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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
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でその時間のニュースが一目で分かるように構成
されている。大リーグやプロ野球などのスポーツ
中継がある場合は，中断ニュースになる。／キャ
スター：伊藤博英アナ，堤真由美，上代真希，工
藤紋子，實石あづさ，井上真帆，杉本麻紀，滝本
沙奈／テレビニュース部
『BS列島ニュース』

月～金　13:00～13:49
　第 1 回07.4.2／各地の放送局が正午に伝えたロ
ーカルニュースをまとめて全国向けに放送。リポ
ートコーナーを常設し，地方局が制作した地域色
豊かなリポートを毎日放送している。NHKオン
デマンドでも配信している。スポーツ中継が延長
した場合などは短縮，もしくは休止。／キャスタ
ー：堤真由美，上代真希，工藤紋子，實石あづさ，
井上真帆，杉本麻紀，滝本沙奈／テレビニュース
部
『CNNスチューデントニュース』

火～土　 3:30～ 3:40
再月～金　15:10～15:20

　第 1 回09.3.30／CNN制作，中高生向きのデイ
リー・ニュース番組を 2か国語で伝えた。クイズ
なども織り込み，楽しくニュースを見せる工夫も
ある。独自に英語字幕も付加し，英語の勉強に最
適。／政経・国際番組部，Gメディア
『COOL JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～』

日　18:00～18:44 
（ 4 ～10月）再月　21:00～21:44
（11～ 3 月）再火　 2:00～ 2:44

　第 1 回06.4.5／07年度からBS1で毎週放送。日
本人も気付かない日本の魅力を，外国人が発掘し，
世界と日本の文化や考え方の違いを楽しむ知的バ
ラエティー。15年度も「カワイイ2015」「妖怪」「時
間感覚」「刃物」「うま味」「橋」「救助」「野球」「喫
茶店」「犬」「金沢」など，29本の新作を制作して
多様なクールを取り上げた。／司会：鴻上尚史，
リサ・ステッグマイヤー／ナレーション：日髙の
り子，中井和哉／ご意見番：荒俣宏，小林康夫，
佐藤博康，中村伊知哉，冷泉彰彦／コンテンツ開
発センター，NEP，クリエイティブネクサス
『Jリーグタイム』

（ 4～10月， 3月）土　21:10～21:49
（11～ 2 月）土　21:00～21:39

　第 1 回06.3.5／放送は原則としてJ1リーグ戦開
催日，どこよりも早く，当日のJ1全試合全ゴール
をダイジェストで伝えた。シーズンオフは各回ご
とにテーマを設けて特集企画を放送。／スポーツ
番組部，Gメディア

『MLB　ザ・ベストプレー』
随時

　第 1回15.4.27／MLBで 1 週間の試合の中から
好プレーや珍プレーを厳選した番組。アメリカの
放送局が制作したものを翻訳して20分間に編集。
50位からのカウントダウン形式で紹介していく。
／スポーツ番組部，Gメディア
『NBAマガジン』

（ 4～ 6月，11～ 3 月）（月 1回）　随時
　第 1回00.11.28（G），00.11.30（衛星第 1）／ア
メリカのプロバスケットボールリーグNBAにつ
いて，より広い視聴者に知ってもらうためのスタ
ジオ収録番組。司会はタレントの水野裕子さん，
解説に塚本清彦さんをお招きして，その月の
NBAの最新情報を広く伝えるとともに，気にな
るポイントを分かりやすく解説。選手たちのコー
ト外の表情を紹介するコーナーや，五輪に向けて
期待される日本人選手について塚本さんが解説す
るコーナーも新設。／スポーツ番組部
『NFLウイークリー　2015』

（ 9～ 2月）月・土・日　随時
　第 1回03.11.1／アメリカンフットボールの最高
峰，米NFLの15～16レギュラーシーズンとプレ
ーオフ，スーパーボウルまでの全21週に行われた
注目カードや好試合をピックアップした週間ハイ
ライト。NFLの直轄組織「NFL FILMS」が制作
するダイジェスト番組のリメイク版で，人気選手
の密着映像や試合中の選手・監督の声など，通常
のメディアでは取材できないコンテンツもふんだ
んに紹介。（全21回）／スポーツ番組部，Gメデ
ィア
『PGAゴルフツアー』

随時
　第 1回92.1.5／年間約40試合の決勝ラウンドを
中心に放送。また，世界ゴルフ選手権やザ・プレ
ーヤーズ・チャンピオンシップなどは予選ラウン
ドから 4日間を完全放送していった。松山英樹や
石川遼の活躍はENG取材も積極的に行い，予選
ラウンドのプレーやラウンド後のインタビューも
紹介していった。／スポーツ番組部，Gメディア
『アスリートの魂』

BS1　土　 0:00～ 0:44
再日　17:00～17:44

G　　木　 1:30～ 2:14
再土　16:50～17:34

　第 1 回12.4.2（BS1），11.4.4（G）／トップアス
リートの技と心に迫る本格派スポーツドキュメン
タリー。ラグビーW杯で活躍した五郎丸歩，引退
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を表明した柔道の野村忠宏，競泳の萩野公介と瀬
戸大也，サッカーなでしこジャパンなど注目の人
気選手やチームを数多く紹介した。また，視覚障
害者ランナーの道下美里や車いすラグビーの池透
暢など障害者アスリートも数多く紹介し勇気と感
動を伝えた。サーフィンの大村奈央や空手の荒賀
龍太郎など，2020年の東京五輪での採用が期待さ
れる種目も積極的に取り上げた。アスリートの思
いに深く迫る姿勢は，幅広い年代の視聴者から支
持を集めた。／スポーツ番組部
『イギリス・BBCブレックファストニュース』

土　17:40～17:49
日　 午後（随時）

　第 1 回07.7.22／イギリスの公共放送BBCが，
NHKの総合テレビにあたるチャンネル「BBC 
ONE」で，現地土曜と日曜の朝 6時から放送し
ているニュース番組。最新のニュースを 2か国語
放送でいち早く伝えた。／政経・国際番組部，G
メディア
『奇跡のレッスン　最強コーチが導く　飛躍の言
葉』　新

土　17:30～17:50
再金　18:30～18:50

　第 1 回15.11.14／世界トップレベルの指導者が
子どもたちに向き合う，一週間の特別レッスン。
その核となる教えの言葉にコーチングの極意を探
る。／コンテンツ開発センター，NED
『キャッチ！世界の視点』

月～土　 7:00～ 7:49
　第 1回14.3.31／世界の19の国と地域，24の放送
局が伝えるニュースの中から，日本の視聴者にと
って重要な項目を，経験豊富なキャスター陣が分
かりやすい解説を加えて朝一番で届けた。／キャ
スター：香月隆之，山澤里奈，徳住有香，佐野仁
美／政経・国際番組部，Gメディア
『グローバルディベートWISDOM』

（最終）日　22:00～22:50，23:00～23:49
　第 1回11.4.30，最終回16.2.28／人類が直面する
“地球的な課題”について世界の「WISDOM（英
知・賢人）」をネットワークで結び，番組のウェ
ブサイトやSNSを活用しながら議論する新しいス
タイルの国際討論番組。15年度は10回放送。／キ
ャスター：真下貴アナ，滝川クリステル／社会番
組部，Gメディア
『経済フロントライン』　新

土　22:00～22:49
　第 1 回15.4.4／ 1 週間の経済ニュースをせき止
め，番組独自の取材や視点を加えて分かりやすく

伝えた。また，マクロ経済からトレンド情報まで
さまざまな角度で経済を取り上げ，視聴者にとっ
て身近な情報を発信した。／キャスター：野口修
司，竹内優美／政経・国際番組部，Gメディア
『国際報道2015／2016』

月～金　22:00～22:50
　第 1回14.3.31／今日 1日の国際ニュースをせき
止め，NHKの海外総支局による独自取材と，各
国の放送局の伝え方を交えて，世界の事象と密接
に関わり合っている日本の姿を視聴者に分かりや
すく伝えた。／キャスター：有馬嘉男，黒木奈々,
藤田真奈美／政経・国際番組部，Gメディア
『実践！にっぽん百名山』

土　17:00～17:29
再火　14:00～14:29

　第 1 回13.4.4／BSP『にっぽん百名山』を再編
集。毎回 1つの山を取り上げ，登山ルートのポイ
ントや見どころ，視聴者からリクエストの多い下
山ルートなどを分かりやすく伝える。さらに自宅
でのトレーニング方法や便利な登山アイテムな
ど，登山愛好家だけでなく，初心者にも役立つ実
践的な登山情報を伝える。15年度は21本を放送。
／出演者：釈由美子，萩原浩司（山岳雑誌編集長）
／社会番組部，Gメディア，NEP
『15分でにっぽん百名山』

月　16:30～16:45
再月　 4:30～ 4:45

　第 1 回13.4.6／BSPで放送している『にっぽん
百名山』を15分に再編集し，日本の山の魅力をコ
ンパクトに伝える番組。15年度は21本を放送。／
社会番組部，Gメディア，NEP
『スポーツ・ラボ　スポーツ酒場 “語り亭”』

日　21:00～21:49
再日　 0:00～ 0:49

　第 1 回14.4.6／スポーツ界で名をはせた選手や
マニアックなファンが集う人気の隠れ家，「スポ
ーツ酒場“語り亭”」。名物はビッグママのミッツ・
マングローブさん。ヒールを履くと190cmを超え
る立派な体格と知性あふれる審美眼で，酒は出さ
ずに，スポーツネタで客を酔わせる。15年度は，「ラ
グビー日本代表」「体操スゴ技」「羽生結弦」「幻
の日本シリーズ」「サッカーのディフェンダー」
などを取り上げた。「スポーツと音楽」をテーマ
に公開収録にも挑戦。／出演：ミッツ・マングロ
ーブ，西島まどか／コンテンツ開発センター，G
メディア
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『チャリダー★快汗！サイクルクリニック』　新
土　18:30～18:50

（前期）再月～金　21:30～21:50
（後期）再　日　　 5:00～ 5:30

　第 1 回15.4.4／本格的にスポーツサイクルを楽
しみたい人に送る自転車情報番組。全国各地の自
転車イベントやレース，日本のすばらしい道を巡
る自転車旅などを紹介。スタジオではより速く，
より快適に走るための「サイクルクリニック」を
開設し，自転車の魅力と役立つテクニック満載で
伝えた。15年度からウイークリーの放送を開始。
震災復興サポートのイベントにも参加し，東北の
自転車ファンを勇気づける特集も放送した。／出
演：うじきつよし，朝比奈彩，竹谷賢二，堤下敦，
猪野学／コンテンツ開発センター，Gメディア，
テレコムスタッフ
『東京マーケット情報』

月～金　12:00～12:24，15:25～15:50
　第 1 回87.7.4／東京株式市場の第 1部・第 2部
の値動きを中心に，外国為替市場，債券市場など
の最新の動向を伝える情報番組。午後は専門家が
1日の市場の動きや国内および世界経済の動向を
分析している。最新の経済ニュースも放送し，個
人投資家を中心に熱心な視聴者を獲得した。／キ
ャスター：加藤桂子，柏田久美子／政経・国際番
組部，Gメディア
『ドキュメンタリーWAVE』

日　22:00～22:49
（前期）再月　17:00～17:49
（後期）再木　18:00～18:49

　第 1 回11.4.3／世界で今起きていることは日本
で暮らす私たちに何を問いかけ，いかなる影響を
及ぼすのか。経済成長に陰りがみえる中国，中東
からの難民の受け入れを巡り揺れ動くEU，政治
の世界に次々と若者たちが躍り出ているスペイン
や台湾。激動の世界の現場から生き生きとしたル
ポで伝えていく。／コンテンツ開発センター，
NEP，NED，Gメディア
『奮闘！日本人～エキサイト・アジア～』

（前期）月　20:30～20:50
再日　 3:00～ 3:20

（後期）水　18:00～18:20
再木　14:00～14:20
再日　 3:00～ 3:20

　第 1 回13.10.7，最終回16.3.9／激動する世界経
済の荒波の中，アジア各地で日本のビジネスマン
が奮闘を続けている。いまや日本の貿易総額の半
分以上を占めるアジア。数十万人と言われる日本

人駐在員は，時に故郷を思い，時に孤独に耐え，
現地の風習に戸惑いながらも，その土地や人々に
溶け込もうとしている。エキサイト・アジアは，
そんな日本人駐在員の奮闘の物語を中心としたド
キュメンタリーマガジンである。／コンテンツ開
発センター，NEP
『奮闘！日本人～エキサイト・ヨーロッパ～』

　（前期）月　20:30～20:50
再日　 3:00～ 3:20

（後期）水　18:00～18:20
再木　14:00～14:20
再日　 3:00～ 3:20

　第１回14.4.26，最終回16.3.2／ヨーロッパ各地
で奮闘する日本人ビジネスマンたちの活動ぶりを
リアルに描く。日本人駐在員は，世界経済のフロ
ントラインであるヨーロッパで，その国の商習慣
や風土と格闘しながら，必死の努力を続けている。
その姿を人間味豊かに描きながら，経済の最前線
で何が起きているのかを魅力的に伝えていく。／
コンテンツ開発センター，NEP
『ラン×スマ～街の風になれ～』

土　18:00～18:28
（前期）再木　14:00～14:28
（後期）再日　 5:00～ 5:28

　第 1回12.4.29／全国各地で開催される市民マラ
ソンの体験リポートを通して，その土地の魅力や
走ることの楽しさ，大会を支える地元のボランテ
ィアの様子など，ランナーに役立つ情報を紹介す
る番組。15年度は29本を放送。取材した大会は，
横浜マラソン，渋谷・表参道Women’s Run，長
野マラソン，飛騨高山ウルトラマラソン，いしの
まき復興マラソン等／出演：田村亮（ロンドンブ
ーツ 1号 2号），バービー，金哲彦／ナレーション：
LiLiCo／社会番組部，Gメディア
『ワールドスポーツMLB』

（ 4～10月）月～金　23:00～23:43
土・日　23:00～23:48

（11～ 3 月）月・火　21:00～21:43
日　　　23:00～23:43

　第 1 回13.4.1／『MLBハイライト』に代わり，
13年度から始まったスタジオ生番組。14年度から
は土日にも放送枠を拡大。日本人選手の結果速報
だけでなく，世界最高峰のプレーを，大リーグを
経験した解説者とともに“より深く，より分かり
やすく”伝えた。MLB以外にも欧州サッカーや
NBA，NFL，PGAなど海外メジャースポーツの
最新情報も放送。なお15年度からMLBシーズン
終了後，月・火曜は『ワールドスポーツSOCCER』，
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日曜は『ワールドスポーツNBA&NFL』とタイ
トルを変更して放送した。／スポーツ番組部，G
メディア
『ワールドニュース』

月～日　11:00～11:49
月～土　 5:00～ 5:49，  6:00～ 6:49

 8:00～ 8:49，11:00～11:49
月～金　12:25～12:49
日　　 7:00～ 7:49

　第 1回14.3.31／海外のニュースをいち早く，現
地での伝え方を生かして 2か国語で放送した。米
ABC，PBS，CNN，英BBC，仏F2，独ZDF，
ARD，スペインTVE，ロシアTV，中国CCTV，
上海・東方衛視，香港ATV，韓国KBS，インド
ネシアMETRO，カタール・アルジャジーラ，ブ
ラジル・バンデランテスなど，世界19の国と地域，
24放送機関のニュースを伝えた。／政経・国際番
組部，Gメディア
『ワールドニュース　アジア』

月～金　14:30～14:50
火～土　 4:00～ 4:39

　第 1 回14.3.31／アジアのニュースをいち早く，
現地での伝え方を生かして放送した。中国
CCTV，上海RTS，香港ATV，韓国KBS，フィ
リピンABS-CBN，タイCH9，ベトナムVTV，シ
ンガポールCNA，カタール・アルジャジーラな
どの放送機関のニュースを伝えた。／キャスター：
小穴薫／政経・国際番組部，Gメディア
『ワールドニュース　アメリカ』

月～金　15:00～15:05
火～金　16:00～16:49
月　　16:00～16:29

　第 1 回14.3.31／米ABCやPBS，CNNのニュー
スを通じて，世界の動きをいち早く，コンパクト
に伝えた。／政経・国際番組部，Gメディア

BS1：特集番組
『BS1スペシャル』
　時代をプロデュースした者たち
第 3回「半歩だけ先を行け　芸能プロデュ
ーサー・渡邊晋」

 4.26／20:00～20:49
第 4回「手塚治虫～ディズニーの先をめざ
せ～」  5.31／20:00～20:49

　全 4 回シリーズの『BS1スペシャル』。戦後70
年も意識しながら，現代の日本社会において，大
きな礎を築いた人物やそれに連なる組織を，スポ

ーツ，文化，建築，アニメーションなどの分野に
求めた。そして，彼らが活躍した1960年代，70年
代の“沸騰した時代”の雰囲気も伝えた。第 3回
は，テレビ時代の到来を見据え，さまざまな番組
を打ち出していく渡辺プロダクションの創設者で
ある渡邊晋に焦点をあてた。第 4回は「マンガの
神様」手塚治虫。日本初の連続テレビアニメ『鉄
腕アトム』を空前のヒット作にし，独自の手法を
開発してアニメビジネスの礎を築いた挑戦を追っ
た。／展開戦略推進部，NEP，アジア・コンテ
ンツ・センター
　「10億人が愛した高倉健」

 6.13／19:00～19:49
　日本の名優・高倉健。その訃報を中国の人々が
深い悲しみをもって受け止めた。文革後，10億人
が見たといわれる高倉健の映画。中国の人々はそ
こに何を見，今何を思うのか。／コンテンツ開発
センター，NEP，テムジン
　F1　世界最速への挑戦

第2回「パワーユニット開発の苦闘」
 7.18／21:00～21:49

　 7 年ぶりに世界最高峰の自動車レースF1に復
帰したホンダ。シーズン前半の苦戦が続く中，開
発現場では何が起きているのか。今回，その技術
開発の最前線である，栃木の研究所の撮影が初め
て許された。最新技術の粋を集めたパワーユニッ
トの組み立て室や，世界のサーキットと日本のエ
ンジニアを結んでレース中にリアルタイムでデー
タを分析するミッションルーム…そこには最高難
度の技術と格闘する若き技術者たちの姿があっ
た。／コンテンツ開発センター，NEP，オフィス・
トゥー・ワン
　「極秘指令・ウラン燃料を回収せよ」

 7.20／22:00～22:49
　戦後70年，およびベトナム戦争終結40周年企画。
ベトナム戦争がサイゴンの陥落によって幕を閉じ
る直前，南ベトナムの町・ダラットにあった実験
用原子炉から燃料棒を抜き取り，アメリカに運ぶ
極秘計画が進行していた。取材班はこの作戦の一
部始終を記録したログブック（日誌）を入手。ダ
ラットが北ベトナム軍の手に落ちたのは，なんと
作戦完了の翌日だった。前代未聞の“使用中ウラ
ン燃料棒”の回収劇を生々しく再構成するととも
に，関係者へのインタビューから，アメリカが何
を恐れていたのかを明らかにする。／展開戦略推
進部，NEP，エス・ヴィジョン



第２部　NHK｜第２章　番組解説  ｜BS1：特集番組

NHK年鑑’16 224

　「ヒロシマ　世界を変えたあの日」
 8. 7／20:00～21:49

　原爆はどのような状況下で開発され，どのよう
な経緯で落とされ，そして，どのような結果を残
したのか。戦後70年に向けて，NHKは近代史を
扱うドキュメンタリーで世界的な評価を得ている
英国の制作会社ブルック・ラッピングと国際共同
制作を行った。双方の取材による膨大な資料や証
言，そして，世界各地から収集したアーカイブス
映像をもとに，アメリカ，日本，そして広島の多
角的な視点から原爆投下の真相に迫った。原爆の
惨禍を前編，後編110分で描く。／展開戦略推進部，
Brook Lapping（英国），Channel 5（英国），
ARTE（仏）
　「戦火のマエストロ・近衛秀麿～ユダヤ人の命

を救った音楽家～」
8. 8／20:00～21:49　

　第二次世界大戦中，同盟国の客人としてナチス
から許され音楽活動を行いながら，水面下で迫害
を受けたユダヤ人の亡命を助けた一人の日本人が
いた。ベルリンフィルなどを指揮し，ヨーロッパ
で活躍した指揮者・近衛秀麿，元首相・文麿の弟
だ。アメリカ公文書館で見つかった米軍の調書や
秀麿を知る関係者の貴重な証言を通じて，ユダヤ
人音楽家を救った実態や音楽に身をささげたその
個性に迫るドキュメンタリー。／出演：藤田由之，
鳩山寛，クロイツァー・凉子，水谷川忠俊，近衛
一，近衛文子，水谷川優子，本多章一ほか／語り：
益岡徹／コンテンツ開発センター，NEP，スロ
ーハンド
　「戦場の真心チムグクル～沖縄を救った日系人～」

 8.10／21:00～22:49
　太平洋戦争中，激しい地上戦が繰り広げられた
沖縄で，米軍の通訳兵として従軍し，多くの命を
救った日系二世トーマス・比嘉太郎の功績を描い
たドキュメンタリードラマ。比嘉は日本軍の抵抗
が続く洞窟に丸腰で入り，住民の投降を沖縄方言
で呼びかけた。彼を支えたのは心の底から相手を
思いやる沖縄の真心「チムグクル」だった。／出
演：ゴリ（ガレッジセール），藤木勇人ほか／コ
ンテンツ開発センター，Gメディア，東京ビデオ
センター
　「武士の娘　鉞子とフローレンス～奇跡のベス
トセラーを生んだ日米の絆～」

 8.11／21:00～22:49
　1925年，無名の日本人女性がアメリカで出版し
た一冊の本が異例のベストセラーとなり，その後
8か国で翻訳された。長岡藩の元家老の娘，杉本

鉞
えつ

子
こ

が書いた自叙伝『武士の娘』だ。なぜこの本
が世界の人々の心をとらえたのか。最新の研究か
ら，そこには執筆を助けた米国人女性，フローレ
ンスとの秘められた物語があることが分かってき
た。激動の日米関係の中で生きた二人の生涯を，
ドラマとドキュメンタリーで描いた。／出演：星
野知子，鈴木杏，水野真紀，麻実れい，シンシア・
チェストン／コンテンツ開発センター，NEP，
クリエイティブBe
　伝説の晩餐会（ディナー）へようこそ2
「 ゴルバチョフが語る　冷戦後の新たな闘
い」 11.14／19:00～20:49

　25年前の東西冷戦の終結。直後に起きた湾岸戦
争で，米ソは対立する。政治的な決着を図るソ連。
協調か？　対立か？　鍵を握ったのは米ソ首脳の
ディナー。テロ事件の頻発，21世紀イラク戦争へ
と続く中東の混迷の始まりとなった湾岸危機。当
事者だったソ連のゴルバチョフ元大統領と，彼に
対
たい

峙
じ

した米仏の交渉当事者たち，動向を見守る元
エジプト外相などの証言から舞台裏を描いてい
く。／出演：ミハイル・ゴルバチョフ（元ソ連大
統領），ブトロス・ブトロス・ガリ，ジャック・
アタリ，マーリン・フィッツウォーター，ジャッ
ク・マトロックほか／コンテンツ開発センター，
NED，オフィス天野
　「戦争を継ぐ～山田洋次・84歳の挑戦～」

 11.15／19:00～20:49
　「監督人生でほとんど最後に近い映画になる」
そう語った映画監督・山田洋次（84）。巨匠が，
戦後70年の節目に製作し大きな反響を得た「母と
暮せば」。長崎の原爆で息子を亡くした母親の元
へ，亡霊となった息子が現れる物語。作家・井上
ひさしが生前，構想していたものだ。“戦争”を
次世代に伝えたい山田監督と，その思いを継ぐ二
宮和也ら若い世代の俳優たち。「戦争を未来にど
う伝えていくか」その模索の現場を描いた。／大
型企画開発センター，報道局社会番組，Gメディア
　「ニンジンハンター～韓国・元エリートたちの
一獲千金～」 11.29／21:00～21:49

　健康食品として人気の高麗人参。今，韓国で，
その野生種・サンサム（山参）に注目が集まって
いる。山奥にしか自生せず，韓国人でも実物を見
た者は少ないという極上品。値は高騰を続け，
1,000万円で取引されることも。サンサムの大物
を見つけ出し，一獲千金を狙う男たちの中には，
かつてサムスンやヒュンダイなどで働いていたエ
リートの姿もあった。いったい，彼らに何があっ
たのか。秋はサンサム狩りのベストシーズン。男
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たちの真剣勝負に同行する。／コンテンツ開発セ
ンター，NED，オルタスジャパン
　「大水害　メガシティを襲う高潮・洪水の脅
威」 12. 5／19:00～20:49

　世界の沿岸部にあるメガシティが，気候変動に
よって，高潮や洪水など大水害の脅威にさらされ
るリスクが高まっている。11月30日からパリで開
催された温暖化防止のための国連の会議COP21
のさなか，フランスとの国際共同制作で送る大型
ドキュメンタリーシリーズ。ニューヨーク，上海，
バンコク，そして東京の知られざるリスクと最新
の対策を，一流の科学者たちが解き明かす。／出
演：井田寛子（気象予報士）／コンテンツ開発セ
ンター，NEP
　「もうひとつのショパンコンクール～日本人ピ
アノ調律師たちの闘い～」

12.23／21:00～22:49
　 5 年に一度開かれる「ショパン国際ピアノコン
クール」。若手ピアニストたちがしのぎを削る世
界最高峰の舞台だ。その裏で，実はもう一つ，ピ
アノ調律師たちの闘いが繰り広げられている。そ
の技術はきわめて緻密で繊細。彼らの腕次第で，
同じピアノがまったく違う音色を奏でる。ショパ
ンコンクールでは，多くの日本人調律師たちが参
加した。自分の手がけるピアノを優勝させたい。
知られざるトップレベルの闘いに密着する。放送
総局長賞受賞／コンテンツ開発センター，NED，
ドキュメンタリージャパン
　「波に挑む！知られざるサーフィンの世界」

 2. 6／19:00～20:49
　2020年東京オリンピックの追加種目候補のサー
フィン。ハワイで開かれた世界最高峰の大会「パ
イプマスターズ」や「ワールドカップ」でのトッ
プ選手の戦いを通して，競技としてのサーフィン
の魅力に迫る。カノア五十嵐，大原洋人など世界
で台頭する日本人選手も紹介。／語り：坂口憲二，
與芝由三栄アナ／コンテンツ開発センター，
NEP，東京サウンドプロダクション
　「アジア再発見の旅　ミャンマー　知られざる
交流の物語」

2.13／23:00～23:49
　目覚ましい経済発展がはじまったミャンマー。
実はこれまでにも両国の間には，「知られざる交
流の物語」があった。日本にパスサッカーを伝え
たのは，ミャンマー人留学生！　アヘンの原料と
なるケシの栽培がおこなわれていた山岳地帯に，
なじみ深いソバを根づかせたのは日本人農学者，
そして，戦後の反日感情を和らげた小説『血の

絆』の創作秘話。二つの国を結んだ人たちの足跡
から，ミャンマーの素顔を知る旅。／語り：三輪
秀香アナ／コンテンツ開発センター，Gメディア，
日本電波ニュース社
　「ジャック・アタリが語る　混迷ヨーロッパは

どうなるのか？」
 2.27／22:00～22:49

　EUの統合を進めてきたヨーロッパ各国が激震
に見舞われている。難民受け入れをめぐる対立，
経済危機に陥るギリシャなど統一通貨ユーロをめ
ぐる課題，組織化するテロとの闘い。そして，英
国の離脱に向けた国民投票など，多くの波が押し
寄せる。ヨーロッパを代表する知性ジャック・ア
タリが，混迷するヨーロッパの行方を語る。／出
演：ジャック・アタリ／聞き手：今村啓一（NHK
ヨーロッパ総局長）／コンテンツ開発センター，
NED，オフィス天野
　「私たちが日本を好きな理由～中国・変わり始

めた対日観～」
3. 5／23:00～23:49

　中国はいま空前の日本ブーム。背景にあるのは，
押し寄せる観光客の「口コミ」や若者たちの意識
の変化だ。彼らは日本のどこに魅力を感じている
のか。ブームの深層に迫った。／コンテンツ開発
センター，NEP，アジアンコンプレックス
　「TOSHIKO～スウィングする日本の魂～」

 3.27／19:00～20:49
　2016年。デビューから70年の節目を迎えた秋吉
敏子。「TOSHIKO」の名で世界的に知られ，日
本人としてただひとり「ジャズの殿堂」入りを果
たしたミュージシャンだ。戦時下の旧満州で生ま
れ，進駐軍ジャズと出会い，20歳で本場アメリカ
に渡った秋吉。人種や女性の壁にぶつかりながら，
日本人としてのアイデンティティーを映した骨太
な作品を発表。秋吉自らのピアノとインタビュー
で，波乱万丈の人生を紡いだ「ジャズ・ドキュメ
ンタリー」。／大型企画開発センター，報道局遊
軍プロ，エンターテインメント番組部，コスモメ
ディア
『COOL　JAPAN　新春スペシャル「世界が驚
いたニッポン」』

（前編） 1. 1／19:00～19:50
（後編） 1. 1／20:00～20:49

　BS1で放送中の『COOL　JAPAN～発掘！か
っこいいニッポン～』の正月スペシャル。日本を
訪れる外国人は年間2,000万人近くに急増。海外
のテレビ局の日本への取材も，毎日のように目に
つく。一方で，日本のなにげない風景や伝統を映
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した動画に，外国人のアクセスが殺到している。
外国人は日本の何に驚いているのか？ それはク
ールなのか？ 日本だけを取材するタイの旅番組
やフグ料理を取材したノルウェーの食文化番組，
瀬戸内のウサギだらけの島や日本中の踏切を延々
紹介する不思議な動画などをきっかけに，外国人
53人と日本人代表がとことん語り尽くす。／司会：
鴻上尚史（作家），リサ・ステッグマイヤー（タ
レント）／ご意見番：荒俣宏／ゲスト：高橋真麻，
38か国53人の外国人／ナレーション：日髙のり子，
中井和哉／コンテンツ開発センター，NEP，ク
リエイティブネクサス
『GREAT RACE～グレートレース』

19:00～20:49
　「絶景！アルプス大激走～イタリア・トルデジ
アン330km～」  1.10

　名峰をいだくイタリア・アルプス。全長330km
の山道を，昼夜を問わず走り続ける過酷なレース
が行われた。ボロボロになりながらもゴールを目
指すランナーたちを追う。
　「大草原を疾走せよ～モンゴル900km～」

 1.17
　広大なモンゴルの大草原で，世界でも最も過酷
とされる自転車レースが行われた。優勝を争うヨ
ーロッパや日本のプロライダーに，モンゴルの若
いアマチュアライダーが挑む。
　「炎熱のジャングル　アマゾン260km大走
破」  2. 7

　アマゾン川流域の密林を舞台に，全長260kmを
自らの足で走破するという過酷なレースが行われ
た。気温40度。自らの限界に挑んだ選手たちの戦
いをドキュメントする。
　「激烈苛烈！大湿原のサバイバルレース」

 3. 6
　45度にものぼる猛暑，見通しのきかない密林，
ブラジルの大湿原パンタナールを舞台に前代未聞
のレースが開かれた。想定外の事態連発の過酷な
レースに日本チームが挑む。／コンテンツ開発セ
ンター，NEP，テレコムスタッフ，日本電波ニ
ュース社　※関連ミニ番組あり。
『エアレース世界選手権2015』
　「開幕戦　in　アブダビ」 　3. 7／23:00～ 0:49
　「第8戦　in　ラスベガス」

11. 7／19:00～20:49ほか
　世界最速のモータースポーツシリーズ。見どこ
ろは唯一の日本人，室屋義秀選手の活躍。世界各
地で開催された 8戦を放送。／コンテンツ開発セ
ンター，NEP

『王者の誇り～ “魔術師” ミゲル・ロドリゴ　最
後の言葉～』

 3.28／18:00～18:50
　日本のフットサルをけん引した，全日本監督，
ミゲル・ロドリゴのアジア選手権での戦いに密着。
「魔術師」とも呼ばれた男は，選手たちをどう鼓
舞し，どう導いたか？ そして，想定外の事態が
起きた時，彼の残した言葉は？／語り：ムロツヨ
シ／コンテンツ開発センター，NED，テレビマ
ンユニオン
『奇跡のレッスン～世界の最強コーチと子どもた
ち～』

5. 9， 7.18，11. 8，12.13， 1. 2， 3.21
／19:00～20:49

　世界トップレベルの指導者が来日，一週間子ど
もたちと向き合うドキュメント。スポーツを中心
にさまざまなジャンルの一流アスリート，パフォ
ーマーがコーチとして来日して「奇跡」を起こ
す。／テニス編（5.9），チアダンス編（7.18），バ
スケットボール編（11.8），バレーボール編
（12.13），新春スペシャル（1.2），バドミントン
編（3.21）／語り：麻生久美子／コンテンツ開発
センター，NED
『球辞苑～プロ野球が100倍楽しくなるキーワ
ードたち～「2015改訂版スペシャル」』

12.29／20:00～21:49
　プロ野球をめぐる 1つのキーワードを多角的に
掘り下げ，究極の野球辞典を作る『球辞苑』。改
訂版スペシャルでは，この一年のプロ野球界を振
り返り，「ファースト」「アンダースロー」「ホー
ムスチール」など，番組で紹介したキーワードを
再検証した。「流し打ち」の放送を見て開眼し，
シーズン最多安打の日本記録を打ち立てた西武・
秋山翔吾選手も登場。／出演：徳井義実，塙宣之，
里崎智也，秋山翔吾，川﨑宗則ほか／コンテンツ
開発センター，NEP
『高校野球100年のものがたり　わがふるさと
のベストゲーム』
7.10，17，21，23／（各 9本）19:00～21:49

 7.27／（ 6本）20:00～21:49
 8. 1／（ 5本）20:00～21:32

　1915年の夏に高校野球の全国大会が始まって
100年。これまで夏・春あわせて5,000試合を超え
る熱戦が繰り広げられ，ふるさとを沸かせてきた。
各都道府県代表校の名勝負を，ふるさとの人々の
思い出とともにつづる15分ドキュメンタリー47本
を，夏の甲子園開幕直前に集中放送。／コンテン
ツ開発センター，NEP，Gメディア，地域放送局
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『島耕作のアジア新世紀伝「自動運転車！天才た
ちの攻防」』

1. 1／22:00～23:49
　初の長編アニメで，島耕作が立ち向かうのは，
IoT（インターネット・オブ・シングス）と言わ
れる世界のモノ作りを一新する激変。ビッグデー
タや人工知能を駆使するIT企業が自動車に参
入！ 現実の自動運転車をめぐる企業戦略や駆け
引きを，ドラマチックなオリジナル脚本でアニメ
化。ドキュメント取材とともに日本復活の最前線
を描いた。（編成局長特賞受賞）／コンテンツ開
発センター，NEP
『シリーズ医療革命』

5. 3／19:00～19:49ほか
　「腸内フローラ」「新アレルギー治療」「認知症
を食い止めろ」「腰痛・治療革命」「認知症予防へ
の道」の最新医療をテーマにした『NHKスペシ
ャル』を，国際展開を視野にいれて再編集を行い
シリーズ化。（全 5 回）／科学・環境番組部，
NED
『スポーツ・ラボ』
　「ザ・データマン～スポーツの真実は数字にあ
り～」 日／21:00～21:43

　スポーツを数字から徹底解剖。トップアスリー
トも驚く意外な切り口で競技の醍

だい

醐
ご

味
み

に迫る新感
覚スポーツ番組。「“846.238km”王者の疾走　ド
イツサッカーの秘密」（5.24），「0.37秒の駆け引き　
錦織圭・知られざる予測能力」（6.21），「R45.3　
驚異の剣さばき～フェンシング　王者の進化～」
（10.18），「493km／h　人類最速の闘い　バドミン
トン金メダルへの挑戦」（11.15），「＋20度　KARATE　
勝利のカギはカニ型にあり！」（2.21）など／出
演：バナナマン，竹中三佳，安岡直ほか／コンテ
ンツ開発センター，NEP，ドキュメンタリージ
ャパン
　「ぼくらはマンガで強くなった～SPORTS×
MANGA～」 日／21:00～21:49

　アスリートとマンガの熱い絆を描いた新感覚ド
キュメンタリー。／（5.31）「力のすべてを“ペ
ダル”にかけて」『弱虫ペダル』と自転車競技。
／（6.28）「体操・内村航平　金メダルの秘密！」
『ガンバ！Fly high』と男子体操世界王者。／
（8.9）「高校野球100年“巨人の星”から“おお
きく振りかぶって”」高校野球100年と甲子園マン
ガ。／（9.27）「青春と恋愛とスポーツと！あだち
充の世界」『タッチ』や『H2』などの魅力を藤浪
晋太郎が語る。／（12.20）「拳に込めた“あした
への一歩”」ボクシング漫画の傑作『あしたのジ

ョー』と『はじめの一歩』秘話。／（1.31）「柔道・
野村　三連覇を生んだ“背負い”の秘密」金メダ
リスト・野村忠宏とマンガ『柔道部物語』の数奇
な物語。／コンテンツ開発センター，NEP
『1964から2020へ　惨敗から立ち上がれ～水
泳王国ニッポンへの道～』

　第一部「日本中にスイミングクラブを」
　第二部「ひとつの “チーム” になれ」

 1.11／19:00～20:49
　リオ五輪で大きな期待を集める日本水泳。その
強さの原点は1964年東京五輪の大惨敗だった。敗
北した選手が悔しさを胸に格闘を始めた。日本中
にプールを…そして，88年のソウルで鈴木大地の
金メダルが生まれた。その後，96年アトランタ五
輪で再び大惨敗。一人の高校教師が大改革を始め
る。合言葉は「ひとつのチームになれ」。今の水
泳王国はどうつくられたのか…知られざる感動の
物語。／出演：渡辺大，津田寛治，螢雪次朗，大
鶴義丹，谷川昭一朗ほか／語り：小松由佳／コン
テンツ開発センター，Gメディア，テレビマンユ
ニオン
『地球アゴラ』
　「＠山口大学 “出でよ！グローバル人材”」

5. 3／16:00～17:49
　「男も女も！ワーク・ライフ・バランス最前線
～日立から生まれる新しい働き方～」

7. 4／15:00～16:49
　「＠函館　若い力が地域を変える～北海道教育

大学の挑戦～」
11.21／15:00～16:49

　「おもてなし最前線！東京五輪・パラリンピッ
クとバリアフリー」

3.21／12:00～13:49
　新MCにパトリック・ハーランを迎え，全国各
地に出張，海外在住の日本人とインターネットで
つないで語り合った。／コンテンツ開発センター，
NEP
『地球タクシー』

7.16， 3.19，26／23:00～23:49
　タクシーは不思議な場所だ。一期一会のドライ
バーとの出会い，対話，そして車窓に映る風景か
ら，世界のさまざまな都市の顔を描き出す，新感
覚紀行番組。／ベルリン編（7.16），台北編（3.19），
ブエノスアイレス編（3.26）／語り：華恵／コン
テンツ開発センター，NEP
『ニッポン発！世界ビジネスの冒険者たち』

1. 3／22:00～23:49
　今世界に通用するビジネスのあり方が変わりつ
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つある。家族的経営のイベント創造企業，付加価
値を目指すアーティスト社長，世界標準を志向し
てネット展開を図る会長など，三者三様，世界の
市場の隙間を狙い動くビジネスピープルたちの生
き方，考え方を追った異色ドキュメント。／語り：
武内陶子アナ／コンテンツ開発センター，NED，
テレビマンユニオン
『ノーベル平和賞・少女マララの挑戦　すべての
子どもに教育を』

11.23／22:00～22:49
　14年，史上最年少の17歳でノーベル平和賞を受
賞したパキスタンのマララ・ユスフザイさん。「世
界中のすべての子どもに教育を」という信念を掲
げ，シリア人難民キャンプなどで活動を続ける。
共感の輪が広がる中，マララさんを追ったドキュ
メンタリー映画も公開。ノーベル賞受賞後，初め
てNHKの単独インタビューに応じたマララさん。
18歳の素顔とぶれない強さの秘密に迫る。／出演：
道傳愛子，鈴木愛理（℃-ute）／コンテンツ開発
センター，Gメディア
『八月十五日、私は～著名人が語る戦争～』

8. 9／20:00～20:50
　戦争が終わった“8月15日”から70年。いま各
界で活躍する人たちが，玉音放送の流れたあの日
をどんな思いで迎えたのか語る。辛く悲しい戦争
体験。終戦で実感した命の大切さ。一つ一つの言
葉が二度と戦争を繰り返さないためのメッセージ
だ。／出演：日野原重明，内海桂子，松本零士，
黒柳徹子，村山富市，花村えい子，海老名香葉子，
山田洋次，ちばてつや／ナビゲーター：南沢奈央
／首都圏放送センター
『本当にあった幸せ物語』

21:00～21:49
　「“84歳女子アナ” ふみちゃんの挑戦」

3.16
　「もう一度、会いたい～亡き夫の人生を追って～」

 3.17
　「夢は旅の果てに」  3.18
　価値観が多様化する社会の中で幸せとは何なの
か，どんな幸せのカタチがあるのか，人々の「人
生」を見つめる全 6本のドキュメンタリーシリー
ズ。 3本は海外購入番組で，上記の 3本は企画競
争で制作した国内を舞台にした番組。84歳の現役
最高齢のアナウンサーふみちゃんの奮闘，亡き夫
の残した謎を明らかにしようと夫の友人たちを訪
ね歩く妻の物語，“人生最後の夢”をかなえよう
と旅に出る人々の姿。さまざまな“シアワセ”を
描いた。／コンテンツ開発センター，NEXTEP，

アックスオン，NED，テレビマンユニオン
『ラストマッチ～亀田興毅　 4階級制覇に挑ん
だ男～』

11.14／23:00～23:49
　10月，アメリカ・シカゴで行われた世界タイト
ルマッチで日本人初の 4階級制覇に挑んだ亀田興
毅。壮絶な打ち合い，そして引退表明。番組はこ
れが最後と覚悟してのぞんだラストマッチまでの
4か月に密着した。／語り：坂口憲二／コンテン
ツ開発センター，Gメディア，放送映画製作所
『リアルタイム科学解説番組　コリドール・ラ
ボ！！』

3.21／ 0:00～ 1:50
　NHKの正面玄関内の廊下に長さ20メートルも
の長いホワイトボードを設置，その前でゲストた
ちが解説委員に対して科学の最先端情報について
ガチンコで質問し，それに解説委員が答えていく
という全く新しいスタイルの科学生放送番組。ホ
ワイトボードには，「グラフィックレコーダー」
の手によって，議論そのものがリアルタイムに可
視化され，絵巻物のようにグラフィックが生み出
されていく。この絵巻物のすごさを堪能しつつ，
問題の本質を追究する，生放送の強みを最大限に
生かした番組。今回は「ゲノム編集」という最先
端トピックスについて徹底的に議論し，大いに反
響を呼んだ。／出演：ダイアモンド ユカイ，井
森美幸，岡井千聖（℃-ute），清水淳子，立川晴
の輔，中村幸司，鎌倉千秋・中野淳アナほか／コ
ンテンツ開発センター，NED



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ

第２部　NHK｜第２章　番組解説  ｜BSプレミアム：定時番組

229 NHK年鑑’16

BSプレミアム

BS プレミアム：定時番組
『AKB48SHOW』

土　23:15～23:44
再日　10:00～10:29

　第 1回13.10.5／AKB48グループのメンバーが，
歌やコントをオムニバスで披露するエンターテイ
ンメントショー。初心者のためのAKB講座や注
目メンバーのインタビューなどもお届けした。／
出演：AKB48，SKE48，NMB48，HKT48ほか／
エンターテインメント番組部，NEP
『BS時代劇』

金　20:00～20:43
再日　18:45～19:28

　第 1 回11.4.3／インパクトのあるキャスティン
グと企画で，時代劇ファンの要望に応える枠とし
て 5年目を迎えた。
　「神谷玄次郎捕物控2」
　第 1回15.4.3，最終回15.5.22／時代小説の巨匠・
藤沢周平の『霧の果て　神谷玄次郎捕物控』（文
芸春秋刊）ドラマ化パート 2。奉行所随一の“自
堕落男”と呼ばれている神谷玄次郎。しかし，い
ざ事件が起きると，天才的な集中力と鋭い観察眼，
卓越した勘とひらめきで，真犯人を追いつめてい
く。毎回登場する個性豊かな犯人たち。時代を問
わず悪をたくらむものは必ずあり，そうした人間
の心にすむ魔性や秘密を，名手・藤沢は見事にあ
ぶりだしている。珠玉のサスペンスであると同時
に，人の心の機微を繊細に描き出す，時代劇ミス
テリーである。（全 8回）／原作：藤沢周平／脚本：
古田求，田上雄，保利吉紀，中村勝行，渡辺善則，
久貴千彩子／音楽：安川午朗／出演：高橋光臣，
中越典子，山崎樹範，長谷川朝晴，小野武彦，岸
本加世子，中村梅雀／語り：橋爪功／ドラマ番組
部，NEP，松竹
　「一路」
　第 1回15.7.31，最終回15.9.25／突如，参勤行列
の差配を任された19歳の小野寺一路。行く手に
は，御家乗っ取りの謀略と道中のトラブルが。果
たして，一行は無事中山道を12日で江戸に着ける
のか？ 時代小説の名手・浅田次郎の同名小説を
ドラマ化，手に汗握るロードムービー時代劇。（全
9回）／原作：浅田次郎／脚本：渡邉睦月／音楽：
髙見優／出演：永山絢斗，渡辺大，藤本隆宏，梶
原善，忍成修吾，松浦雅，上條恒彦，木下ほうか，

ミムラ，石黒賢，佐野史郎／ドラマ番組部，
NEP，松竹
　「子連れ信兵衛」
　第 1回15.11.13，最終回15.12.18／子育てに奮闘
するイクメン侍・信兵衛が，市中で起きる問題を
解決する姿を描いた痛快時代劇。ひょんなことか
ら，他人の赤ん坊を面倒見ることになった浪人・
松村信兵衛。妙な人望があり，長屋の人々からさ
まざまな相談が持ち込まれる。子供が出来ない夫
婦の離縁騒動，若い娘がお年寄りを狙う詐欺事件，
頼りない炭問屋の跡取り息子の人生修業問題など
…。酒好きでめっぽう腕のたつ浪人・信兵衛が，
慣れぬ赤ん坊の子育てに奮闘しつつ，市中の問題
解決に奔走する。（全 6回）／原作：山本周五郎
／脚本：いずみ玲／音楽：栗山和樹／出演：高橋
克典，左とん平，小島梨里杏，宮田俊哉，鶴田忍，
青山倫子，加藤雅也，笹野高史，中村嘉葎雄／ド
ラマ番組部，NEP，C.A.L
　「大岡越前3」
　第 1回16.1.15，最終回16.3.4／時は八代将軍・
吉宗の時代。享保の改革を支えた「大岡裁き」。
大岡越前守忠相と徳川吉宗，医師・榊原伊織とい
う 3人の男たちの友情，そして大岡家の人々や奉
行所や江戸の町の仲間たちとの温もりあふれる交
流を描く時代劇「大岡越前」。2013年，東山紀之
さんを主役に迎えて始まったシリーズは，厳しく
も温かいまなざしで人間を見つめる大岡越前守忠
相の人情と理性を兼ね備えた名裁きで，笑いと涙，
そして爽やかな感動を呼んできた。その最新作と
なる第 3シリーズ。（全 8回）／脚本：大西信行，
大原久澄，沢橋凜，岡崎由紀子／音楽：山下毅雄，
小笠原肇／出演：東山紀之，勝村政信，ミムラ，
高橋長英，寺島進，松原智恵子，平岳大，津川雅
彦／ドラマ番組部，NEP，C.A.L
『The Covers』　

月　23:15～23:44
　第 1回14.3.31／昭和のヒットポップスを，現在
のJ-POP界で活躍するアーティストが，魅力あふ
れるアレンジでカバー。あわせて，その楽曲や時
代に寄せる思いをゆったりとした空気の中でトー
クする，大人のための音楽トーク番組。／司会：
リリー・フランキー，夏菜／出演：郷ひろみ，柴
咲コウ，福山雅治，原田知世，BRAHMAN，ウ
ルフルズ，ナオト・インティライミ，エレファン
トカシマシ，野宮真貴ほか／コンテンツ開発セン
ター，NEP
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『TOKYOディープ！』　新
月　19:00～19:29

再金　 6:30～ 6:59
　第 1回15.3.30／毎回，TOKYOの一つの街に注
目。地元の人しか知らない，地元の人も知らない
ディープな情報を徹底的に掘り起こし，30分で，
その街の歴史と個性を明らかにする。15年 2 月に
パイロット版を制作し， 3月30日からレギュラー
放送。前期18本，後期17本放送。／出演：高島礼
子，ゴリ（ガレッジセール），大島麻衣，篠原と
もえ，平岳大，生方ななえ，照英，松田悟志，安
藤玉恵，つるの剛士，豊田エリー，野間口徹／ナ
レーション：モト冬樹
　上記の他に，枠内特集として『SAPPOROディ
ープ！』「い～んでないかい！？すすきの」（12.14，
19:00～19:29）／出演：つるの剛士／ナレーショ
ン：ゴリ（ガレッジセール）
　同じく，枠内特集として『FUKUOKAディー
プ！』「よか街たい！西新」（12.21，19:00～
19:29）／出演：モト冬樹／ナレーション：高島
礼子／コンテンツ開発センター，NEP，アマゾ
ンラテルナ
『アナザーストーリーズ　運命の分岐点』　新

水　21:00～21:59
再火　23:45～ 0:44

　第 1 回15.4.1／ダイアナ妃の事故死，ベルリン
の壁崩壊，ビートルズ来日…。世界が固唾を飲ん
で見守った“あの出来事”。あの日，あの時，そ
こに関わった人々は何を考えたのか？ 残された
映像や決定的瞬間を捉えた写真を最新バーチャル
で立体的に再構成，事件の“アナザーストーリー”
に迫るマルチドキュメンタリー。（全17回）／出演：
真木よう子／語り：濱田岳／コンテンツ開発セン
ター，NED，テレビマンユニオン，スローハンド，
東京ビデオセンター，テレコムスタッフほか
『アニメ　おしりかじり虫』

BSP　月　 6:25～ 6:30，
18:25～18:30 

E　 　日 　 7:20～ 7:25 
　第 1回12.10.7／大阪の下町で暮らす，おしりか
じり虫18世が，ハチャメチャをして起こすおかし
な出来事をコミカルに描く。／原作：うるまでる
び／監督：小島正幸／アニメーション制作：キネ
マシトラス／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　カンフー・パンダ　ザ・シリーズ』　新

火　18:30～18:54
　第 1回15.9.29，最終回16.3.29／人気アニメ映画
「カンフー・パンダ」のTVシリーズ。なまけ者

で食い意地だけは誰にも負けない主人公のジャイ
アント・パンダ，ポーの活躍を描く。（全26話）
／展開戦略推進部
『アニメ　山賊の娘ローニャ』

再日　7:30～7:55
　第 1 回14.10.11／宮崎吾朗が挑む初のテレビシ
リーズ。深い森の中，廃虚となった城を根城にす
るマッティス山賊一家に生まれたローニャ。対立
する山賊の息子ビルクと出会い，最初は対立する
が，厳しい自然の中で助け合ううちに互いを「き
ょうだい」と呼ぶようになっていく。一人の少女
の成長を通して描く家族の物語。（全26話）／原作：
アストリッド・リンドグレーン／監督：宮崎吾朗
／アニメーション制作：ポリゴンピクチュアズ／
展開戦略推進部，NEP，ドワンゴ
『アニメ　新トムとジェリー　ショー』

（前期）再火　18:30～18:53
（後期）再日　 7:30～ 7:53

　第 1回14.9.23／おなじみのキャラクター・トム
とジェリーが活躍するアニメシリーズ。昔ながら
の追いかけっこの他に，「ファンタジー」「SF」「ミ
ステリー」という 3つの舞台設定でストーリーが
展開。（全26話）／展開戦略推進部
『アニメ　美少女戦士セーラームーン』　新

月　18:30～18:54
　第 1 回15.4.6，最終回16.2.22／武内直子原作の
同名コミックを基に92年にアニメ化された， 5シ
リーズ全200話の大ヒットシリーズの第 1弾。ハ
イビジョンリマスターした高画質のバージョンで
放送。（全46話）／展開戦略推進部，NEP
『アニメ　ベルサイユのばら』　新

水　18:30～18:54
　第 1 回15.5.6，最終回16.2.10／池田理代子原作
の同名コミックを基に79年にアニメ化されたTV
シリーズ。18世紀後半のフランスを舞台に，武門
の家を継ぐため男として育てられたオスカル・フ
ランソワとフランス王妃マリー・アントワネット
の人生を描いた名作。（全40話）／展開戦略推進部，
NEP
『イッピン』

BSP　火　19:30～19:59
G　　 日　 4:30～ 4:59

　第 1回12.10.2／食器，インテリア，ファッショ
ンアイテムなど，日本の職人たちが伝統のワザを
駆使して生み出す地場産品。近年，新感覚のデザ
インや現代生活に合う機能を備えた新しい「イッ
ピン」へと進化。国内外のセレクトショップで人
気を呼んでいる。リポーターが産地を訪れ，科学
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的なアプローチや驚きの映像で職人技に迫り，人
気の秘密を解き明かした。／出演：内山理名，白
石美帆，吉木りさ，ほか／語り：平野義和／コン
テンツ開発センター，NEP
『英雄たちの選択』　 木　20:00～20:59

再木　 8:00～ 8:59
　第 1 回14.4.3／日本の運命を決める岐路に立っ
た英雄たち。その時，英雄たちは「選択」に直面
する。脳裏には，いくつもの選択肢が浮かび，そ
れらの中から，たったひとつの「選択」を行う。
なぜ英雄は，それを選んだのか？　その「選択」
の背景には，信念や賭け，勝算や打算など，どの
ような人生経験や価値観が影響していったのか？ 
そしてその「選択」は，後世にどんな影響を残し
ていったのか？ 英雄たちの心中に深く分け入り，
新しいアプローチで日本の歴史を描きだす歴史教
養番組。／司会：磯田道史（歴史家），渡邊佐和
子アナ／文化・福祉番組部，NEP
『おとうさんといっしょ』

日　 8:00～ 8:29
再木　18:30～18:59
再金　 6:00～ 6:29

　第 1回13.3.24／ 3 ～ 6 歳児を中心とした未就学
児童と保護者の親子視聴を対象とした番組。親子
遊びやコミュニケーションのきっかけになるロケ
コーナーや，歌，体操，お話，アニメーションを
中心に構成。育児に携わる父親を応援するととも
に，未就学児の身体的，感覚的，知的発達を助け
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。／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／声：
佐藤弘道／青少年・教育番組部，NED
『驚き！地球！グレートネイチャー』

再金　11:00～11:29
　第 1 回11.10.11／89分番組『体感！グレートネ
イチャー』を29分に再構成。“見たこともない異
次元の大自然を素肌で体感！”地球の鼓動や極限
の地ならではの自然現象を，空撮や水中撮影等を
駆使しながら体当たりで取材し，あたかも視聴者
が自ら現地に行ったかのような臨場感を味わって
もらう“体感型”自然番組。毎回，取材班があの
手この手で“驚きの大自然”に肉薄し，地球のダ
イナミズムを余すことなく伝えた。／コンテンツ
開発センター，NEPほか
『仮説コレクターZ』　新

木　21:00～21:59
再土　17:00～17:59

　第 1 回15.4.2，最終回15.9.25／世の中にはまさ

か！？　と思うような数多くの「オモシロ仮説」
が存在する。さまざまな分野から集めた独創的な
「仮説」を，時には体を張った大実験で，時には
最新機器を駆使した科学的検証で，大マジメに，
かつ楽しく探求する全く新しい知的エンターテイ
ンメント番組。笑いに包まれたトークを通して，
仮説に秘められた面白さを読み解く。仮説例：
「女性は父親と同じ香りの男性にひかれる」「手
を握ると記憶力がアップする」など。（全15回）
／司会：劇団ひとり，中村アン／コンテンツ開発
センター，テレビマンユニオン
『奇皇后　－ふたつの愛　涙の誓い－』

（前期）　日　21:00～22:00
（後期）再土　 8:30～ 9:30

　第 1回14.8.3, 最終回15.8.2／元の宮廷を舞台に，
逆境から皇后にまで上り詰めた高麗女性の愛と闘
いを描くロマンス史劇。（全51回）15年 8 月まで
の本放送の後，アンコール放送（9.19～）を開始
した。／展開戦略推進部，NEP
『キャシーのbig　C　いま私にできること』　新

水　23:15～23:45
　第 1回15.4.1，最終回15.6.24／タイトルの“Big 
C”とは，「がん」（英語でcancer）を意味するス
ラング（俗語）。スパイスの効いたユーモアを交
えながら，がんを宣告されながらも妻として，母
として，ひとりの女性として人生を見つめ直すキ
ャシーの姿を描く。総集編（15.7.3）なども放送
した。（全13回）／制作：ソニー・ピクチャーズ・
テレビジョン／展開戦略推進部，NEP
『キャシーのbig　C　いま私にできること　シ
ーズン2』　新

水　23:15～23:44
　第 1回15.7.15，最終回15.10.7／（全13回）／制作：
ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン／展開戦略
推進部，NEP
『きらり！えん旅』

（第 3・ 4）水　19:30～19:59
再火　 6:30～ 6:59
再水　11:00～11:29

　第 1 回12.4.5／東日本大震災で傷ついた東北地
方を励まし，復興を応援しようと，歌手やタレン
トなどの旅人が，青森県，岩手県，宮城県，福島
県の被災した市町村を訪ねる。旅人は，料理，名
産，絶景，郷土芸能など，ふるさと自慢でもてな
しを受け，被災地の今にしっかりと向き合う。旅
人は，出会った人たちへの感謝を込めて，歌やエ
ンターテインメントを贈るステージに立つ。15年
度は新作20本を制作したほか，ステージを中心に
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再編集したライブスペシャル 9本も制作した。／
ナレーション：冨永みーな／出演：八神純子，八
代亜紀，テツandトモ，山内惠介，藤井フミヤ・
尚之，コロッケ，天童よしみ，水森かおり，神野
美伽，堀内孝雄ほか／コンテンツ開発センター，
NPN，テレコムスタッフ，東京ビデオセンター，
オルタスジャパン
『クラシック倶楽部』

月～金　 5:00～ 5:55
　第 1回04.3.29／国内外の一流アーティストによ
る室内楽の演奏を，高画質，高音質で放送。「ア
ンネ・ソフィー・フォン・オッター＆カミラ・テ
ィリング　リサイタル」など世界の第一線で活躍
する演奏家の公演中継収録のほか，「エマニュエ
ル・パユ　武満徹を奏でる」や西村朗作曲のオペ
ラ「バガヴァッド・ギーター」など，番組自主企
画によるスタジオ収録も積極的に行った。／音楽・
伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局ほか地域放送
局，NEP
『刑事フォイル』　新

日　21:00～21:56
再日　16:30～17:26

　第 1回15.8.30，最終回16.3.20／イギリスの人気
作家アンソニー・ホロヴィッツが企画・脚本を手
がけ，13年の長きにわたるロングランヒットシリ
ーズとなった名作。舞台は，第 2次世界大戦さな
かのイギリス南部，ドーバー海峡に面した美しい
町ヘイスティングズ。この小さな町にも戦争の影
が忍び寄る。戦時下だからこそ起こる悲しい殺人
事件や犯罪…。警視正・フォイルは，一人の人間
としてゆるぎない信念を持ち，次々と起こる事件
に真

しん

摯
し

にそして毅
き

然
ぜん

と立ち向かう。事前特番『刑
事フォイルからの招待状』（10.27）なども放送し
た。（全28回）／制作：グリーンリット・プロダ
クションズ／展開戦略推進部，NEP
『コズミック　フロント☆NEXT』　新

木　22:00～22:59
再水　23:45～ 0:44

　第 1 回15.4.2／天文学から宇宙開発，宇宙物理
学，天文史まで，最新科学が解き明かした宇宙の
最前線を描いた本格宇宙番組『コズミック　フロ
ント』を，大きくリニューアルした新番組。宇宙
のさまざまなミステリーを，第一線の科学者たち
と一緒に，ダイナミックなCGを駆使して解き明
かしていく。「月面の謎の発光現象」「宇宙の果て
のミステリー」「ガガーリンの真実」など，多彩
なテーマを取り上げた。（全31回）／語り：萩原
聖人，永作博美，守本奈実・久保田祐佳・真下貴・

堀越将伸アナ／科学・環境番組部，NED
『コズミックフロント・スターズ』

不定期
　第 1回14.5.1／『コズミック　フロント』で紹
介した宇宙の神秘と不思議を巡る冒険を伝えるミ
ニ番組。／科学・環境番組部
『ザ少年倶楽部』 水　20:00～20:59

再金　18:00～18:59
　第 1 回00.4.9／毎月第 1～ 2 週は，ジャニーズ
Jr.がNHKホールで歌と踊りをエネルギッシュに
繰り広げる公開番組。第 3週は『ザ少年倶楽部－　
プレミアム　－』と題し，KAT-TUNがMCを務
める音楽トークバラエティーを放送した。／司
会：（第 1～ 2週）河合郁人（A.B.C-Z），桐山照
史（ジャニーズWEST），（第 3週）KAT-TUN
／エンターテインメント番組部，NEP
『ザ・プロファイラー～夢と野望の人生～』　新

（後期）水　21:00～21:59
　第 1回15.9.30，最終回16.3.9／『大河ドラマ』「軍
師官兵衛」の主演，岡田准一が有名な歴史上の人
物の生き方をプロファイル！ 栄光と苦難の生涯
を生きた先人たち，感動の人間ドラマを送る第 4
シーズン。15年度に取り上げたのは，グレース・
ケリー，スターリン，林芙美子，キング牧師，ジ
ャイアント馬場，ゴーギャン，植村直己，アラビ
アのロレンス，トーベ・ヤンソン，ココ・シャネ
ル，ミケランジェロ，空海，柏戸と大鵬，エディ
ット・ピアフ，アベベ・ビキラ，ゴジラ（放送順）。
／出演：岡田准一ほか／語り：笠間淳／コンテン
ツ開発センター，NEP，イースト
『七人のコント侍』

金　22:00～22:49
　第 1 回13.4.5／いつの時代も戦乱の世を極める
お笑い界。そこには「コントに命をかける芸人」
が存在する。誰が呼んだか「コント侍」。異色の
7人によるコントの数々を放送。15年度も年間 3
チームがふだんのコンビを離れてオリジナルコン
トを披露。／コンテンツ開発センター，NEP
『食材探検　おかわり！にっぽん』

（第 1・ 2）水　19:30～19:59
再火　 6:30～ 6:59　再水　11:00～11:29

　第 1 回14.4.2／全国の旬の食材にスポットを当
て，思わずご飯をおかわりしたくなる料理を求め
て元体操選手の田中理恵さんが日本全国を旅す
る。「極上のヒトサラ」のコーナーでは，一流の
料理人が食材の可能性を追求した絶品料理を披
露。スピンオフ番組として「どんぶり！にっぽ
ん」を11月に放送。／出演：田中理恵／語り：平
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泉成／コンテンツ開発センター，NPN
『植物男子ベランダー　SEASON 2』　新

（前期）木　23:15～23:44
　第 1 回15.4.16，最終回15.9.24／13年11月にパイ
ロット版 2本を制作し，以降，前期レギュラー放
送。12本制作。ベランダで植物を育てることに心
血を注ぎ，その成長に一喜一憂する孤独な中年男
の生態をコミカルに描いた植物バラエティー。“植
物寅さん”よろしく，男が恋する植物とのふれあ
いを通して，時に人生哲学までをも描き出す。原
作は，いとうせいこう。多肉植物の恋愛模様を描
いた「多肉愛の劇場」や草冠の文字をひもとく
「愛しの草冠」などミニコーナーも花を添える。
12月に特集番組として，秋・冬の植物を扱った「俺
のウインタースペシャル」 4本も放送。／出演：
田口トモロヲ，松尾スズキ，安藤玉恵ほか／コン
テンツ開発センター，NEP
『シリーズ世界遺産100』

金　16:25～16:30
　第 1 回05.4.4（G），最終回16.3.25／世界遺産の
魅力を伝える 5分番組。定時放送として最後の年
度となった15年度は，これまで制作した中から，
選
よ

りすぐりの世界遺産や無形文化遺産を放送し
た。／語り：松平定知アナ／音楽：久石譲／コン
テンツ開発センター，NEP
『新・BS日本のうた』　新

日　19:30～20:59
再土　12:00～13:29

再翌金　16:30～17:59
　第 1 回15.4.12／1998年から続いて来た『BS日
本のうた』がリニューアル。司会は，出演してい
る歌手自らが行うスタイルとなった。時代を越え
て受け継がれる名曲の数々を総勢10組を超える歌
手の歌唱で紹介する大型公開派遣番組，というコ
ンセプトは継承しながら，「あの歌に再会」「スペ
シャルステージ」「イマオシ！」のコーナーを軸
に，スケール感あふれる内容でお送りした。また，
“ご案内”役として伊東四朗さんが声の出演をし
た。15年度は34本を公開派遣で制作。／エンター
テインメント番組部，NEP
『新日本風土記』

金　21:00～21:59
再金　 8:00～ 8:59

　第 1 回11.4.8／日本各地に残された美しい風土
や祭り，風習をオムニバス形式で描く紀行ドキュ
メント。「コメ」「城」などテーマ別の全国の旅や，
ある土地の四季の物語など，多様な切り口で日本
の魅力を再発見。未来への映像遺産の役割も担う。

15年度は全29本を放送。／4.10「飛鳥」，5.29「福
島　三春」，6.12「萩・津和野」，7.24「お化け屋敷」，
8.21「軽井沢」，9.4「富良野」，10.16「讃岐」，
11.20「沖縄の海」，12.18「みかん」，1.8「京都　
西陣」，2.26「高千穂」，3.4「横須賀」など／声：
松たか子／語り：伊東敏恵アナほか／大型企画開
発センター，NEP
　※関連番組『もういちど、日本』

BSP　月～土　 7:10～ 7:15 
再月～金　11:55～12:00
E　　月　　 6:20～ 6:25
火～金　 5:55～ 6:00 

　全国各地の土地ごとに異なる風習，自然，工芸，
食文化などを，印象的なキャッチコピーと旅情を
そそる映像美とともに毎日ひとつずつ紹介する 5
分番組。
　※関連番組『Seasoning the Seasons』
（「新日本風土記・短縮版／英語版」）

NHKワールド　月　 8:30～ 9:00 
　『新日本風土記』を外国の視聴者に向け再構成
して放送。日本の多様な文化，風土，美しい自然
などを分かりやすく，魅力的に紹介した。
『 整理整頓コメディー　わたしのウチには、なん
にもない。』

土　22:30～22:59
　第 1 回16.2.6，最終回16.3.12／人気のコミック
エッセイを原作としたコメディードラマ。ある日，
捨てることの快感に目覚めた女性・まいが，もっ
たいなくて何も捨てられない家族との葛藤を乗り
越えて，何にもない空間を手に入れる様

さま

を描く。
「汚屋敷」「遺品整理」など関心の高いテーマを
楽しく見せる手法に共感が集まり，NODで3,300
以上購入されたほか，SNS等で話題になった。制
作協力のロボットは，映画的手法の撮影や片づけ
テクニックのミニアニメなど得意分野を演出に生
かした。（全 6回）／出演：夏帆，近藤公園，朝
加真由美，江波杏子／コンテンツ開発センター，
NEP，ロボット
『世界で一番美しい瞬間（とき）』

水　22:00～22:49
再水　 8:00～ 8:49

　第 1回14.4.10／地球上で，その季節，時期に一
番美しい場所とそこに暮らす人々を探して旅をす
る。単に美しい風景をめでるだけの旅ではなく，
その時を待つ人，生きる人の物語を紡いでいく。
4月には特集「遥かなるユーラシア　春を迎える
とき」を放送。／語り：森川智之／コンテンツ開
発センター，NEP
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『世界入りにくい居酒屋』　
（後期）木　23:15～23:44

　第 1回14.10.1，最終回16.3.24／世界各地にある
「入りにくい居酒屋No.1」を徹底調査。地元なら
ではの美食・美酒を楽しみ，文化の違いに驚き，
店の人や客たちとの会話から，その土地の人情や
現代の世相まで堪能する大人のための紀行エンタ
ーテインメント。14年度後期放送に次いでの“シ
ーズン 2”後期18本を放送。／コンテンツ開発セ
ンター，NED
『世界ふれあい街歩き』

火　20:00～20:59
再火　 0:15～ 1:14， 8:00～ 8:59

　第 1回05.3.29／カメラの目線で世界の街を歩き
ながら，さまざまな人と出会っていく人気の紀行
番組。放送開始11年目を迎えた15年度も，メイン
の街歩きに，歴史などを紹介する「情報コーナ
ー」，近郊の魅力的なスポットを訪ねる「ちょっ
とより道」，地元の料理を紹介する「食べ歩きグ
ルメ」のミニコーナーで構成。好評のヨーロッパ
の都市に加え，北米，東南アジアなど世界の個性
的な街を歩いた。12～14年度に続き，大阪，函館
の日本編も制作。ハイブリッドキャストにも対応。
／出演：小倉久寛，中嶋朋子，松田洋治ほか／文
化・福祉番組部，NEP
『釣りびと万歳』

日　17:30～17:59
　第 1回14.3.31／俳優やタレントなど各界で活躍
する釣り好きが日本各地の釣りスポットを訪ね，
その土地ならではの釣り方や秘伝のテクニックを
地元の達人に教わり，旬の魚や憧れの魚に挑んだ。
美しい風景や海の幸・川の幸も紹介する釣り紀行
番組。月 2本ずつ，年間24本制作した。／出演：
大鶴義丹，武田修宏，國村隼，千堂あきほ，内藤
大助，哀川翔，大野豊，ささきいさお，オール阪
神，木之元亮，佐々木主浩，三田村邦彦ほか／コ
ンテンツ開発センター，NPN
『桃源紀行』

日　 6:00～ 6:29
　第 1 回12.3.3／海外の暮らしを，現地に住む人
ならではの目線で描く紀行ドキュメンタリー。「君
住む街で」のシリーズは，広州（中国），上田市
（長野），ベネチア（イタリア），桧枝岐村（福島），
エディンバラ（イギリス）などを舞台に若い女性
の 1週間の暮らしぶりから街の魅力を探った。
「“美しい村”の物語」のシリーズは，和順郷（中
国），銀山温泉（山形），ブーブロン・アン・オー
ジュ（フランス），ダーチャン村（中国），ガイテ

ィング・パワー（イギリス）などの古老が村の魅
力を紹介した。／コンテンツ開発センター，NEP
『ドラマアンコール　大地の子』

（10～12月）土　18:00～18:59
　再放送第 1回15.10.10，最終回15.12.19／本放送
（G，96.3.11～3.20）をアンコール放送。初回の
み89分。（全11回）／ドラマ番組部
『中井精也のてつたび！』

木　19:30～19:59
再土　 7:45～ 8:14
再水　 6:30～ 6:59

　第 1回14.4.24／鉄道写真家の中井精也が毎回一
つのローカル線を旅し，その魅力を写真に切り取
っていく番組。視聴者から事前に投稿写真を募集
し，その中から 2枚を選定，そこからテーマを決
め撮影の旅に出かけて行く。旅をしながら中井精
也が感じたその路線を表すテーマの写真も撮影。
地元の人と触れ合いながら，ローカル線ならでは
の旅と鉄道写真の魅力を伝えた。年間10本放送。
／出演：中井精也／語り：鈴木まどか，山口勝平
／コンテンツ開発センター，NEP，ピクチャー
ズネットワーク
『にっぽん縦断　こころ旅』

月～金　 7:45～ 7:59
再月～金　11:30～11:44

　第 1 回11.4.4／視聴者から寄せられた手紙を手
がかりに，俳優・火野正平が，毎日ぶっつけ本番
で旅をする自転車紀行番組。旅の目的地を決める
一通の手紙には「人生を変えた忘れられない場
所」「ずっと残したいふるさとの姿」など，その
人にとって大切な「こころの風景」が記されてい
る。そんなとっておきの場所にたどり着くために，
時には鉄道やバスなどの力も借りながら，毎日必
死に自転車を走らせる。／旅人：火野正平／月曜
朝版朗読：駒村多恵／コンテンツ開発センター，
NEP
『にっぽん縦断　こころ旅～とうちゃこ～』

火～金　19:00～19:29
再土・日　11:00～11:58

　第 1 回14.4.1／視聴者から寄せられた手紙を手
がかりに，俳優・火野正平が，毎日ぶっつけ本番
で旅をする自転車紀行番組。必死に自転車を走ら
せ，旅の終わりに待ち受ける“こころの風景”に
「とうちゃこ！（到着）」。朝に先行放送する「こ
ころ旅」とは違うシーンも盛り込み，あわせて視
聴することで 1日の旅の全貌を味わってもらう，
その日の旅の完結編。／旅人：火野正平／コンテ
ンツ開発センター，NEP
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『ニッポンの里山　ふるさとの絶景に出会う旅』
月～土　 7:00～ 7:10

　第 1 回11.12.19／全国の里山で，その土地なら
ではの絶景と，そこに培われてきた生き物と共生
する知恵や暮らしを丁寧に描き出すシリーズ。写
真家の今森光彦さんや中村征夫さんも参加。珠玉
の映像とともに，人が手を入れながら守られてき
た自然の豊さの秘密を読み解いていく。／語り：
森田美由紀アナほか／科学・環境番組部，NEP
『にっぽん百名山』

月　19:30～19:59
再日　 6:30～ 6:59
再木　11:00～11:29

　第 1 回12.7.2／毎回ひとつの百名山を，その山
を知り尽くした地元のガイドの案内で登る「ヤマ
タビ」番組。カメラは登山者の目線になってガイ
ドの後をついていき，山頂に立つ。稜

りょう

線
せん

や山頂か
らの雄大な眺めをたっぷり紹介するほか，山歩き
の技術や注意点も伝えた。15年度は計30本を放送
した。／社会番組部，NEP，Gメディア
『ニッポンぶらり鉄道旅』

木　19:30～19:59
再土　 7:45～ 8:14
再水　 6:30～ 6:59

　第 1 回14.4.3／ 1 本の路線を選び，ゆったりと
ぶらり旅する鉄道番組。毎回その地域を代表する
風景や暮らし，食べ物や産業などにまつわる一つ
のキーワードを決め，それを探しに旅に出る。旅
人は20代を中心とした若い人たちを起用し，新鮮
な思いを伝えた。途中下車しながら，地元の人た
ちと触れ合い，地域のすばらしさを紹介した。年
間30本放送。／出演：川久保拓司，高畑裕太，高
橋愛，八田亜矢子ほか／語り：TARAKO／コン
テンツ開発センター，Gメディア，クリエイティ
ブネクサス
『馬医』

土　 8:30～ 9:30
　第 1回14.9.27，最終回15.9.12／13.7.7～14.6.29に
放送した番組のアンコール放送。馬の医者から王
の主治医にまでなった男，ペク・クァンヒョンの
波乱に満ちた生涯を描くメディカル史劇。イ・ビ
ョンフン監督作品。（全50回）／コンテンツ開発
センター，NEP
『晴れ、ときどきファーム！』

金　23:15～23:44
再日　 7:00～ 7:29

　第 1 回12.4.8／緑豊かな里山に建つ築90年の古
民家と畑を舞台に，野菜ソムリエの資格を持つ長

野博，アイデア料理が得意な村上知子，趣味は畑
仕事という滝沢沙織の 3人が「週末田舎暮らし」
を実践する。畑で80種類もの野菜を育て，みそや
しょうゆ，ゴマ油などの調味料も手作り。さらに
古民家の中で使う家具や食器も自作し，田舎暮ら
しの魅力や醍

だい

醐
ご

味
み

をたっぷり紹介する。／出演：
長野博，村上知子，滝沢沙織／語り：赤平大／コ
ンテンツ開発センター，NEP，ジーズコーポレ
ーション
『美の壺』 BSP　金　19:30～20:00

再火　11:00～11:30
再木　 6:30～ 7:00

『美の壺・選』
E　日　23:00～23:29

　第 1 回06.4.7／放送開始後10年目を迎え，草刈
正雄さんが引き続きナビゲーターを務めた（ 6年
目）。ここ数年，番組のテーマ「くらしの中に根
づく美」で，視聴者の知的好奇心をくすぐる柔ら
かい幅広いテーマを展開してきたが，10年目の年
は原点を見つめる意味合いより，古典的なテーマ
に再び向き合った。「七宝」「唐紙」「苔

こけ

」「鮨
すし

」「友
禅」「灯籠」「扇子」「風呂敷」等，現代の視点で
切り口を変えて再度紹介することを積極的に行っ
た。 7月には『美の壷スペシャル「日本の美・再
発見」』で，なじみのテーマ・民

みん

藝
げい

をテーマに放
送した。他方でこれまでにないテーマとして，「金
継ぎ」「京都の鱧（はも）」「コーヒーポット」「ボ
ンボニエール」「美人画の着物」など，ジャンル
を自在に超えたテーマも展開し，幅を広げた。
　また，Eテレでは『美の壺・選』の枠で，過去
の話題作品を放送した。／ナビゲーター：草刈正
雄／語り・天の声：木村多江／文化・福祉番組部，
NED
『プレミアムカフェ』　新

月～金　 9:00～11:00
再月～金　   　　深夜帯

　第 1回15.3.30／長時間の枠を生かし，視聴者か
らのリクエストを基に，BSならではの名作を放
送する番組。月曜と金曜は，キャスターによる見
どころ紹介を加えて名作を丸ごと紹介。火曜から
木曜の 3日間は，特定のテーマに沿った番組を集
め，スタジオに招いたゲストのトークを交えなが
ら，名作の魅力を多角的に伝える。取り上げるジ
ャンルは，歴史・文化・紀行・自然・エンターテ
インメントなど多岐にわたる。／15年度の主なテ
ーマとゲストは，「宝塚」（紫吹淳： 4月），「ヨー
ロッパアルプス」（荻原次晴： 7月），「スローな
旅を楽しむ～バス旅篇～」（平岳大：10月），「お茶
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を楽しむ」（深澤里奈：12月），「愛すべきパート
ナー　ねこ」（中川翔子： 2月）など。また， 9
月の三連休には「懐かしJ-POP」と題した特集を
放送した。（年間120本）／キャスター：與芝由三
栄，江崎史江／知財センター，NEP
『プレミアムシアター』

（第 2～ 4）月　 0:00～ 4:00
　第 1回10.4.12／旬のアーティストが登場する世
界各地の音楽祭や，一流歌劇場などで行われた話
題の公演を紹介する大型番組。15年度は，アテネ
で行われたベルリン・フィルのコンサートやチュ
ーリヒ歌劇場のオペラ，俳優・映画監督ウッディ・
アレン演出によるロサンゼルス・オペラのほか，
ハンブルクで初演された作曲家・細川俊夫の新作
オペラなども独自に収録・放送。国内でも，野田
秀樹の新演出によるモーツァルトのオペラや黛敏
郎の傑作「金閣寺」を取り上げたほか，おなじみ
のザルツブルク音楽祭やバイロイト音楽祭なども
紹介した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『プレミアムシネマ』（午後）

（随時）月～金　13:00～15:00
　第 1 回11.4.4／午後の在宅率が高い高齢視聴者
に向け，邦画・洋画の名作を，曜日別にジャンル
を分けて編成，259本を放送した。月曜・邦画枠
は「喜びも悲しみも幾歳月」（4.13），「黒部の太
陽　完全版」（5.3），「ニッポン無責任時代」（9.14），
「恍惚の人」（10.19）など，火曜・西部劇枠は「ウ
エスタン」（4.7），「続・荒野の用心棒」（5.12），「コ
ルドラへの道」（7.7），「昼下りの決斗」（12.8）な
ど，水曜・アクション，サスペンス＆ミステリー
枠では「狼の挽歌」（4.22），「ロング・グッドバイ」
（5.27），「マジェスティック」（7.1），「サイコ」
（9.30）などを放送した。木曜と金曜は，15年度
は時代劇・その他のジャンルとし，時代劇では「鬼
平犯科帳」（4.2），「近松物語」（5.21），「河内山宗
俊」（7.16）など，その他のジャンル枠では「ロ
ビン・フッド」（5.6），「ファントム・オブ・パラ
ダイス」（6.5），「博士の異常な愛情」（9.18），「青
春群像」（10.30）などを放送した。また，95歳で
亡くなった原節子さんを偲

しの

んで「東京物語」
（11.28）も放送した。／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムシネマ』（深夜）

（随時）金　23:45～ 1:45
　第 1 回11.4.4／名監督の秀作や国内外の意欲的
な作品を中心に編成。56本放送。／主な作品：
「キツツキと雨」（4.3），「ブラックホーク・ダウ
ン」（5.15），ドキュメンタリー「ファッションが
教えてくれること」（6.5），「地獄の黙示録」（8.14），

「ディア・ハンター」（8.28），「戦争のはらわた」
（10.9），イタリア映画「父　パードレ・パドロ
ーネ」（1.15），「サン・ロレンツォの夜」（1.31），
スウェーデン映画「第七の封印」（2.5）などを放
送，デビッド・ボウイさんをしのんで「戦場のメ
リークリスマス」（1.22）， 3 月には『第88回アカ
デミー賞授賞式　総集編』（3.11）も放送した。
／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムシネマ』（土曜夜間）

（随時）土　19:00～23:00
　第 1 回11.4.4／家族で楽しめる国内外の大ヒッ
ト作品を編成。洋画は 2か国語で放送，邦画も含
め，ほとんどを文字放送で字幕放送も実施した。
11本放送。／主な作品：「007／カジノ・ロワイ
ヤル」（4.4），「ダイ・ハード 3」（5.23），「アル
マゲドン」（7.4），「007／慰めの報酬」（9.5），「お
とうと」（12.5），「ステキな金縛り」（1.16）など
を放送した。／展開戦略推進部，NEP
『プレミアムシネマ』（夜間）

（随時）月・火　21:00～23:00
　第 1 回11.4.4／家族で楽しめる話題作やヒット
作を中心に98本を放送／主な作品：「はじまりの
みち」（4.14），「鉄道員（ぽっぽや）」（5.19），「ダ
イ・ハード4.0」（6.16），「バンテージ・ポイント」
（7.7），「キタキツネ物語－35周年リニューアル
版－」（8.11），「子猫物語」（9.8），「プラダを着た
悪魔」（9.21），「マザーウォーター」（10.13），「宇
宙兄弟」（10.27），「エアフォース・ワン」（11.23），
「ターミネーター」（1.25），「大鹿村騒動記」（2.9），
「ペコロスの母に会いに行く」（3.15）などを放
送した。また， 2月 8日からは 3週連続で「バッ
ク・トゥ・ザ・フューチャー」三部作（2.8,15,22）
を 放 送， さ ら に 1 月 か ら 3 月 に か け て は
「ALWAYS　三丁目の夕日」（1.23），「ALWAYS　
続・三丁目の夕日」（2.2），「ALWAYS　三丁目
の夕日’64」（3.26）の三部作を放送，「007／スカ
イフォール」（3.21）も放送した。／展開戦略推
進部，NEP
『プレミアムステージ』

（第 1）月　 0:00～ 4:00ほか
　第 1回13.4.8／現代演劇を中心にミュージカル，
古典芸能，ダンス・パフォーマンスなどから，ク
オリティーの高い舞台芸術を毎月 1回お楽しみい
ただく。／4.6「三人姉妹」（作：チェーホフ，演出：
ケラリーノ・サンドロヴィッチ）「わたしの星」（作・
演出：柴幸男），5.11「スーパープレミアムソフ
トWバニラリッチ」（作・演出：岡田利規）「三人
姉妹」（作：チェーホフ，演出：三浦基），6.8
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「鼬
いたち

」（作：真船豊，演出：長塚圭史）「私のエデ
ィット」（上演台本：笹部博司，演出：黛りんた
ろう），7.6「狂人なおもて往生をとぐ」（作：清
水邦夫，演出：熊林弘高）「ロミオとジュリエッ
トのこどもたち」（脚本・演出：三浦直之），8.3「エ
ッグ」（作・演出：野田秀樹），9.7「ハムレット」
（作：シェイクスピア，演出：蜷川幸雄），10.5「か
がみのかなたはたたみのなかに」（作・演出：長
塚圭史），11.2「トロイラスとクレシダ」（作：シ
ェイクスピア，演出：鵜山仁），12.7「鷗外の怪談」
（作・演出：永井愛），1.4「GS近松商店」（作・
演出：鄭義信），2.8「通し狂言～小春穏沖津白浪」，
3.7「グッドバイ」（原作：太宰治，脚本・演出：
ケラリーノ・サンドロヴィッチ）／ドラマ番組部，
音楽・伝統番組部，NEP
『プレミアムドラマ』

日　22:00～22:49
再土　23:45～ 0:34

　第 1 回12.4.8／日曜の夜，女性をターゲットに
した，泣ける，感動を呼ぶドラマ。
　「忌野清志郎　トランジスタ・ラジオ」

5. 3／22:00～22:59
　忌野清志郎の世界を初めてドラマ化！ 名曲
「トランジスタ・ラジオ」に乗せて，母校・日野
高校を舞台に，本当の自分を探す若者たちの青春
群像を描く。音楽は矢野顕子が担当。／コンテン
ツ開発センター，ＮＥＰ
　「ボクの妻と結婚してください。」
　第 1回15.5.10，最終回15.6.14／人を笑わせるの
が大好きな男・三村修治が，余命半年を宣告され
た。家のローンを抱え大した貯金もないごく普通
のサラリーマンの自分が，妻と息子の人生から笑
顔を絶やさないために，いったい何ができるの
か？ そうだ！自分の代わりに家族を守ってくれ
る人を探せばイイんだ！ 男は残り人生のすべて
を懸けて，このバカバカしくも愛にあふれた前代
未聞，奇想天外な妻の婚活を始める！（全 6回）
／原作：樋口卓治／脚本：岡田惠和／音楽：平井
真美子／主題歌：槇原敬之／演出：深川栄洋／出
演：内村光良，木村多江，小泉孝太郎，酒井若菜，
中村映里子，伊澤柾樹，大和田獏，市毛良枝，吉
田栄作，筧利夫ほか／コンテンツ開発センター，
テレパック
　「ある日、アヒルバス」
　第 1回15.7.5，最終回15.8.23／40歳にして，仕
事も恋人も，何もかも失った人生崖っぷちの女性
が，偶然乗った都内周遊観光「アヒルバス」のバ
スガイドにスカウトされて大奮闘！ 日々変貌を

とげる街・東京を巡るバスの旅とともに，葉月が
人生一発逆転を目指して恋に，仕事に，本気で立
ち向かう“愛と勇気と笑い”がいっぱいの物語。
（全 8回）／原作：山本幸久／脚本：山室有紀子，
横田理恵，鹿目けい子／音楽：吉俣良／主題歌：
moumoon／演出：大谷健太郎，水村秀雄ほか／
出演：藤原紀香，トリンドル玲奈，山下健二郎，
青山倫子，中村倫也，野村麻純，秋月成美，柳ゆ
り菜，袴田吉彦，片岡愛之助，キムラ緑子ほか／
コンテンツ開発センター，ジ・アイコン
　「ドラえもん、母になる～大山のぶ代物語～」

12.13／22:00～22:59
　世界中で愛されている人気者・ドラえもん。初
期のドラえもんは一人称が「おれ」であったり，
のび太君に乱暴をしたり…。現在の姿とはかけ離
れていた。みんなが知っている強く優しいドラえ
もんの誕生には，その声を２６年間にわたって担
当した大山のぶ代さんのなみなみならぬ思いがあ
った。ドラえもんを通して，子どもたちに夢と勇
気を与えようとしたのぶ代さん。ドラえもんと，
夫と，声優仲間たちと歩んだ２６年間の笑いと涙
の物語。／出演：鈴木砂羽，豊原功補，田中美里，
猫背椿，池田鉄洋，鈴木拓（ドランクドラゴン），
小川直也，小原乃梨子，野村道子，肝付兼太，砂
川啓介／コンテンツ開発センター，テレビマンユ
ニオン
　「44歳のチアリーダー！！」

12.20／22:00～22:59
　プロ野球・楽天の創設に合わせて作られたチア
リーダーチームに44歳・３児の母が応募，なぜか
当選し，１年間にわたってチアリーダーとして必
死に頑張った涙と笑いと感動の実話を，ドキュメ
ンタリードラマとして描いた作品。地方の街に嫁
いだ主婦の「人はいくつになっても輝ける！」と
いうメッセージを，全国各地で日々奮闘している
多くの人々に届けた。「ドキュメンタリードラマ」
企画募集への応募の中から選ばれ制作に至ったも
の。仙台局とも連携し，楽天球団の全面的な協力
も得て，計３回の取材会などでも盛り上げ，宮城
や東北の皆さんへエールを送り，震災復興にも大
いに貢献した。／脚本：吉田紀子／出演：堀内敬
子，星野真里，森尾由美，石田亜佑美，大友康平，
森本レオ，星由里子，寺島進ほか／コンテンツ開
発センター，テレパック
　「鴨川食堂」
　第 1回16.1.10，最終回2.28／「思い出の食、捜
します」。その一行広告を頼りにたどり着く「鴨
川食堂」。京都の東本願寺近くにひっそりと建つ
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その食堂へやってくるのは，悩みを抱えた人々。
看板娘・鴨川こいし（忽那汐里）は客の悩みを聞
き取り，父・流

ながれ

（萩原健一）は元刑事の勘を駆使
して客の望む食を突きとめ，一流の京料理人とし
て食事を再現する。「思い出の食」を口にするこ
とで，客は生きる勇気，人生の喜びを見つけて鴨
川食堂を後にする。（全 8回）／原作：柏井壽／
脚本：池端俊策，葉山真理，洞澤美恵子，岩本真
耶／音楽：鎌田雅人／主題歌：カサリンチュ「風」
／出演：忽那汐里，岩下志麻，吉沢悠，財前直見，
半田健人，井上晴美，鉢嶺杏奈，大地康雄，酒井
美紀，左時枝，入江甚儀，すみれ，豊原功補，萩
原健一／コンテンツ開発センター，東北新社
　「嫌な女」
　第1回16.3.6，最終回16.4.10／第１回「厄介な依
頼人」。石田徹子（黒木瞳）は37歳，遅咲きの新
米弁護士。荻原道哉（古谷一行）の法律事務所で
坂口博之（勝村政信），磯崎賢（塚本高史）らと
ともに働いている。ある日，徹子の元に一本の電
話が入る。子どもの頃に会ったきりの親戚・小谷
夏子（鈴木保奈美）から，元婚約者の西岡章男
（山中崇）とのトラブル解決を求める依頼だっ
た。調べを進める中で夏子が男を手玉にとって生
きる詐欺師であることが次第に明らかに。図らず
もその夏子の代理人として働く徹子。これが徹子
と夏子の20年にわたる追いかけっこの始まりだっ
た。以下，第2回「結婚詐欺師の恋」（3.13），第3
回「遺産争奪戦！」（3.20），第4回「罠（わな）
に落ちた詐欺師」（3.27），第5回「嘘と打算の婚
活」（4.3），最終回「夏子の遺言」（4.10）。（全6回）
／原作：桂望実／脚本：吉田智子／音楽：梅津和
時／出演：黒木瞳，鈴木保奈美，勝村政信，塚本
高史，秋元才加，山中崇，浅茅陽子，北見敏之，
根岸季衣，梶原善，今井朋彦，岡田義徳，原田大
二郎，片岡鶴太郎，でんでん，朝加真由美，大東
駿介，石野真子，平泉成，福山翔大，梅垣日向子，
豊嶋花，松原智恵子，古谷一行／ドラマ番組部
『プレミアムよるドラマ』

火　23:15～23:44
再月　23:45～ 0:14

　第 1回13.3.9／ちょっとオシャレで，ほっこり，
しみじみするストーリー…夜，リラックスして楽
しむことができる連続ドラマ。
　「ランチのアッコちゃん」
　第 1回5.12，最終回6.30／就活に失敗した澤田
三智子（蓮佛美沙子）は商社の派遣社員として社
会人一年目を迎える。上司は，新任部長として赴
任してきた黒川敦子（戸田菜穂）。フレッシュな

OLが迫力満点の上司・アッコちゃんにランチを
めぐって鍛えられ，成長していく。（全 8回）／
原作：柚木麻子／脚本：泉澤陽子／音楽：挾間美
帆／出演：蓮佛美沙子，野呂佳代，成田凌，駿河
太郎，戸田菜穂／コンテンツ開発センター，東北
新社
　「オンナミチ」
　第 1回15.8.4，最終回15.9.22／20年後の未来か
らタイムスリップしてきた自分と一緒に，恋や仕
事の悩みを解決していく，崖っぷちに立たされた
三
み

十
そ

路
じ

女の涙と笑いの人生奮闘記。（全 8回）／
原作：北沢バンビ『オンナミチ』／脚本：田中ひ
ろみ，坪田文／音楽：吉川慶／主題歌：リトルグ
リーモンスター「書きかけの未来」／出演：片瀬
那奈，渡辺えり，徳重聡，市川由衣，小野ゆり子，
合田雅吏ほか／コンテンツ開発センター，大映テ
レビ
　「仮カレ」
　第 1回15.11.3，最終回15.12.22／豊島杏（29）
はネット通販会社のキャリアウーマン。原田美樹
（38）は社員をサポートする控えめなアシスタン
ト。“仕事に燃える”杏と“結婚が目標”の美樹
は正反対に見えるが，じつはどちらも本命の男に
巡り合えない女性だった。杏は彼氏のことを口外
できない理由を抱え，美樹は結婚直前の男に捨て
られてしまう。そして 2か月以内に新プロジェク
トを成功させなければクビ！と言い渡された彼女
たちは，危機を乗り越え本物の愛をゲットするこ
とができるか？（全 8回）／作：大林利江子，加
藤綾子，千寿みのり／主題歌：aiko／出演：相武
紗季，中越典子，塚本高史，白洲迅，古畑星夏，
小宮有紗，我妻三輪子，田中直樹，木南晴夏，眞
島秀和，秋山菜津子ほか／コンテンツ開発センタ
ー，ドリマックス
　「はぶらし／女友だち」
　第 1回16.1.5，最終回16.2.23／人気脚本家の真
壁鈴音（37）の元へ，故郷の女子高同級生の古澤
水絵（37）が，幼い一人息子を連れて突然現れ
た。仕事も金も家さえも失ったという水絵は「一
晩だけ泊めて欲しい」と懇願する。だがそれはす
ぐに，水絵の就職先が決まるまでという約束にす
り替わり，鈴音は親子を冷たく突き放すことがで
きないまま，生活や仕事のペースを乱されていく。
そして鈴音の身の回りでは，次々と奇妙な出来事
が起きてゆく。（全 8回）／原作：近藤史恵／脚本：
横田理恵，鹿目けい子，森山あけみ／音楽：小林
洋平／主題歌：シシド・カフカ／出演：内田有紀，
金子ノブアキ，市川実和子，ちすん，ダンカン，
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岡田義徳，岡まゆみ，尾美としのり，池脇千鶴／
コンテンツ開発センター，映広
　「初恋芸人」
　第 1回16.3.1，最終回16.4.19／スポットライト
を浴びることのない売れない芸人たち。そんな彼
らの中の一人に，ある日，奇跡のような「初恋」
が舞い降りた！ 不器用でじれったい，美女との
ありえない恋の行方と売れない芸人たちのリアル
な生態。彼らの成長をコミカルに，前向きに描く
異色ラブコメディー。若手芸人・佐藤賢治（柄本
時生）は，華やかな人気者たちの陰で，わずかな
ギャラとバイト収入で貧しい生活を送る男。事務
所にも所属できず，時折舞い込む仕事は，数人程
度の小屋でのライブのみ。しかも，人間関係がへ
たくそで，相方もおらず，怪獣オタクネタで勝負
する孤独な芸人。25歳の今も恋愛経験ゼロ…。そ
んな男に，ある日一つの奇跡が舞い込む。謎の美
少女（松井玲奈）に出会ったのだ。佐藤の芸を面
白いと公言し，一緒に映画を見，食事をし，買い
物をする仲に。ついに封印していた「恋心」にス
イッチが入る！（全 8回）／原作：中沢健「初恋
芸人」／脚本：根本ノンジ／主題歌：フラワーカ
ンパニーズ「青い吐息のように」／コンテンツ開
発センター，共同テレビ
『連続テレビ小説アンコール』
　「あまちゃん」

（前期）月～土　 7:15～ 7:30
土　　18:00～19:30

　再放送第 1 回15.4.6，最終回15.10.3／本放送
（13.4.1～9.28）のアンコール放送。（全156回）
／ドラマ番組部
　「どんど晴れ」

（後期）月～土　 7:15～ 7:30
　再放送第 1 回15.10.5，最終回16.4.9／本放送
（07.4.2～9.29）のアンコール放送。（全156回）
／ドラマ番組部
『ワイルドライフ』

月　20:00～21:00
再月　 8:00～ 9:00

　第 1回09.3.30／世界各地で野生動物が繰り広げ
るドラマを，ダイナミックに描く本格自然番組。
長期取材による最新の機材を駆使した極上の映像
と，臨場感あふれる音で大自然の素顔に迫った。
15年度も，イスラエル幻のオオカミ，巨大ザメ
VSオットセイ，足尾山地のツキノワグマなど国
内外の動物たちを取り上げた。また，年間10本を
4 Kで制作，高精細映像で大自然の知られざる営
みを紹介した。／科学・環境番組部，NEP

『笑う洋楽展』
日　 0:45～ 1:14

　第 1 回14.4.6／サブカル界の黄金コンビ，みう
らじゅんと安齋肇が，貴重な洋楽のビデオを見な
がら縦横無尽に話を繰り広げるトークバラエティ
ー番組。「おでこ」「苦しそうな顔で歌う人」など，
毎回一つのテーマに沿った 5本のビデオを鑑賞。
最後に最優秀作品を選出する。／出演：みうらじ
ゅん，安齋肇ほか／エンターテインメント番組部，
NEP
『ワラッチャオ！』 日　10:30～10:59

再木　 6:00～ 6:29，18:00～18:29
　第1回13.10.6／子どもとその親たちにむけたバ
ラエティー番組。15年度は，新お姉さんに寺崎裕
香，料理のお姉さんに夢眠ねむ，さらに新キャラ
クターとしてウイルスとスミスを加えて，リニュ
ーアルした。大喜利やコント，アニメ，歌など盛
りだくさんのコンテンツで笑顔を届けた。札幌，
ふれあいホールで公開収録も行った。／出演：寺
崎裕香，夢眠ねむ／声：田野アサミ，山崎バニラ，
山本匠馬，谷山知宏，平井善之，ゴー☆ジャス，
中村繪里子／青少年・教育番組部，NEP
『ワンス・アポン・ア・タイム3』　新

水　23:15～ 0:00
再土　17:00～17:45

　第 1 回15.10.14，最終回16.3.23／白雪姫に赤ず
きん，ピノキオ…おとぎ話の登場人物たちが現代
の世界で暮らしていたら…。新感覚のファンタジ
ードラマの第 3シーズン（全22回）。第 1シーズ
ンは第 1回13.9.19，最終回14.2.20（全22回），第
2シーズンは第 1回14.9.25，最終回15.2.26（全22
回）。／展開戦略推進部，NEP
『ワンワンパッコロ！キャラともワールド』

日　 8:30～ 9:59
再月　（パート 1） 6:00～ 6:25，18:00～18:25
再火　（パート 2） 6:00～ 6:29，18:00～18:29
再水　（パート 3） 6:00～ 6:29，18:00～18:29
　第 1 回12.4.8／Eテレの人気キャラ・ワンワン
が，新たな人気キャラ・パッコロリンや，新旧の
子ども番組人気キャラクターと，夢の共演を繰り
広げる。ふれあいホールでのステージショー「み
んなDEどーもくん！」をパート 2として放送。
ファミリーみんなで楽しめる，日曜朝のエンター
テインメント子ども番組。／出演：チョー，山崎
樹範，花原あんり，タイムマシーン 3号ほか／声：
折笠愛，かないみか，水沢史絵，玄田哲章，茶風
林，豊口めぐみ，ほか／青少年・教育番組部，
NED
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『BEGINうたの日コンサート～沖縄がうたに感
謝する日～』

7.26／22:50～ 0:19
　沖縄・石垣島出身の 3人組バンド・BEGINが，
沖縄慰霊の日（6.23）の翌日を「うたの日」と名
づけ15年続けてきたコンサート。戦後70年となる
2015年 6 月に嘉手納で開催されたコンサートのも
ようを中継収録した。／出演：BEGIN，秦基博，
かっちゃん，メリッサ，ガレッジセールほか／司
会：きゃんひとみ，与座よしあき／エンターテイ
ンメント番組部，NEP
『CATVネットワーク』
　「イチオシ！ぐるっと九州　玄界灘・有明海」

6.21／12:00～12:59
　「東海ディープ祭り」 10.31／13:30～14:29
　「鉄道でめぐる九州750km」

1.31／12:00～12:59
　「ザ・穴場ツアー　四国一周　レトロと珍グル
メ」 3.20／12:00～12:59

　全国のケーブルテレビのコンテンツを紹介しな
がら，各地のディープな魅力を発掘，地域密着の
CATVだからこそ知っている多種多様な情報を
基に，地域の魅力や穴場を徹底リサーチする，と
にかくディープな番組。知られざる，とっておき
の料理や名物から面白マニアや地元アイドルま
で。お笑いリポーターロケ隊が，現地のケーブル
局の人気番組やリポーターとも積極コラボ！（全
4回）／出演：U字工事，キャイ～ンなど／コン
テンツ開発センター，BSプロモーション，Gメデ
ィア，オルタスジャパン
『MJ　presents　NiPPoN　RockS』

7.20／23:15～ 0:44
7.27／23:45～ 1:14

　ロックシーンで話題のバンドを集め，ライブハ
ウス・Zepp Tokyoで収録するイベント番組。／
番組ナビゲーター：橋本奈々未（乃木坂46），リ
アンヌ／出演：大森靖子，SHERBETS，女王蜂，
NICO Touches the Walls，BLUE ENCOUNT
（7.20），THE ORAL CIGARETTES，神聖かま
ってちゃん，DAOKO，POLYSICS，RIZE（7.27）
／エンターテインメント番組部
『MJ　presents　祝15周年！　水樹奈々77分
生放送スペシャル！』

12.6／ 0:45～ 2:02
　声優業のみならず歌手としても人気の水樹奈々
が，歌手デビュー15周年を迎える記念日に，ライ

ブ＆トークの特集番組を生放送した。ファンから
のリクエストをもとに選んだ「奈々ソングセレク
ション」 7曲のライブや，「水樹奈々の事件簿 7」
と題して本人が赤裸々に語るトークなどを繰り広
げたほか，トークゲストに井上喜久子と沢城みゆ
き，生電話では林原めぐみが出演。歌のコラボレ
ーション相手に奥井雅美と宮野真守と，現在の声
優・アニソン人気を築いてきた豪華なゲスト陣の
生登場も話題をよんだ。／司会：吉田一貴アナ／
エンターテインメント番組部，NEP
『N響　in　北京～日中友好　音の架け橋～』

11.24／23:45～ 1:24
　戦後70年にちなみ，日中友好の懸け橋として行
われたN響北京公演。現代を代表する中国出身の
作曲家タン・ドゥンの指揮で，タンの最新作「パ
ッサカリア～風と鳥の秘密～」や細川俊夫の「遠
景Ⅲ～福山の海風景～」などを，北京の国家大劇
院で収録して放送した。／音楽・伝統芸能番組部
『“青の時代” 名曲ドラマシリーズ』
　荒井由実「ひこうき雲」

3.24／22:00～22:59
　ユーミンの初期の名曲「ひこうき雲」。80年代
後半，この曲とともに生きた二人の女性の青春を
描く感動のドラマ。／出演：広瀬アリス，三吉彩
花，間宮祥太朗，賀来千香子／コンテンツ開発セ
ンター，NEP，テレビマンユニオン
『あてなよる』

9.29， 2.25， 3. 3／23:15～23:44
　酒の肴

さかな

のことを日本人は愛情を込め「あて」と
呼ぶ。酒にあてがうもの，酒の味を引き立ててく
れる伴奏者。極上の「あて」と酒でたのしむ大人
のエンターテインメント。「たまごで呑む」（9.29），
「大阪　法善寺界隈で呑む」（2.25），「鮭で呑む」
（3.3）／出演：大原千鶴ほか／語り：石橋蓮司
／コンテンツ開発センター，NEP，オッティモ
『アナザーストーリーズSP』
　「これがリアル “あさ” だ！女傑　広岡浅子」

2.17／21:00～21:49
　『連続テレビ小説』「あさが来た」のヒロイン
“あさ”のモデルとなった実業家・広岡浅子。そ
の実像に迫る特別編！　京都の出水三井家に生ま
れ，17歳で大阪の豪商・加島屋へ嫁入り。炭鉱，
銀行，生命保険と新ビジネスを次々切り開いたた
くましい生き方を，新発掘の資料と証言でひもと
く。あの『赤毛のアン』の翻訳者・村岡花子との
絆など，“びっくりポン”なエピソードが満載。
朝ドラキャストのインタビューも交え，明治の女
傑に迫る！／コンテンツ開発センター，NED，
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テレビマンユニオン
　「マリリン・モンロー　たった一人の反逆」

3.26／21:30～22:59
　映画の都・ハリウッドを舞台に番組ナビゲータ
ーの真木よう子が，マリリン・モンローの“知ら
れざる闘い”を追う拡大スペシャル。大胆なヌー
ドで大衆を挑発，映画会社との闘い…マリリンゆ
かりの人々を訪ね歩き，激動の半生をたどるうち
に真木自身もふだん語ることのない“女優として
の葛藤”を吐露する。世界を魅了し続けるマリリ
ン・モンローの知られざる「光」と「闇」のアナ
ザーストーリーに迫る。／コンテンツ開発センタ
ー，NED，テレビマンユニオン
『あなたの知らない！江戸のヒーロー　大岡越
前』

1. 8／20:00～20:44
　『BS時代劇』「大岡越前 3」の放送を前に，大
岡越前は，なぜ今日まで人気があるのか？　本当
に名奉行だったのか？　そもそも町奉行はどんな
仕事なのか？　京都太秦のお白州セットに，ドラ
マ出演者や歴史や時代劇の達人が集結。昔の奉行
所や小石川養生所の跡，そして講談の「大岡政
談」の舞台となったお寺まで徹底捜査。刺

さす

又
また

など
捕り物道具の驚きの使い方。居酒屋セットでは当
時の江戸グルメを堪能。飢餓救済や町火消しの創
設まで広く享保の改革を指揮した大岡の功績も分
かりやすく解きほぐしていく。／司会：石井正則，
岩槻里子アナ／出演：松原智恵子，ミムラ，東山
紀之（VTR出演）／歴史コメンテーター：金谷
俊一郎／時代劇コメンテーター：ペリー荻野／講
談師：神田蘭ほか／ナレーション：冨永みーな／
コンテンツ開発センター，NEP
『アニソンのど自慢G』
　「第3回」 11.27／22:00～23:00
『アニソンのど自慢G～天下一アニソン武闘会～』

3.27／22:50～ 0:00
　アニメソング・特撮ヒーローソング限定ののど
自慢。テーマはG＝ガチ，本気でアニソンシンガ
ーを目指す出場者を全国から募集して予選会を行
い，本選出場者を決定した。11月には「第 3回」
となる本選を実施。そして，16年 3 月には「天下
一アニソン武闘会」と題し，14～15年で決勝に進
出した 8人が，初代アニソン王をかけてトーナメ
ント形式で対戦して歌を競った。／司会：森口博
子／（第 3回）ゲスト：水木一郎，富永TOMMY
弘明／出演：予選を勝ち抜いた12組のみなさん／
収録：ふれあいホール（11.15）／（天下一アニ
ソン武闘会）ゲスト：Kalafina，LiSAほか／出演：

これまで決勝に進んだことのある 8組のみなさん
／収録：NHKホール（3.16）／エンターテインメ
ント番組部
『あの歌に出会いたい～シャーロットの　沖縄　
歌探しの旅～』

8.19／21:00～21:59
　『連続テレビ小説』「マッサン」のヒロイン，
シャーロット・ケイト・フォックスが，大好きな
沖縄音楽に触れるため沖縄を初訪問。三線職人や
漁港で出会った漁師たちなど，歌好きの沖縄の
人々に触れ合う旅を繰り広げる。／出演：シャー
ロット・ケイト・フォックス，古謝美佐子ほか／
NEP，エンターテインメント番組部
『アフリカの夜～あるゾウ家族の物語～』

5.12／21:00～22:27
　世界的な映画監督ジャック・ペランの総指揮の
下，アフリカ南部のボツワナを舞台にアフリカゾ
ウの家族を追った長編自然ドキュメンタリー。
450キロ以上にわたる壮大な旅，赤ちゃんゾウを
天敵から守る大人，野生動物たちが見せる知られ
ざる夜の世界などを美しい 4 K映像で描き出し
た。／語り：奥貫薫／科学・環境番組部，NEP

『アメリカン・ミュージック・アワード2015』
12.15／23:45～ 1:44

　アメリカ・ポップス界最大のイベントの一つ。
ファンからの投票による，ベストアーティストや
ベストソングが発表されるセレモニーもさること
ながら，豪華アーティストによるライブステージ
が見もの。15年は，セリーヌ・ディオン，ジェニ
ファー・ロペス，ワン・ダイレクションなどがパ
フォーマンスを繰り広げた。／ナレーション：ク
リス・ペプラー／NEP，エンターテインメント
番組部
『庵野さんと僕らの向こう見ずな挑戦　日本アニ
メ（ーター）見本市』

11. 8／22:50～ 0:19
再 1.10／ 2:05～ 3:34

　日本のアニメーションの可能性を探るべく『エ
ヴァンゲリオン』シリーズの監督・庵野秀明が立
ち上げた「日本アニメ（ーター）見本市」。テー
マもジャンルも制限なく自由に短編アニメを作
り，毎週ウェブ上で発表するこの企画に参加した
若手アニメーターたちに半年間密着。巨匠・庵野
に見守られながら，作品作りに拘泥するアニメー
ターたちの姿を，完成するアニメ作品を織り交ぜ
ながら追ったドキュメント。更に， 4本の短編作
品をミニ番組としても紹介。「HILL　CLIMB　
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GIRL」（1.5），「ヤマデロイド」（1.8），「ザ・ウル
トラマン」（1.15），「カセットガール」（1.18）／
展開戦略推進部，NEP
『井川遥　スープ　ひとくちの幸せ』

2.23／21:00～22:29
　女優の井川遥さんは無類のスープ好き。スープ
の魅力は，こどもからお年寄りまで，誰でも飲め
て，笑顔になるところ。南国タイのトムヤムクン，
寒冷なロシアのボルシチ，そして美しくて栄養た
っぷりなフランス究極のコンソメ…。そこにはど
んな秘密が隠されているのか？　独特の風土の中
で育まれた食材，それを最大限に生かす調理法，
そして人々の驚きの知恵…。ひとくちの幸せに凝
縮された知られざる魅力を井川遥さんが探る旅！
／出演：井川遥／コンテンツ開発センター，
NED，ヴィジュアルフォークロア
『一本の道』
　「イギリス　コーンウォール “地の果て” をゆく」

6.17／22:00～22:59
　断崖絶壁の荒々しい風景が続く，イギリス南西
部のコーンウォール地方。ランズエンド（地の果
て）と呼ばれる岬や世界遺産の鉱山跡，海に浮か
ぶ聖地などをめぐり，NHKアナウンサーが 1週
間かけて歩く。／旅人・語り：松村正代アナ／コ
ンテンツ開発センター，NEP
　「フランス・ヴェルドン渓谷　地を裂く谷をゆく」

10.29／21:00～21:59
　ヨーロッパで最も険しい谷といわれるフランス
のヴェルドン渓谷。崖にへばりつくような村々に
は，十字軍の頃からの歴史を伝える教会や伝統工
芸が息づく。景色の変化に富むトレッキングコー
ス80キロをNHKアナウンサーが 1週間かけて歩
く。／旅人・語り：渡邊佐和子アナ／コンテンツ
開発センター，NEP
『岩合光昭の世界ネコ歩き』

4.29， 5. 7， 7.31， 8.26， 9.18，
10.24，11. 3， 2.19／21:00～21:59

6.27，12.12／22:00～22:59
1.30／20:00～20:59
3.22／19:00～19:29

　日本を代表する動物写真家・岩合光昭さんが世
界を巡り，「ネコ目線」で各地に暮らすネコの愛
らしい姿と人の生活を写しとっていく番組。視聴
者と家のネコが一緒に番組を見ることも多く，オ
ンエア中に番組を見るネコの写真がツイッターに
多々投稿されるユニークな番組。人とネコは共に
世界各地へ広まった，だからネコはその土地の人
に似る，と岩合さんは語る。15年度は一年間にわ

たって津軽に暮らすネコたちを撮影し続けた特番
「津軽の四季」（前・後編）もオンエア。（全12回）
／29分版20回，『mini』（15分版）20回も展開。／
語り：相武紗季，山田孝之，塚本高史，斉藤茂一，
杉山裕子／「津軽の四季」語り：宮﨑あおい／コ
ンテンツ開発センター，NEP，ジーズ・コーポ
レーション
『浮世絵ツアー　江戸の四季めぐり』
春の巻　 4.30，夏の巻　 9.10，秋の巻　11.19
冬の巻 　 2.18　　　　　　　 ／20:00～20:59

　世界中で人気のアート，浮世絵。江戸時代，そ
もそも浮世絵は名所やグルメを紹介するガイドブ
ックであり，流行ファションを発信する女性誌で
あり，人気役者を取り上げるアイドル誌でもあっ
た。そんな浮世絵を手がかりに現代の東京を旅し，
それぞれの季節ごとに，江戸の人々の暮らしや知
恵を発見するシリーズ。各季節のテーマは，春「花
見の楽しみ方」，夏「暑さのしのぎ方」，秋「五感
で秋を楽しむ方法」，冬「寒さの乗り切り方」。／
出演：林家三平，村井美樹／語り：八嶋智人／コ
ンテンツ開発センター，NED，スローハンド
『ウルトラ重機～究極の超巨大ワールド～』

11.28／21:00～22:29
　直径12メートルの巨大な円盤，その周りを鉄の
バケツがザクザク削る…ドイツでは全長600メー
トルにもなる超巨大重機が活躍する。世界には見
たこともない形やダイナミックに動くユニークな
重機が数々ある。それらを「ウルトラ重機」と命
名。削る，掘る，運ぶ現場を，独特の感性を持つ
俳優・田辺誠一が体感しに旅する。／コンテンツ
開発センター，NEP，千代田ラフト
『完全版　明治神宮　不思議の森』

1. 2／21:00～22:29
　大都会・東京の真ん中に隠された「人工の原始
の林」。100年前の天才林学者たちが作り出した不
思議の森の秘密を，初めて行われた生物総合調査
に密着して解き明かす。 3年に及ぶ撮影で記録し
た生きものたちの貴重な映像と，発掘された資料
からCGで森の100年の変遷を再現した。／語り：
三宅民夫・上田早苗アナ／科学・環境番組部，
NEP
『岸惠子という生き方～女優として　作家として　
母として～』

11.22／12:00～12:59
　女優で作家の岸惠子さん。83歳を迎えたこの夏，
自作のベストセラー小説『わりなき恋』を自ら台
本化して，たった一人の朗読劇として全国各地で
演じた。『わりなき恋』は，69歳の女性ドキュメ
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ンタリー作家が，妻子ある年下のビジネスマンと
激しい恋に落ちる物語。若くしてフランスに渡り，
波乱の人生を生きた岸だけが持ち得た体験や記憶
が随所に織り込まれている。舞台に挑む日々に密
着し，自由な生き方を貫いてきた女優の素顔に迫
る。／コンテンツ開発センター，NEP，フラミ
ンゴ・ビュー・カンパニー
『京都　ふしぎの宿の物語』

3.11／20:00～20:59
　創業300年，京都で最も古い旅館「俵屋」。サル
トルやヒッチコックなど，海外の著名人たちも愛
した宿だ。わずか18室の小さな旅館は，多くのミ
ステリーに満ちている。庭と部屋が一体となった
美しい空間，不思議なしつらい，そして食事が運
ばれる絶妙なタイミング。この宿の何が，人々の
心を惹

ひ

き付けるのか。国際的ミステリー作家でも
あるフレデリック・ルパージュさんが番組構成に
参加。おもてなしの神髄をミステリータッチで描
く。／出演：本木雅弘，岸部一徳，ステュウット・
ヴァーナム・アットキン／コンテンツ開発センタ
ー，NEP
『きらり！えん旅スペシャル「グルメと人生　東
北縦断旅」』

2.24／19:00～19:59
　震災 5年を迎える東北地方の太平洋岸を， 4日
間で縦断する特集。復興の道のりを見つめてきた
『きらり！えん旅』が取り上げてきた数多くの食
の話題。宮古のどんこ，山田生せんべい，気仙沼
のフカヒレ，石巻焼きそば，亘理のイチゴ，地域
でただ一軒開く南相馬の食堂。これらには，亡く
した家族との思い出や，再起にかける人々の思い
が詰まっている。旅人は松崎しげると，東北沿岸
の被災地を旅するのは初めてという蔵下穂波。二
人は，森昌子が訪ねて涙を流したフカヒレ寿司の
店主や，南こうせつが励ました，妻を津波で亡く
しながらも石巻焼きそばを作り続ける男性などを
訪ね，被災地の震災後の歩みをかみしめて行く。
／旅人：松崎しげる，蔵下穂波／ナレーション：
冨永みーな／コンテンツ開発センター，NPN，
オルタスジャパン
『キワミコトノハ得心寺！』

4.30／21:00～21:59
　科学の専門家たちには当たり前でも，私たちに
はまったく分からない専門用語「キワミコトノハ
（極み言の葉）」を徹底的に追究し，そのコトノ
ハの意味をガチンコで探っていく新しいカルチャ
ーエンターテインメント番組。自分は動いていな
いのに移動したように錯覚する「べクション」，

ネットで話題の「希ガス」，恐竜の知られざる表
面の色彩を調べる手がかりとなる「メラノソー
ム」，気候変動に大きく影響を及ぼすとされる「マ
ッデン・ジュリアン振動」，どれも最新研究のト
ピックスとなっているコトノハ。専門用語を介し
て，最先端の科学の世界と私たちを結びつけると
いう，これまでにないスタイルのエンタメ番組。
／司会：小島瑠璃子／出演：小林幸子，笑福亭笑
瓶，高山一実，中村征樹，立川晴の輔，唐橋ユミ，
吉川友ほか／語り：石丸幹二／コンテンツ開発セ
ンター，NED
『激突！ワライバル』

7. 1， 8／23:15～23:44
　「ライバル関係」にある人気芸人 2組が激突。
珠玉のネタと爆笑企画で熱い火花を散らすネタバ
トル番組。／出演：バイきんぐ，ハマカーン（7.1），
サンドウィッチマン，ロバート（7.8）／NEP，
エンターテインメント番組部
『ケルトの風が運ぶ癒やしの歌声～松下奈緒　ア
イルランド音楽紀行～』

12.25／22:00～22:59
　女優であり歌手・ピアニストとしても活躍する
松下奈緒が，アイルランド伝統の“ケルト”音楽
や教会音楽などに触れながら，それらを育んだ自
然やファンタジー性の源流をさぐっていく旅を柱
とする“音楽紀行エンターテインメント”番組。
エンヤがダブリン城のチャペルで歌唱するシーン
などを独占取材した。／出演：松下奈緒／ゲスト：
エンヤ，アヌーナ，マレード・ニ・ウィニー（ア
ルタン）ほか／ナレーション：三好正人アナ／
NEP，エンターテインメント番組部
『幻解！超常ファイル　ダークサイド・ミステリー』
File-13「神々の遺産？謎の超古代文明を徹底
解明！」 6.13／21:00～22:29
File-14「水中の巨大生物＆ポルターガイス
ト」 10.24／22:00～22:59
File-15「徹底解明！最新超常映像の謎に迫
る」 1. 9／22:00～22:59
File-16「世界はだまされている！？陰謀論の
闇に迫る」 3.29／22:00～22:59

　闇の魅力を秘めた不思議な事件の“幻”を，真
正面から“解く”，超常現象ガチンコ検証シリー
ズ。従来はキワモノとして敬遠してきた超常現象
と徹底的に向き合い，科学的な視点も交えて徹底
的に解析していく。「超古代文明」の真偽，「水中
モンスター」の謎，「陰謀論」などをとことん追
究し真相を見いだす。30代40代を中心にNHK新
規視聴者層の開拓に貢献。また，総合テレビでも
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放送を展開（3.27／23:25～23:59）。（全 4回）／
出演：栗山千明ほか／語り：中田譲治／コンテン
ツ開発センター，文化・福祉番組部，NEP　
『“郷ひろみ” という生き方～60歳のエンターテ
イナー～』

3.18／22:00～22:59
　16年 2 月，初めて全曲がバラードのコンサート
に挑戦した歌手・郷ひろみ。60歳の今，喉への負
担が大きく，入念な準備が必要となった。「いつ
か自分にお疲れさまと肩を叩く日がくる」と語る
郷。24時間郷ひろみという徹底した生き方を貫く
裏には，これまで語られることのなかった知られ
ざる格闘と覚悟があった。初めて明かされるプラ
イベートの現場に密着。／コンテンツ開発センタ
ー，NEP，かわうそ商会
『このマンガいいね！BSオススメ夜話』
　「恋愛特大号」 5. 3／23:30～ 1:30

再 6.14／ 1:15～ 3:15
　「読んでほしい！　見てほしい！」マンガ作品
を，熱心なファンである著名人がプレゼンする生
放送トーク番組の第 4弾。「恋愛」をテーマに男
女 6人の「オススメンバー」が，珠玉の作品につ
いて熱く語り，視聴者もTwitterやメール，双方
向データ放送で参加する。／出演：片桐仁，サン
キュータツオ，田中香織，ブルボン小林，松尾翠，
光浦靖子／MC：オリエンタルラジオ，吉木りさ
／制作協力：アマゾンラテルナ／展開戦略推進部，
NED，NEP
『小林賢太郎テレビ7』

5.10／22:50～23:49
　NHKのBSプレミアムでしか見られないコンテ
ンツとして，とりわけ20代から40代の女性の間で
支持を集める番組『小林賢太郎テレビ』のシリー
ズ第 7弾。今回は女優・上野樹里と共演。不思議
な笑いの世界に引き込むロケドラマを盛り込ん
だ。／出演：小林賢太郎，上野樹里ほか／NEP，
エンターテインメント番組部
『500日走破記念！火野正平・とうちゃこ祭り』

1. 2／17:30～19:29
　俳優・火野正平が，自転車で全国を旅する『に
っぽん縦断　こころ旅』。その旅が15年で500日を
超えたことを記念して，番組ファンへの感謝を込
めて火野正平と『こころ旅』の音楽を担当してい
る仲間たちがライブを開催。「NHKふれあいホー
ル」にファンを招き，番組のテーマ曲や挿入歌，
旅先で口ずさんだ歌などを披露したほか，番組の
BGMを演奏。そのライブのもように加え，これ
まで 5年間の旅の中から視聴者が選んだ「心に残

る名シーン＆迷場面」の映像を番組に寄せられた
メッセージとともに紹介した。／出演：火野正平，
谷康一，平井真美子，池田綾子，松本茂，山田智
之，坂本圭／ナレーション：駒村多恵／コンテン
ツ開発センター，NEP
『コンサート！オペラ！バレエ！演劇！ステージ
ソムリエ』 7.26／12:00～12:59

7.29／23:45～ 0:44
　演劇，オペラ，バレエ，コンサート，これら 4
つのジャンルの舞台の魅力を，各界を代表する出
演者がスタジオでプレゼン，一般参加者による投
票で舞台ソフトの放送を決める番組。定時番組
『プレミアムステージ』『プレミアムシアター』
と連動して放送。／出演：白井晃，錦織健，仲道
郁代，首藤康之，ラサール石井ほか／音楽・伝統
芸能番組部
『ザ・プレミアム』
　井浦新　アジアハイウェイを行く

4.11， 5. 9， 6.20，11.21，12.19， 2. 6
／21:00～22:30

　俳優・井浦新はカメラマンとしても活躍する多
彩な感性の持ち主。このシリーズは，井浦新が32
か国を結ぶアジアハイウェイを旅して，独自の感
性で変貌し続けるアジアを見つめる“現代史紀行
ドキュメンタリー”である。／第 1集「変貌する
文明の十字路　トルコ・グルジア・アゼルバイジ
ャン」（4.11），第 2集「知られざるイスラム大国」
（5.9），第 3集「中央アジア　再生への道」（6.20），
第 4 集「イスラムの道・多民族国家の選択」
（11.21），第 5集「“インドシナ回廊”心を映す
道」（12.19），第 6 集「東アジア“隣人たち”の
素顔」（2.6）／コンテンツ開発センター，NEP，
東京ビデオセンター
　マッサン　スピンオフ（前編）
　　「 すみれの家出～かわいい子には旅をさせよ

～」
4.25／20:00～20:59

　『連続テレビ小説』「マッサン」のスピンオフ
ドラマ。大正13年のある日，マッサンの妹・すみ
れは広島から大阪へ家出をしてくる。どうやら，
広島ではすみれの見合い話が進んでいるらしい
が，それだけが家出の理由ではない様子。実は，
すみれは女学校時代の教師・山村信吾に会うため
に大阪へやってきたのだった。すみれの“かなわ
ぬ恋”の行方はいかに！？　早見あかりを主演に
迎え，大阪・広島編の懐かしい面々とともに，な
つかしのシーンも満載で放送した。／作：坂口理
子／音楽：富貴晴美／出演：早見あかり，玉山鉄
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二，シャーロット・ケイト・フォックス，濱田マ
リ，江口のりこ，浅香航大，マイコ，須賀貴匡，
高橋元太郎，及川いぞう，バッファロー吾郎A，
ちすん，飯島順子，前野朋哉，しるさ，柳ゆり菜，
西川きよし／大阪局
　マッサン　スピンオフ（後編）
　　「 たそがれ好子～女三人寄れば姦（かしま）

しい～」 5. 2／20:00～20:59
　『連続テレビ小説』「マッサン」のスピンオフ
ドラマ。昭和13年のある日，マッサンの住吉酒造
時代の同僚，好子と池田が駆け落ちして余市へや
ってくる。しかし，池田が思い描いた甘い生活は
やってこないのであった。ふとした理由から女た
ちは男たちを家から追い出し家事をストライキ，
男たちもまた，ニシン御殿に集結し対決姿勢に！　
好子と池田の禁断の逃避行の結末は！？　江口の
りこを主演に迎え，なつかしのシーンも満載で放
送した。／作：坪田文／音楽：富貴晴美／出演：
江口のりこ，小池栄子，酒井若菜，玉山鉄二，シ
ャーロット・ケイト・フォックス，八嶋智人，優
希美青，堀井新太，前野朋哉，平井善之，温水洋
一，螢雪次朗，西川きよし，風間杜夫／大阪局
　「怪魚ハンターが行く！～犬を飲み込む魚！？
オーストラリアに追う～」

5.16／21:00～22:59
　世界各地で“怪魚”を釣り歩いてきた武石憲貴
さんとタレントで釣り好きの水野裕子さんが， 1
メートルを超える巨大な“怪魚”を求めてオース
トラリアへ冒険の旅に出た。2人が挑戦したのは，
先住民アボリジニが神の魚とあがめるバラマンデ
ィ，小犬も飲み込むマーレーコッド，生きた化石
サラトガ。あるときは縦横無尽に暴れまわる巨大
魚との格闘，あるときは小さな物音にも反応する
謎の魚との頭脳戦。驚きの“怪魚”との闘いを追
った。／出演：武石憲貴，水野裕子／語り：大場
真人／コンテンツ開発センター，NEP，田園工
房D’z
　「怪魚ハンターが行く！　北米大陸　 3メー

トルの巨大魚を追う」
11.14／19:00～20:59

　日本の65倍もの面積がある北米大陸には，“怪
魚”と呼ばれる奇妙な魚たちの世界が存在する。
ワニそっくりのアリゲーターガー，水面直下の暴
君・マスキーパイク，そして皇帝の称号を与えら
れたホワイトスタージョン。この 3種類の魚を追
うのは，怪魚ハンター・武石憲貴さんとタレント
の水野裕子さん。強烈な引きに対抗する格闘の連
続！北米大陸を渡り歩く大冒険旅行！／出演：武

石憲貴，水野裕子／語り：大場真人／コンテンツ
開発センター，NEP，田園工房D’z
　驚き！ニッポンの底力
　　「鉄道王国物語2」 6. 6／21:00～22:59
　 3 月に開業した北陸新幹線など，日本の鉄道界
は15年も話題が盛りだくさん。新型新幹線E7系
の前代未聞のフロントガラス製造の秘話や，真夜
中に行われる知られざるレール交換に密着など，
驚きの技術や開発者の苦闘をひも解き，「日本の
底力」を探る。収録場所は「鉄道博物館」。／出
演：高橋克典，高橋英樹，市川紗椰，ハマカーン
ほか／コンテンツ開発センター，NED，ノマド
　驚き！ニッポンの底力
　　「航空機物語」

3.12／21:00～22:29
　国産初のジェット旅客機MRJの初フライト成
功や，世界最高レベルのサービスを誇る国内の航
空会社など，いま，日本の航空業界に注目が集ま
っている。ボーイング787の製造を担当する日本
の企業の格闘や，定時運航に力を入れる航空会社
の舞台裏などを取材し，航空業界の「日本の底
力」を楽しく深く探求した。収録場所は「羽田空
港」。／出演：高橋克典，高橋英樹，大島麻衣，
ハマカーンほか／コンテンツ開発センター，
NED，ノマド
　「たけしのこれがホントのニッポン芸能史」

7.11／20:00～21:29
10.10，12.26， 2.20／19:30～20:59

　ビートたけしが，貴重なアーカイブス映像を紹
介しながら，独自の視点で日本の芸能史を語り尽
くすシリーズ企画。「コント」（7.11），「落語」
（10.10），「紅白」（12.26），「ものまね」（2.20）
をテーマに放送した。／出演：ビートたけし，所
ジョージほか／エンターテインメント番組部，
NEP
　鈴木亮平 “世界ミステリー遺産” に挑む！
「アドリア海縦断・7日間の大冒険」（前・
後編）

7.18，25／19:30～20:59
　俳優の鈴木亮平が，世界遺産に匹敵する不思議
な場所や建物などを訪れて，秘められた謎を推理
していく探検ミステリーの旅番組。今回は前・後
編でアドリア海周辺の国々から，星型都市（イタ
リア），湖上の教会と岩山の古城（スロベニア），
廃船の海岸（ギリシャ）などを訪ねる。／出演：
鈴木亮平／語り：本上まなみ／コンテンツ開発セ
ンター，NEP，テレビ朝日映像
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　「玉音放送を作った男たち」
8. 1／19:30～20:59

　敗戦を昭和天皇自らが語りかけた「玉音放送」
には仕掛け人がいた。時の情報局総裁・下村宏。
あの歴史的な放送を実現した人々の姿を描く。（総
局長特賞受賞）／出演：柄本明，原田美枝子／コ
ンテンツ開発センター，NEP，テレビマンユニ
オン
　「京都人の密（ひそ）かな愉（たの）しみ　夏」

8.15／19:30～21:29
　京都人も閉口する蒸し暑い夏。しかし，その夏
にもあなたの知らない京都人の楽しみが。ドラマ
とドキュメンタリーで「京都人が愛する京都」を
描く。第32回ATP賞情報バラエティ部門最優秀
賞（シリーズとして）。／出演：常盤貴子，団時朗，
柄本佑ほか／コンテンツ開発センター，NEP，
オッティモ，東映京都撮影所
　「京都人の密（ひそ）かな愉（たの）しみ　冬」

3.19／21:00～22:59
　京都人の暮らしに分け入る異色のドラマ＆ドキ
ュメント番組の第三作。今回は冬。底冷えする京
都でほっこりとあたたかい感涙の物語を。心身と
もに温まる美味料理も。／出演：常盤貴子，団時
朗，シャーロット・ケイト・フォックスほか／コ
ンテンツ開発センター，NEP，オッティモ，東
映京都撮影所　※関連ミニ番組あり
　「ドキュメンタリードラマ　戦後ゼロ年」

8.15／21:30～22:59
再12.26／18:00～19:29

　昭和20年 8 月，日本は敗戦。300万もの命が失
われ，多くの町が焦土と化していた。「ゼロ」の
地平に立たされた日本人は，それからの「戦後ゼ
ロ年」とも言うべき時代をどう生き抜いたのか。
焼け跡に残された「女性」と「子ども」たちを中
心に，人々の生存をかけた戦いと，自由と希望を
追い求めた日々を，証言ドキュメンタリーとドラ
マを織り交ぜて描いた。／ナビゲーター：徳永え
り／大型企画開発センター，NEP，かわうそプ
ロ
　鶴田真由のキューバふしぎ体感紀行

前編「鉄道でめぐる　陽気なカリビアン」
9.19

後編「船でめぐる　カリブの大自然」 9.26
／21:00～22:29

　カリブ海最大の島キューバ。大航海時代を思わ
せる世界遺産の街並みと豊かな自然が色濃く残
る。 7月，アメリカと国交を回復し，世界中から
注目が集まるキューバを，女優の鶴田真由が 3週

間をかけて横断。鉄道と海沿いを旅した 2回シリ
ーズ。「15歳の成人式」「真夏のカーニバル」「巨
大な海底洞窟」など，不思議に満ちた暮らしや大
自然を体感した。／出演：鶴田真由／コンテンツ
開発センター，Gメディア，日本電波ニュース社
　「まれ～また会おうスペシャル」

BSP　（前編）10.24／19:00～19:54
（後編）10.31／19:00～19:54

G　　（前編）12.23／16:05～16:59
（後編）12.23／17:00～17:54

　（前編）俳優として人気絶好調の高志（渡辺大
知）。ハリウッドからも主演オファーがくるが，
肝心の曲作りでスランプに陥っている。一方，大
悟の娘・美南（中村ゆりか）は，恋に仕事にどん
底にあった。偶然，美南の苦境を知った高志は，
輪子（りょう）が占いで「北西の方角に行くと
吉」と言っていたと知り，二人で能登を訪れる。
高志は希や圭太，一徹や洋一郎の後押しを受けて
美南を励まそうと一世一代の告白を行うが…。
　（後編）おもいを寄せてきた一子（清水富美
加）にきっぱり振られた洋一郎（高畑裕太）は，
ソーシャルネットワークで知り合った能登に住む
女性と会うことに。相手はくしくも仁

に

子
こ

（清野菜
名）と言う名前で，しかも一子とうり二つの性格
の持ち主だった。仁子にどんどんひかれていく洋
一郎。一方の一子は，洋一郎の態度につい嫉妬を
感じてしまい，仁子と張り合ってしまう。だが実
は仁子は，洋一郎に隠していたことがあった…。
／作：（前編）池谷雅夫，（後編）篠﨑絵里子／
音楽：澤野弘之／出演：清水富美加，渡辺大知，
中村ゆりか，高畑裕太，土屋太鳳，山﨑賢人，葉
山奨之，門脇麦，山中聡，清野菜名，飯豊まりえ，
孫成順，小山春朋，横山芽生，渋谷謙人，梶原ひ
かり，塩山誠司，りょう／ドラマ番組部
　「拝啓　高倉健様」 11. 7／19:00～20:29
　高倉健さんがこの世を去って一年，「俳優・高
倉健」については謎が多い。俳優としてのすごさ
は？　無言，無表情，棒読みは演技か素か？　な
ぜ，私たち日本人は戦後70年にわたって健さんに
喝采を送り続けてきたのか？　高倉健さんに関わ
った人たちが登場，「拝啓　高倉健様」という証
言，手紙などを通して俳優としての魅力をさぐる。
／出演：山田洋次，倉本聰，鈴木敏夫，加藤登紀
子，大竹しのぶ，奈良岡朋子，福山小夜，角田信
朗，小田嶋隆，横尾忠則，中村玉緒，樋口智巳，
チャック・ウィルソン／語り：余貴美子／コンテ
ンツ開発センター，NEP，かわうそ商会
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戦後70年 HIBARIフェス！1945 to 2015～
みんなひばりが好きだった～

12.28／19:30～22:30
　戦後70年の年末に，歌姫「美空ひばり」の数々
の名曲を豪華アーティストたちによるスペシャル
カバーショウと，ひばりの歌とともに戦後を生き
た家族の感動のドラマ＆ドキュメンタリー。17年
度新設枠『スーパープレミアム』の開発番組。
（2015年度年末年始編成局長特賞）／出演：（ド
ラマ）門脇麦，滝藤賢一ほか，（歌）郷ひろみ，五
木ひろし，ほか／司会：中村獅童ほか／コンテン
ツ開発センター，NEP，テレビマンユニオン（ド
ラマ・ドキュメンタリー），Mファーム（歌）
※関連番組『ドラマ・世界はひばりを待ってい
る』あり
　「いのちよみがえるとき　完全密着　瀬戸内寂

聴」 1. 1／19:30～20:59
　がんの手術から生還した作家・僧侶の瀬戸内寂
聴さん（93）。その再起の日々にカメラが密着し
た。11月に放送した『NHKスペシャル』に未公
開シーンを加えた90分完全版。／出演：瀬戸内寂
聴／語り：杉本哲太ほか／コンテンツ開発センタ
ー，NEP，スローハンド
　「ガウディの遺言～サグラダ・ファミリア

100年の夢～」 3. 5／21:00～22:29
　ガウディ没後100年，2026年の完成を目指すス
ペインのサグラダ・ファミリア教会。その象徴で
あり，生前ガウディ自身が手がけた「生誕のファ
サード」が15年12月に完成した。何の手がかりも
なかった巨大な門扉を作り上げ，歴史的な仕事を
成し遂げたのは，彫刻家の外尾悦郎。外尾とガウ
ディゆかりの地を巡り，未来に託したメッセージ
を探った。バルセロナで 4 K 8 Kロケを行い，国
際展開用のコンテンツも制作。／出演：薬師丸ひ
ろ子／文化・福祉番組部
『出張！お笑いエンジェル』

11. 6／11:45～11:55
　「お笑いエンジェル」として，若手お笑い芸人
が全国の高齢者施設を訪れて，お年寄りに「笑
顔」をお届けする，10分間のミニドキュメンタリ
ー番組。今回は，千葉県白井市を訪れた。／出演：
三拍子，テツandトモ／声の出演：茅野愛衣／エ
ンターテインメント番組部
『昭和の歌人たち』

12.27， 2.28／19:30～20:59
　昭和の名曲を世に送り出した作詞家・作曲家を
テーマに構成するJASRAC主催の音楽イベント
を中継収録して放送。／（12.27）「憧れのハワイ

航路」「忘れな草をあなたに」などで知られる作
曲家・江口夜詩，江田浩司の親子を特集（11.6，
相模原市民会館にて収録）。／司会：由紀さおり，
石澤典夫アナ／出演：倍賞千恵子，大月みやこ，
角川博，市川由紀乃，氷川きよし，大江裕，曽根
史朗ほか／（2.28）「よこはま・たそがれ」「もう
一度逢いたい」などでおなじみの作詞家・山口洋
子を取り上げた（2.1，新宿区立新宿文化センタ
ーにて収録）。／司会：由紀さおり，石澤典夫ア
ナ／特別出演：平尾昌晃／出演：五木ひろし，中
条きよし，野村将希，八代亜紀，山川豊，北川大
介，森山愛子ほか／エンターテインメント番組部，
NEP
『シリーズ・Jミステリーはここから始まった！』
第 1回「ただの “社会派” じゃない！～松本
清張 “ゼロの焦点”」 1.21
第 2回「これが日本の本格探偵小説だ！～横
溝正史 “八つ墓村”」 1.28

／22:00～22:59
　日本のミステリーの源流ともいわれる 2つの作
品をテキストにこだわって読み解く。第 1回は，
松本清張の『ゼロの焦点』。サスペンスの王道“断
崖シーン”はこの物語から始まった。戦後日本の
闇を背景にした“社会派小説”で，大ベストセラ
ーになった松本清張の代表作。でも，読み込んで
みると，かなり変わった推理小説。第 2回は横溝
正史の『八つ墓村』。“たたりじゃー”で有名なこ
の物語には，宝探しや洞窟探検，純愛物語などに
あふれている！　金田一耕助も村人たちの活躍に
たじたじ，ちょっと不思議な推理小説を読み解く。
／出演：（第 1回）小森陽一，橋本麻里，中村文則，
笠井潔，華恵，（第 2回）綾辻行人，道尾秀介，
中野信子，高橋源一郎，華恵／コンテンツ開発セ
ンター，NEP，テレコムスタッフ
『シリーズ・妖しい文学館』
　第1回「こんなにエグくて大丈夫？ “春琴抄”
大文豪・谷崎潤一郎という迷宮」 7.22

　第 2回「あなたの知らない名探偵・明智小五
郎と怪人二十面相の秘密」 7.30

／21:00～21:59
　必読の作家・作品の魅力に迫る文学エンターテ
インメントシリーズ。第 1回は，谷崎潤一郎『春
琴抄』。盲目の三味線奏者・春琴に奉公人の佐助が，
献身的に仕える物語。耽

たん

美
び

，サドマゾ，ユーモア
…作品に秘められた文豪のたくらみとは？　第 2
回は「名探偵・明智小五郎」を生み出し，近代日
本推理小説の礎を築いた「江戸川乱歩」。スーパ
ーヒーロー・明智小五郎は，実は初期の作品では，
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真っ先に犯人に疑われるようなアヤシイ人物だっ
た！　「明智小五郎」というキャラクターの変遷
を読み解く。／出演：第 1回（7.22）島田雅彦，
鈴木杏，平野啓一郎，山本容子，渡辺直己，第 2
回（7.30）綾辻行人，佐野史郎，高橋源一郎，壇
蜜／コンテンツ開発センター，NEP，テレコム
スタッフ
『シリーズ・江戸川乱歩短編集　1925年の明智
小五郎』
　「D坂の殺人事件」 1.11／22:30～22:59
　「心理試験」 1.23／22:30～22:59
　「屋根裏の散歩者」 1.24／22:30～22:59
　江戸川乱歩の短編小説を，気鋭のクリエーター
たちが映像化するシリーズ。「少年探偵団シリー
ズ」で人気を博した乱歩だが，文学としての評価
が高く，「乱歩の真骨頂」とされるのが戦前に書
かれた短編作品。特に，1925年には名探偵・明智
小五郎が初登場するなど名作を次々と発表した。
その中から，明智小五郎初登場作品「D坂の殺人
事件」，心理ミステリーの傑作「心理試験」，倒叙
ミステリーの名作「屋根裏の散歩者」を映像化。
明智役を満島ひかりが熱演。／出演：（D坂）満
島ひかり，松永天馬，中村中，山中崇，津田寛治，
末吉くん，（心理試験）満島ひかり，菅田将暉，
大水洋介，嶋田久作，田中要次，水間ロン，佐藤
佐吉，（屋根裏）満島ひかり，篠原信一，村杉蝉
之介／コンテンツ開発センター，NEP，テレコ
ムスタッフ
『新　クイズ面白ゼミナール』

7.23， 9.24，12.25／20:00～20:59
3.28／19:00～19:59

　80年代の人気クイズ番組『クイズ面白ゼミナー
ル』を，13年，NHKテレビ放送60周年を機に復
活させた番組。BS各番組の出演者が解答者とし
て登場。歴史クイズなどに挑戦した。／司会：徳
永圭一アナ／エンターテインメント番組部，NEP
『人生を創る魔法　ブラジル　メーキャップの世界』

3.29／23:45～ 0:34
　リオオリンピックに沸くブラジルは，実は知ら
れざるメーキャップ大国。リオのカーニバルなど
もあり，女性の美への感度が極めて高い。最先端
のメーク術や，貧困街のモデル志望の女の子のメ
ーク，15歳を迎え初のフルメークにチャレンジす
る少女，カーニバルの人気モデルのボディーペイ
ンティングなどを紹介。 4 Kでの撮影で美を探究
し，ブラジルの女性たちがメークで人生を紡いで
いく現場をみずみずしく捉えた。／コンテンツ開
発センター，NEP

『素顔トラベラー　堀北真希　フランス編～ボル
ドーワイン紀行～』

11.21／19:30～20:59
　その香りに魅せられたというワイン好きの女
優・堀北真希が秋のフランス，ボルドーへ。収穫
も体験，現地の醸造家らと出会い，素顔の交流の
果て，その魅力に迫る。／出演：堀北真希ほか／
コンテンツ開発センター，NEP
『スペシャルドラマ　洞窟おじさん』

7.20／21:00～22:59
　衝撃の実話をドラマ化。わずか13歳で家出をし，
その後，山奥の洞窟に隠れ住み，43年後に発見さ
れた男の人生を描く。自力でイノシシを狩ること
を覚えた少年は，成長とともに山菜やランを売っ
て金を稼ぐ知恵を身につけ，ホームレスから文字
を学び，50歳を過ぎて初恋を経験する。壮絶な人
生にもかかわらず，どこかほほ笑ましくてどこか
泣ける男の心温まる物語。平成27年度（第70回）
文化庁芸術祭賞テレビ・ドラマ部門優秀賞を受賞
した。／出演：リリー・フランキー，中村蒼，井
上順，尾野真千子，生瀬勝久ほか／コンテンツ開
発センター，NEP，クロニクル
『世界遺産「黄山」に遊ぶ～片岡鶴太郎　中国
“仙境” への旅～』　

10.22／20:00～20:59
　中国の随一の名峰，世界複合遺産「黄山」。奇岩，
奇松，雲海が織り成す景観を，多くの画家や詩人
たちが愛してきた。黄山の麓では，文房四宝と言
われる水墨画を描くための画材，筆，紙，硯

すずり

，墨
が生み出され，黄山は水墨画のふるさとと呼ばれ
ている。俳優・画家の片岡鶴太郎が黄山を訪れ，
中国の水墨画の第一人者・傅

ふ

益
えき

瑶
よう

とともに，黄山
の絶景を散策。伝統の文房四宝で，黄山を題材に
新作の絵に挑む。／出演：片岡鶴太郎，傅益瑶／
ナレーション：首藤奈知子アナ／コンテンツ開発
センター，NEP
『世界最高峰！究極の動物エンターテインメント　
～スイス　チューリヒ動物園の舞台裏～』

8. 8／20:00～21:29
　“世界最先端”といわれるスイス・チューリヒ
動物園を松井玲奈が旅する，動物エンターテイン
メント番組。見る楽しさはもちろん，動物たちが
幸せに暮らせる環境作りで，世界の動物関係者を
うならせる最先端の技術とは？　世界初展示の泳
ぐゾウ，マダガスカルの熱帯雨林と希少動物が暮
らす大型ホールなど，動物園の舞台裏の秘密に迫
った。／出演：松井玲奈／語り：大江戸よし々／
コンテンツ開発センター，NED，ノマド
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『世界ふれあい街歩き』
　「イタリア　魅惑の街　ベスト10」

8. 8／21:30～22:59
　「ノスタルジック！ドイツ　街道の街スペシャ
ル」 1. 1／21:00～22:29

　15年度も，これまでの映像の蓄積を生かし，夏
にイタリア，元日にドイツのスペシャル編を放送。
ともにアンケートを行い，視聴者から「あなたの
見たい街」を募集。ランキング形式で，さまざま
な街の魅力を，視聴者の声も交えながら紹介した。
さらに，かつて番組で出会った人たちの中から，
もう一度会いたい人を選んで現地を再訪。あの人，
あの家族の“その後”を伝えるコーナーも設ける
など，定時にはない演出を盛り込んだスペシャル
編とした。／NEP，文化・福祉番組部
『世界わんわんドキュ☆』
　「ゴールドコースト」 5. 2／21:00～21:59
　「パリ」 8.22／22:00～22:59
　「ベネチア」 9. 7／20:00～20:59
　「アルプス」 1. 9／21:00～21:59
　「ウィーン」 2.11／22:00～22:59
　世界各地の愛らしい犬の姿を満喫するユニーク
な番組。徹底した「犬目線カメラワーク」と「わ
んこの声」で，わんこと飼い主たちとの温かなか
かわりを描いていくと，犬と人々の暮らす街の空
気や情感が自然に浮かび上がってくる。また，各
地の原産犬や，その土地ならではのわんこの愛さ
れ方なども紹介。わんこの声は，すべて福田彩乃
が演じ分ける。（全 5回）／わんこの声：福田彩
乃／語り：石澤典夫アナ／コンテンツ開発センタ
ー，NED，クリエイティブ21
『戦後70年　プレミアムヒストリー「知られざ
る陸軍終戦工作　あなたは “弱気の勇気” がも
てますか？」』

8.27／20:00～20:59
　戦後70年関連特集。太平洋戦争のさなか，戦況
が不利になっても徹底抗戦を貫く陸軍にいなが
ら，早期終戦を訴え続けた松谷誠大佐。軍首脳部
が終戦をためらううちに，続々と犠牲者が増えて
いく中，組織で煙たがられ何度も左遷や粛清にあ
いながら，戦争終結の策を出し続けた「弱気の勇
気」を描く。組織や社会と，自分の信念のせめぎ
あいを巡る終戦秘話。／出演：山本智之／司会：
渡邊佐和子アナ／語り：速水奨／文化・福祉番組
部

『ぜんぶ、温泉。』
　北海道編 11.12／21:00～21:59
　和歌山編 3. 4，11／19:00～19:29
　全国各地，さまざまな温泉の魅力を紹介。バリ
エーション豊かな泉質，浴槽，入浴法など，温泉
の楽しみ方を追求する，新たな感覚の旅番組。芥
川賞作家・羽田圭介が，旅人としてひたすら浴び
る。／出演：羽田圭介ほか／語り：高岡早紀／コ
ンテンツ開発センター，NED
『第14回　東京ジャズ』

10. 7，14，21／ 0:15～ 1:44
　アジアのジャズフェスティバルとしては随一の
規模を誇る「東京JAZZ」。14回目を迎え， 9月に
開催された。国内外から一流のアーティストが集
結した 3日間のジャズ・イベントを凝縮して放送
した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『玉置浩二ショー』

5.17， 3.20／22:50～23:49
10. 4／23:00～23:59
12.18／23:15～ 0:14

　シンガーソングライターの玉置浩二が初めてホ
ストをつとめる音楽バラエティー。玉置が生み出
す高いクオリティーの音楽，陽気で人生経験豊か
な玉置が繰り出すトーク，そしてゲストを迎えて
の共演を，ステージライブショーの形式で展開し
た。（全 4回）／出演：玉置浩二／ゲスト：平原
綾香，スキマスイッチ，中島美嘉ほか／コンテン
ツ開発センター，NEP，いまじん
『壇蜜　死とエロスの旅　マヤ・アステカ編』

12.29／21:00～22:30
　壇蜜が，再び「死」と「エロス」をたどる旅に
でる。彼女が訪ねるのは，太陽と情熱の国・メキ
シコ。今なお続く「いけにえ」の風習，キリスト
教と土着信仰の融合，そして，神に愛されし男で
も女でもない“ムシェ”と呼ばれる人々の存在
…。我々の想像を超えた「死と再生の文化」を持
つ，マヤ・アステカが息づく現代のメキシコで，
彼女は一体何を見つけるのか？／出演：壇蜜／コ
ンテンツ開発センター，NED，テレビマンユニ
オン
『チョイ住み』 6.27， 9.26／19:30～20:59

12.30／21:00～22:29
　“チョイ住み”は，その街に，まるで引っ越し
たような全く新しい旅番組。コンセプトは「その
国にちょっとだけ住んでみる！」。普通の家に住
み，日用品を買い，食事を作り，近所の地図を覚
え，その日ふと思い立った場所へ出かけ，地元の
飲み屋でクダをまき，疲れたら家でテレビを見る。
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現地の人と同じ目線に立つことで，ガイドブック
には載っていないその国の姿が見えてくる。住ん
でみるからこそ味わえる，そんな旅の醍

だい

醐
ご

味
み

を提
供する新たな紀行エンターテインメント。（全 3
回）／「チョイ住み　in　ロンドン」（6.27），「チ
ョイ住み　in　フィレンツェ」（9.26），「チョイ住
み　in　ニューヨーク」（12.30）／出演：辻仁成，
成田凌，斉藤辰夫，渡部秀，浅田舞，中本ルリ子
ほか／コンテンツ開発センター，NED，東京ビ
デオセンター，スローハンドほか
『超古代からの挑戦状！ 2「行き倒れ “縄文・
仮面男” の謎」』

3.25／20:00～20:59
　新幹線開通で注目される北海道。ここで，日本
人の知られざる原点を語る意外な発見が相次いで
いる。謎めいた土の仮面，不思議満載の国宝・中
空土偶。そうした遺物から，想像を超えた縄文時
代のいわば超古代の日本列島の謎が見えてくる。
浮かび上がる広大なネットワーク。秘められた超
絶技巧。手厚く介護され，60歳まで生きた女性の
骨が語る命への祈り。俳優・宇梶剛士さんたちが
ドラマ仕立てで挑む超古代ミステリー。／出演：
宇梶剛士ほか／コンテンツ開発センター，NED，
AZMAX
『特集ドラマ・クロスロード』

2.25～ 3.31　木／21:00～21:49
　架空の西東京の街を舞台に，仕事人生の最終段
階を迎えようとする男二人が火花を散らす。かつ
ては，それぞれの職場で持論を通し，とがってい
た二人。その間には，長年にわたる因縁があった。
25年前，「ある事件」を担当した警察官・尾関辰
郎（舘ひろし）の捜査を，新聞記者・板垣公平（神
田正輝）が記事にした。時代の趨

すう

勢
せい

，年齢ととも
に前線を離れ，西東京にやって来た二人が再会す
る。（全 6回）／作：金子成人，大川俊道，高橋
美幸／音楽：中野雅子／主題歌:リフレクト リフ
レイン「愛は止められない」／出演：舘ひろし，
北乃きい，中村玉緒，徳重聡，西村雅彦，平泉成，
小野武彦，飯沼千恵子，高島礼子，神田正輝／コ
ンテンツ開発センター，ロビーピクチャーズ
『ドラマ　洞窟おじさん　完全版』

10. 1， 8，15，22／21:00～21:59
　衝撃の実話をドラマ化。わずか13歳で家出を
し，その後，山奥の洞窟に隠れ住み，43年後に発
見された男の人生を描く。過酷な運命だが，どこ
かほほ笑ましくどこか泣ける男の物語。（全 4回）
／出演：リリー・フランキー，中村蒼，井上順，
尾野真千子，生瀬勝久ほか／コンテンツ開発セン

ター，NEP，クロニクル
『謎解きLIVE　美白島殺人事件』

7.18／21:00～22:29， 7.19／22:50～ 0:19
『謎解きLIVE　〔四角館の密室〕殺人事件』

1.23／21:00～22:29
1.24／21:00～22:00，22:50～23:19

　二夜連続の生放送で，ミステリー殺人事件を視
聴者とスタジオゲストがガチンコで推理，解き明
かしていく番組。 7月の「美白島殺人事件」では
我孫子武丸，1月の「〔四角館の密室〕殺人事件」
では綾辻行人という豪華ミステリー作家が原作を
担当し，超難解な謎を提供した。視聴者はデータ
放送画面を通じてリアルタイムに推理に参加。ま
た，ウェブサイトでは事件にまつわる手がかりや
現場の360度映像なども提供。さらに 1月の放送
では，第二夜の前後半の間にネット上でライブス
トリーミングを実施するなどし，デジタル展開も
駆使しネットとも連動させながら新しいスタイル
の生番組を提供，ミステリーファンやゲームファ
ンを中心に大いに話題を呼んだ。（全 2回）／出演：
マキタスポーツ，市川紗椰，イシイジロウ，巧舟，
近藤芳正，足立梨花，前野朋哉，石澤典夫アナほ
か／コンテンツ開発センター，NEP
『 2次元グルメドラマ　本棚食堂』

7. 7～28，10. 6～27　火／23:15～23:44
　小説，エッセイ，漫画などあらゆる書物に描か
れてきたおいしそうな料理を完全再現するグルメ
ドラマ。主人公は人気少女漫画家，山田と真田の
男二人組。締め切りに追われる二人が現実逃避し
て書物の中のグルメ料理作りに没頭，さらに編集
者を怒らせてしまう物語。（全 8回）／出演：中
村蒼，柄本時生，マキタスポーツほか／コンテン
ツ開発センター，NEP，共同テレビジョン
『虹の架け橋まごころ募金コンサート』

11.22／19:30～20:59
　日本音楽事業者協会が主催する，毎年恒例のチ
ャリティーコンサートを中継収録して放送した。
15回目の15年は， 5月に爆発的噴火を起こし，島
民全員が島外へ避難した口永良部島の支援をテー
マとして，17人の歌手が熱唱した。10月22日
NHKホールで収録。／司会：徳光和夫，藤原紀
香／出演：野村将希，川中美幸，鳥羽一郎，坂本
冬美，伍代夏子，藤あや子，水森かおり，夏川り
み，氷川きよし，北山たけし，ほか／エンターテ
インメント番組部，NEP
『2015セイジ・オザワ松本フェスティバル』
 10.11／23:30～ 3:25
　松本で毎年開催されるフェスティバルで注目を



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ

第２部　NHK｜第２章　番組解説  ｜BSプレミアム：特集番組

251 NHK年鑑’16

集めた 3つの公演，小澤征爾指揮によるベートー
ベン作曲「交響曲第 2番」，ギル・ローズ指揮に
よるベルリオーズ作曲の歌劇「ベアトリスとベネ
ディクト」の記録。／出演：小澤征爾，サイトウ・
キネン・オーケストラほか／音楽・伝統芸能番組
部
『にっぽんカメラアイ』

2. 6，13，20，27／17:45～18:00
　全国のNHKカメラマンが企画・撮影・ディレ
クターを務める，徹底的に映像美にこだわる15分
のドキュメンタリー番組。妊婦の自分の姿を写真
に残す女性の心模様を追憶する「マタニティフォ
ト」（2.6），熊本のレトロなボーリング場に集う
中高年の人間模様をみつめた「ボウリング・ア・
ゴー・ゴー！」（2.13），静岡の山間の里の「月」
集落，その里で月の満ち欠けとともに生きる人々
の物語「お月さまの里」（2.20），目には見えない
けれど，人と人を確かに結ぶ気配の世界を映像化
した「気配」（2.27）。（全 4回）／制作技術セン
ター，コンテンツ開発センター
『日本美インパクト！「北斎　vs.　30人のツワ
モノ＋1」』

 5.27／22:00～22:59
　日本の美術には，それを生み出した超絶技を知
ると，あっと驚く！！　そんな，すごいインパク
トを秘めた傑作がたくさんある。例えば葛飾北斎
が日光の滝を描いた傑作。流れ落ちる水が，うご
めいているような，どろりとしているような…。
見れば見るほど不思議なインパクトに満ちた浮世
絵。その秘密はどこにあるのか？　パティシエ，
釣り師，庭師，あわせて30人が独特の視点で滝の
絵の謎に挑む新感覚のアート番組！／出演：厚切
りジェイソン，鎧塚俊彦，永浜いりあ，スガヒロ
フミ，北中康文，渡辺いっけい／コンテンツ開発
センター，NED
『 2度目のパリ～おこづかい5万円で充実旅～』

10.21／22:00～22:59
　パリを 2度目に訪れるならどんな旅がいいか。
ルーブル美術館やエッフェル塔などの有名スポッ
トはスルー。三つ星レストランの味を格安で楽し
む裏技や，お土産にピッタリの品々が並ぶパリの
「かっぱ橋」を紹介する。しかも，おこづかいは
5万円と財布にも優しく。／リポーター：中村倫
也，別府あゆみ／語り：室井滋／コンテンツ開発
センター，NEP
『 2 度目のベトナム～おこづかい 3万円で充実
旅～』 2.10／22:00～22:59

　おこづかい 3万円で，ベトナムのディープな旅

を提案。ホーチミンの行列ができる麺や，最新ベ
トナム雑貨を紹介。また，ベトナムの「軽井沢」
にも足をのばし，幻の最高級コーヒーをいただく。
しかも，おこづかいは 3万円と財布にも優しく。
／リポーター：ロビン／語り：室井滋／コンテン
ツ開発センター，NEP
『ネコもワンコも大集合　年末はこれでモフモ
フ！スペシャル』

12.30／19:30～20:59
　15年にはやった言葉の一つが「モフモフ」。ツ
イッターやインスタグラムなどSNSを中心に，ネ
コやワンコ，ウサギやハムスターなどの愛らしい
姿やしぐさなどを「モフモフ」という言葉でアピ
ールする時代。そこで，さまざまな生き物のモフ
モフぶりを堪能し尽くす番組を年末に放送。いま
や姿を消したとも言われる幻のモフモフ生物や，
究極にモフモフした生き物，セラピー犬のモフモ
フ度など紹介。『世界ネコ歩き』『世界わんわんド
キュ☆』とも連携し，相互アピールで認知度アッ
プを図った。／司会：岡田圭右，千葉美乃梨アナ
／出演：杉本彩，福田彩乃，ハマカーン，前田希
美ほか／コンテンツ開発センター，NED
『ねまきでアート』
　「美女って？」 7.24／23:15～23:44
　「ビバ！妄想」 10.11／23:00～23:29
　「秋！芸術って？」 11.28／23:15～23:44
　自分の部屋でくつろぎながら雑誌をパラパラめ
くるような新感覚のアート番組。おばちゃんたち
の勝手気ままな暴走気味の会話が楽しい「おばち
ゃん美術館」や，漫画家の蛭子能収さんが自由気
ままに美術館を散歩する「蛭子能収のアートでダ
イエット！めざせ 1歩」など。美術は分からない
けど，アートっぽいというのには憧れるという人
へ，おやすみ前のひととき，アートでゆるゆると
和む，マガジン形式のエンターテインメント。（全
3回）／出演：蛭子能収，阿佐ヶ谷姉妹，藤田記
子，チェルシー舞花ほか／コンテンツ開発センタ
ー，NED
『「爆買い」したのワタシです』

3.16／21:00～21:59
　流行語大賞にも選ばれた「爆買い」。だが「爆
買い」した中国の人たちが帰国後どう過ごしてい
るのか，「爆買い」された商品がどうなっている
のか，“その後”はあまり伝えられていない。そ
こで，日本からの帰国便が到着する中国の空港や，
「爆買い客」を乗せた豪華客船が帰港する港で彼
らを待ち受け，交渉の末，その自宅にまで密着。
日本製品をめぐる抱腹絶倒の事態や，心温まるド
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ラマを取材，“等身大”の中国の姿を伝えた。／
コンテンツ開発センター，NEP　
『爆笑ファクトリーハウス　笑けずり』

8.14～ 9.25　金／22:00～22:59
　若手お笑い芸人 9組が，富士山のふもとで漫才
合宿。毎週，一流の先輩芸人からの講義を受け，
新作を作成・披露する。しかし審査の結果，毎週
1組が「けずら」れ，合宿所から強制退去。最後
に残るのは一体？？　という若手芸人のサバイバ
ルドキュメント番組。第 7回は，決勝大会として
生放送。視聴者の双方向投票の結果，漫才コンビ
「ザ・パーフェクト」が優勝となった。歌舞伎俳
優の尾上松也が司会役に初挑戦。（全 7回）／司会：
尾上松也／ゲスト：ホラン千秋，足立梨花ほか／
先輩芸人：中川家，笑い飯，千鳥，バイきんぐ，
サンドウィッチマン，青井実・有働由美子アナ／
コンテンツ開発センター，NEP
『長谷川博己が探る！地下に住む人々の不思議な
世界』

2.23／20:00～20:59
　ドラマや映画で多忙な俳優・長谷川博己。「見
知らぬ土地で無心になりたい」と，日本を飛び出
すことにした。行き先は，オーストラリア大陸の
砂漠地帯。なんと，1,000人もの人々が地下に暮
らす街があるという。飛行機を乗り継いでたどり
着いた大地。そこには無数の穴が！　地面からは
音楽が聞こえてくる！　そして，地下に下りると
…確かに人が住んでいた！　いったいなぜ地下
に？　そして，彼らはいったい誰？　長谷川が地
下生活の不思議な世界を探検する。／出演：長谷
川博己／コンテンツ開発センター，NED，オル
タスジャパン
『発見！体感！川紀行』

8.20～ 3.29／21:00～21:59ほか随時
　川の流域をたどりながら人々と出会い，豊かな
自然や文化，歴史を発見，体感するシリーズ。15
年度は， 8本を制作。 1回目は「発見！体感！峡
谷を駆ける急流の夏　黒部川紀行」（8.20）。他に，
「発見！体感！豊穣（じょう）と鎮魂の流れ　広
島・太田川紀行」（9.21），「発見！体感！古代ロ
マンとネオンの街　福岡・那珂川紀行」（10.28）（※
「にっぽん再発見　札幌・福岡　二都物語」関
連），「発見！体感！札幌を潤すサケの故郷　豊平
川紀行」（11.3）（※「にっぽん再発見　札幌・福
岡　二都物語」関連），「発見！体感！会津と越後
を結ぶ悠久の流れ　阿賀野川紀行」（12.2），「発
見！体感！めざせ富士山　“母なる川”を遡（さ
かのぼ）る　相模川紀行」（12.10），「発見！体感！

世界遺産　合掌造りの里の冬支度　庄川紀行」
（1.29），「発見！体感！大都会　東京を潤す　神
田川紀行」（3.29）／出演：吉本多香美，平岳大，
原沙知絵，益子直美，蟹江一平，マキタスポーツ，
富田靖子，壇蜜ほか／コンテンツ開発センター，
Gメディア，NEP
『母と歩いた道～相田洋　旧満州引き揚げ録～』

12. 6／12:00～13:29
　長年ドキュメンタリー番組を作り続けてきたデ
ィレクターの相田洋（79歳）が，自らの戦中戦後
を見つめ直したセルフドキュメンタリー番組。少
年時代を中国東北部（旧満州）で過ごした相田
は， 9歳のとき，ソ連軍の侵攻と終戦の混乱によ
る蛮行や飢餓にさらされる。相田の母は，さまざ
まな苦難に耐えながら， 3人の子どもを守りぬい
て祖国への帰還を果たす。 8年にわたって介護し
た母親が亡くなった今，相田は中国に赴き，かつ
て母と歩いた道を自ら撮影しながらたどった。／
撮影・編集・ディレクター：相田洋／コンテンツ
開発センター，NEP
『パン旅。「はんなりこんがり　京都はパン天
国！」』

3.29／19:30～19:59
　日本中に，その土地ならではの驚きのパン「地
パン」がある。そんなパンを通じ，日本を味わう
「パン旅。」。今回は，都道府県別で世帯あたりパ
ンの消費量日本一の京都府から。一日三食パンで
OKという木南晴夏と，パン大好きの蔵下穂波が，
朝から一日京都のパンを食べまくる。早朝から開
くコッペパンの美味しい町家のパン店，白みそ茄

な

子
す

田楽パン，喫茶店のオムレツ卵サンドイッチ…。
木南がパン好きになった訳，こだわり店主のパン
作り秘話も明かされる。かしましくも美味しい京
都のパン旅。／旅人：木南晴夏，蔵下穂波／ナレ
ーション：西脇保／コンテンツ開発センター，
NEP，ジーズ・コーポレーション
『風雲！歴史大実験「源平壇ノ浦の戦い～源義経
おきて破りの真実～」』

3.18／19:30～20:59
　風雲！歴史大実験の第三弾。さまざまな小説な
どで取り上げられ，伝説が形づくられてきた「源
平の壇ノ浦の戦い」の真相を描く。さまざまな奇
策で平家を滅亡させた源義経。武士の技を競い合
う場だった戦が，命の奪い合いの場に変貌する時
代の変化。何が戦い方を変えたのか？　当時の弓
矢の攻撃力や，船の機動力，潮流の影響など壮大
な合戦の再現実験で迫る。／出演：高橋英樹，喜
屋武ちあき，本郷和人／司会：徳田章アナ／コン
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テンツ開発センター，NED，アマゾンラテルナ
『覆面リサーチ　ボス潜入』

1. 7～ 2.18　木／21:00～21:59
再 1. 9～ 2.20　土／18:00～18:59

　大手企業の社長や役員「ボス」が，素性を隠し
て自社の現場に潜入，会社の課題や誇れる人材を
発見。その後，共に働いた従業員を本社に呼び，
正体を告白，課題解決策を提示する。日頃あまり
目立たない現場の従業員がヒーローになる，ファ
クチュアル・エンターテインメント。イギリス発
海外番組『アンダーカバー・ボス』の日本版。「タ
クシー会社」（1.7），「スーパーマーケット」（1.14），
「運輸会社」（1.21），「ブライダル会社」（1.28），「食
品会社」（2.4），「シネコン会社」（2.11），「石油・
エネルギー会社」（2.18）。（全 7回）／コンテン
ツ開発センター，NEP
『フランケンシュタインの誘惑　科学史　闇の事
件簿』

7.2，11.26　21:00～21:59
　科学史の闇に埋もれた事件にスポットを当てる
知的エンターテインメント。15年 3 月にパイロッ
ト版を作成，以後，第一次世界大戦で毒ガス兵器
を作ったユダヤ人科学者フリッツ・ハーバー
（7.2），偉人キュリー夫人の知られざる一面
（11.26）を制作した。VTRでは独特の質感の再
現映像とインタビューを，スタジオでは各分野の
最先端で活躍する日本人科学者の話を聞く。20～
40代女性の支持を獲得し，16年度毎月の定時番組
へとつながった。／ナビゲーター・ナレーション：
吉川晃司／スタジオ司会：武内陶子アナ／コンテ
ンツ開発センター，NEP，グループ現代
『ほほえみの国　歌との出会い～平原綾香とめぐ
る日本＆ミャンマー・音楽の絆～』

3.26／ 6:00～ 6:59
　ミャンマーの音楽シーンと，日本のエンターテ
インメントが交流する様子を描く音楽紀行番組。
平原綾香がミャンマー音楽シーンの“現在”や
“伝統”に触れながら，新時代を迎えたミャンマ
ーをナビゲートした。また， 2月にヤンゴンで行
われた音楽イベントのハイライトを紹介。／出演：
平原綾香ほか／語り：與芝由三栄アナ／NEP，
エンターテインメント番組部
『マエストロ・オザワ　80歳コンサート』

10.11／12:00～12:59
　80歳を迎えた指揮者・小澤征爾のバースデーコ
ンサートのもようを，小澤の音楽家人生を振り返
るドキュメントを交えて制作・放送。／出演：小
澤征爾，マルタ・アルゲリッチ，マティアス・ゲ

ルネほか／音楽・伝統芸能番組部
『ミュージカル「DNA－SHARAKU」』

2.22／ 0:00～ 2:40
　江戸時代に活躍した謎の絵師「東洲斎写楽」を
巡り，過去・現在・未来の登場人物たちが時空を
越えた冒険を繰り広げるミュージカル「DNA-
SHARAKU」を中継録画。原案は冲方丁。映像
はライゾマティクス，齋藤精一。音楽はAKB48
などを手がける井上ヨシマサ。／出演：ナオト・
インティライミ，小関裕太，新妻聖子，坂元健児，
田野優花（AKB48），ミッツ・マングローブ，朝
海ひかる，中川晃教，イッセー尾形ほか／NEP，
エンターテインメント番組部
『やっぱり平和がいいに決まってる！～南こうせ
つ　広島平和祈念コンサート～』

8.23／13:00～14:13
　戦後70年，南こうせつが音楽仲間に声をかけ，
広島市で「広島平和祈念コンサート」が開かれ
た。世界で唯一の被爆国・日本。その被爆地・広
島で行われた今回のコンサートのもようを収録。
さらに，南こうせつが 8月 6日に原爆養護ホーム
を訪ねて歌を披露するシーンや，コンサート出演
者へのインタビューなども織り交ぜながら，平和
への思いを伝えた。／出演：南こうせつ，武田鉄
矢，伊勢正三，クミコほか／広島局，NPN
『洋楽倶楽部』

4.21／23:45～ 2:14， 5. 2／23:15～23:44
6.21／23:30～ 0:29， 1.28／ 0:00～ 0:59

7.28， 2.16， 3.15／23:45～ 0:44
　洋楽の大物アーティストの本格的なライブなど
を放送。15年度は，下記のアーティストのライブ
やトークバラエティーを放送した。「テイラー・
スウィフト」（4.21），「サム・スミス」（5.2），「ベ
ック」（6.21），「フー・ファイターズ」（7.28），「ザ・
ロニ－・ウッドショー／ゲスト：ポール・マッカ
ートニー」（1.28），「ザ・ロニ－・ウッドショー
／ゲスト：アリス・クーパー＆スラッシュ」（2.16），
「ザ・ロニ－・ウッドショー／ゲスト：パティ・
ボイド＆イアン・マクレガン」（3.15）／NEP，
エンターテインメント番組部
『よみがえる　和の刻（とき）「独立時計師　菊
野昌宏の挑戦」』

6. 4／22:00～23:00
　企業に属さず，自らの理想とする作品を作る孤
高の職人・独立時計師　菊野昌宏。なかでも日本
の伝統文化をいかした極めて個性的な作品で注目
されている。目標としているのが，江戸時代の天
才職人による傑作「万年時計」。千を超える部品
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からなる複雑精緻なカラクリ時計。その万年時計
を腕時計として現代によみがえらせることに挑ん
だ。徹底して手作業にこだわり，先人を超えよう
とする菊野の時計作りに密着した。／語り：中嶋
朋子／文化・福祉番組部
『列島縦断2800キロ！ニッポン高速道路トラッ
ク旅』

10.29／19:30～20:59
　全国各地で個性的なサービスエリアが人気を集
めるなど，今や楽しい旅行の場にもなっている高
速道路。その“主役”とも言える大型トラックで
行けば，高い運転席から見える絶景を堪能できる
うえに，運転手たちのディープな世界までのぞけ
てしまう。旅を案内してくれるのは各地のベテラ
ン運転手たち。八代亜紀さん，山本耕史さんなど，
ぐっさんの仲間たちも次々と参加。笑いあり，驚
きあり，感動ありの日本再発見の旅を繰り広げる。
／出演：山口智充，八代亜紀，ブラザー・トム，
ダイアモンド ユカイ，篠原ともえ，大友康平，
山本耕史，秀島史香／コンテンツ開発センター，
NED，ジーズコーポレーション
『六角精児の呑（の）み鉄本線・日本旅』

4.12， 8.23／22:50～23:49
12. 5／13:30～14:29

　酒と鉄道という偏った視点で，俳優・六角精児
が日本を再発見する特集番組。鉄道旅に合う音楽
を厳選し，自宅にいながらゆったりと旅情を味わ
える鉄道音楽紀行番組として制作した。のと鉄道
（4.12），山形鉄道（8.23），留萌本線（12.5）。／
出演：六角精児／語り：壇蜜／エンターテインメ
ント番組部
『ワイルドジャパン』
　「第 1集　本州」 7.27／20:00～20:59
　「第 2集　北海道」 8. 3／20:00～20:59
　「第 3集　南西諸島」 8.10／20:00～20:59
　英国BBCと共同で撮影制作。温泉に入るサル，
知床漁師とヒグマの共生，砂浜でカメの卵を掘り
出すイノシシなど海外の視点から見た驚きの日本
の自然を珠玉の 4 K映像で捉えた。／出演：尾野
真千子／語り：小田切千アナ／科学・環境番組部，
NEP

ラジオ第 1 放送
＊「番組解説」末尾の担当部局は，ラジオセンタ
ー以外の場合だけ記載した。

ラジオ第１：定時番組
『DJ日本史』

（隔週）月　21:05～21:55
　第 1 回13.4.1／歴史好きが歴史を熱く語る，歴
史エンターテインメント番組。歴史好きタレント
松村邦洋とお江戸のアイドル「お江戸ル」こと堀
口茉純のトークで日本史を面白く，マニアックに，
立体的に伝えた。番組の特徴のひとつが松村邦洋
の歴史上の人物のものまね。 1人で数役をこなす
ものまね寸劇が人気を集めた。13年度に定時番組
化し，14年度は小田原，福岡，函館，15年度は東
京タワー，奈良で公開収録を実施した。また，大
坂夏の陣から400年という節目をとらえた特番を
放送した。／パーソナリティー：松村邦洋，堀口
茉純（タレント）／司会：DJまーてぃ（永松隆
太朗アナ）
『NHKガイド』

土　 8:45～ 8:55
　第 1回90.10.6／NHKのラジオ，テレビの番組，
イベントのPR，番組審議会の報告などで構成す
る番組ガイド。／司会：柿沼郭アナ
『NHKジャーナル』

月～金　22:00～23:05
　第 1 回82.4.2／きょう 1日のニュースをせき止
め，いまという時代を掘り下げて伝えるニュース
情報番組。15年度から番組時間を 5分延長した。
メインニュースでは記者解説や専門家の分析を加
えて，分かりやすく深く伝えた。ディレクターが
制作する特集企画やNHKのネットワークを生か
した地域発リポートでは，リスナーの関心が高い
テーマを積極的に取り上げた。15年度は，戦後70
年の証言者インタビューや関東東北豪雨災害など
に加えて，東日本大震災の復興の課題について重
点的に放送した。 9月「震災 4年半 被災地はい
ま」， 2月「原子力災害に向き合い続けた 5年」，
3月「震災 5年復興の現状と課題」と継続して伝
え，福島県南相馬市から中継放送を実施して住民
の帰還をめぐる問題について取り上げた。また， 
16年度実施に向けて，インターネットの情報発信
強化，リスナーとの双方向性導入，特集企画の曜
日コーナー化の準備を進め，ツイッター発信を先
行して始めた。／キャスター：永井克典アナ，奥


