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　ここでは，2015年度国内放送 7波と国際放送の
番組解説を掲載した。
1  ．記載は①総合テレビ，②Eテレ，③BS1，④
BSプレミアム，⑤ラジオ第 1，⑥ラジオ第 2，
⑦FM，⑧ 8 Kスーパーハイビジョン，⑨国際
放送の順とした。
2  ．「定時番組」は，番組名を「ABC順」「五十音
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.544）を参照されたい。
3  ．「特集番組」は，主なものを「ABC順」「五十
音順」に記載した。
4  ．複数の波で放送した番組は，メインの波に掲
載した。再は「再放送」である。
5  ．シリーズもの（『NHKスペシャル』『ETV特
集』『BS1スペシャル』『ザ・プレミアム』など）
はまとめて，日付順に記載した。
6  ．NHK関連団体については，次のように略称
した。
NEP＝NHKエンタープライズ
NED＝NHKエデュケーショナル
Gメディア＝ NHKグローバルメディアサー

ビス
JIB＝日本国際放送
NPN＝NHKプラネット
NSC＝NHKサービスセンター

総合テレビ

総合：定時番組
『BSコンシェルジュ』

G   　　金　12:20～12:43
BS1 　金　14:00～14:23
BSP　金　16:00～16:23

　第 1 回11.4.4／NHK BSの番組の魅力を総合テ
レビをメインに紹介する番組。週末から翌週の番
組を中心に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。「びぃコン通信」では，その他の見ど
ころ番組をコンパクトに紹介。／キャスター：秀
島史香，村井美樹，黒田有彩（週替わり），真下
貴アナ／広報局制作部，NSC
『LIFE！～人生に捧げるコント～』

（前期）木　22:00～22:48
再土　 1:45～ 2:33

　第 1回13.6.18／芸能界随一の笑いの職人・内村

光良，そして芸人と俳優という異色の一座で送る
オムニバスコント番組。懸命に生きようとするか
らこそ突き当たる，人生のおかしさや悲しさ。そ
んな“人生”の悲喜こもごもを，多彩な設定とキ
ャラクターで描いた。15年度は前期21本を放送。
／出演：内村光良，田中直樹，西田尚美，星野源，
石橋杏奈，ムロツヨシ，臼田あさ美，塚地武雅ほ
か／エンターテインメント番組部
『LIFE！～人生に捧げるコント～セレクション』

（後期）土　 1:45～ 2:33
　第 1 回15.10.3／『LIFE！～人生に捧げるコン
ト～』第 3シリーズを初回から再放送。15年度は
21本を放送。／出演：内村光良，田中直樹，西田
尚美，星野源，石橋杏奈，ムロツヨシ，臼田あさ
美，塚地武雅ほか／エンターテインメント番組部
『MUSIC JAPAN』

月　 0:10～ 0:49
　第 1回07.4.7，最終回16.4.4／J-POPの人気アー
ティストを中心に，新しく良質な音楽を届ける若
者向け音楽番組。NHKホールでの公開収録で届
けた。／司会：ユースケ・サンタマリア，
Perfume／ナレーション：水樹奈々／エンターテ
インメント番組部
『MUSIC JAPAN 5min』

月　 0:05～ 0:10
　 第 1 回14.4.7， 最 終 回16.2.15／『MUSIC 
JAPAN』の見どころを伝える直前 5分ミニ番組。
／司会：ユースケ・サンタマリア，Perfume／ナ
レーション：水樹奈々／エンターテインメント番
組部
『NEWS WEB』 月～金　23:30～ 0:00
　第 1回13.4.1，最終回16.4.1／視聴者から番組宛
に寄せられるツイートとの連動を図り「視聴者の
“知りたい”に答える」をコンセプトに始まった
番組。15年度も情報学研究者やプロフィギュアス
ケーターなど，各界で活躍するネット世代の人々
を“ネットナビゲーター”として番組の進行役に
迎えた。ツイートの疑問や意見を，専門家や取材
記者に率直に問うことで，ニュースを深く解説し
た。また，ネットナビゲーター独自の目線でニュ
ースを斬る「シェアしたい」や，ツイッターで多
くつぶやかれた言葉を紹介する「つぶやきビッグ
データ」で，ネット世代の視聴者層の開拓を目指
した。／キャスター：鎌倉千秋アナ／ニュースリ
ーダー：小見誠広アナ／気象キャスター：斉田季
実治気象予報士／ネットナビゲーター：橋本麻里
（ライター），影山知明（カフェ店主），鈴木明子
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（プロフィギュアスケーター），ドミニク・チェ
ン（情報学研究者），水無田気流（詩人・社会学
者）／NEWS WEBプロジェクト
『NEXT　未来のために』　新

木　 0:10～ 0:39
　第 1回15.4.16／社会と向き合い，人を見つめて
現場を記録する本格派ドキュメンタリー。「“一回
生”つんく♂　絶望からの再出発」（9.17），「戦
艦武蔵～知られざる悲劇」（11.19），「宮城まり子
88歳のメッセージ」（11.26），「ヘイトスピーチを
乗り越えて」（12.10），「密着シリア難民　4000キ
ロの逃避行」（12.21），「奨学金に揺れる母と娘」
（2.18），「バスドライバー　長野スキーバス事故
から 1か月」（2.25）など。／社会番組部，文化・
福祉番組部，各地域局
『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”の視点でもう一度みつめなおす，新しい発見
に満ちた番組。（年間27本）／キャスター：森田
美由紀／知財センター，NEP
　15年度は 3回にわたって特集シリーズを放送。
　まず 4月から 8月にかけては戦後70年の特集。
日本人はなぜ戦争へと向かったかというテーマで
「外交敗戦」（4.12），「日本人はなぜ戦争へと向
かったのか」（5.10），総力戦になぜ敗れたのかに
ついて「破綻した輸送計画」（6.28），「防御を軽
視した技術開発」（7.12）。さらに，マッカーサー
が厚木飛行場に降り立った 8月30日に「焼け跡の
灰の中から」と題して終戦直後の埋もれた秘話を
紹介した。
　 9月には食欲の秋ということで第 1回「“豊か
な食卓”ってなに？」（9.13），第 2回「食卓から
魚を守れ」（9.20），第 3回「それでも大地に生き
る」（9.27）を放送し，さまざまな角度から日本
の食の課題に迫った。
　さらに東日本大震災から 5年の節目で，第 1回
「孤立集落はこう生きた」（3.6），第 2回「“あの
日生まれた命”に希望を」（3.13）と 2 回の震災
シリーズを制作。キャスターが南三陸町に乗り込
んでの第 1回目は最高視聴率を獲得するなど反響
を呼んだ。
　また，大型連休を前に「パンダの赤ちゃん　飼
育のヒミツ」（4.19），放送90年を記念して「おか
あさんといっしょ」（5.24），「歌のグランド・シ
ョー～昭和歌謡の世界」（5.31），江戸川乱歩没後
50年で「すべては乱歩から始まった」（7.19），高
校野球80年で「だから僕らは甲子園をめざす」

（8.2），産業革命遺産決定を受け「軍艦島よ　永
遠に」（8.23），ファーブル没後100年で「“虫の詩
人”が伝えること」（10.11），火山活動活発化を
受け「火の山と生きる」（11.1），日本ブラジル外
交関係樹立120年を受け「海を渡った移民たち」
（11.8），日本人ノーベル賞を受け「世界を制し
た科学者魂」（11.15），北の湖親方死去を受け「知
られざる北の湖」（1.31），北朝鮮核実験から「“核
なき世界”はいつ」（2.14），など世の中の関心に
合わせたアーカイブスコンテンツを紹介。他にも
「時代を挑発し続ける男～寺山修司生誕80年」
（12.13），「浅田真央　飽くなき挑戦」（12.27），「“女
の一生”いまも～杉村春子と文学座ロングラン公
演」（2.7），「走り続ける女たち～市民マラソン　
その魅力」（2.21），「北海道新幹線　開業へ」（2.28）
など，バラエティー豊かなラインナップで放送し
た。
『NHK映像ファイル　あの人に会いたい』

土　 5:40～ 5:50
　第 1 回04.4.11／NHKが記録・保管している貴
重なアーカイブス映像を活用し，亡くなった著名
人の足跡と，その言葉を伝える番組。15年度は「大
島渚（映画監督）」「北の湖（力士）」「大賀典雄（経
営者）」「陳舜臣（作家）」などを放送し，故人が
残したメッセージを伝えた。（年間40本）／語り：
井上あさひアナ／知財センター
『NHK歌謡コンサート』

火　20:00～20:43
再水　16:05～16:48

　第 1回93.4.17，最終回16.3.15／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。年間 9回はNHK大阪ホ
ールから，また，青森県青森市（6.30），富山県
富山市（2.16）からも公開派遣放送を実施した。
“毎回が特番”をモットーに，デュエット名曲集，
忘年会ソング特集，手紙でつづる愛の名曲集，作
曲家特集，など企画性を前面に押し出して番組を
構成，最新ヒット曲から時代を越えて愛される名
曲まで幅広く紹介した。／司会：高山哲哉アナ／
エンターテインメント番組部
『NHKスペシャル』

日・土　21:00～21:49
再水　　 0:10～ 0:59
再金　　 1:30～ 2:19

　震災から 5年にあたる15年度は，復興を伝える
「シリーズ　東日本大震災」，原発事故の原因を
究明する「原発メルトダウン」，原発事故処理の
長い道のりを記録する「廃炉への道」を14年度に
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引き続き展開した。さらに地球規模の気候変動や
地震研究の最前線を紹介する「巨大災害　
MEGA DISASTARⅡ　日本に迫る脅威」のほ
か，「緊急報告　列島大水害」など全95本中18本
を震災・災害関連をテーマに制作した。
　また，戦後70年関連番組として「戦後70年　ニ
ッポンの肖像」シリーズのほか，単発で「沖縄戦　
全記録」など戦争・戦後史関連番組を13本制作し
た。
　放送90年関連番組としては，大型シリーズ「生
命大躍進」「アジア巨大遺跡」「新・映像の世紀」，
2回シリーズの「認知症革命」を展開。単発では，
政治情勢や経済問題，パリ同時テロのルポなど喫

きっ

緊
きん

の内外の課題を重点的に取り上げる一方，生放
送中にSNSでの発言や投票を呼びかけて番組に反
映させる双方向番組「私たちのこれから」をシリ
ーズで制作。そのほか「明治神宮」「老衰死」「マ
マたちが非常事態！？」など芸術，歴史から医療，
生活の分野まで幅広く多彩な番組を放送した。
　「新アレルギー治療～鍵を握る免疫細胞～」

4. 5／21:00～21:49
再 4.15／ 0:10～ 0:59

　先進国では 3人に 1人がアレルギー。その完治
の鍵が“制御性T細胞（Tレグ）”。それを利用し
た新治療で，アレルギーが完治する人も出てきた。
具体的な予防法も分かりつつある。“Tレグ”に
よるアレルギー治療・予防の新潮流に迫った。／
科学・環境番組部
　「幻の山　カカボラジ～アジア最後の秘境を行
く～」 4.11／21:00～21:49

再 4.18／ 0:10～ 0:59
再 5.22／ 1:30～ 2:19

　アジア最後の秘境といわれるミャンマー。亜熱
帯の密林の奧に天を突いてそびえる山があるとい
う。カカボラジ（標高5,881メートル）。謎に包ま
れた幻の山に日本人クライマーが挑んだ。毒蛇や
吸血ヒルがうごめくジャングルを歩くこと240キ
ロ。ようやく目にしたのはゴジラの背のような尾
根と深い谷が入り組んだ難攻不落の剣が峰だっ
た。灼

しゃく

熱
ねつ

のジャングルから氷の山へ。過酷な自然
に体当たりで挑んだ 2か月間の冒険を追った。／
大型企画開発センター
　戦後70年　ニッポンの肖像　－日本人と象徴天皇－
「第1回　 “戦後” はこうして誕生した」

4.18／21:00～21:49
再 4.22／ 0:10～ 0:59

　今，さまざまな世論調査で「象徴天皇」につい
て賛意を示す人が 8割を占めている。戦後，新憲

法によって「象徴」と位置づけられた天皇。日本
人は，この概念をどう解釈し実践していったのか。
新資料や映像を駆使し，戦禍から立ち上がった日
本人の生き様

ざま

を描いた。／大型企画開発センター，
社会番組部，NEP
　戦後70年　ニッポンの肖像　－日本人と象徴天皇－

「第2回　平和を願い続けて」
4.19／21:00～21:49

再 4.29／ 0:10～ 0:59
　独立後，高度成長で世界での地歩を固めていっ
た日本。一方，昭和天皇は欧州で戦争の記憶が癒
えない人々と出会い，皇太子は沖縄で激しい地上
戦に巻き込まれた人々の傷跡を知る。平和を希求
してきた日本人と象徴天皇の歩みを新資料や証言
と共に描いた。／大型企画開発センター，社会番
組部，NEP
　戦後70年　ニッポンの肖像　豊かさを求めて
「 第 1 回　 “高度成長” 　何が奇跡だった
のか」 5.30／21:30～22:19

再 6. 3／ 0:10～ 0:59
　世界から“奇跡”と称された高度成長を日本は
なぜなし得たのか，膨大に残る関係者の音声テー
プと発掘資料から検証。高度成長の真の姿を明ら
かにし，今に生かせる教訓を探った。／大型企画
開発センター，経済・社会情報番組部
　戦後70年　ニッポンの肖像　豊かさを求めて
「 第 2 回　 “バブル” と “失われた20年”
何が起きていたのか」

 5.31／21:00～22:25
再 6. 5／ 1:30～ 2:55

　日本経済を大きく変えた「バブル」「失われた
20年」がなぜ起きたのか検証。日銀や大蔵省，ア
メリカ財務省など当時の担当者が，「バブル」発
生の内幕を証言。さらに，日本経済を牽

けん

引
いん

してき
た企業のトップたちが「失われた20年」の模索を
初めて語った。／おはよう日本，政経・国際番組
部，福岡局，社会番組部，大型企画開発センタ
ー，長野局
　戦後70年　ニッポンの肖像　－世界の中で－
「第1回　信頼回復への道」

 6.19／22:00～22:49
再 6.24／ 0:20～ 1:09

　戦後日本はどのように国際社会に復帰し，信頼
回復を進めてきたのか。インドネシアなどへの賠
償，植民地支配について請求権で難航した日韓会
談，さらに河野談話，村山談話，アジア女性基金
に至る外交の軌跡を見つめた。／大型企画開発セ
ンター，文化・福祉番組部
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　戦後70年　ニッポンの肖像　－世界の中で－
「第2回　冷戦　日本の選択」

6.20／21:00～21:49
再 6.25／ 2:15～ 3:04

　沖縄返還から日中国交正常化へ，戦後最大の外
交課題に取り組んだ日本。舞台裏で米中接近が進
む中，繊維の貿易規制と尖閣諸島が複雑に絡まっ
た米・台湾の秘密交渉があった。アジア経済発展
の時代を開いた冷戦期の日本外交を追った。／大
型企画開発センター
　戦後70年　ニッポンの肖像　－世界の中で－

「第3回　 “平和国家” の試練と模索」
6.21／21:00～21:49

再 6.26／ 1:30～ 2:19
　戦後，アメリカと同盟関係を結び，そのもとで，
驚異的な経済成長を遂げた日本。ところが，東西
冷戦が終結したことによって，国際社会の一員と
して自ら責任を果たすことを求められることとな
る。各地で頻発する紛争や“テロとの戦い”。激
動する世界の中で，模索を続けてきた日本外交を
振り返った。／大型企画開発センター，政経・国
際番組部
　戦後70年　ニッポンの肖像　－政治の模索－

「第1回　保守・二大潮流の系譜」
7.18／21:00～21:49

再 7.22／ 0:10～ 0:59
　1955年結党の自民党は，“豊かさ”の実現と，
国家の“自立”，どちらを優先するか，吉田茂・
岸信介に代表される二大潮流がせめぎ合ってき
た。新たな史料や証言を基に，終戦直後から60年
代を中心に，政治の歩みを見つめ直した。／政
経・国際番組部，政治部
　戦後70年　ニッポンの肖像　－政治の模索－

「第2回　 “豊かさの分配” その先に」
7.19／21:00～21:49

再 7.24／ 1:30～ 2:19
　70年代，田中角栄は，道路整備などの公共事業
を通じ，全国に富を分配するシステムを確立，権
力を手にする。しかし低成長時代を迎え，政治は
田中が築いたシステムからの変革を模索していっ
た。高度経済成長期以降の政治の潮流を見つめた。
／政経・国際番組部，政治部，大型企画開発セン
ター
　戦後70年　ニッポンの肖像　－戦後70年を越えて－

「日本人は何ができるのか」
8.15／21:15～22:44

再 9.13／ 1:45～ 3:14
　戦後70年，日本は多くの犠牲を礎に平和国家と

して歩んできた。しかし，世界ではこの間，絶え
ることなく紛争が繰り広げられてきた。グローバ
ル化が極限化していく時代に私たちは傷ついた世
界のために何ができるのか。女優の石原さとみさ
ん，寺島しのぶさんによる世界の現場ルポと多彩
なスタジオ出演者の提言から考えたシリーズ最終
回。／社会番組部，大型企画開発センター，大阪
局
　「明治神宮　不思議の森～100年の大実験～」

5. 2／21:00～21:49
再 5. 8／ 1:30～ 2:19
再 6.14／16:30～17:19
再11. 3／ 9:05～ 9:54
再 1. 1／ 5:10～ 5:59

　神域として守られてきた明治神宮の森。ここは
100年がかりで大都会に作られた“人工の原生
林”。初めて行われた生物調査に密着し，特殊撮
影を駆使して捉えた生物の神秘的な映像とCGで，
100年の森作りの大実験を描き出した。／科学・
環境番組部，NEP
　「見えず　聞こえずとも～夫婦ふたりの里山暮

らし～」  5. 3／21:00～21:49
再 5. 6／ 0:10～ 0:59
再 5.29／ 1:30～ 2:19

　京都・丹後半島の山あいに梅木好彦さん（68）
と妻の久代さん（65）は暮らしている。久代さん
は，目が見えず，耳も聞こえない。互いの手に触
れ，手話を読み取る“触手話”によって心を通わ
せている。ふたりを通して幸せについて見つめた。
／文化・福祉番組部
　「総理秘書官が見た沖縄返還～発掘資料が語る

内幕～」 5. 9／21:00～21:50
再 5.15／ 1:30～ 2:20

　沖縄返還を成し遂げた佐藤栄作元総理。アメリ
カとの歴史的交渉を間近で見た楠田實総理秘書官
が残した膨大な資料が見つかった。現在の基地問
題や日米関係へとつながっていった，日米の極秘
交渉や政権中枢の決定・その過程に迫った。／政
経・国際番組部，名古屋局
　生命大躍進

第1集「そして “目” が生まれた」
5.10／21:00～21:58

再 5.13／ 0:15～ 1:13
再 6. 6／ 2:35～ 3:33
再 6. 7／16:30～17:28
再 8. 9／ 0:05～ 1:03
再12.28／ 0:30～ 1:28

　なぜ人は今ここにいるのか？　この壮大な謎を
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解く鍵は，命と共に受け継がれたDNAの中にあ
る。古代生物たちの“命のドラマ”を 4 Kタイム
トラベルCGで体感。新垣結衣さんが生命進化の
旅へナビゲートした。第 1集は「目の誕生」の物
語。／大型企画開発センター，科学・環境番組部
　生命大躍進
第2集「こうして “母の愛” が生まれた」

6. 7／21:00～21:49
再 6.10／ 0:10～ 0:59
再 7. 4／16:25～17:14
再 8. 9／ 1:05～ 1:54
再12.28／ 1:30～ 2:19

　最新のDNA研究から見えてきた，人間が誕生
するまでの生命進化の“知られざるドラマ”をシ
リーズで描く。第 2集では「母が子を思う愛」の
起源に迫った。かつては卵を産んだらそれきりだ
った祖先たちが，突如我が子を身ごもり，母乳を
与える献身的な子育てへと大躍進。その裏には，
過酷な天変地異やウイルス感染による絶滅の危機
の中で起きた，DNAの驚くべき異変があった。
／科学・環境番組部，大型企画開発センター
　生命大躍進
第3集「ついに “知性” が生まれた」

 7. 5／21:00～21:49
　再 8. 9／ 1:55～ 2:44
再12.28／ 2:20～ 3:09

　第 3集では，なぜ人間は高い知性を獲得できた
のかという究極の謎に迫った。太古の決定的瞬間
を 4 KタイムトラベルCGで目撃。新垣結衣さん
が生命を巡る40億年の旅へいざなった。／大型企
画開発センター，科学・環境番組部
　廃炉への道　2015
「“核燃料デブリ” 未知なる闘い」

 5.17／21:00～21:49
再 5.20／ 0:10～ 0:59
再10. 9／ 1:30～ 2:19

　事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所
の複数の原子炉を同時に「廃炉」する，世界でも
例のない取り組みを長期間記録するシリーズの第
3弾。数十年という廃炉への道における最大の難
関，“核燃料デブリ”との闘いに迫った。／大型
企画開発センター，科学・環境番組部，社会番組
部，科学文化部
　「自衛隊の活動はどこまで拡大するか」

 5.24／21:00～22:13
再 5.27／ 0:10～ 1:23

　安倍内閣が安全保障関連法案を国会提出したの
を受けて，防衛大臣と専門家が生討論。集団的自

衛権の行使を可能にする法改正や外国軍隊に後方
支援するための新たな恒久法をテーマに，視聴者
からのメール・ツイッター・FAXによる意見も
交えて放送した。／政経・国際番組部，社会番組
部，政治部
　シリーズ　東日本大震災
「 元気に老いる～生活不活発病・被災地の挑
戦～」  6.13／21:00～21:49

再 6.19／ 1:30～ 2:19
　被災地で介護を必要とする人が増加している要
因として浮かび上がってきた“生活不活発病”。
体を動かさないことで全身の機能が衰える生活不
活発病の対策に町ぐるみで取り組む宮城県南三陸
町を取材。生活不活発病に陥った人たちが目標に
向かって体を動かすことで病気を克服していく姿
を通して，高齢化が加速する日本で元気に老いて
いくためのヒントを探った。／生活・食料番組部
　シリーズ　東日本大震災
「 故郷（ふるさと）つなぐ相馬野馬追～原発
事故5年目の夏～」

9. 1／22:00～22:49
再 9. 4／ 1:30～ 2:19

　福島県の夏祭り「相馬野馬追」。原発事故 5年
目の夏，今も故郷に住むことができない南相馬市
小高区の住民が参加した。各地に避難し，将来，
戻るかどうか難しい選択を迫られる中，祭りを通
して故郷とつながろうとする姿を見つめた。／仙
台局，NPN
　シリーズ　東日本大震災
「 “津波の海” を潜る～三陸・破壊と回復の
5年間～」 10.31／21:00～21:49

再11. 6／ 1:30～ 2:19
　津波で大きな影響を受けた三陸の海では，生き
物が流されたり大量の土砂が積もったりして環境
が一変した。さまざまな分野の専門家が，津波に
よって何が起きたのか，それがどこまで回復して
きているのか調査している。潜水映像でその実態
に追った。／仙台局
　シリーズ　東日本大震災
「追跡　原発事故のゴミ」

11.21／21:00～21:49
再11.27／ 1:30～ 2:19

　東京電力福島第一原発の事故で東日本一帯に降
り注いだ放射性物質。汚染された土や稲わらなど
廃棄物の全体像が，NHKの独自調査ではじめて
浮かび上がった。圧倒的な量の「未知のゴミ」と
どう向き合えばいいのか。各地の現状を報告した。
／仙台局，文化・福祉番組部，福島局
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　シリーズ　東日本大震災
「 原発事故 5年　ゼロからの “町再建” ～
福島　楢葉町の苦闘～」

 1.23／21:00～21:49
再 1.29／ 2:40～ 3:29

　全住民が避難する 7市町村の中，初めて避難指
示が解除された福島県楢

なら

葉
は

町。商店や医療機関が
戻らず，帰還した住民は人口のわずか 6％にとど
まる。町の存続をかけて企業誘致や福祉再生に奔
走する職員たち。しかし一自治体では解決できな
いさまざまな壁が立ちはだかる。原発事故で生ま
れた“無人の町”は作り直せるのか。その試金石
である楢葉町の苦闘を見つめた。／福島局
　シリーズ　東日本大震災
「“26兆円” 復興はどこまで進んだか」

 3.12／21:15～22:13
再 4.12／ 2:03～ 3:01

　東日本大震災からの復興のためにこの 5年で投
入された復興予算26兆円。どんな事業にいくら投
入されたのか，NHKでは初めて全貌を明らかに
した。そこから，復興のために何が必要か，今後
の大災害への教訓はどこにあるのか考えた。／仙
台局，報道局，盛岡局
　「沖縄戦　全記録」 6.14／21:00～21:58

再 6.17／ 0:10～ 1:08
再10.18／16:30～17:28

　太平洋戦争中，地上戦としては最大の住民被害
が出た「沖縄戦」。NHKは，非公開だった膨大な
戦死者の記録を入手した。さらに，アメリカ軍撮
影の秘蔵フィルムや，住民の証言テープなどから，
沖縄戦の全体像を再構築。沖縄戦の真実に迫った。
／大型企画開発センター，沖縄局
　「錦織圭　頂点への戦い」

 6.28／21:00～21:49
　テニス界の頂点を目指す錦織圭選手。14年の全
米オープンでは，世界ランク 1位のジョコビッチ
に勝ち，攻撃的なストロークでランキングを上げ
ていった。その後，錦織は海外勢の厳しいマーク
に直面する。番組では，錦織の戦いを詳細なデー
タで分析，世界王者への条件を探った。／スポー
ツ番組部，社会番組部
　「与野党代表に問う　自衛隊の活動拡大と憲
法」  7. 4／21:00～22:29

　戦後日本の安全保障政策の大転換となる安保法
案の衆議院での採決を前に10党幹部による緊急討
論。集団的自衛権の限定行使が合憲か違憲か？　
自衛隊の活動拡大が自衛隊員のリスクを高めるか
否か？　この国のあり方は？　が主な論点となっ

た。／政経・国際番組部
　私たちのこれから
「＃老後危機　あなたの備えは大丈夫？」

7.11／21:00～21:58
　15年度から年金の実質減額が始まるなど，高齢
者の生活は厳しさを増すばかり。さらに，現在の
30代40代が老後を迎える頃には，事態はより深刻
になるとの予測もある。こうした「老後危機」に
ついて，視聴者とつなぐ双方向番組で伝えた。／
大型企画開発センター
　私たちのこれから
「 ＃雇用激変～あなたの暮らしを守るには～」

10.24／21:00～21:58
　テーマは「激変する雇用」。専門家が警告して
いるのが「雇用の二極化」が招く「中間層の消
滅」。低収入の非正規雇用が増え，正社員は体を
壊すほどの激務に。家計破綻も相次ぐ。働く人の
ための対策を専門家や市民の討論を通して探っ
た。／大型企画開発センター
　私たちのこれから
「＃介護危機　あなたの老後を守るには」

12.12／21:00～21:58
　“家族が支える介護から，社会が支える介護へ”
をスローガンに15年前にスタートした介護保険制
度。しかしいま，「施設」と「在宅」を大きな柱
に設計された制度は限界に達している。行き場を
失った高齢者は“無届け介護ハウス”に頼らざる
を得ないケースも急増している。私たちはこの危
機にどう備え，乗り越えていけばいいのか。市民
と専門家を交え，これからの介護を支える処方箋
について討論した。／大型企画開発センター
　私たちのこれから
「＃超少子化　安心子育ての処方せん」

2.20／21:00～21:58
　超少子化という非常事態が続く日本，影響は全
ての世代に及ぶ。番組では，危機の本質と打開策
を市民と専門家が討論。国をあげて出生率低下を
くい止めた海外の例や，V字回復に成功した日本
の町の例も伝え，安心子育ての処方箋を探った。
／大型企画開発センター
　「腰痛・治療革命～見えてきた痛みのメカニズ

ム～」 7.12／21:00～21:49
再 7.15／ 0:10～ 0:59

　治療をしても効果がなく，一度治ってもぶり返
すなど長引く「慢性腰痛」に苦しむ人は1,400万
人と推定される。最先端の治療現場では「脳」の
働きを改善し，慢性腰痛を克服する対策が大きな
成果を挙げている。例えば腰痛への不安を解消す
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る映像を見たり，恐怖心を克服する運動をしたり
するなどの対策をとるだけで，改善する人たちが
いる。専門的な心理療法で，極めて重い症状の患
者が改善するケースも出てきた。／大型企画開発
センター，科学・環境番組部
　「小笠原の海にはばたけ～アホウドリ移住計画～」

7.26／21:00～21:49
再 7.29／ 0:10～ 0:59

　絶滅の危機に瀕
ひん

した国の特別天然記念物のアホ
ウドリを，人の手で移住させ，新たな繁殖地を作
る計画が始まったのは 8年前。苦労の末，15年，
新天地で飼育されたアホウドリが二世を誕生させ
たことが確認された。人と鳥の波乱万丈の物語。
／科学・環境番組部，NEP
　「日航ジャンボ機事故　空白の16時間～ “墜
落の夜” 30年目の真実～」

 8. 1／21:00～21:49
　再 8. 7／ 1:30～ 2:19

　単独の航空機事故としては史上最悪の犠牲者を
出した日航ジャンボ機墜落事故から30年。墜落か
ら生存者発見までに要した16時間についてはこれ
までほとんど検証されてこなかった。独自の取材
で捜索・救難にあたった関係機関の内部資料を入
手。「空白の16時間」の謎に調査報道で迫った。
／社会部，社会番組部，首都圏
　「密室の戦争～発掘・日本人捕虜の肉声～」

 8. 2／21:00～21:49
再 8. 5／ 0:10～ 0:59

　米国立公文書館で，太平洋戦争中に捕らえられ
た日本人捕虜の尋問録音を発見。その声の主たち
の追跡取材から，秘密裏に展開されていた情報戦
の実態と，尋問体験が捕虜たちの人生に与えた影
響を解き明かし，知られざる戦争の断面に迫った。
／大型企画開発センター，社会番組部
　「きのこ雲の下で何が起きていたのか」

 8. 6／19:30～20:35
再 8. 9／ 2:45～ 3:50
再10.22／ 2:15～ 3:20

　70年前，広島に原子爆弾が投下された直後の
人々の惨状を捉えた写真が世界で 2枚だけ残され
ている。爆心地から 2キロの「御幸橋」という橋
の上で撮られた写真だ。今回，NHKは居合わせ
た被爆者の証言や最新映像技術をもとに初めて写
真を徹底解析，きのこ雲の下の真実に迫った。／
大型企画開発センター，広島局

　「憎しみはこうして激化した～戦争とプロパガ
ンダ～」 8. 7／22:00～22:49

再 8.12／ 0:10～ 0:59
再 9.25／ 1:30～ 2:19

　米海兵隊が太平洋戦争の戦場で撮影した，約
3,000本，500時間のフィルム。当時制作されたプ
ロパガンダ映画の元素材である。米軍は「映像は
兵器だ」として戦意を高揚させる映像を大々的に
流す一方，「不都合な映像」を検閲し排除してい
た。日米双方のプロパガンダで，憎しみはどのよ
うにエスカレートしたのか。膨大なフィルムと極
秘資料，そして元カメラマンらの証言から，戦争
とプロパガンダが何をもたらすのかを明らかにし
た。／政経・国際番組部，社会番組部，映像取材
部
　「特攻～なぜ拡大したのか～」

8. 8／22:00～22:50
再 8.11／ 2:30～ 3:20

　フィリピン戦で限定的作戦として始まった特攻
は，沖縄戦で全軍特攻となり練習機まで投入され
た。なぜ，軍上層部は，敗戦が決定的な情勢にも
関わらず，4,500人もの若者を犠牲にするまで特
攻を拡大し続けたのか。新たに発掘した史料や証
言から検証した。／大型企画開発センター，
NEP，福岡局
　「“あの子” を訪ねて～長崎・山里小　被爆児
童の70年～」

8. 9／21:00～21:49
再 8.13／ 1:50～ 2:39

　敗戦から 4年後に撮影された集合写真に写って
いるのは長崎原爆を生き残り，その被爆体験を手
記に残した山里小学校の37人。この子どもたちの
足跡をたどり，平均年齢が80歳近くになる“あの
子”たちの戦後から現在までを見つめた。／長崎
局，福岡局
　アニメドキュメント
「あの日、僕らは戦場で～少年兵の告白～」

8.11／19:30～20:43
再 8.20／ 1:30～ 2:43

　70年前，沖縄のジャングルでゲリラ兵として戦
った少年たちが，自らの凄

せい

惨
さん

な戦争体験を初めて
カメラの前で語った。当時14歳から17歳だった少
年らが，どのように訓練を受けて兵士となり，戦
場で何を見たのか。子どもたちが戦争に利用され
ていった知られざる歴史をアニメドキュメンタリ
ーで伝えた。／大型企画開発センター，沖縄局，
アナウンス室，首都圏
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　「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦　激戦地の
記録～」 8.13／22:00～22:49

再 8.21／ 1:30～ 2:19
再 9.16／ 0:10～ 0:59

　戦時中，アジア・太平洋の戦場に派遣された日
本赤十字社の「従軍看護婦」。長く非公開とされ
ていた看護婦たちの戦地での業務報告書と，20人
におよぶ元看護婦の証言を取材。南方の激戦地，
ビルマとフィリピンで，おびただしい数の死と向
き合い続けた女性たちの戦争を描いた。／大型企
画開発センター，NEP
　「カラーでみる太平洋戦争～ 3年 8か月・日

本人の記録～」
8.15／20:00～21:00

再 8.19／ 0:10～ 1:10
　戦後70年，「戦争の時代」を記録した映像を国
内外から収集。徹底した時代考証を行った上で，
最新のデジタル技術を駆使して，映像のカラー化
に挑んだ。3年 8か月にわたる太平洋戦争の日々。
日本人の歩みをフルカラー映像で描いた。／文
化・福祉番組部
　「“終戦” 知られざる7日間」

8.16／21:00～21:58
再 8.28／ 1:30～ 2:28

　 8 月15日で終結したとされる太平洋戦争。しか
しその後も各地の部隊が徹底抗戦を唱え，米国は
武力で抑えることを計画するなど，一触即発の状
況が続いていた。こうした危機を乗り越える原動
力の一つとなったのは，前線の名も無き将校たち
だった。玉音放送から戦闘停止に至るまでの“緊
迫の 7日間”を追い，戦後への礎になった人々の
行動を見つめた。／経済・社会情報番組部，社会
番組部，高知局，大阪局
　「新島誕生　西之島～大地創成の謎に迫る～」

 8.23／21:00～21:49
再 8.26／ 0:31～ 1:20
再10.30／ 1:30～ 2:19

　驚異的な拡大を続ける「西之島」。島の 4キロ
以内は立ち入り禁止だ。そこでNHKは研究機関
と協力し，最新鋭の無人調査機で島に接近。島が
拡大する仕組み，貴重な海鳥の生態，さらに地球
史最大の謎・大陸誕生の秘密に迫った。／大型企
画開発センター，科学・環境番組部，NEP
　老人漂流社会
「親子共倒れを防げ」

8.30／21:00～21:49
再 9. 2／ 0:10～ 0:59

　中高年の子どもがリストラや親の介護をきっか

けに仕事をやめ，年金で暮らす親と同居するケー
スが急増。中には，医療や介護の負担が重くなり
「親子共倒れ」に追いつめられるケースも相次い
でいる。番組では，データの分析と密着ルポによ
って水面下で広がる「親子共倒れ」の実相に迫っ
た。／大型企画開発センター，社会番組部，札幌
局
　巨大災害　MEGA DISASTERⅡ　日本に迫る脅威
第 1集「極端化する気象～海と大気の大変
動～」 9. 5／19:30～20:43

再 9. 9／ 0:23～ 1:36
再 9.22／ 8:40～ 9:53

　統計開始以来の高温や記録的降水量など，気象
の変化が“極端”になっているのではないか。地
球上では，降水量や気温が数百年周期で激しく変
動している可能性も見えてきた。大気と海の“大
循環”を可視化，日本に迫る気象災害に迫った。
／社会番組部，首都圏
　巨大災害　MEGA DISASTERⅡ　日本に迫る脅威

第 2集「大避難～命をつなぐシナリオ～」
 9. 6／21:00～21:49

再 9.23／ 9:05～ 9:54
　巨大災害と人々の行動の科学的な分析による，
大規模避難実現の研究が加速している。スーパー
台風では，広域への避難。巨大地震による津波で
は，短時間に高いところへの避難。まだ経験のな
い新たな避難「大避難」実現の手掛かりを提示し
た。／大型企画開発センター，社会番組部，静岡
局
　巨大災害　MEGA DISASTERⅡ　日本に迫る脅威

第 3集「火山列島　地下に潜むリスク」
10. 4／21:00～21:49

再10. 7／ 0:10～ 0:59
　巨大地震から 4年あまり，日本各地の火山が活
動を活発化させている。いま火山学者たちは，日
本列島で6500年に 1度の頻度で発生してきた超巨
大噴火“カルデラ噴火”のリスクに目をむけはじ
めた。人工衛星やGPSを用いた高精度の観測から
見えてきた，地下に潜むマグマの実態とは？　最
前線の研究を取材し，大噴火への備えを考えてい
った。／報道局社会部，科学・環境番組部，社会
番組部，鹿児島局，大型企画開発センター
　「緊急報告　列島大水害」

9.12／19:30～20:43
　低気圧の影響で記録的な大雨となった東日本。
茨城県では鬼怒川が，宮城県では渋井川が決壊し，
未曽有の大水害となり，茨城県では，多くの住民
が行方不明になっている。番組では，現地の最新
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取材，科学的な検証から，被害の実態に迫った。
／社会番組部
　「緊急生討論　10党に問う　どうする安保法
案採決」 9.13／21:00～22:30

　戦後日本の安全保障政策を大転換する安全保障
関連法案。 3か月余りにわたる国会審議が大詰め
を迎え，政府・与党は週明けにも採決に踏み切る
構え。残された論点や審議のあり方について，与
野党10党の代表が緊急討論，生放送で伝えた。／
政経・国際番組部，社会番組部，政治部
　「老衰死　穏やかな最期を迎えるには」

9.20／21:00～21:49
再 9.23／ 0:10～ 0:59
再10. 2／ 1:30～ 2:19
再12.11／ 1:30～ 2:19

　超高齢社会に突入した日本。今，増え続けてい
るのが「老衰死」だ。番組では，特別養護老人ホ
ームの看

み

取
と

りの現場を記録し「老衰死」のメカニ
ズムにも迫った。穏やかな最期を迎えるにはどう
すればいいのか。長寿社会の今を見つめる。／大
型企画開発センター，首都圏，社会番組部
　「作家　山崎豊子～戦争と人間を見つめて～」

9.27／21:00～21:58
再 9.30／ 0:10～ 1:08

　国家や社会に鋭く切り込む作品を世に問い， 2
年前に89歳で亡くなった作家・山崎豊子。今，壮
大なスケールの作品世界を支えてきた膨大な取材
テープの整理が進められている。山崎が死の間際
まで問い続けたのは，戦争を経験した日本人のあ
り方だった。映像化された作品の常連だった俳優
の仲代達矢さんの朗読などを交え，山崎が凝視し
ようとしていたものを見つめた。／大阪局，社会
番組部
　「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン　文
豪との70年～」

10.10／21:00～21:58
再10.16／ 1:30～ 2:28

　戦後70年にわたって，日本の文学の魅力を世界
に伝え続けた文学者のドナルド・キーンさん。ド
ラマとドキュメンタリーを交差させながらキーン
さんの波乱に満ちた歩みを描き，その日本人への
温かくて厳しいメッセージを伝えた。／大型企画
開発センター
　「“ジョーズ” の謎に挑む～追跡！巨大ザメ～」

10.11／21:00～21:49
再10.14／ 0:10～ 0:59

　“ジョーズ”のモデルとなったホホジロザメ。
調査には危険が伴うため，その生態は謎に包まれ

てきた。番組ではシャークカムと名付けられたサ
メを自動的に追尾し，撮影するロボットカメラを
使って，ホホジロザメの狩りの水中撮影に挑んだ。
／科学・環境番組部，NEP
　「TPPは日本に何をもたらすか」
 10.16／22:00～23:13
　 5 年に及ぶ交渉の末，大筋合意に至ったTPP。
協定が発効すれば世界最大規模の自由貿易圏が誕
生する。合意内容は多岐にわたるが，暮らしや経
済にどのような影響をもたらすか。交渉にあたっ
た甘利大臣と専門家の討論を通じて考えた。／政
経・国際番組部
　アジア巨大遺跡

第 1集「密林に消えた謎の大都市～カンボ
ジア　アンコール遺跡群～」

10.17／19:30～20:40
再10.21／ 0:10～ 1:20

　密林の巨大遺跡・カンボジアのアンコール遺跡
群の謎に迫った。最新の科学的調査で浮かび上が
ってきたのは，かつてその地に存在した世界有数
の巨大都市の姿…。空前の繁栄を遂げた後，密林
に消えていった文明の真の姿を描いた。／大型企
画開発センター
　アジア巨大遺跡

第 2集「黄金の仏塔　祈りの都～ミャンマ
ー　バガン遺跡～」

10.18／21:00～21:49
再10.23／ 1:30～ 2:19
再12.23／ 2:35～ 3:24

　アジア最後のフロンティアと呼ばれるミャンマ
ーのバガン遺跡の謎を追う。見渡す限りの平原に
3,000もの仏塔や寺院が林立する。この遺跡群は
なぜ誕生したのか。そこには，貧富の差の無い社
会を作る驚きのシステムがあった。／大型企画開
発センター，NEP，文化・福祉番組部
　アジア巨大遺跡

第 3集「地下に眠る皇帝の野望～中国　始
皇帝陵と兵馬俑～」

11. 7／21:00～21:49
再11.11／ 0:10～ 0:59
再12.24／ 0:25～ 1:14

　20世紀最大の考古学的発見と言われる中国の兵
へい

馬
ば

俑
よう

。一体何の目的で地下に残されたのか？　今，
この大きな謎を解く手がかりが，秦の始皇帝が眠
る墓の周辺から続々と見つかっている。そこには
初の中国統一のいわば設計図が眠っていた。／大
型企画開発センター
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　アジア巨大遺跡
第 4集「縄文　奇跡の大集落～ 1万年　持
続の秘密～」

11. 8／21:00～21:49
再11.13／ 1:30～ 2:19
再12.24／ 1:15～ 2:04
再 4.26／ 0:10～ 0:59

　今，日本の縄文文化に，世界が注目している。
巨大で豊かな定住集落，そして 1万年も続いた持
続性など，未開で未発達というこれまでの縄文の
イメージは一変し，従来の文明論が揺さぶられて
いる。最新研究に基づき，縄文の真の姿に迫った。
／社会番組部，大型企画開発センター
　新・映像の世紀

「第1集　百年の悲劇はここから始まった」
10.25／21:00～22:13

再10.28／ 0:10～ 1:23
再12.18／ 0:10～ 1:23

　ムービーカメラが初めて本格的に記録した戦争
が第一次世界大戦だった。バルカン半島のテロを
契機に戦火は瞬く間に広がり，不幸の種子をばら
まいた。大量殺

さつ

戮
りく

兵器，中東に渦巻く憎しみ。今
の世界自体が，第一次世界大戦の産物なのである。
／大型企画開発センター
　新・映像の世紀
「 第 2 集　グレートファミリー　新たな支
配者」 11.29／21:00～21:49

再12. 2／ 0:10～ 0:59
再12.18／ 1:25～ 2:14

　1920年代，未曽有の好景気に沸いたアメリカは，
世界のリーダーに躍り出た。その原動力となった
のが，巨大財閥グレートファミリー。石油王ロッ
クフェラー，金融王モルガン，自動車王フォード。
資本主義を生んだ欲望の時代を描いた。／大型企
画開発センター
　新・映像の世紀
「第3集　時代は独裁者を求めた」

12.20／21:00～22:13
再 1. 8／ 1:30～ 2:43

　5,000万人が犠牲となった第二次世界大戦の惨
劇は一人の独裁者の狂気だけが生み出したもので
はない。奇跡の経済復興を果たしたドイツを世界
中の企業が支援した。独裁者に未来を託し，世界
を地獄に追い込んでしまった人々の物語。／大型
企画開発センター，NEP

　新・映像の世紀
「 第 4 集　世界は秘密と嘘（うそ）に覆わ
れた」 1.24／21:00～21:49

再 1.27／ 2:20～ 3:09
再 2. 5／ 1:30～ 2:19

　アメリカの諜報機関CIA，ソビエトの秘密警察
KGB。冷戦時代，両国は激しいスパイ合戦を繰
り広げた。情報公開が進み，発掘された映像によ
って，核戦争という破局に怯

おび

えた狂気の時代を，
スパイ戦という視点から描いた。／大型企画開発
センター
　新・映像の世紀
「第5集　若者の反乱が世界に連鎖した」

2.21／21:00～21:49
再 2.24／ 0:10～ 0:59

　1960年代，既存の政治体制に反発する若者たち
の反乱が，同時多発的に起こった。彼らには， 2
人のカリスマがいた。キューバ革命のチェ・ゲバ
ラ，中国を建国した毛沢東。 2人の革命家によっ
て突き動かされた反乱の時代を見つめた。／大型
企画開発センター
　新・映像の世紀
「 第 6 集　あなたのワンカットが世界を変
える」 3.20／21:00～21:49

再 4. 5／ 0:10～ 0:59
　誰もが撮影者となり，発信者となり，世界のあ
らゆる出来事が映像化される，新たな映像の世紀
が到来した。映像は，人々の憎悪を増幅させるこ
ともあれば，国境を越え，人々の心をつなぐこと
もある。激動の21世紀を，発掘映像でたどった。
／大型企画開発センター，NEP
　「盗まれた最高機密～原爆・スパイ戦の真実～」

11. 1／21:00～21:49
再11. 4／ 0:10～ 0:59

　1942年，アメリカは巨額の予算を投じて「マン
ハッタン計画」を始動し，原爆開発へと突き進ん
だ。アメリカを駆り立てていたのはナチスドイツ
に先んじられることへの狂おしいまでの恐怖だっ
た。原爆開発競争の裏で繰り広げられた熾

し　れつ

烈な国
際情報戦の恐るべき真実とは？　スパイや科学者
たちの苦悩と葛藤を通して，核が現代世界に投げ
かける影の大きさを描いた。／文化・福祉番組部
　シリーズ　認知症革命

第1回「ついにわかった！　予防への道」
11.14／21:00～21:49

再11.18／ 1:50～ 2:39
　認知症の予防と介護の最前線に迫る 2回シリー
ズの第 1回。認知症の一歩手前，“MCI（軽度認
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知障害）”という段階で早期発見すれば，認知症
を予防できる可能性が明らかになってきた。MCI
を見極めるカギは「歩き方」。知らぬ間に進む「脳
内ネットワーク」の衰えに気づき，生活改善でそ
の働きを上向かせる世界の最新研究に迫った。／
大型企画開発センター，科学・環境番組部
　シリーズ　認知症革命
第2回「最後まで、その人らしく」

11.15／21:00～21:49
再11.20／ 2:45～ 3:34

　10年後には，高齢者の 5人に 1人が認知症にな
ると言われる日本。誰もが認知症になりうる時代
に，いま私たちは何が出来るのか。第 2回は，認
知症になっても，本人も家族も，その人らしく，
より良く生きられるためのヒントを探っていっ
た。／文化・福祉番組部
　「パリ同時テロ事件の衝撃」

11.20／22:00～22:58
再11.25／ 2:25～ 3:23

　フランスのパリで起きた同時テロ事件。難民の
中にテロリストが紛れ込む懸念が現実となり，欧
州が掲げてきた「人権・自由・寛容」といった価
値を大きく揺るがしている。世界はテロの脅威と
どう向き合えばよいのか。現場からの緊急報告。
／政経・国際番組部，社会番組部
　「いのち　瀬戸内寂聴　密着500日」

11.22／21:00～21:49
再11.25／ 0:10～ 0:59
再12. 4／ 1:30～ 2:19

　激しい腰痛，そしてがんの手術を経て， 1年ぶ
りに復帰した作家・僧侶の瀬戸内寂聴さん（93）。
その闘病と再起の日々をプライベートな密着映像
で描く迫真のドキュメント。第32回ATP賞ドキ
ュメンタリー部門最優秀賞受賞。／出演：瀬戸内
寂聴／語り：杉本哲太，中井貴惠／コンテンツ開
発センター，NEP，スローハンド
　調査報告　介護危機
「急増 “無届け介護ハウス”」

12. 6／21:00～21:49
再12. 9／ 0:10～ 0:59

　法律で定められた届け出を行っていない“無届
け介護ハウス”が，全国で急速に拡大している。
国が在宅介護を推し進める中，行き場を失った高
齢者の受け皿となっているのだ。その実態を描き，
介護保険制度の矛盾を浮き彫りにした。／社会番
組部

　未解決事件　追跡プロジェクト
「埋もれた情報　動き出した事件」　

12.13／21:00～22:13
再12.16／ 0:10～ 1:23

　独自取材に加え，視聴者から情報を募り，未解
決事件の真相や犯人像に迫る「追跡プロジェク
ト」。15年 3 月の放送後，多くの具体的な情報が
寄せられた。第 2弾は，その情報を起点に，捜査
も手詰まりとなっていた未解決事件に迫った。／
大型企画開発センター，社会番組部，鹿児島局
　「自衛隊はどう変わるのか～安保法施行まで

3か月～」
12.19／21:00～21:58

再12.23／ 0:25～ 1:23
　 9 月に成立した，安全保障関連法。日本の安全
保障政策の大きな転換を，自衛隊の隊員はどう受
け止めているのか。そして，その活動はどう変わ
っていくのか…。現場の取材から展望した。／社
会番組部，政経・国際番組部，大型企画開発セン
ター
　証言ドキュメント
「 永田町・権力の興亡 “安倍一強” 実像に迫
る」 12.27／21:00～21:58

再12.30／17:00～17:58
　「安倍一強」とも呼ばれる状況になっている日
本政治。その状況は，なぜ生まれ，何をもたらそ
うとしているのか。安保法をめぐる攻防，自民党
総裁選のせめぎ合い，野党再編の模索などの舞台
裏に政治家の証言で迫り，日本政治の行方を探っ
た。／政経・国際番組部，政治部，社会番組部
　「大予測！　2016世界はどうなる？」

1. 1／21:00～21:58
再 1. 6／ 0:30～ 1:28

　各地で相次ぐテロ，存在感を弱めたアメリカ，
南シナ海に進出する中国，独自路線のロシア…。
激動の時代の中で，日本はどのような選択をして
いくべきか。世界最前線の現場と知の巨人たちを
取材し，16年の世界を予測した。／大型企画開発
センター
　シリーズ　激動の世界

第1回「テロと難民～EU共同体の分断～」
1. 9／21:10～21:59

再 1.13／ 0:10～ 0:59
　激動の世界を読み解くシリーズ。第 1回は，難
民とテロの問題に揺れるヨーロッパ。国境を無く
し，平和で豊かな共同体を目指してきたが，各国
が国境管理を強めるなど分断が進んでいる。こう
した混乱は世界にどんな影響を与えていくのかを
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探った。／政経・国際番組部
　シリーズ　激動の世界
第 2回「大国復活の野望～ロシア・プーチ
ンの賭け～」

1.10／21:15～22:04
再 1.15／ 1:30～ 2:19

　シリーズ第 2回は，東西冷戦後の欧米協調路線
から決別し，再び自らの勢力圏の回復に国家の命
運をかけようとしているロシア。番組では，プー
チン大統領の意を受ける形で対外工作に動くある
人物に密着。欧米と激しい攻防を続けるロシアの
思惑，その新たな世界観を浮かび上がらせた。／
大型企画開発センター，モスクワ支局，政経・国
際番組部
　シリーズ　激動の世界
第 3回「揺れる “超大国” ～アメリカはど
こへ～」 1.16／21:00～21:49

再 1.20／ 2:22～ 3:11
　アメリカが「世界の警察官ではない」と明言し
たことで，過激派組織ISやロシアが台頭し，混迷
を深める世界。ネット上で拡散する過激思想に対
し，米政府はGoogle等に協力を求めるが苦戦が続
く。アメリカの苦悩と，激動の世界の行方を展望
した。／政経・国際番組部
　「震度 7　何が生死を分けたのか～埋もれた
データ　21年目の真実～」

 1.17／21:00～21:49
再 1.22／ 2:40～ 3:29
再 2.26／ 1:30～ 2:19

　阪神・淡路大震災から21年，NHKは，犠牲者
5,000人分の死因，死亡時刻，家屋の被害，火災
の広がり方など，被災当時の膨大なデータを入手
した。これらを最新の技術で可視化，命が奪われ
た原因を明らかにし，今，何をすべきか，警鐘を
鳴らした。／大阪局，神戸局，報道局
　「ママたちが非常事態！？～最新科学で迫るニ
ッポンの子育て」

 1.31／21:00～21:49
再 3.25／ 1:00～ 1:49
再 4.23／ 0:15～ 1:04

　現代日本の母親たちは，なぜこれほど育児に苦
しむのか？　最新科学で探ると，人類700万年の
進化にまで遡る，育児の知られざる真実が見えて
きた。脳科学，進化学，生理学などから，悩み多
き現代育児の根本原因に迫り，解決のヒントを探
った。／大型企画開発センター，科学・環境番組
部

　「ママたちが非常事態！？ 2～母と “イクメ
ン” の最新科学～」

 3.27／21:00～21:49
再 3.30／ 0:17～ 1:06
再 4.30／ 0:10～ 0:59

　 1 月に放送した第 1弾は，現代の育児の苦悩を
最新科学で解明し，「救われた」「もっと知りたい」
と大反響が。そこで放送した第 2弾。ママもパパ
も悩ませる人見知り泣きやイヤイヤへの上手な接
し方を，アメリカの最新脳研究から明らかに。さ
らに，夫がイクメンに変身し，夫婦円満にもなる
不思議なホルモンに迫った。／科学・環境番組部，
大型企画開発センター
　「史上最悪の感染拡大　エボラ　闘いの記録」

 2. 6／21:00～21:49
再 2.12／ 1:30～ 2:19

　史上最悪のエボラウイルスの感染拡大。シエラ
レオネ・ケネマ病院は，二次感染のリスクから避
けられていた点滴を実施，多くの患者を救った。
しかし，資材不足などからスタッフは次々と二次
感染，死亡する。知られざる過酷な闘いを描いた。
／社会番組部，首都圏
　「CYBER SHOCK（サイバー　ショック）　

狙われる日本の機密情報」
 2. 7／21:00～21:49

再 2.10／ 0:10～ 0:59
再 3. 4／ 1:30～ 2:19

　NHKの独自取材で，国内で1,000の企業・団体
がサイバー攻撃の標的にされ，機密文書を含む大
量の内部情報が流出している実態が初めて明らか
になった。ネット社会の盲点をついたサイバー攻
撃の知られざる脅威に迫った。／福岡局，社会番
組部
　司馬遼太郎思索紀行　この国のかたち
「 第1集　 “島国” ニッポンの叡智（えいち）」

2.13／21:00～21:49
再 2.17／ 0:10～ 0:59

　16年 2 月，没後20年を迎えた作家・司馬遼太郎。
作品『この国のかたち』を読み解きながら，“日
本人とは何か”に迫る。第 1集は“辺境の島国”
がどのように日本人を形づくったのかに焦点を当
てた。／ナビゲーター：香川照之／大型企画開発
センター，文化・福祉番組部，NEP
　司馬遼太郎思索紀行　この国のかたち
「第2集　 “武士” 700年の遺産」

 2.14／21:00～21:49
再 2.19／ 1:31～ 2:20

　第 2集のテーマは，“武士”。鎌倉時代に生まれ
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た武士の精神が，その後の日本史に与えた影響を
たどった。／ナビゲーター：香川照之／文化・福
祉番組部，大型企画開発センター
　「難民大移動　危機と闘う日本人」

 2.28／21:00～21:49
再 3. 2／ 0:27～ 1:16

　100万を超える難民や移民が欧州に押し寄せた
未曽有の事態。ギリシャやヨルダンなどで難民保
護にあたったUNHCR（国連難民高等弁務官事務
所）の日本人職員に密着。パリ同時テロ事件で複
雑化した難民問題の最前線をリアルに伝えた。／
大型企画開発センター，政経・国際番組部，社会
番組部
　「“原発避難” 7日間の記録～福島で何が起き
ていたのか～」 3. 5／21:00～21:49

再 3.11／ 1:30～ 2:19
　原発の状況や放射性物質の行方など，福島第一
原発事故では重要な情報が住民に届かなかった。
人々はいかに過酷な状況に置かれていたのか。 5
年を経て重い口を開き始めている。NHKは住民，
自治体，国の関係者など広く取材，未公開の貴重
なメモや膨大な映像記録も収集した。ビッグデー
タも活用し，原発避難の全貌に迫った。初めて明
らかになる壮絶な 7日間の記録。／福島局
　「被曝（ひばく）の森～原発事故　 5年目の
記録～」 3. 6／21:00～21:58

再 3. 9／ 0:10～ 1:08
　福島第一原発事故によって 9万人もの住民が強
制避難して広大な無人地帯が生まれた。 5年の歳
月で，世界に類を見ない生態系の激変が起きてい
る。人を恐れないイノシシの群れが白昼堂々と街
なかを歩き，ネズミやアライグマが住宅に侵入し
て荒らすなど「野生の王国」化が進む。原発事故
が生んだ“被曝の森”は今どうなっているのか？　
生物への放射能の影響は？　世界中の科学者たち
の調査から分かってきた“知られざるFUKU　
SHIMA”5年目の記録。／社会番組部，大型企画
開発センター，福島局，科学・環境番組部
　「ゼロから町をつくる～陸前高田・空前の巨大
プロジェクト～」

 3. 8／22:00～22:49
再 3.13／ 0:50～ 1:39

　津波で中心市街地の機能が全て失われた岩手県
陸前高田市。被災地最大規模の造成費を投入し，
町をまるごと作り直すという巨大プロジェクトを
担ってきたのが，市役所職員だ。ふるさとを取り
戻そうと格闘する人々に密着したドキュメント。
／盛岡局

　「風の電話～残された人々の声～」
 3.10／22:00～22:49

再 3.14／ 1:13～ 2:02
　岩手県大槌町の海沿いに不思議な電話が置かれ
ている。その名は「風の電話」。線はつながって
いない。それでも，震災でいなくなった人と言葉
を交わしたいと，多くの人が訪ねて来る。いくつ
もの声から被災地の 5年の歳月が浮かびあがる。
／仙台局
　「私を襲った津波～その時　何が起きたのか～」

 3.11／20:00～20:43
再 3.15／ 0:10～ 0:53

　東日本大震災で多くの命を奪った津波。震災か
ら 5年たち，自ら津波にあい，大切な家族を失っ
た人たちが，知られざる脅威を語り始めた。津波
に流されている最中，水中などでどんな体験をし
たのか映像化。津波から命を守ることを胸に刻む。
／仙台局
　「原発メルトダウン　危機の88時間」

 3.13／21:00～22:29
再 3.16／ 0:10～ 1:39

　世界最悪レベルとなった原発事故から 5年。東
電関係者など500人を超す当事者たちの新たな証
言を加え，津波・水素爆発など事故を決定づけた，
震災発生からの88時間を映像化。震災 5年目にお
ける「メルトダウン」の決定版とした。／大型企
画開発センター，科学・環境番組部，社会番組部，
科学文化部
　「欧州緊迫　ベルギー連続テロ事件」

　　　3.26／19:30～20:14
　ベルギー・ブリュッセルの空港と地下鉄で起き
た連続テロ事件。30人以上が死亡，日本人を含む
270人が重軽傷を負った。当局が警戒する中，な
ぜ再びテロは起きたのか。社会の分断は，どう深
まっているのか。現地からの緊急報告で探った。
／社会番組部，政経・国際番組部，国際部
『NHKとっておきサンデー』

日　11:00～11:54
　第 1 回11.4.10，最終回16.4.3／NHKの経営情報
などを伝える「どーもNHKです」，地域放送の取
り組みを紹介する「あなたの街のNHK」に最新
の番組情報を伝える「とっておきチェック」と
『連続テレビ小説』ダイジェスト版を交え，視聴
者への「窓」としての役割を担うワイド番組。／
キャスター：篠山輝信，豊田エリー，中島歩，池
澤あやか（週替わり），與芝由三栄アナ／広報局
制作部，NSC
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『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93.4.4／15年度は，フルバーチャルセッ
トを常設として多彩な演出を可能とし，より魅力
的で情報性の高い番組を目指した。主要なニュー
スについてヘッドラインを使用して伝える演出に
ついてもデザインを一新。画像の挿入を可能にす
るなど，視覚的な情報性の向上を目指した。「世
界のニュースザッピング」では取り扱う世界の放
送局の数を22に拡充。フルバーチャルを使用した
演出を定時化した。 7時台後半の730コーナーの
見直しを行い，金曜に「気になる＠LIVE」を新
設。その週，ウェブ上で話題になったキーワード
を掘り下げる中継コーナーとした。また，緊急報
道では機動性の高いIP中継やiPhone中継が主力
となり，事件，事故，災害の最前線をリアルタイ
ムで切り取った。なかでも 6月の鹿児島県口之永
良部島の噴火や， 9月に起きた関東東北豪雨をは
じめとする災害現場では，各地に展開したIP中継
が大いに力を発揮した。地震や台風などでは特設
ニュースを展開し，減災のための情報の充実を図
った。 4月の安倍総理大臣訪米時の日米会見，10
月に大筋合意に達したTPP交渉，16年 2 月の北朝
鮮によるミサイル発射などの内外の動きに的確に
対応し，正確な報道を実現した。東日本大震災に
ついては継続的な報道に取り組み，震災 4年半と
なる 9月には東北被災 3県で 3 回の中継シリー
ズ， 5年目となる 3月には 6回の中継シリーズを
組んで伝えた。阿部・和久田両メインキャスター
に加え，合原キャスターを被災地に派遣し，復興
の現状や課題について詳しく伝えた。／キャスタ
ー：（月～金・4時30分～ 5時）堀越将伸・芳川
隆一・二宮直輝アナ，（月～金・5時～ 6時30分）
合原明子・堀越将伸・芳川隆一・二宮直輝アナ，
（月～金・ 6時30分～ 8時）阿部渉・和久田麻由
子アナ，（ニュースリーダー）望月啓太アナ，（土
日祝）近田雄一・上條倫子アナ，（月～金・スポ
ーツ）森花子アナ，（土日祝・スポーツ）向井一
弘アナ，（月～金・気象）平井信行・渡辺蘭，（土
日祝・気象）南利幸，（月～金・まちかど情報室）
小山径・中村慶子アナ／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
の日の国内外のニュースを徹底的に分析。NHK
の取材力と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，多角的に伝えること，また，
親しみやすく，家族で見てもらえる番組を目指し
た。取材現場の映像と音声，見やすい字幕にこだ
わったVTRの制作を基本に，模型やCGを積極的
に活用したスタジオ演出やIPなど最新の技術を活
用した生中継などに重点を置いて番組を構成し
た。
　また，大きなニュースに際しては放送時間を延
長し，視聴者の関心に応える柔軟な編成を行った。
このうち，関東と東北で記録的な大雨となり，各
地で河川の氾濫などの大きな被害が出た関東・東
北豪雨（ 9月）や北朝鮮による 4回目の地下核実
験（ 1月）では，放送枠を 1時間に拡大し，詳し
く伝えた。さらに東日本大震災から 5年の 3月11
日も放送枠を 1時間とし，節目を迎えた被災地の
様子や，そこで暮らす人々の思い，復興の課題な
どを幅広く伝えた。／キャスター：武田真一・松
村正代・桑子真帆アナ，（土・日）守本奈実・中
山庸介アナ／気象キャスター：寺川奈津美，菊池
真以／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，暮ら
しぶりや土地柄を浮き彫りにしてきた。毎回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組を選んだ。15年度は全国46か所で実施，
予選参加者は 1万1,000組を超えた。また，70周
年を記念し，スペシャルMCとしてSMAPの香取
慎吾を迎えた回も 5回放送した。／司会：小田切
千アナ／エンターテインメント番組部
『Nスペ5min.』 土　 9:55～10:00
　政治，経済，世界情勢，社会問題，自然，科学，
エンターテインメント，スポーツなど，さまざま
なトピックをNHKならではの視点で描く『NHK
スペシャル』。『Nスペ5min.』は，その本格ドキ
ュメンタリーを多忙な人向けに 5分に凝縮し，誰
でも分かる魅力的な番組に構成したもの。15年度
は年間46本を放送した。この制作に併せて，ネッ
ト上で配信するミニ動画も作成・配信。『Nスペ
5min.』とあわせて，Nスペ本編の視聴習慣がな
い人々に対する視聴誘導を図った。／大型企画開
発センター
『SONGS』 土　23:30～23:59
　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。15年度は松
田聖子，髙橋真梨子，Superfly，V6，美輪明宏，
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浜田省吾，星野源，BUMP OF CHICKEN，近藤
真彦などベテランから時代を象徴するアーティス
トまで，さまざまなジャンルで活躍する歌手が，
貴重なスタジオライブなどで名曲を披露した。／
エンターテインメント番組部
『Sportsプラス』　

月～金　23:20～23:30
　第 1 回12.4.2，最終回16.4.1／15年度は，「スポ
プラ」の略称を引き続き使用し，放送時間までに
取り上げられなかったニュースを積極的に取り扱
ったほか，アスリートの記者会見などで紹介しき
れなかった発言を独自の視点で取り上げた。また，
ニュースのポイントをアタック音とスーパーで示
す「シャキーン」や「ここスーパー」も引き続き
利用し，視聴者にとって分かりやすい演出を心が
けた。地方局発，スポーツニュース部・番組部発，
海外支局発のリポ－トでは，競技や選手の知名度
にこだわらず，おもしろいと独自に判断したリポ
ートを放送した。さらに，リオデジャネイロ五輪
イヤーとなってからは，現地の記者とスタジオを
結んでのかけあい，リオ五輪・パラリンピックを
目指す選手たちのリポートを積極的に放送した。
プロ野球や大相撲の解説も含めたリポートは，
180本以上に上った。スポーツ好きな若い視聴者
を意識しながら放送してきた番組は，15年度をも
って 4年間にわたる放送を終えた。／キャスター：
中野淳アナ／スポーツニュース部，スポーツ番組部
『アガサ・クリスティー　トミーとタペンス―2
人で探偵を―』　新

日　23:00～23:50
　第 1回15.10.18，最終回15.12.6／生誕125年を迎
えたミステリーの女王アガサ・クリスティーが生
みだし，エルキュール・ポワロ，ミス・マープル
と並んで愛される「おしどり探偵」ことトミーと
タペンスの夫婦が活躍するミステリー・ドラマ。
第二次世界大戦後の復興から東西冷戦の時代に，
冒険好きの妻タペンスと彼女を支える夫トミーが
難事件に挑む。50年代のイギリスのおしゃれなフ
ァッションとノスタルジックな雰囲気のなかで，
物語が展開する。（全 6 回）／制作：Endor 
Productions，Agatha Christie Productions／展
開戦略推進部，NEP
『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
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」を満載。視聴者からのファックスやメールを
毎日紹介し，質問には番組で随時答えている。／
キャスター：井ノ原快彦，有働由美子アナ，柳澤
秀夫解説主幹，駒村多恵／生活・食料番組部，
NED
『明日へ－支えあおう－』『明日へ　つなげよう』

日　10:05～10:53
再火　 2:00～ 2:43

　第 1 回12.4.8／16年 1 月から『明日へ　つなげ
よう』に改題。東日本大震災の被災地域の現状と
復興の道のりを描いていく番組。前半43分と後半
5分の 2部構成で15年度は年間43本を制作。東日
本大震災の「証言記録」と「復興サポート」を月
のレギュラーとして編成した。「証言記録」では，
震災時の体験談を集め，今後の防災・減災に役立
てると同時に，ウェブも含め体系的に証言を記録
した。「復興サポート」では，有識者が復興策を
提言し，住民と話し合った。／東日本大震災プロ
ジェクト，大型企画開発センター，制作局，首都
圏放送センター，札幌局，仙台局，盛岡局，福島
局，NEP，Gメディア，NED
『アニメ　英国一家、日本を食べる』　新

木　 0:40～ 1:00
再火　16:05～16:25

　第 1回15.4.16，最終回15.11.5／イギリス人フー
ド・ジャーナリストのマイケル・ブースが家族と
共に100日にわたり日本に滞在し，イギリス人の
目線で日本のさまざまな食文化について書いたエ
ッセイをもとに制作したアニメ番組。アニメーシ
ョンで描く15分のフィクションのパートと，その
回で取り上げる料理や食材に関しての情報を補完
する 5分の実写パートの 2部構成。（全24話）／
原作：マイケル・ブース／アニメーション監督：
ラレコ／アニメーション制作：ファンワークス／
制作協力：ジーズ・コーポレーション／展開戦略
推進部，NEP
『あの日　わたしは～証言記録　東日本大震災～』

月～木　10:50～10:55
　第 1 回12.1.7／東日本大震災をさまざまな角度
から記録するプロジェクトの一環として，被災者
の“あの日，あの時”の証言を記録した。NHK
各放送局が取材した証言素材に『明日へ－支えあ
おう－』で放送の「シリーズ・証言記録　東日本
大震災」の素材を加え，一人一人の証言を 5分番
組に構成し，年間150本を放送。広大な地域に及
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ぶ地震・原発事故の証言をカバーした。／東日本
大震災プロジェクト，NEP
『インタビュー　ここから』　

祝日　 6:30～ 6:53
　第 1回14.3.21／タイムリーで話題性のある著名
人に人生の原点や転機である“ここから”を，ア
ナウンサーが深く掘り下げるインタビュー番組。
13年度まで20年間続いた『ホリデーインタビュ
ー』をリニューアルして 2年目。祝日の朝のトー
ク番組として定着した。15年度は，15本を放送。
／ノーベル賞受賞・天野浩，プロデューサー・残
間里江子，俳優・藤本隆宏，ダンサー・田中泯，
歌手 俳優・加山雄三，コメディアン・萩本欽一，
歌手・一青窈，漫画家・東村アキコ，歌手・加藤
登紀子，音楽家・長渕剛，芸人 作家・又吉直樹，
パイロット・室屋義秀，脚本家・小山薫堂，スキ
ー女子モーグル日本代表・上村愛子，サンフレッ
チェ広島監督・森保一／アナウンス室
『うまいッ！』 日　 6:15～ 6:49

再月　16:15～16:49
　第 1 回12.4.8／「うまいッ！」と思わず言って
しまうような日本各地の絶品食材をテーマに，お
いしいものを届けたいと奮闘する生産者に密着。
味を究める技や工夫を分かりやすくお伝えすると
ともに，健康効果や歴史文化などのうんちく，と
っておきの調理法を紹介。「見たら必ず食べたく
なる！」をコンセプトに，多角的に食材の魅力を
描き，食を支える人々と産地を応援する番組とし
て好調である。／キャスター：天野ひろゆき，武
内陶子アナ／生活・食料番組部，NPN
『くらし☆解説』

火～金　10:05～10:15
　第 1 回12.4.3／日々の暮らしが“きらり”と輝
く，役に立つニュース解説番組をコンセプトとし，
解説委員と女性キャスターが暮らしに密着したニ
ュースや文化，科学情報などを分かりやすく伝え
た。15年度は148本を制作。／解説委員室
『クローズアップ現代』

月～木　19:30～19:56
再火～金　 1:00～ 1:26

　第 1 回93.4.5，最終回16.3.17／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報道情報番組。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」がモットー。
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」を伝えた。

／キャスター：国谷裕子／大型企画開発センター，
社会番組部，経済・社会情報番組部
『ごきげん歌謡笑劇団』

（月 1回）木　20:00～20:43
　第 1回09.4.10，最終回16.3.17／親しみやすさと
温かい笑いを届ける地方公開派遣番組。司会者に
ものまねタレントのコロッケを迎え，人気歌手や
俳優，タレント，コメディアンがゲスト。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，その時代背景を学ぶ歴史コーナー，地域の名
物を紹介するロケコーナーなど，街の魅力をユー
モアたっぷりに伝える楽しさ満載の43分番組。15
年度は12本を実施・放送した。／司会：コロッケ
／エンターテインメント番組部
『 5分で「あさが来た」』

（後期）土　14:50～14:55
再日　 5:45～ 5:50

　第 1回15.10.4，最終回16.3.26／『連続テレビ小
説』「あさが来た」の 1週間の見どころを 5分で
まとめたダイジェスト番組。／大阪局
『 5分でガッテン！』

（不定期）金　 0:10～ 0:15
　第 1 回14.3.1／『ためしてガッテン』で紹介し
た生活を豊かにする知識をコンパクトにまとめて
伝えるミニ番組。／科学・環境番組部
『 5分で「まれ」』

（前期）土　14:50～14:55
再日　 5:45～ 5:50，17:55～18:00

　第 1 回15.4.4，最終回15.9.19／『連続テレビ小
説』「まれ」の 1週間の見どころを 5分でまとめ
たダイジェスト番組。／ドラマ番組部，NEP
『 5分でわかる「真田丸」』

（後期）月　 0:50～ 0:55
再水　22:45～22:50

　第 1 回16.1.11／『大河ドラマ』「真田丸」の見
どころを 5分でまとめたダイジェスト番組。／ド
ラマ番組部
『 5分でわかる「花燃ゆ」』 月　 0:50～ 0:55

再水　22:45～22:50
　第 1回15.1.5，最終回15.12.7／『大河ドラマ』「花
燃ゆ」の見どころを 5分でまとめたダイジェスト
番組。／ドラマ番組部
『これでわかった！世界のいま』　新

日　18:10～18:42
　第 1 回15.4.5／世界で今何が起きているのか，
取材経験豊かで専門知識を持つデスクや記者が，
授業形式で解説するという，これまでになかった
新しい番組。テーマやキーワードを具現した模型
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や黒板，それに声優を起用したアニメーションな
どで，複雑な国際情勢を徹底的に分かりやすく伝
えるよう注力した。ゲストのタレントとのやりと
りで，ユーモアや笑いも交えながら楽しく学べる
ニュース番組を目指した。また，NHKの海外総
支局のネットワークも生かし，ほぼ毎回最新の現
地情報を世界各地から中継やリポートで伝えた。
／キャスター：井上裕貴アナ／レギュラーゲスト：
坂下千里子／テレビニュース部
『今夜も生でさだまさし』

（最終）日　 0:05～ 1:35
　第 1回11.4.24／ミュージシャンで作家・詩人で
もあるさだまさしが，ディスクジョッキースタイ
ルで送る生放送のトーク番組。15年度は氷川丸
（横浜）や日光ほか放送局外からも多数実施。年
越し（名古屋）や宮城県気仙沼でのスペシャル番
組など，さまざまな特集にも展開。／出演：さだ
まさし，ほか／コンテンツ開発センター，NEP
『サキどり↑』 日　 8:25～ 8:55

再火　 1:30～ 2:00
　第 1回11.4.10／新しいサービスやライフスタイ
ルを紹介し，暮らしを応援する経済番組。多様な
価値観が混在する世の中の「目利き」として，変
化の兆しとその可能性を伝えた。／司会：ジョン・
カビラ，片山千恵子アナ／経済・社会情報番組部
『先どり　きょうの健康』

金　10:40～10:55
再土　 4:15～ 4:30

　第 1 回09.4.5／翌週の月曜から木曜にEテレで
放送する『きょうの健康』の中から 1本を選んで
総合テレビで先行放送した。Eテレでの週間放送
予定も紹介した。／科学・環境番組部，NED
『サタデースポーツ』 土　23:00～23:30
　第 1 回11.4.2／『サンデースポーツ』と共にキ
ャスターや番組ロゴ，セットなども大幅リニュー
アルした15年度。キャスターの取材力を生かした
新コーナー「プラスワン」を新設。勝負を分けた
ポイントや注目選手に，試合後にインタビュー。
当日のニュースをより深く伝える努力を行った。
また，番組ラストには，アスリートの逆境を支え
た歌を紹介する「Tomorrow Song」のコーナー
で，アスリートの知られざる素顔を伝えた。／キ
ャスター：杉浦友紀・一橋忠之アナ／スポーツ番
組部
『サラメシ』

月　22:55～23:20
再木　12:20～12:43

　第 1 回11.5.7／番組の主役は「働く人のラン

チ」。サラリーマンの昼飯を略してサラメシとし，
多彩な職業の人々のランチを全国各地に訪ね観
察。ランチを通じて仕事へのこだわりや感動のエ
ピソードなどを紹介する。さらに特集として，羽
田空港スペシャル，勤労感謝の日特集を届けた。
ランチをのぞけば人生が見えてくる。／語り：中
井貴一／生活・食料番組部，NED
『さわやか自然百景』

G 　　日　 7:45～ 7:59
再月　15:41～15:55

BSP　月　11:00～11:14
　第 1 回98.4.5／日本各地の自然と，そこで生き
る生き物たちの姿を紹介しながら，四季折々の姿
を見せる日本の自然の美しさ，すばらしさ，貴重
さ，そして，そこでの環境が育む生き物や植物の
大切さを伝えた。／札幌局，科学・環境番組部，
各放送局，NEP，NPN
『サンダーバード　ARE　GO』　新

（後期）土　17:35～17:58
再木　 0:40～ 1:03

　第 1 回15.10.3／本国イギリスで1965年に放送，
66年には日本でも放送され大ブームとなった『サ
ンダーバード』の50年ぶりの新シリーズ。CGア
ニメーションとミニチュアセットを組み合わせた
制作手法で作られている。最新鋭のサンダーバー
ドメカを駆使して，世界各地で発生する災害や事
故から人命を救助するインターナショナル・レス
キューの活動を描く。なお，定時放送を前に， 8
月 9 月に先行放送（ 1 ～ 3 話を8.15，16，22，
29， 4 ～ 5 話を9.22，23）とオリジナル『サンダ
ーバード』のセレクション放送（8.20～21，29，
9.21～23）を実施した。／展開戦略推進部
『サンデースポーツ』

日　21:50～22:39
　第 1 回85.4.7／キャスターや番組ロゴ，セット
なども大幅リニューアルした15年度。新たに，「マ
ンスリーキャスター」制を導入し，アスリートや
スポーツジャーナリストなど，幅広い人材が月替
わりに出演し，競技やアスリートにアナウンサー
とは違う角度で迫った。また，リオ五輪に向けて
は「Road to Rio」のコーナーを，本番 1年前の
タイミングで新設。五輪に向かう幅広いアスリー
トの動きを伝えた。／キャスター：杉浦友紀・一
橋忠之アナ／スポーツ番組部
『視点・論点』

G　　月～金　 4:20～ 4:30
E　再月～金　13:50～14:00

　第 1回91.10.7／政治や経済から文化まで，さま
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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。各界の第一人者はもちろ
ん，新進気鋭の論者の発掘にも努めてきた。ま
た，「日韓国交正常化50年」「戦後70年」「安保法
制を考える」「東日本大震災 5年」など統一テー
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。15年度は252本を制作。
／解説委員室
『週刊　ニュース深読み』

土　 8:15～ 9:28
　第 1 回11.4.9／ 1 週間のニュースをせき止めて
伝える前半は，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いた。
話題のニュースの深層に迫る後半では，スタジオ
にNHK解説委員，記者，有識者など，そのニュ
ースを熟知している専門家を複数招き討論。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
した。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
った演出で新しいかたちのニュース番組を目指し
た。／出演：小野文惠・高井正智・徳永圭一・中
山準之助アナ／青少年・教育番組部，経済・社会
情報番組部，テレビニュース部，社会番組部
『週末プレマップ』

土　12:39～12:42，18:42～18:45
　第 1回08.10.4／ 3 分間の広報番組。番組のコン
セプトは『もうすぐ 9時　プレマップ』と基本的
に同じだが，土・日曜の番組を『大河ドラマ』や
『NHKスペシャル』など中心に取り上げた。／
キャスター：橋本奈穂子アナ／広報局制作部，
NSC
『情熱のシーラ』　新 日　23:00～23:50
　第 1 回15.6.7，最終回15.10.4／舞台は，スペイ
ン内戦，第二次世界大戦時のスペイン，モロッコ，
ポルトガル。愛，陰謀，裏切り，友情…。時代に
翻弄されながらもたくましく生きた女性の物語。
世界25か国語に翻訳されたベストセラー小説をド
ラマ化。異国情緒あふれる映像美と陰謀，ミステ
リー，甘い恋愛が織りなす巧みなストーリー展開，
華麗かつ力強い新たな“ロマンス・ミステリー”。
（全17回）／制作：スペインBoomerangTV／展
開戦略推進部，NEP
『時論公論』 火～土　 0:00～ 0:10
　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。
東日本大震災や原発事故関連を始め，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。15年度は257本を制作。そのうち
枠拡大により『時論公論スペシャル』を編成。「沖
縄基地問題は」（6.24），「安全保障関連法　成立」
（9.19），「パリ協定を採択」（12.15），「展望・
2016日本」（1.5），「財務大臣に問う」（1.6），「復
興の後押しを」（3.12）の 6 本を放送。／解説委
員室
『スタジオパークからこんにちは』

月～金　13:05～13:50
　第 1 回95.3.22／NHK放送センターのスタジオ
パークから公開生放送。NHKの番組に出演する
ゲストを招いてのお昼のトーク番組。15年度は
『連続テレビ小説』「まれ」「あさが来た」，『大河
ドラマ』「花燃ゆ」「真田丸」の出演者を始め，E
テレやBSの番組出演者を含め多彩なゲストを迎
えた。／司会：竹下景子，高畑淳子，戸田恵子，
清水ミチコ，伊藤雄彦アナ／広報局制作部，NEP
『世界ふれあい街歩き　ちょっとお散歩』

（随時）金　16:05～16:20ほか
　『世界ふれあい街歩き』で歩いた人気の街を15
分で紹介する「お散歩」バージョン。ヨーロッパ
のおとぎの国のような街並み。どこか懐かしいア
ジアの路地。街歩きだからこそ出会える，路地裏
の絶景，街角グルメ，地元の人との心温まるふれ
あい。／文化・福祉番組部，NEP
『総合診療医　ドクターG』　新

（後期）木　22:00～22:48
再木　14:05～14:53

　第 1 回15.10.15／医師の診断のしかた，考え方
から医療情報を提供する病名推理エンターテイン
メント番組。番組では，総合診療医であるドクタ
ーGが，実際の症例を基に再構成したドラマを提
示，研修医たちがカンファレンス（症例検討会）
で病気を探る。今期は「患者を救え」をテーマに，
病気の鑑別だけでなく，感染症の感染源を特定し
たり，難病の治療法を議論したりと，幅広いテー
マをカンファレンスに盛り込むことで，番組の新
たな可能性を広げた。また，しゃっくりが出る秘
密や，痛みを感じるメカニズムなど，人体の不思
議を紐

ひも

解
と

くことにも取り組んだ。（全16回）／出演：
浅草キッドほか／コンテンツ開発センター，ホー
ムルーム
『総合診療医　ドクターG　セレクション』

（前期）火　14:05～14:53
　第 1回11.7.28／医師の診断のしかた，考え方か
ら医療情報を提供する病名推理エンターテインメ
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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はジェネラルの
意。総合診療医は問診と身体診察で，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再構成し
たドラマを提示，研修医たちがカンファレンス
（症例検討会）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。／出演：浅草キッドほか／コンテンツ開発セ
ンター，ホームルーム
『ダーウィンが来た！生きもの新伝説』

日　19:30～19:58
　第 1 回06.4.9／親子一緒に楽しめる，驚きと感
動の自然番組。世界各地に出かけ，驚きのスクー
プ「新伝説」を発掘。特殊撮影を駆使し，生きも
ののありのままの姿を紹介した。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。
／語り：近田雄一・中山準之助・和久田麻由子ア
ナ／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／昭和38年から始まり，今回「花
燃ゆ」で54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。
　「花燃ゆ」
　第 1回15.1.4，最終回15.12.13／吉田松陰の妹で，
幕末から明治にかけて力強く生き抜いた杉文

ふみ

の波
乱の生涯を描く。文は松陰が主宰する「松下村
塾」に集う若者たちの心の光となるが，明治維新
前夜の動乱の中，兄や夫・久坂玄瑞らを亡くす。
彼らの遺志を胸に長州藩の奥御殿に入った文は，
戦乱の中，養育係として藩主の跡継ぎを育て，高
杉晋作ら志士たちを支える。明治時代を迎えると
義兄で群馬県令（知事）・楫取素彦の妻となり，
二人三脚で日本の新時代を切り開いていく。（全
50回）／作：大島里美，宮村優子，金子ありさ，
小松江里子／音楽：川井憲次／出演：井上真央，
大沢たかお，伊勢谷友介，高良健吾，東出昌大，
原田泰造，優香，瀬戸康史，劇団ひとり，佐藤隆
太，田中麗奈，銀粉蝶，伊原剛志，石原良純，東
山紀之，内藤剛志，檀ふみ，奥田瑛二，長塚京三，
江守徹，松坂慶子，高橋英樹，三田佳子，北大路
欣也ほか／ドラマ番組部

　「真田丸」
　第 1回16.1.10／戦国時代最後の大戦となった大
坂の陣で，豊臣方の司令官として徳川家康を追い
つめた勇将・真田幸村こと信繁の波乱の生涯。天
正10年，真田の仕える武田家は織田信長によって
滅ぼされ，信繁ら真田家は戦国の荒波に放りださ
れる。権謀術数を駆使して乱世を渡る父・昌幸や，
義を重んじ堅実に家名の存続に尽くす兄・信幸と
ともに，絢

けん

爛
らん

たる戦国絵巻で大活躍する信繁を，
三谷幸喜がオリジナリティーあふれる筆致で描き
出す。『大河ドラマ』55作目。（連続50回）／作：
三谷幸喜／音楽：服部隆之／出演：堺雅人，大泉
洋，長澤まさみ，木村佳乃，黒木華，山本耕史，
吉田羊，片岡愛之助，高嶋政伸，遠藤憲一，斉藤
由貴，桂文枝，竹内結子，小日向文世，藤岡弘、，
草笛光子，高畑淳子，近藤正臣，内野聖陽，草刈
正雄ほか／ドラマ番組部
『タイムスクープハンター　セレクション』

水　 1:30～ 1:59
　第 1 回15.4.8，最終回16.3.16／英雄や有名人で
はなく，歴史の中に埋もれた“名も無き人々”を
主人公に日本の知られざる姿を伝える新感覚の歴
史エンターテインメント番組。史料に基づき正確
な時代考証を行ったうえで，知られざる庶民の生
きる姿や珍しい職業，事象，風俗などを描き出す。
未来から派遣された時空ジャーナリストが戦国時
代や江戸時代など，あらゆる時代へタイムワープ
をして，庶民に取材やインタビューをするという
設定。「密着ドキュメント」のスタイルで当時の
言葉，服装をできるだけ忠実に再現。リアルさを
追求した演出が支持されている。15年度39本放
送。／出演：要潤，杏／コンテンツ開発センター，
P.I.C.S.
『ダウントン・アビー3』　新

日　23:00～23:50
　第 1 回15.3.8，最終回15.5.31／20世紀初頭の英
国貴族社会を描いた大ヒットドラマの第 3章。イ
ギリス田園地帯にある大邸宅“ダウントン・アビ
ー”で繰り広げられる貴族や使用人たちのさまざ
まな愛憎劇を描く。グランサム伯爵が娘たちの結
婚で変わっていく家族関係や領地の運営問題に直
面するまで放送した。（全10回）／制作：カーニ
バル フィルムズ，マスターピース／展開戦略推
進部，NEP
『ダウントン・アビー4』　新

日　23:00～23:50
　第 1回16.1.10，最終回16.3.20／20世紀初頭の英
国貴族社会を描いた大ヒットドラマの第 4章。時
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代は狂騒の20年代へ。ジャズの音楽とともに新た
な文化の波が押し寄せるなか，伯爵家の生活も変
化していく。（全10回）／制作：カーニバル フィ
ルムズ，マスターピース／展開戦略推進部，NEP
『助けて！きわめびと』　新

土　 9:30～ 9:54
　第 1 回15.4.4／視聴者から寄せられた「お悩
み」に，一つの道をきわめた「きわめびと」を派
遣。きわめびと自ら現場検証をして「お悩み」の
原因を探り，極意を伝授する。テーマは，子育て
の悩みや，コミュニケーションの悩み，それに健
康，ファッション，色気の身に付け方など。ネッ
トで探しても見つからない「きわめびと」ならで
はの「技と知恵」を使って，「お悩み」を解決し
てきた。また，放送後にもどれだけが解決したか，
「総点検SP」で検証した。／出演：三宅裕司，
松嶋尚美，一柳亜矢子アナ／大阪局，NPN
『ためしてガッテン』

水　20:00～20:43
再金　 0:15～ 0:58

　第 1 回95.3.29／食や健康をテーマの中心にす
え，生活の中の疑問をユニークな科学実験や調査
で徹底解剖。「見れば少し幸せになれる」役立ち
情報を提供する生活科学番組。／司会：立川志の
輔，小野文惠アナ／ゲスト：山瀬まみ，ほか／科
学・環境番組部
『探検バクモン』 水　22:55～23:20

再火　16:25～16:50
　第 1 回12.5.2／爆笑問題がふだんは入れない所
に入り，社会のディープな裏側を独自の視点で切
り込むバラエティー。15年度は，社会からの苛烈
な差別を経て今を生きる人々を訪ねた「ハンセン
病療養所」や，東日本大震災で壊滅的な被害を受
けた岩手県陸前高田市の現状を伝えた。また，番
組で初めての海外ロケを行った「シンガポールス
ペシャル」では，時間を拡大して，急成長を遂げ
るシンガポールに日本社会の今後へのヒントを探
した。／MC：爆笑問題／語り：木村昴／文化・
福祉番組部
『小さな旅』 日　 8:00～ 8:25

再土　 5:15～ 5:40
　第 1 回83.4.8／10年度から舞台を全国に広げ，
各地の美しい風景と暮らしの輝きを伝えてきた。
放送開始33年となる15年度は47本を放送。高山植
物咲き誇る夏の木曽駒ヶ岳を 8 Kカメラで，豪雪
地帯・長野県飯山市の雪景色を 4 Kカメラで撮影，
高精細映像の描写力を生かした番組作りを行っ
た。手紙シリーズ「忘れられない　わたしの旅」

では戦中戦後の記憶をつづる番組を制作。夏は徳
島県海陽町，沖縄県久米島の魅力を，潜水映像を
駆使して描き，冬は北海道積丹半島や群馬県中之
条町の人々の営みを紹介，視聴者から高い支持を
得ている。／出演：国井雅比古・山田敦子アナ／
首都圏放送センター
『地球イチバン　セレクション』

（後期）水　14:05～14:53
　第 1回15.9.30，最終回16.3.16／地球上のさまざ
まなイチバンの地を訪ね“圧倒的な風景”と“究
極の非日常”をトコトン味わう紀行ドキュメンタ
リー『地球イチバン』の名作をアンコール放送。
／「地球最後の航海民族～ミクロネシア・中央カ
ロリン諸島」「世界一長生きできる島～イタリア・
サルデ－ニャ島」「世界最大の砂漠の祭典　バー
ニングマン・フェスティバル」「世界最大の白い
砂丘～ブラジル・レンソイス」「世界一オーロラ
に出逢える街　アラスカ・フェアバンクス」「世
界最大の湿原　ブラジル・パンタナール」「世界
一の癒やしの大地　アメリカ・セドナ」など。／
文化・福祉番組部，NED
『着信御礼！ケータイ大喜利』

（第 1～ 3週）日　 0:05～ 0:49
　第 1 回05.1.5／携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットからの投稿で，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。12年度から公開収録「ケ
ータイ大喜利全国ツアー」を年 2回ほど開催。13
年度からは海外からの投稿受付も開始し，毎週
100を超える国と地域の視聴者が参加している。
／出演：今田耕司，板尾創路，千原ジュニアほか
／青少年・教育番組部，NEP
『超絶　凄（すご）ワザ！』　

土　20:15～20:43
再金　16:20～16:48

　第 1 回14.4.3／ 2 組の職人や技術者が己の“凄
ワザ”で，いまだかつてないモノを生み出すこと
に挑戦。開発風景を密着取材。最後は，両者がス
タジオで作品の出来を競う直接対決。己の技とプ
ライドをかけて，勝敗を決する。彼らの挑戦を通
し，ものづくりの奥深さを伝える番組。「日独真
球頂上決戦」（4.11，18，25）では，ハプニング
を乗り越えて再対決。日本が奇跡の30m完走で勝
利。「最強の橋対決」（6.20，27）では，番組初と
なる高専生が参加し，見事勝利。「折れない赤鉛
筆作って！」（1.16）では小学生の願いに，技術
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者が本気で応えた。「ゆっくりでも倒れずまっす
ぐ進む自転車対決」（1.23，30）で15年度の最高
視聴率9.1%（1.30，関東地区）を達成。「凄ワザ
への挑戦状」（3.19，26）では視聴者が番組記録
に挑戦した。／司会：千原ジュニア，池田伸子ア
ナ／ナレーション：千葉繁／名古屋局，NPN
『鶴瓶の家族に乾杯』

月　20:00～20:43
再月　14:05～14:48

　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
た。15年度は21か所を旅し，前・後編，スペシャ
ル編を含め40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／石川県輪島
市門前町（常盤貴子），沖縄県北中城村（鈴木亮
平），神奈川県箱根町（桂文枝），高知県南国市（室
井滋），静岡県富士市（蛭子能収），青森県階上町
（キムラ緑子），長崎県長崎市（菅田将暉），岐阜
県美濃市（市村正親），長野県下諏訪町（永山絢
斗），和歌山県有田市（内藤剛志），北海道むかわ
町（波瑠），福岡県うきは市（佐藤隆太），山形県
山形市（斉藤由貴），愛媛県忽那諸島（西内まり
や），富山県射水市（江口洋介），北海道旭川市（小
栗旬），和歌山県九度山町（木村佳乃），愛知県豊
橋市（加藤茶），福島県新地町（間寛平）／この
ほか海外スペシャルとして，フィンランド（松下
奈緒），20年目突入直前スペシャルとして石川県
金沢市（柄本佑）。／エンターテインメント番組
部
『データなび　世界の明日を読む』　新

（月 1回）土　21:00～21:49
　第 1回15.4.25／さまざまな経済統計の数字，商
品の売り上げデータ，検索サイトに入力された言
葉のデータなど，ビッグデータといわれる膨大な
情報が社会にあふれ，蓄積され，利用されている。
こうしたデータから，従来はっきり分からなかっ
た世の中の動きや，表面に出てこない意外な相関
関係，さらには，知られざる人々の本音や，未来
の予測までを提示して，「データ」を入り口に，
世界の明日を探った。（全 8回）／キャスター：
久保田祐佳／報道局社会番組部，遊軍プロ，制作
局
『テレビ　大好き』 日　 6:50～ 6:52
　第 1 回14.4.6／日曜の朝，総合テレビを中心に

お薦め番組の見どころをPRするとともに， 8 K
など最新の放送技術，NHKの番組やキャンペー
ンを紹介するウェブサイトなどを紹介する番組。
CGデジタルキャラクターと牛田茉友アナウンサ
ーとの楽しいやりとりで，NHKの番組の魅力と
デジタル情報について分かりやすく伝えた。／キ
ャスター：牛田茉友アナ／広報局制作部，NSC
『ドキュメント72時間』

金　22:55～23:20
再水　 2:00～ 2:25

　第 1 回13.4.5／人々が行き交う街角を 3日間定
点観測し，予想もしない人々と出会っていく新感
覚ドキュメンタリー。同じ空の下に居合わせた
人々が，さまざまな事情を抱えながら，それぞれ
の人生を懸命に生きている現実。予定調和を排し
た意外な出会いを通じて「自分一人じゃない」と
いう深い共感と感動を伝えた。／経済・社会情報
番組部
『所さん！大変ですよ』　新

木　22:55～23:20
　第 1 回15.4.2／社会の片隅で起きていた“不思
議な事件”を深掘りし，意外な真相をあぶり出す。
取り上げた事件は年間36本。テーマは「消えた
HB鉛筆」から「結婚詐欺事件」まで多岐にわた
った。下期には視聴率が上昇し，人気番組となっ
た。／司会：所ジョージ，久保田祐佳アナ／制作
局（企画・開発）
『土曜スタジオパーク』

土　13:50～14:50
　第 1 回99.4.10／NHKの番組・イベントの広報
と理解促進を図る60分の生放送番組。NHKの番
組に出演するゲストとのトークのほか，NHK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スタジオから放送。
『連続テレビ小説』や『大河ドラマ』のご当地で
の公開放送も。／司会：ビビる大木，大沢あかね，
吉田一貴アナ／広報局制作部
『土曜ドラマ』

土　22:00～22:44ほか
再土　　　 0:10～ 0:54

　第 1回13.4.13／現代を鋭く切り取る社会派ドラ
マ，実話を題材にしたシリーズ，また，ファミリ
ーで楽しめるシリーズなど「大人のための見応え
のあるドラマ」を放送した。
　「64（ロクヨン）」
　第 1回15.4.18，最終回15.5.16／横山秀夫原作の
傑作ミステリーの映像化。たった 7日間しかない
昭和64年に起きたD県警史上最悪の「翔子ちゃん
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誘拐殺人事件」，通称「64（ロクヨン）」。警察庁
長官慰問を拒む遺族。当時の捜査員ら「64」関係
者に敷かれたかん口令。刑事部と警務部の間の鉄
のカーテン。謎のメモ。そして，長官視察直前に
発生した新たな誘拐事件は，「64」をそっくり模
倣したものだった…。（全 5回）／原作：横山秀
夫／脚本：大森寿美男／音楽：大友良英／出演：
ピエール瀧，木村佳乃，新井浩文，永山絢斗，山
本美月，萩原聖人，吉田栄作，尾美としのり，中
原丈雄，段田安則，柴田恭兵ほか／ドラマ番組部
　「ちゃんぽん食べたか」
　第 1回15.5.30，最終回15.8.1／小説家としても
活躍する国民的歌手・さだまさしが描く，涙と笑
い満載の自伝的青春物語をドラマ化する。昭和40
年代初頭，中学生になったばかりのバイオリン弾
きの子供が，天才少年と期待されてたった一人で
長崎から上京し下宿生活。折から70年安保の騒ぎ
の頃にバイオリンに挫折。それでも音楽への道断
ちがたく，気づけば「グレープ」として歌い始め
ていた…。―そう，青春とは「迷うこと」そして
「諦めないこと」なのだ。友人，先生，アルバイ
ト先の大将，下宿の住人など，さまざまな人に囲
まれて，少年が青年へと成長するまでを，高校・
大学時代を中心に描く。平成になっても変わるこ
となく誰もが経験する，青春時代の挫折，葛藤，
そして輝きを生き生きと映像化し，懐かしくも色
あせない作品である。（全 9回）／原作：さだま
さし／脚本：尾崎将也／音楽：渡辺俊幸／出演：
菅田将暉，本郷奏多，間宮祥太朗，泉澤祐希，森
川葵，豊原功補，岡田義徳，熊谷真実，西田尚美，
遠藤憲一／ドラマ番組部，NEP
　「破裂」
　第 1回15.10.10，最終回15.11.21／年老いた心臓
を若返らせる画期的療法を開発し，100万人単位
の患者の救済を目指すエリート医師。その療法の
副作用で高齢者の大量安楽死を画策し，国家の救
済を目指す異能の官僚。二人の熾

し

烈
れつ

な頭脳戦を通
じ，日本社会の超高齢化問題を世に問う医療サス
ペンス。（全 7回）／原作：久坂部羊／脚本：浜
田秀哉／音楽：蓜島邦明／出演：椎名桔平，滝藤
賢一，坂井真紀，甲本雅裕，嶋田久作，モロ師岡，
佐戸井けん太，市川実和子，水橋研二，佐野史郎，
キムラ緑子，仲代達矢ほか／ドラマ番組部
　「逃げる女」
　第 1回16.1.9，最終回16.2.13／児童殺人のえん
罪が晴れて 8年ぶりに刑務所を出た梨江子は，裏
切った親友を探す旅に出る。かつての担当刑事・
佐久間は梨江子を案じつつ後を追う。偶然出会っ

た若い女・美緒は梨江子の激しい憎しみの感情を
見抜き，なぜかつきまとう。慕ってくる美緒が親
友の姿に重なり，過去の事件に思いをはせる梨江
子。美緒が起こす新たな殺人によって，女二人の
旅は，逃避行へと変わっていく。（全 6回）／作：
鎌田敏夫／音楽：上野耕路／出演：水野美紀，仲
里依紗，賀来賢人，田畑智子，加藤雅也，でんで
ん，遠藤憲一ほか／ドラマ番組部，NEP
『ドラマ10』

火　22:00～22:48
再火　 0:10～ 0:58

　第 1 回10.3.30／40～50代女性をターゲットに
「夜10時にたっぷり浸って見られる」をコンセプ
トとしたドラマ。
　「美女と男子」
　第 1回15.4.14，最終回15.8.25／ひょんなことか
ら芸能マネージャーとなったヒロイン・一子と，
彼女がスカウトした年下の新人俳優・遼。一子は
遼を自分の手でスターに育て上げようと奮闘し，
やる気のなかった遼は，次第に演じることの喜び
に目覚めていく。二人は芸能界の頂点を目指して
戦う運命共同体となっていき，いつしかそれは恋
に…。痛快なサクセス・ストーリーにして，ラ
ブ・コメディー，そして濃密なヒューマンドラマ。
（全20回）／作：田渕久美子／音楽：河野伸／主
題歌：浜崎あゆみ／語り：ジョン・カビラ／出演：
仲間由紀恵，町田啓太，前川泰之，東幹久，瀬川
亮，中原丈雄，田島令子，徳永えり，高橋ジョー
ジ，中山麻聖，蔵下穂波，IKKO，森本レオ，真
野響子，草刈正雄ほか／ドラマ番組部
　「デザイナーベイビー」
　第 1回15.9.22，最終回15.11.10／妊娠 8 か月の
敏腕刑事・速水悠里が，新生児誘拐事件をきっか
けに生殖医療の最前線に切り込み，その闇を暴い
ていくクライム・エンターテインメント。（全 8
回）／原作：岡井崇／脚本：早船歌江子／音楽：
池頼広／主題歌：「花束のかわりにメロディーを」
清水翔太／出演：黒木メイサ，渡部篤郎，安達祐
実，渡辺いっけい，松下由樹，斉藤由貴ほか／コ
ンテンツ開発センター，日テレアックスオン
　「わたしをみつけて」
　第 1回15.11.24，最終回15.12.15／准看護師の弥
生は，生後すぐ親に捨てられ養護施設で育ち，孤
独の中で生きてきた。新しい看護師長・藤堂との
出会いにより，弥生は自分の殻を破り，医療にか
ける新しい人生へと一歩を踏み出していく。「人
との出会いによって，人は変わることができる」
というメッセージを現代を生きる女性たちに贈る
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ドラマ。（全 4回）／原作：中脇初枝／脚本：森
脇京子，坂口理子／音楽：澁江夏奈／出演：瀧本
美織，鈴木保奈美，溝端淳平，初音映莉子，根岸
季衣，佐々木すみ江，本田博太郎，古谷一行ほか
／大阪局
　「愛（いと）おしくて」
　第 1回16.1.12，最終回16.3.1／愛をなくした絞
り染め作家の女，30歳。美しい獣医師の男，43歳。
愛，お金，地位…すべてを手に入れた野心家の女，
60歳。一人の男をめぐる，年齢の差を超えた女の
戦い。岐阜県の山あいの小さな町で，愛に傷つき，
愛をなくした一人の女がもう一度，人を愛おしく
思う気持ちに目覚め，本気で人を愛し，幸せをつ
かんでいく物語。（全 8回）／作：黒土三男／音
楽：羽岡佳／出演：田中麗奈，吉田栄作，秋吉久
美子，水橋研二，緒形幹太，本上まなみ，丘みつ
子，石倉三郎，平田満，南果歩，小林稔侍ほか／
名古屋局
『日曜討論』 G・R1　日　 9:00～10:00
　第 1回46.6.23／15年度前半は安倍政権が進めた
安全保障政策の大転換となる安全保障関連法や農
業改革，子供の貧困などをテーマに討論した。討
論の進行は主に男性解説委員が行い，データ紹介
などを女性アナウンサーが担った。 9月に安保法
が成立してからは内戦が続くシリア情勢や
TPP＝環太平洋パートナーシップ協定などをテ
ーマにした。NHKネットクラブを通じて企画ご
とにアンケートを実施し視聴者の声として紹介し
た。年明け 1回目は党首リレーインタビュー。年
間47本中18本が政党討論だった。／キャスター：
島田敏男解説委員，中川緑アナ／政経・国際番組
部
『にっぽん紀行』

随時　19:30～19:55ほか
　第 1回06.3.19／地域に根ざして生きる市井の人
たちの営みを通して，いま私たちが生きる時代を
見つめる紀行ドキュメンタリー。「一本道を歩く
～北海道　中標津町～」（8.20），「ぼくは　強く
なりたい～鹿児島　桜島100kmの道～」（9.24），
「流しひとすじ　戦後70年目の師走～東京　四谷
荒木町～」（12.17），「髪がつなぐ物語～大阪　梅
田～」（3.25）など。／社会番組部，各地域局
『ニュースウオッチ9』

月～金　21:00～22:00
　第 1 回06.4.3／「きょうが分かる　明日が見え
る」をコンセプトに新たなキャスターの下，大幅
にリニューアルを図った。国内外のNHKのネッ
トワークから入ってくるニュースだけでなく，番

組の独自取材で「当日ネタ」を放送時間ぎりぎり
まで徹底的に掘り下げて伝えることを目指した。
3人のリポーターが日々ニュースの現場を取材
し，番組独自の視点でニュースの本質に迫ること
を試みた。また，キャスターもパリの同時テロ事
件やアメリカ大統領選挙など海外のニュースの現
場のほか，東日本大震災の被災地などに取材に出
向き，現場の空気感を自らの言葉で語ることで，
「キャスターニュース」として夜 9時台の視聴者
層に向けて放送した。／キャスター：河野憲治記
者，鈴木奈穂子アナ／スポーツキャスター：佐々
木彩アナ／リポーター：三條雅幸・児林大介・田
中泉アナ／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
『ニュース　シブ5時』　新

月～金　16:50～18:10
　第 1回15.3.30／仕事や家事に忙しい夕方 5時台
に，その日何があったかを，いち早く伝える大型
ニュース番組。政治や社会問題から，インターネ
ットや芸能まで，幅広いジャンルの中から，生活
者が「今もっとも関心のある話題」にまっすぐ切
り込み，難しいと敬遠されがちなニュースを「生
活者の視点」から分かりやすく，親しみやすく伝
えた。／キャスター：松尾剛・寺門亜衣子アナ／
テレビニュース部，社会番組部，Gメディア，
NEP
『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。くらしの中で誰もが遭遇する借金や
相続に関するトラブル。社会の変化や法改正に伴
い関心が高まっている著作権，婚約，後見などの
相談を提示し弁護士が解説，笑いの中で解決する。
大阪局スタジオで公開収録。／出演：笑福亭仁鶴，
辻本茂雄，桂吉弥，海原やすよ，山田花子，三倉
茉奈・佳奈，若井みどり，ほか／大阪局，NPN
『ひるブラ』

月～水　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！」。全国各地には，その土
地にしかない魅力がまだまだたくさん。季節感た
っぷりの“旬”な現場を訪ね，歴史や風土に根ざ
した“ここならでは”を発見，生中継でダイレク
トに届けた。東京のスタジオでは，視聴者代表と
してゲストが小窓に出演。独自の演出も定着し，
多くの視聴者から支持を得ることができた。／進
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行役：各局アナ（東京担当：藤崎弘士アナ）／生
活・食料番組部，NPN
『ファミリーヒストリー』　

金　22:00～22:48
再金　14:05～14:53

　第 1 回14.10.10／著名人の家族の歴史を徹底取
材し，本人も知らないルーツや感動のドラマを伝
える番組。時代に翻弄されながらも，力を合わせ，
たくましく生き抜いた市井の人々の「家族の絆」
を描いた。15年から通年番組。／経済・社会情報
番組部
『ブラタモリ』　新 土　19:30～20:15

再日　13:05～13:50
　第 1 回15.4.11／街歩きの達人・タモリさんが
“ブラブラ”歩きながら，知られざる街の歴史や
人々の暮らしに迫る番組。 3年ぶりに復活した今
回は，タモリさんが長年希望しつつも出来なかっ
た全国各地でのロケを行った。訪れたのは，長崎，
金沢，鎌倉，函館，川越，奈良，仙台，松江，出
雲，軽井沢，福岡，富士山，札幌，小樽，日光，
熱海，小田原，松山，沼田，那覇，熊本など／出
演：タモリ，桑子真帆アナ／ナレーション：草彅
剛／エンターテインメント番組部，制作局（企画・
開発）
『プロフェッショナル　仕事の流儀』

月　22:00～22:48
再金　 0:55～ 1:43

　第 1回06.1.10／さまざまな分野の第一線で活躍
する，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。日本人の“仕事”を巡
る情況が激変する時代に，プロフェッショナルな
人々の姿を通じて“仕事”の奥深さ，働くことの
醍
だい

醐
ご

味
み

を伝えた。／経済・社会情報番組部
『マサカメTV』 土　18:10～18:42

再木　16:15～16:47
　第 1 回13.4.6，最終回16.3.26／身近なテーマの
“マサカの目のつけどころ”＝マサカメを知って
楽しんじゃおう！　をモットーに，土曜の夕方，
家族で気楽にわいわいと見てもらうクイズ番組。
くだらない話題に潜む意外性を執

しつ

拗
よう

に掘り下げた
り，実用性は低いがなぜかやってみたくなるアイ
デアを仰々しく取り上げたり，これまでのNHK
の番組とは違う情報性を追求している。時に実用
性の高い内容もお届けし，きれいにまとまってい
ないことが個性となっている。／キャスター：オ
ードリー，牛田茉友アナ／生活・食料番組部，

NED
『○○！投稿DO画』

土　21:50～22:00
再月　16:05～16:15

　第 1 回09.4.3／視聴者から番組が設けたホーム
ページに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人気を集めた動画などを紹
介。15年度から，タイトルを『特ダネ！投稿DO
画』より『○○！投稿DO画』に改定。「すご
い！」「おみごと！」「じんわり！」など，毎回テ
ーマを決めた切り口で放送。／ナレーション：片
山千恵子アナ／社会番組部，Gメディア
『○○○○の演芸図鑑』

日　 5:15～ 5:44
　第 1回11.4.10／落語，漫才，マジックなどの一
流の演芸実演，さらにナビゲーターと各界著名人
との対談で構成する演芸バラエティー。15年度は
桂文珍，柳亭市馬，桂文枝，林家正蔵の 4人がナ
ビゲーターとなって，幅広い分野の大物ゲストと
話芸を生かした魅力的な対談を展開した。／演芸
出演：昔昔亭桃太郎，桂米助，春風亭一朝，古今
亭志ん輔，柳家喬太郎，ケーシー高峰，大木こだ
まひびき，おぼん・こぼん，ナポレオンズ，ポカ
スカジャンほか／対談ゲスト：山田洋次，式守伊
之助，富司純子，関根勤，又吉直樹ほか／エンタ
ーテインメント番組部，NEP
『みんなのうた』

G　　　　　　 月～金　　 4:15～ 4:20
月～金・日　10:55～11:00
月～金　　13:55～14:00
土　　　14:55～15:00

E　　　　　　 月～金　　 6:35～ 6:40
月～木　　12:55～13:00
月～金　　16:00～16:05
土　　　17:55～18:00
日　　　 7:55～ 8:00

R2　　　　　　月～日　　16:25～16:30
月～金　 9:05～ 9:10，12:10～12:15

土・日　　12:55～13:00
土　　15:40～15:45，18:55～19:00

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



第２部　NHK｜第２章　番組解説  ｜総合：定時番組

NHK年鑑’16 162

『みんなの体操』
月～金　 9:55～10:00

　第 1 回99.10.10／ゆっくりしたテンポで，椅子
に座ったままでも行える 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人も，リラックスして全身の
筋肉を伸ばし，血行促進を図ることができる。木
曜は指導者自らも体操を行った。／体操指導：多
胡肇，西川佳克，岡本美佳／スポーツ業務管理部，
Gメディア
『民謡魂　ふるさとの唄』

土・日・祝　15:05～15:49
　第 1 回13.5.4／人々の暮らしや喜怒哀楽が刻み
込まれた「ふるさとの唄

うた

」―民謡。地域の生活の
中で脈々と息づくさまざまな郷土芸能とともにそ
の魅力を伝えた。全国 9か所で公開収録。／司会：
城島茂（TOKIO），近藤泰郎アナ／音楽・伝統芸
能番組部
『名曲アルバム』 G　　土　　11:25～11:30

日　　 4:20～ 4:25
E　月・水　10:25～10:30

土　　 5:55～ 6:00
　第 1回76.4.5／誰もが知っている世界の名曲を，
ゆかりの土地の文化や歴史，風土を紹介しながら
美しい映像とともに放送した。クラシックの名曲
のほか，映画音楽や世界の民謡なども取り上げた。
また，地方局の番組参加で，日本各地の童謡や民
謡も積極的に制作した。／音楽・伝統芸能番組部
『めざせ！2020年のオリンピアン／パラリンピ
アン』 G　　火　22:55～23:20

再日　17:35～18:00
BS1　月　20:00～20:25

　第 1回14.4.20，最終回16.3.15／15年度は司会に
ゆずの北川悠仁を迎え，20年の東京五輪・パラリ
ンピックを目指す若手アスリートの逸材「ネクス
トエイジ」を紹介。彼らのもとに，同じ競技で五
輪を経験した先輩の「オリンピアン／パラリンピ
アン」が訪れ，技術面の課題発見，その克服の指
導，そして世界で戦うための精神面のアドバイス。
ネクストエイジが“刺激”を受け，“成長”する
姿をVTRでドキュメントした。また，スタジオ
には別の競技のオリンピアンが登場，成長物語を
自身の経験からさらに深めるトークを展開した。
73分の特集「伝説×最強=○○への架け橋だ！～
めざせ2020年のオリンピアン・パラリンピアン
SP～」を含め，年間38本制作した。／キャスター：
北川悠仁（ゆず）／スポーツ番組部

『もうすぐ9時　プレマップ』
月～木　20:43～20:45

　第 1回08.3.31／当日夜や翌日に放送する総合の
番組を中心に見どころを紹介する 2分の広報番
組。／司会：橋本奈穂子アナ／広報局制作部，
NSC
『妄想ニホン料理』

（月 1回）金　20:00～20:43
再土　10:05～10:48

　第 1回15.4.24，最終回16.3.18／好評の異文化交
流クッキング・バラエティーのシーズン 3。15年
度は前年度土曜深夜より移設。日本料理を全く知
らない海外の料理人が「バッテラ」「わんこそば」
「くさや」「土手鍋」などをごくごく簡単なヒン
トだけを頼りに作ったら？　生みだされる，奇想
天外・抱腹絶倒なニホン料理の数々を召し上が
れ！／出演：清水ミチコ，ムロツヨシほか／コン
テンツ開発センター，NED
『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
する人々を取材し制作した地域発ドキュメンタリ
ー。「“平和の願い”再び世界へ～広島の被爆者　
70年目の闘い～」（8.1），「ナニワの社長が雇いま
っせ～出所者の再犯防止プロジェクト～」（8.29），
「私たちの島に宝あり～瀬戸内　周防大島～」
（11.7），「ごちそうはいらない～山形　外国人が
集う農家～」（11.14），「働き盛りのがん　分かち
合って～」（1.30）など。／社会番組部，各地域
局
『木曜時代劇』 木　20:00～20:43

再木　14:05～14:48
　第 1 回06.4.6／通年新作の時代劇を放送する枠
として，人情ものを中心に新シリーズ 4作を放送
した。
　「かぶき者慶次」
　第 1回15.4.9，最終回15.6.18／人は常に傾

かぶ

くこ
とを夢見る！　衝突を恐れ，他人の意見に従って
いるだけでいいのか？　言いたいことも言えず，
権力に迎合していく者を良しとする世の中で，年
をとり，立場も変わっても，信じる価値観のため
戦った漢・前田慶次。その謎に包まれた晩年をド
ラマ化！　人は，リタイアしても「志」を失わな
ければ，輝き続けることができる。花の慶次郎と
して名を馳

は

せた戦国の「かぶき者」前田慶次の晩
年を息子・新九郎の成長とともに描く。リタイア
してもまだ「かぶく」，中高年の御

お

伽
とぎ

話をまっと
うした親父の背中を見せる，一話完結・痛快人情
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時代劇！！（全11回）／原案：火坂雅志／作・脚
本：小松江里子，山上ちはる／音楽：渡辺俊幸／
出演：藤竜也，中村蒼，西内まりや，工藤阿須加，
田畑智子，江波杏子，伊武雅刀，火野正平／語り：
田畑智子／ドラマ番組部，NEP
　「まんまこと～麻之助裁定帳～」
　第 1回15.7.16，最終回15.10.1／町奉行では裁け
ない町内の民事事件を裁定する町名主。その跡取
り息子である高橋麻之助と，隣町の町名主の跡取
りの八木清十郎，同心見習の相馬吉五郎は，幼な
じみの親友同士。麻之助は16歳までは真面目で優
秀な少年だったが，あるときを境に，お気楽な遊
び人になってしまう。ふだんはとんと頼りになら
ない麻之助だが，実はその推理力には並外れたも
のがある。毎回，麻之助のもとに持ち込まれるの
は，江戸庶民のかかえるささいなもめ事。ひとた
びもめ事が持ち込まれると，麻の如

ごと

く乱れて解き
ほぐしがたい事件を，思いもつかない方法で鮮や
かに解決していく。（全10回）／原作：畠中恵／
脚本：吉田紀子／音楽：大島ミチル／出演：福士
誠治，南沢奈央，桐山漣，趙珉和，市川由衣，市
川左團次，竹下景子，石橋蓮司，高橋英樹／ドラ
マ番組部，NEP
　「ぼんくら2」
　第 1回15.10.22，最終回15.12.3／人気ベストセ
ラー作家・宮部みゆきの人情時代劇ミステリー『ぼ
んくら』の続編，『日暮らし』を「ぼんくら 2」
としてドラマ化する。江戸市井に生きる人々の人
情の機微を細やかに描きながら，第一級のミステ
リーとしてのエンターテインメント性も兼ね備え
る，著者真骨頂の最強コンテンツである。江戸・
深川。とある長屋から人が次々と消えていく不可
解な事件。定町廻り同心・井筒平四郎はその事件
の全容を知ったものの，同心一人の力では対処は
できず，完全には解決しないまま不問に付された。
そんな事件も人々から忘れ去られた頃，今度はそ
の事件に深く関わる女性・葵が殺される。しかも
下手人は息子の佐吉であるという。佐吉を信じる
平四郎たちは，彼の無実を晴らすため，真犯人を
つきとめようと奔走する。（全 7回）／原作：宮
部みゆき／脚本：尾西兼一／音楽：沢田完／出
演：岸谷五朗，奥貫薫，風間俊介，小西真奈美，
秋野太作，志賀廣太郎，鶴見辰吾，松坂慶子／語
り：寺田農／ドラマ番組部，NEP，C.A.L
　「ちかえもん」
　第 1回16.1.14，最終回16.3.3／近松門左衛門が
描き 空前の大ヒット作となった人形浄瑠璃『曾根
崎心中』の誕生は歴史的な事件だった。けれど遡

ること半年前の元禄16年 1 月。近松は定番の“歴
史モノ”しか書けず超スランプで，妻に逃げられ，
堂島新地の「天満屋」に入り浸り年増遊女相手に
ちびちび酒を飲む冴

さ

えない初老の浄瑠璃作家だっ
た。ところが，そこに現れた謎の渡世人・万吉と
の出会いが近松の人生を大いに翻弄する。「天満
屋」を舞台に毎度騒動が巻き起こる。登場するの
は『曾根崎心中』のお初，徳兵衛，九平次…一癖
も二癖もある人々に揉

も

みくちゃにされながら近松
は傑作人形浄瑠璃を書き上げる。（全 8回）／作：
藤本有紀／音楽：宮川彬良／出演：青木崇高，優
香，小池徹平，早見あかり，山崎銀之丞，徳井優，
佐川満男，北村有起哉，高岡早紀，岸部一徳，富
司純子，松尾スズキ／大阪局
『歴史秘話ヒストリア』

水　22:00～22:43
再水　14:05～14:48

　第 1 回09.4.1／「歴史は苦手」という人にも楽
しめる歴史エンターテインメントとして，歴史に
秘められた人間ドラマを分かりやすく描くととも
に，終戦70年という節目に，「東京ローズ」，「伊
400」（73分SP），「駐日大使グルー」，「ハチ公」，「給
糧艦“間宮”」など，戦争と平和について考える
企画を年間通じて放送。また，ハワイ沖の「伊
400」の格納塔を世界で初めて撮影，地中に埋ま
る幻の真田丸の遺構を初めて特定するなど，歴史
学的な成果にも結びついた。／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　23:00～23:15
再　土　　 9:30～11:00

　第 1回61.4.3／54年目を迎え，「まれ」は第92作，
「あさが来た」は第93作となった。
　「まれ」（前期）　新
　第 1回15.3.30，最終回15.9.26／破産寸前になり，
能登の漁村に移ってきた小学生の希たち一家。塩
田を営む夫婦の家に間借りするが，父・徹は一旗
揚げようとして失敗。希は父の影響で，すっかり
夢嫌いで「地道でコツコツ」好きな少女になって
いた。 7年後，18歳の希はバイトの日々。夏には
同級生とともに輪島大祭でキリコを担ぐ。そして
春，輪島市役所に就職した希は，移住者サポート
の仕事に就く。自己本位の移住者に振り回される
希だったが，夢追う彼らをサポートするうちに
「パティシエ」という自分の夢への思いを取り戻
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す。希は反対を押し切り横浜のフランス菓子店に
弟子入り。フランス帰りの頑固なパティシエが作
るケーキは，思い出のケーキと同じ味だった。パ
ティシエ修業のさまざまなトラブルやコンクール
への挑戦，恋愛のごたごた，結婚と仕事の両立…。
希はさまざまな試練を乗り越えつつ，いつしか心
の故郷になっていた能登に再び帰る決心をする。
（全156回）／作：篠﨑絵里子／音楽：澤野弘之
／語り：戸田恵子／出演：土屋太鳳，大泉洋，常
盤貴子，鈴木砂羽，篠井英介，塚地武雅，ふせえ
り，ガッツ石松，中川翔子，板尾創路，山﨑賢人，
葉山奨之，清水富美加，門脇麦，高畑裕太，渡辺
大知，柳楽優弥，中村ゆりか，鈴木拓，中村敦夫，
りょう，小日向文世，田中泯，田中裕子／ドラマ
番組部
　「あさが来た」（後期）　新
　第 1回15.9.28，最終回16.4.2／明治維新の少し
前，許

いい

嫁
なずけ

を決められた姉妹がいた。ふたりはそれ
ぞれ大阪で有数の両替屋に嫁ぐ。ヒロイン・あさ
の嫁ぎ先は維新の混乱で蔵の中は空っぽになって
しまう。「気前のいいボンボン」の夫はあさに仕
事を丸投げ。あさは戸惑いながら五代友厚など多
くの偉人の助けを得て炭鉱事業を成功させる。一
方，姉のはつの嫁ぎ先は潰れてしまう。しかし和
歌山でみかん農家として再出発を果たす。あさは
その後，時代に先駆け，銀行を設立。そして女子
教育に目覚め，日本で最初の女子大学校の設立に
尽力していく。「今より少しでもみんなが幸せな
世の中の実現」のため，何度転んでも起き上がり，
明るく柔らかい心で生き抜いたヒロインあさの物
語を「おもろい夫婦」を縦軸に「運命の姉妹」を
横軸に，さらにはあさへの応援者たちとの温かな
交流を絡めて描く。（全156回）／原案：古川智映
子／脚本：大森美香／音楽：林ゆうき／語り：杉
浦圭子アナ／主題歌：AKB48「365日の紙飛行
機」／出演：波瑠，玉木宏，寺島しのぶ，升毅，
柄本佑，ディーン・フジオカ，三宅弘城，山内圭
哉，友近，桐山照史，小芝風花，野々すみ花，清
原果耶，吉岡里帆，瀬戸康史，辻本茂雄，林与一，
萬田久子，辰巳琢郎，風吹ジュン，近藤正臣，宮
﨑あおい，ほか／大阪局

総合：特集番組
『ABUアジア・太平洋ロボコン　世界王者決定
戦「激突！ロボミントン・ドリーム」』

9.22／10:05～10:59
　世界各国の若者たちが手作りのロボットで競い

合う世界大会，ABUアジア・太平洋ロボットコ
ンテスト。インドネシアで行われた今大会には18
の国と地域から選抜された19チームが出場。テー
マはロボットのバドミントン。日本代表・早稲田
大学のメンバーの闘いをドキュメントで伝えた。
／実況：長野亮アナ／科学・環境番組部
『ABUアジア・太平洋ロボコン　日本代表決定
戦』

7.20／ 9:30～10:24
　大学生たちが手作りのロボットで競い合うロボ
ットコンテスト。今回の競技はバドミントンのダ
ブルス。人間とロボットが互いに協力し，変幻自
在に飛び交うシャトルを打ち合う。インドネシア
で行われる世界大会に出場する日本代表の選考会
のもようを，優勝した早稲田大学，常勝チームの
東京大学を中心にドキュメントで伝えた。／出演：
吉田一貴・森花子アナ／実況：長野亮アナ／科
学・環境番組部
『ABUソングフェスティバル　イン　トルコ～
アジア　音楽の祭典～』

G  　　12.13／ 2:01～ 3:30
BSP　12.27／15:00～16:29

　ABU（アジア太平洋放送連合）が主催するア
ジア太平洋の音楽の祭典にSCANDALが日本代
表として出演。開催地トルコや，日本，韓国，イ
ンドなど12の国と地域から各 1組のアーティスト
が参加する国際的音楽祭のもようを紹介。また，
イスタンブールに初上陸したSCANDALに密着。
アジアとヨーロッパ，東西文化の交差点として知
られるイスタンブールでのメンバーの姿を追っ
た。／出演：SCANDAL，CNBLUE，ムラット・
ダルクルチほか／国際共同制作：ABU（アジア
太平洋放送連合）／エンターテインメント番組部，
NEP
『ATPテニス・マスターズ1000＆ファイナル』

随時
　第 1回15.3／合計10大会，80試合を放送。男子
テニス最高峰のワールドツアー大会「マスターズ
1000」 9 大会と，年間ポイント上位 8選手が出場
する「ATPワールドツアーファイナル」を2015
シーズンからNHKで放送開始。日本のエース・
錦織圭選手の試合はすべて生中継。また，世界ト
ップ選手がすべて出場するハイレベルな戦いを伝
えた。10大会のうち 6大会で，アナウンサーと解
説者，制作スタッフを現地に派遣して中継を行っ
た。また，ファイナルについては，大会前に特集
番組，大会後に総集編を制作し，大会の見どころ，
熱戦の詳細を伝えた。／スポーツ番組部
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『Dr．MITSUYA～世界初のエイズ治療薬を発
見した男～』 10. 8／22:00～22:49

　不可能と思われていたエイズ治療薬を世界で初
めて世に送り出した満屋裕明。日米で研究を続け，
発見に至った驚きのエピソード，さまざまな人々
とのその数奇な出会いの数々を追い，アニメーシ
ョンとドキュメンタリーで半生を描く。／出演：
満屋裕明／語り：本田貴子／コンテンツ開発セン
ター，NED
『Great　Earth　バヌアツ』

1. 1／19:20～20:43
　南太平洋のバヌアツは，激しい噴火が繰り返さ
れる火山列島。その激烈火山に世界的ダンサーの
田中泯さんが挑む。“地球の鼓動”を全身で体感
し，即興の「場踊り」を踊る。／出演：田中泯／
語り：常盤貴子／コンテンツ開発センター，
NEP，日本電波ニュース社
『LIFE！ステージ～人生に捧げるコントライブ～』

5.30／ 0:10～ 0:53
11.15／ 1:00～ 1:43

　『LIFE！』メンバーと若手俳優と実力芸人と
で繰り広げるコントライブ番組。／出演：（ 5月）
内村光良，田中直樹，ムロツヨシ，石橋杏奈，葵
わかな，小島藤子，松下優也，シソンヌ，チョコ
レートプラネット，ニューヨーク，ラバーガール，
イヌコネクション，うしろシティ，かもめんたる，
ニッチェ，（11月）田中直樹，ムロツヨシ，石橋
杏奈，塚地武雅，富山えり子，吉沢亮，かもめん
たる，さらば青春の光，しずる，シソンヌ／エン
ターテインメント番組部
『LIFE！2015　超豪華ゲストSP』

12.29／22:15～22:59
　15年に活躍した俳優やタレント陣をゲストに迎
えた，年の瀬ならではの『LIFE！』豪華ゲスト
スペシャル。／出演：内村光良，田中直樹，西田
尚美，星野源，石橋杏奈，臼田あさ美，ムロツヨ
シ，塚地武雅／ゲスト：香取慎吾，堤真一，ピー
ス，黒木華，小日向しえ，長澤まさみ，橋本環奈
／エンターテインメント番組部
『MINYO SOUL～唄は時空を超える～』

1. 1／16:40～17:20
再 1.11／13:05～13:45

　他ジャンルで活躍する一流アーティストが心の
奥底に息づく“MINYO SOUL”をたぎらせ，斬
新なステージを披露する新感覚の“MINYOエン
ターテインメント”。時空を緊

きん

縛
ばく

する無数の“糸”
が張り巡らされた異空間…魂の歌声が炸

さく

裂
れつ

するス
タジオライブは，既存の「民謡」の概念を覆す

“前代未聞”の試みとして注目を浴びた。／出演：
夏木マリ，GIBIER du MARIE，島袋寛子，さか
いゆう／司会：徳光和夫，吉木りさ／語り：土田
大／音楽・伝統芸能番組部
『MJ Presents Perfume 10th Anniversary』

10.12／ 0:05～ 1:20
　結成15周年・メジャーデビュー10周年となる
Perfumeの軌跡を，『MUSIC JAPAN』で収録し
てきたパフォーマンスやNHKに残るアーカイブ
を駆使して追った番組。／出演：Perfume／番組
ナビゲーター：ハリセンボン／エンターテインメ
ント番組部
『MJ Presents いきものがかりの10年がかり』

3.21／ 0:05～ 1:20
　メジャーデビュー10周年となる 3人組バンド
「いきものがかり」の軌跡を，『MUSIC JAPAN』
で収録してきたパフォーマンスやNHKに残るア
ーカイブを駆使して追った番組。／出演：いきも
のがかり／ゲスト：武井壮／司会：青井実アナ／
エンターテインメント番組部
『MJ Presents チャットモンチー　徳島こなそ
んフェス～10周年おめでとう～』

3.28／ 0:10～ 0:54
　デビュー10年を迎えたバンド・チャットモンチ
ーが，地元徳島で 2月27～28日に主催した「こな
そんフェス2016」に密着した。／出演：チャット
モンチー，ASIAN KUNG-FU GENERATION，
KANA-BOON，小籔千豊，シアターブルック，
四星球，Perfume，Base Ball Bear，MONGOL800，
レキシほか／エンターテインメント番組部
『NHKお笑い脳自慢』

6. 7／ 0:50～ 1:38
9.19／22:00～22:48

　全国 3か所にお笑い芸人が赴き，市井の人々を
対象に「お笑いペーパーテスト」を実施。解答の
ユニークさを競い合う。僧侶やバスガイドなどを
対象にした「職業別お笑い脳テスト」も行い，そ
の職業ならではの名・珍解答を紹介。／司会：久
本雅美，足立梨花／審査員：大竹まこと，加賀美
幸子ほか／キャプテン：濱口優，塙宣之，木下隆
行（以上6.7），友近，井戸田潤，村本大輔（以上
9.19）／コンテンツ開発センター，ディレクショ
ンズ
『NHKのど自慢チャンピオン大会2016』

1.11／19:30～20:55
　15年の 1 年間，全国各地の『NHKのど自慢』
で生まれた47組のチャンピオン（特番含む）。そ
の中から事前選考で選ばれた14組が，グランドチ
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ャンピオンの座をかけて熱唱を繰り広げた。／司
会：小田切千アナ／ゲスト：SMAP，天童よしみ
／審査員：杉本眞人，ヒャダイン，松尾潔，真矢
ミキ，水森英夫，ミッツ・マングローブ，湯川れ
い子，三溝敬志エンターテインメント番組部長／
グランドチャンピオン：小山田祐輝「獅子」，優
秀賞：吉丘佳介「最後の雨」，中田愛「いのちの
理由」／エンターテインメント番組部
『SEKAI NO OWARI　中学生に贈る「プレゼ
ント」』 

5.30／ 9:30～ 9:55
『Nコン特番　SEKAI NO OWARI×中学生　 “プ
レゼント” がくれたもの』

9.22／11:00～11:29
　第82回NHK全国学校音楽コンクール中学校の
部課題曲「プレゼント」を手がけた人気アーティ
ストSEKAI NO OWARI（セカオワ）と中学生
の交流の様子を春と秋の 2回に分けて特集。セカ
オワが曲に込めた思いや，コンクールに向けひた
むきに練習する中学生たちの姿を紹介した。／出
演：SEKAI NO OWARI／青少年・教育番組部
『SMAPプレゼンツ　NHKのど自慢 i n山田町』

9.26／19:30～20:45
　『NHKのど自慢』番組開始70年の記念番組。
震災から 5年目の夏を迎えた被災地・岩手県山田
町から，SMAPの 5人が“初の全国放送ののど自
慢”を届けた。多彩な16組の出場者の横顔を，
SMAP自らも参加した予選会や事前ロケとともに
紹介。熱唱熱演はもちろんのこと，地元のみなさ
んとの心温まる交流の数々を放送した。 8月 9日
予選会，10日本番。ともに岩手県山田町中央公民
館で実施収録。／ゲスト：SMAP／司会：小田切
千アナ／エンターテインメント番組部
『SONGSスペシャル』

6.14／ 0:50～ 1:48
6.15，12.19，22／22:00～22:48

9.25，10.30， 3.31／22:00～22:49
12.27／23:25～ 0:24

　大人のための音楽番組『SONGS』のスペシャ
ル版。「Superfly」（6.14），「Mr.Children」（6.15），
「矢沢永吉」（9.25），「松本隆」（10.30），「松任谷
由実」（12.19），「井上陽水」（12.22），「レベッカ」
（12.27），「三代目J Soul Brothers from EXILE 
TRIBE」（3.31）を特集した。／エンターテイン
メント番組部
『朝からサラメシ！スペシャル』

11.23／ 8:15～ 9:00
　働く人のお昼ご飯を描いてきたレギュラー番組

『サラメシ』が，勤労感謝の日の朝に拡大版で伝
えた特番。シティーホテルの社員食堂に集う人た
ちの仕事ぶりを拝見。お弁当ハンターの阿部了さ
んは，全国の道路標識を作っている那須の工場へ。
さらに，これまで放送した中から印象的だった人
物の今を追跡取材，人生の変転とともにランチの
変化を伝えた。／語り：中井貴一／NED，生活・
食料番組部
『明日へ－支えあおう－カレンの復興カレンダー
2015秋』

9.21／ 9:50～10:00
『明日へ つなげよう　カレンの復興カレンダー
2016春』

3. 7／22:35～22:45
　『明日へ』ポータルサイトで紹介してきた「現
地発　明日へブログ」では，被災した地域に住む
30人ほどが復興へ向けた日々の暮らしをつづって
きた。そのブロガーの元をAKB48の岩田華怜（仙
台市出身，自らも被災）が訪ね，復興への道のり
の「今」を伝える番組。秋には岩手県立宮古商業
高校の写真部を，春には宮城県名取市で仮設住宅
に暮らすお年寄りの元を訪ねた。／東日本大震災
プロジェクト
『明日へつなげるライブ』

6.13／15:05～16:04
9. 6／16:30～17:29

11.23， 2.11／17:00～17:59
　東日本大震災の被災地 4か所をめぐり「つなげ
る」をキーワードとして，歌と笑いがたっぷりの
ライブイベントを行った。宮城県宮古市（6.13），
福島県郡山市（9.6），宮城県多賀城市（11.23），
茨城県高萩市（2.11）／進行：石丸幹二，ロッチ
／出演：（ 6月）岩崎宏美，鳥羽一郎ほか，（ 9月）
クリス・ハート，堀内孝雄ほか，（11月）大友康平，
坂本冬美ほか，（ 2月）華原朋美，吉幾三ほか／
NEP，エンターテインメント番組部
『あなたが主役50ボイス』

随時
　50人の生の声を通して現代ニッポン人の本音に
迫る視聴者参加型インタビュー番組。 4年間の定
時番組を経て，13年度から特集として放送。15年
度は東日本大震災からの復興に取り組む被災地の
声を 3回特集した。ドラマを紹介する番組として
も好評。／「仙石線復興ボイス」（6.27），「三陸・
海の幸復興ボイス」（9.6），「震災 5年・被災地の
18歳ボイス」（3.13）／司会：春風亭昇太，小池
栄子／コンテンツ開発センター，グループ現代
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『アニメ　団地ともお　スペシャル～夏休みの宿
題は終わったのかよ？ともお』

8.14／ 8:15～ 8:59
再 8.18／13:05～13:49

　団地に暮らす小学 4年生の木下ともおの日常を
コミカルに描いた『団地ともお』のスペシャル。
宿題をあとまわしにし，ヒマワリの世話も放り出
して，クワガタ採りに熱中するともお。いつもど
おりの夏休み…のはずだったが，ある日，大きな
荷物を背負ったおじいさんと出会う。ともおを家
に招いたおじいさんは，風呂敷からレトロなラジ
オを取り出し，かつての戦争の思い出を語りはじ
めるのだった…。／原作：小田扉／監督：渡辺歩
／アニメーション制作：小学館ミュージック＆デ
ジタルエンタテイメント／展開戦略推進部，
NEP，小学館集英社プロダクション
『市川染五郎の「鯉（こい）つかみ」～ラスベガ
スに歌舞伎の花咲く～』

9.27／13:05～13:38
　歌舞伎俳優・市川染五郎によるラスベガス初の
歌舞伎公演「鯉

こい

つかみ」。ベラージオホテルの巨
大噴水内に特設ステージを設置して行われた大規
模な歌舞伎公演を“ 4 Kスーパーハイビジョン”
で中継収録した。長さ300mを超える大噴水やプ
ロジェクションマッピングを駆使した歌舞伎「鯉
つかみ」は， 3日間で10万人を動員。アメリカの
観客が熱狂した舞台のもようを余すところなく放
送した。 8月アメリカ・ラスベガスで収録。／出
演：市川染五郎，中村米吉ほか／音楽・伝統芸能
番組部，報道局社会番組部
『いつか来る日のために～「証言記録スペシャル　
学校で命を守る」』　

9. 5／16:30～17:14
　東日本大震災が起きたのは平日の午後。学校に
は多くの子どもたちが残っていた。かつて経験し
たことのない大地震で混乱する中，教師たちは津
波到達までの短い時間にどこへ逃げるか厳しい判
断をせまられた。あの日，教師や保護者たちは，
子どもの命を守るために何を考え，どのように行
動したのか。巨大津波に襲われた学校の校長と教
師をスタジオに招き，壮絶な体験を語ってもらい
ながら，次に来る大災害に備える知恵を読み解い
た。／東日本大震災プロジェクト，NEP
『いつか来る日のために～「証言記録スペシャル　
心の復興をめざして」』

3.11／10:15～10:59
　東日本大震災の被災者の体験談から防災・減災
の知恵を読み解く『いつか来る日のために』。 5

年前，被災地では“救えなかった命”への自責の
念から，多くの人が心に深い傷を負った。大切な
家族を目の前で亡くした人，助けを求める周りの
人を救えなかった人，守るべき多くの市民を救え
なかった医療や防災の担当者。今も苦しみを抱え
る人をスタジオに招き，前に進んでいくために今
何が必要か，ともに考えた。／出演：鎌田實，生
島ヒロシ，松村正代アナ／東日本大震災プロジェ
クト，NEP
『歌う！SHOW学校』 10.12／22:00～22:43
　歌手・五木ひろしが先生役を務める音楽バラエ
ティー番組。生徒役にはJ-POP，俳優，人気お笑
い芸人などがバラエティー豊かに集まり，アドリ
ブ満載のショーを繰り広げた。／出演：五木ひろ
し，山内惠介，三山ひろし，竹島宏，市川由紀乃，
瀬口侑希，椎名佐千子，みつ美と理恵，ますだお
かだ，綾部祐二，ハリセンボン／ゲスト：小池徹
平，今市隆二（三代目J Soul Brothers）／ナレーシ
ョン：阿部渉アナ／エンターテインメント番組部
『英国一家が日本を食べちゃうワケ』

4. 5／17:10～17:58
再 4. 9／14:09～14:57
再 4.14／ 0:10～ 0:58

　『アニメ　英国一家、日本を食べる』の原作者
マイケル・ブースがいかにして日本料理に魅了さ
れ来日するにいたったのか，アニメの前日譚

たん

を解
き明かすスペシャル。／出演：マイケル・ブース，
ジョエル・ロブション，村田吉弘／展開戦略推進
部，NEP
『英国一家、正月を食べる』

1. 1／22:00～22:49
　『アニメ　英国一家、日本を食べる』のその後
を描いたスペシャル。イギリスに帰国し，自らの
体験を本として上

じょう

梓
し

，日本料理の第一人者として
時の人となったマイケルが，「おせち」「餅」「とそ」
など正月料理を究めるため再び家族と共に来日す
る。／出演：マイケル・ブース／アニメーション
監督：ラレコ／アニメーション制作：ファンワー
クス／制作協力：ジーズ・コーポレーション／展
開戦略推進部，NEP
『おぎやはぎと愉快な芸人（なかま）たち』

3.28／22:00～22:25
　芸能界に幅広い交友関係を持つ“おぎやはぎ”。
2人が選んだ人気と実力を兼ね備えた仲良し芸人
が，ネタをしっかり見せるとともに，仲間同士な
らではのフレンドリーでディープなトークを繰り
広げる番組。／司会：おぎやはぎ／ゲスト：東京
03／エンターテインメント番組部
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『教えて！お天気キャスター　地球温暖化でどう
なる異常気象』

12.29／12:15～12:58
　12月のパリのCOP21で，地球温暖化対策の歴
史的な合意が決まるなど気候変動の影響が注目さ
れる中，世界の気象予報士が， 9月の関東・東北
豪雨をはじめ，さまざまな異常気象と温暖化の関
係について，局の垣根を越えて分かりやすく解説。
Boona（TBS）や，そらジロー（日テレ）という
民放のキャラクターも出演し，話題を集めた。／
出演：井田寛子（NHKニュースウオッチ 9），森
田正光（TBS），木原実（日本テレビ）／コンテ
ンツ開発センター，Gメディア
『おせち家族に福きたる！～平野レミの早わざレ
シピ～』 12.29／ 8:00～ 9:30 
　正月がくるけど，おせちづくりなんて面倒…そ
んなグータラ家族でも平野レミの早わざレシピな
ら，おいしいおせちが簡単にできる！　ユニーク
な調理の指導を受けながら，90分間15品づくりに
挑戦！　ホームページでレシピを紹介。生放送。
／出演：平野レミ，中山秀征，虻川美穂子，清水
富美加，澤部佑／コンテンツ開発センター，
NED，千代田ラフト
『お宝！バックヤードハンター！！』

9.21／22:55～23:20
　美術館，博物館，科学館などミュージアムでは，
表で展示されている作品は実はわずかで，大半の
ものはバックヤードに収められている。むしろす
ごいお宝はバックヤードにあるはず。そこで各地
のミュージアムや寺社仏閣を訪ね，バックヤード
にあるまったく知られざるお宝を発掘しよう，と
いう新しいカルチャー番組。京都・建仁寺にある
俵屋宗達の「風神雷神図屏風」は実はレプリカ
で，京都国立博物館のバックヤードに大切に保管
されている本物を探究。また，岡本太郎があの「太
陽の塔」について数十枚にわたって描いていた超
貴重なデッサンをバックヤードから見つけ出した
り，火

か

焔
えん

型土器で有名な十日町市博物館では超レ
アなお宝「おこげのついた火焔型土器」を発見す
るなどした。好評を得て，16年度に『発掘！お宝
ガレリア』とタイトルを変えて，新たに 4本開発
番組を制作することになった。／出演：持田香織，
町田啓太ほか／語り：ささきいさお／コンテンツ
開発センター，NED
『おやすみ日本　眠いいね！第10弾　夏休みSP』

8. 2／ 0:50～ 3:25
　全国の眠れないモヤモヤに耳を傾け，「眠いい
ね！」が目標値に達しないと番組が終了できない

ネット連動型の深夜の生放送。第10弾は，番組で
初めて視聴者がスタジオに来て“ざこね”をする
スタイルを導入。また，10回記念として過去の出
演者から「お祝い動画」も 7本寄せられた。トー
クゲストは吹石一恵さん，音楽ゲストは森山直太
朗さん，人気企画・市原悦子さんの朗読コーナー
は「日本眠いいちょこっと昔ばなし」。「太陽とタ
ケノコと若者動」と題して放送した。目標値の
3,710万眠いいね！を達成した。／MC：宮藤官九
郎／出演：又吉直樹，吹石一恵，森山直太朗／朗
読：市原悦子／NED，文化・福祉番組部
『おやすみ日本　眠いいね！第11弾　モヤモヤ
年忘れSP』

12.29／23:25～ 1:50
　全国の眠れないモヤモヤに耳を傾け，「眠いい
ね！」が目標値に達しないと番組が終了できない
ネット連動型の深夜の生放送。前回から導入した
“ざこね”に加えて，出演者の放送前の様子やス
タッフの様子をミニ動画にしてインターネットで
配信した。トークゲストは桐谷健太さん，音楽ゲ
ストは向井秀徳さん，飛び入りゲストとして羽田
圭介さんとムロツヨシさん。人気企画・市原悦子
さんの朗読コーナーは「真っ白騒動」と題して
“とある国の2015年のお話”を放送した。目標値
の2,015万眠いいね！を達成した。／MC：宮藤官
九郎／出演：又吉直樹，桐谷健太，向井秀徳，羽
田圭介，ムロツヨシ／朗読：市原悦子／NED，
文化・福祉番組部
『オリンピックコンサート2015』

G  　　 7. 4／15:05～16:24
BSP　 8. 2／ 1:15～ 2:35

　オリンピック・ムーブメントの普及を目的に毎
年開催されているイベント。クラシック音楽，映
画音楽，ポップスとジャンルを越えて多くの人々
に愛されてきた名曲をオリンピアンとともに楽し
む企画で，ロンドン，ソチオリンピック・パラリ
ンピックの感動シーンやリオ，さらには東京に向
けて期待のアスリートなどの映像と，迫力のオー
ケストラ演奏とのコラボレーションを放送。／出
演：上村愛子，宮下純一ほかオリンピアン，
miwa，THE ORCHESTRA JAPAN，梅田俊明
（指揮），藤本隆宏 （俳優，司会）／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『解説スタジアム』　

祝日ほか／11:00～11:54ほか
　第 1回13.3.16／社会の関心が高いテーマを取り
上げ，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
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することで，多層的で複眼的な視点を視聴者に提
示した。15年度は特集（ 8・12月）を含めて 9本
を制作。／「安全保障法制を問う」（4.29），「ど
う考える “戦後70年談話”」（7.20），「戦後70年　
日本の針路を考える」（8.15），「安保法制と日本
の針路」（9.21），「どうする？東京オリンピック・
パラリンピック」（10.12），「テロとの戦い “憎悪
の連鎖”は断ち切れるか」（11.23），「2016　どう
なる日本」（12.26），「東日本大震災 5年　復興と
これからの日本」（2.11），「電力自由化　いよい
よ本番」（3.22）／解説委員室
『解説スタジアムスペシャル「戦後70年　日本
の針路を考える」』

8.15／ 0:00～ 2:00
　戦後70年の終戦の日に，平和国家としての日本
の役割と，これからの成熟社会のあり方について，
視聴者の意見を生放送に取り込みながら，20人の
解説委員が議論を重ね，多角的な視点を視聴者に
提示した。／解説委員室
『科学アドベンチャー　西之島へ～エンジニア達
（たち）の熱き挑戦～』

12.30／22:00～22:59
　小笠原で新たに誕生した火山島・西之島。噴火
中で接近できない島に，番組では無人飛行機，無
人ヘリ，マルチコプター，無人ボートを駆使し
4 Kの高精細映像で迫力あふれる撮影に挑戦し
た。影の主役“無人機をあやつるエンジニアた
ち”の奮闘を伝えた。／語り：小田切千・和久田
麻由子アナ／科学・環境番組部，大型企画開発セ
ンター，NEP
『歌謡チャリティーコンサート』

5. 5，11. 3／19:30～20:43
　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。オーケストラの演奏ととも
に心に残る名曲を届けた。 1回目は 4月10日に鹿
児島県鹿児島市， 2回目は10月 2 日に群馬県前橋
市で開催した。 1回目の収益金で「車椅子付き介
護浴槽」を， 2回目は「障がい者スポーツ用具」
を寄贈した。／（鹿児島）出演：石川さゆり，市
川由紀乃，華原朋美，クリス・ハート，伍代夏子，
鈴木綜馬，鈴木雅之，谷村新司，德永 明，元ち
とせ，秦基博，莉奈／司会：田中麗奈，青井実ア
ナ／指揮：藤野浩一／演奏：九州交響楽団／（前
橋）出演：石丸幹二，太田裕美，大原櫻子，坂本
冬美，ささきいさお，島津亜矢，瀬口侑希，高橋
洋子，夏川りみ，氷川きよし，藤あや子，藤澤ノ
リマサ，May J.，森進一，八代亜紀／司会：中山
秀征，三輪秀香アナ／指揮：藤野浩一／演奏：群

馬交響楽団／エンターテインメント番組部
『記憶力UPゲーム　シーホース・パワー』

8.22／ 0:12～ 0:55
　記憶力は，「やる気」と「その気」で鍛えられ
る！　を合言葉に，ゲームを楽しみながら記憶力
アップを目指す番組。シーホース＝海馬の力を実
感，スマートフォンなど，記憶の「外部記憶」に
頼りがちなすべての現代人に向けたバラエティ
ー。／出演：ピエール瀧ほか／コンテンツ開発セ
ンター，NEP
『キッチンが走る！冬SP「豊の国のグルメと湯
煙の旅～大分市・別府市・由布市」』

12.26／19:30～20:43
　温泉王国として知られる大分県を旅し，豊後水
道が育む海の幸や由布院の山の幸など冬の恵みを
堪能。俳優の杉浦太陽とともにイタリア料理の師
弟コンビ・木下威征と秋元さくらが出会いの感動
を創作料理に凝縮した。／出演：杉浦太陽，木下
威征，秋元さくら，ほか／語り：高橋克実／コン
テンツ開発センター，NEP，NEXTEP
『キッチンが走る！春スペシャル「早春の函館・
渡島半島　山海の恵みを食べ尽くし」』

3.30／19:30～20:43
　春のスペシャルは，新幹線開業に沸く北海道。
津軽海峡の恵みや北の大地の個性豊かな食材を探
して走る。四川料理の陳建一・建太郎親子が道南
の早春の魅力が詰まった創作料理に挑戦。／出演：
杉浦太陽，水野真紀，陳建一，陳建太郎ほか／語
り：高橋克実／コンテンツ開発センター，NEP，
NEXTEP
『究極ガイドTV　 2時間でまわる法隆寺』　

1. 3／ 8:15～10:14
　誰もが憧れる有名スポットを徹底取材し，「実
際に 2時間で周遊できる」お勧めのルート・見ど
ころを紹介した，新感覚の文化情報番組。番組で
は，世界遺産・法隆寺を舞台に五重塔や夢殿，百
済観音など，あまたある国宝の鑑賞法や，知って
得するウンチクを届けた。撮影にも新機軸を盛り
込み，4 Kの高精細画質と移動撮影を組み合わせ，
貴重な仏教美術のアーカイブ映像化もねらった。
／語り：南海キャンディーズ，合原明子アナ／文
化・福祉番組部
『教科書が変わる！？日本人のルーツをさぐる
旅』 12.27／19:30～20:43

　最新のDNA研究と発掘から明らかになった日
本人の壮大なルーツを探った。日本各地の遺跡を
レポーターが訪ね，これまでの常識を覆す縄文人
の姿や暮らしを発見。古代人の骨から抽出された
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DNAによって，日本人の祖先たちは世界中から
幾度となくやってきた意外な事実が明らかになっ
た。／出演：天野ひろゆき，壇蜜，阿部祐二，ク
リス松村，森公美子ほか／科学・環境番組部
『高校野球100年　レジェンドが語る名勝負の
秘密』

8. 6～ 7， 8.10～11／22:55～23:20
　1915年夏に高校野球全国大会が始まって100年。
興奮と感動を呼んだ名勝負の知られざる秘密に迫
る 4回シリーズ。名勝負を演じたレジェンドを招
き元野球少年の亀梨和也らが秘話を掘り起こし
た。／第 1回「激闘の延長戦・太田幸司」（8.6），
第 2 回「敗北こそが、わが思い出・桑田真澄」
（8.7），第 3回「初々しさの快進撃・荒木大輔」
（8.10），第 4回「奇跡の逆転劇・金村義明」（8.11）
／出演：亀梨和也，伊集院光，やくみつる／コン
テンツ開発センター，NEP，Gメディア
『高専ロボコン2015全国大会　輪投げ対決　目
覚めよ！ホースの力』

12.23／10:05～11:50
　高等専門学校生が手作りのロボットで挑む「高
専ロボコン」。28回目の大会の競技は， 6本の柱
を的にした「輪投げ」。番組ではさまざまな工夫
を凝らしたユニークなロボットにこめられたアイ
デアと，学生たちの熱い戦いぶりを伝えた。／出
演：千原ジュニア，名塚佳織，大河元気，二宮直
輝アナ，中岡由佳／実況：長野亮アナ／科学・環
境番組部
『国民アンケートクイズ　リアル日本人！』

4.11， 9.21，12.16， 3.23／22:00～22:48
　全国アンケートの結果からクイズを出題！　日
本人の驚くべき実態が次々分かるクイズバラエテ
ィー。アンケート結果を分析するのは各分野の専
門家。鋭い視点で日本人の“今”を明らかにする。
当初双方向システムの生放送（ 4・ 9月）だった
が，収録放送に切り替えて内容がより充実，好評
を得ている。／司会：中山秀征，片山千恵子アナ
／コンテンツ開発センター，NEP
『こんにちは！動物の赤ちゃん★夏2015「水族
館のカワイイ大集合」』

8.19／19:30～20:43
　全国の水族館で次々に誕生するかわいい動物の
赤ちゃんを飼育員さんだからこそ撮れた秘蔵映像
で紹介する番組。真っ白な毛並みが愛くるしいゴ
マフアザラシの成長記録や，水族館での繁殖が難
しいといわれるスナメリの赤ちゃんが困難を乗り
越える感動の物語，ペンギンなのに水が苦手な赤
ちゃんのドキドキのプールデビューなど，命の誕

生と成長をめぐるドラマを伝えた。動物好きのゲ
ストとともにアクアワールド茨城県大洗水族館で
収録した。／司会：久本雅美，片山千恵子アナ／
ゲスト：的場浩司，濱口優，山下リオ／コンテン
ツ開発センター，NEP，ノマド
『こんにちは！動物の赤ちゃん2015』

12.22／19:30～20:43
　動物園の飼育員さんだからこそ撮影できた，か
わいらしい動物の赤ちゃんの貴重な映像をたっぷ
りと紹介する年末恒例の番組。愛くるしいパンダ
の双子の赤ちゃんが 1歳になるまでの成長記録
や，甘えん坊のコアラの赤ちゃんが親離れするま
でのほほえましい映像，ホワイトタイガーの赤ち
ゃんが飼育員さんに見守られながら足の病気に立
ち向かう感動の記録など，命の誕生と成長をめぐ
るドラマを伝えた。スタジオには動物好きのゲス
トが集合した。／司会：久本雅美，片山千恵子ア
ナ／ゲスト：照英，藤本美貴，横山由依／コンテ
ンツ開発センター，NEP，ノマド
『今夜も生でさだまさしスペシャル「朝まで生で
がんばらんば・東北！」』

3.26／23:30～ 3:45
　『今夜も生でさだまさし』を東日本大震災から
5年となる，宮城県気仙沼市の市民会館から生放
送。豪華ゲストの歌や，地元の人々の今の姿を
VTRなどで紹介するなど，盛りだくさんにお届
けした。／出演：さだまさし，糸井重里，May　J．，
若旦那ほか／コンテンツ開発センター，NEP
『しあわせニュース2015』

8.14／19:30～20:43
12.31／17:00～18:50

　全国各地のNHKが15年に取材した“笑えて泣
けて感動できるニュース”ばかりを厳選し，生放
送で一挙紹介。 8月は「夏だ！お盆だ！お祭り
だ！スペシャル！！」，12月は「しあわせニュー
ス2015大みそか」と題して 2回にわたってVTR
や生中継，多彩なゲストによるスタジオトークを
交え，家族そろって楽しめる話題を提供した。／
司会：桂文枝，篠田麻里子，片山千恵子アナ／青
少年・教育番組部，経済・社会情報番組部，社会
番組部
『至宝化石が大集合！探検ナイトミュージアム』

8.10／22:00～22:48
　上野の国立科学博物館で開催されている特別展
「生命大躍進」の会場を舞台に，夜のミュージア
ムで動き出す古代モンスターたちと一緒に，生命
進化の歴史を楽しく学んだ。／出演：劇団ひとり，
伊集院光，飯尾和樹，春香クリスティーン，中村
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慶子アナ／科学・環境番組部，NED
『知られざるアフリカの夜～体感！鈴木亮平が見
た野生の大地～』

5. 4／19:30～20:43
　俳優の鈴木亮平がアフリカの野生の王国ボツワ
ナを訪ね，知られざる夜の世界を体感し，ゾウや
ライオン，珍獣の数々に遭遇。また，世界初の
4 K高感度カメラを駆使し，昼夜を問わず繰り広
げられる，ゾウ家族の壮大な旅を追った。／語り：
鈴木亮平，廣瀬智美アナ／科学・環境番組部，
NEP
『震災から5年　明日へコンサート』

3.12／19:30～21:00
　東日本大震災から 5 年を迎える 3 月12日に送
る復興支援の音楽特別番組。 5 回目となる今回
は，福島・会津風雅堂をメイン会場に音楽の力に
よる復興へのメッセージを生放送で届けた。／司
会：中居正広，有働由美子アナ／出演：綾瀬は
るか，Kis-My-Ft2，北島三郎，Kiroro，さだま
さし，SMAP，SEKAI NO OWARI，乃木坂46，
Perfume，プリンセス プリンセス，八代亜紀，
ゆず／エンターテインメント番組部
『新春スペシャルドラマ　富士ファミリー』

1. 2／21:00～22:28
　富士山のふもとにあるレトロなコンビニを舞台
に，美人三姉妹と彼女たちをとりまく面々のちょ
っと変わった大家族の物語。人気脚本家・木皿泉
が手がける，豪華出演者による笑って泣けるホー
ムドラマ。（編成局長特賞受賞）／作：木皿泉／
音楽：阿南亮子／出演：薬師丸ひろ子，小泉今日
子，吉岡秀隆，ミムラ，片桐はいり，高橋克実ほ
か／コンテンツ開発センター，FCC
『新天地に挑んだ日本人～日本・ブラジル120
年～』

11. 5／22:00～22:49
　120年前，日本は地球の反対側にあるブラジル
と初めて外交関係を結んだ。以来日本人移民たち
は人種的偏見や差別に向き合いながらも，新天地
ブラジルに深く根ざし名を残していく。ブラジル
文化人最高の勲章を受けた移民の芸術家・大竹富
江。従来の移民のイメージを覆す 2万枚の写真を
残した，農民で写真家の大原治雄。 2人の移民の
人生から120年の歴史と今を描く。／旅人：賀集
利樹／文化・福祉番組部
『人名バラエティー　集まれ田中！』

9.23／19:30～20:43
　「田中」という名字に焦点を当て，その由来や
他の名字との比較などから，日本の成り立ちや歴

史などを読み解く新感覚のバラエティー番組。田
中の「田」の字がつく名字は多いが，それはかつ
てお米は税などとして大切にされてきたものであ
り，そのお米を生み出す「田」を誇りに感じて名
字につけたことや，アメリカに渡った日系移民に
「田中」が多い理由と，アメリカの田中たちがた
どった苦難の歴史などを紹介。歌手の田中星児さ
んが最後に「ビューティフルタナカ」を歌った。
／MC：田中裕二，田中みな実／出演：太田光，
伊集院光，鈴木奈々，蛭子能収，キンタロー。，
井戸田潤，鰻和弘，熊切あさ美，田中シングル，
GENKING，田中美里，田中律子，高橋メアリー
ジュン，田中星児，田中卓志，森岡浩／ナレーシ
ョン：田中真弓，田中秀幸，田口トモロヲ／文化・
福祉番組部
『世界お悩み解決』

3.30／22:00～22:49
　世界には私たちの知らない“お悩み”がたくさ
ん！　くらしの身近にある海外の一大事をリポー
ト。日本を代表するアイデアマンと専門家らが立
ち上がり，難問解決に知恵を絞る新しい海外紀行
番組！／出演：小籔千豊，テリー伊藤，東国原英
夫，ボビー・オロゴン，ケンドーコバヤシほか／
コンテンツ開発センター，NEP，よしもとクリ
エイティブ・エージェンシー
『世界へGO！まるわかりヒストリー「徳川家
康×エリザベス1世　大坂の陣の真実」』

10.21／22:00～23:13
　複雑で分かりにくい歴史を「まる分かり」して
もらうことを目指した歴史番組の第 2弾。ロンド
ンで発見された，徳川家の謎のヨロイ。ここから
各地に眠る日本のお宝を求め，謎解きの旅へ
GO！　見えてくるのは，徳川家康vs豊臣家の最
終決戦，大坂の陣の知られざる真実。家康勝利の
陰にイギリスがいた？　幻の激レア映像，当時の
秘密兵器の恐るべき破壊力を大公開！　将軍と美
しき女王をめぐる，巨大な国際的陰謀とは？　海
外から眺めて初めて分かる日本史の面白さを味わ
う。／語り：若本規夫／文化・福祉番組部
『全国戦没者追悼式』

G　　 8.15／11:50～12:06
BS1　 8.15／11:50～12:26

　終戦から70年を迎える節目となった15年 8 月15
日。東京・千代田区の日本武道館で行われた「全
国戦没者追悼式」のもようを生中継した。戦後70
年を迎えて遺族の高齢化が進み，参列した遺族の
8割は70歳以上となっている。中継では戦没者追
悼式で初めて「反省」という言葉が盛り込まれた
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天皇陛下のおことば，参列した安倍総理大臣や全
国から集まったおよそ6,500人の遺族の様子など
を生中継し，戦争で亡くなった310万人にのぼる
人々を悼む思いを伝えた。／司会：中山庸介・中
村慶子アナ／おはよう日本部
『戦後70年　一番電車が走った』

8.10／19:30～20:43
　1945年，広島では戦地に赴いた男性に代わり，
少女たちが路面電車を運転していた。雨田豊子は
16歳，電鉄会社の家政女学校で学びながら乗務し
ていた。前年，軍需省から引き抜かれた電気課長
の松浦明孝44歳は，上司と部下の間での板挟みに
悩んでいた。 8月 6日，広島に原爆が投下。二人
は生き残ったが，路面電車は壊滅状態に。会社は
本土決戦の物資運搬に備え，復旧を訴えた。大惨
事の中，心の葛藤を抱えながら，二人は…。原爆
投下によって運命を翻弄されながらも前を向いて
生きた人々の姿を描いたドキュメンタリードラ
マ。／出演：黒島結菜，清水くるみ，秋月成美，
中村蒼，新井浩文，モロ師岡，阿部寛ほか／脚本：
岡下慶仁／脚本・演出：岸善幸／広島局，コンテ
ンツ開発センター，NEP，テレビマンユニオン
『戦後70年　おきなわPEACE　LIVE』

G　　　  8. 1／15:05～15:48
R1　 8. 8～ 9／22:10～23:00

　沖縄慰霊の日に沖縄県域で放送した番組を，戦
後70年特集として，総合テレビで全国放送。沖縄
出身のKiroroとHYの仲宗根泉が結成した 3人組
ユニット“さんご”を中心に，豪華アーティスト
が，戦後70年を迎えた沖縄から，音楽を通じて平
和の祈りを全国に届けた。ラジオでは 2日間にわ
たり放送した。また，“さんご”がつくったテー
マソング「いのちのリレー」は『SONGS』に展
開したほか，ミニ番組としても全国放送した。／
出演：さんご，HY，Kiroro，一青窈，宮沢和史
／沖縄局
『センバツ高校野球　レジェンドが語る名勝負の
秘密』

3.21，23／22:55～23:20
　夏の 4回シリーズの好評に応え，センバツ大会
開幕に合わせた第 2弾。先輩たちから代替わりし
新チームで挑むセンバツならではの秘話に迫る。
／第一夜「夏春連覇に挑んだ“新 3年生”・水野
雄仁」（3.21），第二夜「黄金バッテリーの真っ向
勝負・牛島和彦」（3.23）／出演：渡部建，やく
みつる／コンテンツ開発センター，Gメディア

『全力クイズ　横浜謎解き捜査網！』
8.18／19:30～20:43

　現実の街の中に飛び出し，推理やひらめきを総
動員し全力解答するドキュメンタリークイズ。舞
台は『連続テレビ小説』「まれ」で脚光を浴びた
横浜。明治からやってきた謎の男，「切れない包
丁」で作る謎グルメ，大観覧車での壮大な早押し
クイズ。 8人の挑戦者が，山手地区・中華街・み
なとみらいの各ステージを勝ち抜いていく。イン
ターネット中継やGPSを駆使し，その悪戦苦闘を
つぶさにとらえた。／MC：伊集院光，久保田祐
佳アナ／出演：真琴つばさ，井森美幸，蛭子能収，
本村健太郎，武井壮，小椋久美子，小峠英二，お
のののか，鈴木拓／ナレーション：勝生真沙子／
NED，文化・福祉番組部
『総合診療医　ドクターGスペシャル「航空機内
の患者を救え！」』

5. 1／22:00～22:48
　病名推理エンターテインメント番組『総合診療
医　ドクターG』の特番として制作。医療器具が
限られ，十分な検査ができない航空機内で，息苦
しさを訴える患者をいかに診断し，命を救うかを，
緊迫感いっぱいに伝えた。患者は 2人登場。 2人
目の患者では，最終的に可能性の高いものとして
2つの病名が残る。一方の病気を想定して処置を
すると，違っていた場合は患者の命を深刻な危険
にさらしてしまう状況の中で，医師として何をす
べきか，考え方を問うた。／出演：浅草キッドほ
か／コンテンツ開発センター，ホームルーム
『大河ドラマ「花燃ゆ」総集編』

4.29（ 1 ） 8:15～ 9:50
7.11（ 2 ）17:00～17:45
9.23（ 3 ） 8:15～ 9:00
12.26（ 4 ）16:10～17:40

　吉田松陰の妹で，幕末から明治にかけて力強く
生き抜いた杉文

ふみ

の波乱の生涯を描く。文は松陰が
主宰する「松下村塾」に集う若者たちの心の光と
なるが，明治維新前夜の動乱の中，兄や夫・久坂
玄瑞らを亡くす。彼らの遺志を胸に長州藩の奥御
殿に入った文は，戦乱の中，養育係として藩主の
跡継ぎを育て，高杉晋作ら志士たちを支える。明
治時代を迎えると義兄で群馬県令（知事）・楫取
素彦の妻となり，二人三脚で日本の新時代を切り
拓
ひら

いていく。全 4部で構成。／作：大島里美，宮
村優子，金子ありさ，小松江里子／音楽：川井憲
次／出演：井上真央，大沢たかお，伊勢谷友介，
高良健吾，東出昌大，原田泰造，優香，瀬戸康史，
劇団ひとり，佐藤隆太，田中麗奈，銀粉蝶，伊原
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剛志，石原良純，東山紀之，内藤剛志，檀ふみ，
奥田瑛二，長塚京三，江守徹，松坂慶子，高橋英
樹，三田佳子，北大路欣也ほか／ドラマ番組部
『大地の恵み・日本農業賞記念コンサート』

4. 4／16:30～17:13
　「第44回日本農業賞」の関連イベント。受賞者
の業績を紹介しながら，ゲスト歌手が日本の風土，
四季を描いた名曲の数々をお届けする。／司会：
青井実アナ／ゲスト：華原朋美，クリス・ハート，
美川憲一，三山ひろし，唯月ふうか／合唱：NHK
東京児童合唱団／エンターテインメント番組部，
NEP
『第28回日本民謡フェスティバル2015』

G     　　8. 2／15:05～16:34
FM　 8.10／ 7:25～ 8:55

　日本各地で開催されている民謡の全国大会。そ
のチャンピオン49組がNHKホールに集結，「民謡
日本一」を目指し自慢の“のど”を競い合った。
／司会：ナナオ（漫談家），石川喜代美（民謡歌
手）／音楽・伝統芸能番組部
『第49回NHK福祉大相撲〈第2部〉～おたのし
み歌くらべ～』

2.21／16:44～17:29
　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＆親方 5人が女性歌手とペア
を組み，自慢ののどを聞かせる「おたのしみ歌く
らべ」のもようを収録して放送した。 2月11日両
国国技館で収録。／出演：式秀親方，豊ノ島，髙
安，千代鳳，御嶽海，伍代夏子，小林幸子，でん
ぱ組.inc，May J.，杜このみ／司会：吉田一貴ア
ナ／エンターテインメント番組部，NEP
『第47回　思い出のメロディー』

G・R1　8. 8／19:30～20:50，21:00～22:00
　69年に始まり，47回を数えた夏恒例の大型歌謡
ステージ番組。15年度は「戦後70年　喜びも悲し
みも歌とともに」をテーマに，総勢28組の歌手の
歌声で視聴者からのお便りやリクエストととも
に，思い出のヒット曲をお送りした。高田みづえ
の31年ぶり復活のステージも話題となった。
NHKホールから生放送。／総合司会：北島三郎
／司会：松坂慶子，阿部渉アナ／VTR出演：並
木路子，藤圭子，テレサ・テン／出演：渥美二郎，
安藤まり子，石川さゆり，石川ひとみ，五木ひろ
し，荻野目洋子，梶芽衣子，北島三郎，小林明子，
小林旭，島津亜矢，初代コロムビアローズ，ジロ
ーズ，高田みづえ，田原俊彦，天童よしみ，夏川
りみ，氷川きよし，平尾昌晃，福田こうへい，二
葉百合子，ヘドバ，細川たかし，松坂慶子，松崎

しげる，水森かおり，森昌子，山内惠介／ゲスト：
伊東四朗，萩本欽一／エンターテインメント番組
部
『第66回NHK紅白歌合戦』

G・R1　12.31／19:15～23:45
　15年の日本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66回のテーマは「ザッツ、日本！
ザッツ、紅白！」。紅白出場歌手は52組。紅組の
勝利で，紅組の30勝36敗となった。／司会：（紅
組）綾瀬はるか，（白組）井ノ原快彦，（総合司会）
黒柳徹子，有働由美子アナ，（ラジオ中継）中川緑・
高山哲哉アナ，（紅白・ウラ　トークチャンネル）
バナナマン，久保田祐佳アナ／歌手：（紅組）
E-girls，いきものがかり，石川さゆり，今井美樹，
AKB48，NMB48，大原櫻子（初），伍代夏子，
坂本冬美，椎名林檎，島津亜矢，Superfly（初），
髙橋真梨子，天童よしみ，AAA，西野カナ，乃
木坂46（初），Perfume，藤あや子，松田聖子，
MISIA，水森かおり，μ’s（初），miwa，レベッ
カ（初），和田アキ子，（白組）嵐，五木ひろし，
EXILE，X JAPAN，関ジャニ∞，ゲスの極み乙
女。，郷ひろみ，ゴールデンボンバー，近藤真彦，
三代目J Soul Brothers，SMAP，SEKAI NO 
OWARI，Sexy Zone，TOKIO， 德 永 明，
BUMP OF CHIKEN（初），氷川きよし，V 6，
福山雅治，星野源（初），細川たかし，三山ひろ
し（初），美輪明宏，森進一，山内惠介（初），ゆ
ず／ゲスト審査員：有村架純，上橋菜穂子，大泉
洋，堺雅人，土屋太鳳，所ジョージ，長澤まさみ，
羽生結弦，又吉直樹，三宅宏実／エンターテイン
メント番組部
『高橋英樹特別講義「“花燃ゆ” 井伊直弼　悪人
にあらず！」』

4.26／17:00～17:29
　安政の大獄で吉田松陰を死に追いやった大老・
井伊直弼。冷酷な独裁者なのか，それとも日本の
近代化に貢献した改革者なのか。『大河ドラマ』「花
燃ゆ」で井伊を演じる高橋英樹がゆかりの地であ
る彦根市，京都，江戸城桜田門を訪ね，その人物
像に迫った。／出演：高橋英樹，伊勢谷友介／青
少年・教育番組部，NED
『タモリと鶴瓶』

5. 9，18， 6.27～28， 8.21，26，
9.26，12.21，31， 1. 2ほか

／14:50～14:55ほか
　『ブラタモリ』と『鶴瓶の家族に乾杯』のコラ
ボレーション企画。毎回，番組収録でNHKを訪
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れているゲストを相手に，タモリと笑福亭鶴瓶が
NHK放送センター内で繰り広げるすれ違いミニ
ドラマ。 5分番組として随時放送するとともに，
総集編として49分の『完全版』を12月31日放送し
た。／出演：タモリ，笑福亭鶴瓶／ゲスト：大泉 
洋，有働由美子アナ，福山雅治，リリー・フラン
キー，爆笑問題，久保田祐佳アナ，SMAP，堺雅
人／制作局（企画・開発），エンターテインメン
ト番組部
『挑戦！人類200万年の旅～大英博物館展～』

5. 5／10:55～11:38
　放送90年関連特集。東京都美術館で開かれた大
英博物館展「100のモノが語る世界の歴史」。歴史
を記録や文献で読み解くのではなく，大英博が秘
蔵する100点の“モノ”だけで，200万年に及ぶ人
類の歴史を描こうという大胆な試み。会場を“大
探検”し，だれが何のために使ったか推理しなが
ら，“その時代を生きた人々の生活と心の世界”
に耳を傾けた。／旅人：やくみつる，山口もえ，
ウエンツ瑛士／NED，文化・福祉番組部
『超体感！古代モンスター復活ミュージアム』

4.27／19:30～20:43
　放送90周年「生命進化プロジェクト」の『NHK
スペシャル』「生命大躍進」の連動番組。珍妙な姿，
驚きのスゴ技を持った，生命進化40億年の歴史の
中でとっておきの「古代生物」たちを，スタジオ
に復活させ“超体感”した。／出演：ベッキー，
高橋茂雄（サバンナ），武井壮ほか／科学・環境
番組部，NED
『つっこむクイズ　ワンダース』

8.12／23:05～23:20， 8.13／ 0:10～ 1:00 
8.14／ 0:10～ 1:00
12.19／23:30～ 0:30
12.21／ 0:12～ 1:02

　画面に映るのはメイン・パーソナリティーたっ
たひとり。天の声に導かれ，ツイッターや番組サ
イトからの「つっこみ」に答え，トークを繰り広
げながら，選択肢が 1ダースもあるクイズに，解
答者＝視聴者がデータ放送・PC・スマートフォ
ンから参加するという，これまでにない形式のク
イズ＆トーク番組。／出演：（ 8月12～13日）ゲ
スト：ふなっしー，天の声：八嶋智人，（ 8月14日）
ゲスト：片瀬那奈，天の声：八嶋智人，（12月19日）
ゲスト・天の声：百田夏菜子，温水洋一，（12月
21日）ゲスト：橋本マナミ，天の声：八嶋智人／
エンターテインメント番組部，NEP

『鶴瓶の家族に乾杯　海外スペシャル～松下奈緒
フィンランド～』

8.17／19:30～20:43
　 1 年に 1度，世界の各地で言葉や文化の壁を
乗り越えて“ぶっつけ本番の旅”を繰り広げてき
た『鶴瓶の家族に乾杯』。今回訪れたのは，自然
とデザインの国フィンランドの首都・ヘルシンキ。
ゲストに俳優・音楽家の松下奈緒を迎え，文化や
言葉の壁を乗り越えて“ぶっつけ本番の旅”です
ばらしき出会いを繰り広げた。また，旅の後に現
地でミニ落語会も開催。200人を超える人たちが
観覧した。／司会：笑福亭鶴瓶，小野文惠アナ／
ゲスト：松下奈緒／ナレーション：久米明／エン
ターテインメント番組部
『ドキュメント　生命大躍進』
　「第1集　そして “目” が生まれた」

9. 6／ 0:50～ 1:49
　「なぜ私たちは今ここに存在しているのか？」
21世紀，この生命進化の謎を解く画期的な手段を，
私たちは手にした。DNAの解読だ。DNAは40億
年前の地球最初の生命から私たちまで途切れるこ
となく繋

つな

がっている命の記録。そこには波乱万丈
の“命の物語”が刻まれている。最新の科学ドキ
ュメントと，最先端 4 K技術による超リアル・タ
イムトラベルCGを駆使し，生命史上最大の大躍
進“眼の誕生”のミステリーに迫った。放送90年
の記念番組，日英 2か国語。／大型企画開発セン
ター
　「第2集　こうして “母の愛” が生まれた」

9.13／ 0:50～ 1:42
　「なぜ私たちは今ここに存在しているのか？」
この生命40億年の謎に，DNA研究から迫るシリー
ズ第 2集。“母が子を思う愛”の起源に迫る。か
つては私たちの祖先も，卵を産んだらそれきりだ
った。しかしある時，突如，我が子を身ごもり，
母乳を与える献身的な子育てへと進化の大ジャン
プを行った。その裏には，過酷な天変地異やウイ
ルス感染による絶滅の危機の中で起きた，DNAの
驚くべき異変があった。“愛情の誕生”の大いなる
秘密を解き明かした。放送90年の記念番組，4 K
制作，日英 2か国語。／大型企画開発センター
　「第3集　ついに “知性” が生まれた」

9.20／ 0:50～ 1:42
　「なぜ私たちは今ここに存在しているのか？」
この生命40億年の謎に，DNA研究から迫るシリ
ーズ最終回。人を人たらしめている「知性」の起
源に迫った。私たちが高い知性を獲得するまでに
は，進化の大躍進がいくつもあったことが分かっ
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てきている。しかもそれらは，全くの偶然がもた
らした奇跡のような出来事だった。“知性誕生”
という生命史最後の謎に挑んだ。放送90年の記念
番組， 4 K制作，日英 2か国語。／大型企画開発
センター
『特集　明日へ－支えあおう－　震災から4年半』

9. 6／13:05～17:29
　東日本大震災から 4年半を迎えた被災地の今
を，この春に再開したばかりのJR女川駅（宮城
県）に隣接する交流施設をキーステーションにし
て生放送で伝えた。復興の先進的事例から希望に
つながる知恵を探った。また，前日に避難指示が
解除されたばかりの福島県楢葉町で住民の思いを
中継した。／出演：中村雅俊，miwaほか／司会：
畠山智之・伊東敏恵アナ／東日本大震災プロジェ
クト，制作局，報道局，大型企画開発センター，
仙台局，盛岡局，福島局，千葉局，水戸局ほか
『特集　明日へ－支えあおう－震災から4年半～
こころフォトスペシャル「幸せの記憶とともに」』

9. 6／10:33～11:17
　東日本大震災で亡くなった人や行方の分からな
い人の写真と家族からのメッセージを募集し，放
送やホームページで紹介する「こころフォト」。
石巻市の大川小学校で 2人の子どもを亡くし，震
災前に子どもからもらった手紙を何度も読み返す
夫婦。陸前高田市で亡くなった母親に「会いた
い」と熱望する女性。東松島市で妻を亡くし幼い
息子のために懸命に家事をこなす父親。それぞれ
の心の物語を描いた。／出演：鈴木京香／語り：
大沢たかお／東日本大震災プロジェクト，報道局
社会部，仙台局
『特集　明日へ　つなげよう～アッキー×サンド
ウィッチマンの “どうなってる？震災5年”』

3.12／18:10～18:40
　 3 月11～13日の 3 日間の震災テレソン番組内
で，『あさイチ』と仙台局の制作番組の「サンド
ウィッチマンのどうなってる？」がコラボして放
送。『あさイチ』側は，震災後から放送し続けて
きた「バスで！列車で！アッキーがゆく復興の
地」で，篠山輝信（アッキー）さんが等身大に見
て来た状況をベースに，被災地の課題を「どうな
ってる？」と掘り下げていった。放送では，東北
に足しげく通う出演者と地元の人たちが，本音で
トーク。『あさイチ』のノウハウを生かして，サ
ンドウィッチマンが紙芝居で難しい被災地の問題
を分かりやすく解説するなど，白熱した議論が展
開された。／出演者：糸井重里，篠山輝信，サン
ドウィッチマン，カンニング竹山，はるな愛，高

橋みなみ，伊東敏恵アナ，柳澤秀夫解説主幹／仙
台局，生活・食料番組部
『特集　明日へ　つなげよう～こころフォトスペ
シャル「家族と過ごした風景」』

3.11／16:00～16:50
　遺族の 5年の軌跡と癒えることのない心に迫る
「こころフォト」。宮城県南三陸町で防災対策庁
舎の屋上に避難し，奇跡的に助かった当時の総務
課長。自宅は流され妻を失うが，震災後の町の対
応に忙殺され悲しみを封印した。福島県南相馬市
で夫と20歳の息子を亡くした母親が15年末，カフ
ェを開いた。中央にある大きなテーブルに，家族
と暮らした風景が重なって見える。岩手県大槌町
で小学 5年生の時に祖父母と母親と弟を失い，父
と 2人きりになった少年。現在，高校 1年生とな
り巣立ちの季節が迫っていた。／出演：鈴木京香
／語り：大沢たかお／東日本大震災プロジェクト，
報道局社会部，仙台局，福島局
『特集　明日へ つなげよう～東日本大震災5年～』

3.11／12:20～3.13／13:05まで随時
　東日本大震災から 5年を迎えた被災地の今を，
3日間にわたる生放送で伝えた。キーステーショ
ンを宮城県名取市閖上に据え，テーマをそれぞれ
11日「震災の記憶をつなげる」，12日「復興・支
援の輪をつなげる」，13日「若者たちが未来へつ
なげる」と掲げた。全国各地を中継でつなぎ，被
災地へのメッセージを三陸鉄道の車体にラッピン
グして走る「三陸スマイルトレイン」を仕掛けた
ほか，定時番組『あさイチ』『○○！投稿DO画』
『Jリーグ中継（仙台対鹿島）』『サキどり
』などとも連動。また，被災地の全ての市町村の

当時と今を伝える「被災地縦断800㎞」など，
NHKの総力をあげ震災復興に向き合った。（合計
12時間半）／出演：糸井重里，森公美子，村上弘
明，箭内道彦，高橋みなみ（AKB48），カンニン
グ竹山，はるな愛，サンドウィッチマン，篠山輝
信，笑福亭昇太，小池栄子，柳澤秀夫（解説委員）
ほか／キャスター：畠山智之・伊東敏恵アナ／東
日本大震災プロジェクト，制作局，報道局，大型
企画開発センター，仙台局，盛岡局，福島局，札
幌局，函館局，名古屋局，神戸局，広島局，高知
局，福岡局，NEP，Gメディアほか
『特集ドラマ　海底の君へ』

2.20／19:30～20:43
　茂雄（藤原竜也）は万引きを強要された少年・
瞬（市瀬悠也）をかばい，その姉，真帆（成海璃
子）に出会う。ある日，パニックを起こした茂雄
は真帆に救われ，中学で受けたいじめの後遺症で
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苦しんでいることを告白する。二人が関係を深め
る中，瞬がいじめを苦に自殺未遂を起こしショッ
クを受ける茂雄に，かつてのいじめ首謀者・立花
（忍成修吾）が「いじめがなくなることはない」
と言い放つ。心に傷を負った茂雄は過激な行動を
起こす。／作：櫻井剛／音楽：大友良英／出演：
藤原竜也，成海璃子，水崎綾女，忍成修吾，市瀬
悠也，神戸浩，近藤芳正，落合モトキ，淵上泰史，
横山幸汰，竜跳，モロ師岡，麿赤兒／ドラマ番組
部
『とことん知りたい！ノーベル賞』

12.12／22:00～22:59 
　15年のノーベル賞を受賞した 2人の日本人科学
者。医学・生理学賞の大村智さんと，物理学賞の
梶田隆章さん。番組では受賞の興奮冷めやらぬ夜
に，偉大な業績とそれを成し遂げた半生など，ノ
ーベル賞受賞の秘話をとことん紹介した。／出演：
梶田隆章，荒俣宏，オスマン・サンコン，菊地亜
美，水道橋博士，西田ひかる，鎌倉千秋アナ／科
学・環境番組部
『年忘れ漫才競演2015』

12.23／13:05～13:59
　年末恒例の漫才協会主催「漫才大会」（於浅草
公会堂）の中継録画。選

よ

りすぐりの関東の漫才や
漫談・コントを放送した。／出演：青空球児・好
児，内海桂子，コント山口君と竹田君，ぴろき，
ナイツ，U字工事ほか／NEP，エンターテインメ
ント番組部
『となりのシムラ』

8.17，12.25， 3.26／22:00～22:43
　志村けん，NHK初の冠コント番組。志村が演
じるのは，どこにでもいそうな普通のおじさん。
しかし，ちょっとした日常のずれが笑いを生んで
いく。視聴者が共感できる“あるあるネタ”を基
本とし，リアリティーあふれる繊細な演技でつづ
っていく。志村けんと実力派俳優たちの競演で，
大人のコメディーを作り上げた。／出演：（8.17）
志村けん，伊藤蘭，ピエール瀧，菊地凛子，松岡
茉優，マキタスポーツ，西田敏行ほか，（12.25）
志村けん，井川遥，高嶋政伸，笛木優子，山本美
月，野間口徹，石野真子ほか，（3.26）志村けん，
吉田羊，高橋一生，貫地谷しほり，中村蒼，染谷
将太，麻生祐未ほか／コンテンツ開発センター，
NEP
『ドリームライブが福島にやってきた～心をつな
ぐ　世界のアーティスト～』

3.22／19:30～20:43
　日本と世界のアーティストが福島の人たちとコ

ラボした夢のライブ。出演者たちに密着，思いに
迫る。舞台MCは 2度のグラミー賞に輝いた世界
的ジャズ・ピアニスト，ボブ・ジェームスとニュ
ーヨークで活躍する大江千里。／出演：アリス・
ソイヤー，今井美樹，小曽根真，小田和正，ゴス
ペラーズ，セルジオ・メンデス，マノアDNA，
八神純子，八代亜紀，渡辺俊美など／コンテンツ
開発センター，NEP
『夏のうまい旅祭り　妄想ニホンキッチンが走
る！』

8.21／19:35～20:48
　同じ金曜午後 8時台の放送の『キッチンが走
る！』と『妄想ニホン料理』。魅力的な食材を探
し，料理し，そして生産者にエールを送る『キッ
チンが走る！』。知らない料理を料理人がインス
ピレーションとアイデアで創作していく『妄想ニ
ホン料理』ともに斬新な創作料理を追求する 2つ
の番組が一夜限りのコラボに挑戦。どちらが真に
クリエイティブな番組か，競い合う！／出演：清
水ミチコ，杉浦太陽，ムロツヨシ，ビビる大木　
ほか／コンテンツ開発センター，NED，NEP
『2030年　家族がなくなる？』

10. 3／22:00～22:49
　高齢化やLGBTなどによって家族の形が15年後
の2030年にどう変わるかをアメリカのケースなど
も含めて生放送で紹介した。番組は，1週間前に
放送したドラマ部の『特集ドラマ　2030年かなた
の家族』と連携したものであり，共同のホームペ
ージを立ち上げ，内容をさまざまな角度から伝え
た。また，互いに番組PRをするなど，制作局の
異なる部が垣根を越えて制作するという試みを実
現した。／MC：バカリズム，有働由美子アナ／
ゲスト：YOU，壇蜜，山田昌弘（中央大学教授）
／生活・食料番組部
『2016年新春！　ニッポン “ふるさとお宝” 祭
り』 1. 1／ 8:30～11:54

　「ふるさと」をテーマに，47都道府県すべての
16年イチオシの「ふるさとお宝」を紹介する新春
ワイド生特番。岩手県大船渡の大権現様の舞いや，
長野県上田市ののろしリレーなど全国 6か所から
も中継した。／コンテンツ開発センター，NEP
『2016年はコレ　超うまいッ！SP』

1. 3／18:05～18:49
　16年に見逃せない食材を大特集。もっちもちの
赤身が絶品の沖縄生マグロや，海外からも注目を
集めるブランド和牛，希少な国産スーパーフード
の生産現場などを取材。極上の食材を生みだす生
産者の高い技術とあくなき挑戦を続ける姿を通じ



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ

第２部　NHK｜第２章　番組解説  ｜総合：特集番組

177 NHK年鑑’16

て，世界に誇る日本の一次産業のすばらしさを紹
介。家族で楽しめるエンターテインメント番組と
した。／キャスター：天野ひろゆき，武内陶子ア
ナ／出演：鈴之助，春香クリスティーン／生活・
食料番組部
『ニッポン人のギモン』

（第 1回）11. 3／10:05～10:59
（第 2回） 3. 5／10:30～11:19

　第 1回は「日本国憲法」，第 2回は「震災 5年・
福島第一原発」／ニュースを見てもよく分からな
い…でも今さら恥ずかしくて誰にも聞けない…そ
もそも何が分からないのかすら分からない…。こ
んな気持ちを抱える視聴者のモヤモヤした疑問を
NHK解説委員がスッキリ解決するバラエティー
解説番組。『大人ドリル』のリニューアル番組。
／出演：NHK解説委員，オリエンタルラジオほ
か／コンテンツ開発センター，NEP，サラダボ
ウル
『忍たま乱太郎の宇宙大冒険　with　コズミッ
クフロントNEXT』

2.11， 3. 5／10:05～10:30
　『アニメ　忍たま乱太郎』と宇宙番組『コズミ
ック　フロント☆NEXT』が合体。NHK初の 4 K
アニメを局際的に実施。「太陽系のお友達の段」「月
うさぎがクレーターをかけるの段」の 2本を制作
した。海外販売，大型映像への展開を行う。／出
演：高山みなみ，田中真弓，一龍斎貞友ほか／科
学・環境番組部，展開戦略推進部，NEP
『認知症キャンペーン特集』

22:00～22:49ほか
　放送90年のキャンペーンとして，「認知症を自
分のこととして考える」をテーマにミニ番組やス
ポットも含め，多角的に展開した。／（4.27）「こ
れが認知症を防ぐチョイスだ！」Eテレ『チョイ
ス＠病気になったとき』とコラボした特集。認知
症予備群と呼ばれる軽度認知障害（MCI）の対策
や早期の予防法を探った。星田英利，浜島直子，
佐藤弘道，山本哲也キャスターが予防のための体
操に出演。／科学・環境番組部，コンテンツ開発
センター，NED／（7.15）「認知症介護　家族の
悩みにこたえます」認知症カフェ風のスタジオ
で，山本哲也キャスターと介護の専門家が視聴者
のメール・FAXに生回答。／文化・福祉番組部，
コンテンツ開発センター／（9.8）「アルツハイマ
ー病　進行をくい止めろ！」萩本欽一，壇蜜をゲ
ストに認知症の進行をくい止めている男性に密
着，ヒントを探った。／コンテンツ開発センター，
NED／（11.17）「認知症の私からあなたへ」51歳

で認知症になった佐藤雅彦さんの10年の記録をド
キュメンタリーと緒形直人演じるドラマで描い
た。／コンテンツ開発センター，NEP／（12.14）
「わたしが伝えたいこと　～認知症の人からのメ
ッセージ」認知症になった 8人が集まり，井ノ原
快彦，重松清，小島慶子らとともに思いをじっく
りと語り合った。／文化・福祉番組部，コンテン
ツ開発センター
『のんびりゆったり路線バスの旅スペシャル』
　「潮風の島と海へ～石川・能登半島　広島・と

びしま海道～」 8. 7
　「サンゴの海へ　リンゴの山へ～沖縄・宮古島　

青森・津軽～」 9.21
　「初冬　北の海に誘われて～北海道　新潟・佐

渡～」 12.18
　筑 紫次郎　四国三郎をゆく「九州・筑後川　四

国・吉野川」 3.28
／19:30～20:43

　旅人が路線バスを乗り継ぎ，地元の人々と触れ
合う紀行番組。バスの中や途中下車した街での一
期一会の出会い。そこから，それぞれの土地の風
土や歴史，暮らしぶりが見えてくる。15年度は年
4 本73分の特集として放送。／出演：（8.7，
12.18，3.28）青山草太，内田朝陽，野間口徹，松
田悟志，（9.21）青山草太，内田朝陽，近藤公園，
松田悟志／コンテンツ開発センター，NPN
『初笑い東西寄席2016』

1. 3／12:15～16:00
　東京のスタジオに，司会の爆笑問題および若手・
ベテランの芸人たちが勢ぞろいし，落語・漫才・
コント・手品などの熱演を生放送でお送りした。
また，東京・大阪の 4つの劇場も生中継で結んで，
寄席の「初席」の雰囲気の中，円熟のベテランか
ら勢いのある若手まで，東西織り交ぜてたっぷり
とお届けした。／司会：爆笑問題，中川家，片山
千恵子アナ／スタジオ出演者：ゆりありく，タイ
ムマシーン 3号，銀シャリ，瞬間メタル，かまい
たち，藤山新太郎，流れ星，ハマカーン，桂吉弥，
西川のりお・上方よしお，ますだおかだ，海原は
るか・かなた，立川談笑，チョコレートプラネッ
ト，桂佐ん吉，おぼん・こぼん，大木こだまひび
き，ザ・パーフェクト／リポーター：ナイツ，林
家三平，藤崎マーケット，チキチキジョニー／寄
席出演者：ぴろき，春風亭昇太，あした順子・昭
和こいる，江戸家猫八・小猫，三遊亭金馬，林家
ペー＆パー子，Wヤング，中田カウス・ボタン，
桂文珍，笑福亭仁鶴，今くるよ，二葉由紀子・羽
田たか志，なすなかにし，アメリカザリガニ，酒
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井くにお・とおる，横山たかし・ひろし／NEP，
大阪局，エンターテインメント番組部
『バナナ♪ゼロミュージック　＃02』

8.19／22:00～22:49
　音楽 0

ゼロ

年生のバナナマンが，今さら聞けない音
楽のあれこれを，アーティストとともにトークや
クイズ，VTRでひもとき「にわか音楽通」を目
指すスタジオ音楽バラエティー。ハウスバンドの
演奏とともに音楽の楽しさを届けた。／司会：バ
ナナマン，久保田祐佳アナ／出演：A.B.C-Z，西
内まりや，ヒャダイン，森山直太朗，山崎まさよ
し，乃木坂46／エンターテインメント番組部
『バナナマンの爆笑ドラゴン』

4. 4， 9. 5／22:00～22:49
　バナナマンが司会のネタバトル番組。 2組のキ
ャプテン芸人が，いま一番面白いと思う芸人をド
ラフトし，チームを編成。チーム対抗で笑いを競
い合う爆笑ネタ番組。／司会：バナナマン，伊藤
綾子／出演：（4.4）キャプテン：中川家，バイき
んぐ，（9.5）キャプテン：中川家，東京03／
NEP，エンターテインメント番組部
『花は咲く～アニメスター・バージョン』

3.12／23:40～23:45ほか
　日本のアニメーション史に残る名作のヒーロ
ー・ヒロインたちが参加した『花は咲く』の新バ
ージョンを発表。原作者，アニメ制作会社，民間
放送などの理解・協力により実現し，放送局の垣
根を越えて東北の復興にエールを送った。／参加
アニメ：『赤毛のアン』『AKIRA』『あしたのジョ
ー 2』『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな
い。』『宇宙戦艦ヤマト』『うる星やつら』『科学忍
者隊ガッチャマン』『機動戦士ガンダム』『巨人の
星』『クレヨンしんちゃん』『けいおん！』『劇場
版ポケットモンスター』『劇場版マクロスF～サ
ヨナラノツバサ～』『GHOST IN THE SHELL／
攻殻機動隊 2.0』『サスケ』『ジャングル大帝』『進
撃の巨人』『新世紀エヴァンゲリオン』『009 
RE：CYBORG』『タイムボカンシリーズ　ヤッ
ターマン』『ちびまる子ちゃん』『鉄腕アトム』『ド
ラえもん』『ドラゴンボールZ』『NARUTO-ナル
ト-疾風伝』『忍たま乱太郎』『鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST』『火の鳥』『ふし
ぎの海のナディア』『ふたりはプリキュア』『フラ
ンダースの犬』『魔法の天使　クリィミーマミ』『未
来少年コナン』『名探偵コナン』『妖怪ウォッチ』
『ラブライブ！』『ルパン三世　カリオストロの
城』『ONE PIECE』（五十音順，全38作品）／歌：
山寺宏一，水樹奈々／東日本大震災プロジェクト，

編成局，NEP
『はに丸ジャーナル』

随時　18:10～18:43，22:55～23:20
　第 1 回15.5.5／83年から89年に放送された『お
ーい！はに丸』のキャラクター・はに丸が，現代
の社会で不思議に感じることを取材し伝える情報
バラエティー番組。／第 1回「ゆるキャラブー
ム」（5.5），第 2回「やせたい願望」（5.6），第 3
回「ショッピングモール」（8.20），第 4回「意識
高い系」（8.21），第 5 回「パクリの境界線を追
え！」（2.9），第 6回「Mr.マリックの“ウソ”を
暴け！」（2.10）をテーマに伝えた。／MC：山里
亮太／声の出演：田中真弓，安西正弘／文化・福
祉番組部，NED
『ビューティフル・スロー・ライフ』

12.24／22:00～22:49
　 4 Kハイスピード撮影の印象的な映像を駆使
し，一組のカップルの30代から50代までの「 4つ
の忘れがたき瞬間」を描いた映像エンターテイン
メント。劇団の看板女優（常盤貴子）に惹

ひ

かれる，
小道具係の男（北村一輝）。ふたりの思いが通じ
合った瞬間，子どもの誕生，ちょっとしたすれち
がい，死を前にした妻への“最期の贈り物”。象
徴的なできごとの瞬間，映像も，背景のフルオー
ケストラの演奏もスローになり，誰の人生にも起
きる平凡な出来事が美しい記憶として描かれる。
／脚本・監督：源孝志／作曲：中島ノブユキ／出
演：常盤貴子，北村一輝／NED，文化・福祉番
組部
『ファーブルもびっくり！　ぞくぞく発見！夢の
ムシ技術』 1. 6／20:00～20:43

　蚊の針，カイコの糸，トンボの羽…，最新鋭の
スーパーカメラが捉えた驚くべき虫たちのメカニ
ズム。そこから生まれた人類の未来を変える最新
テクノロジーの数々を紹介した。／コンテンツ開
発センター，NEP
『ブラタモリ　スペシャル「東京駅」』

7.20／19:30～20:43
　海の日の特集番組。東京駅の下には総延長18キ
ロにおよぶ巨大な地下空間が広がり続けている。
世界でも類を見ない巨大地下ネットワークには，
江戸時代から現代にいたる歴史の痕跡が刻まれて
いる。そんな東京駅の地下に広がる巨大空間の秘
密を，タモリさんならではの視点で徹底的に解き
明かした。取材の途中で見つかった「50年前の幻
の地下自動車道」は，ニュースでも話題となった。
／出演：タモリ，桑子真帆アナ／ナレーション：
草彅剛／制作局（企画・開発）
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『ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯　真田丸スペシ
ャル』

1. 2／19:30～20:43
　年始の特集番組。『大河ドラマ』「真田丸」ゆか
りの地で，『ブラタモリ』と『鶴瓶の家族に乾杯』，
2つの番組がコラボした。タモリさんと笑福亭鶴
瓶さん 2人が旅をするのは，真田家の本拠地であ
る長野県上田市。旅には，『大河ドラマ』「真田丸」
で主人公・真田信繁（幸村）を演じる堺雅人さん
が同行した。同じ日，同じ時間に，上田市で，タ
モリさんは，ブラタモリ流に町の歴史・地形にこ
だわった旅をし，鶴瓶さんは，家族に乾杯流に土
地柄・人柄にこだわった旅をした。それぞれの旅
を通して，『大河ドラマ』「真田丸」ゆかりの場所・
上田を浮き彫りにした。／出演：タモリ，笑福亭
鶴瓶，堺雅人，小野文惠・桑子真帆アナ／ナレー
ション：久米明，草彅剛／制作局（企画・開発），
エンターテインメント番組部
『ブラック・ユニバース～宇宙に抱かれる特別な
夜～』

3.29／22:55～23:20
　南米・チリの天文台が捉えた銀河系中心のブラ
ックホール，カナリア諸島の望遠鏡が観測するダ
ークマター，インドネシア上空で観測された皆既
日食。地球の躍動感を感じられる大絶景を 4 Kタ
イムラプス映像や全天球型カメラで特撮。宇宙の
謎を高精細映像でひもといていく。／出演：津田
健次郎，皆口裕子／科学・環境番組部，NEP
『フルタ家の不思議なテレビ』

（第 1・ 2夜）8.13～14／22:55～23:20
　過去から今に至る「お宝映像」を自由に見られ
る不思議なテレビ。そんな夢のテレビを手に入れ
た家族が繰り広げるホームコメディー。15年度は
夏休み時期とクリスマス時期の 2シリーズを放送
した。夏のシリーズは 8月放送。第 1夜はMr.マ
リックをゲストに迎え，昭和40年代の超能力ブー
ムの映像などを紹介。第 2夜はスポーツの面白映
像を中心に「昭和40年代のローラーゲーム」など
を紹介した。懐かしい映像を基に，世代を越えて
会話が弾み，なぜかいつも珍騒動が巻き起こる。
／出演：古田新太，伊東四朗，堀内敬子，宮崎香
蓮，澤部佑（ハライチ），Mr.マリックほか／コ
ンテンツ開発センター，NEP

（第 1・ 2夜）12.24～25／22:55～23:20
　冬のシリーズは12月放送。第 1・ 2夜ともにク
リスマスの面白映像を見ながら，フルタ一家によ
るコメディーを届けた。ほかに，第 1夜ではゲス
トの山下真司とともにラグビーにちなんだ学園ド

ラマの映像を紹介。第 2夜では芥川賞作家・又吉
直樹が本人役で登場。「芥川龍之介の木登り」な
ど文豪たちの映像を見ながら，笑いを交え自作を
語った。／出演：古田新太，伊東四朗，堀内敬子，
宮崎香蓮，澤部佑（ハライチ），山下真司，又吉
直樹・綾部祐二（ピース）ほか／コンテンツ開発
センター，NEP
『プレシャスブルー　～美しきハンター　シャチ
との交流～』

12.28／19:30～20:43
　海の王者シャチの群れの中に日本人の女性フリ
ーダイバーが飛び込んだ。シャチの興味をひき，
目と目で見つめ合う心の交流をした。 1か月に及
ぶ前代未聞の挑戦を追った。／コンテンツ開発セ
ンター，NEP，千代田ラフト
『平成27年度　NHK新人お笑い大賞』

10.25／16:00～17:18
　東京・大阪の予選会を勝ち抜いた，結成10年未
満のコンビ 8組が大賞を競った。堺市立美原文化
会館から生放送。／出演：スーパーニュウニュウ，
ロビンソンズ，アキナ，アインシュタイン，ザン
ゼンジ，チョコレートプラネット（※大賞受賞），
和牛，インディアンス／審査員：西川きよし，渡
辺正行，久本雅美，モロ師岡，篠原ともえ，大池
晶，NHK大阪放送局制作部長・山元浩昭／司会：
フットボールアワー，片山千恵子アナ／大阪局，
NEP，エンターテインメント番組部
『平成27年度　NHK新人落語大賞』

10.31／15:05～16:18
　東京・大阪の予選を勝ち抜いた，入門15年未満
の「二ツ目」の東西の精鋭 5人が，10月26日に堺
市立美原文化会館で大賞を競った。／出演：笑福
亭べ瓶，桂佐ん吉（※大賞受賞），瀧川鯉八，柳
亭小痴楽，春風亭昇々／審査員：桂文珍，柳家権
太楼，恩田雅和，松倉久幸，片岡鶴太郎，やまだ
りよこ，NHK大阪放送局制作部長・山元浩昭／
司会：林家たい平，田代杏子アナ／大阪局，
NEP，エンターテインメント番組部
『平成27年　長崎平和祈念式典』

8. 9／10:30～11:48
　原爆犠牲者の追悼とともに，核兵器廃絶と戦争
のない世界の実現を訴えてきた「長崎平和祈念式
典」。被爆者の平均年齢が80歳を超え，被爆体験
の継承が難しくなろうとしている中，日本の安全
保障をめぐる状況は大きな転換点を迎えている。
原爆投下から70年目の節目を迎えた「長崎原爆の
日」を平和公園を含む市内 4か所から中継で伝え
るとともに，被爆地・長崎が掲げてきた「平和」
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への思いをあらためて世界に強く発信した。／長
崎局
『平成27年　広島平和記念式典』

8. 6／ 8:00～ 8:39
　被爆から70年になる 8月 6日。広島平和公園に
は亡くなった被爆者を悼む人々が集まり，平和へ
の祈りと核廃絶の願いで包まれた。原爆が投下さ
れた 8時15分，黙とうがささげられた。国の安全
保障政策が大きな転換点を迎える今，改めて平和
の尊さを見つめようとする広島。被爆者の平均年
齢が80歳を超え，語り継ぐ人が少なくなる中，一
人ひとりの市民が手を取り合い核廃絶への思いを
新たにする式典の様子を中継で伝えた。中国ブロ
ック向けには 8時55分まで放送。／広島局
『放送記念日特集　第一部「激動の時代を越えて
～戦前から戦後へ　放送の歩み～」』

3.22／22:00～22:45
　ラジオから初めての放送が流れて91年。放送の
範囲は国境を越え，媒体はテレビからスマホへ，
複雑化・多様化の一途をたどっている。激動の時
代を経て，放送がどのような役割を果たし，どう
進化を遂げてきたのか，新資料や貴重な音源から
ひもといた。戦前，娯楽を中心に家庭に広まった
ラジオ放送は，戦争を皮切りにその姿を大きく変
えていった。戦後，放送のあり方をめぐって政府
とGHQの間で水面下の攻防があったことも明ら
かになった。放送の知られざる歴史を，関係者の
証言とともに伝えた。／語り：広瀬修子／大型企
画開発センター，首都圏放送センター，千葉局，
報道局社会部
『放送記念日特集　第二部「放送と通信の垣根を
越えて」』

3.22／22:45～23:15
　アメリカでネットから放送界へと進出した新た
な放送局が話題となる中，既存の大手ネットワー
クも逆にウェブを組み合わせ，視聴者の取り込み
に向けて新機軸を打ち出している。この他，スイ
スのスマートフォンを駆使した放送局など，放送
と通信の境目が消失し，新たな表現の大競争時代
が生まれている世界の現状をリポート。／語り：
中山庸介／コンテンツ開発センター，NED
『放送90年大河ファンタジー　精霊の守り人』

3.19，26／21:00～22:00ほか
　発行部数450万部を超えるベストセラーで世界
10か国語に翻訳されている上橋菜穂子原作の『精
霊の守り人』を 4 K実写化した。精霊の卵を宿し，
父親の帝と魔界の化け物から命を狙われる王子チ
ャグムと女用心棒バルサの冒険の旅を描く。（全

22話のうちシーズン 1は全 4回。15年度は（1）「女
用心棒バルサ」と（2）「王子に宿りしもの」を放
送）／原作：上橋菜穂子／脚本：大森寿美男／音
楽：佐藤直紀／出演：綾瀬はるか，小林颯，東出
昌大，木村文乃，林遣都，吹越満，神尾佑，松田
悟志，中村獅童，吉川晃司，高島礼子，平幹二朗，
藤原竜也ほか／編成ドラマ部，NEP
『放送90年ドラマ　経世済民の男「高橋是清」』
 （前編） 8.22，（後編） 8.29／21:00～21:58
　日本経済の礎を築いた男たちを描く「経世済民
の男」第 1弾。明治から昭和にかけ，日銀総裁を
経て大蔵大臣を何代も歴任した高橋是清。失敗続
きの青年時代と，日露戦争の戦費を調達した日銀
副総裁時代を中心に，その波乱万丈の生涯を描い
た。／作：ジェームス三木／音楽：佐藤直紀／出
演：オダギリジョー，谷原章介，ミムラ，風間ト
オル，大友康平，笹野高史，壇蜜，風間俊介，松
岡茉優，武田鉄矢，草笛光子，舘ひろし，ほか／
ドラマ番組部
『放送90年ドラマ　経世済民の男「小林一三」』
 （前編） 9. 5，（後編） 9.12／21:00～21:58
　放送90年を記念して，近代日本を作り上げた経
済人を描くシリーズの第 2弾。阪急電鉄，阪急百
貨店や宝塚歌劇団をユニークな手法で創設し，現
在にも通じるビジネスモデルを作り上げた小林
一三の生涯をドラマ化。小説家志望で落ちこぼれ
銀行員だった小林が，ビジネスと人生の師に出会
って事業の面白さに目覚め，独創的な手段で弱小
電鉄を大企業へと成長させる。最後まで夢見るこ
とを大切にした男の波乱万丈の生涯を前後編で描
く。／作：森下佳子／音楽：金子隆博／出演：阿
部サダヲ，瀧本美織，草刈正雄，矢島健一，奥田
瑛二ほか／大阪局
『放送90年ドラマ　経世済民の男「鬼と呼ばれ
た男～松永安左ェ門～」』

9.19／21:00～22:00
　松永安左ェ門は戦前に「電力王」，戦後に「電
力の鬼」と呼ばれた。福沢諭吉の門下として，独
立自尊と民の精神を受け継ぎ，鬼のような執念で
電力の分割民営化を進め，戦後の復興と高度経済
成長を支えた。70歳を過ぎてからも不屈の精神で
電力事業に命をかけた松永の姿を通し，現代高齢
化社会に生きる人々に晩節の在り方を問う。／作：
池端俊作／音楽：清水靖晃／出演：吉田鋼太郎，
伊藤蘭，萩原聖人，うじきつよし，伊東四朗，利
重剛，大竹まこと，宝田明，高嶋政伸，串田和美，
國村隼ほか／名古屋局
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『僕らのサンダーバード』
11.23／22:55～23:20

再 1. 5／ 0:30～ 0:55
　50年ぶりにCGアニメーションとしてよみがえ
った「サンダーバード」の魅力を，我こそは“真
のサンダーバード・ファン”を自任する各界の著
名人が熱く語り合ったスペシャル。／出演：河森
正治，山田五郎，細川茂樹，足立梨花，毛利衛，
松野文俊，クリス松村／展開戦略推進部，NEP
『松尾スズキアワー「恋はアナタのおそば」』　
（前・後編）

3.30～31／22:55～23:20
　劇団・大人計画を主宰する松尾スズキが脚本と
演出を担当する歌と芝居のコメディーショー。舞
台はNHK前にある架空のそば屋。ひょんなこと
から若くしてそば屋を継ぐことになった主人公の
OL・サチコが，彼女を取り巻く個性的な俳優た
ちが引き起こす騒動に巻き込まれながら七転び八
起きする。／出演：多部未華子，大竹しのぶ，松
尾スズキ，三宅弘城，池津祥子，皆川猿時，村杉
蝉之介，平岩紙，栗原類ほか／コンテンツ開発セ
ンター，NEP
『松坂慶子　萩　都美姫の面影を訪ねて』

7.20／22:55～23:20
　幕末，江戸幕府だけでなく欧米列強にまで戦い
を挑んだ長州藩。藩存亡の危機に藩の女性たちを
まとめる役割を果たしたのが藩主・毛利敬親の正
室である都美姫だった。『大河ドラマ』「花燃ゆ」
で都美姫を演じる松坂慶子が山口県萩市などゆか
りの地を訪ね，謎多き都美姫の素顔に思いをはせ
た。／出演：松坂慶子／青少年・教育番組部，
NED
『耳をすませば』

12.29～30／ 7:20～ 7:45
12.31／ 6:30～ 6:54

　15年に亡くなった著名人のインタビューや映像
を再構成し，彼らが残していったメッセージを伝
える年末特集番組。 3回のシリーズで計 6人を取
り上げた。第 1回「熊倉一雄・岸朝子」，第 2回「加
藤武・三代目　桂米朝」，第 3回「鶴見俊輔・愛
川欽也」。／語り：加賀美幸子／知財センター
『未来への手紙2016～あれから5年たちました～』

3. 5／15:05～15:59
　2011年の秋。被災地の子どもたちが自らカメラ
を回し，亡き友人や家族，未来の自分に向けつづ
ったビデオレター。番組は大きな反響を呼び，そ
の半年後， 2年半後とたくましく成長する子ども
たちを記録してきた。2016年，彼らにも大きな変

化が訪れている。被災による環境の変化，受験，
思春期の悩み等，新たな葛藤を抱える。震災から
5年，子どもたちは未来にむかってどう生きてい
こうとしているのか，再び訪ねた。／語り：吹石
一恵／東日本大震災プロジェクト， NEP，全日本
テレビ番組製作者連盟
『ミラノ　食の万博 “おいしい地球” の英知』

7.20／ 8:15～ 9:00， 9:05～ 9:28
　世界各国が創意工夫を凝らした“食のるつぼ”
ミラノ万博を，イタリア在住の漫画家・ヤマザキ
マリと俳優の細川茂樹が訪ねる。個性あふれる食
材や料理が並ぶ各国のパビリオンでは，すご腕シ
ェフのこだわりの料理から，気取らない庶民の味
まで，食べ歩きを満喫できる。また，「人と食の
歴史」を疑似体験したり，「未来のスーパー」「驚
きの未来食」などの展示を巡ったりして，人類と
食の未来を考える。／出演：ヤマザキマリ，細川
茂樹／コンテンツ開発センター，NEP
『モンゴル　アルタイ山脈　桐谷健太が目撃！　
幻のユキヒョウ』

8.25／19:30～20:43
　標高3,000メートル級の高山にすむユキヒョウ
は，姿を見ることさえ難しい“幻の動物”。その
知られざる姿に俳優の桐谷健太がモンゴルのアル
タイ山脈で挑んだ。現地の研究者，遊牧民ととも
に，捜索を続け，ユキヒョウの素顔に迫った。／
語り：久保田祐佳アナ，桐谷健太／科学・環境番
組部，NEP
『ゆく年くる年』

12.31／23:45～ 0:15
　全国各地の年越しの風景を，新たな年への祈り
とともに生中継でリレーする『ゆく年くる年』。
15年は「笑顔のあすへ　希望の灯（ともしび）」
をテーマに放送した。キーステーションは三重県
伊勢市の伊勢神宮。16年のサミットが開催される
伊勢志摩地域ゆかりの古社を選んだ。関東・東北
豪雨で被災した茨城県常総市，原発事故のあと出
されていた避難指示が解除された福島県楢葉町，
特産の有田焼が開

かい

窯
よう

400年の節目を迎える佐賀県
有田町，北海道新幹線の開業を迎える北海道北斗
市，オリンピック開催を控えたリオデジャネイロ
のオリンピックパークなど，15年と16年を象徴す
る国内10か所，海外 1か所を結び，ゆったりとし
た映像と5.1サラウンドの臨場感あふれる音声で
伝えた。／キャスター：阿部渉・和久田麻由子ア
ナ／おはよう日本部
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『夢の紅白2015』
12.29／19:30～20:43

　膨大な“紅白過去映像”をフル活用し，ヒット
曲・名曲の数々を一挙紹介。多彩な“紅白大好き”
プレゼンターたちが，独自のユニークな視点で紅
白の楽しみ方を披露するとともに，紅白に対する
熱い思いを語り合った。／司会：藤井隆，青井実
アナ／出演：清水ミチコ，ミッツ・マングローブ，
水谷千重子，マキタスポーツ，チャンカワイ／紅
組代表：峯岸みなみ・向井地美音（AKB48），白
組代表：山内惠介／ゲスト：綾瀬はるか，井ノ原
快彦（V 6）／エンターテインメント番組部，NEP
『よみがえりマイスター　スペシャル』

5. 8／19:30～20:43
『よみがえりマイスター』

8.12／19:30～20:43
3.15／22:00～22:48

　日本が誇る修理・再生の達人たち，通称「よみ
がえりマイスター」が依頼人の思いにこたえ，壊
れてしまった大切なものの修復に奮闘する復活ド
キュメントバラエティー。BSPで半年間の定時番
組を経て，15年度から特集として放送。／司会：
タカアンドトシ，首藤奈知子アナ／コンテンツ開
発センター，NEP，よしもとクリエイティブ・
エージェンシー
『連続テレビ小説「あさが来た」総集編（前編）』

1. 2／16:00～17:54
　幕末の京都に生まれたヒロイン・あさは相撲が
好きなおてんば娘。しとやかな姉のはつとは好対
照。あさは，大阪有数の両替屋に嫁ぐ。夫の新次
郎は，のんきなボンボン。夫の協力を得て仕事を
始めたあさは，幕末の動乱で事業が傾きかけると，
五代友厚など多くの人から経営を学び炭鉱経営に
乗り出す。そして九州を訪れたあさは，炭坑夫た
ちをまとめあげ炭鉱事業を成功へと導く。一方，
姉のはつの嫁ぎ先は潰れてしまう。しかし夫と力
を合わせ和歌山でみかん農家として再出発を果た
す。あさはその後，銀行づくりに向かって奮闘し
ていく。「あさが来た」の前半の見どころが詰ま
った総集編。／原案：古川智映子／脚本：大森美
香／音楽：林ゆうき／語り：一柳亜矢子アナ／主
題歌：AKB48「365日の紙飛行機」／出演：波瑠，
玉木宏，寺島しのぶ，升毅，柄本佑，ディーン・
フジオカ，三宅弘城，山内圭哉，友近，桐山照史，
野々すみ花，清原果耶，富田靖子，長塚圭史，梶
原善，林与一，萬田久子，辰巳琢郎，風吹ジュン，
近藤正臣，宮﨑あおい，ほか／大阪局

『連続テレビ小説「マッサン」総集編　後編』
5. 6／ 8:15～ 9:43

　14年度後期『連続テレビ小説』「マッサン」の
後半総集編。本場スコットランドに負けない理想
の国産ウイスキーづくりを夢見るマッサンと妻・
エリーは，鴨居商店を辞め，ついに北海道・余市
へと渡る。さまざまな試練を乗り越えウイスキー
づくりを始めたマッサンたちはやがて戦争の波に
巻き込まれていく。そんな夫婦の冒険物語を娘の
エマが執筆する小説を通して描く。／作：羽原大
介／音楽：富貴晴美／主題歌：中島みゆき「麦の
唄」／出演：玉山鉄二，シャーロット・ケイト・
フォックス，八嶋智人，濱田マリ，小池栄子，木
南晴夏，浅香航大，優希美青，堀井新太，酒井若
菜，温水洋一，螢雪次朗，オール阪神，池田成志，
北大路欣也，天海祐希，風間杜夫，泉ピン子，堤
真一ほか／大阪局
『連続テレビ小説「まれ」総集編』

（前編） 6.13／16:30～17:58
（後編）10.12／ 9:50～11:19

　破産寸前になり，能登の漁村に移ってきた小学
生の希

まれ

たち一家。塩田を営む夫婦の家に間借りす
るが，父・徹は一旗揚げようとして失敗。希は父
の影響で，すっかり夢嫌いで「地道でコツコツ」
好きな少女になっていた。 7年後，18歳の希はバ
イトの日々。夏には同級生とともに輪島大祭でキ
リコを担ぐ。そして春，輪島市役所に就職した希
は，移住者サポートの仕事に就く。自己本位の移
住者に振り回される希だったが，夢追う彼らをサ
ポートするうちに「パティシエ」という自分の夢
への思いを取り戻す。希は反対を押し切り横浜の
フランス菓子店に弟子入り。フランス帰りの頑固
なパティシエが作るケーキは，思い出のケーキと
同じ味だった。パティシエ修業のさまざまなトラ
ブルやコンクールへの挑戦，恋愛のごたごた，結
婚と仕事の両立…。希はさまざまな試練を乗り越
えつつ，いつしか心の故郷になっていた能登に再
び帰る決心をする。／作：篠﨑絵里子／音楽：澤
野弘之／語り：戸田恵子／出演：土屋太鳳，大泉
洋，常盤貴子，鈴木砂羽，篠井英介，塚地武雅，
ふせえり，ガッツ石松，中川翔子，板尾創路，山
﨑賢人，葉山奨之，清水富美加，門脇麦，高畑裕
太，渡辺大知，柳楽優弥，中村ゆりか，鈴木拓，
中村敦夫，りょう，小日向文世，田中泯，田中裕
子／ドラマ番組部
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Eテレ

Eテレ：定時番組
『ETV特集』

土　23:00～ 0:00
再土　 0:00～ 1:00

　第 1 回04.4.10／放送開始以来，『ETV特集』は
現代のさまざまな事象を文化的・歴史的な視点か
ら切り取り，読み解いてきた。15年度は戦後70年
と東日本大震災 5年目にあたり，戦争や震災の傷
痕に独自の視点で切り込む番組を放送した。戦争
の傷痕を描いた番組としては，戦後補償の知られ
ざる歴史を描いた「“書きかえられた”沖縄戦～
国家と戦死者・知られざる記録～」，シベリア抑
留者の帰国を知らせる手紙を追った「沈黙を破る
手紙～戦後70年目のシベリア抑留～」，ナチスド
イツの障害者虐殺の真相を今の自分たちの問題と
して考えた「それはホロコーストの“リハーサ
ル”だった～障害者虐殺70年目の真実～」を放
送。記憶の継承をテーマとした番組としては，「原
爆にさわる　被爆をつなぐ～長崎　戦後70年を生
きる被爆二世～」「“医師の罪”を背負いて～九大
生体解剖事件～」「むのたけじ　100歳の不屈　伝
説のジャーナリスト　次世代への遺言」「名前を
失くした父～人間爆弾“桜花”発案者の素顔～」
「忘れられた人々の肖像～画家・諏訪敦　“満州
難民”を描く～」など，さまざまな角度から重い
テーマを掘り下げた。さらに，東日本大震災の被
災地にカメラを据えた番組としては，福島で除染
に取り組む専門家たちの「終わりなき戦い～ある
福島支援プロジェクトの記録～」，住民たちの「帰
還への遠い道～福島・楢葉町　一年の記録～」，
被災直後からの記録「更地と風とカレーライス～
宮城県名取市閖上～」，原発避難者たちが暮らす
「下

しも

神
か

白
じろ

団地の人々」，若いディレクターの視点
から描いた「ホームタウン～福島県南相馬市小高
区で会った人々～」など，多彩な内容の番組を放
送した。／文化・福祉番組部ほか
　「“グローバル人材” を育成せよ～京都大学・
改革への挑戦～」

4. 4／23:00～ 0:00
再 4.11／ 0:00～ 1:00

　京都大学が 2年前に創設したグローバルリーダ
ー育成のための大学院「総合生存学館」（通称「思
修館」）。医学・経済学・人文学など 8つの分野を
学び，福祉施設での研修や発展途上国でのボラン

ティア活動も行う。しかし，そもそもグローバル
リーダーとは何か，専門性と総合性をどう両立さ
せるのかなど，未知の課題が山積している。学生
と教員に密着，その模索の過程を追った。／語り：
浅野和之／NED，ネツゲン，文化・福祉番組部
　「中国でよみがえる雪舟」

4.11／23:00～ 0:00
再 4.18／ 0:00～ 1:00

　いま中国の美術界では，日本の水墨画家・雪舟
の評価が高まっている。背景にあるのは急速に高
まりを見せる「南宋ブーム」「水墨画ブーム」だ。
12世紀から13世紀に栄えた南宋時代は中国文化が
頂点を極めた時代ともいわれ，世界有数の規模と
なった中国の美術オークションでは，南宋の水墨
画に数億円の値がつく。中国で水墨画を学んだ雪
舟の絵にはその神髄が刻まれているというのだ。
雪舟ブームを通して日中の新たな文化交流の可能
性を探る。／語り：小野卓司／NED，エフボッ
クス，文化・福祉番組部
　「終わりなき戦い～ある福島支援プロジェクト

の記録～」
 4.18／23:00～ 0:00

再 4.25／ 0:00～ 1:00
　放射線防護学者の安斎育郎さん（75歳）をリー
ダーとする「福島プロジェクト」の面々は，GPS
と連動させた放射線測定器を手に，原発事故後の
福島に通い詰めている。子どもたちのために被ば
くのおそれの少ない散歩道を選定したり，ホット
スポットを見つけてはメンバーが自ら「除染」に
汗を流したり，専門家ならではのボランティア活
動を続けている。住民に寄り添う専門家たちの試
行錯誤を記録した。／語り：三宅民夫アナ／文化・
福祉番組部
　「小さき命のバトン」

4.25／23:00～ 0:00
再 5. 2， 6.20／ 0:00～ 1:00

再 6.13／23:00～ 0:00
　熊本市の慈恵病院は，日本で唯一の“赤ちゃん
ポスト”「こうのとりのゆりかご」を運営してい
る。赤ちゃんの“小さき命”を守るため，病院が
ゆりかごの開設と同時に始めたのが，妊娠中の女
性たちのSOSを24時間無料で受け付ける電話相談
だ。更に母親がどうしても育てることができない
赤ちゃんを新しい家庭に託す「赤ちゃん縁組」も
始めた。赤ちゃんに幸せになってもらおうと奮闘
する家族や病院のスタッフたちの姿を記録した。
／語り：薬師丸ひろ子／文化・福祉番組部
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　「生きると決める　何度でも～京都・大人たち
の想い出草ノート～」

5. 2／23:00～ 0:00
再 5. 9／ 0:00～ 1:00

　京都，嵐山の人里離れた山のふもとにある直
じき

指
し

庵
あん

には「想い出草ノート」と名付けられたごく普
通のA4ノートが置かれている。人々は，親の介
護や恋愛の悩み，愛する家族を失った悲しみなど
をノートにつづり，自分と向き合う時間を過ごし
てまた，再び日常へと帰っていく。春夏秋冬，移
ろいゆく四季の中，ノートに向き合う人々の姿を
一年間にわたって記録した。生きることの意味を
見つめ直し，葛藤する大人たちの叙情詩。／語り：
小泉今日子／京都局，文化・福祉番組部
　「孔子がくれた夢～中国・格差に挑む山里の記
録～」 5.16／23:00～ 0:00

再 5.23／ 0:00～ 1:00
　中国では今，孔子が唱えた「儒教」が急速に復
活，子ども向けの「論語」塾が続々と誕生し「儒
教」教育が一大ブームとなっている。中国南西部・
貴州省の山村では， 5年前からNGOが貧困脱出
を目指して子どもたちに「論語」を教え始めた。
しかし責任者の石

せき

卿
きょう

傑
けつ

さん（30歳）は大きな壁に
ぶつかっている。都会と田舎の格差が拡大し，子
どもたちが将来に夢を抱くことができないのだ。
貧困からはい上がろうと奮闘する青年と子どもた
ちの 5年間をカメラが追った。／文化・福祉番組
部
　「ヴィニュロンの妻　日本人マダムと名門ドメ
ーヌ　再起の闘い」

5.23／23:00～ 0:00
再 5.30／ 0:00～ 1:00

　世界的なワインの銘醸地・フランスのブルゴー
ニュ地方に，ここ十数年うなぎ登りに評価を高め
ている名門ドメーヌ（醸造所を備えたぶどう生産
農家）がある。13年，ドメーヌは半世紀に一度の
不作と交通事故による当主の死という最悪の事態
に遭遇した。窮地を救ったのが，夫の代わりに畑
に出て陣頭指揮を執った日本人マダムのビーズ千
砂さんだ。逆境を乗り越えようと奮闘する千秋さ
んの一年間の心の軌跡を，ブルゴーニュの四季の
情景とともに描く。／語り：宮沢りえ／NEP，
オッティモ，文化・福祉番組部
　「墨に導かれ　墨に惑わされ～美術家・篠田桃
紅　102歳～」  5.30／23:00～ 0:00

再 6. 6，10.24／ 0:00～ 1:00
再10.17／23:00～ 0:00

　「水墨の抽象画」というジャンルを確立し世界

的に高い評価を得てきた美術家・篠田桃紅さん，
102歳。その作風には自由を求めて生きてきた彼
女の人生が大きく関わっている。「必ず結婚せよ」
と言う父にあらがい家を出た20代。単身渡米し自
由の空気に刺激された40代。そして今，時雨がぬ
らす木の色，木の葉を縫う風の音など，自然に触
れて芽生えた「心の兆し」を形にしながら，墨で
自分を鍛えているのだと言う。墨に導かれ，時に
惑わされながら生きる篠田さんの日々。／語り：
奥貫薫／福岡局，文化・福祉番組部
　「洒落（しゃれ）が生命（いのち）～桂米朝
“上方落語” 復活の軌跡～」

6.20／23:00～ 0:00
再 6.27／ 0:00～ 1:00

　15年 3 月に89歳で他界した落語家で人間国宝の
桂米朝。彼は戦後絶滅の危機に陥っていた上方落
語を復活した立て役者でもあった。米朝の遺品か
らは，引退した落語家や古い芸人を訪ね回って聞
き取りしたノートや膨大な古文献など，上方落語
復興の軌跡を物語る新資料が次々と発見されてい
る。弟子たちの個性や長所を見抜き，個性豊かに
育てた米朝。往年の高座を交えながら「上方落語
の至宝」桂米朝の神髄に迫る。／語り：近藤正臣
／大阪局，文化・福祉番組部
　「不器用な　ぼくらの教室～東大・異才発掘プ
ロジェクト～」

6.27／23:00～ 0:00
再 7. 4，10. 3／ 0:00～ 1:00

再 9.26／23:00～ 0:00
　東京大学先端科学技術研究センターで14年12月
に始まった「異才発掘プロジェクト“ROCKET”」。
学校以外の新しい学びの場の可能性を模索するユ
ニークなプロジェクトだ。集団に適応できず不登
校になった子どもたちが，「イカを解剖してイカ
スミパエリアを独力で作る」など，学校では体験
できないワークショップに参加。「君はそのまま
でいい」というメッセージを受け止め，秘められ
た“能力”を発揮していく。／語り：坂本慶介／
文化・福祉番組部
　「二十の顔を持つ男～没後50年・知られざる
江戸川乱歩～」

8. 1／23:00～ 0:00
再 8. 8／ 0:00～ 1:00

　日本ミステリー界の巨人・江戸川乱歩（1894-
1965）。近年，資料の発掘や研究が進み，知られ
ざる乱歩の姿が浮かび上がってきた。急速な近代
化が進む名古屋で過ごした少年時代。自ら撮影し
たフィルムに刻まれた心の陰影。乱歩にあこがれ
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ミステリー作家を志した綾辻行人さん，芥川賞や
大江健三郎賞などを受賞した作家の中村文則さん
が，乱歩の苦悩の生涯を見つめ作品世界を読み解
いていく。／出演：綾辻行人，中村文則／語り：
リリー・フランキー／朗読：福島泰樹／名古屋局，
文化・福祉番組部
　「“書きかえられた” 沖縄戦～国家と戦死者・
知られざる記録～」

8.15／23:00～ 0:00
再 8.22／ 0:00～ 1:00

　県民の 4人に 1人が犠牲となった沖縄戦。国は
戦後「戦傷病者戦没者遺族等援護法」を適用し遺
族を支援してきた。民間人も，軍人・軍属に準ず
る「戦闘参加者」として，およそ 5万6,000人が
援護の対象となった。しかしNHKが入手した国
の内部資料では，壕

ごう

を強制的に追い出されたのに，
「壕を提供」して亡くなったと記されるなど，「死
の理由」の多くが“書きかえ”られていた。なぜ，
このようなことが起きたのか。それは今に何を突
きつけているのか。膨大な資料と関係者の証言か
ら，知られざる戦後補償の歴史に迫る。／語り：
伊東敏恵アナ／大型企画開発センター，文化・福
祉番組部
　「よみがえる超絶技巧　輪島塗・貝桶プロジェ
クトの2年」

8.22／23:00～ 0:00
再 8.29／ 0:00～ 1:00

　硯
すずり

から香箱，絵皿まで，日本漆
しつ

芸
げい

界の頂点に立
つ“超絶技巧”が海外で高い評価を得ている漆芸
家の北村辰夫さん（63歳）。失われてしまった江
戸時代の技をよみがえらせるため，江戸の職人世
界を思わせる独自の工房システムを作り，毛利家
ゆかりの漆芸品“貝

かい

桶
おけ

”の再現に挑戦した。下地，
塗り，蒔

まき

絵
え

，沈金，50人の職人たちを「棟
とう

梁
りょう

」と
して率い，高度な技術を駆使した作品を生み出す
過程をドキュメントした。／語り：渡辺篤史／
NED，文化・福祉番組部
　「沈黙を破る手紙～戦後70年目のシベリア抑
留～」

9. 5／23:00～ 0:00
再 9.12／ 0:00～ 1:00

　京都府の舞鶴市で，「シベリア抑留」の知られ
ざる断面を物語る資料が見つかった。抑留者の安
否と帰国の予定を日本で待つ家族に伝えた700通
の“希望の手紙”。それは誰が書き，どうやって
届けられたのか？　ソ連のプロパガンダを流して
いた国営ラジオ放送，そこで帰国者の名簿を読み
上げていた元新聞記者，それを短波ラジオで聞い

ていた大阪の青年…。手紙を受け取った家族や帰
国した元抑留者を訪ねると，戦後も国家と戦争に
翻弄され続けた人々の苦難が浮かび上がってき
た。／語り：石澤典夫アナ／京都局，文化・福祉
番組部
　「原爆にさわる　被爆をつなぐ～長崎　戦後

70年を生きる被爆二世～」
9.12／23:00～ 0:00

再 9.19／ 0:00～ 1:00
　長崎に原爆が落とされてから70年。被爆二世の
中には，差別や放射線の遺伝的影響への不安など
から，親の被爆体験を聞いたことがない，二世だ
と口に出したことがない，という人も少なくない。
そうした中「被爆二世の会」の二世たちは，被爆
者の谷口稜曄さんを訪ね，背中一面に残るケロイ
ドに自らの手で触れた。伝わってきたのは，壮絶
な被害の実感と，消えることがない苦しみ…。語
り部を受け継ごうと決めた女性，何も語らずに亡
くなった父と向き合おうとする男性など，動き始
めた二世の思いを伝える。／語り：斉藤とも子／
福岡局，文化・福祉番組部
　「帰還への遠い道～福島・楢葉町　一年の記録～」

9.19／23:00～ 0:00
再 9.26／ 0:00～ 1:00

　原発事故から 4年半，福島県楢葉町に対する避
難指示が解除され（ 9月 5 日），住民の帰還が始
まった。『ETV特集』は一年前から楢葉町を継続
取材，帰還をめぐって期待と不安が入り交じる住
民たちの姿を記録してきた。避難指示が解除され
たら真っ先に町に帰りたいという寺の住職，楢葉
に戻って営業を再開すべきか悩む商店主，避難生
活のあいだに留守宅を野生動物に荒らされてしま
った元会社員… 4年半もの空白を埋めて帰還を決
めるにはさまざまな重い課題が残されていた。／
語り：濱中博久／文化・福祉番組部
　「更地と風とカレーライス～宮城県名取市閖上～」

10. 3／23:00～ 0:00
再 10.10／ 0:00～ 1:00

　東日本大震災で800人近くが犠牲になった宮城
県名取市閖

ゆり

上
あげ

地区。津波で流され更地になった一
角に，明るい笑い声の聞こえる場所がある。通称
「お茶飲み場」。避難生活を続ける人たちが吹き
さらしのテントで風にあたり，カレーライスを食
べながら世間話をする。14年10月，待ち望んでい
た復興工事がスタートしたが，「お茶飲み場」の
人々は，わずかに残された町の記憶が消えてしま
うのではないかと複雑な思いで見つめる。NHK
が津波到達の直後から記録を続けてきた閖上の 5
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年目の記録。／語り：松岡洋子／仙台局，文化・
福祉番組部
　「むのたけじ　100歳の不屈　伝説のジャー
ナリスト　次世代への遺言」

10.10／23:00～ 0:00
再10.17／ 0:00～ 1:00

　15年に100歳を迎えたジャーナリスト・むのた
けじ。戦前・戦中，朝日新聞の記者だったが「大
本営発表のウソを書き続けた責任」をとって敗戦
と同時に退職。戦後は故郷の秋田で地方紙「たい
まつ」を30年にわたり自力で発行してきた。むの
の言葉や生き方は，読者のみならずジャーナリス
トをめざす若者にも影響を与えてきた。「いまの
若者たちと話していると新しいタイプの日本人が
出てきたと感じる。戦争のない世の中を見るまで
は死ねない。」。伝説のジャーナリストの足跡とそ
のこん身のメッセージを通じてこの国の未来を考
える。／語り：山田孝之／ピクチャーズネットワ
ーク，文化・福祉番組部
　「いのちを結ぶ手紙～いじめ自殺　21年目の

対話～」
10.24／23:00～ 0:00

再10.31，12.26／ 0:00～ 1:00
再12.19／23:00～ 0:00

　94年，当時中学 2年生だった大河内清輝君がい
じめに耐えかねて自ら命を絶った。父親の祥晴さ
ん（69歳）の自宅には，いじめに苦しむ全国の子
どもたちからこれまでに1,000通を超える手紙が
寄せられた。子どもたちとの交流は20年にわたる。
彼らは大人になっても「いじめを受けた記憶がよ
みがえる」と言う。いじめの傷は癒えることなく
深く刻まれたままだ。大人の責任として彼らに寄
り添おうとする大河内祥晴さん。手紙をきっかけ
に生まれた，いじめをめぐる対話の日々をみつめ
る。／語り：柴田祐規子アナ／名古屋局，文化・
福祉番組部
　「FOUJITAと日本」

10.31／23:00～ 0:00
再11. 7／ 0:00～ 1:00

　藤田嗣
つぐ

治
はる

＝レオナール・フジタ。パリで最も有
名な日本人画家でありながら，その生涯は厚いベ
ールに覆われてきた。戦争画を理由に戦争責任を
指弾された藤田はフランスに帰化。戦後は一度も
帰国することなく生涯を閉じたからである。戦後
70年の今年，その藤田を再評価する試みが進んで
いる。小栗康平監督による映画化，東京・国立近
代美術館が所蔵する全作品の公開，そしてフラン
スではパリの倉庫に眠っていた2,000点の遺品が

初公開された。新資料や小栗監督の視線を通して
天才画家の実像に迫る。／語り：中條誠子アナ／
NED，文化・福祉番組部
　「それはホロコーストの “リハーサル” だった
～障害者虐殺70年目の真実～」

11. 7／23:00～ 0:00
再11.14／ 0:00～ 1:00

　ナチス・ドイツは，ホロコースト，ユダヤ人大
虐殺の前に，およそ20万人の精神障害者や知的障
害者たちを「生きるに値しない命」としてガス室
などで殺害していた。 5年前，ドイツ精神医学精
神療法神経学会は長年の沈黙を破り，患者の殺害
に関わったことを謝罪，真相究明のための国際委
員会を設置した。なぜ医師が殺害に加担したのか。
止めようとする人はいなかったのか。視覚障害者
で日本の障害者運動をリードしてきた藤井克徳さ
んがドイツを訪ね，時空を超えて突きつけられた
重い問いに向き合う。／語り：大竹しのぶ／文化・
福祉番組部
戦後70年企画「ドナルド・キーンの日本　前
編　日本文学を世界へ」

11.14／23:00～ 0:00
再11.21／ 0:00～ 1:00

　戦後70年にわたり日本文学の魅力を世界に伝え
続けてきたドナルド・キーン（93歳）。吉田兼好
から太宰治や三島由紀夫まで，彼の功績なしに日
本文学が世界で読まれるようにはならなかったと
言われる。「日本人よりも日本人のことを考え続
けてきた」と言われる波乱の人生をドキュメンタ
リーとドラマを交えて描き，彼の目に映った日本
や日本人の姿を見つめる。（ 2回シリーズ）／ド
ラマ出演：川平慈英，篠井英介，南野陽子，パト
リック・ハーラン，木下隆行（TKO）ほか／ナ
ビゲーター・インタビュアー：渡辺謙／大型企画
開発センター，文化・福祉番組部
戦後70年企画「ドナルド・キーンの日本　後
編　日本人とは何者なのか」

11.21／23:00～ 0:00
再11.28／ 0:00～ 1:00

　アメリカ生まれの日本文学研究者，ドナルド・
キーン（93歳）の半生を，ドキュメンタリーとド
ラマを交差させて描く 2回シリーズの後編。作家・
司馬遼太郎と出会い，その縁で日本の新聞社で働
くことになったキーンが，連載記事を通じて日本
人に問いかけたこととは何だったのか？／ドラマ
出演：川平慈英，斉藤由貴，南野陽子，蛭子能収，
パトリック・ハーランほか／ナビゲーター・イン
タビュアー：渡辺謙／大型企画開発センター，文
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化・福祉番組部
　「移民の国に咲いた花～日本ブラジル120年～」

11.28／23:00～ 0:00
再12. 5／ 0:00～ 1:00

　日本から 2万キロ離れた地球の反対側に位置す
るブラジル。120年前に国交が結ばれて以来，お
よそ25万人の日本人が移民として海を渡った。ブ
ラジル文化人最高の勲章を受けた芸術家の大竹富
江は，20代で戦前の日本を飛び出し成功をつかん
だ。農業移民の大原治雄は「大地に生きる喜び」
を表現した 2万点の写真を残し，苦難の生活ばか
りが語られてきた移民のイメージを大きく変え
た。日本とブラジルの歴史と今を，移民の国で大
きく花開いた二人の人生を通して描く。／語り：
黒木華／文化・福祉番組部
　「沖縄の心（くくる）　共同店物語」

12. 5／23:00～ 0:00
再12.12／ 0:00～ 1:00

　沖縄本島の北端にある「奥」という名の小さな
集落。ここに109年前に誕生した「共同店」と呼
ばれるユニークなお店がある。共同店は，赤ちゃ
んからお年寄りまで，住民全員が株主となって運
営する売店だ。奥の人々は，沖縄戦も本土復帰の
激変も，共同店を中心にした“共同一致”の精神
で乗り越えてきた。毎年秋に共同店の誕生を祝う。
その名も「復興祭」。古き良き沖縄の思いやりの
心，肝

ちむぐくる

心が息づく奥の秋を訪ねた。／語り：新城
カメ（おばぁラッパーズ）／ユーラシアビジョン，
文化・福祉番組部
　「“医師の罪” を背負いて～九大生体解剖事件～」

12.12／23:00～ 0:00
再12.19／ 0:00～ 1:00

　1945年，九州帝国大学医学部で，米兵の捕虜に
対し海水を使った代用血液を注入するなどのさま
ざまな生体実験が行われ，捕虜が死亡した。いわ
ゆる「九大生体解剖事件」。実験に関わった医師
や看護師はほとんど語らぬまま亡くなった。しか
し医学生として現場に立ち会った東野利夫さん
（89歳）は，戦後国内外で独自の取材を重ね事件
と向き合ってきた。いま私たちは何を反省し何を
語り継ぐべきなのか。東野さんの証言と関係者へ
の取材を通して考える。／語り：池田成志／福岡
局，文化・福祉番組部
　「“浦” によせる物語～作家・小野正嗣を育ん
だ蒲江～」 2. 6／23:00～ 0:00

再 2.13／ 0:00～ 1:00
　平成26年度・第152回芥川賞を受賞した小野正
嗣の『九年前の祈り』。その舞台は小野の故郷・

大分県佐伯市蒲
かま

江
え

の通称“浦
うら

”と呼ばれる小さな
集落だ。小野は20年間，浦の人々から聞いた土地
の逸話を独自の視点で小説につづってきた。自分
にとって「郷里そのもの」だった兄の死を通して
小野は，故郷とは何か，小説とは何か，自らに問
い直す。小野と共に，誰しもが心の奥底に持ち続
ける“愛すべき故郷”によせる物語を紡ぐ。／語
り：加賀美幸子／朗読：坂本美雨／大分局，文化・
福祉番組部
　「下神白（しもかじろ）団地の人々」

2.13／23:00～ 0:00
再 2.20， 3.19／ 0:00～ 1:00

再 3.12／23:00～ 0:00
　原発事故のため，いまなお10万人が避難生活を
続けている福島。14年 2 月，いわき市に原発事故
の避難者が入居するアパートが完成した。県営下

しも

神
か

白
じろ

団地。原発事故で家を失い，住み慣れた町を
離れざるを得なかった人たちの“終

つい

の住みか”
だ。住民の多くは高齢者で，独り暮らしや「老老
介護」の夫婦が少なくない。真新しいアパートの
鉄の扉の内側で故郷を失った人たちは何を思い，
どんな暮らしを営んでいるのか。／語り：濱中博
久／文化・福祉番組部
　「書家・金澤翔子30歳～娘と母　新たな旅立
ち～」

2.20／23:00～ 0:00
再 2.27／ 0:00～ 1:00

　ダウン症の書家・金澤翔子さん（30歳）。自由
でのびのびとした「書」が多くの人に希望と力を
与え続けている。翔子さんはこれまで母親の泰子
さん（72歳）と二人三脚で歩んできた。しかし15
年，30歳を機に 1人暮らしをすると宣言。自立へ
向けて一歩を踏み出した。泰子さんは，これを機
に，書家として飛躍して欲しいと娘を新たな書の
師匠に預けた。翔子さんは初めての大筆で大作に
挑む。親子の新たなる旅立ちの一年間を追った。
／語り：室井滋／朗読：大沼ひろみアナ／文化・
福祉番組部
　「最後の一人まで救う～KOBE発・災害ボラン

ティアの21年～」
 2.27／23:00～ 0:00

再 3. 5／ 0:00～ 1:00
　137万人にのぼるボランティアが全国から駆け
つけた阪神・淡路大震災。以来ボランティアは被
災地に欠かせない存在となった。神戸市長田で靴
職人をしていた村井雅清さんは「被災地NGO恊
働センター」を設立。15年 9 月に起きた茨城県常
総市の大水害では，後継者で弱冠27歳の新代表・
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頼政良太さんが地元NPOと一緒に奮闘した。“一
人ひとりに寄り添い，最後の一人まで救う”とい
うKOBEが育んだボランティアの心。災害ボラン
ティアの最前線をドキュメントする。／語り：杉
浦圭子アナ／神戸局，文化・福祉番組部
　「ホームタウン～福島県南相馬市小高区で会っ
た人々～」

 3. 5／23:00～ 0:00
再 3.12／ 0:00～ 1:00

　東京電力福島第一原発から16キロに位置する南
相馬市小高区は，原発事故から 1年後に日中の立
ち入りができるようになった。以来ディレクター
は小高に通い詰め，人々のふるさとへの思いを 4
年にわたり記録した。警戒区域解除の 3日後に店
を再開した理髪店，毎日のように小高に通い店の
再開準備を進める小料理屋の主人，埼玉に避難し
た妻子と離れ，伝統の“相馬野馬追”に参加する
男性…。原発事故に翻弄され，格闘を続ける住民
たちの歳月を通して，それぞれの望郷の思いと，
せつない葛藤を見つめる。／NPN（東北），文化・
福祉番組部
　「名前を失くした父～人間爆弾 “桜花” 発案者
の素顔～」

 3.19／23:00～ 0:00
再 3.26／ 0:00～ 1:00

　人間爆弾と呼ばれた特攻兵器“桜花”を発案し
た元海軍中尉・大田正一。終戦直後零戦に乗って
海に飛び込み自殺を遂げたはずだった。しかしそ
の大田は，偽名を使い，大阪で新しい家庭を作っ
ていた…。戦後70年の節目を迎え，息子の大屋隆
司さん（63）が戦争中の父を知る元桜花搭乗員を
訪ね，父の人生の痕跡を探り始めた。父は本当は
どんな人間だったのか。父が背負い続けたものは
いったい何だったのか。知られざる父の過去と向
き合おうとする息子の姿を通して，今なお残る戦
争の傷痕を探る。／語り：三浦貴大／福岡局，文
化・福祉番組部
　「忘れられた人々の肖像～画家・諏訪敦 “満州
難民” を描く～」

 4. 2／23:00～ 0:00
再 4. 9／ 0:00～ 1:00

　画家・諏訪敦（48歳）はこの冬，旧満州で亡く
なった祖母の肖像画に取り組み始めた。1945年，
旧満州へ渡った父の一家は終戦後「難民」とな
り，たどり着いたハルビンの収容所で祖母と叔父
が亡くなった。なぜ彼らは満州にわたったのか？　
そこでどんな生活をしたのか？　なぜ祖母は死な
なければならなかったのか？　中国の現地を訪

れ，徹底した取材を重ねた諏訪は，死にゆく祖母
の姿をキャンパスに再現しようと 2か月にわたる
格闘を始めた。／語り：濱中博久／アジア・コン
テンツ・センター，文化・福祉番組部
『Eダンスアカデミー　シーズン3』

金　18:55～19:25
再土　10:30～11:00

　第 1 回15.4.3，最終回16.3.18／EXILEのメンバ
ーが講師を務めるダンスをテーマとした教育番
組。「Choo Choo TRAIN」など子供たちに人気
の曲を使って，幼児から小学生の生徒を対象に
「ダンスの楽しさ」をレクチャー。EXILEが考
案した番組オリジナルのダンスエクササイズ
「EXダンス体操」も毎回紹介した。／講師：
EXILE USA，EXILE TETSUYA／生徒：Eダン
スキッズ／エンターテインメント番組部，NEP
『Eテレ・ジャッジ』　新

火　23:25～23:55
　第 1 回15.3.31／制作会社が作る 5分間の企画
を，視聴者代表の審査員50人が生放送でジャッジ
する。勝てば続編 3本を作れる，というオーディ
ション番組。 5分企画は企画競争で採択されたも
ので，ドラマからドキュメンタリーまでさまざま。
「Eテレの地平を切り開け」を合言葉に，新しい
挑戦に満ちたコンテンツが誕生した。ホームペー
ジを通じて選抜された視聴者審査員は，特設ペー
ジにアクセスし，30分の生放送の間ずっと番組と
つながり，意見を番組に投稿する。各界の専門家・
インフルエンサーの意見を参考に，どの企画がよ
いか投票を促す。10～70代までが参加し，お茶の
間との一体感ある双方向番組となった。生放送25
本，収録20本。／MC：鈴木浩介，秋元梢／語り：
服部潤／コンテンツ開発センター，NEP
『Eテレ0655』

月～金　 6:55～ 7:00
『Eテレ2355』

月～金　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。／展開戦略推進部，
NED，ユーフラテス
『Let’s天才てれびくん』

月～木　18:20～18:54
　第 1 回14.3.31／SFファンタジー的物語をベー
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スにデータ放送の機能を使って参加・体験する小
学生向け番組。各都道府県の郷土色豊かな企画や
データ放送でのゲーム企画を展開。15年度は木曜
の生放送に双方向の新企画を導入。プロジェクシ
ョンマッピングを使った公開生放送は，名古屋局，
福岡局，仙台局で計 3回実施した。また，月～水
曜18:45～18:54のドラマ・アニメ枠ではドラマ「念
力家族」やアニメ「どちゃもん　じゅにあ」を制
作・放送したほか，購入アニメを放送。／出演：
大野拓朗，虎南有香，蝶野正洋，てれび戦士ほか
／青少年・教育番組部，NED
『NHK高校講座』

月～金　14:00～15:00
　第 1 回59.1.12／「ロンリのちから」は金（前
期）1:15～1:25にも放送／全国の通信制高校生の
学習支援を目的に，20番組，年間40本（「科学と
人間生活」「社会と情報」「ビジネス基礎」「ロン
リのちから」は隔週編成で年間20本，「体を動か
すTV」は春・夏・冬期講座として10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。また，12年
度より，Eテレ 3のマルチ放送で再放送（ライブ
ラリー放送）を実施。通信制高校の前・後期 2期
制の後期入学生の学習や生涯学習の目的で学ぶ視
聴者の要望にも応える枠となっている。15年度新
設は「ビジネス基礎」「体を動かすTV」の 2番
組。新作は「世界史」「数学Ⅰ」「科学と人間生活」
「芸術／美術Ⅰ・書道Ⅰ」「ベーシック数学」「ロ
ンリのちから」の 6番組。再放送は「国語表現」
「日本史」「地理」「物理基礎」「化学基礎」「地学
基礎」「生物基礎」「コミュニケーション英語Ⅰ」
「家庭総合」「社会と情報」「ベーシック英語」「ベ
ーシック国語」の12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。さら
に，13年度からはスマートフォンやタブレット端
末向けの配信も開始し，まさに「いつでも・どこ
でも・繰り返し」学習できるサイトとして広く利
用されている。／動画配信／青少年・教育番組部，
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／手話とふりがな付きの字幕，ゆ
ったりとしたナレーションで，ニュースと気象情
報を伝える番組。主要なニュースは映像付きで放
送した。聴覚に障害のある人たちの貴重な情報源
であり，防災報道には特に力を入れた。台風の際

には，特設ニュースを 2回放送した。キャスター
7人が交代で出演。／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／ 2 人のキャスターによるスタジ
オでの手話を中心に，音声・字幕・映像を組み合
わせた番組。聴覚に障害のある人たちに向け， 1
日の主要なニュースを分かりやすく伝えた。その
日の一般ニュースのほか，聴覚障害者に関心の高
いニュースも取材して伝えた。キャスター12人の
うち11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2,000余りの投稿作品
から優秀作品 9首を選び，スタジオゲストととも
に鑑賞。添削コーナーでは，毎回 1首を添削。第
4週は初心者向け講座「短歌de胸キュン」。／（第
1～ 3週）選者：佐佐木幸綱，染野太朗，栗木京
子，司会：剣幸／（第 4週）選者：佐伯裕子，出
演：スピードワゴン，小島よしお，村上健志，鈴
木あや，寿るい，えりちょす，カン・ハンナ／テ
キスト発行／文化・福祉番組部，NED
『NHK俳句』

日　 6:35～ 7:00
再水　15:00～15:25

　第 1 回94.4.8／定型，季語，切れ字など俳句の
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。
添削コーナーでは，毎回 1句を添削。第 4週は初
心者向け講座「俳句さく咲く！」。／（第 1～ 3
週）選者：池田澄子，星野高士，櫂未知子，司会：
岸本葉子／（第 4 週）選者：小澤實，出演：
NON STYLE，嗣永桃子，赤嶺総理，三浦友加，
舛方一真，シシオガイ，おばたのお兄さん，宮戸
洋行／テキスト発行／文化・福祉番組部，NED
『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。／12年度からは『NHK杯テレビ囲碁
トーナメント』として独立。13年度から勝った棋
士が勝着などを解説するコーナー「私の一手」を
新設。第63回NHK杯優勝：張栩九段／司会：長
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島梢恵二段／テキスト発行／文化・福祉番組部，
NED
（『囲碁フォーカス』⇒p.192）
『NHK杯テレビ将棋トーナメント』

日　10:30～12:00
　第 1 回60.7.9／総合『囲碁・将棋の勘どころ』
としてスタート。62.4.4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。／12年度からは『NHK杯テレビ将棋
トーナメント』として独立。第65回NHK杯優勝：
村山慈明七段／司会：清水市代女流六段／テキス
ト発行／文化・福祉番組部，NED
（『将棋フォーカス』⇒p.199）
『NHKみんなの手話』

日　19:30～19:55
再火　10:25～10:50

　第 1 回90.4.2／初歩の手話を学ぶ人のための番
組。ろう者がふだん使う自然な手話を紹介。15年
度からは金沢大学教授の武居渡さんが監修し，手
話を一つの独立した言語と捉え，文法を柱に構成
した。ろう者の善岡修さんがポイントを説明し，
三宅健さんが生徒役として，その手話を分かりや
すく表現した。魅力的なろう者を紹介するコーナ
ーも設けた。／文化・福祉番組部
『Rの法則』

月～木　18:55～19:25
『Rの法則・選』

（～ 9月）金　 1:00～ 1:30
　第 1 回11.3.30／「R」はリサーチ＆ランキング
の意味。高校生の視点を生かした10代＆保護者ま
で楽しめる情報番組。現在の高校生の価値観や考
え方が見え，10年後，社会学者が資料にするよう
な内容を目指し，毎回，高校生が「気になる話題」
をピックアップして，すぐに役立つ＆将来に向け
た情報を伝えた。恋愛や声優など10代の関心に応
える企画のほか，8月「戦後70年特集」，9月「い
じめを考えるキャンペーン」， 3月「震災 5年特
集」など，公共放送の役割を果たす全局的な行事
とも積極的に連動した。さらに，番組ホームペー
ジをスマートフォン仕様にリニューアル。LINE
やTwitterの番組公式アカウントも使いながらデ
ジタルプロモーションやインターネットと放送が
連動した企画を進め，10代のネットユーザーの取
り込みも図った。／出演：山口達也（TOKIO），
秋鹿真人アナ，R’s（10代レギュラーメンバー）
／ナレーション：大江戸よし々，小坂由里子／青

少年・教育番組部，NED，NEP
『SWITCHインタビュー　達人達（たち）』

土　22:00～23:00
再木　 0:00～ 1:00

　第 1回13.4.6／各界の第一線で活躍する“達人”
どうしが互いの現場を訪ね合い，仕事の極意や人
生哲学を発見し合う 1時間のトーク・ドキュメン
ト。 3年目も「志村けん×Perfume」「さかなク
ン×磯田道史」「水谷豊×小曽根真」等々，「この
番組でしかありえない」異色の顔合わせを続々実
現，NHKならではの中身の濃いインタビュー番
組を目指した。吉永小百合から山極壽一京都大学
総長まで，多彩かつ貴重なゲストの出演が相次ぐ
なか，100回記念スペシャルとして制作した「日
野原重明×篠田桃紅」のオーバー100歳対決も大
きな反響を呼んだ。／語り：六角精児，吉田羊／
文化・福祉番組部，NED
『TVシンポジウム』 土　14:00～14:59
　第 1回10.6.27／医療や福祉，教育など私たち自
身の暮らしに密接に関わるテーマから，食料やエ
ネルギー，国際協力など国や社会のありように関
わるテーマ，科学技術や伝統文化など知的関心を
呼び起こすテーマまで，その分野の第一線で活躍
する有識者や実践者などが集まり，じっくり議論
を重ねる番組。公共放送ならではの真

しん

摯
し

な討論番
組として，各地で開催されたシンポジウムのもよ
うを核に構成。年間30本制作した。／コンテンツ
開発センター，NEP，NED，GMS，NPN，JIB
『アイ・カーリー』

土　18:25～18:49
　第 1回14.1.11，最終回16.2.13／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。／展開戦略推進
部，NEP
『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，親子の触れ合
いを促すあそび歌や，乳児でも楽しめるお話をス
テージ向けに開発，月 1回のレギュラー番組とし
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て放送した。／出演：チョー，杉山優奈，間宮く
るみ，恵畑ゆう，ほか／青少年・教育番組部，
NED
『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。／
展開戦略推進部，NEP
『アニメ　おじゃる丸』

水～金　18:00～18:10
　第 1回98.10.5／1000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／アニメーション制作：ぎゃろっぷ／展開戦略
推進部，NEP
『アニメ　境界のRINNE』　新

土　17:30～17:55
（後期）再土　17:30～17:55

　第 1 回15.4.4，最終回15.9.19／死神の力を持つ
少年・六道りんねと，高校の同級生で霊が見える
少女・真宮桜。りんねは，学校中から寄せられる
霊の悩みを解決するのだが…。お互い気になりな
がらも恋愛未満のりんねと桜，さらに個性豊かな
仲間たちが繰り広げる親子で楽しめるラブコメデ
ィー。（全25話）／原作：高橋留美子／監督：菅
原静貴／アニメーション制作：ブレインズ・ベー
ス／展開戦略推進部，NEP，小学館集英社プロ
ダクション
『アニメ　ザ・ペンギンズ』　新

土　18:00～18:24
　第 1 回15.10.3，最終回16.4.2／大ヒットアニメ
映画『マダガスカル』シリーズに登場したペンギ
ンのキャラクターたちを主人公にしたテレビシリ
ーズ。自称“国際派エリート秘密結社”のペンギ
ンたちが，ニューヨークの動物園を舞台に毎回騒
動を巻き起こす。／展開戦略推進部
『アニメ　スポンジ・ボブ』　新

土　18:00～18:24
　第 1 回15.4.4，最終回15.9.26／架空の海底都市
ビキニタウンを舞台に，海綿生物のスポンジ・ボ
ブと仲間たちの愉快でお気楽な日々の生活を描く

コメディー・アニメーション。／展開戦略推進部
『アニメ　団地ともお・選』

木　12:30～12:55
　第 1回15.4.9／総合テレビで放送した『アニメ　
団地ともお』（13.4～15.3）のセレクション放送。／
マンモス団地の29号棟にパートで働く母と中学生
の姉と暮らす小学 4年生の木下ともお。父は単身
赴任中，勉強もスポーツもダメだけど，毎日が楽
しいことばかり。そんなともおの日常を，個性豊
かな同級生やちょっと変わった団地の住人たちと
ともに，ユーモアたっぷりに描く。／原作：小田
扉／監督：渡辺歩／アニメーション制作：小学館
ミュージック＆デジタルエンタテイメント／展開
戦略推進部，NEP，小学館集英社プロダクション
『アニメ　忍たま乱太郎』

月～金　18:10～18:20
　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／監督：河内日出夫／アニメ
ーション制作：亜細亜堂／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　はなかっぱ』

月～金　 7:15～ 7:25
土　　 9:20～ 9:30

再月～金　17:25～17:35
　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

らん

」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・
友達ら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／青少年・教育番組部，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／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。主人公「ショーン」が，毎回
仲間たちと楽しい騒動を巻き起こす。／展開戦略
推進部
『アニメ　ベイビーステップ2』　新

（前期）　日　17:30～17:55
（後期）再土　 1:00～ 1:25

　第 1 回15.4.5，最終回15.9.20／プロテニスプレ
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イヤーを目指す少年少女たちが競い合いながら，
成長していく様

さま

をリアルに描くシリーズの第 2
弾。（全25話）／原作：勝木光／監督：千葉克彦
／アニメーション制作：ぴえろ／展開戦略推進部，
NEP
『アニメ　メジャー6』

（後期）日　17:30～17:55
　第 1回15.9.27，最終回16.3.27／10.4.3～10.9.25に
放送した番組のアンコール放送。メジャーリーガ
ーを目指す主人公吾郎の幼少期から，ついにメジ
ャーの舞台で活躍するまでを描いた大河シリーズ
の最終章。念願のメジャーのマウンドに立った吾
郎が，チームメイトやライバルと切

せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

し，困
難を克服しながら優勝を目指す姿を通して，仲間
や家族の大切さ，夢に向かって努力することのす
ばらしさを伝える。（全25話）／原作：満田拓也
／監督：福島利規／アニメーション制作：
Synergy SP／展開戦略推進部，NEP，小学館集
英社プロダクション
『アニメ　ログ・ホライズン』

土　1:30～1:55
　第 1 回15.4.3，最終回15.9.18／13.10. 5 ～14.3.22
に放送した番組のアンコール放送。ある日突然，
ネットワークゲームの世界に閉じ込められてしま
ったプレイヤーたち。モンスターとの戦い，不安
にかられ荒れる人々…一匹狼を自負していたシロ
エは仲間とともに世界を変えようと立ち上がる。
（全25話）／原作：橙乃ままれ／監督：石平信司
／アニメーション制作：サテライト／展開戦略推
進部，NEP
『アニメ　ログ・ホライズン2』

土　1:25～1:50
　第 1 回15.9.26，最終回16.3.26／14.10.4～15.3.28
に放送した番組のアンコール放送。主人公シロエ
を中心に，異世界で生き抜くために仲間たちがそ
れぞれの場所で悩み，戦う姿を描く。（全25話）
／原作：橙乃ままれ／監督：石平信司／アニメー
ション制作：スタジオディーン／展開戦略推進部，
NEP
『アニメ　わしも』

月・火　18:00～18:10
　第 1 回15.1.5／宮藤官九郎作，絵は安齋肇のコ
ンビによる絵本を原作に，小学生の女の子・ひよ
りちゃんの家にやってきたおばあちゃんロボット
が巻き起こす騒動をユーモラスに描く。／原作：
宮藤官九郎，安齋肇／監督：川瀬敏文／アニメー
ション制作：スタジオディーン／展開戦略推進部，
NEP

『囲碁フォーカス』
日　12:00～12:30
再金　15:00～15:30

　第 1 回12.4.8／囲碁講座と囲碁界のさまざまな
話題を紹介する特集が合体した総合情報番組。講
座は初段を目指す級位者向けの内容。「チャレン
ジ！張栩の詰碁」コーナーを新設。／講師：小松
英樹九段（ 4～ 9 月），林漢傑七段（10～ 3 月）
／司会：戸島花／テキスト発行／文化・福祉番組
部，NED
（『NHK杯テレビ囲碁トーナメント』⇒p.189）
『いじめをノックアウト』

金　 9:25～ 9:35
再金　19:50～20:00
再土　 6:35～ 6:45

　第 1 回13.4.12／NHK初の「いじめのことだけ
を考える」教育番組。AKB48初代総監督の高橋
みなみさんが，ノックアウトくんが投げかける質
問に自分なりの考えで答えていく，という形で進
行する。15年度は，いじめが起きにくいクラスづ
くりや，LINEでのいじめ防止を重点に 5本制作。
／動画配信／青少年・教育番組部
『いないいないばあっ！』

月～金　 8:25～ 8:40
再月～金　16:15～16:30

　第 1回96.10.7（BS2，96.4.1）／ 0～ 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，新登場のゆき
ちゃん，うーたんとその仲間たちが大活躍，さま
ざまなアニメーションや体操など楽しいコーナー
を満載。また，親にとっては，乳児との遊び方を
知るうえで役立つ育児支援番組でもある。／出演：
チョー，大角ゆき，間宮くるみ，ほか／青少年・
教育番組部，NED
『ウワサの保護者会』　新

木　22:25～22:49
再土　12:00～12:24

　第 1回15.4.2／「子育て」「教育」に悩む親向け
の新しいスタイルの番組。ファミレス風のスタジ
オセットに小・中学生の子を持つ保護者が集まり，
尾木ママ（尾木直樹／教育評論家・法政大学教
授）と保護者会を開催。VTRで親子の悩みや成
功体験を紹介し，スタジオで親としての共感や，
解決の知恵を語り合う。尾木ママの励ましやアド
バイス，専門家の理論を交えつつ，中心は親たち
の本音トーク。実体験や割り切れない感情など，
率直に話す姿が視聴者の共感を呼んだ。「子ども
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が朝起きない」「ひとりっ子の子育て」など身近
な話題から「発達障害」「過干渉」「シングルマザ
ー・ファーザー」など切実なテーマまで幅広く取
り上げ，不登校スペシャル拡大版も放送。子育て
に戸惑い孤立する親たちが支え合う場として，視
聴者の支持を得た。（35本制作）／出演：尾木直樹，
高山哲哉アナほか／青少年・教育番組部
『エイエイGO！』　新

日　18:30～18:50
再月　 6:00～ 6:20
再土　11:00～11:20

　第 1 回15.4.5／中学英語の基本である「語順」
と「発音」がテーマ。日本人にありがちな間違い
をピックアップし，間違いの原因を解き明かしな
がら，「通じる英語」を目指した。番組の舞台設
定は，宇宙船AA号。正しい英語しか理解しない
アンドロイド相手に，英語初級レベルの搭乗員た
ちが，英語のクイズやゲームに挑戦。気軽にでき
るユニークなトレーニング法を紹介した。／講師：
高山芳樹（東京学芸大学教授）／搭乗員役：陣内
智則（お笑い芸人），小林きな子（女優），志尊淳
（俳優）／アンドロイド役：アナンダ・ジェイコ
ブズ（タレント）ほか／テキスト発行／青少年・
教育番組部，NED
『えいごであそぼ』

月～金　 8:40～ 8:50
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。キャラクターのボー，ビーとと
もに，遊びながら英語に親しめる番組。視聴者の
子どもたちの「英語でコミュニケーションしてみ
たい」という気持ちを育てることがねらい。15年
度は「へんてこダンス」「親子でイングリッシュ」
「金曜ライブ」のコーナーを新設。／出演：エリ
ック・ジェイコブセン，キコ・ウィルソンほか／
青少年・教育番組部，NED
『えいごでがんこちゃん』　新

金　 9:10～ 9:15
　第 1回15.10.9／小学 1～ 2年生向けの特別活動
向け番組。『ざわざわ森のがんこちゃん』の姉妹
番組。英語しか話せないペンギンの少年リアンと，
がんこちゃんたちとの交流を通して，「違い」を
認める心を育み，楽しい異文化コミュニケーショ
ン体験へといざなう。／脚本：押川理佐／音楽：
比呂公一／声の出演：根本圭子，レニー・ハート
ほか／人形操演：川口英子，佐久間おさむ，ほか
／人形美術：スタジオ・ノーヴァ／動画配信／青

少年・教育番組部
『オイコノミア』

月　22:00～22:44
再金　 0:30～ 1:14

　第 1回12.4.3／人の“やる気”や“怒り”，ペッ
トや旅行，はたまた文学やアートまで！　身近な
出来事や社会現象を“経済学”という切り口で読
み解く番組。「経済学の考え方を身に付けると，
世の中の見方が変わる，毎日が面白くなる」をモ
ットーに，異色のお笑い芸人・又吉直樹さんが気
鋭の経済学者と，まったりと語り合いながら深く
掘り下げていく独自のスタイルで，経済学の専門
的な概念を分かりやすく伝えた。／出演：又吉直
樹／生活・食料番組部，NED
『おかあさんといっしょ』

月～金　 8:00～ 8:24
土　　 8:00～ 8:24

再月～金　16:30～16:54
再土　　17:00～17:24

　第 1回59.10.5／ 2 ～ 4 歳児の知的，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。お兄さん，お姉
さんの歌のコーナー，ぬいぐるみ人形劇「ポコポ
ッテイト」，幼児参加の体操コーナーなどを中心
に構成。15年度は，夏の枠内特集では，お兄さん
お姉さんが入院中の子どもたちを訪ねるこども病
院コンサートなどを行った。土曜は『おかあさん
といっしょ　あつまれ！土曜日』と題して，全国
各地でのスタジオ収録やファミリーコンサートの
様子を伝えた。／出演：横山だいすけ，三谷たく
み，小林よしひさ，上原りさ，ほか／青少年・教
育番組部，NED
『お伝（つた）と伝（でん）じろう』

月　 9:20～ 9:30
　第 1 回13.4.8／小学 3～ 6 年生の国語番組。日
常の中で「あれ？　何かおかしいな」と感じるや
りとりを，謎のコンビ「お伝と伝じろう」がドラ
マ仕立てで見せ，どうしたら伝わるのかを子ども
たちに考えさせることでコミュニケーションスキ
ルを学ぶ。／出演：レ・ロマネスク，越冨幹人，
丹羽絵理香，阿部考将，宍戸美和公ほか／動画配
信／青少年・教育番組部，NED
『おとうさんといっしょ　ミニ～レオレオれーる
うえい～』　

土　17:25～17:30
　第 1回13.4.6／BSプレミアム『おとうさんとい
っしょ』のミニ番組。故障ばかりの蒸気機関車が
ご自慢の鉄道会社レオレオれーるうえいを舞台に
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した歌あり，笑いあり，ゲームありのミニ番組。
レオてつコンサートでは，大勢のお友達の前で，
シュッシュ，ポッポ，せいや，なお，パンタン駅
長が歌と踊りを披露。その他に，シュッシュとポ
ッポの漫才や全員で挑戦するゲームコーナーもあ
り。／出演：柳原哲也，野口かおる，安藤奈保子，
元木聖也，岩崎ひろし，ほか／青少年・教育番組
部，NED
『おとなの基礎英語』

月～木　22:50～23:00
再水（ 4回分）　 1:00～ 1:40

再月～木　10:15～10:25
　第 1 回12.4.2／12年度にスタートし，好評を博
したシリーズの第 4弾。中学校で学ぶ基礎英語レ
ベルの表現を駆使して，海外旅行などですぐに役
立つフレーズを紹介する。全100回の前期編成で，
後期は再放送。海外ロケのミニドラマVTRとス
タジオの構成。サイパン，シンガポール，マレー
シアを訪ね，さまざまな英語に触れながら，通じ
る英語を紹介した。現地情報も盛り込み旅気分を
味わいながら，大人が英語の基礎を学び直せるよ
うに配慮した。／講師：松本茂（立教大学教授）
／出演：高橋真麻，太田エイミー／VTR出演：
野村佑香／テキスト発行／青少年・教育番組部，
NED
『オトナヘノベル』　新

木　19:25～19:55
再火　 0:25～ 0:55

　第 1 回15.4.2／10代の悩みにトコトン向き合う
番組。高校生の体験談を集めてオリジナルドラマ
を制作，スタジオではゲストを交えたトークで解
決策を探った。「キャラ変」「ぼっち」「親の過干渉」
「ゲーム依存」など，より身近な問題をテーマに
し，ドラマの内容は，ホームページでネット小説
としても連載した。／MC：ヒャダイン，篠田麻
里子／語り：松田大輔，片山千恵子アナ／文化・
福祉番組部，NED
『おはなしのくに』

月　 9:40～ 9:50
　第 1 回90.4.2／幼稚園・保育所・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：草刈正雄，木村多江ほか／動画配信
／青少年・教育番組部
『おはなしのくにクラシック』

月　 9:50～10:00
　第 1 回12.4.9／小学 3～ 6 年生向けの古典紹介

番組。朗読番組『おはなしのくに』のスタイルを
踏襲し，日本の古典作品の原文を朗読。その現代
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したりすることで，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）ほか／動画配信／青少年・教
育番組部
『おんがくブラボー』　新

（後期）　　水　 9:10～ 9:20
（ 1 月～）再月　15:30～15:40

　第 1回15.10.7／音楽を楽しみながら学べる小学
3～ 6年生向けの番組。毎回，音楽科の 4つの分
野（器楽・歌唱・音楽づくり・鑑賞）から 1つテ
ーマを取り上げ「演奏」や「音楽の聴き方」のコ
ツを紹介した。また，図形楽譜を使って「音楽の
仕組み」を視覚的に分かりやすく伝えた。／司会
（声）：山本シュウ／出演：白鳥久美子（たんぽ
ぽ）／動画配信／青少年・教育番組部
『オン・マイ・ウェイ！』　新

（後期）金　 9:50～ 10:00
　第 1回15.10.9／小学 5～ 6年生・中学生の道徳
の番組。毎回，いろいろな困難に立ち向かう挑戦
者たちを取り上げ，彼らが何を考え，どう行動し
たのかを追ったドキュメンタリー。番組の最後で
は，ドキュメンタリーを受けた「生き方の問い」
を投げかけ，子どもたちに自分だったらどうする
か？　を考えてもらった。10代に絶大な支持を得
ているシンガーソングライターのmiwaをナビゲ
ーターに据えることで，より子どもに親しみやす
い教材になった。／出演：miwa／動画配信／青
少年・教育番組部
『ガールズクラフト』 水　19:50～19:55

再土　 9:55～10:00
　第 1 回14.4.2／ブローチやネックレスなどの，
かわいいおしゃれアイテムの作り方を紹介するク
ラフト番組。人気モデルのニコルさんが，CGキ
ャラのラッピィの指導の下，作り方を実演する。
誰でも簡単に作品が完成できるように，アクセサ
リー作家やスタイリストが監修役を務め，作り方
に工夫を凝らしたアイテムを紹介。番組のホーム
ページに作り方の動画を掲載することで，放送後
にも視聴者が作り方を“おさらい”できるサービ
スを提供した。／出演：ニコル，中村知子（声）
／生活・食料番組部，NED
『課外授業　ようこそ先輩』

金　19:25～19:48
再月　12:25～12:48

　第 1回98.4.2，最終回16.4.1／各界の第一線で活
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躍する著名人たちが，出身小学校，中学校などに
先生として「里帰り」。母校という舞台で，後輩
たちと出会い，自らの体験を基に独自の授業を展
開する。共に考え，共に悩み，共に学ぶ，ドキュ
メンタリー・バラエティー。／出演：川田十夢，
マキタスポーツ，大宮エリー，多田容子，小島智
子，日野晃博，ヒャダイン，鉄拳，ヤマザキマリ，
マックスむらい，佐藤オオキ，斉藤斎藤，加藤隆
生，五味弘文，篠原ともえ，真鍋大度，川村元気
／コンテンツ開発センター，NEP，NED
『カガクノミカタ』　新

（後期）火　 9:50～10:00
再火　15:30～15:40

再翌火　 9:50～10:00，15:30～15:40
　第 1回15.10.6／小中学生を主な対象とした科学
教育番組。ふだん何気なく見ている事象の中にも，
たくさんの「ふしぎ」が潜んでいる。この番組で
はそうした「ふしぎ」を見つけるために役立つさ
まざまな「科学の見方」を紹介した。／ナレーシ
ョン：ANI（スチャダラパー），今井暖大／動画
配信／青少年・教育番組部，NED
『カラフル！～世界の子どもたち～』

（後期）木　 9:50～10:05
　第 1 回09.4.2／小学 2 ～ 6 年生「特活・総合・
道徳」向けの教育番組。さまざまな子どもの生活
や，日常の中で感じる悩みを子ども自身の一人語
りでドキュメントし，「人は一人で生きているの
ではないこと」「一人一人違った考えがあり，そ
のどれもが尊いこと」を伝えた。／動画配信／青
少年・教育番組部
『考えるカラス～科学の考え方～』

火　10:00～10:10
再翌火　10:00～10:10

　第 1回13.3.28／小学生～中高生を主な対象とし
た科学教育番組。科学の「知識」ではなく「考え
方」を，歌やアニメーション，観察や実験のコー
ナーなどを交えて楽しく伝えた。／出演：蒼井優，
市原尚弥／ナレーション：斎藤工，山本晃士ロバ
ート／動画配信／青少年・教育番組部
『きかんしゃトーマス』

日　 7:00～ 7:20
　第 1回12.4.8／世界的人気を誇る「きかんしゃ
トーマス」のテレビシリーズ。イギリスのウィル
バート・オードリー牧師が，病気の息子を楽しま
せるために語り聞かせたお話が基になって生まれ
た「汽車のえほん」を原作に，最新のCGを使っ
てアニメーション化。架空のソドー島を舞台に，
青い機関車のトーマスと仲間たちが活躍。／国際

共同制作：NHK，NEP，Gullane（Thomas）
Ltd.／展開戦略推進部
『キミなら何つくる？』　

（前期）水　 9:10～ 9:20
再木　15:30～15:40

　第 1 回14.4.9，最終回15.9.30／小学 5 ～ 6 年生
の図工の番組。毎回高学年の図工のテーマを取り
上げ，図工が大好きな 3人組が，自分の思いを込
めた三者三様の作品を作っていく。決まった「正
解」がない中で，自分の思いを表すための「発想・
構想」の過程を大切に伝えた。また，技術的なポ
イントも紹介するほか，自分を表現する楽しさや
友達の作品を鑑賞する楽しさ，作品を通して自分
も相手も認め合える図工のすばらしさも伝えた。
そのテーマのプロの作品や子どもたちが制作した
作品も多数紹介，子どもたちの創作意欲を応援す
る番組を目指した。／出演：COWCOW，千野羽
舞／声の出演：樋口太陽／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　13:35～13:50

　第 1 回67.4.3／医学と健康の最新情報を医師や
専門家が解説。ゲストに闘病体験を聞くなど新た
な演出を導入し，病気を予防するための情報を充
実させ，幅広い視聴者のニーズに応えた。／出演：
桜井洋子・長野亮・柴崎行雄・中野淳アナほか／
テキスト発行／科学・環境番組部，NED
『きょうの料理』

E　月～木　21:00～21:25
再月～木　11:00～11:25
G　再金　　10:15～10:40

　第 1 回57.11.4／15年度で放送58周年を迎え，
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。毎月，
季節感あふれる料理を紹介する「土井善晴　食卓
二十四節気」，家庭でお馴

な

染
じ

みのおかずをワンラ
ンクアップさせるアイデアを伝える「栗原はるみ
の定番ごはん」，90歳の料理研究家が元気の源と
なる料理を披露する「登紀子ばぁばの元気印」，
食欲を刺激する人気グルメのおいしさに迫る「谷
原章介のザ・男の食彩」など，多様な視聴者のニ
ーズに応える料理法を紹介し，幅広く家庭料理の
魅力を伝えた。また， 9月からは月 1回『生放送　
月刊きょうの料理』を30分サイズで放送。
Twitterなどを通じて寄せられる視聴者の質問を
生放送の中で紹介，その場で講師が応えるという
演出で，より視聴者によりそう番組づくりを実践
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した。／司会：後藤繁榮・高橋さとみ・岩槻里子
アナ，谷原章介／テキスト発行／生活・食料番組
部，NED，NPN
『きょうの料理ビギナーズ』

E　　月～木　21:25～21:30
再月～木　11:25～11:30

G　再月～木　10:40～10:45
　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，料理の基本や
コツを紹介。15年度は，シニア層の関心の高まり
など，視聴者の世代の広がりを踏まえ，旬の食材
の扱い方や，調味料やだしなど調理の基本のノウ
ハウを取り上げた。また，応用編として「技あ
り！電子レンジ＆グリル」（器具や道具に注目），
「ポイントおさえてお弁当マスター！」（弁当作
りのノウハウ），「おうちで極上！中国料理」（中
国家庭料理のシリーズ）など，さまざまな角度か
ら料理の楽しさを伝えた。／ナレーション：佐久
間レイ／テキスト発行／生活・食料番組部，NED
『銀河銭湯パンタくん』

金　 9:15～ 9:25
　第 1回13.4.12／小学 1～ 2年生の道徳の授業向
けの人形劇。未来でありながら昭和のような日本
を舞台に，銭湯「銀河ノ湯」の息子パンタが仲間
の宇宙人パンキチとさまざまな騒動を起こす。／
脚本：角田貴志／音楽：竹内信次／声の出演：平
尾明香，高木渉ほか／人形操演：友松正人，川口
英子ほか／人形美術：スタジオ・ノーヴァ／動画
配信／青少年・教育番組部
『クラシック音楽館』

（最終週除く）日　21:00～23:00
　第 1回13.4.7／NHK交響楽団の定期演奏会を中
心に，国内外のオーケストラによる注目の演奏会
をノーカットで放送する本格的な音楽芸術鑑賞番
組。N響のほか，フィルハーモニア管弦楽団，ハ
ンブルク北ドイツ放送交響楽団の来日公演や，東
京都交響楽団，バッハ・コレギウム・ジャパン，
読売日本交響楽団など，国内の注目の演奏会も積
極的に取り上げた。さらに「NHK音楽祭」や
「NHKバレエの饗（きょう）宴2015」など，NHK
主催の大型企画も放送した。／語り：石井麻由子
アナ／音楽・伝統芸能番組部
『グレーテルのかまど・選』

金　21:30～21:55
再水　10:30～10:55

　第 1回11.10.8／スイーツにまつわる心温まる物
語を紹介する番組。毎回 1つのスイーツについて，

VTRでその菓子を愛した人の物語を，スタジオで
は物語にちなんだオリジナルレシピを紹介する。
20～40代女性はもとより男性や高齢者層，家族視
聴者層にも好評。15年度は『グレーテルのかまど・
選』として過去の番組の中から好評だったものを
選び，アンコール放送を行った。一方， 8月には
特集番組として，江戸川乱歩やアガサ・クリステ
ィーにささげる「心も“ヒヤッ”と！ミステリ
ー・スイーツ」， 1月には物語を彩るさまざまな
お菓子が登場する「あなたを夢の世界へ“くるみ
割り人形”のお菓子の国」を放送，反響をよんだ。
また， 3月には，番組から小さな物語をピックア
ップしたミニ番組『グレーテルの小さなかまど』
も 6本放送した。／出演：瀬戸康史／ナレーショ
ン：キムラ緑子／青少年・教育番組部，NED
『ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン』　新

月～金　17:45～17:55
　第 1回15.3.30／キッチン戦隊クックルンとなっ
た 3人の小学生，イチゴ・アオイ・ハッサクが，
地球を狙うイジワルな悪の軍団・ダークイーター
ズに立ち向かう。怪人を倒す必殺技は，料理を作
って食べることで放たれる「まんぷくビーム」
だ。ユーモアたっぷりのアニメとスタジオで，料
理の楽しさや「食」の知識を伝える。／出演：牧
野羽咲，NOA，外川燎ほか／青少年・教育番組部，
NED
『こころの時代～宗教・人生～』

日　 5:00～ 6:00
再土　13:00～14:00

　第 1回82.4.11／さまざまな宗教が説く人の生き
方や，大きな困難を乗り越えた人の言葉を手がか
りに，心の在りようを深く模索するインタビュー
中心の番組。仏教やキリスト教，神道などの宗教
関係者はもとより，放射線防護学者，社会福祉士，
防災学者，管理栄養士など，多様な現代の苦悩と
向き合う人々に独自の人生観を伺った。また，戦
後70年の節目にあたり，戦後を振り返り未来を生
きる指針につなげる「シリーズ　私の戦後70年」
を 6本放送。ドイツの芸術家，文化人類学者，日
本画家，ルポライター，教育者，シスターと幅広
い視点から描いた。東日本大震災から 4年，随時
放送の「シリーズ　私にとっての“3.11”」では，
被災した故郷で奮闘する僧侶たちを取材，人々と
共にある宗教のあり方と今なお続く復興の道のり
を見つめ，総合テレビの特集ドキュメンタリーに
も発展させた。さらに，世界的な禅僧ティク・ナ
ット・ハンを 2回シリーズで放送。師の活動拠点
フランスを訪ね，波乱に富んだ人生を描き，教え
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の神髄に迫った。また，豊富な蓄積を生かして，
15年度に逝去した出演者の回をアーカイブス放送
して追悼した。月 1回のシリーズ枠は，前半は新
作 6回シリーズ「日本仏教のあゆみ～信と行～」
（講師：竹村牧男・東洋大学学長）を放送。後半
は，14年度に放送したシリーズ「さとりへの道～
華厳経に学ぶ～」（講師：木村清孝・東京大学名
誉教授）をアンコール編成した。／文化・福祉番
組部，大阪局，NPN
『ココロ部！』　新

（前期）　金　 9:50～10:00
（後期）再月　15:30～15:40

　第 1回15.4.10／小学 5～ 6年生・中学生の道徳
の番組。「ココロ部」のコジマが，人生の選択を
迫られるピンチに遭遇し，どう対処すればいいか
を同じ部員のワタベと話し合いながら，自分の生
き方について考えていくシチュエーションドラ
マ。毎回，結論を出さずに終わることで，教室の
生徒たちに自分だったらどうするか？　を考えて
もらう機会を作った。さまざまなピンチと向き合
っていく中で，実社会で生きるために必要なコミ
ュニケーション能力，相手の気持ちを想像する力，
場に応じてより良い関係性を築く力を育むことを
ねらいとした。／出演：児嶋一哉・渡部建（アン
ジャッシュ）／声の出演：玄田哲章／動画配信／
青少年・教育番組部
『古典芸能への招待』

（最終）日　21:00～23:00
　第 1回13.4.28／能狂言・文楽・歌舞伎を 2時間
じっくり楽しめる番組。副音声解説・字幕サービ
ス・データ放送という 3つのツールを活用して，
初心者にも配慮した。（年間11本放送）／司会：
秋鹿真人アナほか／音楽・伝統芸能番組部，大阪
局，NEP，NPN
『ことばドリル』

月　 9:00～ 9:10
（前期）再火　15:30～15:40

　第 1 回14.4.7／小学 1 ～ 2 年生向け国語番組。
「初歩の読み・書き」を劇団ヨーロッパ企画のコ
ント劇を通して楽しく学ぶ。さらに番組と連動し
たドリル（ゲームやクイズ）に取り組むことで，
文法や文章表現といった「言語ルール」をしっか
りと身に付けてもらうことをねらった。／出演：
ヨーロッパ企画／声の出演・歌：かとうけんそう
／動画配信／青少年・教育番組部
『こども手話ウイークリー』

日　18:50～19:00
　第 1回98.4.10／聴覚に障害のある子どもたちを

対象にした番組。手話と映像を中心に難しいニュ
ースを易しい表現で伝えた。時には海外での手話
の現状や，ろう学校の活動なども取材し，見てい
る人たちの関心を引く内容を放送した。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
『サイエンスZERO』

日　23:30～ 0:00
再土　12:30～13:00

　第 1 回03.4.9／最新科学を魅力的に，分かりや
すく伝える科学教養番組。宇宙探査や先端医療に
IT・人工知能，福島原発廃炉への取り組みやサ
イバー戦争をテーマにした国際共同制作など，幅
広いテーマに独自の視点で切り込んだ。ノーベル
賞の梶田隆幸教授も授賞式直前にスタジオに登場
した。／司会：南沢奈央，竹内薫ほか／科学・環
境番組部
『サム＆キャット』　

（前期）水　19:25～19:49　
（後期）土　18:25～18:49

　第 1回14.4.2，最終回15.7.15／『アイ・カーリー』
のサムと，『ビクトリアス』のキャット，Eテレ
海外ドラマの人気キャラクターの 2人がコンビを
組んだポップなコメディー。ひょんなことから出
会った 2人はルームメイトになりベビーシッター
を始める。 2人のもとには，個性あふれる子ども
たちが次々とやってきて毎回大騒動に。／展開戦
略推進部，NEP
『ざわざわ森のがんこちゃん』

（前期）金　 9:00～ 9:15
　第 1回96.4.8，最終回15.10.2／幼稚園・保育所・
小学 1年生向け道徳番組。「規格外」の 1年生，
恐竜のがんこちゃんと仲間たちが巻き起こす珍騒
動や葛藤を通して，道徳的テーマを感じ取っても
らう。／脚本：末吉暁子／音楽：比呂公一／声の
出演：あきやまるな，野沢雅子ほか／人形操演：
おかの公夫，磯辺美恵子ほか／人形美術：スタジ
オ・ノーヴァ／動画配信／青少年・教育番組部
『さんすう刑事ゼロ』

月　 9:30～ 9:40
（前期）再水　15:30～15:40

　第 1 回13.4.8／小学 4 ～ 6 年生の算数の番組。
「さんすう課」に属するベテラン刑事ゼロと新人
刑事イチが，算数を使って事件を解決するミステ
リードラマ。算数は机上の無味乾燥なものではな
く，身の回りの物の中にあふれており，日常の生
活に役立つものだと伝えることで，算数に親しみ
を持ってもらう。毎回「事件の謎を解く」という
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スタイルを採ることで，子どもたちの学習への意
欲をかきたてた。／出演：モロ師岡，加藤慶祐ほ
か／動画配信／青少年・教育番組部
『さんすう犬ワン』　

月　 9:10～ 9:20
（前期）再月　15:30～15:40

　第 1 回14.4.7／小学 1 ～ 3 年生の算数の番組。
算数がとても得意な警察犬「さんすう犬」ワン
が，街のお困りごとを解決する痛快コメディード
ラマ。算数を悪用してトラブルを引き起こす謎の
怪人・カズラーを，さんすう交番の仲間とともに，
ワンが算数の力でやっつける。カズラーの引き起
こすトラブルは，数の数え方や測り方，計算の仕
方の，実際によくある間違いを利用しており，子
どもたちはカズラーの出す課題を一緒に解決して
いく過程で，算数の本質的な考え方を学べる。算
数と初めて出会う子どもたちに算数の楽しさを伝
えた。／出演：スギちゃん，伊藤梨沙子，森大ほ
か／声の出演：小林ゆう，千葉繁／動画配信／青
少年・教育番組部
『しごとの基礎英語』

（前期）　火（ 4回分）　 1:00～ 1:40
再金（ 4回分）　10:15～10:55

（後期）月～木　　　　　22:50～23:00
再月～木　　　　　10:15～10:25
再火（ 4回分）　 1:00～ 1:40

　第 1回13.9.30／仕事で英語を使わざるをえない
人たちのために，中学レベルの文法を駆使して学
ぶ，基礎英語シリーズのビジネス版。知らないと
困る表現100を「ストックフレーズ」として学ん
だり，いくつもの要素が含まれる長い文章を話す
ことに挑戦してきた。／講師：大西泰斗（東洋学
園大学教授）／出演：ルース・マリー・ジャーマ
ン，ホラン千秋（タレント）／生徒役：篠山輝信
（俳優）／青少年・教育番組部，NED
『しぜんとあそぼ』

火　15:45～16:00
（隔週）再金　10:00～10:15

　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。15年度はこれまで制作した中からアーカイ
ブス放送。／青少年・教育番組部，NED
『知っトク地図帳』

水　 9:55～ 10:05
　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 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／動画配信
／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／登校前の小学生をシャキーン！　
と元気に目覚めさせる番組。「シャキーン！放送
局」から，めいちゃん，ジュモクさん，ネコッパ
チ，モモエが「ものの見方を変える」をテーマに，
クイズ，歌，アニメなどさまざまなコーナーを放
送した。／出演：片桐仁，やついいちろう，高橋
萌衣，松田杏咲ほか／青少年・教育番組部，
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などに向け
1週間のニュースのエッセンスを伝える番組。台
風などの災害時は，内容を大幅に変更して伝え，
防災報道にも力を入れた。また，図表を使った解
説など，演出にも工夫を凝らした。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
『趣味どきっ！』　新

E　　月～水　21:30～21:54
再翌月～水　11:30～11:54
G　翌水・木　10:15～10:39

　第 1回15.3.30／視聴者の暮らしを豊かに彩る趣
味の数々を 1テーマにつき， 2か月 8本シリーズ
（例外あり）で紹介する番組。現代社会の趣味の
多様化にあわせ，さまざまなテーマを取り上げた。
「ペットを描こう」「スマホで動画」などの手軽
な趣味，「国宝に会いに行く」「開け！世界遺産」
などの文化体験，「現代テニス」「ゴルフ」などの
スポーツ講座，「もう怖くない！スマホ」などの
デジタル講座など。／テキスト発行／生活・食料
番組部，NED，NPN，エンターテインメント番
組部，京都局
『趣味の園芸』 日　 8:30～ 8:55

再月　12:00～12:25
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
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た。13年度から「バラに恋をする！」「気分は晴
れ！梅雨こそガーデニング」など毎月の特集テー
マを設けて， 2週続けて放送。14年度からミニコ
ーナーとして「寄せ植えアプリ」，季節の作業を
ワンポイント紹介する「しゅみえんダイアリー」
を継続。視聴者の花にまつわる思い出を朗読で紹
介する「花信」はスタート 5年目を迎えた。／ナ
ビゲーター：三上真史（D-BOYS）／テキスト発
行／生活・食料番組部，NED，NPN
『趣味の園芸ビギナーズ』

日　 8:25～ 8:30
再木　12:25～12:30
再金　21:25～21:30

　第 1 回08.4.6／季節ごとの園芸作業を紹介する
ミニ番組。園芸初心者代表の光浦靖子さんが植物
のまったくない新居に引っ越してきたという設定
で， 4月にスタートし，気に入った植物を年間通
じて育てたり，季節に応じて植え替えたりしなが
ら，我が家を花いっぱいにしていくというストー
リーを 1年間通じて紹介。光浦さんのリアルな感
想や失敗も紹介しながら，初心者がとまどうポイ
ントを丁寧に解説していった。／出演：光浦靖子
／ナレーター：川原慶久／テキスト発行／生活・
食料番組部，NED
『趣味の園芸　やさいの時間』

E　　日　 8:00～ 8:24
再木　12:00～12:24

G　再月　10:15～10:39
　第 1 回08.4.4／ 1 年を通じて，季節ごとに旬の
野菜作りを楽しく伝える趣味実用番組。毎月第
1・ 2 週目は，家庭菜園で行う“ビギナー向け”
の野菜作り。 3週目は“プランター栽培”， 4週
目は鑑賞菜園“ポタジェ”作りに挑戦。春には公
開復興サポート宮古にも参加。また，ミニコーナ
ーとして年 6回の「旬の野菜カレー」，10～12月
には「ハーブのある暮らし」を放送。年始にはス
ペシャル編として視聴者のお宅を訪ねる「私のや
さいの時間スペシャル」を放送した。／司会：酒
井千佳，川瀬良子／講師：藤田智，深町貴子，外
山たら，加藤正明，坂出富美子，小宮山雄飛／ゲ
スト：髙田延彦，ユージ，伊藤裕子，北澤豪，有
村実樹，田代さやか，宮澤佐江ほか／テキスト発
行／生活・食料番組部，NED
『将棋フォーカス』

日　10:00～10:30
再木　15:00～15:30

　第 1 回12.4.8／棋力向上のための講座と将棋界
のさまざまな話題を特集して紹介する，総合将棋

情報番組。前半は現役棋士を講師に迎えての「将
棋講座」。後半では将棋界のタイムリーな話題を
毎週紹介した。／講師：佐藤康光九段（ 4～ 9月），
渡辺明竜王（10～ 3 月）／司会：伊藤かりん（乃
木坂46），山崎隆之八段，中村太地六段／テキス
ト発行／文化・福祉番組部，NED
（『NHK杯テレビ将棋トーナメント』⇒p.190）
『新・ざわざわ森のがんこちゃん』　新

金　 9:00～ 9:10
再金　15:30～15:40

　第 1回15.10.9／幼稚園・保育所・小学 1年生向
け道徳番組。「規格外」の 1年生，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。前シリ
ーズから脚本家や声優を一部変更し，10分番組と
した。15年度は「シリーズなないろのさかな」と
題し，絵本をモチーフにした10回連続シリーズに
挑戦。／脚本：押川理佐／音楽：比呂公一／声の
出演：根本圭子，野沢雅子ほか／人形操演：川口
英子，清水正子ほか／人形美術：スタジオ・ノー
ヴァ／動画配信／青少年・教育番組部
『人生デザイン　U-29』

月　19:25～19:50
再水　23:25～23:50

　第 1回14.3.31／自分らしい人生をデザインしよ
うと日々奮闘しているU-29（29歳以下）を毎回
1人取り上げる密着ドキュメント。主人公の仕事
の悩みや不安，収入やスケジュールまで紹介。
U-29世代の新しい価値観・生き方を描いた。14
年度分のみ動画配信。／青少年・教育番組部
『新世代が解く！ニッポンのジレンマ』

（月 1回）日　 0:00～ 1:00
　第 1 回12.1.1／原則毎月最終土曜深夜に送る，
1970年以降生まれ限定の各界の旗手たちによる新
世代討論。ニッポンの閉

へい

塞
そく

感をどう壊し，この国
をどうバージョンアップさせていくか？　建設的
な議論を行うとともに若者のリアルな声を届け
る。／「大学のジレンマ？教育のジレンマ？」
（4.26），「人口減少社会のジレンマ大研究＠秋田　
国際教養大学」（5.31），「男女共同参画社会のジ
レンマ大研究」（6.28），「ビッグデータのジレン
マ大研究＠秋葉原」（7.26），「夏SP　U-20のリア
ルを探れ！」（8.29），「ダイバーシティーの大研
究＠名古屋」（9.27），「教養のジレンマ大研究」
（11.1），「僕らのアジア大研究」（11.29），「元日
SP　競争と共生のジレンマ」（1.1），「競争と共生
のジレンマ～反響編～」（2.28），「ツーリズムの
ジレンマ大研究＠札幌」（3.27）／出演：三浦瑠麗，
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先崎彰容，堀口美奈ほか／MC：古市憲寿，青井
実アナ／コンテンツ開発センター，NED
『すイエんサー』

火　19:25～19:50
再土　 9:30～ 9:55

　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，解き明かしていく番組。台本も打ち合わせ
もない，ゆる～い雰囲気の中で徹底的に考え，答
えを探る過程を楽しんでいく。名物コーナーとな
った有名企業の若手社員と戦う企業対決は，科学
未来館で開催されるサイエンススタジアムで決勝
を開催。／出演：ユージ，春香クリスティーン，
白本彩奈，伊吹吾郎，高橋さとみアナ，すイエん
サーガールズほか／科学・環境番組部，NED
『スーパープレゼンテーション』

水　22:25～22:50
再月　 0:45～ 1:10

　第 1 回12.4.2／全世界が注目するアメリカのプ
レゼンイベント「TEDカンファレンス」の驚き
のアイデアを英語で学ぶ語学教養番組。文化・芸
術・科学・ITなどの最先端を行く“今，世界を
変えようとしている人たち”の，エネルギーと驚
きに満ちた渾

こん

身
しん

のプレゼンが次々と登場。番組ナ
ビゲーターの伊藤穰一は，科学技術からアートま
で幅広い知見と人脈を持ち，彼ならではの洞察に
満ちた解説を届ける。／出演：伊藤穰一（マサチ
ューセッツ工科大学メディアラボ所長），吹石一
恵（俳優）／語り：Owen真樹／青少年・教育番
組部，NED
『すくすく子育て』

土　21:00～21:29
再金　13:05～13:34

　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「乳幼児期に身につけたい力」「赤ちゃ
んの体重」「子どもの運動能力」「育児疲れ」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。／青少年・教育番組部，NED
『すてきにハンドメイド』

E　　木　21:30～21:55
再木　11:30～11:55

G　再火　10:15～10:40
　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」に関することを幅広く紹介
する番組。国内だけでなく今人気の北欧のものな
ども含めて，手作りの楽しさや喜びを，一流の講

師とともに分かりやすく紹介した。また，東日本
大震災の被災地にある集会所での「出前教室」も
行い，そのもようを公開収録した。／司会：吉井
歌奈子，杉浦圭子アナ／出演：中山エミリ，宮川
花子，奥野史子ほか／テキスト発行／生活・食料
番組部，NED，NPN
『ストレッチマンV（ファイブ）』

木　 9:20～ 9:30
　第 1回13.4.11／特別支援（養護）教育向け番組
“ストレッチマン・シリーズ”。『ストレッチマン
V』では個性豊かな 5人のストレッチマンが活
躍。全国の特別支援学校を訪ね，子どもたちと触
れ合いながらストレッチ体操をし，それぞれの特
技を生かして，学校の先生ふんする怪人と戦った。
また，「感覚運動遊び」のコーナーでは，身近な
道具や体を使って簡単にできる遊びを紹介した。
／出演：ちゅうえい，ISOPP，森圭一郎，谷口洋
行，春名風花／動画配信／青少年・教育番組部
『スマイル！』

木　 9:10～ 9:20
　第 1回12.4.12／特別支援教育・学級活動のため
の番組。学習の基礎的なところでつまずきがあっ
たり，人間関係のトラブルを抱えやすいなどの特
性をもつ小学校低学年の子どもたちが主な対象。
ソーシャルスキル（社会技能）やコミュニケーシ
ョンスキル（対人関係を円滑に進める技術）を扱
うミニドラマやアニメ，そして目や耳のトレーニ
ングとなるクイズなどで構成し，楽しみながら必
要なスキルを身に付けられるようにした。／出演：
関太，小川麻琴，椙杜翔馬，池戸優音／声の出演：
中津真莉，長嶝高士／動画配信／青少年・教育番
組部
『先人たちの底力　知恵泉（ちえいず）』

火　22:00～22:43
再火　12:00～12:43

　第 1 回13.4.2／歴史上の人物が課題や困難を克
服するときに発揮したさまざまな知恵。それを，
現代の第一線で活躍中のプロフェッショナル＝
「仕事人」が読み解いていく歴史番組。42分番組
としてすっかり定着，二代目店主として近田雄一
アナウンサーを迎え，居酒屋セットでのトークの
充実を図った。15年度も地方局のアナウンサーが
歴史的人物ゆかりの地を訪ねる「産地直送　知恵
泉紀行」などのコーナーを織り交ぜて，より深く
先人の知恵を味わうことができるコンテンツにし
た。年末・年度末には定時枠とは別にスペシャル
版も放送した。／出演：萩本欽一（コメディアン），
髙田明（通販会社元社長），森川亮（元IT企業社
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長），工藤恭孝（大手書店グループ社長），川淵三
郎（日本サッカー協会最高顧問），瀬戸薫（大手
物流会社社長）など／司会：近田雄一アナ／文化・
福祉番組部，NED
『大科学実験』

土　19:45～19:55
（前期）火　 9:50～10:00

再金　15:30～15:40
（後期）木　23:45～23:55

　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
した。／国際共同制作／一部動画配信／青少年・
教育番組部，NED
『団塊スタイル』

金　20:00～20:45
再金　11:00～11:45

　第 1回12.4.6／食や健康，趣味におしゃれなど，
団塊の世代とその周辺世代の人たちが気になる情
報を届ける番組。スタジオに各分野の専門家や著
名人をゲストに招き，VTRを見ながら，テーマ
について話し合う。 4年目を迎えた15年度は，高
齢者に関心の高い，健康的な暮らしをテーマにし
たものを積極的に取り入れた。 4月は， 2週続け
て健康寿命をテーマに， 6月は「脳力」アップを
取り上げた。人物の魅力に迫る“D’sスタイル”
では，ジャーナリストの鳥越俊太郎さんや作家の
五木寛之さんなどに出演いただき，ジャンルの幅
をひろげた。／司会：風吹ジュン，国井雅比古ア
ナ（一部，内藤啓史・高橋淳之アナが担当）／生
活・食料番組部，NED
『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／「 4 歳児のヒミツ～驚きがいっ
ぱい～」「本当はワイルドなペットたち」「巨大昆
虫はなぜ絶滅したのか」「UFO出現！？そのとき
何が？」「アラスカ“クマの王国”」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
組を放送することで，地球上各地の人々の姿や生
物の歴史から，大自然の中で生きる動物の姿や人
類にとっての不思議まで，さまざまなテーマをド
ラマチックに伝えた。／展開戦略推進部，NEP
『チョイス＠病気になったとき』

土　20:00～20:45
再金　12:00～12:45

　第 1回13.4.6／病気になったときの検査や治療，

さらには予防法まで，患者の体験をもとにさまざ
まなチョイス（選択肢）を紹介する健康情報番
組。病気そのものだけでなく，医療費や医療保険，
在宅医療など幅広いテーマを取り上げた。／出演：
星田英利，浜島直子，徳田章・小山径アナほか／
科学・環境番組部，NED
『超能力ファミリー　サンダーマン　シーズン
2』　新

（後期）水　19:25～19:49
　第 1 回15.9.2，最終回16.2.10／アメリカの子ど
もたちに人気の，一家全員がスーパーパワーを持
つ 6人家族のファミリーコメディー。主人公フィ
ービーの吹き替えは桜庭ななみ。（全24回）／展
開戦略推進部，NEP
『使える！伝わるにほんご』　

金　13:35～13:50
（前期）再月　 1:10～ 1:25

　第 1 回14.4.3／日本に住んでいる，外国人の日
本語学習者に向けた日本語学習番組。近年の「日
本語文法」研究の成果を取り入れ，実践的かつ効
率的に日本語を習得できるように24回にわたるカ
リキュラムを編成した。さらに，日本のことわざ
や，四字熟語をパントマイムで紹介するコーナー
や，外国人たちが日本語や日本の習慣に対する疑
問や悩みを話し合うコーナーを設け，初級者から
中級者までが楽しく日本語に親しめる番組とし
た。／講師：飯間浩明（日本語学者・早稲田大学
非常勤講師）／講義監修：岩崎美紀子（日本語教
師）／出演：中村ゆうじ，夢子／青少年・教育番
組部，NED
『できた　できた　できた（学校生活編）』

火　 9:00～ 9:10
　第 1 回10.4.7，最終回16.3.15／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。／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／動画配信
／青少年・教育番組部，NED
『できた　できた　できた（家庭・社会生活編）』

水　 9:00～ 9:10
　第 1回12.4.11，最終回16.3.16／小学 1年生向け
特別活動・生活科番組。おばあちゃんの家や近所
の商店街を舞台に，生活のマナーや社会のルール
を歌とドラマで分かりやすく伝えた。／出演：斉
藤慎二，中村メイコ，渡辺道子，渡辺芳博，マユ
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ミーヌほか／声の出演：設楽統／動画配信／青少
年・教育番組部，NED
『できた　できた　できた（健康・からだ編）』

木　 9:00～ 9:10
　第 1回12.4.12，最終回16.3.17／小学 1年生向け
特別活動・生活科番組。体操教室を舞台に，かけ
っこや鉄棒など運動のポイントを伝えるほか，ア
ニメで体の仕組みや健康に過ごすための知識を紹
介した。／出演：斉藤慎二，三上陽永ほか／声の
出演：設楽統，日比愛子／教師用テキスト発行／
青少年・教育番組部，NED
『デザインあ』

土　 7:00～ 7:15
　第 1 回11.4.2／「デザインの面白さ」を伝え，
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，身の回りに存在するさまざま
なモノや仕組み，人の行動を「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／青少
年・教育番組部，NED
『デザインあ　5分版』

月～金　 7:25～ 7:30
再木　　17:40～17:45

　第 1回11.10.1／子ども向けのデザイン教育番組
『デザインあ』をマルチユースしたミニ番組。『デ
ザインあ』からいくつかのコーナーを組み合わせ
て 5分に再構成。14年度から朝のデイリー番組と
して放送した。／青少年・教育番組部，NED
『テストの花道・選』

土　10:00～10:30
　第 1回15.4.4，最終回16.4.2／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，城島茂ほか／青少年・教育番組部，
NED
『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
の世界を，創造性豊かな原画と音楽，ユニークな
読み手で紹介し，「読み聞かせ」の持つ魅力を改
めて伝えていく番組。原作の魅力に加え，現在に
ふさわしいアニメやCGサンプリング手法を演出
に加味。そして新しい試みとして，子どもたちに

身近な職業を紹介する「しごとばシリーズ」を制
作。高い評価を得ている。また，水木しげるらの
作家が，落語を紹介する「えほん寄席」も人気を
博している。／青少年・教育番組部，NED
『テレビスポーツ教室』

日　14:30～15:00
　第 1 回61.4.8／一流のアスリートを講師に迎え
て小・中学生を対象に競技のコツを伝えた。15年
度も19本を新作。ハンドボールの田中茂，スピー
ドスケートの岡崎朋美，野球の藪恵壹ほかが出演。
なぎなた，剣道など日本古来の競技も取り上げた。
また，全国の小学校が体育で必ず行う「なわとび
の二重跳び」を紹介した回には，再放送の要望を
多数いただいた。複数の若いMCを起用し一流の
技などの体験，感想などで番組を身近なものに感
じてもらう工夫も行った。／MC：伊藤友里，真凛，
桃瀬美咲，竹内寿ほか／スポーツ番組部，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10分間で「ラジオ体操第
1」「ラジオ体操第 2」「みんなの体操」の組み合
わせ。曜日ごとにテーマを決め，いす座りバージ
ョン，筋肉強化・ストレッチ・シェイプアップな
ど目的に応じた指導者オリジナルの体操，ポイン
ト解説なども加えた“見て，実践して，分かりや
すい”体操を目指した。午後は 5分間で，仕事や
学業で少し疲れた体をほぐしてもらうため，月～
木曜は「ラジオ体操第 1」「ラジオ体操第 2」「み
んなの体操」を日替わりで放送。金曜は 3年目と
なるオリジナルの「リズム体操」を実施。／体操
指導：多胡肇，西川佳克，岡本美佳／ピアノ演奏：
幅しげみ，名川太郎，加藤由美子／スポーツ業務
管理部，Gメディア
『テレビでアラビア語』

木　 1:25～ 1:50
再木　 5:30～ 5:55

　第 1 回04.10.4（『アラビア語会話』08.10.1改
題）／ドバイを舞台に，こつ然と消えたアラブの
秘宝を巡り，暗号を解いてこの行方を追うミステ
リー仕立てのスキット（寸劇）。冒険家気分を味
わいながら学んでいく演出で，アラビア語の基礎
を紹介した。（12年度の再放送）／講師：エバ・
ハッサン（東京外国語大学ほか講師）／出演：オ
サマ・イブラヒム，ハリール・メクダシ，師岡カ
リーマ・エルサムニーほか／生徒役：渡部陽一／
テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
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『テレビでイタリア語』
火　 0:00～ 0:25

再火　 6:00～ 6:25
　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
6弾。CEFR（外国語の学習，評価のための枠組
み，ヨーロッパ共通参照枠）のA1（入門）レベ
ルを参考にしたシリーズ。イタリア人キャストに
よるドラマを通して，「気持ちが伝わるイタリア
語の基礎」を学び，ジェノヴァやチンクエ・テッ
レなど北部リグーリア州での現地撮影やインタビ
ュー企画などバリエーション豊かな構成で，初級
から中級レベルまで楽しみながら学習できる講座
とした。／講師：アンドレア・チヴィレ（東京大
学講師）／出演：エヴァ・カンベッダ，アドリア
ーノ・カッシッバ／生徒役：万梨音（モデル・タ
レント）／後期は「EURO24」第 5弾（14年度）
の再放送。／講師：アンドレア・チヴィレ（東京
大学講師）／出演：アリーチェ・セッテンブリー
ニ，マッティーア・パーチ／生徒役：万梨音（モ
デル・タレント）／テキスト発行／青少年・教育
番組部，NED
『テレビでスペイン語』 水　 0:25～ 0:50

再金　 6:00～ 6:25
　第 1 回67.4.4（『スペイン語会話』08.4.3改題）
／前期はスペイン語話者ばかりが住人のシェアハ
ウス「ぐらしお荘」を舞台に，実践的なスペイン
語を学ぶシリーズ第 2弾。マドリードで撮影した
スキットでは，「建築」「ファッション」「音楽」「グ
ルメ」などをテーマにスペイン語の今を伝えた。
スペインでヒットしたドラマ『情熱のシーラ』の
名セリフや料理などバリエーション豊かな構成
で，楽しく学べる講座とした。／講師：成田瑞穂
（神戸市外国語大学准教授）／出演：ガブリエラ・
ゴンサレス，タオ・ロメラ・マルティネス，マク
ソンス・レカム，オルネラ・ソル・オルメショ，
ヘルマン・ヒメネス・パスクアル／生徒役：田中
幸太朗（俳優）／後期は欧州 4言語コラボ企画
「EURO24」の第 5弾（14年度）の再放送。／講
師：成田瑞穂（神戸市外国語大学准教授）／出演：
エレナ・ポンセ・マリンバルド，リカルド・レス
トレポ・キンテーロ，アンドレ・マリ・コッポラ
／生徒役：田中幸太朗（俳優）／テキスト発行／
青少年・教育番組部，NED
『テレビで中国語』

火　23:00～23:25
再翌水　 5:30～ 5:55

　第 1回67.4.3（『中国語会話』08.3.31改題）／日

常会話に役立つ表現を 1年間で100身に付けるこ
とができる講座とした。また，日本人が苦手とす
る声調を波形にして確認できるアプリ・声調確認
くんを開発。番組で使用するだけでなくホームペ
ージやアプリとして公開し，新たな学習手法を導
入した。／講師：三宅登之（東京外国語大学大学
院教授）／出演：段文凝，アレックス・ルー／生
徒役：壇蜜／テキスト発行／青少年・教育番組部，
NED
『テレビでドイツ語』

月　23:25～23:50
再火　 5:30～ 5:55

　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 6
弾。CEFR（ヨーロッパ共通参照枠）のA1（入
門）レベルを参考にした講座。ロケの舞台はベル
リン。過去の生徒役をゲストに迎えてのクイズ対
決コーナーを設け，ドイツ語の聞き取り能力をチ
ェックできるようにした。また，VTRやスタジ
オでのインタビューコーナーでは，現代のドイツ
社会についての話題を提供した。／講師：吉満た
か子（広島大学准教授）／出演：フランツィスカ・
ペッツェル，シュテファン・ポクラント／生徒役：
原沙知絵（女優）／後期は「EURO24」第 5 弾
（14年度）の再放送。講師：吉満たか子（広島大
学准教授）／出演：マレーネ・ホスナー，ウフク・
ドアナイ，トーマス・ヴァージク／生徒役：岡田
義徳（俳優）／テキスト発行／青少年・教育番組
部，NED
『テレビでハングル講座』

水　23:00～23:25
再土　 5:30～ 5:55

　第 1回84.4.1（『アンニョンハシムニカ～ハング
ル講座』08.4.1改題）／生徒自身が言いたいこと
を学ぶため，キーフレーズをカスタマイズし自然
な流れで関連表現や複数の単語が学べるよう工
夫。また，K-POPアイドルが，キーフレーズを
プレゼンするオープニングや擬似会話が体験でき
るコーナーを新設。 1年を通して話す楽しさを追
及する講座とした。／講師：キム・スノク（フェ
リス女学院講師）／出演：シン・ウィス，
FTISLAND／生徒役：ハリー杉山／テキスト発
行／青少年・教育番組部，NED
『テレビでフランス語』

水　 0:00～ 0:25
再木　 6:00～ 6:25

　第 1回59.10.3（『フランス語会話』08.4.2改題）
／前期は欧州 4言語コラボ企画「EURO24」の第
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6 弾。CEFR（ヨーロッパ共通参照枠）のA1（入
門）レベルのフランス語会話を学ぶ講座の続編。
パリを舞台に， 6人のパリジャンが日常的に使っ
ているフレーズをシーン別に教える形式で行っ
た。また，フランスの人気双子ダンサーが，ダン
スをしながら動詞の活用やミニフレーズを教える
企画をシリーズ化した。／講師：姫田麻利子（大
東文化大学教授）／出演：オルファ・ベルーマ，
ヤシン・アキカ／生徒役：渡部豪太（俳優）／後
期は「EURO24」第 5弾（14年度）の再放送。／
講師：姫田麻利子（大東文化大学教授）／出演：
ピエール・サンティヴ，マルゴ・マナン／生徒役：
渡部豪太（俳優）／テキスト発行／青少年・教育
番組部，NED
『テレビでロシア語』 木　 1:00～ 1:25

再金　 5:30～ 5:55
　第 1回73.4.7／（『ロシア語会話』09.9.30改題）
／13年度の再放送で，前・後期とも同じ内容。観
光地として人気の高いサンクトペテルブルクの旅
を中心に，ロシア語の魅力に触れながら基本的な
会話表現を学ぶ。エルミタージュ美術館，ネヴァ
川のクルーズ，老舗のバレエ劇場などの人気観光
スポットで教材となるVTRを制作。スタジオで
は文学，音楽，絵画，演劇など幅広くロシア文化
を紹介した。／講師：貝澤哉（早稲田大学教授）
／出演：河合エフゲーニャ，ミハイル・コリャシ
キン，ジェーニャ／生徒役：小林麻耶（フリーア
ナウンサー）／テキスト発行／青少年・教育番組
部，NED
『10min.ボックス』 （前期）金　 1:25～ 1:45

（後期）金　 1:15～ 1:45
　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。地理，公民，日本史，理
科 1分野，理科 2分野の各教科20回を 4～ 9月の
前期，10～ 3 月の後期に分けて編成した。／青少
年・教育番組部，NED
『道徳ドキュメント』

（前期）木　 9:50～10:05
　第 1回06.4.12，最終回15.10.1／ドキュメントを
通して学ぶ，小学 5～ 6年生・中学生向け道徳番
組。食品ロスやLGBT（性的少数者），東日本大
震災といった現実のドキュメントを通して「道
徳」を学ぶ。／出演：谷地健吾・三輪秀香アナ／
動画配信／青少年・教育番組部
『東北発☆未来塾』

月　23:00～23:20
再土　11:20～11:40

　第 1 回12.4.6／東北の未来を担う若者が，さま

ざまな業界で活躍する講師から“未来を創るチカ
ラ”を学ぶ番組。15年度の講師は平田オリザ（演
劇のチカラ），ドリアン助川（言葉のチカラ），湯
浅誠（コミュニティーのチカラ），隈研吾（空間
を作るチカラ），大友良英（アンサンブルのチカ
ラ），井筒和幸（映画のチカラ）など。 1テーマ
で 4週，年間52本制作した。／出演：サンドウィ
ッチマン／ナレーション：吉本実憂／東日本大震
災プロジェクト，NED，パオネットワーク
『時々迷々』

金　 9:35～ 9:50
　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・片桐はいりがふんする神出鬼没のキャラク
ター「時

とき

々
どき

迷
まよ

々
まよ

」が，主人公の前に現れ，時に子
どもたちを悪い行動へと誘惑し，時にいさめる。
／出演：片桐はいり，ほか／動画配信／青少年・
教育番組部
『なりきり！　むーにゃん生きもの学園』　新

土　 7:15～ 7:30
再木　15:45～16:00

　第 1 回15.4.4／自然の魅力や野外活動の楽しさ
を感じとってもらう環境教育の新番組。体を動か
して生きものになりきってみたり，工作や実験で
生きものの仕組みを体感する。森の妖精・むーに
ゃんとハラッパーノ先生とともに，身近な自然の
面白さと楽しさを探っていく。／出演：濱口優，
山本匠馬，木内舞留／科学・環境番組部，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
館』，09.4.5改題／古典から現代アートまで，美術
の魅力を多角的に探る番組。「本編」（45分）では，
作品だけでなく，作家の人生や思いに迫る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，美術鑑賞の面白さと奥深さ
を伝えた。15年度は放送開始40年の節目の年。『み
つけよう、美』と題して話題の人が地方の美術館
を訪ねる紀行ドキュメントも季節ごとに放送し
た。後半の「アートシーン」（15分）では，いま
開かれている話題の展覧会をピックアップ。最新
の情報をコンパクトに伝えた。放送90年関連番組
として「アートの旅スペシャル　みつけよう、
美」（4.12）を制作。俳優のミムラ，青木崇高，
漫画家のヤマザキマリが各地のアートと出会う姿
をドキュメント。 1年にわたって季節ごとに旅ス
ペシャルを制作し，集大成の決定版（3.13）では，
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ノーベル賞科学者・大村智の目を通してアートの
魅力に迫った。／司会：井浦新（俳優・クリエー
ター），伊東敏恵アナ／文化・福祉番組部，NED
『にっぽんの芸能』

金　22:00～22:59
再月　 5:00～ 5:59

　第 1 回11.4.1／古典芸能の魅力を分かりやすく
紹介する番組。15年度はNHKのアーカイブス資
料を駆使し，名人たちの至芸を演劇評論家・渡辺
保の目線で紹介する「古典芸能名人列伝」コーナ
ーを新設した。14年度から継続した「古典芸能玉
手箱」では古典芸能にまつわる興味深い蘊

うん

蓄
ちく

を取
り上げて，初心者の視聴者を獲得する内容とした。
全体の司会は引き続き，女優・南野陽子（愛称・
ナンノ）と古谷敏郎アナウンサー。／音楽・伝統
芸能番組部，大阪局，名古屋局，NPN
『日本の話芸』

E　　日　14:00～14:29
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。／出演：三遊亭圓歌，桂米丸，一龍斎貞水，
柳家小三治，桂文枝，林家木久扇，月亭八方，柳
家権太楼，三遊亭小遊三，神田陽子ほか／エンタ
ーテインメント番組部，大阪局，NEP，NPN
『にほんごであそぼ』

月～金　 6:45～ 6:55
再月～金　17:10～17:20

　第 1 回03.4.7／ 2 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。15年度から地域実施全国放送公開番組
と位置づけられて年 2回のコンサートを行い，「恋
そめし」などの歌が話題となった。／出演：小錦
八十吉，野村萬斎，神田山陽，豊竹咲甫大夫，う
なりやベベン，中村勘九郎，藤原道山，白Aほか
／監修：齋藤孝／青少年・教育番組部，NED
『ニャンちゅうワールド放送局』

日　17:00～17:25
　第 1回05.4.10／世界のみんなと友だちになるた
めに，人気キャラクター“ニャンちゅう”とおね
えさんが世界の情報を楽しく紹介する。ニャルビ
ッシュ（樽美酒研二／ゴールデンボンバー）や，
おねんどおねえさん（岡田ひとみ）も登場。海外
の子どもソフトも紹介している。／出演：津久井
教生，横田美紀ほか／青少年・教育番組部，

NED
『ニャンちゅうワールド放送局ミニ』

月～金　17:55～18:00
　第 1 回12.4.2／世界の子どもたちの暮らしや文
化の違いなど，楽しい情報をコンパクトに紹介す
るミニ番組。ニャンちゅう，みきちゃん，モフ～
など，ニャンちゅうワールド放送局のレギュラー
が進行。／出演：津久井教生，横田美紀，樽美酒
研二ほか／青少年・教育番組部，NED
『ニュースで英会話』

木　22:00～22:20
再土　 6:00～ 6:20
再月　10:30～10:50

　第 1 回09.4.2／テレビ・ラジオ・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
を学ぶ番組。教材とするのは，主に放送前週に国
際放送で放送された英語ニュース。15年度は通常
のニュースだけではなく記者リポートを使用した
り，デーモン閣下を月一ゲストに招くなど，英語
ニュースがもつ堅いイメージの払

ふっ

拭
しょく

をねらった。
また，連動する番組ホームページではスマホへの
対応を強化し，通勤，通学時に英語ニュースを気
軽に学べるサイトを目指した。／MC：吉竹史／
講師：鳥飼玖美子（順天堂大学教授），伊藤サム
（元ジャパンタイムズ編集局長）／出演：ジョセ
フ・ショールズ，トッド・ルシンスキー，ゲーリ
ー・ファイン，岡部徹（元NHK解説委員），嶋津
八生（元NHK解説委員）／青少年・教育番組部，
NED
『ニュースで英会話プラス』　新

木　22:20～22:25
再土　 6:20～ 6:25
再月　10:50～10:55

　第 1 回15.4.2，最終回16.3.24／『ニュースで英
会話』のスピンオフ企画として，英語の発音に特
化した 5分番組。同日に放送された『ニュースで
英会話』に登場した英語表現を題材に，l（エル）
とrやth，sとshなどの発音の仕方を，歯形やパタ
ーンを使って分かりやすく解説した。スタジオに
は英語音声学の専門家だけでなく，発音評定のロ
ボット「キキワケくん」を配置し，英語発音の機
械判定も行った。／MC：吉竹史／講師：松坂ヒ
ロシ（早稲田大学教授）／青少年・教育番組部，
NED
『猫のしっぽ　カエルの手・選』

日　18:00～18:29
再水　12:25～12:54

　第 1回13.4.7（BSP：09.4.5（DHV）～13.2.22）
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／京都大原，四季折々に美しい山里で営まれる手
作りの暮らしを詩的映像でつづるライフスタイル
番組。主人公は，英国貴族の家系に生まれたベニ
シア・スタンリー・スミスさん。築100年にもな
る古民家で育てたハーブを生活に役立てるノウハ
ウを紹介。ベニシアが英語で朗読する「エッセ
イ」や京都ならではの職人たちの手仕事も，美し
い映像で伝えた。／出演：ベニシア・スタンリー・
スミス，山崎樹範ほか／コンテンツ開発センター，
NEP，テレコムスタッフ
『ノージーのひらめき工房』

土　 7:30～ 7:45
再月　10:00～10:15
再水　15:45～16:00

　第 1 回13.4.3／ 4 ～ 5 歳児から小学校低学年の
子どもたちに向けた工作番組。ひらめきの妖精
「ノージー」と仲間の妖精「シナプー」たちが身
の回りの面白いものから刺激を受け，工作のもの
しり博士「クラフトおじさん」とともに，さまざ
まなユニークな作品を作っていく。マニュアルに
沿っていかに上手に作るかではなく，自分自身の
発想やひらめきを大切にしながら，個性豊かな作
品を生み出すプロセスを大切にしている。「NHK
文化祭」を始め，各所でステージショーとワーク
ショップを開催し，多くの人を動員した。／造形
監修：はらこうへい，いしかわ☆まりこ／アート
ディレクション：tupera tupera／音楽：CHI-
MEY／青少年・教育番組部，NED
『ハートネットTV』

月～木　20:00～20:30
再月～木　13:05～13:35

　第 1回12.4.2／障害や疾患，心の悩み，介護など，
さまざまな“生きづらさ”を抱える人たちが置か
れる状況，課題などを分かりやすく伝える福祉番
組。番組ホームページや生放送でのツイッターな
ども活用し，なかなか声を上げられない当事者の
思いや状況を明らかにした。15年度は，14年度か
らスタートした毎週月曜放送の「ブレイクスル
ー」を継続。月ごとにテーマを決めた 3夜連続の
特集も放送。戦後70年関連シリーズとして，「あ
る知的障害者たちの戦中戦後記（第 1回）消え入
った10の命」（8.19），「ある知的障害者たちの戦
中戦後記（第 2回）“ニュースさん”」（8.20），「障
害者と戦争　ナチスから迫害された障害者たち
（第 1回）20万人の大虐殺はなぜ起きたのか」
（8.25），「障害者と戦争　ナチスから迫害された
障害者たち（第 2回）ある視覚障害者の抵抗」
（8.26）を制作。その他，認知症，パラリンピック，

被災地などの話題を伝えた。「NHKハート展」「障
害福祉賞」「介護百人一首」などNHKが主催する
福祉イベントと連動する番組も制作。「公開すこ
やか長寿」では公開収録を行い，視聴層の拡大に
寄与した。／キャスター：山田賢治アナ／文化・
福祉番組部
『白熱教室』

金　23:00～23:55
　第 1 回13.4.5，最終回16.3.25／新しい知識との
出会いはいつも刺激的。世界の一流教授の講義を
身近に体験できる知的エンターテインメント。15
年度は，ミチオ・カク教授（米・ニューヨーク市
立大学）の最先端物理学，エレーヌ教授（英・オ
ックスフォード大学）の「心と脳の科学」，ティ
モシー・ジョーンズ博士（英・王立音楽院）の「音
楽と社会」などの講義を伝えた。／コンテンツ開
発センター，NEP
『パッコロリン』

月～土　 8:24～ 8:25
再月～金　16:54～16:55
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／青少年・教育番組部，NED
『はりきり体育ノ介』　

水　10:05～10:15
（後期）再木　15:30～15:40

　第 1回14.10.8／小学 3～ 6年生向け。体育がで
きると人生がより楽しくなる！　をモットーに，
タブレットなどのICT活用授業に対応した体育番
組。一流アスリートによるお手本映像「できるポ
イント」と，よくあるつまずき「できないポイン
ト」の比較で，技のポイントを分かりやすく伝え
た。／出演：渡邊実（体育ノ介），吉良克哉（博
士の声）／アニメ：The BERICH（ビリッチ）／
音楽：竹内信次／動画配信／青少年・教育番組部，
NED
『バリバラ～障害者情報バラエティー～』

日　19:00～19:30
再金　 0:00～ 0:30

　第 1 回12.4.6／「バリアをなくして、生きるこ
とを楽しくする」障害者情報バラエティー。恋愛・
出産・子育て・就労・スポーツ・音楽・アートな
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ど，あらゆるジャンルをテーマに障害者が本当に
必要な情報を発信。モットーは「No Limits（限
界無し）」。 9月にはBK（大阪）放送開始90年記
念事業，バリアフリーをテーマにしたファッショ
ンショー「バリコレ」を梅田グランフロントで開
催（9.12），3,000人の観客を集め大きな反響を呼
んだ。障害者週間には，14年に制作し話題を呼ん
だ特集ドラマ「悪夢」の続編「禁断の実は満月に
輝く」（12.6）を放送。／出演：山本シュウ，玉
木幸則，大橋グレース，大西瞳ほか／大阪局
『びじゅチューン！』

日　17:55～18:00
再月　12:50～12:55
再土　12:25～12:30

　第 1 回14.5.4（新作と再放送を織り交ぜて編
成）／世界の美術を歌とアニメで紹介する番組。
難しい説明なし。映像作家・井上涼さんが手がけ
るうたとアニメで，美術作品を独自の目の付けど
ころから紹介する。15年度は「ランチは地獄の門
の奥に」「紅白梅図屏

びょう

風
ぶ

グラフ」「真珠の耳飾りの
くノ一」「縄文土器先生」「洛中洛外シスターズ」
「火消しが来りて笛を吹く」「祖母のコロッセオ
ハット」「崖のぼり、のちキス」「ベーカリー空也」
「便利だわブロードウェイ・ブギウギ」「ラス・
メニーナス、開演前」「姫路城と初デート」「夏野
菜たちのランウェイ」「武蔵の遅刻理由」「私たち
は元パルテノン神殿」「Walking！ニケ」「敢

あ

えて
湖畔」「月曜日モンスター」の18番組を新作した。
／文化・福祉番組部，NED
『ピタゴラスイッチ』

土　 7:45～ 8:00
　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」を取り上げ，「不思
議な構造」「面白い考え方」を分かりやすく伝え
る。教育的目的としても映像的表現としても常に
新たな試みに挑戦。ピタゴラ装置・人形劇・アニ
メ・歌など多彩なコーナーで構成し，楽しみなが
ら，いつの間にか「分かってしまう」ことをねら
った。／青少年・教育番組部，NED
『ピタゴラスイッチ　ミニ』

月～金　 7:30～ 7:35
再水　　17:40～17:45

（隔週）再金　　10:10～10:15
　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。／青少年・教育番組部，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。子どもたちのユニークなアイデア投稿を
基に，キャラクター，絵や歌，アニメなどの作品
を創り出し，魅力ある世界を開拓する。15年度は，
ウェブ上でブロックを組み立てる3Dお絵かきツ
ールで募集したモンスターを使い，多様な企画を
開発した。モンスターが登場するストーリー，マ
ップ探索ゲーム，強いモンスターを育てる格闘ゲ
ームなど。一部ゲームはスマホにも対応し，生放
送にも展開した。年 6回の生放送では，ウェブゲ
ームの他にもデータ放送ゲームやマルチ編成など
さまざまな双方向演出を行った。また，通常回に
もゲームとランキング投票を組み合わせたデータ
放送を常設した。／出演：いとうせいこう，金子
貴俊，升野英知，中田あすみ，ほか／青少年・教
育番組部
『100分de名著』

水  　　　　　　　22:00～22:25
再水　 6:00～ 6:25，12:00～12:25

　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。ブッダ
「最期のことば」，「荘子」のほか，太宰治「斜陽」，
サルトル「実存主義とは何か」，アドラー「人生
の意味の心理学」など，古今東西を問わず幅広く
名著を解説した。／司会：伊集院光，武内陶子ア
ナ／文化・福祉番組部，NED
『福島をずっと見ているTV』

（第 1）日　 0:00～ 0:24
　第 1 回11.6.3／東日本大震災の年に始まり， 5
年目を迎えた15年度は，富岡の小学生がふるさと
をテーマにラジオ番組を制作する様子や，県外の
大学生が楢葉町の町作りを町民と一緒に考える様
子など，復興に向けて頑張る若者たちの姿を中心
に取材。地元高校生たちが復興支援活動を発表し
あうフェスも福島市で初開催しスペシャルとして
放送するなど，12本を制作。／出演：箭内道彦，
合原明子アナ／青少年・教育番組部
『ふしぎがいっぱい』
 火　（ 3年） 9:10～ 9:20，（ 4年） 9:20～ 9:30
 （ 5 年）9:30～ 9:40，（ 6年） 9:40～ 9:50
　第 1 回11.4.5／学習指導要領に対応した理科番
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
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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，最
新機材を駆使した科学映像を使って紹介した。ホ
ームページには動画クリップやクイズ，授業プラ
ンなどを公開。／動画配信／青少年・教育番組部，
NED
『プチプチ・アニメ』　

月～金　 8:50～ 8:55
再月～金　15:40～15:45

　第 1回94.4.4／セルアニメではなく，粘土，砂，
布，ストローなど多様な素材と手法を用いて制作
するアニメーション番組。代表作「ニャッキ！」
のほか，新たに海外の映画祭で受賞した「こにぎ
りくん」，独創的な編み物アニメ「ニットとウー
ル」など若手作家の新作にも挑戦。さらに三池崇
史が監督した20周年記念作「ころがし屋のプン」
も放送した。／青少年・教育番組部，NEP
『フックブックロー』

月～金　 7:35～ 7:45
　第 1 回11.3.28，最終回16.4.1／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
うに詰め込んだ番組。15年度はこれまで制作した
中からアーカイブス放送。／出演：谷本賢一郎ほ
か／青少年・教育番組部，NED
『フックブックローミニ』　新

木　17:35～17:40
再土　 6:45～ 6:50
再月　15:55～16:00

　第 1 回15.4.2／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。『フックブッ
クロー』の歌部分を中心に構成した 5分版。コン
テンツは一部，『フックブックロー』をマルチユ
ース。／出演：谷本賢一郎ほか／青少年・教育番
組部，NED
『プレキソ英語』

土　18:50～19:00
再木　10:05～10:15

　第 1 回11.4.2／小学校高学年向け英語番組とし
て，11年にスタート。14年に全面リニューアルし
た。英語の“音”に慣れることを目的とし，毎週
1つの英語表現（キーフレーズ）を中心に学ぶ。
寿
す

司
し

のキャラクターたちが登場するアニメ
「Sushitown」では，キーフレーズを使いながら
物語を展開。また，海外ロケコーナーでは，ネイ
ティブたちがフレーズを実際に話す様子に繰り返

し触れられる機会とした。さらに，英語の“音”
に親しむために早口言葉や歌のコーナーなども取
り入れた。学校放送番組のウェブサイト「NHK 
for School」でデジタル教材として提供。オール
イングリッシュプログラム。／監修：粕谷恭子（東
京学芸大学教授）／アニメーション脚本：ふじき
みつ彦／アニメーション制作：ODDJOB／出演：
スチュアート オー，ソネス・スティーブンスほ
か／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『まいにちスクスク』

月～木　10:55～11:00，19:55～20:00
　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。「離乳食のすすめ
方」「子どものお手伝い」「むし歯予防」などのテ
ーマでハウツーや最新の情報をコンパクトに紹介
した。／青少年・教育番組部，NED
『学ぼうBOSAI』

木　 9:30～ 9:40
再金　15:45～15:55

　第 1回13.4.10／災害の恐ろしさや人の死の悲し
みを心から感じ，自然現象を科学的に理解し，命
を守るためにどうすべきか考え，行動する…災害
に対して子どもも大人も一人ひとりが身に付ける
べき知恵を学ぶ「BOSAI（防災）番組」。以下の
5つのシリーズを通して防災について考えた。災
害のメカニズムを理解する「地球の声を聞こう」，
災害に立ち向かう人々を描く「命を守るチカラ」，
子どもたちが仲間とともにBOSAIを学ぶワーク
ショップ型の「シンサイミライ学校」，そして体
験から学ぶ「東日本大震災　被災者に学ぶ」「阪
神・淡路大震災　いのちのリレー」。／出演：大
木聖子，濱口優，相武紗季ほか／動画配信／青少
年・教育番組部，大阪局，NED，NPN
『マリー＆ガリー』

水　17:35～17:40
　第 1 回15.4.1／ 1 割科学・ 9割エンターテイン
メントをモットーにした 5分間の短編アニメ。も
ともとは09年度に『すイエんサー』内のコーナー
アニメであったが，13年度は単独のアニメに，14
年度は放送がなかったが，15年度からは夕方の幼
児ゾーンで放送。／青少年・教育番組部，NED
ほか
『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／生活に役立つ情報や暮らしを豊
かにするヒントをコンパクトに分かりやすく伝え
る 5分間のミニ番組。「姿勢改善エクササイズ」「み
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そ玉で簡単！毎日のおかず」「からだイキイキ！
簡単でおいしい　ヨーグルトでもどす乾物レシ
ピ」「ルールを覚えて美しく！今から始める筆ペ
ン」など，幅広いジャンルのノウハウやエクササ
イズを紹介した。／テキスト発行／生活・食料番
組部，NED，NPN
『みいつけた！』

月～金　 7:45～ 8:00
再月～金　16:55～17:10

　第 1回09.3.30／ 4 ～ 6 歳児向け教育的エンター
テインメント番組。未就学児の発達を緩やかに後
押しし，子どもたちの気付きや発見の芽を育てる
ことを目指す。イスの「コッシー」と女の子「ス
イちゃん」，そして大人のサボテン「サボさん」
が活躍するスタジオコーナーや，ロケや体操，ア
ニメーション，歌など多彩なコーナーで構成。15
年度よりスイちゃん役の女の子が交代，セットも
リニューアルした。自然科学をテーマにした「サ
ボノミズはかせのけんきゅうじょ」をスタート。
／出演：高橋茂雄（サバンナ），川島夕空，佐藤
貴史，小林顕作，三宅弘城ほか／青少年・教育番
組部，NED
『みいつけた！さん』

日　 7:25～ 7:55
　第 1 回10.4.4／『みいつけた！』の人気コーナ
ーが詰まった家族で楽しめる30分。イスの「コッ
シー」と「レグ」，サボテンの「サボさん」が番
組MCになって，ゲストとのトークやゲームを繰
り広げる。休日の朝，家族みんなで楽しめる番組。
／出演：高橋茂雄（サバンナ），篠原ともえ，佐
藤貴史ほか／青少年・教育番組部，NED
『見えるぞ！ニッポン』

水　 9:20～ 9:35
　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”から与えられた各都道府県の
謎に，少年“みえる”が，自然，伝統・文化，産
業などの視点から調べて学んでいく。／声の出演：
代永翼，釘宮理恵／ナレーター：村上由利子・北
郷三穗子アナほか／動画配信／青少年・教育番組
部
『ミクロワールド』

火　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，
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いたミニ番組。小学校・中学
校・高校向け。／動画配信／青少年・教育番組部，

NED
『ミニアニメ』

月～金　 6:40～ 6:45
月～金　17:20～17:25
日　　17:25～17:30

　第 1 回97.4.7／年間 9 タイトルを放送。15年度
は新しいタイトルはなく，好評だったタイトルの
第 2シリーズなどを制作し，放送。「サラとダッ
クン」「うさぎのモフィ」「うっかりペネロペ」「マ
ノン」「ピムとポムのちっちゃな冒険」「ぼく　チ
ロ！」「がんばれ！ルルロロ」「ふうせんいぬティ
ニー」「ブルーナのえほん～ミッフィーとおとも
だち」を曜日ごとに放送。／青少年・教育番組部
『ミミクリーズ』　新

月　17:35～17:45
再土　 6:50～ 7:00

（隔週）再金　10:00～10:10
　第 1回15.3.30／15年度に定時化した幼児向け自
然科学番組。30本を制作。自然界の「似たものさ
がし」を通じて，子どもたちが「自ら考える力」
を育む。印象的な自然映像やかわいらしいアニメ
ーション，うたや漫才などさまざまな演出で見せ
ていく。番組専用カメラアプリによる写真投稿も
4,000枚を超える，インタラクティブな番組。／
監修：生物学者・福岡伸一／音楽：トクマルシュ
ーゴ／声：諏訪部順一／青少年・教育番組部，
NED
『ミュージック・ポートレイト』

（後期）木　23:00～23:45
再月　 1:10～ 1:55

　第 1回11.7.16／「あなたの人生で“大切な歌”
はなんですか？」…さまざまな分野で活躍する著
名人が「人生の大切な10曲」を持ち寄って対談，
音楽を切り口にした自叙伝が語られる。／出演：
ヒロミ，前園真聖，関根勤，みうらじゅん，秋元
康，黒木瞳，DAIGO，鬼龍院翔，小室哲哉，浦
沢直樹，桂文枝，千原ジュニア／エンターテイン
メント番組部，大阪局，広島局
『未来広告ジャパン！』　新

水　9:35～9:45
　第 1 回15.4.8／小学 5年生向け社会科番組。国
土，自然，産業，環境など20のテーマで日本の“今”
について調べる。分かったことをCMにまとめ，
日本の未来を考える。／出演：狩野英孝，若山耀
人，芋洗坂係長，遠藤三貴／ナレーター：濱中博
久／動画配信／青少年・教育番組部
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『ムジカ・ピッコリーノ』
金　17:35～17:45

再土　 8:25～ 8:35　
　第 1 回13.4.6／子どものための音楽教育番組。
科学的実験やアニメ・CGなどを駆使して音楽の
世界を感覚的・多角的に表現し，子どもたちの感
性を刺激する番組として制作。15年度は，さまざ
まな楽器の構造や特徴に注目するとともに，クラ
シック，ポップス，民族音楽など，あらゆるジャ
ンルから耳なじみのある名曲を取り上げ，親子で
楽しめるシリーズを目指した。／出演：鈴木慶一，
斎藤アリーナ，ROLLYほか／音楽・伝統芸能番
組部，NEP
『メディアのめ』

木　 9:40～ 9:50
　第 1 回12.4.9／現代社会にあふれかえるメディ
アからの情報を取捨選択して受け止め，積極的に
メディアを使いこなしていく力「メディアリテラ
シー」を子どもたちに身に付けてもらうことを目
的とした番組。毎回，テレビ・インターネット・
ケータイ・雑誌・新聞など身近なメディアを取り
上げ，その特性やプロの技，メディアとの上手な
つきあい方を学んでいく。小学 4～ 6年生の総合
的学習の時間，国語・社会・道徳などに対応。／
出演：池上彰，安保泰我／動画配信／青少年・教
育番組部
『ゆうやけシャキーン！』　新

火　17:35～17:45
　第 1 回15.3.31，最終回16.3.29／お目覚め番組
『シャキーン！』の夕方版。関西弁でテンション
高く話すジュモやんとコウモリの菊やんによるス
タジオパートと，翌週 1週間の『シャキーン！』
のコンテンツの中から厳選したコーナーとで構成
した。／出演：片桐仁ほか／青少年・教育番組部，
NED
『楽ラクワンポイント介護』

金　21:55～22:00
再火　15:25～15:30

　第 1 回12.1.7／認知症の要介護者を家庭で抱え
た人々に向けて，よりよい認知症介護のノウハウ
を紹介。認知症の人の生活力の衰えを助け，能力
を引き出すことで，生きる力の改善を目指した。
／文化・福祉番組部，NED
『ららら♪クラシック』

土　21:30～21:59
再木　10:25～10:54

　第 1 回12.4.1／初心者向けのクラシック音楽番
組。どこかで耳にしたことのあるクラシックの名

曲を分かりやすく多彩な切り口で解説。スタジオ
ライブ仕立てで演奏も紹介。視聴者にクラシック
の新しい楽しみ方を提示した。／司会：石田衣良，
加羽沢美濃／音楽・伝統芸能番組部
『リトル・チャロ』

金　11:45～11:55
再月　15:45～15:55

　第 1 回14.4.3（08年度から放送を開始した英語
アニメ『リトル・チャロ』シリーズを再構成し，
10分×全50話で放送）／14年度に放送した番組の
再放送。日本生まれの子犬・チャロがニューヨー
クで迷子になる08年度のファーストシーズン，ニ
ューヨークを再び訪れ映画撮影に臨む13年度のチ
ャロ 4，そして震災復興支援目的で放送した12年
度のチャロ東北編を再編集した。音声英語，日本
語字幕あり。／声の出演：純名里沙，斎藤アリー
ナ，ビル・サリバンほか／脚本：パトリック・ハ
ーラン／青少年・教育番組部，NED
『歴史にドキリ』

水　 9:45～ 9:55
　第 1回12.4.11／小学 6年生向けの社会科（日本
史）番組。歌舞伎俳優・中村獅童が歴史上の偉人
にふんし，その偉業を歌って踊って紹介する。／
出演：中村獅童ほか／音楽：前山田健一／振付：
振付稼業air:man／動画配信／教師用テキスト発
行／青少年・教育番組部
『ろうを生きる　難聴を生きる』

土　20:45～21:00
再金　12:45～13:00

　第 1 回77.4.8／聴覚障害者のための情報や多様
な分野で活躍する人々を紹介する番組。15年度は，
大勢の弟子を抱える難聴の宮大工や，身体障害が
ある妻と助け合いながら暮らす，ろうの漁師など，
さまざまなヒューマンドキュメントを放送した。
また，補聴器や人工内耳の今を取材，聴覚に関わ
る最新技術の情報も伝えた。ろう者の戦後70年な
ど，歴史を振り返る番組も放送した。／文化・福
祉番組部
『ワンポイント手話』

火　22:45～22:50
再火　10:50～10:55
再水　15:25～15:30

　第 1 回96.4.1／簡単な手話を分かりやすく伝え
る番組。聴覚障害者との出会いの場でよく使われ
る手話を紹介。／文化・福祉番組部
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Eテレ：特集番組
『NHK高校講座　ベーシック　サイエンス』

3.18／14:00～14:10，14:10～14:20
　理科では第 2分野（生物・地学）に比べ第 1分
野（物理・化学）は苦手という生徒たちが多いと
いう教育現場の悩みを受け，物理と化学の 2ジャ
ンルに絞った学びなおしのための番組を開発。春
の特集で 2本制作。科学アレルギーに対する処方
箋となるべく，楽しい実験が満載。 1本目は「実
験DE発見！（ 1）モーターの仕組み」。 2本目は
「音の速さ」。／司会：田畑藤本／講師：川村康
文／出演：キュピトロン／ナレーター：久嶋志帆
／青少年・教育番組部，NED
『NHK高校講座　簿記』

3.18／14:20～14:40
　全国の通信制高校など教育現場の強い要望を受
けて，初めて簿記を学ぶ人たちが「簿記」の基本
を楽しく学べる番組を開発。 1本目を春の特集で
放送。商店を模したスタジオセットで簿記の基本
用語である資産・負債・純資産について分かりや
すく解説した。／司会：酒井瞳（簿記アイドル）
／講師：渡部祟文／出演：石井祥伍，松田莉奈，
粕谷和生／ナレーター：おまたかな／青少年・教
育番組部，NED
『NHK浪曲特選・夏』

9. 6 ／15:00～16:40
　毎年恒例の特集。15年度は，NHK東西浪曲大
会のもようを収録・放送。東京から 3人大阪から
1人，計 4人の浪曲師が，それぞれ一席ずつ浪曲
を口演。浪曲の魅力を楽しく紹介するミニコーナ
ーも実施した。／出演：京山幸枝若，国本武春，
澤孝子，玉川奈々福，富士路子／司会：国本武春，
三輪秀香アナ／エンターテインメント番組部，
NEP
『N響 “第9” 演奏会』

E　　12.31／20:00～21:20
FM　12.22／19:00～21:10

　年末恒例となったN響の“第 9”。指揮は15年
9 月にN響首席指揮者に就任したパーヴォ・ヤル
ヴィ。ヤルヴィ自身が“第 9”の音楽作りについ
て語るインタビューを交えて紹介した。／ソプラ
ノ：森麻季，アルト：加納悦子，テノール：福井
敬，バリトン：妻屋秀和，合唱：国立音楽大学／
出演：パーヴォ・ヤルヴィ，（FM）広瀬大介（音
楽評論家），貫名由花（通訳）／司会（FM）：大
林奈津子／音楽・伝統芸能番組部

『N響ミュージック・トゥモロー2015』
 7.18／14:00～15:30

　NHK交響楽団が年に一度行っている現代音楽
のコンサートを中継収録し，放送した。曲目は，
第63回尾高賞受賞作である「Rare Gravity」（藤
倉大作曲），サクソフォーン協奏曲（ジョン・ア
ダムズ作曲）など。／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『Rの法則「戦後70年　戦死した若者の詩×声
優・浪川大輔」』

8.13／18:55～19:25
再10.15／18:55～19:25

　10代向けの情報番組『Rの法則』では，戦後70
年の夏，若い世代に「戦争」の実態が伝わる特集
を企画した。取り上げたのは太平洋戦争の戦場で
23歳で戦死した若者・竹内浩三。映画監督を目指
していた浩三は短い生涯の中で，多くの詩や言葉
を書き残した。そこには「青春」「恋愛」そして
「戦争に行くことへの葛藤」がつづられていた。
番組では10代が共感できるよう人気声優の浪川大
輔を起用し，彼に浩三の短い生涯と詩を紹介して
もらった。スタジオでは当時の浩三と同世代の
R’sたちが，彼の青春や残した言葉に触れなが
ら，70年前の戦争について考えた。／出演：山口達
也（TOKIO），秋鹿真人アナ，R’s（10代レギュ
ラーメンバー），古市憲寿，菊地亜美／朗読：浪
川大輔／ナレーション：大江戸よし々，小坂由里
子／青少年・教育番組部
『TOKYOおもてなし計画』

1. 3／23:00～23:44
　東京オリンピック・パラリンピックに向け，ま
すます増えることが予想される訪日外国人をどう
もてなすのかを，いくつかの事例を取材すること
で紐

ひも

解く番組。まずは元オリンピアンの上村愛子
さんが，前回大会が行われたロンドンを取材し大
会成功の秘訣を探った。さらに，外国人に自宅で
夕食を振る舞う「 3時間だけのホームステイ」プ
ログラムを取材，そして「おもてなし世界一」に
輝いた長崎の小値賀島を取材。外国人が喜ぶもて
なしとは何かを紹介した。／出演：上村愛子，ボ
ビー・ジュード／ナレーション：サヘル・ローズ
／青少年・教育番組部，NED
『アニメ　おじゃる丸スペシャル「わすれた森の
ヒナタ」』

 8.14／18:55～19:24 
再 8.23／16:30～16:59

　ある夏の日，ピクニックに来たおじゃる丸たち
は，“ヒナタ”という，両親や家のことも忘れた
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という女の子と出会う。送っていくため森の中を
進むと，ヒナタと同じく自分のことを忘れた不思
議な生き物たちに出会い，一緒に楽しい冒険の旅
を続ける。そしてたどり着いたヒナタの家で，お
じゃる丸が知ることになる真実とは…。／原案：
犬丸りん／監督：大地丙太郎／アニメーション制
作：ぎゃろっぷ／展開戦略推進部，NEP
『いじめをノックアウトスペシャル　第 6弾
「ボクたちは、あきらめない。」』

10.10／19:00～19:55，20:00～20:45
　いじめを無くすためにあなたにできることは？ 
13年夏から全国の学校に「行動宣言」を呼びかけ
てきたスペシャルの第 6弾。いじめがどれだけ深
い傷を残すのか，被害者の生の声を真

しん

摯
し

に伝えた。
「行動宣言」は目標の100万件を達成。キャンペ
ーンソングの歌詞と，いじめを防ぐLINEスタン
プ案を募集する新企画もスタートさせた。／出演：
高橋みなみ（AKB48），首藤奈知子アナほか／青
少年・教育番組部
『いじめをノックアウトスペシャル　第 7弾
「僕にできること。君にしかできないこと。」』

3.19／19:00～19:55，20:00～20:45
　いじめを無くすためにあなたにできることは？ 
13年夏から全国の学校に「行動宣言」を呼びかけ
てきたスペシャルの第 7弾。いじめの“空気”を
テーマに，行動を起こすヒントを伝えたとともに，
第 6弾で募集し寄せられた1,300の歌詞をもとに，
高橋みなみさんが作詞したキャンペーンソングも
初披露。同じく3,000のアイデアが寄せられた
LINEスタンプも中高生たちと一緒に 8つを選考。
無料配信後 1か月で500万ダウンロードを達成。
「行動宣言」は111万件を超えた。／出演：高橋
みなみ（AKB48），武井壮，寺門亜衣子アナほか
／青少年・教育番組部
『いじめをノックアウト番外編「いじめをノック
アウトサミット　どうする？！SNSいじめ」』

6.28／15:50～16:15
　高橋みなみさんと現役中学生10人が，無料通信
アプリ・LINEでの悪口やいじめにつながりそう
な実態を話し合い，解決策について考えあった。
この話し合いから，『いじめをノックアウトスペ
シャル　第 6弾・第 7弾』とLINEでのいじめ防
止策を継続して話し合い，オリジナルのいじめを
防ぐLINEスタンプが生まれることになった。／
出演：高橋みなみ（AKB48），首藤奈知子アナほ
か／青少年・教育番組部

『いないいないばあっ！　20周年スペシャル』
 1. 2／ 9:30～10:00

再 1.11／ 9:10～ 9:40
　 0 歳児から 2歳児を対象にした『いないいない
ばあっ！』の20周年特集番組。北海道旭川市を舞
台に凧

たこ

揚げ，雪あそび，歴代のたいそう曲メドレ
ーや宝物探しを行った。歴代のお姉さんが指人形
で復活，全員集合して新作の20周年記念ソングを
歌った。／出演：チョー，大角ゆき，杉山優奈，
空閑琴美，原風佳，斎藤里奈，田原加奈子，間宮
くるみ，川田妙子ほか／青少年・教育番組部，
NED
『岩井俊二のMOVIEラボ　シーズン2』

 2. 4，11，18，25／23:00～23:44
　映画監督の岩井俊二を主宰に迎え，新旧洋邦の
名作を題材に，映画の魅力を伝えた特集番組シリ
ーズ。第 2シーズンの15年度は， 4回に分けて放
送。「走る」「闘う」「恋をする」「嘘（うそ）をつ
く」など毎回テーマを設定，監督や俳優など豪華
ゲストとともに，名作の名作たるゆえんを紐

ひも

解い
た。また，プロの映像作家を目指す若者たちや一
般視聴者から公募した映像も「 1分スマホ映画ロ
ードショー」で紹介した。／出演：岩井俊二，千
原ジュニア，堤幸彦，諸鍛冶裕太，是枝裕和，長
澤まさみ，飯豊まりえ／エンターテインメント番
組部，NEP
『ウィーン・フィル　ニューイヤー・コンサート
2016』 E 　　 1. 1／19:00～21:55

FM 　 1. 1／19:15～21:55
BSP　 1.11／ 0:40～ 3:35

再E 　　 1.24／ 0:30～ 3:25
　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
最大のイベントを放送。16年はマリス・ヤンソン
スが 3度目の登場を果たしウィーン・フィルを指
揮。「美しく青きドナウ」「ラデツキー行進曲」な
ど，恒例の名曲が演奏された。／ゲスト（TV）：
田代万里生（歌手・俳優），小宮正安（横浜国立
大学教授）／司会（TV）：渡邊佐和子アナ／ゲス
ト（FM）：奥田佳道（音楽評論家）／司会（FM）：
田中奈緒子（フリーアナウンサー）／音楽・伝統
芸能番組部
『浦沢直樹の漫勉』

 9. 4，11，18，25／23:00～23:44
 3. 3，10，17，24／23:00～23:44

　これまで撮影がほとんど許されなかったマンガ
制作の繊細な作業を，最新の機材を駆使して密着
撮影し，世界の漫画ファンに届ける番組。さらに
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撮影された漫画家本人とプレゼンター・浦沢直樹
が，作画映像を「解析」。創造の源泉となる知識・
視点が語られた。／プレゼンター：浦沢直樹／出
演：（9.4）東村アキコ，（9.11）藤田和日郎，
（9.18）浅野いにお，（9.25）さいとう・たかを，
（3.3）萩尾望都，（3.10）花沢健吾，（3.17）五十
嵐大介，（3.24）古屋兎丸／エンターテインメン
ト番組部
『ウワサの保護者会「親子で話してる？戦争のこ
と平和のこと」』  8. 6／22:25～22:49

再 8.20／22:25～22:49
再 8.22／12:00～12:24

　ファミレス風のスタジオセットに小中学生の子
を持つ一般の親たちが集まり，尾木ママと教育や
子育てについて語り合う『ウワサの保護者会』。
戦後70年の夏，戦争をテーマに取り上げた。戦争
について，子どもたちの関心が薄れている一方で，
親はどう伝えたらよいか分からないという悩みを
抱えている。番組では「中学生の娘が海外の難民
キャンプに行ってきた」という母や，「内戦を生
き抜いた体験を娘に伝えてきた」というカンボジ
ア人の母が参加し，戦争と平和について親子で考
え，話し合うためのヒントを探った。／出演：尾
木直樹，保護者たち（一般人），高山哲哉アナ／
青少年・教育番組部
『笑顔　光り輝く夏！～フラガールズ甲子園
2015～』

10. 4／15:00～16:00
　福島県いわき市で行われた「フラガールズ甲子
園」での高校生の奮闘に密着したドキュメンタリ
ー。取材したのは，優勝をねらう地元の高校・い
わき総合高校と，ストリートダンスの名門校・大
阪府立箕面高校のダンス部。いわき総合高校の新
米キャプテンの悩める日々と，フラはまったく初
めてという箕面高校の挑戦を 3か月にわたって追
いかけた。／ナレーション：Dream Ami／音楽・
伝統芸能番組部
『おかあさんといっしょ　お正月スペシャル』

 1. 1／ 9:06～ 9:31
　華やかな元日に，お兄さん，お姉さんたちがす
ごろく大会をしながら，お正月にふさわしい歌を
お茶の間にプレゼント。イントロクイズや，おな
じみの体操「ブンバ・ボーン！」などで楽しんだ。
／青少年・教育番組部，NED
『おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート
「2015年春・NHKホール」』　

 5.17／16:10～17:10
　お兄さん，お姉さんとポコポッテイトの 3人は，

望遠鏡で見つけた，じゃがいもそっくりの星“じ
ゃがいも星”に向けて旅立つ。さまざまな困難を
乗り越えて，じゃがいも星にたどりつくと，そこ
にいたのは…！　どきどき冒険が満載のコンサー
トを中継録画して放送した。／青少年・教育番組
部，NED
『おかあさんといっしょ　ファミリーコンサート
2015秋「わくわく！ゆめのおしごとらんど」』

11.15／16:00～17:00
　お兄さん，お姉さんとポコポッテイトのみんな
が将来のお仕事の話をしているうちに，よしお兄
さんのおじさんが作ったという「おしごとらん
ど」に行くことに。そこではいろんなお仕事が体
験できるらしい。さあ，どんな出来事が待ってい
るのかな？　楽しいコンサートのもようを中継録
画して放送した。／青少年・教育番組部，NED
『大人のピタゴラスイッチ～見えピタ！こうすれ
ば見える～』　

 1. 2／23:10～23:40
　幼児番組『ピタゴラスイッチ』の大人向け特
番。定時番組では伝えきれない大人向けの難しい
概念や考え方を，ピタゴラらしい美しくコミカル
な映像で分かりやすく解説。12年度から毎年，年
始に特集として放送，第 4弾となる15年度は「可
視化」をテーマにし，見えないものを見えるよう
にする手法や考え方を紹介した。／出演：片桐仁
（ラーメンズ），車だん吉ほか／青少年・教育番
組部，NED
『かおテレビ』 9:00～ 9:05
「ピーマン」　　　　　　　　　　　 8. 3～ 6
「くるま」　　　　　　　　　　　　 8.10～13
「とけい」　　　　　　　　　　　　12.14～17
「ごみばこ」　　　　　　　　　　　 3.22～24

※同一内容を連続放送
　NHKハイブリッドキャストによる世界初の視
聴者参加型子供番組。視聴者はハイブリッドキャ
ストコンパニオンアプリを使ってスマートフォン
でパーツ（眉・目・鼻・口など）を選んで「かお」
を作る。それがテレビ画面に表示され，番組進行
にあわせてアニメーションで歌う，という仕掛け。
データ放送では，毎日違う「かお」が登場。また，
視聴者が作った「かお」は番組ホームページで簡
易なアニメーションつきで公開した。コンパニオ
ンアプリを使うことに習熟してもらうため，ハイ
ブリッドキャストホームに“いつでも体験できる
コンテンツ”を制作した。／文化・福祉番組部，
NED
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『亀田音楽専門学校』
1. 7，14，21，28／23:00～23:44

　音楽プロデューサーの亀田誠治が，J－POPの
ヒット曲に隠された音楽の秘密を解き明かす音楽
教養番組。「シーズン 3」となる15年度は，
「J-POP」という言葉が生まれた1988年から現在
までを 4つの時代に区切り，変遷について解説し
た。また，VTRでは 4人のヒットメーカーと亀
田との対談も実現した。／出演：亀田誠治，中村
慶子アナ／ゲスト：（1.7）いきものがかり，
（1.14）GLAY，（1.21）RIP SLYME，（1.28）星
野源／VTR出演：（1.7）織田哲郎，（1.14）小室
哲哉，（1.21）小林武史，（1.28）秋元康／エンタ
ーテインメント番組部
『きょうの料理スペシャル「私の忘れられない
味」』

12.26／14:00～15:29
　「私の忘れられない味」をテーマに11年夏から
視聴者の投稿を募り，随時紹介してきた，その集
大成として放送。寄せられた600通あまりは，死
別した母の手料理や，家族の健康を願って代々受
け継がれる味，戦中の思い出の味など，素朴なが
ら人生と深く結びついた味ばかり。投稿者へのそ
の後のVTR取材やレシピの再現，エッセイの朗
読，スタジオトーク等を通じて，手作りの料理が
紡ぐ心温まる物語を味わい，心を込めた手料理が
人の人生を支える力について語り合った。／司会：
谷原章介，森公美子，後藤繁榮アナ／ゲスト：鈴
木登紀子，グッチ裕三／朗読：室井滋／生活・食
料番組部，NED
『吟詠』 10. 3／15:00～15:15

　 1. 1／ 6:35～ 6:50
　 3.19／ 5:15～ 5:30

　和漢古今の名詩歌を朗々と歌い上げる「吟詠」
を年 3回放送した。／（10.3）吟詠「月によせて」
清水錦洲ほか／（1.1）新春吟詠「初雪によせて」
田中国臣ほか／（3.19）吟詠「春を迎えて」森田
夏代ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『クラシック・ハイライト2015』

12.31／21:20～23:45
　大

お お み そ か

晦日の夜に15年のクラシック音楽界の名シー
ンを紹介。分かりやすい解説とともにNHKが収
録した話題の公演のハイライトを放送した。／解
説：飯尾洋一（音楽評論家）／司会：上條倫子ア
ナ／音楽・伝統芸能番組部
『決定！すくすくアイデア大賞2015』

12.26／21:00～21:59
　全国のパパ・ママが考えた子育ての悩みや困り

ごとを解決できるオリジナルの「子育てアイデ
ア」を紹介。15年度は視聴者から寄せられた940
に及ぶアイデアの中から一次予選，二次予選を通
過した15組の親子がスタジオに登場。投票および，
審査により大賞を決める「すくすく子育て」恒例
の年末特番。／出演：くわばたりえ，水内猛，榊
原洋一，大日向雅美，原口あきまさ，豊田エリー
／青少年・教育番組部，NED
『こいつぁ春から～初芝居生中継～』

 1. 2／19:00～21:30
　正月 2日夜の恒例番組。東京・歌舞伎座から「吉
田屋」などの演目を生中継した。MCには 3月に
5代目中村雀右衛門襲名興行を行う中村芝雀，お
なじく10～11月に一家 4人同時襲名を行う中村橋
之助一家をゲストに迎え，中村吉右衛門，坂東玉
三郎など，人間国宝の登場で沸いた東京・歌舞伎
座の舞台とともに臨場感あふれる映像を紹介し
た。大阪は松竹座から「芝浜革財布」などを生中
継。／司会：南野陽子，古谷敏郎アナ（歌舞伎座），
金城均アナ（松竹座）ほか／音楽・伝統芸能番組
部
『公開復興サポート明日へin多賀城「ストレッチ
マンV　東北を行く」』

2. 7／16:30～17:00
　特別支援教育番組『ストレッチマンV（ファイ
ブ）』が，東北学院大学多賀城キャンパスで行っ
た「NHK公開復興サポート明日へ」のステージ
ショーのもようと，ストレッチマンが被災地の特
別支援学校を訪ね，子どもたちと一緒に楽しく体
を動かすコーナーを放送。東日本大震災から 5年，
東北に笑いと元気とストレッチを届けた。／出演：
ちゅうえい（流れ星），ISOPP，谷口洋行，森圭
一郎，春名風花，ウド鈴木／青少年・教育番組部
『ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン　お正月
スペシャル』

 1. 1／ 9:31～ 9:56
　「キッチン戦隊クックルン」のイチゴ・アオイ・
ハッサクが正月の定番食材，「餅」のアレンジに
挑戦。餅をおかずやスイーツに変身させるアイデ
アレシピを， 3人それぞれ披露して対決を繰り広
げる。調理技術や食材の知識に加え，クイズやゲ
ーム，イチゴとアオイによる新曲の発表などもお
りまぜて楽しい正月のひとときを提供する。／出
演：牧野羽咲，NOA，外川燎，渋谷圭亮，田中
あいみ，ほか／青少年・教育番組部，NED
『子ども安全リアル・ストーリー』

 8. 4～ 6／ 9:05～ 9:15
　小学 4～ 6年生向け。昔も今も変わらず保護者
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にとって大きな関心事である「子どもの安全」が
テーマ。注目されている「連れ去り」「熱中症」「自
転車事故」を取り上げた。実際にあったケースを
再現ドラマで紹介し，身の危険に遭うとは具体的
にどういうことなのか，何に気をつければ防げる
のかを解説した。／出演：芦田愛菜，IKKAN（ヤ
ギ太の声）／動画配信／青少年・教育番組部，
NED
『時代を楽譜に刻んだ男　山田耕筰』

10. 2／22:00～22:59
　「赤とんぼ」「この道」で知られる作曲家・山
田耕筰。日本で初めて交響曲を書き，日本初のプ
ロ・オーケストラを作った功績は計り知れない。
戦後70年の節目に，彼が生きた激動の時代をたど
るドキュメンタリー番組を放送。石丸幹二が歌手
として耕筰の歌曲を歌い，俳優としてその生きざ
まを演じることで，没後50年にあたる大作曲家の
人物像に迫った。／出演：石丸幹二／語り：中條
誠子アナ／音楽・伝統芸能番組部
『新春能狂言』

　 1. 1／ 6:50～ 7:50
　新春にふさわしい能の名舞台を放送した。／演
目：能「石橋　群勢」金春流／出演：金春安明（シ
テ），森常好（ワキ）ほか／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『世界へとどけ！日本の伝統芸能』

　 1. 1／13:00～14:30
　新春にふさわしい伝統芸能の数々を，世界を相
手に技を磨く一流の演者たちが発信した。伝統文
化を外国人に伝える取り組みを紹介したVTRな
ども交え，初心者にも分かりやすく紹介した。／
演目：舞踊「天真北斗」（尾上菊之丞，林英哲），
箏曲「独奏十七絃と箏群のための焔」（沢井一恵，
カーティス・パターソン，藤原道山ほか），舞踊「初
夢幻想」（花柳輔瑞佳，今藤珠美ほか）／司会：
南原清隆，片山千恵子アナ／音楽・伝統芸能番組
部
『戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざし
てきたのか　未来への選択』

土　23:00～ 0:30
　戦後70年…高齢化社会，格差と貧困，環境保護，
難民・外国人労働者など日本が抱える課題にこれ
までどう取り組んできたのか。教育，福祉，男女
共同参画社会など身近な問題で，どのように政策
は形づくられてきたのか。関係者の証言や新資料
で描いた。ネット上の戦後史証言アーカイブスに，
放送後も貴重な証言を順次公開した。（全 8回）
／第 1回「高齢化社会・医療はどう向き合ってき

たのか」（7.4），第 2回「男女共同参画社会　女
たちは平等をめざす」（7.11），第 3回「公害先進
国から環境保護へ」（7.18），第 4回「格差と貧困
～豊かさを求めた果てに～」（7.25），第 5回「教
育～“知識”か“考える力”か～」（1.9），第 6
回「障害者福祉～共に暮らせる社会を求めて」
（1.16），第 7 回「難民・外国人労働者～異国の
民をどう受け入れてきたのか～」（1.23），第 8回
「エネルギー消費社会～新たなエネルギーを求め
て～」（1.30）／大型企画開発センター，文化・
福祉番組部
『“それから” の「東北発☆未来塾」　夢をつか
むチカラ』

　 3. 6／15:30～17:00
　「東北発☆未来塾」90分拡大スペシャル。「観
光」「防災」「農業」「町づくり」など。一流の講
師たちから学び，巣立った塾生たちの激動の？　
“それから”を追い，夢に向かってがんばる若者
にエールを送った。／出演：サンドウィッチマン，
吉本実憂，梅原真，尾木直樹，星野佳路，森公美
子，箭内道彦，家入レオ，秋元康，猪子寿之，隈
研吾，為末大，過去に出演した塾生123人，合原
明子アナ／東日本大震災プロジェクト，NED，
パオネットワーク
『第59回NHKニューイヤーオペラコンサート』

E・FM　 1. 3／19:00～21:00
　毎年 1月 3 日，NHKホールから生放送で送る
恒例のオペラ・ガラ・コンサート。16年は「ライ
フ・イズ・ビューティフル～いのちの輝き～」を
テーマに，日本を代表するオペラ歌手が名アリア
の数々を披露。初演から200年を迎えた「セビリ
アの理髪師」ハイライトや，没後400年となるシ
ェイクスピア作品にちなんだアリアを放送した。
／出演：中嶋彰子（ソプラノ），森麻季（ソプラ
ノ），加納悦子（メゾ・ソプラノ），福井敬（テノ
ール），黒田博（バリトン），妻屋秀和（バス）ほ
か／指揮：山田和樹／司会（E）：石丸幹二（俳
優），髙橋美鈴アナ，（FM）：山田美也子（フリ
ーアナウンサー）／音楽・伝統芸能番組部
『第45回NHK講談大会』

10.17／15:00～16:40
　毎年恒例の特集。15年度は，「第45回NHK講談
大会」のもようを収録・放送。重要無形文化財保
持者（人間国宝）・一龍斎貞水をはじめ講談界を
代表する講談師が，自身の十

お は こ

八番とも言える講談
を一席ずつ口演した。その他，新真打ちを紹介す
るミニコーナーも実施した。／出演：一龍斎貞鏡，
一龍斎貞心，一龍斎貞水，神田紅，神田松鯉，神
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田蘭，田辺鶴遊／司会：神田陽子，水谷彰宏アナ
／エンターテインメント番組部，NEP
『第45回日本農業賞「食卓へのメッセージ」』

　 3.26／14:00～14:49
　先進的な農業を実践する優れた担い手を表彰す
る「日本農業賞」。希少な豚の種を残すことに尽
力する女性養豚家や，収穫したてのおいしさを届
けたいと奮闘するキュウリ農家，都会で有機農産
物に特化した市場を開催して新規就農する人たち
をサポートする取り組みなどを紹介した。／進行：
秋元才加／生活・食料番組部
『第43回ローザンヌ国際バレエコンクール』

　 5. 9／15:00～17:00
　15年 2 月にスイス・ローザンヌ・ボーリュ劇場
で行われた「ローザンヌ国際バレエコンクール」
のもようを放送。スタジオトークをまじえながら，
クラシック部門・コンテンポラリー部門の決選を
ハイライトで紹介した。／出演：小山久美（舞踊
家，スターダンサーズ・バレエ団代表）／司会：
渡邊佐和子アナ／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『第42回NHK古典芸能鑑賞会』

　12.19／14:00～16:45
　NHKならではの豪華な顔合わせにより，一夜
でさまざまなジャンルの芸能を紹介する。15年度
は四季の名曲を箏と尺八のメドレーによるオムニ
バス形式で綴

つづ

る「日本の四季」で幕を開けた。
100人を超す箏曲・尺八演奏家が出演，そのスケ
ールと格調高い演奏は高く評価された。続いて人
間国宝・山本東次郎を中心に息のあったやり取り
を見せた大蔵流狂言「朝比奈」。歌舞伎は文化功
労者にも指定された尾上菊五郎，市川左團次ほか
の出演で菊五郎の家の芸・新古演劇十種の内「身
替座禅」を上演し，古典芸能らしいほのぼのとし
た笑いを伝えた。15年度も5.1サラウンドを用い
た。／司会：古谷敏郎アナ／案内：秋鹿真人アナ
／音楽・伝統芸能番組部
『テクネ　映像の教室』
　「ストップモーション 3」  8.13／23:30～23:45
　「マルチスクリーン 3」  8.20／23:30～23:45
　「タイポグラフィ 3」  8.27／23:30～23:45
　「時間操作 3」  1. 1／ 0:20～ 0:35
　「プロジェクション 3」  1. 1／ 0:35～ 0:50
　「だまし絵 2」  1. 1／ 0:50～ 1:05
　「テクネIDアワード　 2」  3.26／23:30～23:59
　「テクネ　in　ニューヨーク」

　 3.29／23:25～23:40
　アーティストの卵や映像に興味を持つ若者たち
に向け，注目されている映像作家・話題の作品を

入り口に，そこで用いられている“映像の技法”
を毎回ひとつ取り上げ，さまざまな角度からその
魅力と可能性を解き明かす新感覚のクリエイティ
ブ・エデュケーション番組。15年度は14年度に続
き「テクネIDアワード　 2」という特集番組を
制作。番組で紹介した18技法でつくった15秒間の
番組タイトルクラッチを視聴者から公募し，優秀
作品にスポットを当てた。また，ニューヨークの
街を舞台に映像最前線を伝える特集「テクネ in 
ニューヨーク」も制作した。／文化・福祉番組部，
NED
『デジタルであそぼ！　おかあさんといっしょ』

11. 3／ 9:00～ 9:25
　『おかあさんといっしょ』の歌のコーナーを中
心に，ハイブリッドキャスト・データ放送を活用
した特集番組。リズムに合わせて，歌に合わせて
画面を覆った泡を掃除したり，忍者に向かって手
裏剣を投げたり，リモコンを使ってゲーム感覚で
楽しめる。／青少年教育番組部，NED
『東北発☆未来塾　スペシャル「ドリアン助川と
行く！言葉探しの旅」』

9.13／16:00～16:55
　東北の復興を支える若者たちを応援する番組
『東北発☆未来塾』のスペシャル版。叫ぶ詩人・
ドリアン助川を講師に，俳諧師・松尾芭蕉が歩い
た「奥の細道」を逆にたどりながら，東北の今を
伝える「本当の言葉」に出会う旅に出る。旅人は
6人の大学生。思わぬ人々との出会いに涙したり，
壮絶な風景に圧倒されたり，ドリアンに叱られた
り…。最後は秋葉原のライブハウスで詩を発表し
た！／出演：ドリアン助川，サンドウィッチマン
／ナレーション：吉本実憂／東日本大震災プロジ
ェクト，NED，パオネットワーク
『なわとびかっとび王選手権2015』

　12.31／ 9:00～10:00
　「なわとびかっとび王」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 8の字とび（長なわとび）で，飛び抜けた延べ
人数を競う小学生の大会。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。番組では，
記録や自分たちの限界に挑戦する小学生の熱き戦
いを，全国から 5チームが進出した決勝戦のもよ
うの他，事前の特訓の様子も交えて伝えた。／出
演：キャイ～ン，原口あきまさ，堀口文宏，はな
わ，SADA，中谷文彦アナほか／青少年・教育番
組部
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『21人の輪　あれから 5年後の子どもたち～福
島　相馬市～』

　 3.19／16:00～16:55
　地震と津波，原発事故により，先の見えない状
況に追い込まれた福島県相馬市の小学校で， 6年
生の姿を 1年間にわたり見つめたドキュメンタリ
ーシリーズ「21人の輪」。あれから 5年，高校 1
年生になった子どもたちは，今どのような日々を
過ごし，何を思い，自分たちの未来をどう描こう
としているのだろう。厳しい日々を生き抜いてき
た子どもたちの等身大の声を聞き，その成長と希
望，揺れる思いを描いた。／語り：相葉雅紀／東
日本大震災プロジェクト，NED，パオネットワ
ーク
『ニッポン戦後サブカルチャー史Ⅱ』

　10. 2～11. 6／23:00～23:54
　世界を席

せっ

巻
けん

する日本のポップカルチャーだが，
「クールジャパン」前夜に一体何があったのか？
解剖する第 2シリーズ。 6回にわたり，現代に至
るサブカルチャーの歴史をジャンル別に考察，新
たな日本人論を試みた。女子高生，SF，深夜テ
レビ，昭和歌謡，ヘタウマ，ストリートカルチャ
ー…。ニッポンの戦後を，サブカルチャーという
視点からあぶり出した。／出演：宮沢章夫，風間
俊介，大森望，泉麻人，輪島裕介，都築響一ほか
／コンテンツ開発センター，NEP
『にほんごであそぼ　元気コンサート　in　北海
道』  6.28／16:15～17:00

再 9.22／ 9:00～ 9:45
　トンコリ奏者のOKIとアイヌ工芸家の関根真紀
をゲストに迎え，北海道に縁の名文満載のコンサ
ートのもように，ロケ映像もまじえて，北海道の
魅力と元気を全国に発信。／会場：根室市総合文
化会館／出演：うなりやベベン，神田山陽，おお
たか静流，藤原道山ほか／青少年・教育番組部，
NED
『にほんごであそぼ　元気コンサート＋ロケ in　
伊勢』 　 3.21／ 9:00～ 9:45

　白Aがプロジェクションマッピングで忍者パフ
ォーマンスを見せた「にほんご伊勢物語」を軸
に，三重県の魅力をふんだんに盛り込んだコンサ
ート。自治体との共催で，地域サービスにも貢献
した。／会場：伊勢市観光文化会館／出演：小錦
八十吉，おおたか静流，藤原道山，白Aほか／青
少年・教育番組部，NED
『ねほりんはほりん』 　 7. 1／23:25～23:55

　 1. 3／22:30～23:00
　「人形劇」という子ども番組の手法を用い，パ

ペットになった顔出しNGのゲストから赤裸々な
話を聞き出すスタジオリサーチショー。好奇心の
ままに，年収や男女関係などの下世話な話や，顔
出しでは言えない裏の話やタブー，ホンネを根掘
り葉掘り聞いていく中で，「人生とは？」「お金と
は？」「幸せとは？」…など生きていく上で誰も
が避けては通れない普遍的なテーマが見えてく
る。 7月放送の 1本目は「プロ彼女」「没落社長」，
1月放送の 2本目は「芸能スクープ記者・カメラ
マン」が登場した。／出演：山里亮太，YOU／
ナレーター：石澤典夫アナ／青少年・教育番組部
『俳句王国がゆく』

（年間10本）日　15:00～15:59
　第 1 回12.4.8／17年にわたって四国・松山から
放送してきた『俳句王国』を受け継いだ，俳句バ
ラエティー番組。年間10回，俳都・松山から俳人
たちが全国各地を訪ね，その土地の俳人たちと腕
を競う様子を公開収録する。テーマは，土地の名
産や観光スポットなど。ゲーム感覚で俳句を楽し
みながら，各地の魅力を全国にアピールする。ま
た，地元の小学生の俳句や会場のオーディエンス
の俳句を紹介するコーナーも。／主宰：夏井いつ
き，坊城俊樹／司会：U字工事ほか／松山局，
NPN
『はりきり体育ノ介スペシャル「体育ができると
人生がより楽しくなるのじゃ」』

　 11. 3／ 9:35～10:05
　一流アスリートのお手本データを頼りに，体育
ができるようになっていく超人サイボーグ・体育
ノ介。その体育ノ介がNHKスポーツイベント「N
スポ！2015」に参加し，どーもくんとテニスをし
たり，『ラン×スマ』出演者バービーさんと陸上
対決をするなど，スポーツを通じて人々と交流し
ながら「体育ができると人生がより楽しくなる」
ことを伝える。／出演：渡邊実（体育ノ介），吉
良克哉（博士）／アニメ：The BERICH（ビリッ
チ）／音楽：竹内信次／動画配信／青少年・教育
番組部，NED
『ピカイア！』

　 4.29～ 7.30／10:00～10:15
　放送90年「生命進化プロジェクト」番組のひと
つ。 5億年前のカンブリア期を舞台に，生命進化
の謎を求めての大冒険。古代モンスターたちに，
最新テクノロジーのバイオミメティクスで立ち向
かう。古代生物の専門家・イギリス自然史博物館
パーカー博士のドキュメンタリー解説を融合させ
た新感覚の科学教育アニメ。（全13回）／＃01「カ
ンブリアの海へ！」（4.29），＃02「今こそバイオ
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ミメティクス！」（5.4），＃03「断崖のハルキゲ
ニア！」（5.5），＃04「激流を乗り越えろ！」（5.6），
＃05「鉄壁、オレノイデス！」（7.20），＃06「す
すめ、フナクイムシ作戦！」（7.21），＃07「これ
がカンブリア・プロジェクト！」（7.22），＃08「オ
ットイアをとめろ！」（7.23），＃09「大決戦、カ
ンブリア！」（7.24），＃10「探せ、ひとすじの
光！」（7.27），＃11「ハナに届け、ヴィンスの
声！」（7.28），＃12「次元調査中止命令！」（7.29），
＃13「五億年後の未来のために！」（7.30）／国
内共同制作／出演：田谷隼，諏訪彩花ほか／科学・
環境番組部，NED
『ピタゴラ装置　大解説スペシャル』

（前半戦） 8. 4／23:25～23:55
（後半戦） 8.11／23:25～23:55

　こども幼児番組『ピタゴラスイッチ』の顔とも
いえる人気コーナー「ピタゴラ装置」。ふだん見
ただけでは分からない「ピタゴラ装置」の意外な
仕掛けや知られざる機構をトコトン解説。前半戦 
・後半戦， 2週連続で放送した。／出演：片桐仁
（ラーメンズ），車だん吉ほか／青少年・教育番
組部，NED
『舞楽』

　 1. 2／ 6:35～ 6:55
　日本古来の伝統芸能である舞楽を，宮内庁式部
職楽部による演奏と舞で放送した。／演目：左方
の舞「蘇

そ

莫
まく

者
しゃ

」／音楽・伝統芸能番組部
『プチプチ・アニメ スペシャル「おいしく作ろ
う！プチプチ・ダンス」』

　 12.31／ 8:15～ 8:45
　20周年を迎えた『プチプチ・アニメ』のスペシ
ャル。 4つのアニメ「こにぎりくん」「ニットと
ウール」「リヴ＆ベル」「ももんがぁモン」と，各
アニメの世界を訪ねて食材を集め，ダンスをしな
がら料理を作る新作パートで構成。子どもたちが
一緒に踊れるよう，ダンスのポイントも解説した。
／出演・ダンス振り付け：ラッキィ池田／歌：篠
原ともえ，鎮座DOPENESS／青少年・教育番組部，
NEP
『まつりの響き～第16回地域伝統芸能まつり～』

　 3.19／14:00～15:30
　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るため実施される「地域
伝統芸能まつり」。今回のテーマは「和～踊り、
祈り、癒し、和む～」。 2月28日NHKホールで繰
り広げられた祭典のもようを紹介した。／演目：
「黒石ねぷた祭り」青森県黒石市，「唐桑の大漁
唄込」宮城県気仙沼市，「大國魂神社の大和舞」

福島県いわき市，「秩父屋台囃子」埼玉県秩父市，
「御陣乗太鼓」石川県輪島市，「継ぎ獅子」愛媛
県今治市，「府招の浮立」佐賀県伊万里市，「半能：
草紙洗・宝生流」ほか／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
『学ぼうBOSAIスペシャルin防災パーク「地震
や噴火から身を守ろう！」』

　 8.29／14:00～14:59
　自然災害のメカニズムを知り，命を守る方法を
学ぶ『学ぼうBOSAI』の生放送スペシャル。
NHK放送センターで開催されたイベント「防災
パーク2015」のステージから，慶応義塾大学・大
木聖子准教授による「じしんだんごむし体操」，
秋田大学・林信太郎教授による火山噴火実験など
を通して地震や噴火に対する心構えを伝えた。／
出演：浜谷健司（ハマカーン），野原璃乙，大木
聖子，林信太郎，慶応大学SFC大木研究室の学生
たち／司会：石井かおるアナ／青少年・教育番組
部，NED
『マルタ・アルゲリッチ＆広島交響楽団　被爆
70年・平和への祈り』

　 8.30／ 0:00～ 1:55
　被爆70年にあたり，世界的ピアニスト，マルタ・
アルゲリッチと“Music for Peace”を掲げる広
島交響楽団が共演。平和のために独自の活動を展
開してきたアルゲリッチが，デビュー曲であるベ
ートーベンの「ピアノ協奏曲第 1番」を演奏し
た。アウシュヴィッツと広島の悲劇を描いた詩の
朗読とともに，平和への願いを込めたコンサート
を紹介した。／音楽・伝統芸能番組部
『みいつけた！ステージでショー「埼玉県行田
市」』

11.23／ 9:00～ 9:45
再12.12／16:00～16:45

　 3 代目スイちゃんと『みいつけた！』の仲間た
ちが初めての公開収録ステージに挑戦。サボダイ
ゴさんとさぼはらさぼえちゃんをゲストに迎え，
替え歌合戦，時代劇コントにヒットパレードと，
会場を巻き込み盛り沢山で楽しいショーを繰り広
げた。／出演：高橋茂雄（サバンナ），川島夕空，
佐藤貴史，小林顕作，篠原ともえ，DAIGOほか
／青少年・教育番組部，NED
『昔話法廷』

　 8.10～12／10:00～10:15
　なじみ深い昔話をモチーフにした，これまでに
なかった法廷ドラマ。検察官，弁護人，被告人，
証人のやり取りを，一人の裁判員の目線で描く。
番組の特徴は，最後に“判決”が出ないこと。判
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決を下すのは，番組を見た子どもたちである。一
人一人が裁判員となって，法廷でのやり取りをも
とに自分なりの判決を考えていく。この体験を通
して，心情を把握する力，物事を多角的に考察す
る力を身につけることが，番組のねらい。「三匹
のこぶた」「カチカチ山」「白雪姫」の 3本。／出
演：木南晴夏，加藤虎ノ介，小芝風花，安藤玉恵，
モロ師岡，高橋元太郎，宮﨑香蓮，山本裕典，堀
内正美，真行寺君枝，苅谷俊介ほか／青少年・教
育番組部
『むちむち！』

8.20／19:25～19:55
再 8.23／ 0:00～ 0:30

　渋谷の女子高校生に親世代が少なくとも知って
欲しい言葉の意味を聞き，ユニークな回答をした
2組を「言葉の真の意味を知る旅」に連れ出すド
キュメンタリー。10代向けの開発番組として制作
した。スマホ片手に情報の海をたくみに泳ぎなが
らも，実は色々と「無知」な女子高校生。その一
方で豊かな感性を持つ彼女たちにたずねた言葉は
「普天間」と「お遍路」。「普天間」の意味を知る
旅では沖縄戦の事実と向き合い，「お遍路」では
旅人を迎える「お接待」をする四国の地元の人々
の優しさに触れた。女子高校生の目線を通して，
知っているつもりの親世代も驚く，発見が続く新
機軸のドキュメンタリーとなった。／ナレーショ
ン：高田純次／青少年・教育番組部
『モーガン・フリーマン　時空を超えて』　
　「死からよみがえることはできるか？」

　 7. 2／23:00～23:44
　「“時間” は存在するのか？」

　 7. 9／23:00～23:44
　「死からのよみがえり」，あるいは「時間の存
在」と言った，有史以来，人類がずっと持ち続け
てきた謎に迫る特集番組。さまざまな科学者たち
の多角的な検証や証言を通して，プレゼンターの
映画俳優のモーガン・フリーマンが，視聴者を未
知の深

しん

淵
えん

へといざなう。／展開戦略推進部，NEP
『若き音楽家たちの挑戦～ドキュメント第84回
日本音楽コンクール～』

　 12. 5／16:00～17:00
　クラシック音楽の作曲家・演奏家を志す者にと
っての登竜門とされる「日本音楽コンクール」。
全 6部門をあわせておよそ30人となる本選出場者
の素顔やインタビューなど， 2か月にわたる熱い
戦いに密着し，ドキュメンタリーとして放送した。
／音楽・伝統芸能番組部

BS1

BS1：定時番組
『ABCニュースシャワー』

火～土　 4:40～ 4:45
再月～金　15:05～15:10

　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・トゥナイト』の中から，
時事英語のキーワードを選んで解説。直近の国際
ニュースを通じて，生きた英語を学べるという，
一粒で二度おいしいミニ番組。そのままの動画を
ホームページにも展開した。／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
再火～金　17:00～17:49

　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，エネルギー，デジタル社会と個
人など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。15年度は，広島への原爆投下やヨーロッパ
の戦後世界を描く「戦後70年とその後の世界」（全
4本），アメリカの同時多発テロ以降，世界で急
激に進む監視社会化のトレンドを追った「テロの
脅威と監視社会」（全 4本），世界を席

せっ

巻
けん

するグロ
ーバル企業の知られざる側面を描く「巨大グロー
バル企業の舞台裏に迫る」（全 4本），難民流入や
イスラム過激派のテロに直面する欧州の苦悩を記
録した「難民流入に揺れるヨーロッパ」（全 4本）
など，ジャーナリスティックな視点と同時代性を
大切にして世界の“今”を切り取ってきた。また，
特集として「発掘アジアドキュメンタリー」を組
み込み，内外に幅広く多彩なメッセージを発信し
た。また，国際共同制作では中国・台湾・ミャン
マーの新進気鋭のディレクターがアジアの今を描
く作品をシリーズで放送した。／展開戦略推進部，
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


