合体した，
21世紀のスネークマンショー。／エンターテイン
メント番組部
『今日は一日 “AOR” 三昧』
7.18／12:15〜22:45
70〜80年代にかけて若者たちのライフスタイル
を彩ったAOR（アダルト・オリエンテッド・ロ
ック）。ボズ・スキャッグス，ボビー・コールド
ウェル，クリストファー・クロスなどの一流アー
ティストが，
「おしゃれ」で「ポップ」で，JAZZ
やソウルのテイスト満載の音楽を集めて放送し
た。／司会：ルーシー・ケント／ゲスト：金澤寿
和，角松敏生／音楽・伝統芸能番組部，NEP

ストたちの競演」全 5 回を，NHKホールから生
中継放送。／（第 1 夜）パッパーノ指揮ローマ聖
チェチーリア国立アカデミー管弦楽団 ピアノ：
ベレゾフスキー，
（第 2 夜）マリナー指揮NHK交
響楽団 ピアノ：カツァリス，（第 3 夜）ヤノフ
スキ指揮ベルリン放送交響楽団 ピアノ：河村尚
子，
（第 4 夜）アシュケナージ指揮シドニー交響
楽団 ピアノ：キーシン，
（第 5 夜）パーヴォ・
ヤルヴィ指揮パリ管弦楽団 ピアノ：ダン・タイ・
ソン／音楽・伝統芸能番組部
『U−18ユーガタM塾東北スペシャル』
1. 4〜 6／16:00〜17:20
毎週土曜放送の『U−18ユーガタM塾』の拡大
版スペシャル。今回は，東日本大震災の影響を大
きく受けた岩手県，宮城県，福島県の高校生が出
演。「元気や勇気をもらった曲，癒やされた曲」
とそれにまつわるエピソードを取材し，自分の言
葉で紹介した。また，連動して震災関連のテレビ
ミニ番組『明日へ1min』も作成した。／出演：
（宮城）のどか，ひでお，なつみ，
（福島）なつみ，
ことみ，とものり，
（岩手）たくや，がくと，ゆか／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『新しい日本の歌』
2.11／13:00〜14:00
11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
『今さらですが、突然キンキキッズ生放送』
11.12／23:00〜 1:00
KinKi Kidsの 2 人による 2 時間の生放送。 2 人
が，これまでの歩みを語ったり，リスナーからの
メールの質問に答えた。山下達郎，秋元康からの
メッセージや，
スタジオで歌の生演奏も行った。／
出演：KinKi Kids／ゲスト：武部聡史／エンター
テインメント番組部，NEP
『ウィークエンドサンシャイン サマー・スペシ
ャル2011』
8.27／ 7:20〜11:50
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に選りすぐりの音楽を紹
介していく「拡大版」
。今回はカリブ海の音楽を
特集した。／DJ：ピーター・バラカン／ゲスト：
原田尊志，荻原和也／音楽・伝統芸能番組部，N
EP
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『今日は一日 “尾崎豊” 三昧』
5. 5／12:15〜22:45
92年 4 月25日に26歳という若さで亡くなったシ
ンガーソングライター・尾崎豊。亡くなって20年
近くが経った今でも，色あせることなく，人の心
の中に生き続け，歌い継がれている尾崎豊作品に
対する熱い気持ちや思い出を，リクエストととも
に募集し放送した。／司会：中村貴子，高市佳明
アナ，落合昇平／ゲスト：清水翔太，馬場俊英／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日 “ガールズユニット” 三昧』
11.20／12:15〜23:00
ザ・ピーナッツから，キャンディーズ，ピンク
レディー，プリンセス・プリンセス，モーニング
娘。，AKB48まで。歌謡曲，Jポップ，ロックな
どジャンルを問わず（ただし邦楽）
，ガールズ・
ユニットの音楽を集めて放送した。／司会：太川
陽介，中澤裕子，里田まい／ゲスト：石川梨華，
松村邦洋，今井絵理子／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『今日は一日 “カントリー” 三昧2011』
12.30／12:15〜21:00
アメリカで大人気を博しているCMAアウォー
ド2011のもようと，熊本で毎年行われ11年で23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，グッチ裕三／
ゲスト：湯川れい子，春野恵子，チャーリー永谷，
松田武久／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日 “グループサウンズ” 三昧』
3.24／12:15〜22:00
60年代後半，日本中の若者たちを熱狂させた
GS （グループサウンズ）。消える事なく時代を
超えて生き続け，新しい世代に継承されている
GS。大人たちには懐かしく，若者たちには新鮮
な GS の元気な音を 1 日たっぷりと届けた。／
司会：岩本恭省，森田美由紀アナ／ゲスト：三原
綱木，ムッシュかまやつ，森本太郎，阿川佐和子／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日 “渋谷系” 三昧』
3.20／12:15〜22:45
90年代，渋谷から発信された，音楽だけでなく，
ファッション，アートにも多大なる影響を及ぼし
た 渋谷系ムーブメント 。今も多くのアーティ
ストからリスペクトされている「渋谷系」と呼ば
れたミュージシャンたちの音楽を 1 日たっぷりと
放送した。／司会：ふかわりょう，高市佳明アナ／

ゲスト：野宮真貴，カジヒデキ，TOKYO No.1
SOUL SETホフディラン／音楽・伝統芸能番組
部，NEP
『今日は一日 “戦後歌謡” 三昧』
4.29／ 9:20〜18:50
「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放送。 3 回目となる今回は，
戦後歌謡の歌詞にスポットを当て，リスナーから
「心に残る うた のフレーズ」を募集した。／
司会：立川志らく，加賀美幸子アナ／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『今日は一日 “タンゴ” 三昧』
5. 3／12:15〜22:45
新しい音楽として進化を続ける「タンゴ」
。タ
ンゴ新世代を代表するバンドネオン奏者・小松亮
太のナビゲートで，永遠の懐メロ・タンゴから，
人気のピアソラ，そして最新のタンゴまで，スタ
ジオ生演奏も交えて，長時間生放送で届けた。／
司会：小松亮太，橋本奈穂子アナ／ゲスト：斎藤
充正，ヒロシ＆キョウコ，菊地成孔／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Ⅳ』
12.25／12:15〜23:00
日本全国のハードロック・ヘビーメタル・ファ
ンに生放送で贈るメタルな長時間生放送，その第
4 弾。名曲・レア曲・ヒット曲・最新曲を紹介し
つつ， 日本のメタル・ゴッド 伊藤政則が最新
情報やレア情報，11年のメタルシーン解説も披露
した。／司会：伊藤政則，高市佳明アナ／ゲスト：
髙嶋政宏／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日 “浜松アーカイブス” 三昧』
9.23／12:15〜22:45
9.24／14:30〜23:00
戦前に発売された各種SPからLP，EPまで，約
34万枚のレコードを保管するNHK浜松支局から
お送りする長時間生放送。23日は軽音楽編，24日
はクラシック編として，浜松アーカイブス所蔵の
お宝レコード音源による三昧を放送した。／司会：
矢口清治／ゲスト：亀渕昭信，鈴木祥子，相場ひ
ろ，石丸幹二，篠田節子／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『今日は一日 “名曲アルバム” 三昧』
11.23／12:15〜18:50，19:20〜22:45
クラシックをはじめとする世界の名曲を 5 分に
凝縮したテレビのミニ番組「名曲アルバム」
。放
送開始35周年を記念し，1,000曲以上に及ぶ番組
ざん まい
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そこを訪れた主人公と，経済的に厳しい中で心の
豊かさを失うことなく生きている人々との触れ合
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。／朗読：津嘉
山正種／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. 1／22:00〜 0:00
坂本龍一が，毎年正月に送るスペシャル番組。
今回は，東京芸大で音楽を学ぶ作家の華恵をゲス
トに迎えた。古今東西の音楽をテーマに取り上げ，
その魅力を語り尽くした。／出演：坂本龍一／エ
ンターテインメント番組部
『ジャズ・トゥナイトプレゼンツ 日本のジャズ
幻のライブ』
3.20〜24／ 0:00〜 0:50
50年代の黄金期に爆発的な人気を集めた日本の
ジャズ。当時の貴重なライブ録音を聴きながら，
歴史が生まれる現場を目撃した録音エンジニアや
プロデューサーを迎えて名演奏誕生の舞台裏に迫
った 5 本シリーズ。／DJ：児山紀芳／ゲスト：
高和元彦，岩味潔，藤田潔，内田修，雪村いづみ／
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.15）
5. 3〜 5／23:00〜 0:00
（Vol.16）
8. 8〜12／22:00〜23:00
（Vol.17） 12.26〜28／19:30〜21:00
80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.15から17まで合わせて11日
間放送した。／DJ：西村直子／ゲスト：稲垣潤一，
ELT，槇原敬之（以上Vol.15）
，前田亘輝（TUB
E）
，高見沢俊彦（THE ALFEE）
，鈴木雅之，山
下達郎，寺田恵子（SHOW‑YA）
（以上Vol.16），
森高千里，平松愛理，森口博子（Vol.17）／エン
ターテインメント番組部
『新春民謡列島2012』
1. 1／12:15〜14:00
ふれあいホールにて公開収録。新春の華やかな
楽曲とともに，震災を踏まえ東北の民謡を中心に
放送した。／出演：大塚文雄，高橋キヨ子，成世
昌平，横川裕子ほか／司会：山川恵理佳（タレン
ト），稲塚貴一アナ／音楽・伝統芸能番組部
『スペイン黄金時代の音楽〜ビクトリア没後
400年』
12.31／ 7:15〜11:50
11年は，スペイン・ルネサンスを代表する作曲
家・ビクトリアの没後400年に当たる。当時全世

音源の中から，リスナーからのメッセージやゲス
トによる番組制作の裏話などとともに，放送開始
当時の貴重な音源や新録音など含め，名曲の数々
をお届けした。／司会：辰巳琢郎（俳優）
，仲道
郁代（ピアニスト）／ゲスト：田中健（俳優），
吉村喜彦（作家）
，和田薫（作曲家），円光寺雅彦
（指揮者）ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日 “山下達郎” 三昧』
9.19／12:15〜22:45
シュガー・ベイブとして発表したデビュー作か
ら，最新アルバム「Ray Of Hope」までの作品は
もちろん，他のアーティストへ提供した名曲の
数々も網羅。10時間にわたって達郎サウンドに酔
いしれていただく番組とした。／出演：山下達郎，
黒崎めぐみ・平田毅アナ／ゲスト：松尾潔／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日 “ラ・フォル・ジュルネ” 三昧』
5. 4／13:00〜22:00
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。11年のテーマ
は東日本大震災のため「とどけ！音楽の力，広が
れ！音楽の輪」に急きょ変更。被災地応援のため
に内外から駆けつけた一流音楽家による演奏とと
もに，コンサートを終えた演奏家をゲストとして
招いてのトークも交えて放送した。／司会：中條
誠子アナ／解説：広瀬大介／リポート：松川梨香／
演奏：ボリス・ベレゾフスキー，タチヤーナ・ワ
シリエワ，ツェムリンスキー弦楽四重奏団，ヴォ
ーチェス 8 ，伊藤恵，庄司紗矢香，山田和樹／ゲ
スト：ルネ・マルタン／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『クロスオーバーイレブン・2011夏』
8.15〜19／23:00〜 0:00
夏休みに 5 日間限定で新作を放送。今回は「命
どぅ宝・沖縄紀行」と題して，沖縄を舞台に歴史
的に数々の苦難を乗り越えながらも明るくたくま
しく生きる人々の日常を，鮮やかな沖縄の風景を
織り交ぜながら描く。執筆は沖縄在住の劇作家・
謝名元慶福の書き下ろし。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。／朗読：
津嘉山正種／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『クロスオーバーイレブン・2012新春』
1. 2〜 6／23:00〜 0:00
正月に 5 日間限定で新作を放送。今回はレギュ
ラー放送時代にアジアを中心とする紀行もので人
気を博していた内山安雄が，
『クロスオーバーイ
レブン』のために書き下ろした。
アジアを舞台に，
ざん まい
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界に響き渡り，今日の音楽にも大きな足跡を残し
ている黄金時代のスペイン音楽とは？ ビクトリ
アの作品を中心に，貴重な収録音源を交えながら，
スペイン・ルネサンス音楽の魅力を紹介した。／
司会：黒崎めぐみアナ／ゲスト：金沢正剛（音楽
学者）
，村治佳織（ギタリスト），花井哲郎（古楽
演奏家）／音楽・伝統芸能番組部
『生誕200年フランツ・リスト 魔術師の真実』
12.28／14:00〜18:00
ピアニストの小山実稚恵さんとリスト研究の第
一人者の野本由紀夫さんをゲストに招き，生誕
200年を迎えたリストの波乱に満ちた生涯と，そ
の時々によって表情を変える豊かな作品群をたっ
ぷりと紹介した。／音楽・伝統芸能番組部
『世界の快適音楽セレクション 2011夏休みス
ペシャル』
8.20／ 9:00〜11:50
久しぶりの「ゴンチチ公開スペシャルライブ」
を行い，お客様とのトークを交え，和やかなライ
ブ雰囲気のなか，新曲なども披露した。快適な音
楽と力みのないトークで心を和らげてもらう，楽
しい長時間特集とした。／出演：ゴンチチ，藤川
パパQ，湯浅学，渡辺亨／ゲスト：桑野聖カルテ
ット／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『第65回全日本学生音楽コンクール全国大会』
1. 8／14:00〜18:00
横浜みなとみらいホールで行われた第65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，NEP
『第79回日本音楽コンクール受賞者発表演奏会』
5. 3／ 7:20〜 9:15
東京オペラシティで行われた，第79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。／三宅悠太（作曲），竹山愛
（フルート）
，朴瑛実（声楽），近藤那々子（オー
ボエ），山根一仁（バイオリン），吉田友昭（ピア
ノ）／音楽・伝統芸能番組部
『第80回日本音楽コンクール〜最終予選』
10.10〜14／ 7:20〜 9:15
第80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。ホルン，
チェロ，バイオリン，声楽，ピアノの 5 部門。／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『第80回日本音楽コンクール〜本選会』
11.17，21〜22，24〜25，28／19:30〜21:10
第80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。ピアノ，声楽，ホルン，
NHK年鑑 12

チェロ，作曲，バイオリンの 6 部門。／音楽・伝
統芸能番組部
『伝説のロック・ライブ〜未発表音源でつづる
ROCK OF AGES』
8. 9〜13， 1. 3〜 7／ 0:00〜 1:00
ロックの貴重なライブ音源を時代背景，アーテ
ィストプロフィールなどとともに届ける音楽番
組。／DJ：大友博／エンターテインメント番組
部
『東京JAZZ2011』
9. 4／10:00〜23:00
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。11年は10回目を迎え 9 月
に開催された。国内外から一流のアーティストが
集結した 3 日間のジャズ・イベントの最終日に，
現地特設スタジオから長時間生放送で届けた。／
司会：濱中博久アナ，住吉美紀／ゲスト：児山紀
芳／出演：ミシェル・ルグラン・トリオ，ケニー・
バロン，セルジオ・メンデス，リー・リトナー，
上原ひろみ，寺井尚子，日野皓正／音楽・伝統芸
能番組部，NEP
『特集オーディオドラマ〜鳥の名前の少年 ある
いは、ある小惑星探査機の冒険』
12.24／22:00〜23:00
「少年」の声が聞こえる。日本には古来より，
万物に魂が宿るという考え方がある。動物や植物
はもちろん，山や川，動かない一つの石くれ，あ
るいは人の手によって作られた人工の品にさえ，
魂が宿ることがあると考えられる。もしも，たく
さんの研究者の創意と工夫と情熱が注がれた探査
機に一つの魂が宿っていたとしたら…。もしも，
たくさんの人々の宇宙への夢を託されたその無機
物の体に一つの精神が宿ることがあったなら…。
小惑星探査機「はやぶさ」を巡る大冒険をベース
に，人が生きることの切なさ，すばらしさをファ
ンタジーとして詩情豊かに描いた。／作：オカモ
ト國ヒコ／音楽：小六禮次郎／演出：小見山佳典／
出演：石田ひかり，野波麻帆，宮本信子／ドラマ
番組部
『とことんやはり本物が聞きたくなるビートル・
ソングス三昧』
8.14／10:00〜 1:00
4 月に放送した「とことん○○」のスピンオフ
特番。今回は「三昧」として午前10時から翌午前
1 時まで丸 1 日かけて，時系列順にビートルズの
カバーソングを生放送でお送りした。
「とことん」
ではお送りできなかった別バージョンのカバーも
紹介。リスナーからのビートルズの曲への思い出
ざん まい

282

第２部

NHK｜第２章

番組解説｜FM：特集番組

や，好きなカバー曲のリクエストも募集した。／
司会：あおい洋一郎／音楽・伝統芸能番組部，N
EP
『所・トータス・奥田の男子会 歌ってくだけ
ろ！』
12.24／23:00〜 1:00
ミュージシャンの所ジョージ，トータス松本，
奥田民生の 3 人が，思いつくままにフリートーク
を展開した番組。オヤジの繰り言にも似たトーク
が進む中，時には 3 人が思い出したようにギター
を手にして演奏も…ゆるーい空気が支配する，フ
シギな聖夜をお届けした。／進行：神田愛花アナ／
エンターテインメント番組部，NEP
『年越しラジオマンジャック』
12.31／14:00〜 1:00
毎週土曜放送の『ラジオマンジャック』を11時
間に拡大し，豪華なゲストとともに，生演奏も交
えて年越し生放送をした。／司会：赤坂泰彦，雨
蘭咲木子，門司肇，サラ・レクター／ゲスト：コ
ロッケ，押尾コータロー，岡崎倫典，熊倉一雄／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『土曜日レディ・杏子のDown Town
Christmas〜友達こぞりて』
12.24／14:00〜18:00
1 年の締めくくりとして，
『土曜日レディ』パ
ーソナリティー・杏子の友達や仲間が大集合する，
4 時間生放送のクリスマススペシャル。音楽仲間
にとどまらず，
さまざまなジャンルの仲間が訪れ，
興味深いトークを展開，時には生演奏を聞かせ
た。／司会：杏子／ゲスト：ヒロシ，MARMAL
ADE，木の実ナナ，AKINA，Type‑4BARS，大
伴良則，木村富一，あべあきら／音楽・伝統芸能
番組部，NEP
『ふるさと民謡夏列島2011』
8.15／14:00〜15:45
ふれあいホールにて公開収録。震災を踏まえ東
北の民謡，東北在住の歌手を中心に構成した。／
出演：斉藤京子，鈴木正夫，白井幸子，松田隆行
ほか／朗読：小野卓司アナ／司会：山川恵理佳（タ
レント）
，稲塚貴一アナ／音楽・伝統芸能番組部
『プレイバック東京JAZZ2011』
1. 2〜 3／11:00〜17:30
11年10回目を迎え 9 月に開催された東京ジャ
ズ。このアジア随一の規模を誇るジャズ・フェス
ティバルのもようを，新春 2 日間にわたり一挙に
アンコール放送した。／司会：濱中博久アナ／ゲ
スト：児山紀芳／出演：ミシェル・ルグラン・ト
リオ，ケニー・バロン，セルジオ・メンデス，リ

ー・リトナー，上原ひろみ，寺井尚子，日野皓正／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『真夏の夜の偉人たち』
8.15〜16，18／21:10〜23:00
（番外編）
8.26／16:00〜17:50
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。／司会：
島袋寛子，中村メイコ，弘兼憲史，石田昌隆／聞
き手：加賀美幸子アナ，岡村有里子／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『真冬の夜の偉人たち』
1. 2〜 6／21:10〜23:00
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。／司会：
亀渕昭信，村松友視，香山リカ，立川志らく，柴
門ふみ／聞き手：加賀美幸子・黒崎めぐみアナ／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『まろのSP日記』
（第 4 集）
8. 8〜12／21:10〜22:00
（第 5 集）
1. 2／19:20〜21:10
（第 6 集）
3.31／14:00〜16:00
「まろ」の愛称を持つN響コンサートマスタ
ー・篠崎史紀さんが，NHK浜松音楽ライブラリ
ー所蔵のSPレコードの中から，CD化されていな
い音源も含めた往年の名演奏をエピソードととも
に紹介。第 4 集はリストやマーラーなど11年がア
ニバーサリー・イヤーとなった作曲家を中心に紹
介。第 5 集は埼玉県川島町の遠山記念館での公開
収録，第 6 集は静岡県浜松市のクリエート浜松で
「浜松レコード展〜NHKライブラリー展」の関
連イベントとして公開収録を行った。／出演：篠
崎史紀，（第 5 集は山野安珠美（箏）と鎌倉みど
り（司会）が出演）／音楽・伝統芸能番組部，N
EP
『ミュージックライン！サマースペシャル〜元気
で過ごした夏』
8.27／13:00〜18:50
FMレギュラー番組の夏の特集。スタジオにリ
スナーを招き， 5 時間50分の拡大版として生放送
でお届けした。ディスクジョッキーの鮎貝健とア
シスタント辰巳奈都子の進行で，リスナーからの
リクエストやゲストとのトーク，そしてライブパ
フォーマンスを交えて構成。／ゲスト：島谷ひと
み，清春，flumpoolほか／エンターテインメント
番組部，NEP
『元春レイディオ・ショー 新春スペシャル』
1.10／21:10〜22:45，23:00〜 0:00
元春レイディオ・ショー放送100回を記念し，
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発売から30周年となった伝説のアルバム「ナイア
ガラトライアングルvol.2」の参加メンバーであ
る佐野元春，大瀧詠一，杉真理の 3 人が集まり，
お題に応じた選曲でディスクジョッキーショーを
行った。三者三様の幅広い選曲で，ツイッターで
も大きな反響を呼んだ。／エンターテインメント
番組部
『ヨーロッパ夏の音楽祭2011』
8.22〜26／19:30〜21:10
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。／ル
ガーノ国際音楽祭，エクサン・プロバンス音楽祭，
グラナダ国際音楽祭，
プロムス／司会：新井鷗子／
ゲスト：伊藤京子，千々岩英一，天沼裕子，小川
典子／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ライブ！ザ・ソウルミュージック』
8. 6／19:20〜 1:00
03年から随時放送の公開ライブ特番。 9 回目を
迎えた今回は，
「つながろう！日本」を合言葉に，
ソウルピープルがその熱い魂を込めてライブを繰
り広げた。番組後半では，ソウルで元気を あげ
たい ， もらいたい をテーマに，リスナーから
のリクエストとメッセージに応えた。／司会：グ
ッチ裕三，村上てつや，オダイジュンコ／ゲスト：
フリーファンク，
マウンテンモカキリマンジャロ，
つのだ☆ひろ／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ライブビート年末スペシャル』
12.25／23:00〜 1:00
いつもより 1 時間長い拡大版とし，注目のアー
ティスト，
豪華 3 組のライブを一挙に放送した。／
司会：古閑裕／演奏：住所不定無職，TADZIO，
宇宙人／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ルーキーの流儀』
4.26〜30／ 0:00〜 0:50
マナーやファッション，ライフスタイルなど，
新生活でフレッシャーズが直面するさまざまなシ
チュエーションを取り上げながら，その際に役立
つ情報を，ディスクジョッキー 2 人の経験談を交
えながらのトークで 5 夜にわたって届けた。／司
会：服部真湖，安座間美優／ゲスト：梅津正樹ア
ナ，北山修，押切もえ／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『レイ・ハラカミ・トリビュート』
12.17／21:00〜23:00
11年 7 月に亡くなった音楽家・レイ・ハラカミ
氏をしのび，生前親交の深かったアーティストを
迎えて，ハラカミ氏の音楽と思い出話を語っても
らった。また，聴取者から寄せられたメールを番
NHK年鑑 12

組内で紹介した。／出演：矢野顕子，U‑zhaan，
山口一郎（サカナクション）
，砂原良徳／コメン
ト出演：細野晴臣，原田郁子（クラムボン）
，菊
地成孔／エンターテインメント番組部
『わが青春のベイ・シティ・ローラーズ』
11. 3／18:00〜22:45
70年代一大旋風を巻き起こした ベイ・シティ・
ローラーズ 。多くの女の子が胸をときめかせ，
男の子たちはエレキギターを抱えてバンドを組ん
だ。そんなベイ・シティ・ローラーズのデビュー
40周年，初来日35周年を記念して，永遠の胸キュ
ン・ポップスの魅力を余すところなく放送した。／
司会：山本さゆり／ゲスト：大森庸雄，鈴木博一，
鈴木祥子／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ワールドロックナウ 年末スペシャル』
12.23／23:00〜 1:00
毎週金曜の『ワールドロックナウ』の特集。番
組ディスクジョッキー・渋谷陽一さんと同世代の
音楽評論家・伊藤政則さんと大貫憲章さんを招い
ての音楽鼎談。世界の音楽シーンの 1 年間を 3 人
が総括，来る12年を展望した。／エンターテイン
メント番組部，NEP
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ジアを中心に，トルコ，モンゴル，韓国，アラブ
首長国連邦までを取材した。／国際放送局，Gメ
ディア
『ASIAN VOICES』
T国際 （月 1 回）土 11:10〜11:54ほか
BS1
（月 1 回）土 18:00〜18:44
第 1 回08.10.25／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，識者や当事者が司
会の道傳解説委員とともに意見を交換する。テー
マは，震災への対応，金融危機，領土問題，北朝
鮮問題など多岐にわたる。11年 9 月には中国の大
連で「世界経済フォーラム」のシンポジウムを実
施し，自然災害などに襲われた時，企業や政府は
どう対応すべきかを討論した。11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て
BS1でも放送。／国際放送局
『ASIAN VOICES One on One』
（月 1 回）土 11:10〜11:38ほか
日
2:10〜 2:38，7:10〜 7:38
世界が直面する課題をアジアの視点で読み解く
28分間のインタビュー番組。11年 8 月にはグラミ
ン銀行創設者のムハマド・ユヌス氏に貧困との闘
いを進める上での課題を聞き，12年 3 月には日産
CEOのカルロス・ゴーン氏に東日本大震災への
対応を通して，社会の公器として企業は世界的危
機にどう対応すべきかを聞いた。11年度は合計11
回放送。 1 つのテーマをひとりの人物へのインタ
ビューで掘り下げ，その人の思いまでをも伝えら
れる番組を目指した。／聞き手：道傳愛子解説委
員／国際放送局
『BEGIN Japanology』
T国際 木
9:30〜 9:58ほか
BS1
金 14:00〜14:28
（11〜 3 月）再木
3:00〜 3:28
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
文化について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。11年度は「柔道」「餅」「自動車」などのほ
か，丹下健三ら日本の著名人を取り上げる人物伝，
また陶芸や和太鼓など日本文化を愛する外国人を
ドキュメントする「Japanophiles」などのシリー
ズ展開も交えて，日本文化をさまざまな手法で発
信した。／国際放送局，NED

テレビ国際放送
テレビ国際：定時番組
『ASIA 7DAYS』
T国際 日 23:10〜23:38ほか
BS1
月 4:00〜 4:28
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。経済発展の陰で，
テロ，貧困などさまざまな問題を抱える。そのア
ジアの今を伝える28分の週刊英語ニュース番組。
11年度は48回放送。世界第 2 の経済大国となり存
在感とともに周辺国への脅威となりつつある中
国，キム・ジョンイル総書記の突然の死去とその
後の北朝鮮，外国部隊の撤退が近づくアフガニス
タン，核開発を巡り欧米からの圧力が強まるイラ
ン，民主化が進むミャンマーについては，年間を
通じスポットを当てた。また地下資源を武器に独
自の外交を展開しようとしているモンゴルや，総
統選挙が行われた台湾には取材班を派遣し，分厚
く伝えた。発生から 1 年を迎えた東日本大震災で
も，日本に残ったアジア人被災者の 1 年を追うな
ど独自の視点で迫った。／キャスター：下川進／
国際放送局，Gメディア
『ASIA BIZ FORECAST』
T国際
月 23:10〜23:38ほか
BS1 （11〜 3 月）火 3:00〜 3:28
第 1 回09.10.5／ 1 週間のアジアの経済ニュース
をせき止め，今後の動きを展望する番組。注目さ
れる重要ニュースを，簡潔に分かりやすく紹介し
たうえで，エコノミストなど東京の専門家をスタ
ジオに呼んだり，香港，シンガポール，ソウルな
どのアジアの専門家と中継で結ぶなどして，キャ
スターが，問題の背景や今後について聞いた。ま
た，底流の動きを「Focus」のコーナーで掘り下
げるほか，注目度が高い日本の新技術，新商品な
ども取り上げた。／国際放送局
『Asia in View』 新
金 11:30〜11:58ほか
第 1 回11.4.22／成長著しいアジアで起きている
ダイナミックなビジネスの動き，最新トレンドか
ら伝統文化までの多様な現場を，そこに暮らす
人々に注目して切り取るドキュメンタリー。同じ
アジア文化圏の中にある日本の地政学的な優位性
を生かし，日本だからこそできる，欧米メディア
とは異なる立ち位置からアジアの実相に迫る番組
を目指した。フィリピン，ベトナムなどの東南ア
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『Booked for Japan』 新
日（最終） 10:10〜10:54
第 1 回11.4.24／日本文化に造詣の深いロバー
ト・キャンベル教授をホストに，世界的に活躍す
る各界の著名人を迎え，日本文化への思いやゲス
トが究めてきた分野についての知見を聞き出すト
ークショー。ゲストの人となりと業績を紹介する
VTRや，「座右の書」の紹介・朗読も交えて，一
流の人物の深い思考・哲学を伝えた。11年度は，
隈研吾（建築家）
，千玄室（茶道大宗匠），坂本龍
一（音楽家）らを迎えた。／出演：ロバート・キ
ャンベル／国際放送局，NED
『China Wow！』
T国際 金 11:30〜11:58ほか
BS1
月 14:00〜14:28
（11〜 3 月）再金 3:00〜 3:28
第 1 回10.4.2／世界経済が停滞する中，着実な
経済成長を続け，13億という人口とともに世界の
中でいやがおうにも存在感を高める中国。その素
顔を多角的に伝えるドキュメンタリー。目覚まし
い発展の恩恵を受ける人々，それに振り回され悲
鳴を上げる人々，ますます広がる都市と農村との
格差。
そして悠久の歴史に育まれた変わらぬ伝統・
文化と生活。過去と現在が交錯する中国のあらゆ
る分野に焦点を当て，そこに生きる人々の姿を活
写した。／国際放送局，Gメディア
『imagine-nation』
水 8:30〜 8:58ほか
第 1 回08.4.1／世界で話題の日本のコミック・
アニメ・ゲームの最新のトピックや，製作現場の
密着取材などを盛り込んだ情報満載の番組。毎
回，旬のクリエーターのインタビューも紹介する
など，世界に誇る日本のカルチャーを海外に発信
した。11年度は，世界的な人気を誇りながら取材
困難だった『少年ジャンプ』に食い込み「テニス
の王子様」を特集，また多様化するアイドル事情
やPS Vitaなどゲーム機ハードの情報まで幅広く，
世界のサブカルチャー・ファンに訴える情報を発
信した。／国際放送局，NEP
『JAPAN 7DAYS』
T国際 土 23:10〜23:38ほか
BS1
日 4:00〜 4:28
第 1 回09.10.10／日本の 1 週間のニュースや出
来事を分かりやすく世界に伝えるウイークリー番
組。日本時間の毎週土曜夜に放送，その後日曜夕
方にかけて計 6 回放送，世界全域をカバーしてい
る。日曜早朝にはBS1でも放送。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
NHK年鑑 12

週の動きをコンパクトに伝える「メインニュー
ス」，その週の重要なニュースを掘り下げる「ニ
ュースアップ」，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」などのコーナーで構成。
東日本大震災発生後は，被災地の復興状況や福島
第一原発の最新状況を詳しく伝えている。／キャ
スター：高雄美紀／国際放送局
『Japan Biz Cast』
T国際
木
8:30〜 8:58ほか
DE2
金 14:00〜14:28
BS1 （11〜 3 月）水
3:00〜 3:28
第 1 回06.10.2／日本が世界に誇るメイド・イン・
ジャパンの優れた技術・製品・サービスを独自の
切り口で伝える情報番組。「On Site」のコーナー
では，自動車から素材，食品までさまざまな分野
の見本市を通して，新製品や市場の最新動向を伝
えた。「Gadgets」では日本ならではの気の利い
た小物やアイデア商品の数々を紹介。「Special
Report」ではヒット商品の開発ストーリーの裏
側や独自の発想が光るサービスの秘密に迫っ
た。／国際放送局，Gメディア
『J-MELO』
T国際 月
8:30〜 8:58ほか
G
月
1:00〜 1:28
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。11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を積極的
に放送。また世界の視聴者からの投稿写真やメー
ルを紹介するほか，海外でのファンミーティング
の開催や人気アーティストのサプライズ訪問など
も行い，
世界のJ−POPファンをつないだ。／司会：
May J.／国際放送局，JIB
『journeys in japan』
T国際 火
9:30〜 9:58ほか
BS1
水 14:00〜14:28
（11〜 3 月）再日
3:00〜 3:28
第 1 回07.10.1／日本各地のさまざまな町の魅力
や，そこで営まれる日本人の暮らしを外国人リポ
ーターの視点で伝える紀行番組。03年から放送し
ていた『Weekend Japanology』の中のミニコー
ナー「OUT & ABOUT」が原型。離島探検から
登山といった大自然をとことん楽しむアウトドア
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『TOKYO FASHION EXPRESS』
T国際 火
8:30〜 8:58ほか
BS1
木 14:00〜14:28
再月
3:00〜 3:28
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。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も交
え，最新トレンドを伝えてきた。11年度の前半は
ライフスタイルやインテリアにまで幅を広げ，後
半は一転して服飾情報に特化した番組作りとし，
ナ ビ ゲ ー タ ー も 交 替 し た。 メ イ ン と な る
「TOKYO STYLE」のコーナーでは大物から新
進気鋭のデザイナーまで取り上げ，その人物に迫
るドキュメントを通じて創作の秘密に迫った。／
ナビゲーター：ia（アイア）
，渋谷亜希／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
『Your Japanese Kitchen』
T国際 月
9:30〜 9:58ほか
DE2
金 15:00〜15:28
第 1 回07.4.2／和食が世界で注目されている。
日本の食文化に興味を持ち和食を作りたいと考え
る外国人をターゲットに，英語で和食の作り方を
教えるシリーズ。講師はカリスマ主婦として知ら
れ，料理本のアカデミー賞といわれるグルマン世
界料理本大賞を受賞した栗原はるみさん。一緒に
料理作りを体験する外国人ゲストも登場し，外国
人にも分かりやすい内容とした。また海外で入手
しにくい食材や調味料については代替品のアイデ
アを提供するなど，実用的な情報を充実させた。
／国際放送局，NED

の旅，文化や伝統に自ら触れる体験型の旅など，
日本を訪れた外国人に具体的な「旅のスタイル」
を提案する番組を目指した。／リポーター：マイ
ケル・リーヴァス，JJほか／国際放送局，JIB，
NPN
『NEWSLINE』
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，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・発信拠点を整備する一方，東
日本大震災後のきめ細かい報道でも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，福島優子，貴島通夫，シェリー・アン，ジ
ーン大谷，花田恵吉，ロス三原，ラジャ・プラダ
ン，森田博士，北川恵子，小野サックノー果奈子，
ジェームス天願，ロン・マディソン，内田愛，越
智さき，東海林舞，森さやか，レイチェル・ファ
ーガソン／国際放送局
『Science View』 新
日 9:10〜 9:38ほか
第 1 回12.1.8／日本の先端技術，科学技術を世
界に発信する科学ジャーナリズム番組。NHKの
豊富な映像資産を活用しながら，スタジオでの解
説も交えて，日本発の科学・産業情報を分かりや
すく伝える。メインとなる「The Leading Edge」
のコーナー，物作りの現場をリポートする「J−
Innovators」のコーナーほかで構成。世界最大級
の光学望遠鏡や，最新のガン治療技術などを取り
上げた。／ナビゲーター：山田玲奈／国際放送局，
NED
『TOKYO EYE』
T国際 水 9:30〜 9:58ほか
DE2
金 14:30〜14:58
BS1
火 14:00〜14:28
（11〜 3 月）再土 3:00〜 3:28
第 1 回06.10.4／最新の流行から知られざる歴
史，さらにはグルメ，観光情報まで，大都市・東
京のさまざまな魅力を世界に向けて発信する情報
番組。エリアごとに紹介していく回に加え，電車
の乗り方から賢いホテルの利用法まで，日本を訪
れる外国人にとって役に立つ具体的なノウハウの
提供にも力を入れた。英語で東京について知るこ
ともでき，語学を勉強したい日本人視聴者にも絶
好の内容。／ナビゲーター：クリス・ペプラー／
国際放送局，JIB
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けに再構成し，R2で放送。日本に暮らす中国人
に日本の今を，中国語で伝えている。週替わりで
日本の昔話や最新技術のリポートもある。／国際
放送局
『ハングル日本百科』
R国際・R2 土・日 17:45〜18:00
再土
14:30〜15:00
第 1 回09.4.4／国際放送の番組の一部を国内向
けに再構成し，R2で放送。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
理解の促進を目指している。／国際放送局
『ハングルニュース』
R国際
月〜金 18:15〜18:30ほか
土・日 18:15〜18:25ほか
R2
月〜金 18:15〜18:30
土・日 18:10〜18:20
第 1 回（R国際：60.4.1，R2：96.4.1）／ハング
ルによるニュース番組。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，国内向けに
R2でも放送。07年 2 月から携帯電話向けサービ
ス開始。10年 4 月から放送時間を15分（月〜金）
に拡大。／国際放送局
『ポルトガル語ニュース』
R国際 月〜金 18:30〜18:45ほか
土・日 18:30〜18:40ほか
R2
月〜金 18:30〜18:45
土・日 18:20〜18:30
第 1 回（R国際：53.8.1，R2：95.4.3）／南米向
けのポルトガル語によるニュース番組。日本の出
来事を中心にアジアや世界の情報を伝えた。日本
に居住するブラジル出身者を主な対象として国内
にも放送。／国際放送局
『やさしい日本語』
R国際・R2 土 12:30〜12:40
再土 16:30〜16:40
第 1 回95.4.9／英語による日本語講座。日本で
暮らし始めた外国人ビジネスマンが，遭遇する会
社や身の回りの出来事を通じて日常よく使う50の
表現を，関連する風俗・慣習とともに紹介した。／
出演：山本・ミッシェール，ジェフ・オットー／
国際放送局
『ラジオジャパンフォーカス』
R国際 月〜土（15分・一部言語は30分）
日本語を除く17言語で毎週月〜土に放送してい
るラジオ日本の主力番組。日本の政治，経済，社
会，文化の動きや，科学技術，海外で人気の日本
のポップカルチャー，J‑POPなどを幅広く紹介し
た。また，アジアを含めた世界の動きについても，

ラジオ国際放送
ラジオ国際：定時番組
『Japan & World Update』
R国際・R2 月〜金 14:00〜14:30
第 1 回 09.3.30／09年度から始まった英語のニ
ュースワイド番組。R国際とR2で同時放送。11年
度は前半15分が『英語ニュース』，後半は『ラジ
オジャパンフォーカス』で構成。福島第一原発の
最新状況やアラブの春，欧州経済危機など内外の
動きを多項目で伝えた。番組では東日本大震災の
被災地の現状や復興への動きを伝えた。／国際放
送局
『英語ニュース』
R国際 月〜金 14:00〜14:15ほか＊
土・日 14:00〜14:10ほか
R2
月〜金 14:00〜14:15＊
土・日 14:00〜14:10
＊『Japan & World Update』枠内
第 1 回（R国際：52.2.1，R2：95.4.3）／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。うち 1 回を国内でも放送。／国際放送局
『スペイン語ニュース』
R国際 月〜金 13:00〜13:15ほか
土・日 13:00〜13:10ほか
R2
月〜金 13:00〜13:15
土・日 13:00〜13:10
第 1 回（R国際：53.8.1，R2：02.4.1）／中南米
向けのスペイン語によるニュース番組。日本の出
来事を中心にアジアや世界の情報を伝えた。日本
に居住する中南米のスペイン語圏出身者を主な対
象として，国内でも放送。／国際放送局
『中国語ニュース』
R国際 月〜金 18:00〜18:15ほか
土・日 18:00〜18:10ほか
R2
月〜金 18:00〜18:15
土・日 18:00〜18:10
第 1 回（R国際：53.8.1，R2：96.4.1）／中国語
によるニュース番組。日本に居住する中国系のリ
スナーを主な対象として，国内向けにR2でも放
送。12年 2 月からウェブサイトでのライブストリ
ーミング配信も開始した。／国際放送局
『中文日本百科』
R国際・R2 土・日 15:45〜16:00
再土
13:20〜13:50
第 1 回09.4.4／国際放送の番組の一部を国内向
NHK年鑑 12
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の手紙やリクエスト曲を紹介するほか，日本各地
のイベントやトレンドスポットのレポートなどで
構成。ラジオ日本では，世界各地の放送対象地域
ごとに独自リポートを放送した。／キャスター：
ミック・コーレス，藤本ケイ／国際放送局

放送対象地域に各言語グループが持つ独自のネッ
トワークなどを活用してタイムリーに伝えた。主
なコーナーは以下のとおり。／国際放送局
「ニッポンQ＆A」
月
日本についてのさまざまな疑問，質問に対して，
毎回テーマを決めて分かりやすく答える。
「テクノ＆ビジネス」
火
先端科学技術を分かりやすく紹介する「テクノ
ロジー」や最新のビジネスの動きを紹介する「ビ
ジネス」で構成。
「日本の昔話」
火
日本人なら誰でも知っている昔話を厳選して紹
介。ホームページに人気絵本作家の書き下ろしイ
ラストを掲載。
「Up To Date」
水
現在進行形の社会の動きを捉えた時事問題，社
会問題を取り上げる。
「Culture & Life」
木
伝統文化，海外との異文化交流，注目を集める
トレンドや趣味の世界，ライフスタイルの変化ま
でを取り上げる。
「Letʼ s Cook Japanese」
金
料理研究家の渡辺あきこさんに代表的な日本料
理の作り方を教わる。
「Welcome to Amazing Japan」
金
ラジオ日本の各国語のキャスターや日本在住の
外国人が，日本各地の魅力を案内する旅番組。
「日本語で歌いましょう」
（月 1 回）土
ラジオ日本の各国語のキャスターがJ‑POPに挑
戦する。歌唱指導は秦万里子，小川恵生。
「ミュージックカフェ」 （月 1 ， 2 回）土
話題のヒット曲から懐かしの歌謡曲・演歌まで
さまざまな日本の歌や話題の歌手を紹介する。
「Media Watch」
（月 1 回）土
最新のデジタル機器やサービス，そのほか日本
発のさまざまなメディア関連の情報を紹介する。
「Japanese Pop Culture Magazine」
（月 1 回）土
アニメからAKB48まで，世界で注目を集める
日本のポップカルチャーを，毎回 1 つのテーマご
とに紹介する。
『リスナーとともに（
『Friends around the
world』）
』
R国際 日（15分・言語により20分または30分）
R2
日 14:10〜14:30
再土 14:10〜14:30
第 1 回（R2）11.4.3／日本語を除く各言語によ
るディスクジョッキー番組。世界のリスナーから

ラジオ国際：特集番組
『今、世界の “GENPATSU” は』
R国際
8.10前後
（言語によって放送時間は異なる）
R1
8.10／21:05〜21:55
福島第一原発事故の後，世界のエネルギー政策
にどのような変化が生じているのか，アメリカ，
ドイツ，ベトナム，アラブ首長国連邦の 4 か国を
例に紹介。世界一の原発保有国であるアメリカと，
脱原発をいち早く決めたドイツには現地取材を敢
行し，市民が原発やエネルギー政策とどう向き合
っているのか，最新の動きを伝えた。また，ベト
ナム，アラブ首長国連邦についてはラジオ日本の
独自ネットワークを駆使し，各国の原発計画のキ
ーパーソンなどへの電話インタビューを行うな
ど，他のメディアがあまり伝えない動きを具体的
かつ詳細に紹介した。／国際放送局
『世界をつなげ！ニッポンのうた（〜We Love
Japanese Songs）
』
R国際
1. 7（地域によって放送時間は異なる）
R2
1. 3／21:00〜22:00
日本のうたで世界をつなぐ という新しいコ
ンセプトの歌番組。事前にラジオ日本を通して行
った「好きな日本のうたを歌って，送ってくださ
い」との呼びかけに世界中から寄せられた150を
超える投稿から，さまざまな作品を紹介しながら，
投稿者が日本文化に親しみ始めたきっかけや感動
エピソードを紹介。また，リスナーには投稿作品
の人気投票を行い， 8 日間で4,200の投票を集め
た。世界各地から投票してくれたリスナーに電話
インタビューを行うなど，双方向性の高い番組と
して好評を博した。司会／ジョージ・ウィリアム
ズ（DJ），島谷ひとみ（歌手）／国際放送局
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〔定時番組の概要〕
（ 1 ）デジタル総合テレビジョン
○独立型
・
『ニュース』（地域および全国）
各地域の地域向けニュースと全国ニュース。
・
『気象情報』
3 時間ごとの天気，週間天気，気象の現況など。
・
『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。
○連動型
・
『大河ドラマ』『連続テレビ小説』『世界ふれあ
い街歩き』
○双方向型
・
『あさイチ スゴ技Ｑ』

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。

（ 2 ）デジタルEテレ（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』
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。
』『アニメ ファイ・ブレ
イン』番組紹介のほか，視聴時間に応じてアニ
メマイルが貯まり，それに応じてデータ放送独
自の特典映像などを見たり，パズルで遊ぶこと
ができた。
○連動型
・『アニメ バクマン。
』
『アニメ ファイ・ブレ
イン』

1 ．地上データ放送
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』や『大雨情報』『地震・津波情報』等を随時
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』を順次開始した。
特集番組では，
『第62回NHK紅白歌合戦』で視
聴者参加の双方向型データ放送を実施した。
デジタルEテレ（教育テレビ）のデータ放送
は，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
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放送した。そのほか節
電が強く求められた夏と冬には，電力会社別の電
力使用状況を「でんき情報」として伝えた。
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（ 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』『気象情報』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，
『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 ．BSデータ放送
BS1の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
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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，バリアフリー放送＝ 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。

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。
BSプレミアムでは，独立型サービスとして『B
Sプレミアム番組情報』を，また連動型サービス
として『大河ドラマ』や『連続テレビ小説』
『世
界ふれあい街歩き』『アニメ へうげもの』を放
送した。

1 ．テレビ文字放送
11年度は，目次，ニュース，番組情報を含め16
番組と，
『テレビジョン文字放送終了のおしらせ』
『東日本大震災義援金の受付』などの特別番組を
放送した。

〔定時番組の概要〕
（ 1 ）BS1
○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」や「週間予報」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。
（ 2 ）BSプレミアム
○独立型
・
『BS番 組 情 報 』 で 番 組 紹 介 の ほ か，
『アニメ
へうげもの』では，視聴時間に応じてアニメマ
イルが貯まり，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た。
○連動型
・
『大河ドラマ』『連続テレビ小説』『世界ふれあ
い街歩き』
『アニメ へうげもの』

2 ．字幕放送
11年度は，総合，Eテレ，BS1，BSプレミアム
を合わせて，187番組・週213時間33分（定時番組・
4 月期改定）に字幕を付与した。
各波の週平均の放送時間は以下のとおり。
総合 97時間57分
（対10年度比較 + 3 時間45分）
Eテレ 61時間08分
（対10年度比較 − 2 時間03分）
BS1 4 時間50分
BSプレミアム 49時間38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。
生字幕放送は，定時番組『ゆうどきネットワー
ク』
（総合・月〜金・16:50）
，
『NHKとっておきサ
ンデー』（総合・日・10:05）を年度当初から，
『あ
さイチ』（総合・月〜金・8:15）を後半期から開
始した。
東日本大震災関連番組では，
『被災者いま訴え
たいこと』
（総合・月〜金・14:15）は 4 月 1 日か
ら 6 本，
『きらっと生きる』
（Eテレ・金・20:00）
は 4 月 1 日，『ろうを生きる難聴を生きる』（Eテ
レ・日・19:30）は 4 月 3 日と10日，
『福祉ネット
ワーク』（Eテレ・月〜木・20:00）は 4 月11日〜
12日など19本，『つながろう！日本〜東日本大震
災 広がる支援の輪』（総合・4.15）
，
『明日へ〜
震 災 か ら 半 年 〜 第 1 部 〜 第 3 部 』（ 総 合・
9.11），『特集 明日へ 支えあおう〜東日本大震
災から 1 年』
（総合・3.10〜11），
『震災から 1 年 明
日へ コンサート』（総合・3.10）
，『東日本大震
災 1 年』（Eテレ・3.11）
，
『NHKスペシャル』な
どで生字幕放送を実施した。
スポーツ中継では，
『日本ゴルフツアー選手権』
（総合・6.4〜 5 ），『第93回全国高校野球選手権
大会〜開会式』（Eテレ・総合・8.6），
『同〜決勝・

Ⅱ．文字放送・字幕放送
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。
文字放送は，アナログテレビ放送終了の11年 7
月24日に終了した。ただし，アナログ放送終了が
延期された東北 3 県向けには，
「テレビジョン文
字放送終了のおしらせ」のみを11年 7 月25日から
12年 3 月31日まで表示した。
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，NHK
独自の「字幕拡充計画」を基に，計画的かつ段階
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閉会式』
（総合・Eテレ・8.20），『第49回ラグビー
日本選手権』
（総合・3.18）
，『第84回選抜高校野
球大会〜開会式』
（総合・3.21）で初めて生字幕
放送を実施したほか，
『サッカー女子 ロンドン
五輪アジア最終予選』（総合・6.1ほか）は，日本
戦 4 試合で生字幕を付与した。このほか，
『大相
撲』（ 5 場所）
，『プロ野球』（ 6 試合），『MLBア
メリカ大リーグ』
（ 3 試合），
『Jリーグ』（ 3 試合），
『NHK杯国際フィギュア』（総合・11.11〜13），
『第
26回全日本女子柔道選手権』（4.17），『全日本柔
道選手権』（4.29），
『関東大学ラグビー』『第60回
全日本相撲選手権』
（12.4），『第67回びわ湖毎日
マラソン』
（3.4）に付与した。
特集番組では，
『首都圏スペシャル』（ 5 本），
『生
中継 祇園祭宵山』（7.16），『デジタル☆宝さが
し』
（7.31），
『平成23年 広島平和記念式典』
（8.6），
『平成23年 長崎平和祈念式典』（8.9）
，『ワンダ
ー×ワンダー』
（8.20），『世界初・生特番 宇宙
の渚に立つ』
（9.18）
，『第62回NHK紅白歌合戦』
（12.31）などに付与した。また，12年度の定時
化を見据え，『ひるブラ』
（11.28〜12.1）
，『金曜バ
ラエティー』
（12.2），
『土曜スタジオパーク』
（12.3）
に生字幕を付与した。

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」は主に視覚障害者のためのサ
ービスである。
「 2 か国語放送」と「解説放送」は総合，Eテ
レ，BS1，BSプレミアムで実施した。
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