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テレビ国際放送

テレビ国際：定時番組
『A Century on Film』

　土　23:10～23:39ほか
　第 1回16.4.9／NHKならではの大型ドキュメン
タリーシリーズ「映像の世紀」と「新・映像の世
紀」を，国際放送向けに再編集して世界に発信し
た。／国際放送局，大型企画開発センター，NEP

『Anime Supernova』　新
　土　13:40～13:55ほか

　第 1回17.4.8／アニメの短編作品を作家ごとに
たっぷりと見せ，クールジャパンのけん引役であ
る日本のアニメーションの若き才能とその作品の
魅力を世界に伝えた。／国際放送局，NEP

『Asia Insight』
T国際　金　10:30～10:58ほか
BS1 　　 　月　14:00～14:28

再月　 4:00～ 4:28
　第 1 回12.4.6／存在感を増す中国やインド，成
長のさなかにある東南アジア。グローバル化の中，
大きく変わろうとする社会や人々の生活，揺るぎ
ない価値に支えられた伝統など，アジアの今を切
り取った。／国際放送局，Gメディア

『Biz Buzz Japan』
（月 1回）金　 0:30～ 0:58ほか

　第 1回16.4.29／日本のビジネスの最前線を，そ
の分野の第一線で活躍するエキスパートや国内外
のマーケットを熟知するコメンテーターの解説な
どを交えながら伝えた。／国際放送局，JIB

『Core Kyoto』
　T国際　木　 8:30～ 8:58ほか
BS1　　　  木　14:00～14:28

　第 1回13.4.4，（BS1）17.4.6／四季の自然を暮ら
しに生かし，絢

けん

爛
らん

たる伝統を受け継ぎ，新たな創
造も続けてきた1200年の都・京都。毎回，京都の
奥深い魅力の中核を成すテーマを設定し，それぞ
れのテーマにまつわる文物・風景・人物・行事を
極上の映像でつづった。／国際放送局，NPN

『Cycle Around Japan』　新
　土　 9:10～10:00ほか

　第 1回17.4.8／ニッポンを愛する外国人が日本
の“道”を舞台に，四季折々の美しい自然と今を
生きる人々の営みに触れながら自転車で旅した。
／国際放送局，Gメディア

『DESIGN TALKS plus』
T国際　木　 9:30～ 9:58ほか
BS1 　　 　日　 3:30～ 3:58

　第 1回15.4.2，（BS1）15.4.5／日本のデザインの
美意識，哲学を探求してきた『DESIGN TALKS』
の後継番組。日本の工芸，建築，アートなど優れ
たデザイン性を海外に紹介し，そのユニークさや
可能性を伝えた。／司会：アンドレア・ポンピリ
オ，シャウラ／国際放送局，NEP

『Dining with the Chef』
　金　23:30～23:58ほか

　第 1回12.4.2／「健康的でバランスがとれた料
理」として世界が注目する和食。その中心を成す
食材の生かし方，調味料の秘密，盛りつけのコツ
などを伝えた。／司会：斉藤辰夫，行正り香，早
見優，パトリック・ハーラン／国際放送局，
NED

『Direct Talk』
月～金　20:45～20:47ほか

　第 1回16.4.4／国内外のビジネスリーダーや，
科学技術，文化，スポーツなどさまざまな分野の
キーパーソンにインタビュー。世界が注目する旬
の人たちのメッセージをビビッドに発信した。／
国際放送局，NEP，JIB

『Doki Doki！WORLD TV』
T国際　日　20:50～21:00ほか
　G　　　日　22:40～22:50ほか

　第 1回15.4.5／日本とアジアのあらゆるジャン
ルの最新情報を発信しているNHKワールドTVの
番組から，とっておきの情報をウイークリーで届
けた。／司会：パトリック・ハーラン，ホラン千
秋／国際放送局，JIB

『Face To Face』
日　10:10～10:38ほか

　第 1回15.4.27／日本を代表する各界のリーダー
や著名人に聞くインタビュー番組。その生き方や
考え方を通して，現代日本の社会状況や日本の進
むべき方向性を指し示した。／司会：ロバート・
キャンベル／国際放送局，NED
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『GRAND SUMO Highlights』
大相撲本場所期間中　月～日　 1:30～ 1:55ほか
『Sumopedia』
大相撲本場所期間中　月～日　 1:55～ 1:57ほか
　第 1回16.9.12／海外でも人気が高い大相撲を，
本場所期間中，毎日，幕内上位陣の取組や注目の
対戦などを中心にダイジェストで伝えた。また，歴
代の名力士，決まり手，相撲のしきたりなど，あら
ゆる角度から分かりやすく解説する 2分ミニ番組
『Sumopedia』を『GRAND SUMO Highlights』
に引き続き放送した。／国際放送局，Gメディア

『GRAND SUMO Preview』　新
　金　13:30～13:58ほか

　第 1回17.5.12／開催目前に迫った大相撲の各本
場所の見どころを 2か月に 1度伝える番組。相撲
になじみの薄い海外の視聴者のために，相撲のル
ールやしきたりも丁寧に解説した。／国際放送局，
Gメディア

『great gear』
T国際　木　 0:30～ 0:58ほか
BS1 　　 　土　 3:30～ 3:58

　第 1 回12.4.5／日本ならではの技術や発想が光
る製品の数々や，各業界に特化した専門展示会に
見るトレンドなど，“Made in Japan”グッズの
最新情報を発信した。／司会：マシュー・マサル・
バロン／国際放送局，Gメディア

『HAIKU MASTERS』
（月 1回）月　13:30～13:58ほか

　第 1回16.4.25／世界中から番組ホームページに
寄せられる，写真と俳句を組み合わせた「Photo 
Haiku」を，HAIKU MASTERたちの感性と視点
を交えながら鑑賞する双方向番組。／国際放送局，
NED

『Her Story』
　水　10:30～10:50ほか

　第 1回15.4.29／女性の社会進出が経済成長の鍵
を握る今，日本とアジア諸国で，国や地域に変革
をもたらしている「輝く女性」たちを取り上げ
た。／国際放送局，NED

『imagine-nation』
火　 9:30～ 9:58ほか

　第 1回08.4.1／世界で話題の日本のコミック・
アニメ・ゲームの最新トピックや，旬のクリエー

ターへのインタビュー，制作現場への密着取材な
ど，世界に誇る日本のカルチャー情報を海外に発
信した。／司会：ニコラス・ペタス，ホラン千秋
／国際放送局，NEP

『Inside Lens』
　月　10:30～10:58ほか

　第 1回16.4.4／世界を舞台に活躍する国際派デ
ィレクターたちと共同でドキュメンタリーを制
作，日本とアジアの“いま”を描いた。／国際放
送局，NEP

『Japan-easy』
　日　20:25～20:40ほか

　第 1回16.4.10／日本文化を楽しみながら学べる
日本語学習番組。放送外でも予習・復習などがで
きるよう，番組と有機的に連動したウェブコンテ
ンツを展開した。／国際放送局，NED

『Japanology Plus』
T国際　火　23:30～23:58ほか
BS1  　　　火　 3:30～ 3:58

　第 1回14.4.3／国際放送で03年度にスタートし，
日本文化を海外に伝えてきた『Weekend 
Japanology』『Begin Japanology』の後継番組。
日本の社会・文化・芸術・暮らしなど，さまざま
な事象を捉え，外国人の視点で外国人に分かりや
すく紹介した。／司会：ピーター・バラカン／国
際放送局，NED

『Japan Railway Journal』
T国際　金　 0:30～ 0:58ほか
BS1  　　　水　 3:30～ 3:58

　第 1回15.4.10／新幹線をはじめとした日本の速
くて安全な鉄道技術を紹介するとともに，熱心な
欧米の鉄道ファンが来日した時に楽しめる，日本
の最新鉄道情報を提供した。／司会：ラッセル・
トッテン，高木亮／国際放送局，Gメディア

『J-FLICKS』
　土　13:10～13:38ほか

　第 1回14.4.23／世界各地の映画祭でも高く評価
されてきた日本映画。その魅力を，新作，話題作
を中心に紹介する番組。日本の著名な映画監督・
俳優などへのインタビューや，過去の名作にまつ
わるエピソードなども盛り込みながら，日本映画
の神髄を余さず伝えた。／司会：サラ・マクドナ
ルド／国際放送局，Gメディア
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『J-MELO』
T国際　月　 0:10～ 0:38ほか
BSP　  　　土　 5:30～ 5:58

　第 1回05.10.7／日本のミュージックシーンを発
信する音楽情報番組。日本の音楽の最大の特徴で
ある「多様性」に注目し，ポップス，ジャズ，ク
ラシック，トラッドなど，ジャンルを越えたゲス
トを招き，日本の音楽とアーティストを世界に伝
えた。／司会：May J.／国際放送局，JIB

『Journeys in Japan』
T国際　火　 8:30～ 8:58ほか
BS1　　水　14:00～14:28ほか

　第 1回10.3.30／日本各地のさまざまな地域の魅
力や，そこで営まれる日本人の暮らしを，外国人
リポーターの視点で伝える紀行番組。アウトドア
の旅，文化や伝統に自ら触れる体験型の旅など，
さまざまな旅の形を提案した。／国際放送局，
JIB

『J-Trip Plan』
　月　23:30～23:58ほか

　第 1回16.4.4／2020東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けて，世界の関心が日本に集まる中，
日本各地の魅力や，訪日外国人にとって実用的な
観光情報を発信した。／国際放送局，NPN

『KABUKI KOOL』
水　13:30～ 13:58ほか

　第 1回14.4.16／海外からも注目が集まる伝統芸
能「歌舞伎」。番組では現代的なテーマに沿って
演目を選び，独特の演出から舞台のハイライトま
で，外国人視聴者に分かりやすく「歌舞伎」の世
界を紹介した。／司会：中村壱太郎，春香クリス
ティーン／国際放送局，JIB

『Kawaii International』
（月 1回）金　 9:30～ 9:58ほか

　第 1回12.4.28／日本発のポップカルチャーとし
て，いまや世界中で通じる「Kawaii」をキーワ
ードに，カワイイ物や人，事柄に焦点を当て，最
新のトレンド情報を発信した。／司会：ミーシャ・
ジャネット，メロディー洋子／国際放送局，NEP

『Medical Frontiers』
火　 0:30～ 0:58ほか

　第 1回15.4.6／日本が誇る最新の医療技術や，
超高齢化社会に対応する介護システム，メディカ

ルツーリズム情報など，日本の医療・健康情報を
世界に発信した。／司会：エリカ・アンギャル／
国際放送局，Gメディア

『NEWSROOM TOKYO』
月～金　20:00～20:45

　第 1回15.3.30／平日夜間に日本とアジアの 1日
の動きをせき止め，中継やリポートを軸に，専門
家や取材記者の解説を交えて，深く分かりやすく
ニュースを伝えた。／キャスター：中山秀輝，渋
谷亜希，福島優子／国際放送局

『NHK NEWSLINE』
月～日　毎正時

　第 1 回16.4.4／毎日毎正時に放送している，
NHKワールドTVの基幹ニュース番組。海外から
のリポートを増やすなど，より本格的な国際ニュ
ースとして強化した。また，地域放送局と連携し，
日本各地の情報を積極的に海外発信した。／国際
放送局

『RISING』
T国際　木　10:30～10:58ほか
BS1  　　　月　 3:30～ 3:58

　第 1回15.4.2，（BS1）15.4.6／さまざまな分野に
おいて世界レベルで活躍し，その才能と情熱で従
来の価値観を打ち破ろうと奮闘する人々を追うド
キュメンタリー。／国際放送局，JIB

『SAMURAI WHEELS』
水　 9:30～ 9:58ほか

　第 1回15.4.3／世界に誇る日本の主力産業であ
る“自動車産業”。最新モデルをはじめとした日
本車の魅力や自動車業界の最新事情，車を愛して
やまない人のライフスタイルなど，さまざまな日
本車情報を発信した。／司会：片山右京，ピータ
ー・ライオン／国際放送局，Gメディア

『Science View』
　水　 0:30～ 0:58ほか

　第 1回12.1.8／日本の先端研究，科学技術を世
界に発信する科学番組。NHKの豊富な映像資産
を活用しながら，スタジオでの解説も交えて，日
本の科学・産業情報を分かりやすく伝えた。／司
会：木村倫子，山本ミッシェールのぞみ／国際放
送局，NED
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『Side by Side』
T国際　水　10:30～10:58ほか
BS1 　　　 月　 3:30～ 3:58

　第 1回14.4.19／アジア・アフリカなどの開発に，
官民さまざまなチャンネルで取り組んできた日
本。現地の人材を活用し，持続可能な手法を探る
など，日本独自の哲学を持った国際支援の現場を，
ODAから民間企業，草の根の援助活動まで幅広
く世界に発信した。／国際放送局，JIB

『SPORTS JAPAN』
金　13:30～13:58ほか

　第 1回12.4.8／日本のスポーツ事情を紹介する
情報番組。相撲，剣道や合気道などの武道にみる
高い精神性，体操や水泳にみる新技術への飽くな
き探求，野球やサッカーにみるチームプレー技術
など，多彩なテーマで送った。／司会：木佐彩子
／国際放送局，Gメディア

『# TOKYO』　新
　土　 9:10～ 9:25ほか

　第 1回17.4.29／新しいトレンドやカルチャーが
相次いで生まれるメガシティ「TOKYO」の実態
を，インバウンド情報サイトやSNSなどのビッグ
データを駆使して解き明かし，東京を楽しむため
の最新情報を届けた。／国際放送局，Gメディア

『TOKYO EYE 2020』
T国際　水　 8:30～ 8:58ほか
BS1　　　　金　 3:30～ 3:58

　第 1回15.4.1，（BS1）15.4.3／06年から放送して
きた情報番組『TOKYO EYE』の後継番組。20
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて
目まぐるしく変化する東京の変貌ぶりとその魅力
を伝えた。／司会：クリス・ペプラー／国際放送
局，JIB

『TOKYO FASHION EXPRESS』
T国際　月　 9:30～ 9:58ほか
BS1　　　　木　 3:30～ 3:58

　第 1回08.3.31，（BS1）14.4.13／世界から注目さ
れる日本のファッションの魅力を多角的に伝える
情報番組。日本のデザイナーやクリエーターたち
に焦点を当て，創作の裏側を紹介するとともに，
パリ，ミラノなど先進地のコレクション情報も交
えながら，最新のトレンドを伝えた。／司会：マ
リエ／国際放送局，JIB

『Trails to Tsukiji』
水　23:30～23:58ほか

　第 1回15.4.1／築地市場での食材との出会いを
スタートに，地域の生産現場を訪れ，日本の食文
化の奥深さとその多様さを探求した。／国際放送
局，NEP

『Train Cruise』　新
　土　 9:10～ 9:54ほか

　第 1回17.6.17／リラックスして眺望を楽しめる
豪華列車，その土地ならではのちょっと変わった
個性的な列車など，日本の列車自体が旅の一番の
楽しみになるような，新たな鉄旅のスタイルを海
外に向けて発信した。／国際放送局，NPN

『Wild Hokkaido！』　新
　日　 9:40～ 9:58ほか

　第 1回17.4.9／札幌局が制作する『さわやか自
然百景』の珠玉の映像に，外国人プレゼンターに
よるお役立ち情報を付加。外国人観光客のニーズ
に応えた。／札幌局，NPN

『大型討論番組GLOBAL AGENDA』
土　10:10～11:00ほか

　第 1回15.4.25／世界のオピニオンリーダーによ
る討論を通じて，日本と世界が直面する課題の解
決に向けて提言した。日本からも各界を代表する
論客が積極的にディベートに参加した。／国際放
送局，NEP

テレビ国際：特集番組
『ABUソングフェスティバル in 四川～アジア太
平洋音楽の祭典』

12.31
　ABU加盟の国と地域から各 1組の人気ポップ
スアーティストが参加し，母国語でパフォーマン
スを披露する豪華なステージ。日本からは，人気
アニメのテーマソングを歌うなどアジア各地でも
人気沸騰中のLiSAが登場，他国の人気アーティ
ストたちと競演した。／国際放送局，NEP

『BOSAI 学びの旅「巨大津波・原発災害から日
本が学んだこと～津波編・福島編」』

2.17，24
　東日本大震災から 7年。 2万人余りの犠牲者を
出した大災害から日本は何を学んだのか。キャス
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ターが視聴者とともに学びの旅に出る。「津波編」
では，災害に強い街づくりや人づくりを。「福島
編」では，福島第一原発の教訓や世界初の除染の
効果などを学んでいく。／国際放送局，NED

『Entertainment Nippon』
　「初音ミク×鼓童」 7.23
　「Cornelius」 9. 9
　「坂本龍一」 12.30
　「サカナクション」 3.25
　日本の優れたエンターテインメントを，NHK
がこれまでに収録したパフォーマンスを活用し，
世界に発信した。／制作局，NEP

『Hiroshima Peace Memorial Ceremony』
8. 6

『Nagasaki Peace Ceremony』
8. 9

　広島と長崎の平和式典の様子を，国内と同時に，
英語コメンタリーを付けて中継で伝えた。解説や
企画，現地からのリポートなどと併せて，被爆地
から平和の願いを世界に発信した。／国際放送局

『Imphal Aftermath 慰霊と和解の旅路』
12.30

　インパール作戦の最初の関門，ミャンマーのチ
ンドウイン川。これまで現地での遺骨収集，慰霊
活動を行ってきた民俗学者とともに，悲惨な戦場
をたどる。また，父親がインパール作戦に従軍し
たという女性の和解活動を記録。現地で被害を受
けた人々との交流を通じ，戦争に向き合う様子を
追った。／国際放送局，NEP

『Japan Original 2017「挑戦！父と娘が描く
生命の輝き」』

9.10
　父・絹谷幸二は，鮮烈な極彩色の美で世界を驚
かせ，娘・絹谷香菜子は，斬新な発想が世界のフ
ァンを魅了する。日本を代表する画家の 2人が，
一つの作品を作り上げようという初の挑戦をして
いる。 2人の感性が融合して生まれる色彩の華麗
で微妙な世界が出来上がるまでを追った。／国際
放送局，NEP

『J-TECH』
　「小型衛星で宇宙を目指す“メイドインジャパ
ン”」（8.27），「終わりなきトイレ革命」（11.25），「究
極のハイテク土木をめざす」（2.25）／世界に誇

る日本の最新テクノロジーと，その立て役者たち
にクローズアップした。／国際放送局，Gメディア

『N EWS L I N E F O CU S「N . KO R E AN 
ABDUCTIONS A Global Concern」』

12.29
　横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されて40年とな
った。拉致被害者の家族は，どのような思いで待
ち続けてきたのか。日本政府は，国際社会ととも
に，どのように解決を図ろうとしているのか。海
外の視聴者に向け，社会部が取材してきた拉致被
害者の家族の節目ごとの映像を核に，12月に開催
された政府主催のシンポジウムのもようなども織
り交ぜながら，拉致問題を国際的な人権問題とし
て伝えた。／国際放送局

『NEWSLINE FOCUS「核に揺れるアメリカ～
ヒバクシャとの対話」』

12.23
　これまでになく核への関心が高まる中で，この
秋，一人の被爆者がアメリカを訪れた。小倉桂子
さん，80歳。長年，広島を訪れる外国人に被爆証
言を続けてきたが，核大国アメリカの若者たちに
直接語りかけたいと，高齢をおして渡米を決意し
た。小倉さんの訴えは，世界一の核大国・アメリ
カの人々にどう受け止められるのか。／国際放送局

『NHK NEWSLINE FOCUS Our Lives in 
Fukushima』

8. 5
　東日本大震災と原発事故から 6年。福島の人々
は，進展しない日常と向き合い，様変わりした町
で葛藤の時間を過ごしている。今も故郷から遠ざ
けられている子どもたちや，帰還して厳しい現実
に向き合う人々を軸に，再生エネルギー拠点など
未来への挑戦を続ける福島の今を描いた。／国際
放送局

『NHK WORLD presents SONGS OF 
TOKYO』

1. 1～ 2
　世界で人気の日本人アーティストたちがNHK
ホールに集結，「NHKワールドの紅白歌合戦」と
して，日本のミュージックシーンをたっぷり世界
に発信した。／出演：Aqours，AKB48，X JAPAN，
関ジャニ∞，きゃりーぱみゅぱみゅ，Cornelius，
SEKAI NO OWARI，T.M. Revolution，西野カナ，
NEWS，Perfume，久石譲，MAN WITH A 
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MISSION，MIYAVI，LiSA，Linked Horizon／
司会：村上信五（関ジャニ∞），有働由美子アナ
／制作局，NEP

『RAKU×GO-Spring Season』
5. 7

　四季折々に美しい姿を見せ，人々の暮らしや，
自然，産業，食，伝統など，その土地でしかめで
ることのできない地方独自の魅力を，英語落語と
いう切り口で描いた。今回の旅では，大学で笑い
を研究する落語家・大島希巳江が城下町・金沢の
和菓子文化を，全米落語ツアーで知られる桂かい
枝が日本磁器発祥の地・佐賀県有田町を訪ね，感じ
たことを小

こ

噺
ばなし

として披露した。／国際放送局，NEP

『SATOYAMA New Generation「大分」』
2.17

　日本の「里山」には，多くの日本人自身もまだ
気付いていない，暮らしと経済の未来がある。今
回の舞台は大分県。若い世代を中心に，城下町の
古い町並みや歴史遺産を現代風に生かす取り組み
や，地元の水や作物の味わいにこだわる里山流の
発見を紹介した。／国際放送局，NEP

『Spiritual Places in Nara-Yoshino』
5.28

　日本人の原点を求め，いにしえの都・奈良を旅
した。日本を代表する花，「桜」のルーツを求めて，
古代から山岳信仰の聖地として名高い吉野へ。信
仰の中心・金峯山寺は，本尊を桜の木から彫り出
したことが始まりとされ，今の本尊は日本一大き
い秘仏，三体の蔵王権現だ。山岳信仰と深く結び
付いてきた，日本人と桜の関わりを描いた。／編
成局，NED

『Washoku Explorers』
11. 4

　欧米を代表するトップシェフやフードジャーナ
リスト 3人が，和食の本質を体得するために富山
県を訪れた。彼らは，味

み

噌
そ

の製法や塩麹
こうじ

や甘酒な
ど米どころ北陸の発酵文化，堅豆腐，昆布締めな
ど，土地と深く結び付いた「地域の食文化」を学
んでいく。地域の伝統が世界の食のプロの目にど
う映ったのか，和食の奥深さと可能性を探った。
／国際放送局，NED

『アラン・デュカスの “おいしい日本”』
1. 7

　世界で最も多くのミシュランの星を持つ男とし
てフランス料理界の頂点を極めたシェフ，アラン・
デュカス。かねてから和食に高い関心を持ち，年
に数回は日本に訪れる日本通でもあるデュカス
が，北海道の海の幸や京野菜など，日本の選

よ

りす
ぐりの食材を生かしたオリジナル料理を披露し
た。／国際放送局，JIB

『「命のビザ」記念館を守れ！～ボランティアペ
ンキ屋集団 リトアニアへ』

10. 7
　「命のビザ」を発行しナチスから6,000人のユ
ダヤ人を救った杉原千畝。リトアニアにある彼の
記念館が，老朽化によって危機にひんしている。
そこで立ち上がったのが，日本のボランティアペ
ンキ屋集団“塗

とう

魂
こん

ペインターズ”だ。彼らの多く
は，元暴走族など，かつて社会からドロップアウ
トした人たち。異国の地で奮闘する，ペンキ屋た
ちに密着した。／国際放送局

『動き出した時間～ベトナム残留日本兵家族の物
語』

2.24
　18年は日越国交回復45周年にあたる。日本はも
ちろん，ベトナムでも「隠された歴史的事実」と
されたベトナム残留日本兵とその家族たち。17年
3 月，ベトナムを訪問した天皇皇后両陛下が彼ら
と面会した。長い時を経て明らかになった彼らの
生きざまを重層的に描いた。／国際放送局，NPN

『小野田元少尉の帰還　極秘文書が語る日比外
交』

8. 9
　74年，フィリピン・ルバング島に残留していた
小野田寛郎元少尉が投降，帰還した。舞台裏で日
本とフィリピン両政府が極秘に続けていた外交交
渉を新発見の資料と証言で明らかにした。／国際
放送局，制作局

『キャノン・ハーシー　ルーツへの旅～祖国アメ
リカはどこへ向うのか』

10.14
　原爆投下の惨状を初めてアメリカ国内に伝えた
ジャーナリスト，ジョン・ハーシー。その後，67
年にデトロイトで起きた全米最大規模の暴動も詳
細に取材した。事件から50年の17年，孫のキャノ
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ン・ハーシーが祖父の足跡をたどる。今も黒人や
マイノリティーへの差別がたびたび顕在化するア
メリカの「闇」を見つめた。／国際放送局，NEP

『コメディドラマ「HOME SWEET TOKYO」』
11.19～12.10

　NHKワールドTV初のオリジナルドラマ。日本
人の妻の父親と同居するためにロンドンから東京
に引っ越してきた37歳のイギリス人・ブライアン
は，仕事が多忙な妻に代わって家族のための食事
作り，子育て全般を引き受けることに…。毎日の
生活の中で遭遇するカルチャーショックをテーマ
に，笑いと涙に満ちた東京の日常を描いた。／制
作局，NEP

『里山カフェ～日本の “本当の豊かさ” を訪ね
て』

6.25
　地元にある資源・里山や里海の恵みを生かして，
新たな豊かさをつかみ始めた地域や人々が全国各
地で急増している。そうした場所には，必ず発信
基地となっている「カフェ」がある。今回訪れた
のは，熊本・天草から長崎・五島列島の里海。旅
人は五島列島・小

お

値
ぢ

賀
か

島の新たな取り組みにも関
わるアレックス・カー氏。／国際放送局，NEP

『衆議院選挙開票速報特番「JAPAN DECIDES」』
10.22

　NHKワールドTVでは，衆院選当日の19時45分
から開票速報特番『JAPAN DECIDES』を編成。
毎正時の特番枠のほか，英語カインズ（開票速報
CG）や英語字幕ニュースにより，開票結果につ
いて，解説を交えながら世界に発信した。また，
インターネットのNHK WORLD ONLINEでも，
今回初めて開票データをリアルタイムで速報し
た。／国際放送局

『世界一の庭づくり～英国ガーデニングの祭典に
挑む』

6.24
　ガーデニングの本場イギリスでエリザベス女王
に「緑の魔術師」と称賛される日本人がいる。庭
園デザイナーの石原和幸さん，58歳だ。世界最高
峰のガーデニングのコンテスト「チェルシー・フ
ラワー・ショー」で，優秀賞にあたる金賞を 8回
受賞。16年は部門を超えたナンバー 1に与えられ
る「プレジデント賞」を日本人で初めて受賞し
た。17年前人未到の 2年連続「プレジデント賞」

受賞をねらう石原さんの飽くなき情熱を見つめ
た。／国際放送局，JIB

『雪舟の禅　世界を魅了するミニマリズム』
9. 3

　16年10月，山口県立美術館所蔵の重要文化財，
「雪舟筆倣高克恭山水図巻」の修復が始まった。
「雪舟の生々しい筆致が 1番伝わる」という水墨
画だ。この修復作業に密着しながら，現代に通ず
る雪舟の精神を読み解いた。／山口局

『禅寺　永平寺～ジョブズも憧れた修行道場』
3.31

　アップルの創始者スティーブ・ジョブズを始め，
今もアメリカのシリコンバレーやIT企業のイノ
ベーターたちをとりこにしている禅「ZEN」。そ
の「禅」の中心的存在である福井県・永平寺を取
材し，「首

しゅ

座
そ

」と呼ばれる修行者のリーダーに密
着した。／国際放送局，福井局

『ニッポンの響きを世界へ～N響&マエストロ・
ヤルヴィ』

5.21
　NHK交響楽団は，16年世界が最も注目する指
揮者，パーヴォ・ヤルヴィを首席指揮者に迎えた。
そのヤルヴィとN響がクラシックの本場ヨーロッ
パでコンサートツアーを行った。日本のオーケス
トラを振って，ヨーロッパの聴衆にどのようにア
ピールするのか。ヤルヴィとN響の挑戦に密着し
た。／国際放送局，NEP

『ニッポン発会話ロボットが介護を変える』
2.24

　認知症や自閉症などで心を閉ざした人とコミュ
ニケーションできるロボット「テレノイド」。こ
の会話ロボットの出現で，介護の在り方はどう変
わるのか？　ロボットがもたらす「介護革命」の
現場を見つめ，その可能性と課題を探った。／国
際放送局，Gメディア

『ノーベル平和賞授賞式中継』
12.10

　ノルウェー・オスロで行われたノーベル平和賞
授賞式のもようを生中継。核兵器廃絶国際キャン
ペーン「ICAN」のフィン代表と被爆者のサーロ
ー節子さんによる，歴史的なスピーチを世界に発
信した。／国際放送局
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『母たちの祈り～フクシマとチェルノブイリ』
12.16

　原発事故から 6年が経過し，福島の母たちが，
チェルノブイリ原発事故で被害を受けたベラルー
シを親子で訪れた。番組では，福島の母たちが心
に抱いている切実な思いをすくい上げ，ベラルー
シへの旅をきっかけに，母たちがフクシマで子を
育てることを見つめ，未来へと向かう過程を記録
した。／国際放送局

『福島タイムラプス～空と大地と人々がつむぐと
き』

12.30
　映像作家の清水大輔は，震災後の故郷・福島県
の各地をハイビジョンで撮影しタイムラプス動画
として発信してきた。そこに映し出されるのは，
美しさと尊厳を失わない福島，そして，失われた
時間を取り戻し新しい時間を紡ぎだす人々の姿
…。福島の人々による，福島の物語を追った。／
国際放送局，編成局，NED

『密着！東京ガールズコレクション “地方創生プ
ロジェクト”』

2. 4
　日本とアジアの少女を熱狂させてきたファッシ
ョンイベント「東京ガールズコレクション」。今
回新たに「すべての女性が輝く舞台を地方都市
へ」をテーマに，新プロジェクトが進んでいる。
北九州で地元を巻き込んだ“革命”を密着取材し
た。／編成局，NEP

『山の信州　夏旅スペシャル』
8.26

　長野局のキャスターと地元在住の外国人が，松
本，安曇野，八ヶ岳などをぶらり旅。地元の人々
とのふれあいが楽しめる素朴な宿場町など，地元
ならではの目線で長野県の魅力を伝えた。日本語
版を長野県域放送でも展開した。／国際放送局，
長野局

ラジオ国際放送

ラジオ国際：定時番組
『Friends Around the World』

R国際（英語）　日　14:10～14:30ほか
R2 　　　　　　　　日　14:10～14:30

再翌土　14:10～14:30
　第 1回11.3.27／英語によるディスクジョッキー
番組。世界のリスナーからの手紙やリクエスト曲
を紹介した。また，日本文化をはじめ，アジアや
アフリカの話題も伝えた。／国際放送局

『Japan & World Update』
R国際（英語）・R2　　月～金　14:00～14:30

　第 1回09.3.30／R国際の英語放送をR2で同時放
送。前半15分が『英語ニュース』，後半は『プラ
グイン　ニッポン』で構成。／国際放送局

『一衣帯水』
（中国語）（月 1回）土　13:40～14:00ほか

　第 1回16.4.16／日中交流のために各分野で尽力
する人々を紹介した。本人のインタビューを中心
に，成功までの苦労や努力，今後の夢や志を伝え
た。／国際放送局

『英語ニュース』
R国際　月～金　14:00～14:15ほか＊

土・日　　14:00～14:10ほか
R2 　　　　月～金　14:00～14:15＊

土・日　　14:00～14:10
＊『Japan & World Update』枠内

　第 1 回（R国際）52.2.1，（R2）95.4.3／海外向
けに放送しているラジオ国際放送の英語ニュー
ス。うち 1回を国内でも放送。／国際放送局

『スペイン語ニュース』
R国際　月～金　13:00～13:15ほか

土・日　13:00～13:10ほか
R2 　　　　月～金　13:00～13:15

土・日　13:00～13:10
　第 1 回（R国際）53.8.1，（R2）02.4.1／中南米
向けのスペイン語によるニュース番組。日本の出
来事を中心にアジアや世界の情報を伝えた。日本
に居住する中南米のスペイン語圏出身者を主な対
象に，R2でも放送。／国際放送局
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『段文凝のピリパラ電話』
（中国語）（月 1回）日　13:40～14:00ほか

　第 1回16.4.11／タレントの段文凝さんが，日本
語学習や日本文化などに関するリスナーからの質
問や相談に，電話で回答した。／国際放送局

『中国語 “日本ジャーナル”』
R国際・R2　土・日　15:45～16:00

再翌土・日　13:25～13:40
　第 1 回12.4.7／R国際の中国語番組で放送した
『プラグイン　ニッポン』などを再構成し，日本
に居住する中国語を話す人や語学学習者を主な対
象にR2でも放送した。／国際放送局

『中国語ニュース』
R国際　月～金　13:30～13:45ほか

土・日　13:30～13:40ほか
R2 　　　　月～金　13:30～13:45

土・日　13:50～14:00
　第 1 回（R国際）53.8.1，（R2）96.4.1／中国語
によるニュース番組。日本に居住する中国語を話
す人や語学学習者を主な対象に，R2でも放送。
／国際放送局

『ニュース』
（各言語）　月～日　10分または15分

（言語によって放送時間，枠時間は異なる）
　アラビア語，ベンガル語，ビルマ語，中国語，
英語，フランス語，ヒンディー語，インドネシア
語，日本語，ハングル，ペルシャ語，ポルトガル
語，ロシア語，スペイン語，スワヒリ語，タイ語，
ウルドゥー語，ベトナム語の18言語で放送。日本
語は在外邦人向け，そのほか17言語は外国人向け
として実施した。（英語，中国語，ハングル，ポ
ルトガル語，スペイン語によるニュースは別項も
参照）／国際放送局

『ハングル日本百科』
R国際・R2　土・日　17:45～18:00

再翌土　14:30～15:00
　第 1 回09.4.4／R国際で放送した『プラグイン
ニッポン』などを再構成し，日本に居住する母語
話者や語学学習者を主な対象にR2でも放送した。
／国際放送局

『ハングルニュース』
R国際　月～金　13:15～13:30ほか

土・日　13:15～13:25ほか
R2 　　　　月～金　13:15～13:30

土・日　13:40～13:50
　第 1 回（R国際）60.4.1，（R2）96.4.1／ハング
ルによるニュース番組。日本に居住する母語話者
や語学学習者を主な対象に，R2でも放送。／国
際放送局

『プラグイン　ニッポン』　新
（各言語）　月～土　15～30分

（言語によって放送時間，枠時間は異なる）
　日本語を除く17言語で毎週月～土曜に放送して
いるラジオ日本の主力番組。『ラジオジャパンフ
ォーカス』を17年度から『プラグイン　ニッポ
ン』と改題し，日本の政治，経済，社会，文化の
動きや，日本が世界に誇る技術，さまざまな分野
で活躍する話題の人物などを幅広く紹介した。主
なコーナーは以下のとおり。／国際放送局
　「やさしい日本語」 月
　日常会話で役立つ日本語の表現を毎週 1つ， 1
年で計48の表現を，日本の文化や習慣とともに紹
介。毎月第 1月曜には，クイズ形式で楽しみなが
ら学習内容を復習する「やさしい日本語復習編　
どっちかな？」も放送した。

　「Made from Nippon」 （月 1回）火
　「冷凍なのにながーく旬な味～新冷凍技術」（ 9
月），「米飯食文化を世界に広げる『寿司ロボッ
ト』」（12月）など，世界をリードする日本の技術，
世界が注目する日本のアイデア，世界で人気の日
本製品や隠れたヒット商品などを幅広く紹介し，
日本の今を多面的に伝えた。蚊の針の仕組みを応
用した痛みが少ない針を紹介した「痛みを軽減！
樹脂製採血針」（ 7月）には海外から多くの問い
合わせが寄せられた。

　「BOSAI measures for saving your life」 
新 （月 1回）火

　地震や津波，台風への備えなど，日本の防災に
関するノウハウを分かりやすく紹介する番組。自
助，共助をテーマにした「避難所はどう運営す
る？」，災害時のメンタルケアを取り上げた「ス
トレス障害にどう向き合う？」，タウンウォーク
で地域の危険性を把握する「地域の災害リスクを
知るには？」などを紹介した。
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　「話題の人」 （隔週）水
　宇宙飛行士，芸術家，職人，技術者，研究者な
ど，さまざまな分野で活躍する人々の話をじっく
りと聞き，それぞれの取り組みの魅力や，新たな
挑戦に迫った。「81歳でスマホアプリを開発した
女性プログラマー」「ミャンマー出身のファッシ
ョンデザイナー」「第二次世界大戦中の日系カナ
ダ人収容所での教育を研究する大学教授」などを
紹介した。

　「各地の話題から」　新 （月1回）水
　NHKの地域各局が制作する日本各地の社会問
題や人々の暮らし，考え方を伝える番組を選び，
ラジオ番組として再構成。熊本地震後の観光客の
減少に直面した旅行業界の苦悩や，外国人観光客
が運転するレンタカー事故の増加への沖縄県警の
取り組みを伝えた番組など11本を紹介した。

　「Japanese Pop Culture Magazine」
 （月 1回）木
　世界で注目を集める日本のポップカルチャーの
最新動向を伝える番組。「最新東京VRスポット」
「コスプレ天国日本」「キャラクターコラボカフ
ェ」などを紹介した。

　「物語で楽しむ日本の美」 （月 1回）木
　東京国立博物館の協力の下，博物館所蔵の日本
美術の名品の数々を，時代背景や作者の思いとと
もに伝えた。また，作品の画像を番組ホームペー
ジに解説文付きで掲載し，その魅力を伝えた。

　「暮らしと社会のキーワード」　 （月 1回）木
　家庭科の教科書に出てくるキーワードを通し
て，日本に暮らす人々の関心や，社会の問題を伝
える番組。 2年目の17年度は，「おせち料理（伝
統の継承）」や「家事」などのキーワードをテー
マに取り上げて紹介した。

　「季語でめぐる日本」 （月 1回）木
　毎回 1つの「季語」をテーマに古今の俳句を紹
介。鑑賞のしかたや季語にまつわる日本の習慣を
解説し，季節感あふれる日本の詩的世界に誘

いざな

った。
また，世界各地のリスナーから寄せられた作品も
紹介した。

　「日本の家庭料理を作ろう」 （月 1回）金
　料理研究家の渡辺あきこさんが，日本の家庭料
理の作り方を優しく教える料理番組。「すり流し」

「すしケーキ」，リスナーからの要望の多い減塩
料理などを紹介。高知のかつおのたたきやかつお
節の生産工場を訪ね，かつおを使った料理を紹介
する特別編も放送した。

　「Welcome to Amazing Japan！」
 （月 2回）金
　ラジオ日本の各言語のキャスターが日本各地を
訪ね，その土地の魅力を案内する旅番組。「アウ
トドアスポーツの楽園・群馬県みなかみ町」「お
しんの舞台を訪ねて・山形県」などを放送した。

　「NHKワールド　ラジオ小説」
（月 2～ 3回）土

　現代の日本を代表する作家の作品を中心に，良
質な短編小説を朗読した。中島京子『妻が椎茸だ
ったころ』，重松清『おまじない』ほか。

　「JAPAN Hit Tunes」 （月 1回）土
　日本の音楽シーンを沸かせている旬の歌にスポ
ットを当て，アーティストのプロフィールや歌の
バックグラウンドを解説しながら，話題のヒット
曲を紹介した。

　「Music Journey」 （月 1回）土
　毎月，一つの県を取り上げて，その土地の話題
や文化，風土を，ゆかりの音楽とともに放送。童
謡からクラシック，歌謡曲，ポップスまで幅広く
紹介した。

『ほけんだより』
（スワヒリ語）（月 1回）月　12:30～13:00ほか
　第 1回16.4.1／保健医療に関わる日本の取り組
みや知識を，アフリカのリスナーに役立つ形で紹
介する情報番組。アフリカでは栄養や衛生の知識
が不足しているため，疫病などで命を落とす子ど
もが後を絶たない。アフリカ出身の出演者が日本
とアフリカの現状を比較しながら，現地の保健事
情に詳しい日本人専門家とともに，体を守る方法
を分かりやすく紹介した。／国際放送局

『ポルトガル語ニュース』　
R国際　月～金　18:00～18:15ほか

土・日　18:00～18:10ほか
R2 　　　　月～金　23:40～23:55

土・日　23:40～23:50
　第 1 回（R国際）53.8.1，（R2）95.4.3／南米向
けのポルトガル語によるニュース番組。日本の出
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来事を中心にアジアや世界の情報を伝えた。日本
に居住するブラジル出身者を主な対象に，R2で
も放送。／国際放送局

『やさしい日本語』
R国際　月　14:15～14:25ほか
R2 　　　　土　21:45～21:55

再翌土　 8:30～ 8:40
　第 1 回11.4.9／英語による日本語講座。タイ人
留学生・アンナが主人公のストーリー仕立てで，
日常会話に役立つ表現を，日本の文化・習慣とと
もに紹介した。（全48課）／出演：山本ミッシェ
ール，ジョナサン・シェア／国際放送局

『リスナーズフォーラム』　新
日　20分または30分

（言語によって放送時間，枠時間は異なる）
　『リスナーとともに』を17年度から『リスナー
ズフォーラム』と改題。日本語と英語を除く16言
語で放送するディスクジョッキー番組。世界各地
のリスナーからの手紙を紹介したり音楽のリクエ
ストに応えたりするほか，国内のイベントやトレ
ンドスポットのリポートなどで構成。／国際放送局

ラジオ国際：特集番組
『BOSAI特集　世界防災フォーラム①②』

12.19～20
（言語によって放送時間は異なる）

　17年，仙台で東北大学が中心となり，初めて開
催された世界防災フォーラムを 2回にわたって放
送。「仙台から世界へ　世界防災フォーラム①～
よりよい復興への取り組み～」「仙台から世界へ　
世界防災フォーラム②～各国のチャレンジ～」を
放送。／国際放送局

『Easy Travel Japanese』
8.14ほか

（言語によって放送時間は異なる）
　ラジオ日本『やさしい日本語』で学ぶフレーズ
の中から旅行者がすぐに使える便利なフレーズを
選び，使用例や発音のコツを分かりやすく伝えた。
ワールドテレビの『Easy Travel Japanese』で紹
介したフレーズに，詳しい文法解説や練習問題を
加え，幅広い層のリスナーに向けて放送した。番
組の後半では，講座監修の徳永あかね先生が，リ
スナーからの日本語に関する質問に回答した。／
国際放送局

『核なき世界をめざして』
　 1. 1～ 2

（言語によって放送時間は異なる）
　新年特集として，核なき世界を目指し活動する
人々を特集。アメリカで対話活動を行った広島の
被爆者・小倉桂子さんと，ノーベル平和賞を受賞
したICANの国際運営委員・川崎哲さんを紹介。
／国際放送局

『日中国交正常化45周年記念スペシャル』
（中国語）　 9.29ほか

　日本と中国は，17年に日中国交正常化45周年，
18年に日中平和友好条約締結40周年を迎えた。こ
れを記念して中国語放送では，年度を通じてさま
ざまな特集番組を放送した。日中国交正常化45周
年となる 9月には，住民のおよそ半数が中国人と
いう埼玉県の川口芝園団地で防災をテーマにした
公開収録を行った。住民に地震発生時の対応や日
頃の備えなどを紹介し，その様子を番組で紹介し
た。そのほか，日中友好協会の丹羽宇一郎氏によ
る解説や，日中友好に尽力した内山書店社長の内
山籬氏のインタビューなども放送した。また， 2
月には，日中平和友好条約締結40周年を記念して，
中国語ラジオドラマ『倭の風』を放送。 3世紀の
日本と中国を舞台にしたフィクションで，日本と
中国の悠久の歴史と絆について伝えた。／国際放
送局

『年末ハイライト2017』
12.27～29

（言語によって放送時間は異なる）
　政治・経済・社会の分野ごとに17年のニュース
を専門家の解説を交え， 3回シリーズで振り返っ
た。政治は日米首脳会談，森友・加計学園問題，
衆議院選挙ほか。経済は東芝・半導体事業の売却
先決定や株価高騰ほか。社会は，稀勢の里の横綱
昇進，藤井四段の29連勝，眞子様婚約内定会見ほ
か。／国際放送局

『広島・長崎特集』
　 8. 7～ 9

（言語によって放送時間は異なる）
　夏の特集として，戦争・原爆関連の番組を 3日
間にわたり放送。「母の足跡をたどって～ハワイ
の被爆二世広島への旅～」「被爆者の声を世界へ」
「被爆写真は語る」を放送。／国際放送局




