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『富士山　森羅万象～大山行男が撮る神秘の素顔～』
9.19／16:00～16:46ほか

　高精細映像で富士山を撮影している写真家・大
山行男さんが， 2年にわたってタイムラプス撮影
に挑む姿を 8 Kで描いたドキュメンタリー。 8 K
に匹敵する選

よ

りすぐりの連続写真を動画化し，雲
が沸き立つ様子や珍しい気象現象“彩雲”など，
富士山の神秘の姿を映像化した。／語り：大場真
人ほか／科学・環境番組部，NEP
『ルーブル　永遠の美　NHK・ルーブル美術館 
8 K共同制作』

11.14／14:00～15:00ほか
　NHKとフランス・ルーブル美術館の国際共同
制作による 8 K番組。古代ギリシャの「サモトラ
ケのニケ」や「ミロのビーナス」「モナ・リザ」「ナ
ポレオンの戴冠式」など，世界最高の名作 9点を
撮影。「HDR（ハイダイナミックレンジ）」や「広
色域」等，光や色を豊かに表現する最新の技術を
用いて，手を伸ばせば美術品そのものに触れられ
るかのような質感と立体感を再現。 8 Kが可能に
した新たな「作品との出会い」を伝えた。／文化・
福祉番組部，NED

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
『A.B.C－Z　今夜はJ’ s倶楽部』　新

（最終）火　20:05～20:55
　第 1 回16.4.26／アイドルグループ「A.B.C－
Z」が生放送で送るトークバラエティー。彼らの
個性を生かした企画をベースにしながら，ツイッ
ター・メール・ネット投票などを通してリスナー
との双方向性も重視しながら構成した。ジャニー
ズJr.のメンバーを中心に，お笑い芸人や音楽家，
漫画家など，多彩なゲストが登場した。／出演：
A.B.C－Z（河合郁人，橋本良亮，戸塚祥太，五
関晃一，塚田僚一）
『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。 5月には，『大河ドラマ』「真田
丸」の放送で沸く真田家ゆかりの群馬県みなかみ
町で公開収録を実施。 1月には，井伊直虎を取り
上げた生放送特番『井伊ね！直虎ジオ』に番外編
としてパート参加した。／パーソナリティー：松
村邦洋，堀口茉純／DJ：川久保秀一
『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：高市佳明アナ
『NHKジャーナル』

月～金　22:00～23:10
　第 1 回82.4.2／きょう 1日のニュースをせき止
め，今という時代を掘り下げて伝えるニュース情
報番組。キャスターが伝えるニュースに対してニ
ュースデスクが解説を加え，背景や今後の展開を
分かりやすく伝えた。16年度から番組をリニュー
アルし，音楽やホームページなどを刷新したほか，
放送時間を 5分延長して気象やスポーツの情報を
充実させた。また，曜日ごとにジャンルを分けた
企画を放送し，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，さまざまなゲストを迎えてのインタビューな
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ど多彩な内容を放送した。さらに，リスナーとの
双方向性を強化し，メールやツイッターで意見や
質問を募集し，放送中に紹介することに努めた。
／キャスター：永井克典アナ，奥村奈津美／ニュ
ースデスク：池光敏弘，岩本裕／気象予報士：福
田寛之
『NHK東日本大震災音声アーカイブス　被災地
からの声』

（第 1）土　 9:05～ 9:55
　第 1回12.3.11／東日本大震災の被災地で暮らす
人たちの今の声を毎回さまざまなテーマを設定し
て紹介している。16年度は，臨時災害放送局に関
わった人たちの声や原発事故による避難指示が解
除になった町の帰還の問題，被災地の観光などを
取り上げた。 3月の放送では，この春被災地の高
校を卒業する若者たちの故郷への思いを紹介し
た。（年間 8本）
『NHKマイあさラジオ』

月～金　 5:00～ 7:58
土・日　 5:00～ 8:00

　第 1 回15.3.30／文字どおり，毎朝「365日」放
送する，早朝のニュース情報番組。それぞれが「忙
しさ」「まどろみ」「静

せい

謐
ひつ

」の中で過ごす朝は最も
プライベートな時間。そのためタイトルは「マイ
（＝私の）朝」の意味も込めた。今の世の中を幅
広く見渡す 3時間。平日は，これから活動を始め
る人々のために役立つ情報。特に，「社会の見方・
私の視点」では各界の第一線の学者や研究者が
「今」を鋭く分析した。土・日曜にはリフレッシ
ュしたい人たちに向けて食や自然，音楽，健康，
歴史などリスナーの多様なニーズに応えるコーナ
ーを放送した。／キャスター：加藤成史アナ・大
久保彰絵，野村優夫アナ・小倉実華（それぞれ隔
週），（土・日）高市佳明アナ，渡辺ひとみ／気象
予報士：伊藤みゆき
　「ラジオ体操」

R1　月～日  　　　 　　　　 6:30～ 6:40
R2　月～土　 8:40～ 8:50，12:00～12:10

15:00～15:10
　第 1 回28.11.1／47.9.1から 4 年間中断，51.5.6に
放送再開／1953年に始まり，夏の風物詩として親
しまれる「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操
会」は，16年も全国42会場から生放送で伝えた。
78年開始の「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操
会」は10会場から生放送を実施した。また，ラジ
オ体操会最大規模の「1000万人ラジオ体操・みん
なの体操祭」（7.31）は，愛媛県松山市で開かれ，
R1と総合で同時生中継した。通常の放送は 2か

月ごとに新作を放送，元日用には別途制作を行っ
た。／体操指導：多胡肇，岡本美佳，鈴木大輔／
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
『歌え！土曜日　Love　Hits』

（最終週を除く）土　19:20～19:50
　第 1 回15.4.4／J‒POPから洋楽まで，最新ヒッ
ト曲を紹介する若者向け音楽番組。毎回一組のア
ーティストにインタビューする「バックステー
ジ」や，海外のエンターテインメント情報を紹介
する「Hot Topic U.S.A.」（月 1回）などのコー
ナーを交え放送した。／パーソナリティー：新井
恵理那
『歌の日曜散歩』

日　10:05～11:50
　第 1回87.4.12／リスナーの思い出の曲や，懐か
しい音楽のリクエストに応えるとともに，全国各
地の季節の話題や，その日の出来事をファックス
やメールで寄せてもらい，全国の人々の暮らしぶ
りをリアルタイムで伝える双方向番組。「歌って
笑ってあたまの体操！～うたわらドン」のコーナ
ーでは，懐かしい曲，元気が出る音楽に合わせて
歌ったり，身体を動かしたり，クイズや言葉遊び
ゲームでリスナーに頭のストレッチをしてもらお
うというもので，専門の講師が出演し指導する。
全国 4か所（NHK放送博物館，奈良市，山形市，
岐阜県・奥飛騨温泉）で公開放送を行った。／司
会：金井直己アナ，松本慶子
『沖縄熱中倶楽部』

（最終）土　19:20～19:50
　第 1回07.4.25／「思わず行きたくなる沖縄」を
キーワードにしたカルチャーエンターテインメン
ト番組。ガイドブックには載っていない食や暮ら
しのディープな情報，名所や名物，琉球民謡から
最新の音楽まで奥深い沖縄ワールドの一端をうん
ちくたっぷりに紹介した。10月には沖縄から中南
米やハワイなどへ渡った移民やその子孫が 5年に
1度集まる「世界のウチナーンチュ大会」のグラ
ンドフィナーレの会場から公開生放送で50分のス
ペシャル版も放送（10.30，15:05～15:55）した。
／出演：志ぃさー（藤木勇人），沖縄局アナほか
／沖縄局
『音楽の泉』

日　 8:05～ 8:55
　第 1 回49.9.11／クラシック音楽の古今の名曲
を，親しみやすい解説で紹介した。／解説：皆川
達夫／音楽・伝統芸能番組部



第
4
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
解
説

第４部　NHKの番組解説   ｜ラジオ第1：定時番組

477 NHK年鑑’17

『語りの劇場　グッとライフ』
（隔週）月　21:05～21:55

　第 1回13.4.8，最終回17.3.13／スポーツ，芸能，
文化など，さまざまなジャンルの人々の人生を，
タレントで俳優の山田雅人が自ら取材・構成し，
独自の話芸「かたり」で伝えるトークバラエティ
ー。オリンピックイヤーの16年度は，トップアス
リートを中心にバラエティー豊かな人選で放送し
た。 8月 8日にはリオオリンピックスペシャルを
放送，10月10日と 3月13日にはリオオリンピック
のメダリストをゲストに招き，公開放送を実施し
た。／出演：山田雅人，唐橋ユミ
『上方演芸会』

日　15:30～15:55
　第 1回49.9.14／味わいあふれる上方演芸を楽し
んでもらう公開派遣番組。放送開始から68年目を
迎える長寿番組。長年にわたり時代や世相を反映
した新作の漫才・漫談を上方の漫才師・漫談家が
演じている。全国で公開派遣収録。／大阪局
『香山リカのココロの美容液』

金　21:30～21:55
　第 1 回12.4.6／週末金曜の夜に精神科医でエッ
セイストの香山リカが届ける，同世代の女性たち
のココロを癒やすトークと音楽の25分番組。／ナ
ビゲーター：香山リカ／ラジオセンター，NEP
『かれんスタイル』

（後期）木　20:05～21:30
　第 1回11.10.6／暮らしの中でキラキラと輝く小
さな幸せ…ホッと一息つける，そんなひとときを
リスナーと共に探していく番組。旬なゲストを毎
回迎えた。／パーソナリティー：桐島かれん／パ
ートナー：松浦弥太郎
『かんさい土曜ほっとタイム』

土　13:05～15:55
　第 1回04.4.3／“土曜の午後は関西風味のおし
ゃべりタイム”がコンセプト。関西ゆかりのゲス
トを招いて話を聴く2時台の「ほっと人物ファイ
ル」と，リスナーの声を五七五にのせて共感と笑
いで包む 3時台の「ぼやき川柳アワー」という 2
つの看板コーナーを中心に関西の魅力を伝えた。
／出演：佐藤誠キャスター，海原さおり（漫才師），
千堂あきほ（俳優），奥野史子（スポーツコメンテ
ーター），西川かの子（タレント）ほか／大阪局
『キャンパス寄席』

（最終）土　10:05～10:55
　第 1回11.4.30／首都圏の大学の構内で実施する
公開お笑いライブ。落語，漫才，コントなど誰も
が知っている人気者を中心に，若者に人気の芸人

たちが出演した。16年度は，司会に声優の戸松遥
が加わり，実施大学の学生が参加するバラエティ
ーコーナーも交えて放送した。／実施大学：平成
国際大学，横浜市立大学，江戸川大学，工学院大
学，埼玉医科大学／司会：サンドウィッチマン，
戸松遥／エンターテインメント番組部
『きらめき歌謡ライブ』

（最終週を除く）水　20:05～21:30
　第 1回05.3.30／歌謡曲，ポップスのベテランか
ら若手歌手まで，生バンドの演奏でヒット曲や話
題の新曲を披露する大型歌謡番組。「505スタジ
オ」や「NHKみんなの広場　ふれあいホール」
から公開生放送で放送した。／演奏：ザ・きらめ
キックス／司会：徳田章アナ
『クリス松村の音楽処方箋』

月　20:05～20:55
　第 1回15.3.30／聴取者から寄せられるお悩み相
談に対して，クリス松村が独自の視点でアドバイ
スを送るとともに，その悩みを和らげる音楽を
“処方（＝選曲）”して届ける。ゲストを迎えての
トークも楽しいバラエティー・ラジオ番組。／出
演：クリス松村／エンターテインメント番組部，
NEP
『ごごラジ！』　新

月～金　13:05～16:55
　第 1 回16.4.4／五者五様の個性を持つ曜日パー
ソナリティーとアナウンサーが届ける平日デイリ
ー 4時間の生放送。旬のゲストへの生インタビュ
ー，各パーソナリティーならではの個性的な独自
企画，さまざまなジャンルの専門家による情報コ
ーナーなど，充実の内容で毎日「新鮮な驚きと感
動」を届けた。リスナーの皆さんからのお便りを
重視し，気になる内容は直接電話をつなぐなど
「リスナー参加型番組」を目指した。／パーソナ
リティー：（月）山口香，（火）稔幸（前期）・杜
けあき（後期），（水）風見しんご，（木）井川修司，
（金）高橋久美子／キャスター：神門光太朗アナ
『先読み！夕方ニュース』

月～金　17:00～18:50
　第 1 回15.3.30／最新ニュースを追いかけなが
ら，現代日本の潮流をいち早く“先読み”し，リ
スナーに分かりやすく伝える番組。双方向性を重
視し，リスナーからのお便り・メール・ツイッタ
ーを随時紹介した。専門分野を持つ解説委員を週
替わりのコメンテーターとして迎え，多彩なニュ
ースに対応した。夕方 6時台の「特集」のコーナ
ーでは，その時々でリスナーの関心が高いテーマ
を選び，最適な人物をゲストに迎えて，生放送で
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丁々発止の議論を繰り広げた。また，ネットサー
ビスも充実している。ホームページ展開・ツイッ
ター発信に加えて，主なコーナーのストリーミン
グ配信を行った。／キャスター：畠山智之，黒崎
瞳，弓木春奈（気象）／コメンテーター（解説委
員）：出石直，合瀬宏毅，関口博之，二村伸，早
川信夫，山﨑登
『サンドウィッチマンの天使のつくり笑い』

火　21:05～21:55
　第 1 回15.4.7／「笑いは世界を救う」をコンセ
プトに，若手芸人によるネタバトルで新しい笑い
を紹介していく一方，リスナーからの投稿も募集
した。また，人気芸人をゲストに迎えたトークも
織り交ぜ，笑いを作り出していった。／司会：サ
ンドウィッチマン，三輪秀香・雨宮萌果アナ／エ
ンターテインメント番組部，NEP
『週刊どこでも安心ラジオ』

日　19:50～19:55
再土　19:50～19:55

　第 1 回15.4.4／14年度まで放送した『なっとく
防災広場』の後継番組として，災害への備えに加
え，暮らしの安心に役立つ最新情報を毎回 5分に
まとめて放送している。 8月のオリンピック・パ
ラリンピック時には「ジカ熱に注意」，12月には
「年末に増加　特殊詐欺」， 1月のホーム転落事
故後には「ホーム事故　声掛けを」， 3月の 8人
が死亡した雪崩後には「雪崩の注意点」等タイム
リーな内容で50本制作した。／ナレーション：野
村正育アナ
『昭和ヒット倶楽部』

木　21:30～21:55
　第 1 回15.4.9／演歌からアイドルソングまで，
さまざまなヒット曲がきらびやかに並んだ昭和の
歌謡曲。若手歌手をトークゲストに迎え，昭和の
ヒット曲や，ゲストの思い出に残る歌と共に放送
した。16年度は 3回，公開収録を実施した。千葉
県君津市（5.13），神奈川県横浜市（9.9），埼玉県
富士見市（1.27）。／司会：水谷彰宏アナ
『真打ち競演』

（最終週を除く）土　10:05～10:55
　第 1 回78.11.25／落語・漫才・漫談・声帯模写
などの話芸を，真打ちクラスの名人芸でじっくり
と聴かせる公開派遣番組。16年度は全国15か所で
公開録音を実施したほか，局内のスタジオでも収
録・放送した。／司会：各局アナ，水谷彰宏アナ
（局内収録）／出演：三遊亭小遊三，柳家権太楼，
青空球児・好児，テツandトモ，ケーシー高峰，
ぴろき，ほか／エンターテインメント番組部

『新日曜名作座』
日　19:20～19:50

　第 1 回08.4.6／森繁久彌，加藤道子のコンビで
50年。西田敏行，竹下景子の 2人に引き継ぎ，こ
の出演 2人の語り芝居のみでつづる文芸ドラマ。
根強いファンも多く，日曜の夜の番組を楽しみに
している聴取者は数知れない。／ドラマ番組部
『すっぴん！』

月～金　 8:05～11:49
　第 1 回12.4.2／化粧をしていないという意味の
「すっぴん」という番組タイトルどおり，曜日ご
とに多彩なパーソナリティーが，飾り気の無い本
音のトークを展開。お便りやメールに加えてツイ
ッターを活用し，リスナーとの双方向性を高めて
いる。話題の人や輝いている人に，時に生演奏や
セッションを交えて話を伺う「すっぴん！インタ
ビュー」，ノイズミュージックから昭和歌謡まで
を個性豊かな出演者が週替わりで紹介する「ミュ
ージックスクラップ」，その他，子育て，映画，本，
マンガ，震災からの復興などについて，魅力的な
出演者が独自の切り口で伝えるコーナーをライン
アップし，多様化するリスナーのニーズに細かく
応えた。「渋谷DEどーも」（5.4）に合わせて公開
生放送を実施。静岡県掛川市では公開収録
（10.3）を実施。大勢の観客が集まりふだん『す
っぴん！』を聴いていない層にもアピールした。
5月 9日には，文化放送『大竹まことゴールデン
ラジオ！』とコラボレーション。放送局の枠を越
えてラジオ全体を盛り上げる取り組みを行った。
東日本大震災から 6年の 3月に「すっぴん！　ア
フター311」の特別シリーズとして， 5日間にわ
たり被災地の今と課題に加え，災害への備えにつ
いても伝えた。また，生放送の時間帯に番組を聴
くことができない人たちに向けて番組の一部コー
ナーをストリーミングサービスで提供し，番組に
接触する機会を提供している。／アンカー：藤井
彩子アナ／パーソナリティー：（月）宮沢章夫，
（火）ユージ，（水）ダイアモンド ユカイ，（木）
川島明，（金）高橋源一郎
『旅ラジ！』

月～金　12:30～12:55
　第 1回15.3.30／05年に放送80年を記念して始ま
った当番組は，放送90年を機にタイトルや演出を
一新。ステージ付きラジオ中継車「90ちゃん号」
は，16年度で 4代目となり，全国12周目の旅を行
い，47都道府県の165か所で公開放送を実施。地
域の魅力や活性化の試み，地元ゆかりの著名人へ
のインタビューなどを全国に発信した。来場者数
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は年間で延べ 1万2,085人。12年度以降，地元局
のアナウンサーが制作・司会を担当し，「90アナ」
の名称で地域の顔として活躍している。
『ちきゅうラジオ』

土・日　17:05～18:50
　第 1回99.4.4／ラジオ第 1とNHKワールド・ラ
ジオ日本に加え，インターネット配信（ライブ・
ストリーミングおよびオンデマンド・ストリーミ
ング）で全世界に向け発信している。聴取者にメ
ール・FAX・電話などで参加してもらう双方向
番組。13年度のリニューアル以来，140を超える
国や地域と電話をつなぎ，現地の一面記事やスポ
ーツ・カルチャーの最新情報をリポートしてきた。
海外のリスナーが投稿する音を題材にしたクイズ
や料理コーナーでは，音声メディアの特性を生か
した演出にも挑戦。そのほか，海外で活躍する日
本人や日本で暮らす外国人へのインタビュー，海
外の日本人学校に通う子供たちの作文，世界の音
楽を紹介するコーナーなど。 6月11～12日には松
山局から公開生放送。／キャスター：柿沼郭アナ，
柴原紅
『とっておきテレビ』

（最終）土　 9:05～ 9:55
（最終）日　16:05～16:55

　第 1 回12.4.29／NHKテレビの特集番組や新番
組の舞台裏を紹介する番組。番組ディレクターや
プロデューサー，出演者などへのインタビューで，
多角的に番組制作の現場を案内した。16年度は
『NHKスペシャル』「金メダルへの道」「自閉症
の君が教えてくれたこと」，「リオデジャネイロパ
ラリンピック」関連番組，『連続テレビ小説』「べ
っぴんさん」，『大河ドラマ』「おんな城主　直虎」
などを紹介した。／ラジオセンター，広報局，
NHKサービスセンター
『とっておきラジオ』

土　 9:05～ 9:55
日　16:05～16:55

　第 1回10.4.3／NHKラジオで放送した番組の中
から，反響の多かった番組や，もう一度聴いても
らいたい番組などを選んで，週末に再放送する番
組枠。テーマ音楽と前説で番組の簡単な概要を紹
介したうえで放送している。ラジオ第 1の全国放
送だけでなく，FM放送やローカル放送で好評だ
った番組も取り上げた。
『日曜バラエティー』

日　13:05～15:30
　第 1回08.4.6／スタジオパーク450スタジオから
公開生放送。演歌や歌謡曲の名曲や話題の新曲，

漫才，漫談などの演芸を中心に，リスナーから寄
せられた「ナゾナゾコーナー」，出演者全員によ
るコント「サンデー世相スケッチ」，他にも「歳
時記長屋」「邦子のなんなんでショウ」「みんなで
作ろう」などのコーナーを交え放送した。／司会：
山田邦子，山下信アナ
『ひるのいこい』

R1・FM　月～金　12:20～12:30
土　　12:15～12:30

　第 1 回52.11.17／リスナーからの季節のお便り
や，俳句や短歌を紹介する「くらしの文芸」など
を，おなじみの古関裕而作曲のテーマメロディー
にのせて紹介するNHK伝統のディスクジョッキ
ー番組。激しく変化する社会において，あえて番
組のスタイルを変えないことにこだわり，ゆった
り・ほのぼのとしたひとときを放送した。13年度
からは「番組ホームページ」を立ち上げ，より広
くお便りを募集している。／アンカー：（月～金）
道谷眞平アナ，（土）金井直己アナ
『ふるさと自慢うた自慢』
『ふるさと自慢コンサート』

土　16:05～16:55
　第 1 回96.4.6／ 2 つの番組を隔週交代で放送。
『ふるさと自慢うた自慢』は，地元の一般出場者
の男女 2チームが，ゲスト歌手 2人をチームリー
ダーに“ふるさと自慢”と“うた自慢”で競い合
う視聴者参加型の地方公開番組。『ふるさと自慢
コンサート』は，ゲスト歌手 2人がたっぷりと歌
を聴かせるステージショー。16年度は，熊本地震
の影響で大分県国東市での収録が中止となった
が，全国15か所で実施した。／司会：中澤輝アナ
『文芸選評』

土　11:05～11:50
　第 1回84.4.9／投稿された作品を専門家が選び，
解説しながら紹介。第 1週「俳句」選者：鈴木章
和，第 2週「俳句」選者：西村和子，第 3週「短
歌」選者：篠弘，第 4週「川柳」選者：島田駱舟・
安藤波瑠（隔月）。全国 3か所（奈良市，山形市，
岐阜県・奥飛騨温泉）で公開放送を行った。／司
会：金井直己アナ，松本慶子
『ぼくらの青春J－POP　平成ミュージック・グ
ラフィティー』

（後期）金　20:05～21:30
　第 1回13.10.4，最終回17.3.24／「J-POP」とい
う言葉が定着した1990年代に，青春時代を送った
各界のゲストと共に，リスナーからのリクエスト
も交えながら，当時のJ-POPのヒット曲を楽しん
だ。／司会：遠藤亮・柘植恵水アナ（隔週）
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『ミュージック・イン・ブック』
水　21:30～21:55

　第 1 回14.4.2／「文学」と「音楽」という 2つ
の芸術をクロスオーバーして語り，新しい味わい
方を提示する番組。16年度は養老孟司，羽生善治
など，作家以外で文筆活動をしている著名人をゲ
ストに迎え，若い層も含めた知的好奇心に富むリ
スナーを刺激した。／司会：松浦寿輝／音楽・伝
統芸能番組部，NEP
『民謡をたずねて』

R1・FM　土　12:30～12:55
　第 1 回52.1.9／全国を巡り，地域の人たちとの
“心の交流”を大切に懐かしい民謡の数々を届け
る公開派遣番組。16年度は全国14か所で実施した。
／司会：実施局アナ／音楽・伝統芸能番組部
『ラジオ深夜便』

R1 　月～日　23:15～ 5:00
FM　月～日　 1:05～ 5:00

　第 1回90.4.28／落ち着きのある深夜放送として
支持を得てきた長寿番組。現役・OB・OGアナウ
ンサーが進行を担当，金曜は大阪局制作「関西
発」と各地域局制作の「地域発」を放送してい
る。16年度はくつろげる週末にエンターテインメ
ント系コーナーを集約したうえで， 2時間の特集
「季刊深夜便」も新設。レコード音楽や和歌，伝
統芸能など広いジャンルの教養バラエティーを制
作した。94年から続く「ラジオ深夜便のつどい」
では全国12か所に加え，被災地を巡るイベント
「公開復興サポート　明日へ」にも参加し，多く
の来訪者を得た。
『ラジオ文芸館』

土　 8:05～ 8:45
　第 1回98.4.12／「耳で聴く短編小説」をキャッ
チフレーズに，アナウンサーの朗読に音響効果を
加え，短編小説の魅力を伝える番組。名作から現
代人気作家の作品まで「読み切り」で幅広く紹介
している。11年度から放送時間を朝に変更したが，
根強いファンを中心に好聴取率を維持。ネットラ
ジオ「らじる★らじる」でも多くのリスナーに聴
かれている。16年度は，新作27本，アンコール20
本を放送。／アナウンス室
『らじらー！サタデー』

土　20:05～23:00
『らじらー！サンデー』

日　20:05～23:00
　第 1 回15.4.4（土），第 1回15.4.5（日）／10～
20代の若者をメインターゲットにおき， 2年目を
迎えた。16年度は，「サタデー」の夜 9～10時台

のMCに旬なアイドルを起用した。ＭCが生放送
中にメールやツイッターを数多く紹介すること
で，リスナーの参加感の強い番組となった。投稿
メール数は土・日曜合わせて平均約 2万6,000通，
ツイッターのフォロワー数は13万を超え，若い世
代からの支持を大きく広げた。また，札幌局のイ
ベント（2.12）とコラボし，生歌ありの公開生放
送を実施した。／MC：（土）伊野尾慧・八乙女
光（Hey！Say！JUMP），安井謙太郎・髙橋優斗
（ジャニーズJr.），Sexy Zone，（日）オリエンタ
ルラジオ，澄川龍一（アニソン雑誌編集長），中
元日芽香（乃木坂46）・SKE48のメンバー（隔週）

ラジオ第 1：特集番組
『お便りラジオ 7～今学校を休んでいる私から
あなたへ～』

8.28／20:05～21:55
　『NHKマイあさラジオ』へのお便りをきっか
けに，リスナー同士を結ぶ『お便りラジオ』の 7
回目。不登校に悩む人からのお便りが多数寄せら
れ，それに応える反響がリスナーから届いた。身
近な人には言いにくい心の内もラジオで打ち明け
ることで救われたという反応が寄せられた。／出
演：落合恵子（作家），岡崎勝（元小学校教諭），
福本早穂（臨床心理士）／司会：加藤成史アナ
『音とクイズで楽しむオリンピック・パラリンピ
ック』

8. 5／20:05～20:55，21:05～21:55
　リオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ
クの直前企画。ラジオの特性を生かし，テレビ中
継では聞こえないような“音”に着目して，競技
の中で発せられる音や試合に臨む選手だけが聴い
ている音などを集め，アスリートたちの勝負曲と
共にクイズと解説で紹介。オリンピック・パラリ
ンピックという最高の舞台に挑むアスリートたち
を“音”と“音楽”という切り口から表現した。
／司会：城田優，與芝由三栄アナ／ゲスト：増田
明美，奥野史子，じゅんいちダビッドソン，齋藤
美咲，田中泉樹／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『チャレンジラジオ　渋滞解消！？その2』

12.30／ 8:05～ 9:55
　交通渋滞発生のメカニズムを知ってもらい，渋
滞を起こさない運転法をドライバーに伝え，実際
の渋滞の解消を目指した番組。関越自動車道高坂
サービスエリアから生放送した。サービスエリア
の利用客に渋滞に対する実感をインタビューした
り，全国交通情報を番組の中に取り入れたりなど，
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さまざまな面から渋滞について伝えた。／出演：
山本シュウ（ラジオDJ），西成活裕（東京大学教
授）ほか
『広島原爆の日ラジオ特集「あの日母は少女だっ
た～被爆の記憶をたどる母と息子の対話～」』

8. 6／21:05～21:55
　80歳を超え，ようやく被爆体験を語り始めた広
島の女性と，それを受け止めようとする息子。な
ぜ母親が体験を語ろうとしなかったのか，被爆か
ら70年を過ぎてようやく明らかになる。対話を続
ける母と息子の姿を，ラジオ番組初共演の俳優・
樹木希林さんと本木雅弘さんが朗読，ドキュメン
トも織り交ぜながら，被爆体験の継承に取り組む
親子の姿を描く。／広島局
『防災特番「“稲むらの火” を世界に～世界津波
の日」』

11. 5／17:05～18:50
　162年前に和歌山を襲った南海地震の巨大津波。
暗闇の中，稲わらに火をつけ人々を高台に導き命
を救ったという「稲むらの火」の逸話が生まれ
た。この逸話にちなんだ「世界津波の日」に，国
内外の最新の津波防災情報を公開生放送で伝え
た。和歌山県をはじめ，チリやインドネシアなど
国内外の津波防災の取り組みを中継や電話リポー
トを用いて分かりやすく伝えた。／和歌山局
『防災の日ラジオ特集　南海トラフ巨大地震・命
を守るために』

9. 1／ 9:05～11:49
　もし今，南海トラフ巨大地震が起きたら，あな
たはどう行動しますか？　どう命を守りますか？
をテーマに，防災の日のラジオ特集として放送。
大阪局のラジオスタジオをキーステーションにし
て，和歌山，熊本，高知など全国各地からの中継
も交え，南海トラフ巨大地震に対して今できるこ
とを紹介した。また，ゲストの宮川大助・花子の
2人による防災漫才などで，身近な対応方法など
を伝え，日々の準備や取り組みの大切さを放送し
た。／出演：宮川大助・花子（漫才師），矢守克
也（京都大学教授），横尾泰輔アナ（大阪局）ほ
か／大阪局
『まいど！大阪弁でしゃべるデー』

10.29／13:05～17:55
　大阪で人と人との潤滑油になっている大阪弁の
魅力を 5時間にわたって伝えた。スタジオには大
阪出身の芸能人や文化人が集まり，大阪弁の基礎
講座から大阪ならではの不思議で愉快な大阪文化
などをテーマに，大阪弁で楽しく伝えた。また，
午後 3時台には，大阪弁をテーマにした「ぼやき

川柳スペシャル」を放送， 5時台には「好きやね
ん！大阪メロディ」と題して，昔懐かしい歌から
最近のヒット曲までさまざまな大阪メロディーを
紹介した。／出演：佐藤誠，海原さおり（漫才師），
尾上圭介（東京大学名誉教授），三倉茉奈（俳優），
芳根京子（俳優），にしゃんた（社会学者），大西
泰代（川柳作家），綾戸智恵（ジャズシンガー），
SHINGO★西成（歌手），赤木野々花アナ（大阪
局）／大阪局
『ラジオ居酒屋　ここは “サラリーマン亭”』

9.19／21:05～21:55
　会社生活で思わず漏れるサラリーマンの愚痴に
向き合ったトークバラエティー。祝日の特番とし
て「“嫌な上司”にどう向き合う？」をテーマに
放送した。一般企業に勤務経験のある作家やタレ
ントが，アンケートで寄せられた声を交えながら
会社で感じる“不条理”“不合理”について話し
合い，サラリーマン生活を前向きに過ごすための
知恵と方法を探った。／出演：江上剛（作家），
増田英彦（漫才師），河合薫（健康社会学者），井
上久男（ジャーナリスト）
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ラジオ第 2 放送

ラジオ第２：定時番組
『NHK高校講座』

月～土　19:30～20:30
月～土　23:40～ 0:40

　第 1回53.4／全国の通信制高校生を主な対象に，
学習支援およびスクーリング（面接指導）時数を
減免できる番組として計画的かつ継続的に放送，
通信制以外の高校生や生涯学習目的でも聴取され
ている。13番組，年間42～84本の放送。また，深
夜に再放送（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に対応。
毎年10月に開始し，本放送から半年遅れで翌年夏
まで再放送している。16年度は「仕事の現場
real」を新設したほか，「現代社会」「数学Ⅱ」「保
健体育」の 3番組を新作。さらに「国語総合」「現
代文」「古典」「倫理」「政治・経済」「音楽Ⅰ」「コ
ミュニケーション英語Ⅱ」「コミュニケーション英
語Ⅲ」「英語表現Ⅰ」の 9番組を再放送。放送だ
けでなく，07年度より始まった番組のインターネ
ット配信による視聴も定着し，広く利用されてい
る。／青少年・教育番組部，NED
『アラビア語講座』

土　 9:30～10:00
　第 1 回08.4.5／前期は「話そう！アラビア語」
と題し，文字の初歩を学びながらアラビア語の特
徴をじっくり紹介した。講師：榮谷温子（慶応義
塾大学ほか講師），出演：イサム・ブカーリ，カ
リン・エルフェガーリ。（05年度の再放送）／後
期は「アラブの国々を旅しよう！」，講師：長渡
陽一（東京外国語大学講師），出演：エバ・ハッ
サン，オサマ・イブラヒム。（09年度の再放送）
／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『英会話タイムトライアル』

月～金　 8:30～ 8:40
再月～金　12:15～12:25，23:00～23:10

再土　 7:00～ 7:50（ 5 本）
再日　23:30～ 0:20（ 5 本）

　第 1回12.4.2／基礎英語終了程度の簡単な英語
を使い，テンポよく英会話ができる発話力を養う
トレーニング番組。難しい表現を学ぶのではなく，
すでに知っている単語や表現を使って英語の瞬発
力を鍛える「SPRトレーニング」（月～水）と，
身に付けた瞬発力を腕試しする「対話カラオケ」
（木・金）の 2種類のトレーニングを基本に 5日

間を構成している。表現力豊かなネイティブ講師
の指導により，実際に会話している気分になれる
と好評。NHK英語グランドデザインによるレベ
ル分け（A0からC2まで 7段階）では，A2に位置
づけられる。／講師：スティーブ・ソレイシィ（英
語講師）／出演：ジェニー・スキッドモア／テキ
スト発行／青少年・教育番組部，NED
『英語で読む村上春樹』

日　23:00～23:30
再土　12:10～12:40

　第 1回13.4.7，最終回17.4.2／40を超える言語に
翻訳され，世界中で愛読されている作家・村上春
樹。日本国内でも，世界の人々がどのように村上
作品を読んでいるのか知りたいという人は多い。
その作品の英訳版を原文と比較しながら読み解
き，新たな魅力を発見する講座番組。英訳と日本
語原文の朗読だけでなく，フレーズの内容の読解，
分析も行った。毎月末には，作品に魅せられた作
家や書評家，映画監督などのインタビューを放送
し，好評を得た。作品は『カンガルー日和』『パ
ン屋再襲撃』ほか。／講師：辛島デイヴィッド（早
稲田大学講師）／出演：秀島史香／英語朗読：コ
リン・スティントン，エリン・ハンター／日本語
朗読：古谷敏郎・高山哲哉・中川緑アナほか／テ
キスト発行／青少年・教育番組部，NED
『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』

月～金　 9:10～ 9:15
再月～金　23:10～23:15

再土　 9:05～ 9:30（ 5 本），
16:30～16:55（ 5 本）

　第 1回14.3.31／日本人に足りないと言われる英
語のインプット量を増やすため，中学レベルの簡
単な英語で書かれたストーリーを聞き取るだけの
番組として放送を開始した。日本の紀行や落語の
リメイク，昔話，そして本格ミステリーなど曜日
ごとにテーマを変え，リスナーを飽きさせないよ
うに工夫した。番組では英語解説を一切行わず，
テキストにも日本語訳を掲載しないで，英語を英
語のまま理解する感覚を養うことに徹底した。／
出演：肘井美佳／監修：ダニエル・スチュワート
／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『音で訪ねる　ニッポン時空旅』

日　 8:00～ 8:30
再日　19:00～19:30

　第 1 回15.4.5／日本各地の祭りや民謡などの貴
重な録音を掘り起こし，時空を越えた空想の旅を
楽しむ番組。毎回「茶」「おらしょ」など旅のテ
ーマを設定。主にワールドミュージックの分野の
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ゲストを迎え，民俗学の解説を交えて自由なトー
クを楽しむ演出で放送。 6月からストリーミング
を開始。／司会：永野宗典・本多力（ヨーロッパ
企画）／解説：島添貴美子（富山大学准教授）／
文化・福祉番組部，NED
『お話でてこい』

月～水　 9:30～ 9:45
　第 1回54.11.8／古今東西の昔話や名作童話を一
流の語り手の「お話」でつづる。オリジナルの音
楽と効果音を織り込み，物語をイメージ豊かに子
どもたちに伝えた。なお，月曜は年少向け，火曜
は年中向け，水曜は年長向けのお話を放送した。
／語り：佐野浅夫，香椎くに子ほか／青少年・教
育番組部，NED
『カルチャーラジオ』

月～土　20:30～21:00
日　　20:00～21:00

再月～土　10:00～10:30
再日　　10:00～11:00

　第 1回01.4.2／『NHKカルチャーアワー』を09
年に改題／中高年層を対象に，多様化する知的欲
求に応える教養番組。
　「NHKラジオアーカイブス」　月／第 1 回
11.4.4／NHKのアーカイブスに保存されている著
名な作家の録音を作品と共に紹介。16年度は野坂
昭如，幸田露伴，江藤淳，小田実，井上ひさし等
の作家そして高村光太郎，サトウハチロー等の詩
人と共に笠智衆，東山千栄子，杉村春子等の俳優
たちも取り上げた。
　「歴史再発見」　火／第 1回05.4.5／日本およ
び世界の興味深い歴史を 3か月にわたりじっくり
と紹介。16年度は「アフリカ現代史」（フリージ
ャーナリスト・松本仁一），「江戸期を生きた女表
現者たち」（女性史研究家・柴桂子）ほかを取り
上げた。
　「芸術その魅力」　水／第 1回07.4.4／音楽，
演劇，映画など芸術の分野を幅広く紹介。16年度
は「ボサノバとブラジルの心」（共立女子大学准
教授・福嶋伸洋），「富士山と日本人の心」（東京
国立博物館・山下善也）ほかを取り上げた。
　「文学の世界」　木／第 1回07.4.7／古今東西
の名作を作者の生きざまと共に紹介。16年度は
「マーク･トウェインの冒険」（早稲田大学教授・
石原剛），「鴨長明と方丈記」（成蹊大学名誉教授・
浅見和彦）ほかを取り上げた。
　「科学と人間」　金／第 1回14.4.4／科学分野
のホットな話題を分かりやすく紹介。16年度は
「宇宙に生命はいるのか」（東京工業大学教授・

井田茂），「漱石、近代科学と出会う」（早稲田大
学教授・小山慶太）ほかを取り上げた。
　「漢詩をよむ」　土／第 1回08.4.5／中国の悠
久の歴史の中で育まれてきた漢詩を重厚な朗読と
分かりやすい解説により，身近なものとして親し
み楽しんでもらう番組。16年度は「中国山水詩の
世界」と題し，中国の四季折々の美しい自然を詠
んだ李白，白居易等の名詩を鑑賞。／解説：国学
院大学学長・赤井益久／朗読：加賀美幸子
　「日曜カルチャー」　日／第 1回11.4.17／ 1 時
間のフリー枠で，聴取者の関心を引く幅広いホッ
トなテーマを深く掘り下げ紹介。16年度は「国際
社会のなかの日本」（千葉大学教授・酒井啓子ほ
か），「ヒョウタンのきた道」（東京農業大学名誉
教授・湯浅浩史）等を取り上げた。／文化・福祉
番組部，NED
『基礎英語1』

月～金　 6:00～ 6:15
再月～金　18:45～19:00，21:00～21:15

　第 1回05.4.4／中学 1年生程度のレベルで，初心
者が楽しく基礎固めできる講座。英語を実際にさ
まざまな場面で使えることを目指す「CAN-DO」
を番組の中心に据えた。リズムに乗せて発音する
コーナーで「声に出して学ぶ」ことも重視。学習の
核となるストーリーは，中学 1年生の紗矢の家族
と，アメリカから引っ越してきたジェイク一家との
物語。／講師：田中敦英（桐朋中学校・高等学校
教諭）／出演：アダム・ジョイス，ローザ・タチ
バナ／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『基礎英語2』

月～金　 6:15～ 6:30
再月～金　19:00～19:15，21:15～21:30

　第 1回05.4.4／中学 2年生程度のレベルで英語
を学ぶ番組。英語を実際のさまざな場面で使える
ことを目指す「CAN-DO」を軸に，リスニング力
養成を目的に2日で 1レッスンという番組構成を採
用した。ストーリーの舞台は，日本のとある中学
校。演劇部に所属する遥と友人たちの学校生活や
友情，恋を描く。／講師：西垣知佳子（千葉大学
教授）／出演：クリス・ネルソン，サマンサ・マ
リー／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『基礎英語3』

月～金　 6:30～ 6:45
再月～金　19:15～19:30，21:30～21:45

　第 1回08.3.31／中学校英語を完成させるととも
に，「英語を学び直したい」大人のニーズにも応え
る講座。英語を単に覚えるだけでなく，実際にさ
まざまな場面で使えることを目指す「CAN-DO」
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を番組の柱とした。遠すぎない未来の東京を舞台
に，ちょっと気が弱いけど明るいユキチと，にぎ
やかなフクシマ・ファミリーの日常を楽しく描いた。
／講師：投野由紀夫（東京外国語大学大学院教授）
／出演：サイラス・望・セスナ，ダニエル・ツミ
タ／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『攻略！英語リスニング』

土・日　12:40～12:55
再日　9:30～10:00，22:30～23:00

再月・火　22:15～22:30
　第 1回11.4.2，最終回17.4.2／中・上級者向けの
リスニングトレーニング番組。 1分30秒から 2分
の長文英語を，2日間かけて徹底的に聞き取る。
意味内容の把握だけでなく，シャドウイングなど
の音声トレーニングを加味することにより，総合
的な英語力の増強を図った。教材にした英文は番
組のための書き下ろし。身の回りの出来事，歴史，
芸術，科学など多岐にわたるテーマ設定で，学ぶ
楽しさを共有できるとして聴取者に好評。NHK英
語グランドデザインによるレベル分け（A0からC2
まで 7段階）では，B2に位置づけられる。／講師：
柴原智幸（神田外語大学専任講師・放送通訳者）
／英文執筆：ベンジャミン・ウッドワード，ロー
ワン・フーパー（毎月最終週サイエンス回担当）
／英文朗読：クリス・ウェルズ，キャロリン・ミ
ラー／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『こころをよむ』

日　 6:45～ 7:25
再日　13:20～14:00

　第 1回85.4.7／文学・哲学・宗教学といった各分
野の第一人者が，現代社会における老い・家族・
環境など，さまざまな問題を考察し，よりよい未
来を構築するための心の在り方を探る番組。16年
度は「“聞き上手”のレッスン」澤村直樹（心理カ
ウンセラー），「映画監督が描いた現代」佐藤忠男
（映画評論家・日本映画大学学長），「哀

かな

しき恋を
味わう」久保哲司（一橋大学教授），「源氏物語に
学ぶ十三の知恵」島内景二（放送大学教授）を放
送。 6月からストリーミングを開始。／テキスト
発行／文化・福祉番組部，NED
『古典講読』

土　17:00～17:45
再日　 6:00～ 6:45

　第 1 回85.4.6／脈々と語り継がれ，読み継がれ
てきた古典文学の魅力を，重厚な朗読と丁寧な解
説によって味わってもらう番組。16年度は「むか
し語りへのいざない～宇治拾遺物語～」と題し，
鎌倉時代に成立した代表的な説話集『宇治拾遺物

語』全編197話を読み解いた。／解説：伊東玉美
（白百合女子大学教授）／朗読：加賀美幸子／文
化・福祉番組部，NED
『ことば力アップ』

土　21:30～21:45
再水　22:15～22:30
再土　 8:15～ 8:30

　第 1回08.4.5／NHKアナウンサーが，執筆した
テキストと連動しながら，朗読，敬語の使い方，
スピーチ，プレゼンテーション，面接の受け方な
どについて実践的なノウハウを分かりやすく紹介
した。16年度は、新作31本，アンコール20本を放
送。／アナウンス室
『視覚障害ナビ・ラジオ』

日　19:30～20:00
再日　 7:30～ 8:00

　第 1回14.10.5／視覚に障害のある人のための総
合的な情報番組。全盲や弱視の人たちが日々の生
活を豊かに送り，積極的に社会参加するための情
報発信に取り組む。16年度は，ホーム転落問題や
パラリンピックなどの時事的なテーマ，中途視覚
障害者の就労支援など福祉の課題，そして当事者
参画の番組作りを目指した視覚障害者本人による
インタビュー，ラジオドラマなどを放送した。／司
会：石川光太郎，遠田恵子，高山久美子／文化・
福祉番組部
『実践ビジネス英語』

水～金　 9:15～ 9:30
再水～金　12:40～12:55，23:20～23:35

再土　11:00～11:45（ 3 本）
　第 1回02.4.1／08年度から『ビジネス英会話』
を引き継いでスタート。第一線で働くビジネスパ
ーソンが「今」のビジネスの現場で使う英語表現
を伝授する番組。ニューヨークのグローバル企業
を舞台にしたビニエット（ミニドラマ）を基に展
開。ビジネスの常識や最先端の情報を背景に，雑
談できるまでの高度な英語力の獲得を目標とし
た。NHK英語講座番組では，最も高いレベルの英
語学習者を対象とする番組として，安定した評価
を得ている。NHK英語グランドデザインによるレ
ベル分け（A0からC2まで 7段階）では，C1に位
置づけられる。／講師：杉田敏（元プラップジャ
パン代表取締役社長），ヘザー・ハワード（ジャ
ーナリスト）／テキスト発行／青少年・教育番組
部，NED
『社会福祉セミナー』 土　19:00～19:25

再日　12:15～12:40
　第 1回93.4.10／社会福祉における「基本概念」
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「各分野論」「介護の役割・方法」「現状と課題」「福
祉の歴史」などのテーマを，年ごとの制度の変化
に応じ専門家が解説，著名人・有識者の福祉観や
活動も紹介した。 6月からストリーミングを開始
した。／テキスト発行／文化・福祉番組部，NED
『宗教の時間』

日　 8:30～ 9:00
再日　18:30～19:00

　第 1 回52.1.4／宗教によって示された人の生き
方，宗教的な体験，経典や聖典の解説など，さま
ざまな角度から宗教に関する話題を取り上げるイ
ンタビュー番組。月 1回のシリーズ枠は，12回シ
リーズ「日蓮聖人からの手紙」（講師：北川前肇・
立正大学教授）を放送した。／文化・福祉番組部
『入門ビジネス英語』

月・火　 9:15～ 9:30
再月・火　12:40～12:55，23:20～23:35

再土　10:30～11:00（ 2 本）
　第 1回08.3.31／日常会話をビジネスで使える英
語にレベルアップすることを目指す番組。前期に
新作を放送し，後期にそれを再放送した。「自信
をつけるビジネス英語」をテーマとして，英米な
どを母国とするネイティブスピーカーだけでな
く，世界のビジネス現場で使われるさまざまな背
景を持つ人の英語に注目した。銀行員として長期
間海外勤務を経験した講師が伝授する，生きたビ
ジネスフレーズが実際に現場で役に立つとビジネ
スパーソンから好評を博した。NHK英語グラン
ドデザインによるレベル分け（A0からC2まで 7
段階）では，B1に位置づけられる。／講師：柴
田真一（目白大学教授）／出演：リンジー・ウェ
ルズ／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『文化講演会』

日　21:00～22:00
再土　 6:00～ 7:00

　第 1 回76.4.25（R1），80.4.11（R2）／日本各地
で開催される多様な講演会の中から，伝えたい内
容を厳選し，紹介する番組。16年度は「ロボット
と未来社会」石黒浩（大阪大学教授），「ゴリラの
ように泰然自若」山極壽一（京都大学総長），「ア
ニメ監督が語る“仕事力”」富野由悠季（アニメ
ーション監督），「歌舞伎を旅する！」木ノ下裕一
（劇団木ノ下歌舞伎主宰），「人生、生き直す道を
考える」柳田邦男（ノンフィクション作家・評論
家）などを放送した。 6月からストリーミングを
開始。／文化・福祉番組部，NED

『ポルトガル語ステップアップ　音楽とパーティ
ーの街　リオデジャネイロ』

土　18:45～19:00
再月　 0:20～ 0:35

　第 1 回13.10.5，最終回17.4.1／ブラジル・リオ
デジャネイロの若者たちの会話をイメージしたス
キットを使い，ポルトガル語のより実践的な表現
を目指す講座。毎回，ブラジルの音楽や食，社会
状況も紹介した。／講師：福嶋伸洋（共立女子大
学准教授）／出演：コスタ・マルシ，ロベルト・
マクスウェル／テキスト発行／青少年・教育番組
部，NED
『ポルトガル語入門　リオデジャネイロ　夢の
日々』

土　18:30～18:45
再土　 8:50～ 9:05

　第 1 回15.4.4／ブラジルで話されているポルト
ガル語を学習。実際によく使われる表現を基に，
毎回例文を発音しながら体にしみこませる学習を
行った。（15年度の再放送）／講師：福嶋伸洋（共
立女子大学准教授）／出演：エウニッセ・スエナ
ガ，ロベルト・マクスウェル／テキスト発行／青
少年・教育番組部，NED
『まいにちイタリア語』

月～金　 7:45～ 8:00
再月～金　11:15～11:30，16:45～17:00

　第 1 回90.4.2／前期の入門編（月～水）は
「Ciao Italiano！イタリア語へようこそ！」，講師：
白崎容子（元慶応義塾大学教授），出演：マッテオ・
インゼオ，インマ・ロマーノ。／ 4～ 6月の応用
編（木・金）は「イタリア語☆翻訳工房」，講師：
花本知子（京都外国語大学准教授），アンナ・マ
リア・マッツォーネ，アリーチェ・セッテンブリ
ーニ。／ 7～ 9月の応用編（木・金）は「キモチ
で再発見！イタリア語文法」，講師：花本知子（京
都外国語大学准教授），マッテオ・インゼオ，エヴ
ァ・カンベッダ。（14年度の再放送）／後期の入門
編（月～水）は「 2歩目からのイタリア語」，講師：
中矢慎子（国立音楽大学講師），出演：アンドレア・
フィオレッティ，アリーチェ・セッテンブリーニ。
（15年度の再放送）／10～12月の応用編（木・金）
は「古代ローマ幻想散歩」，講師：中矢慎子（国
立音楽大学講師），マルコ・ビオンディ（東京大
学講師）。／ 1～ 3月の応用編（木・金）は「ニ
ッポンを話そう」，講師：彌勒忠史（カウンターテ
ナー），出演：ルチアーナ・ギッツォーニ。（14年
度の再放送）／テキスト発行／青少年・教育番組
部，NED
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『まいにちスペイン語』
月～金　 7:15～ 7:30

再月～金　11:45～12:00，14:45～15:00
　第 1回56.4.1／前期の入門編（月～水）は「人生
は旅！」，講師：高垣敏博（東京外国語大学名誉
教授），出演：ソニア・デル・カンポ（スペイン
語講師・スペイン出身），フランシスコ・パルテ
ィーダ（スペイン語講師・メキシコ出身）。／前
期の応用編（木・金）は「スペイン語で味わうJ
文学」，講師：福嶌教隆（神戸市外国語大学教授），
出演：エレナ・ガジェゴ（上智大学准教授）。（15
年度の再放送）／後期の入門編（月～水）は「ス
ペイン語のジムにようこそ！」，講師：菅原昭江
（慶応義塾大学助教），出演：パロマ・トレナード・
デアン，フリオ・ビジョリア。（15年度の再放送）
／後期の中級編（木・金）は「ステップアップ文
法講座Un paso mas」，講師：菊田和佳子（神奈
川大学准教授），出演：アルトゥーロ・バロン（神
奈川大学准教授）。／テキスト発行／青少年・教
育番組部，NED
『まいにち中国語』

月～金　 8:15～ 8:30
再月～金　22:30～22:45

再日　11:00～12:15（ 5 本）
　第 1 回56.11.4／ 4 ～ 9 月は新作「ゼロから学
ぶ！“おもてなし”中国語」，講師：陳淑梅（東
京工科大学教授），出演：呉志剛，盧思。／10～
3 月は「大陸くんの留学日記」，講師：豊嶋裕子
（東海大学教授），出演：李軼倫，李茜。（15年度
の再放送）／テキスト発行／青少年・教育番組部，
NED
『まいにちドイツ語』

月～金　 7:00～ 7:15
再月～金　11:30～11:45，15:15～15:30

　第 1 回52.9.1／前期の入門編（月～水）は「ケ
イと双子のライオン」，講師：秋野有紀（独協大
学講師），マルコ・ラインデル（独協大学講師），
出演：ナディーン・カチュマレク。／応用編（木・
金）は「ドイツ人が見たい日本」，講師：山本淳
（独協大学教授），出演：アンゲリカ・ヴェルナー，
トーマス・マイヤー。（15年度の再放送）／後期
の入門編（月～水）は「Kompass2」，講師：中
山純（慶応義塾大学教授），ハンス・ヨアヒム・
クナウプ（慶応義塾大学教授），出演：ズザンネ・
シュテフェン。（15年度の再放送）／応用編（木・
金）10～12月は「ドイツ語発見の旅」，講師：田
中雅敏（東洋大学准教授），出演：ディアナ・バ
イヤー。 1～ 3月は「鷗外の見たドイツ」，講師：

美留町義雄（大東文化大学教授），出演：ディアナ・
バイヤー。／テキスト発行／青少年・教育番組部，
NED
『まいにちハングル講座』

月～金　 8:00～ 8:15
再月～金　13:20～13:35

再日　14:30～15:45（ 5 本）
　第 1回84.4.2／ 4 ～ 9月は新作「すっきり！しっ
かり！おもてなし“ハングル”」，講師：兼若逸之
（元東京女子大学教授），出演：ソ・ウナ，カン・
スンフン。／10～ 3月は「シンプルに学ぼう！ま
る覚えハングル」，講師：チャン･ウニョン（東京
大学講師），出演：クァク・ソンヨン，ジョン･ヨ
ンビン，イー・チュンギュン。（15年度の再放送）
／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『まいにちフランス語』

月～金　 7:30～ 7:45
再月～金　11:00～11:15，14:30～14:45

　第 1回52.4.14／前期の入門編（月～水）は新作
「〈つながる〉フランス語」，講師：倉舘健一（慶
応義塾大学講師），クロエ・ヴィアート（慶応義塾
大学講師）。後期の初級編は「もっと話せるフラン
ス語～文法より実践練習 2」，講師：大木充（京
都大学名誉教授），出演：ジャニック・マーニュ（共
立女子大学教授），ジャン＝フランソワ・グラヅィ
アニ（大阪大学特任准教授）。／応用編（木・金）
4～ 6月は「ニュースで知りたいフランス文化」，
講師：井上美穂（上智大学講師），出演：ヴァン
サン・デュレンベルジェ（慶応義塾大学講師）。 7
～ 9月は「ニュースで学ぶフランス語」，講師：井
上美穂（上智大学講師），出演：ブルーノ・ペー
ロン（上智大学准教授）。10～12月は新作「イン
タビューで広がるフランス語の世界」，講師：井上
櫻子（慶応義塾大学准教授），ヴァンサン・ブラ
ンクール（慶応義塾大学訪問准教授）。 1～ 3月
は「ガストロノミー・フランセーズ　食を語り、
愛を語る」，講師：芳野まい（東京成徳大学准教
授），出演：ヴァンサン・デュレンベルジェ（慶応
義塾大学講師）。／テキスト発行／青少年・教育
番組部，NED
『まいにちロシア語』

月～金　 8:50～ 9:05
再月～金　15:30～15:45，16:30～16:45

　第 1回56.11.4／前期の入門編（月～水）は「千
里の道も一歩から」，講師：オレーグ・ヴィソーチ
ン（関東国際高等学校講師），出演：いちのへ有里。
応用編（木・金）は「ロシア語大好き！12の扉」，
講師：八島雅彦（慶応義塾大学非常勤講師），出演：



第
4
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
解
説

第４部　NHKの番組解説   ｜ラジオ第２：定時番組

487 NHK年鑑’17

河合エフゲーニャ。（14年度の再放送）／後期の
入門編は「サバイバルロシア語」，講師：臼山利信
（筑波大学教授），出演：狩野エレーナ，ヴァフロ
メーエフ・アナトリー。（15年度の再放送）／応用
編（木・金）は「ロシア縦断紀行」，講師：鳥山祐
介（千葉大学准教授），出演：エカテリーナ・コム
コーヴァ。／テキスト発行／青少年・教育番組部，
NED
『名曲スケッチ』

R2 　月～金　13:50～14:00
土・日　13:10～13:20

FM　火～土　 0:50～ 1:00
　第 1 回93.4.9／テレビ番組『名曲アルバム』の
音楽 2曲で構成する10分間のミニ番組。近年の音
源から新作を20本制作した。／音楽・伝統芸能番
組部
『名曲の小箱』

R2　土　13:50～13:55，16:55～17:00
日　　 7:25～ 7:30

FM　月～日　 5:50～ 5:55
土　　22:50～22:55

　第 1 回84.4.2／テレビ番組『名曲アルバム』の
音楽による 5分間のミニ番組。／音楽・伝統芸能
番組部
『ラジオ英会話』

月～金　 6:45～ 7:00
再月～金　12:25～12:40，15:45～16:00，

21:45～22:00
再土　11:45～12:00

再日　16:30～17:45（ 5 本）
　第 1回08.3.31／現在の英語力をもう一歩前進さ
せたい，もっと本格的に英会話に取り組みたいと
いう人が，楽しみながら学習できるようプログラ
ムされた総合的な英語講座番組。16年度は講師都
合により11月は14年 7 月の内容を再放送，12～ 2
月は過去の講座から再構成して放送。 3月から新
作の放送を再開した。NHK英語グランドデザイ
ンによるレベル分け（A0からC2まで 7段階）で
は，B1に位置づけられる。／講師：遠山顕（コミ
ュニカ代表）／パートナー：ケイティ・アドラー，
ジェフ・マニング／テキスト発行／青少年・教育
番組部，NED
『ラジオ　仕事学のすすめ』

木・金　22:15～22:30
再木・金　 9:30～ 9:45

再日　9:00～9:30，22:00～22:30
　第 1 回15.4.2／新しい時代の働き方のヒントと
なる思考や発想方法を紹介するトーク番組。10～

13年Eテレ『仕事学のすすめ』を新たにラジオ用
にリメイクして放送。姜尚中氏、建築家の安藤忠
雄氏、脚本家の小山薫堂氏等に加え， 8～ 9月は
新作としてビジネスコンサルタントの山崎将志氏
が出演。ゲストに高田明氏らを招き，ビジネス展
開での新しいヒントがどこにあるのか，より実践
で役立つテーマを取り上げ放送。／文化・福祉番
組部，NED
『レベルアップ　中国語』

月～金　10:30～10:45
再月～金　22:45～23:00

　第 1回12.4.2／ 4 ～ 6 月は「つかみの中国語」，
講師：加藤徹（明治大学教授），出演：魯大鳴，
李洵。（15年度の再放送）／ 7～ 9月は「より広く！
より深く！違いがわかる中国語」，講師：李軼倫（東
京外国語大学非常勤講師），出演：劉セイラ。（15
年度の再放送）／10～12月は新作「相手に届く中
国語」，講師：呉志剛（早稲田大学非常勤講師），
出演：容文育。／ 1～ 3月は新作「伝えてみよう
“おもてなし”中国語」，講師：加藤徹（明治大学
教授），出演：魯大鳴，李洵。／テキスト発行／
青少年・教育番組部，NED
『レベルアップ　ハングル講座』

月～金　10:45～11:00
再月～金　13:35～13:50，22:00～22:15

　第 1回12.4.2／ 4 ～ 6 月は「パターン別会話集
で表現力アップ！」，講師：中島仁（東海大学准
教授），出演：キム・ナムン，イー・チュンギュン。
（15年度の再放送）／ 7～ 9月は「違いを楽しむ
コミュニケーション術」，講師：オ・ヘギョン（国
際基督教大学講師），出演：ウォン・スニョン，
eP（イーピ）。（15年度の再放送）／10～12月は新
作「声に出して読みたい、10の物語」，講師：イ・
テムン（デジタルハリウッド大学客員教授），出演：
ウォン・スニョン。／ 1～ 3月は新作「心が通う
“おもてなし”会話」，講師：阪堂千津子（東京外
国語大学講師），出演：パク・チョンホン，イ・ミ
ンジョン。／テキスト発行／青少年・教育番組部，
NED
『朗読』

月～金　 9:45～10:00
再土　　22:25～23:40

　第 1回62.4.4／16年度は，漱石没後100年という
ことで，“100年”をキーワードに「漱石・海舟・
耕筰　百年の“思い”」（夏目漱石・百年の予言，
勝海舟・百年の憂い，山田耕筰・百年の調べ）（全
20回）でスタート。以降，谷崎潤一郎没後50年を
経て「蓼喰う虫」（全30回）。「太宰治短編作品集
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『二十世紀旗手』『新郎』『小さいアルバム』『清
貧譚』『令嬢アユ』『十二月八日』『雪の夜の話』『作
家の手帖』『佳日』」（全20回）。「林芙美子短編作
品集『清貧の書』『吹雪』『夜猿』ほか」（全15回）。
「国語の教科書で読んだ海外の名作短編『二十年
後』『最後の一葉（オー・ヘンリー）』『少年の日
の思い出（ヘルマン・へッセ）』『藤野先生（魯
迅）』『首飾り（モーパッサン）』」（全10回）。「永
井荷風　断腸亭日乗」（全20回）。「高見順の敗戦
日記より」（全20回）。「夏目漱石　坊っちゃん」（全
25回）。没後50年を経た「江戸川乱歩　パノラマ
島奇談」（全20回）。「芥川龍之介随筆集」（全20回）。
「芥川龍之介短編作品集」（全 5回）。年末年始朗
読特集として，バーネットの最高傑作と言われる
「秘密の花園」を全 4回にわたって放送（90分×
4本）した。／文化・福祉番組部，NED
『私の日本語辞典』

土　21:00～21:30
再土　15:10～15:40

　第 1回92.4.12（R1）／言葉の専門家だけでなく，
さまざまなジャンルで活躍する人を招き，自身の
人生を振り返りながら日本の文化や言葉について
考えるとともに，日本語を多面的に捉えて語って
もらう番組。／「インターネット検索にみる現代
日本語」荻野綱男（日本大学教授），「和書作り事
始め」中村康夫（国文学研究資料館名誉教授），
「新語・流行語の現在」米川明彦（梅花女子大学
教授），「平安の音楽家たち」磯水絵（二松学舎大
学副学長）／文化・福祉番組部，NED
『ワンポイント・ニュースで英会話』

月～金　13:15～13:20
再月～金　15:10～15:15，23:15～23:20

再土　 7:50～ 8:15（ 5 本），
22:00～22:25（ 5 本）

　第 1回09.3.30／Eテレの『ニュースで英会話』
の連動番組。主に前週に放送されたNHKワール
ドの『英語ニュース』を教材に使い，ニュース英
語を理解するポイントと，使える英語表現をクイ
ズ形式で提示。ニュースを理解するために必要な
ボキャブラリーを増やすことを目標とした。／講
師：伊藤サム（元ジャパンタイムズ編集局長），
鳥飼玖美子（立教大学名誉教授）／ナレーター：
亀井・シーナ・佐代子／青少年・教育番組部，
NED

ラジオ第 2：特集番組
『伝えたい！私の高校生活「定時制・通信制高校
生の青春メッセージ」』

12.26～27／19:30～20:30
　11月に行われた「第64回全国高等学校定時制通
信制生徒生活体験発表大会」のもようを収録し，
文部科学大臣賞やNHK会長賞など，各賞に入賞
した14人の生活体験発表を 2回シリーズで紹介し
た。／青少年・教育番組部，NED
『ニュースで英会話　新春スペシャル「2017年
を英語で大予測！」』

1. 1／18:30～19:30
再 1. 2／11:00～12:00

　Eテレ，R2の定時番組『ニュースで英会話』の
年始スペシャル版。街頭インタビューで最も関心
度の高かった「トランプ大統領就任」「イギリス
EU離脱の影響」について，関連する英語表現や
背景解説を交えて展望した。また，遠藤周作の原
作をアメリカの巨匠・スコセッシ監督が映画化し
た話題作「沈黙-サイレンス-」を紹介，監督の会
見や俳優・イッセー尾形さんの撮影秘話を紹介し
た。さらに「STAR WARS」シリーズのVFXチ
ームを率いるCGアーティスト・成田昌隆さんを
スタジオに招き，英語で夢をつかむ術

すべ

を聞いた。
／出演：吉竹史，鳥飼玖美子（立教大学名誉教授），
伊藤サム（元ジャパンタイムズ編集局長），トッ
ド・ルシンスキー，岡部徹（元NHK解説委員），
成田昌隆（CGアーティスト）ほか／青少年・教
育番組部，NED
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F　M　放　送

FM：定時番組
『AKB48の “私たちの物語”』

（隔週）金　22:00～22:45
　第 1回11.4.15／AKB48グループのメンバーが，
リスナーから送られたストーリーやキーワード，
メンバー自身の実際の体験などから作られたスト
ーリーを演じるラジオドラマ。毎回 3～ 5人のメ
ンバーと山寺宏一が，ラジオドラマならではの自
由で奇想天外なストーリーを演じた。／出演：
AKB48グループ，山寺宏一／エンターテインメ
ント番組部，NEP
『DJクラシック』

金　21:10～22:00
　第 1 回12.4.6／第一線で活躍するクラシック界
のアーティストたちが週替わりで登場するDJ番
組。／DJ：（第 1週）錦織健（オペラ歌手），（第
2週）首藤康之（バレエダンサー），（第 3週）千
住真理子（バイオリニスト），（第 4週）広上淳一
（指揮者）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『FMシアター』

土　22:00～22:50
　第 1 回85.4.6／現代性と作家性を軸に，クオリ
ティーの高いオーディオドラマ作品を制作。時代
の抱える問題をテーマとして取り組み，聴取者に
高い作品性と感動を与えられる聞き応えのある単
発ドラマである。／ドラマ番組部
『Masayuki Suzuki Radio Show GOOD 
VIBRATION』

（最終）月　23:00～ 0:00
　第 1回15.4.27／多彩な歌の世界を表現してきた
シンガー・鈴木雅之が，自身の音楽遍歴のルーツ
探索をしながら，洋邦の名曲を紹介していく，ち
ょっとレトロな雰囲気のラジオ・ショー。／出演：
鈴木雅之／エンターテインメント番組部，NEP
『MISIA　星空のラジオ』

（最終週を除く）火　23:00～ 0:00
再火　10:00～11:00

　第 1 回15.3.31／実力派シンガーのMISIAがDJ
を務め，16年度で 2年目となった。MISIAの楽
曲や世界中の音楽を紹介。また，ゲストを招いて
のトークやスタジオライブなども行った。／出演：
MISIA／エンターテインメント番組部

『N響演奏会』
（月 1回）土　18:00～20:15

　第 1 回04.9.19／年に 9回，N響定期公演Aプロ
グラムを生放送で紹介。プログラムにちなんだ話
題や選曲で構成した。／司会：大林奈津子／音楽・
伝統芸能番組部
『N響　ザ・レジェンド』

土　19:20～21:00
　第 1 回15.4.4／過去60年分，約5,000曲のN響演
奏会音源を蔵出し放送するアーカイブス番組。ロ
ーゼンストックやスウィトナー，サヴァリッシュ
といったN響ゆかりの名指揮者たちによる貴重な
演奏を，リスナーのリクエストにも応えながら放
送した。／案内：池辺晋一郎，岡本由季／音楽・
伝統芸能番組部
『THE ALFEE　終わらない夢』

（最終週を除く）水　23:00～ 0:00
再水　10:00～11:00

　第 1回13.4.3／THE ALFEEが「夢」をテーマ
に届ける番組。全国のリスナーと人生を楽しく過
ごすためのヒントを語り合っていく。深夜ラジオ
に親しんだ世代をターゲットに，インターネット
ラジオ「らじる★らじる」の周知宣伝にも力を入
れた。／出演：THE ALFEE／エンターテインメ
ント番組部，NEP
『アニソン・アカデミー』

土　14:00～16:00
　第 1 回13.4.6／アニソンレギュラー番組。リス
ナーからのリクエストを中心に，幅広い世代に親
しまれるアニソンを紹介した。／DJ：中川翔子，
あべあきら／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ウィークエンドサンシャイン』

土　 7:20～ 9:00
　第 1回99.4.3／ブロードキャスター，ピーター・
バラカンのナビゲートで送る，ウィークエンド・
ミュージックマガジン。独特の嗅覚とこだわりの
哲学でセレクトしたグッドサウンドとワールドワ
イドな音楽情報を伝えた。／DJ：ピーター・バ
ラカン／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『岡田惠和　今宵、ロックバーで～ドラマな人々
の音楽談議～』

FM 　土　18:00～18:50
R1　再火　20:05～20:55

　第 1回11.3.28／『連続テレビ小説』の「ちゅら
さん」や「おひさま」などで知られる脚本家の岡
田惠和が，親しい俳優やクリエイターをゲストに
迎え，自分たちの青春を彩った音楽とその時代に
ついて語り合う番組。堅苦しい専門知識や音楽情
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報ではなく，リラックスしたトークで音楽との関
わりを語った。／出演：岡田惠和／ゲスト：檀ふ
み，麻生久美子，小林武史，寺脇康文，林遣都，
木村佳乃ほか／エンターテインメント番組部，
NEP
『音の風景』

FM　月～木，日  　　　　　15:55～16:00
金  　　　　　　　　 9:55～10:00
土  　　　　　　　　22:55～23:00
日  　　　　　　　　20:55～21:00

R2　 月～日  　　　　　　　16:20～16:25
月～金　12:55～13:00，23:35～23:40
土　　13:55～14:00，19:25～19:30

　第 1 回85.4.1／日本各地や海外のさまざまな風
景を取材し「音」と「ナレーション」で構成する
音紀行。初回の「代々木公園」から数えて制作本
数は1,400本を超え，放送開始から32年を迎えた。
自然・生活・伝統・行事・乗り物などさまざまな
角度から番組を取り上げ，想像力をかきたてる
「音の魅力」を伝えるとともに，「時代の響き」
を記録し続けている。／語り：中川緑アナ／音響
デザイン部

2016年度『音の風景』制作一覧（40本）

『オペラ・ファンタスティカ』
金　14:00～18:00

　第 1 回12.4.6／金曜午後にオペラを専門に取り
上げる長時間番組。海外の放送局などの提供音源
や国内収録した上演，CDの名録音を紹介した。

全国のオペラ・ファンはもちろん，入門者やオペ
ラに興味や憧れを抱く主婦層に向け，ノーカット
で放送した。／案内：奥田佳道，室田尚子，有田
栄ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『音楽ガハハ』　新

（最終）水　23:00～ 0:00
再水　10:00～11:00

　第 1回16.4.27／今注目の音楽界＆お笑い界のく
せ者 3人が集結。先の読めない爆笑トーク，高い
音楽性を持った音楽実験企画や即興演奏など，独
自の切り口で「音楽」と「笑い」の融合を試み
た。／出演：マキタスポーツ，レキシ，やついい
ちろう／エンターテインメント番組，NEP
『音楽遊覧飛行』

月～木　 9:20～10:00
再月～木　16:00～16:40

　第 1回12.4.2／仕事や家事の合間のひとときに，
現実のけん騒から離れてリフレッシュできるよう
な癒やし系の音楽番組。週替わりのパーソナリテ
ィーが，さまざまなシーンをほうふつとさせる音
楽や，地域や文化に根ざした音楽を紹介した。／
パーソナリティー：榊原広子（歌手），吉村喜彦
（作家），サラーム海上（よろずエキゾ風物ライ
ター），紺野美沙子（俳優）／音楽・伝統芸能番
組部，NEP
『歌謡スクランブル』

月～土　13:00～14:00
　第 1 回90.4.2／演歌，歌謡曲から最新のポップ
スまで，多様なジャンルの曲を週替わりのテーマ
で構成するディスクジョッキー番組。／DJ：逢
地真理子，深沢彩子（隔週担当）／エンターテイ
ンメント番組部，NEP
『きらクラ！』

日　14:00～15:55
再月　 7:25～ 9:20

　第 1回12.4.8／「クラシックに興味はあるけど，
ちょっと難しそうで…」というリスナーを対象
に，パーソナリティーの肩の凝らないおしゃべり
と，リスナーからのお便りによるさまざまな企画
コーナーで構成するクラシック・バラエティー番
組。／パーソナリティー：ふかわりょう，遠藤真
理／音楽・伝統芸能番組部
『クラシックカフェ』

月～木　14:00～15:55
再火～金　 7:25～ 9:20

　第 1 回08.3.31／クラシックの多彩な名曲をCD
で紹介する番組。／案内：貞平麻衣子，粕谷紘世
／音楽・伝統芸能番組部，NEP
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『クラシックの迷宮』
土　21:00～22:00

再月　10:00～11:00
　第 1回13.1.12／音楽評論家・片山杜秀の独創的
な切り口でクラシック音楽を楽しむ番組。毎月第
1・ 2週はテーマを自由に設定。第 3週は話題の
新録音紹介。第 4週（最終週）はNHKアーカイ
ブスの希少音源を発掘。／音楽・伝統芸能番組部
『くるり電波』

（最終）火　23:00～ 0:00
再火　10:00～11:00

　第 1回12.4.24／くるりのメンバー 3人が自身の
愛好する音楽を月 1回のペースで届けるラジオプ
ログラム。クラシックからポップスそして民族音
楽まで岸田繁・佐藤征史・ファンファンが自ら選
んだワールドミュージックが番組を彩った。／出
演：くるり／エンターテインメント番組部
『現代の音楽』

日　 8:10～ 9:00
　第 1 回57.4.7／半世紀の歴史を誇る現代音楽の
専門番組。20世紀半ば以降に作られた作品を，解
説の西村が独自の視点で紹介する「シリーズ“21
世紀への潮流”」，注目の公演の収録音源を届ける
「最近の公演から」で構成。／解説：西村朗／音
楽・伝統芸能番組部
『鍵盤のつばさ』　新

（月 1回）土　20:15～21:00
　第 1回16.4.16／作曲家・ピアニストの加藤昌則
が想像力の翼を自由に羽ばたかせ，楽器の王様と
もいわれる鍵盤楽器の魅力をさまざまな切り口で
解き明かす。「気やすく“弾いて”っていうけど
さ！」「お師匠様のおかげです」など，ユニーク
なテーマ設定で放送した。／話：加藤昌則／音楽・
伝統芸能番組部
『古楽の楽しみ』

月～金　 6:00～ 6:55
　第 1回11.3.28／中世・ルネッサンスからバロッ
クまで，アーリーミュージック全般を専門家によ
る解説と共に送る番組。 6人の古楽研究者や演奏
家が解説を担当。金曜はリクエストの回として聴
取者の要望に応えた。／案内：礒山雅，今谷和徳，
関根敏子，鈴木優人，渡邊孝，大塚直哉（リクエ
スト回）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『サウンドクリエイターズ・ファイル』

日　21:00～22:30
　第 1 回10.4.4／J-POPシーンで活躍する人気ア
ーティストやクリエイターを主にマンスリーでゲ
ストに迎え，ルーツとなった音楽や今気になる音

楽などをトークと共に届けた。／エンターテイン
メント番組部，NEP
『ザ・ソウルミュージック』

木　23:00～ 0:00
再木　10:00～11:00

　第 1回99.4.2／根強いファンを持つソウル，R＆
Bなどブラックミュージックを専門的に取り上
げ，ソウルミュージックの魅力を伝えた。また，
リスナー投票による特集など双方向性も高め，よ
りリスナーの満足度を得た。／DJ：オダイジュ
ンコ，村上てつや（月末回のみ）／音楽・伝統芸
能番組部，NEP
『ジャズ・トゥナイト』

土　23:00～ 1:00
　第 1 回05.4.2／過去の名盤はもちろん，ジャズ
界の最新の動きも紹介するジャズ番組。本格的な
ジャズファンも満足できる番組を目指した。有名
ミュージシャンもゲスト出演。／DJ：児山紀芳
／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『吹奏楽のひびき』

日　 7:20～ 8:10
　第 1 回08.4.6／吹奏楽の経験者はもちろん，多
くの音楽ファンに吹奏楽の持つ多様な魅力を紹
介。吹奏楽のためのオリジナルを数多く手がける
若手作曲家の中橋愛

よし

生
お

を進行役に，CDの名盤や
ライブ録音などを放送。16年度は岡山県矢掛町と
香川県宇多津町で公開録音を実施した。／音楽・
伝統芸能番組部
『青春アドベンチャー』

月～金　22:45～23:00
　第 1 回92.4.6／国内や海外の人気エンターテイ
ンメント小説や劇画を原作に，スピーディーでス
リリングな展開の連続ドラマ。その題材は幅広く，
聴取者の主力である若年層の共感を得られるもの
を制作，放送。毎日15分のオーディオスペクタク
ルドラマ。／ドラマ番組部
『世界の快適音楽セレクション』

土　 9:00～11:00
　第 1 回99.4.3／幅広いリスナーをターゲットに
したノンジャンルのイージーリスニング番組。案
内人は「快適音楽」を追求するギター・デュオの
GONTITI（ゴンチチ）の 2人。毎回，ユニーク
なテーマと切り口でさまざまな音楽を紹介した。
／DJ：ゴンチチ（ゴンザレス三上，チチ松村）
／音楽・伝統芸能番組部，NEP
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『セッション2016／2017』
（最終週を除く）日　22:30～23:30

再金　10:00～11:00
　第 1 回78.11.26／ジャズの公開ライブ番組とし
て，コンボからビッグバンドまで，NHKみんな
の広場ふれあいホールから幅広く「今」のジャズ
シーンを伝えた。／司会：濱中博久（フリーアナ
ウンサー）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ソング・アプローチ』

日　18:00～18:50
　第 1回13.4.7，最終回17.4.2／J-POPやロックで
歌われる曲の歌詞にこだわり，朗読を交えて放送
する新機軸のFM音楽番組。／出演：加藤ひさし，
近藤サト／朗読：あおい洋一郎／音楽・伝統芸能
番組部，NEP
『トーキング　ウィズ　松尾堂』

（最終週を除く）日　12:15～14:00
　第 1 回07.10.28／一風変わった書店「松尾堂」
を舞台に繰り広げるトークバラエティー。毎回 2
組の旬なゲストが旬な話題を展開，幅広い層から
支持を得た。店主役の松尾貴史と店員役の加藤紀
子のコンビネーションも聞きどころ。／司会：松
尾貴史，加藤紀子／エンターテインメント番組部
『日曜喫茶室』

（最終）日　12:15～14:00
　第 1回77.4.10，最終回17.3.26／日曜の昼下がり，
コーヒーを飲みながら，音楽とおしゃべりを楽し
むトーク番組として親しまれてきたが，マスター
役・はかま満緒の逝去に伴い，16年度は過去の名
作選を中心に構成し放送した。17年 3 月放送分で
番組を終了。40年の歴史に幕を下ろした。／出演：
（ウエイトレス）小泉裕美子，（ご常連）安野光
雅，池内紀，轡

くつわ

田
だ

隆史，荻野アンナ／テープ出演：
（マスター）はかま満緒／エンターテインメント
番組部
『日本の民謡』

日　11:00～11:50
再月　 5:00～ 5:50

　第 1 回66.4.10，最終回17.4.2／ベテランから気
鋭の若手まで練達の“のど”とインタビューでつ
づる民謡番組。／司会：堀ひろみ（民謡歌手），
加治章（元NHKアナ）／音楽・伝統芸能番組部
『眠れない貴女（あなた）へ』

日　23:30～ 1:00
　第 1 回13.4.7／仕事や子育てに忙しい現代女性
を心に優しい音楽とトークで癒やし，勇気づける
番組。リスナーからのお便りや，お悩み相談など
のコーナーで，自分の部屋にいながらにして，「女

子会」に参加しているような気分に浸れる番組と
した。16年度はゲストを迎えたり，ツインナビゲ
ートの生放送回も増やした。／パーソナリティー：
村山由佳（作家），奥野史子（スポーツコメンテ
ーター）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『能楽鑑賞』

日　 6:00～ 6:55
　第 1回73.4.8，最終回17.4.2／能楽愛好者に向け
て，各流派の代表的な演者による能と狂言の名作
を放送。楽器演奏の加わらない“素謡”として演
じ，そのストレートな味わいを楽しんでもらった。
夏期には「故人をしのんで」「人間国宝に聴く」
を特集した。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局，
NEP，NPN
『弾き語りフォーユー』

月～木　11:00～11:20
再火～金　 5:00～ 5:20

　第 1 回99.4.1／ピアニスト・小原孝の弾き語り
でつづる20分。マンツーマンの語りかけをコンセ
プトとした。リスナーからのお便りやリクエスト
を中心に選曲された名曲をユニークなアレンジで
聴かせた。／公開収録：高知県田野町（6.22），
北海道北見市（11.11）／DJ・ピアノ：小原孝／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ビバ！合唱』

土　 6:00～ 6:55
　第 1 回08.4.6／合唱ファンにとどまらず，全て
の音楽愛好家に合唱の魅力を伝えるコーラス専門
番組。クラシックの名作曲家による合唱曲や名門
合唱団の演奏，日本語の合唱曲など，多様なジャ
ンルを扱った。／解説：大谷研二（合唱指揮者），
鷹羽弘晃（作曲家）／音楽・伝統芸能番組部
『ヒャダインの “ガルポプ！”』

（隔週）金　22:00～22:45
　第 1 回14.4.4／数多くの歌手やアニメ作品に楽
曲を提供する前山田健一（ヒャダイン）がパーソ
ナリティーを務める音楽番組。ここ数年活躍する
“新世代型”女性アイドルやガールズグループの
楽曲に焦点を当てて，ゲストと共にプロデュース
論，ストーリー性，裏方の役割など，幅広い話題
を語り合った。／出演：ヒャダイン（前山田健一）
／ゲスト：コムアイ（水曜日のカンパネラ），生
田絵梨花（乃木坂46），大森靖子，花澤香菜，チ
ャラン・ポ・ランタンほか／エンターテインメン
ト番組部，NEP
『ブラボー！オーケストラ』

日　19:20～20:20
　第 1 回12.4.8／オーケストラ演奏によるクラシ
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ックの名曲を60分のコンパクトサイズで放送する
クラシック入門番組。日本のプロオーケストラに
よるライブ音源を分かりやすい解説を付けて紹介
した。／解説：吉松隆，外山雄三，伊東信宏／音
楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局，NEP
『ベストオブクラシック』

月～金　19:30～21:10
　第 1 回91.4.1／EBU番組素材交換の枠組みを活
用しながら，幅広いジャンルにわたる国内外の一
流の演奏会を一部生放送を含むライブ録音で紹
介。16年度はBSP『クラシック倶楽部』と共同で
全国で 4回の公開録音を実施。ほかにN響定期公
演も年間を通して生放送で紹介した。／音楽・伝
統芸能番組部，大阪局，名古屋局ほか地域放送局，
NEPなど
『邦楽ジョッキー』

金　11:00～11:50
再土　 5:00～ 5:50

　第 1 回85.4.5／歌舞伎俳優・中村隼人が古典芸
能を平易な言葉でプレゼンする。平野レミ（料理
愛好家・シャンソン歌手），西田征史（脚本家・
演出家），城南海（シンガー）など異ジャンルの
達人たちとのトークや音楽も紹介。／音楽・伝統
芸能番組部
『邦楽のひととき』

月～水　11:20～11:50
再火～木　 5:20～ 5:50

　第 1 回85.4.1／邦楽界の中堅・新人の出演で，
邦楽の比較的ポピュラーな演目を中心に放送。／
（月）地唄・箏曲・尺八，（火）長唄，（水）義太
夫・常磐津・清元・新内・古曲など浄瑠璃系の曲
と現代邦楽，（各月最終週）小唄・端唄・うた
沢・琵琶・吟詠・大和楽など／音楽・伝統芸能番
組部，大阪局，名古屋局，広島局，福岡局，仙台
局，札幌局，NPN
『邦楽百番』

土　11:00～11:50
再日　 5:00～ 5:50

　第 1 回73.4.5／邦楽各種目の名曲を，人間国宝
や芸術院会員など第一人者の演奏で放送。邦楽の
代表的名曲が，一流の演奏で味わえる番組。／音
楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局，NPN
『松尾潔のメロウな夜』

（最終週を除く）月　23:00～ 0:00
　第 1 回10.3.31／EXILE，平井堅，JUJUなどの
プロデュースで知られる音楽プロデューサー・松
尾潔がパーソナリティーを務める音楽番組。R＆
Bを中心にメロウな（成熟した大人のための）楽

曲を，松尾の豊富なブラックミュージックの知識
と共に紹介した。／出演：松尾潔／エンターテイ
ンメント番組部，NEP
『ミュージックライン』

月～木　21:10～22:45
　第 1回09.3.30／最新J-POPを，聞きどころやク
リエイターなど詳しい解説と共に届ける音楽番
組。ゲストには，今話題のアーティストが登場。
最新曲を紹介しながら，トークでは制作秘話やプ
ライベートを深掘りして放送した。／DJ：南波
志帆／エンターテインメント番組部
『ミューズノート』

日　17:00～18:00
　第 1回12.4.8／シンガーソングライター・miwa
が，大好きで気になる女性歌手を古今東西から毎
回 1人選び，歌手としての視点，女性としての視
線から紹介した。また，クリスマスイブには，ス
タジオから本人のシークレットライブ特番も放
送。／DJ：miwa／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『名演奏ライブラリー』

日　 9:00～11:00
　第 1 回10.4.4／音楽評論家・満津岡信育による
演奏家に焦点を当てた解説で，クラシック音楽の
名演奏を，主にCD・レコード音源で紹介した。
／音楽・伝統芸能番組部
『ゆうがたパラダイス』　新

月～木　16:40～18:00
　第 1 回16.4.4／10～20代の若者に向けたリスナ
ー参加型音楽バラエティー番組。曜日ごとにアイ
ドル，アニメソング，J-POPやファッションと，
テーマを設定，最新のヒット曲やテーマに沿った
トークを放送した。また，Eメールやインターネ
ットを使い，リスナーとの双方向の交流を盛り込
んだ。 2月11日には公開収録を実施した。／パー
ソナリティー：（月）金田哲，（火）三森すずこ，
（水）津野米咲，（木）高田秋／ラジオセンター
『洋楽グロリアス　デイズ』

日　16:00～17:00
　第 1 回15.4.5／1970年代から80年代にかけてヒ
ットした洋楽ナンバーで満載の音楽専門番組。当
時，青春期を過ごした聴取者の皆さんにとっての
“輝かしい日々＝グロリアス　デイズ”を，音楽
とトークで思い出してもらう。／DJ：片寄明人
／エンターテインメント番組部，NEP
『夜のプレイリスト』

火～土　 0:00～ 0:50 
再月～金　18:00～18:50

　第 1回15.3.31／さまざまなジャンルの著名人が
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週替わりでDJを担当， 5枚の「思い出のアルバ
ム」を持参し，それが人生にどのように関わった
のか，時々の出来事や生きざまなどを交えながら
アルバムの魅力を語る。／DJ：週替わり著名人
／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ライブビート』

（最終）日　22:30～23:30
再金　10:00～11:00

　第 1 回97.4.3／今，最もビビッドなライブ活動
をしているバンドの熱気あふれるスタジオ公開ラ
イブをたっぷりと紹介する番組。月 1回，選

よ

りす
ぐったバンドの音を届けた。／DJ：古閑裕／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『ラジオマンジャック』

土　16:00～18:00
　第 1 回10.4.3／「究極の弾ける音楽番組」を目
指して生演奏，コント，朗読などを織り交ぜなが
らリスナーからのリクエストも取り入れて，毎回
最高の選曲を届けた。／MC：赤坂泰彦，時東ぁみ，
ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『リサイタル・ノヴァ』

日　20:20～20:55
再金　 9:20～ 9:55

　第 1 回12.4.8／新進気鋭の若手演奏家の演奏を
聴かせる疑似コンサートホール「リサイタル・ノ
ヴァ」。フレッシュな演奏と若き演奏家たちの本
音トークを「支配人」でピアニストの本田聖嗣が
紹介。日本音楽コンクールの入賞者や国際コンク
ールで上位入賞した演奏家を中心に紹介した。／
音楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局
『浪曲十八番』

木　11:20～11:50
再金　 5:20～ 5:50

　第 1 回72.10.12／ベテラン，中堅，若手の浪曲
師が出演する唯一の定時浪曲番組。庶民的な義理
人情の物語を中心に，新作も含め多彩な演目を紹
介した。企画番組として中村美律子の歌謡浪曲や
国本武春特集なども放送した。／出演：澤孝子，
天中軒雲月，イエス玉川，玉川太福，国本はる乃，
松浦四郎若，真山隼人，春野恵子ほか／エンター
テインメント番組部，大阪局，NEP，NPN
『ワールドロックナウ』

金　23:00～ 0:00
　第 1 回97.4.5／音楽評論家として40年を超える
キャリアを持つ渋谷陽一が，海外・国内の最新の
ロック・ポップスや，彼なりの視点で選んだお薦
めの曲を紹介した。／DJ：渋谷陽一／エンター
テインメント番組部，NEP

FM：特集番組
『CHABOと斉藤和義の　星降る夜に…』

12.23／19:20～21:00
　CHABO（仲井戸麗市）と斉藤和義。日本のロ
ックを代表する卓越したギターの腕前と音楽への
深い愛情を持つ二人が，温かく楽しいトークを繰
り広げる番組。それぞれの曲をかけながら，緩く
て時にコアな話を披露。自身が選んだクリスマス
ソングさらにはアコースティックギターでの生演奏
もたっぷり聴かせてくれた。／生活・食料番組部
『ＮＨＫ音楽祭2016』

10.14，31，11.18／19:00～21:10
11.22／19:00～21:30

　NHK音楽祭のメインイベントであるオーケスト
ラ・コンサート。「偉大なる芸術家たちへ」をテ
ーマに全 4回を放送。／（第 1回）ワレリー・ゲ
ルギエフ指揮，マリインスキー劇場管弦楽団，（第
2回）トゥガン・ソヒエフ指揮，NHK交響楽団，（第
3回）ダニエル・ハーディング指揮，パリ管弦楽
団，（第 4回）マイケル・ティルソン・トマス指揮，
サンフランシスコ交響楽団／解説：井上さつき，
池辺晋一郎，野平一郎，西村朗／司会：石井麻由
子アナ／音楽・伝統芸能番組部
『NHK音楽祭2016オープニングコンサート』

10.13／19:00～21:10
　14回目を迎えたNHK音楽祭。プレイベントと
なるコンサートを開催し，NHKホールから生放
送した。FMクラシック音楽番組のレギュラー出
演者が次々登場し，それぞれの番組の魅力を語り
ながら「祭り」にちなんだお薦めの 1曲を紹介。
／出演：ふかわりょう，大谷研二，片山杜秀，中
橋愛生，西村朗，吉松隆，遠藤真理，三村奈々恵
ほか／指揮：鈴木優人／管弦楽：東京フィルハー
モニー交響楽団／音楽・伝統芸能番組部
『アニソン・アカデミースペシャル～コネコもふ
もふ　京都まふまふ～』

9.17／14:00～16:00
　京都局ロビーから生放送。幅広い世代に親しま
れるアニソンを京都のリスナーと共に紹介した。
／出演：中川翔子，あべあきら，丹沢研二アナ，
佐藤聡美，いとうかなこ／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『アニソン・アカデミー　スペシャル～冬休み
っ！ライブ！ライブ！ライブ！～』

12.24／14:00～18:00
　年に 1度のリスナーとの触れ合いの場として，
NHKふれあいホールから公開生放送した。／出
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演：中川翔子，あべあきら，塩澤大輔アナ，ささ
きいさお，水木一郎，スクリーンモード，神田真
紅／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『アニソン・アカデミー　夏休みスペシャル～う
ぃらぶ “特ソン” ふぉーればー～』

8.13／14:00～18:00
　アニソンと表裏一体の存在である「特ソン＝特
撮ソング」にスポットを当てた 4時間スペシャ
ル。ゲストによるスタジオ・ライブなどを交え
「特ソン」の魅力に迫った。／出演：鈴木美潮，
あべあきら，渡辺宙明，ささきいさお，サイキッ
クラバー，相川茉穂，（電話）中川翔子，水木一
郎／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ウィークエンドサンシャイン　ウインタースペ
シャル』

12.24／ 7:20～11:50
　ブロードキャスター，ピーター・バラカンがこ
だわりの選曲で良質の音楽を紹介する『ウィーク
エンドサンシャイン』恒例の冬の長時間スペシャ
ル。ジェームズ・ブラウン没後10年とプリンス追
悼などを特集した。／出演：ピーター・バラカ
ン，原雅明／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『ウィークエンドサンシャイン　サマースペシャ
ル　2016』

7.30／ 7:20～11:00
　ブロードキャスター，ピーター・バラカンがこ
だわりの選曲で良質の音楽を紹介する『ウィーク
エンドサンシャイン』恒例の夏の長時間スペシャ
ル。ナイジェリア出身のミュージシャン「アフロ
ビートの創始者」フェラ・クティを特集した。／
出演：ピーター・バラカン，荻原和也／音楽・伝
統芸能番組部，NEP
『ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団来日公演』

10. 1／18:00～21:00
　小澤征爾，ズービン・メータが指揮する世界最
高峰のオーケストラ，ウィーン・フィルの来日公
演をサントリーホールから生中継した。曲目はシ
ューベルト「未完成」，武満徹「ノスタルジア」，
ドビュッシー「海」，それにウィンナ・ワルツの
数々。／管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管
弦楽団／指揮：ズービン・メータ，小澤征爾／バ
イオリン：アンネ・ゾフィー・ムター／ソプラノ：
ヘン・ライス／司会：石井麻由子アナ／ゲスト：
奥田佳道，佐々木典子／音楽・伝統芸能番組部
『永六輔さん、また夢であいましょう』

7.31／16:00～18:50
　 7 月 7 日に83歳で亡くなった放送作家・作詞
家・作家の永六輔さんが，最晩年に出演したFM

特集番組『真冬の夜の偉人たち』の長時間インタ
ビューを再構成して放送した。／出演：加賀美幸
子（元NHKアナ）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『オトナのための “子ども音楽” 入門』

12.30／ 9:20～11:00
　幼児番組の音楽を聴いて育ったオトナたちへの
“子ども音楽”入門番組。新たに発掘された貴重
な音源やアーカイブスから懐かしの“子ども音
楽”を発掘し，紹介した。／ゲスト：谷山浩子
（シンガーソングライター），栗原正己（作編曲
家・演奏家），片山杜秀（音楽評論家・政治学者）
／司会：武内陶子アナ／音楽・伝統芸能番組部
『オペラ寄席　すぱげっ亭』

8. 8～10， 1. 4～ 5／18:00～18:50
　夏（「第 4幕・夏席」）に 3日，冬（「第 5幕・
冬席」）に 2日，それぞれ連続で放送。初心者向
けオペラ入門ガイドとして，毎回 1つのオペラ作
品を題材に「講談師」や「漫才師」「落語家」な
ど，伝統話芸の達人たちが作品を分かりやすく解
説。／出演：コロッケ，神田蘭，桂米團治，立川
談笑，一龍斎貞鏡／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『おんがくのつぼ。』

8.27／23:00～ 1:00
　 3人の作曲家が集まり，それぞれの音楽に練り
込まれた人間の感情を揺さぶる“つぼ”の正体を
解き明かしていくディープなトーク番組。白熱の
議論と選

よ

りすぐりの音楽で，英知を尽くして生み
出された“おんがく”の精髄に迫った。／ゲス
ト：吉松隆（作曲家），植松伸夫（ゲーム音楽作
曲家），岸田繁（シンガーソングライター）／音楽・
伝統芸能番組部
『音楽遊覧飛行ワールドワイドⅣ』

11.21，23～24， 1. 4／ 9:20～10:00
　FM定時の『音楽遊覧飛行』が国際放送局と連
携して制作した特集番組。15年に引き続きNHK
文化祭の一環として，イベント色の濃い公開録音
を実施。今回は 3公演に分け，タンザニア，ブラ
ジル，中国のラジオ日本の外国人アナウンサーと
共に，自国の音楽や文化を紹介した。また，文化
祭に参加できなかった映画をテーマにした回はイ
ラク出身のディレクターとのトークで別収録とし
た。／出演：（第 1回）榊原広子＆鈴木ラディア，
榊原まさとし，榊原麻理子，三宅礼子，藤井黎元，
渡辺雅二，（第 2回）サラーム海上＆段文凝，（第
3回）紺野美紗子＆アビール・アル・サマライ，（第
4回）吉村喜彦＆ジョニー石橋，宮澤摩周，大道
寺栄／音楽・伝統芸能番組部，国際放送局，NEP
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『今日は一日 “JB（ジェームズ・ブラウン）＆
ファンク” 三昧』

5. 3／12:15～18:50，19:20～22:45
　ファンクの帝王と呼ばれた男，ジェームズ・ブ
ラウンのデビューから60年，没後10年を記念し
て，彼が生み出したファンクという音楽ジャンル
とブラックミュージックカルチャーに影響を与
え，最終的には日本の音楽シーンにまで影響を与
えたファンクミュージックについて，豪華ゲスト
と共にその魅力に迫った。また，公開ライブも行
った。／司会：吉岡正晴，オダイジュンコ／ゲス
ト：井筒和幸，堂本剛，山下達郎／コメントゲス
ト：鈴木雅之，久保田利伸，楠木勇有行，村上て
つや，松尾潔，MURO，浦沢直樹／ライブゲスト：
ズクナシ，オーサカ＝モノレール／音楽・伝統芸
能番組部，NEP
『今日は一日アニソン三昧～あンな歌にそンな歌
にこンな歌　何ンでもありーな感じ!？～』

4.30／ 9:00～ 1:00
　リスナーの熱烈な要望に応えて 6回目のアニソ
ン三昧を生放送した。ふれあいホールでライブを
2公演実施した。／出演：中川翔子，あべあき
ら，藤崎弘士アナ，ささきいさお，岡田ひとみ，
Nieve，アッツィリ・キンタナ，川田まみ，MICHI，
La PomPon，田中公平，A応P，影山ヒロノブ，遠
藤正明，飯島真理，水木一郎，（電話）Lia／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『今日は一日戦後歌謡三昧』

4.29／12:15～18:50，19:20～22:45
　戦後歌謡曲の名曲の数々を，リスナーからのリ
クエストと，特集やスタジオ・ライブなどを織り
込んで，たっぷりと紹介した。／出演：柳亭市馬，
加賀美幸子（元NHKアナ），村松友視，都倉俊一，
太川陽介，ピンク・ベイビーズ，東京大衆歌謡楽
団／エンターテインメント番組部，NEP
『今日は一日 “デヴィッド・ボウイ” 三昧』

1. 9／12:15～18:50，19:20～22:45
　16年 1 月10日，69歳で逝去した希代のアーティ
スト，デヴィッド・ボウイを味わい尽くす特集番
組。いまだ訃報にぽっかりと心の穴を開け続けて
いる人，今から彼のことを知ってみたいと考えて
いる人等，残された名曲の数々を紹介しながら，
音楽活動だけにとどまらない彼の多岐にわたるパ
フォーマンスや深い思慮に基づく歌詞の秘密に迫
った。／ゲスト：小野島大（音楽評論家），土屋
昌巳（ミュージシャン），ROLLY（ミュージシャ
ン），菅野結以（モデル），新谷洋子（音楽ライタ
ー），柳下毅一郎（映画評論家），森田美由紀アナ

／音楽・伝統芸能番組部
『今日は一日 “ブラジルまるかじり” 三昧』

7. 2／12:20～18:50，19:25～22:50
　 1 か月後に開幕するリオデジャネイロオリンピ
ック・パラリンピックに先立ち，知っているよう
で知らないブラジルの音楽や文化について，ちょ
っとディープに紹介。ライブありトークありでブ
ラジルに行ったような気分になれる10時間生放送
を行った。／司会：麻生雅人，アマンダ／解説：
アンジェロ・イシ，中川ソニア／ゲスト：ペドロ・
ブランカンチ，田中勝則，阿部博，渡辺貞夫／コ
メントゲスト：GAMO，藤井裕子，工藤めぐみ／
ライブゲスト：カポエィラ・テンポ，Quatro M／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『 9月なのに突然ですがKinKi　Kids生放送！』

9.10／23:00～ 1:00
　「KinKi Kidsの魅力を再発見」をテーマに，リ
スナーからのメールやゲストとのトークなどで構
成し，生放送した。／出演：KinＫi Kids，堂島
孝平，八橋義幸／コメント：吉井和哉／エンター
テインメント番組部，NEP
『グッチ裕三の日曜ヒルは言舌半分』

12. 4／12:15～14:00
　「話」という字は，「言（トーク）」と「舌（食
事）」の組み合わせ。料理自慢のエンターテイナ
ー・グッチ裕三が，ゲストと一緒に実際に料理を
作りながら，食べながら，ひと味違った「オイシ
い」トークを繰り広げる，ラジオなのに料理番
組。／出演：グッチ裕三，薬師丸ひろ子，三輪秀
香アナ／エンターテインメント番組部，NEP
『クロスオーバーイレブン2016夏』

8. 8～11／23:00～ 0:00
『クロスオーバーイレブン2017新春』

1. 2～ 6／23:00～ 0:00
　「2016夏」は，ライフワークとしてこの番組に
長年取り組んできた津嘉山正種が自ら温めていた
物語をスクリプトとして執筆し，自作自演を果た
した。「2017新春」は，新聞の随筆などでも人気
の直木賞作家・出久根達郎が昭和のほのぼのとし
たお正月の風景を 5編執筆した。／選曲：小倉エ
ージ，大伴良則／出演：津嘉山正種／音楽・伝統
芸能番組部，NEP
『子どもの日特集「今日は一日 “家族三世代NHK
キッズソング” 三昧」』

5. 5／12:15～18:50，19:20～21:00
　NHKの子ども番組から生まれた「キッズソン
グ」を視聴者のリクエストに応えて 8時間15分に
わたって放送。一部を放送センターのイベント
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「渋谷DEどーも」で公開放送を実施。最終的に
寄せられたリクエストは約2,000通。現行Eテレ幼
児番組の出演者からのメッセージ紹介やスタジオ
ミニライブなども実施した。／出演：坂田おさ
む，神崎ゆう子，斉藤ネコ，谷山浩子，吉川忠英，
チョー，田中真弓，津久井教生ほか／司会：柘植
恵水アナ／青少年・教育番組部，NED
『 3 人の作曲家が遺（のこ）したもの～宇野誠
一郎×小森昭宏×冨田勲～』

12.30／14:00～15:50
　16年 5 ～ 6 月に相次いでこの世を去った 2人の
作曲家…日本の放送文化に大きな足跡を残した冨
田勲と小森昭宏。さらに 5年前に生涯を閉じた宇
野誠一郎の 3人は，ラジオ，テレビの草創期を彩
り，今も人々の心に生き続ける名曲の数々を遺

のこ

し
た。浅からぬ縁でもつながっている彼らの代表的
な作品を発掘，当時の仲間たちの声と共に紹介
し，彼らの功績を振り返る。／出演：濱田高志，
桜井順，里見京子，小森美巳，宮本貞子，吉田節
子／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『しりすぎてるうた “パープル・レインのすべ
て”』

8.20／21:00～21:45
　 1 曲を徹底的に分析し，幅広い角度から探求す
る知的音楽番組。 5回目の今回は，プリンスの大
ブレイクのきっかけとなった映画の主題歌である
「パープル・レイン」について放送した。／司会：
細馬宏通，安田謙一／音楽・伝統芸能番組部
『新春民謡列島2017』

1. 1／12:15～14:00
　NHKふれあいホールにて公開収録。日本の島
しょ部のお正月自慢や生誕130年を迎えた作曲家
･中山晋平の民謡・童謡メドレー，更に俳句遊び
コーナーなど幅広いアプローチでステージを構
成。民謡界を代表する歌手11人が集い，楽しいト
ークと新春にふさわしい全国の民謡を放送した。
／出演：原田直之，藤堂輝明，早坂光枝，大工哲
弘，ゆかり，川畑さおり，ほか／司会：吉木りさ
（タレント），徳永圭一アナ／音楽・伝統芸能番
組部
『第15回　東京JAZZ』

9. 3／12:15～22:00
　15回目の開催となった国際ジャズフェスティバ
ル・東京JAZZ 2 日目のもようを生放送。演奏直
後のバックステージでのアーティストインタビュ
ーなど「生」にこだわった放送を展開した。／司
会：小川隆夫，伊藤雄彦・鹿島綾乃アナ／音楽・
伝統芸能番組部，NEP

『第70回全日本学生音楽コンクール全国大会』
1. 7／ 7:20～11:50

　小学校から大学までの各部で競われる全日本学
生音楽コンクール。各地区の代表者が横浜みなと
みらいホールに集まり，全国大会が毎年行われ
る。今回からチェロ部門が新たに加わり，計 5部
門に。その全部門のもようを抜粋で放送した。／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『第85回日本音楽コンクール最終予選』

10. 3～ 7／ 7:25～ 9:20
　第85回日本音楽コンクールの各部門の最終予選
のもようを収録し放送した（作曲部門を除く）。バ
イオリン，ピアノ，オーボエ，声楽，フルートの
5部門。／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『第85回日本音楽コンクール本選』

11. 2， 4， 7～ 8，10～11／19:30～21:10
　第85回日本音楽コンクール各部門の本選会のも
ようを収録し放送した。フルート，作曲，声楽，オ
ーボエ，バイオリン，ピアノの 6部門。／音楽・
伝統芸能番組部，NEP
『つのだ☆ひろと矢口清治の “ミュージックプラ
ザ” な夏休み』

8.15～18／16:00～18:00
『つのだ☆ひろと矢口清治の “ミュージックプラ
ザ” な冬休み』

12.26～28／16:40～18:50
　惜しまれながら終了した『ミュージックプラ
ザ』の復活特集企画として，夏と冬に放送した。
『ミュージックプラザ』の真骨頂である，昭和の
ラジオ全盛期に時代を彩った名曲の数々を洋楽・
邦楽合わせてたっぷり紹介した。生放送で，電話
リクエストも受け付け，リスナーからは番組との再
会のみならず，リスナー同士の再会を喜ぶ声が寄
せられた。また，ほとんどのリクエストに定時復
活を望むメッセージが書かれていた。／出演：つ
のだ☆ひろ（8.15～16，12.26，28），矢口清治（8.17
～18，12.27～28）／ゲスト：ルーシー・ケント（8.15），
鈴木万由香（8.17）／音楽・伝統芸能番組部，
NEP
『手塚治虫　自身が語ったルーツと音楽』

11. 3／21:00～22:45，23:00～ 0:00
　手塚治虫のデビュー70年を記念して，彼の誕生
日である11月 3 日に，改めてその魅力と人物像に
迫る番組を放送した。NHKアーカイブスに残さ
れている手塚の出演番組から「マンガ」「音楽」
「SF」の 3 つのテーマに沿って，手塚の肉声，
さらに彼を取り巻く関係者の証言を紹介した。ま
た，手塚映画のテーマ曲を千住真理子が36年ぶり
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に再演した。／司会：菊池亜希子，濱田高志／ゲ
スト：二階堂黎人，手塚るみ子，コムアイ，樋口
康雄，千住真理子，山洞智，難波弘之，細野晴臣
／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『特集オーディオドラマ「アシマの銃、セギルの
草笛」』

1. 2／19:20～20:20
　近未来の紛争地域を舞台に，少女アシマは，弟
セギルを救い出すため，銃を手に荒野を逃げ惑
う。両親の死以来，弟はしゃべらなくなり草笛を
吹くばかり，捕らわれの身となっていた。本当の
強さとは何か？　平和とは？　矛盾に満ちた世界
を生き抜こうとする少女の姿をぐう話的に描く。
／作：矢内文章／音楽：日高哲英／演出：藤井靖
／出演：石川由依，坂本真綾，鯨井康介，石橋徹
郎，西尾友樹，外山誠二，山本道子ほか／ドラマ
番組部
『特集オーディオドラマ「わが心のジェニファ
ー」』

8.13／22:00～23:00
　日本びいきの恋人・ジェニファーから，結婚を
承諾する条件として日本への 1人旅を命じられた
アメリカ人青年のラリー。飛行機の機内から珍道
中の連発。各地で観光と出会いを重ねながら，つ
いには北海道へ。そこで，ラリー自身の出自に関
わる人物と美しい光景が待っていた。アメリカ人
青年の日本体験と自分のルーツ探しが旅先で重な
る，感動のロードムービーオーディオドラマ。／
原作：浅田次郎／音楽：住友紀人／演出：真銅健
嗣／出演：フォーンクルック幹治，平泉成，うじ
きつよし，村川絵梨，綾田俊樹，中江有里ほか／
ドラマ番組部
『徳光和夫のふるさと民謡トーク』

8.14／16:00～18:00
　各界で活躍する著名人たちの民謡との“意外な”
つながりやリスナーからのリクエスト，更に日本
全国の“ちょっと変わった”夏祭りを現地と電話
中継を交えながら放送した。／出演：広末涼子，
具志堅用高，壇蜜，中村雅俊，朝倉さや／司会：
徳光和夫／音楽・伝統芸能番組部
『年越しラジオマンジャック』

12.31／16:00～18:50，19:15～ 1:00
　大みそかの年越し長時間生放送。定時『ラジオ
マンジャック』の1年間を振り返りつつ，著名ミュ
ージシャンがスタジオで生演奏を披露したり，ゲ
ストが生でコントを演じた。／出演：赤坂泰彦，
時東ぁみ，門司肇，堂免一るこ，石山昭子，押尾
コータロー，SAKISHIMA meeting，憂歌兄弟，

ゴンチチ，有山じゅんじ，ヨモギ，若山弦蔵，矢島
正明，増山江威子／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『眠れない貴女（あなた）へスペシャル～あなた
の街でリアル女子会　福井編～』

5.29／23:30～ 1:00
　仕事や子育てに忙しい現代女性を心に優しい音
楽とトークで癒やし，勇気づける番組として好評の
『眠れない貴女へ』で初の公開収録を行った。福
井局と連携して駅前にオープンした再開発ビルの
ハピリン屋根付き広場で行い，リアルな「女子会」
となった。オープンスペースだったため，通りがか
りの男性客も足を止め，村山由佳と奥野史子のト
ークや元プリンセス・プリンセスの岸谷香のミニラ
イブを楽しんだ。／出演：村山由佳，奥野史子／
ゲスト：岸谷香／音楽・伝統芸能番組部，福井局，
NEP
『バイロイト音楽祭2016』

12.19／21:10～23:45
12.20／21:10～ 1:05
12.21／21:10～ 1:25
12.22／21:10～ 1:45

12.23～24／21:00～ 1:20
12.25／19:20～22:00

　年末恒例の特集番組。16年は，ドイツのバイエ
ルン放送協会が収録したワーグナー音楽の祭典
「バイロイト音楽祭2016」の音源を使用し，7夜
にわたってワーグナーのオペラを放送した。／第
1夜・楽劇「ラインの黄金」（ニーベルングの指
環・前夜祭）／第 2夜・楽劇「ワルキューレ」（ニ
ーベルングの指環・第一夜）／第 3夜・楽劇「ジ
ークフリート」（ニーベルングの指環・第二夜）／
第 4夜・楽劇「神々のたそがれ」（ニーベルング
の指環・第三夜）／第 5夜・舞台神聖祝祭劇「パ
ルシファル」／第 6夜・楽劇「トリスタンとイゾ
ルデ」／第 7夜・歌劇「さまよえるオランダ人」
／管弦楽：バイロイト祝祭管弦楽団／解説：北川
千香子，舩木篤也／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『フルトヴェングラー変奏曲～名盤を通して知る
大芸術家～』

12.28／ 7:25～ 9:20
12.29～31／ 7:20～ 9:20

　20世紀が生んだ偉大な芸術家をテーマに，その
人生と彼らが残した録音を，ゲストの話を聴きな
がら多角的にじっくりと紹介するシリーズ。16年
度は生誕130年を迎えた大指揮者・フルトヴェン
グラーに焦点を当て放送した。なお，夏の同シリ
ーズではバイオリニスト・メニューインを取り上
げた。／司会：東涼子／ゲスト：宮本文昭（オー
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ボエ奏者，指揮者），相場ひろ（音楽評論家）／
音楽・伝統芸能番組部，NEP
『プレイバック　東京JAZZ　2016』

1. 3／11:00～17:45
1. 9／ 7:20～11:50

　16年 9 月に開催された国際ジャズフェスティバ
ル・第15回東京JAZZのもように解説を添えたダ
イジェスト版として 2回にわたって放送。／司
会：小川隆夫，伊藤雄彦アナ／ゲスト：渡辺香津
美（第 1部）／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『真夏の夜の偉人たち』

8. 8～12／21:10～23:00
『真冬の夜の偉人たち』

1. 3／21:00～23:00
1. 4～ 6／21:10～23:00

　各界の著名人が敬愛してやまない音楽家を取り
上げ，自由な選曲で紹介した。／出演：（真夏）
パックン，ロバート・キャンベル，高平哲郎，押
尾コータロー，矢島正明，（真冬）吉田類，内田春
菊，ジュディ・オング，フランソワーズ・モレシ
ャン／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『まるっと “J-CULTURE FEST　にっぽん・
和心・初詣” 』

1. 2／12:15～17:45
　東京国際フォーラムで行われた「ニッポンのお
正月を楽しむ」イベントのもようを生中継した。
伝統芸能ライブやお正月遊び，餅つき大会などが
行われたホールEの一角に放送ブースを設置，大
勢の来場者が楽しむ様子をリポートしたり，ホー
ルA，ホールBで行われた「伝統と革新」をテー
マにした津軽三味線や尺八のコンサートを紹介し
たり，お正月の楽しみ方を全国に届けた。／出演：
岩下尚史・黒崎めぐみアナ／リポーター：鈴木
福，本美奈子／ゲスト：国府弘子，藤原道山，上
妻宏光，MIYAVI，山井綱雄ほか／音楽・伝統芸
能番組部，NEP
『まるっと　ラ・フォル・ジュルネ　2016』

5. 4／12:15～18:50，19:20～22:00
　毎年開催されているラ・フォル・ジュルネの会
場・東京国際フォーラムに特設したサテライトス
テージから，生放送で音楽祭の盛り上がりを紹
介，当日ホールで行われた演奏会の数々を放送し
た。／司会：平野昭，渡邊佐和子アナ／ゲスト：
ルネ・マルタンほか／音楽・伝統芸能番組部，
NEP

『まろのSP日記第15集～童謡のふるさと・鳥取
編～』

8.21／14:00～16:00
　SP時代の名盤，名演を紹介し，シリーズ特番
として定着した『まろのSP日記』。第15集は岡野
貞一や田村虎蔵ら童謡の作曲家を輩出した鳥取市
にある「仁風閣」で公開収録を実施。蓄音機が活
躍した時代に建てられた白亜の洋館のサロンで当
時の雰囲気に浸りながら，SPレコードの音を楽
しんでもらった。ゲストには地元出身者の童謡を
中心に箏奏者の遠藤千晶を迎え，バイオリンとの
アンサンブルを披露した。／出演：篠崎史紀，遠
藤千晶（箏），山本茂雄（蓄音機蒐集家），安東秀
憲（若桜町観光課）／司会：濱井丈栄／音楽・伝
統芸能番組部，NEP
『未来を走り続けた冨田勲の音世界』

5.27／14:00～18:00
　 5 月 5 日に84歳の生涯を閉じた作曲家・冨田勲
の業績をたたえ，NHKでの仕事を中心に，改め
てその足跡をたどった。80歳を記念して放送した
番組の素材に加え，NHKのアーカイブスに残さ
れているオリジナル音源やインタビュー，さらに
は近しい人々にインタビューし，常に新しいこと
に挑戦してきた彼の飽くなき好奇心と情熱を浮き
彫りにした。／出演：冨田勲，吉松隆，藤岡幸夫，
小林亜星，岡崎栄，矢野顕子，藤原道山，ことぶ
き光／音楽・伝統芸能番組部，NEP
『やしろと又吉　ひとりの夜に』

8.12／23:00～ 1:00
12.28／19:30～21:20

　又吉直樹とマンボウやしろ（家城啓之）が「ア
ラサーを応援する」というコンセプトでトークを
繰り広げる番組。番組に寄せられたアラサー世代
の悩み，グチなどに 2人が真面目に，それでいて
ゆる～く向き合う。 8月放送では，テーマは「人
生のハイライト」，ゲストに向井秀徳，12月はテ
ーマ「アラサーからの転身」，ゲストはライス。
／生活・食料番組部
『ヨーロッパ夏の音楽祭2016』

8. 8～12／19:30～21:10
　ヨーロッパ夏の音楽祭から注目の演奏を海外放
送局の音源で 5夜にわたり放送した。／「ライプ
チヒ・バッハ音楽祭」「アヴァンティ・サマーサウ
ンズ」「プロムス」「メクレンブルク・フォアポンメ
ルン音楽祭」「シューベルティアーデ」／司会：柴
辻純子／ゲスト：中野振一郎，一柳慧，尾高忠明，
原田英代，岩下眞好／音楽・伝統芸能番組部，
NEP


