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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
ーのみの場合は省略した。

ラジオ第 1 ：定時番組
『A.B.C－Z　今夜はJ’ s倶楽部』

（隔週）火　20:05〜21:55
　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，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
向性を重視して構成する番組が，18年度は 2 時間
枠に拡大。ジャニーズJr.を中心に，声優など多
彩なゲストが登場したほか， 1 月にはコンサート
会場からの生放送という初の試みも行った。／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』
日　16:05〜16:55

　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，日本史からためになるエピ
ソードを毎回伝えた。18年度より日曜午後に移設，
大相撲期間中などを除き毎週の放送となった。 6
月には栃木県足利市で初の公開生放送を実施。10
月にはインターネットでウェブマガジン「読むら
じる。」がスタートしたのに合わせ，同サイトで，
番組の一部をテキストと聴き逃しで記事化したサ
ービスの提供を開始した。／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　10:55〜11:00

（前期）再土　15:55〜16:00
日　10:55〜11:00

（前期）再日　15:55〜16:00
　第 1 回90.10.6，最終回19.3.17／土曜はNHKのラ
ジオ，テレビの番組を紹介する「神門光太朗のラ
ジオ見本市ミニ」，日曜は番組審議会の報告など
で構成する「NHKからのお知らせ」。／DJ：（土）
神門光太朗アナ，司会：（日）高市佳明アナ

『NHKジャーナル』
月〜金　22:00〜23:10

　第 1 回82.4.2／ 1 日のニュースをせき止め，掘
り下げて伝えるニュース情報番組。主なニュース
についてニュースデスクが背景などを分かりやす
く解説した。18年度は被災地からの中継も交えた
災害報道を強化したほか，気候変動の国際会議を
ニュースデスクがポーランドから連日報告。リス
ナーの声を番組で紹介するなど双方向性を意識し
た情報発信もさらに進めた。また独自取材による
特集企画や地域発リポート，旬のゲストへのイン
タビューなど多彩な内容で放送した。／キャスタ
ー：山田康弘アナ，菅野真美恵／ニュースデスク：
岩本裕，森田智之／気象予報士：伊藤みゆき

『NHK東日本大震災音声アーカイブス　あれか
ら、そして未来へ』

（年 8 本）土　16:05〜16:55
　第 1 回12.3.11／東日本大震災の被災地で暮らす
人たちの声を紹介する番組。副題の「被災地から
の声」を，18年度から「あれから、そして未来へ」
に改題した。福島県の「食」をめぐる対立と分断，
故郷の復興を担おうと踏み出す若者など，被災地
で生きる人々のさまざまな声を取り上げた。

『NHKマイあさラジオ』
月〜金　 5:00〜 7:58

土　　 5:00〜 8:00
日　　 5:00〜 7:45

　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（隔週），（土
・日）高市佳明アナ，渡辺ひとみ／気象予報士：
福田寛之
　「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／53年に始まり，夏の風物詩として親し
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まれる「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」
は，18年も全国41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 9 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「第57回1000万人ラジオ体操・み
んなの体操祭」（8.5）は，岡山県倉敷市で開かれ，
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，
能條貴大／スポーツ業務管理部，Gメディア

『Nらじ』　新
月〜金　18:00〜20:00

　第 1 回18.4.2／17年度までの午後 5・6 時台『先
読み！夕方ニュース』に代わり，午後 7 時の
「NHKきょうのニュース」を包含するかたちで
新たに『Nらじ』をスタートした。午後 6 時台は
「ニュースのしゃべり場」として各分野の専門家
やリスナーからの意見を交えてニュース・話題を
多彩に伝えた。午後 7 時台後半は気になるニュー
スや話題を深掘りする「特集�一本勝負」として
構成し，時にはテーマを特番『ラジオみらい会
議』へも展開した。／キャスター：畠山智之，黒
崎瞳，野村正育アナ／コメンテーター（解説委
員）：（前期）日替わり，（後期）週替わり

『石丸謙二郎の山カフェ』　新
土　 9:05〜 9:55

　第 1 回18.4.7／山登りが好きな人をターゲット
にしたトーク番組。カフェのマスターとしてパー
ソナリティーを務めるのは，登山歴40年の石丸謙
二郎。登山家や写真家など山を愛する人をお客さ
まに迎えて，山の魅力を語った。石丸謙二郎が自
らの登山の様子を録音した「マスターの音だよ
り」や山に関する小説などを朗読する「マスター
の本棚」などのコーナーも制作。／出演：井田寛
子（気象予報士）

『歌え！土曜日　Love　Hits』
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 1 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，最終回19.3.17／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つつ，
全国各地の季節の話題や，その日の出来事を葉書
やファクスで寄せてもらうことで，全国の人々の
暮らしぶりを生放送で伝える番組。企画コーナー
では，著名な作曲家・作詞家の記念館から，ゆか
りの歌などを紹介する「うたのふるさと散歩」の
ほか，季節の旬の食材を紹介する「ふるさと旬の
味」，著名な歌手を招いての「音楽プレミアムト
ーク」など，週替わりのメニューで届けた。／司
会：杉原満アナ，石山智恵

『沖縄熱中倶楽部』
（最終）金　17:05〜17:55

　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。18年度より放送時間を
拡大し，毎月生放送で実施。／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

『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70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

『かれんスタイル』
（後期）木　20:05〜21:55

　第 1 回11.10.6，最終回19.3.28／暮らしの中でキ
ラキラと輝く小さな幸せ…ホッと一息つける，そ
んなひとときをリスナーとともに探していくトー
ク番組。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
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『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。 1 時台は文化，芸
能，旅，料理など得する情報。 2 時台は関西ゆか
りのゲストを招いて話を聞く「ほっと人物ファイ
ル」。 3 時台は17文字でつづる人生の泣き笑いの
「ぼやき川柳アワー」という 3 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

『きこえタマゴ！』
土　 8:05〜 8:55

　第 1 回17.4.3／未就学児童や小学生をターゲッ
トにした子供向け番組。昔話などをアレンジした
物語に子供が電話出演で役者として参加する「劇
団タマゴ」や，“緑の食べ物といえば？”という
ような質問に，二人の子供が答えを合わせてハモ
れるようにがんばる「ハモぞう」など，子供が参
加できるコーナーを多数用意。メールでの投稿や
ネット投票システムでも番組に参加を促した。／
パーソナリティー：JOY，安治美穂

『きらめき歌謡ライブ』
水　20:05〜21:55

　第 1 回05.3.30，最終回19.3.20／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」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

『ごごラジ！』
月〜金　13:05〜15:55

　第 1 回16.4.4／「あなたの声にこたえたい　で
きるだけ！」をキャッチコピーに送る情報生ワイ
ド番組。18年度はアナウンサーとキャスター 2 人
で進行する番組へと衣替えをした。曜日ごとにテ
ーマを設け，生活情報から音楽情報，マニアのこ
だわりまでさまざまな企画を届けた。リスナーの
お便り紹介や電話出演はもちろん，寄せられたア
イデアを新しい企画として立ち上げるなど「リス
ナー参加型」に力を入れた。／パーソナリティー：
神門光太朗アナ，石垣真帆

『サンドウィッチマンの天使のつくり笑い』
（隔週）月　20:05〜21:55

　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や人気芸人を
ゲストに迎えたトークも織り交ぜ，笑いを作り出
した。18年度は隔週 2 時間生放送に変更。視聴者
投稿コーナーを充実させた。／司会：サンドウィ
ッチマン，出田奈々・千葉美乃梨アナ，Aマッソ
／エンターテインメント番組部，NEP

『真打ち競演』
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。18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，佐藤俊吉・比
留木剛史・吉田真人アナ（局内収録）／出演：三
遊亭小遊三，柳家さん喬，おぼん・こぼん，ケー
シー高峰，U字工事，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。
／ドラマ番組部

『すっぴん！』
月〜金　 8:05〜11:50

　第 1 回12.4.2／化粧をしていないという意味の
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きた。話題の人に話
を聞く「すっぴん！インタビュー」，本を題材に
人間そのものを洞察する「源ちゃんのゲンダイ国
語」，映画の名作を独自の視点から切り出す「シ
ネマストリップ」など，魅力的な出演者が伝える
多様なコーナーをラインナップ。東日本大震災以
降には，被災地の課題を伝える「アフター311」
を毎月11日前後に継続的に放送した。／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

『スポーツジョッキー』
（前期）木・金　21:30〜21:55

　第 1 回02.4.12／年度前期の木曜と金曜のプロ野
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球中継時に編成。プロ野球中継の進
しん

捗
ちょく

状況により
休止や時間を前倒しにしての放送も行った。スポ
ーツをテーマにしたニュースやトピックに音楽を
織り交ぜて構成した。ほかの球場の結果などをい
ち早く伝えた。／キャスター：道谷眞平

『旅ラジ！』
R1・FM　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，18年度で全国14周目の旅。18年
度は47都道府県のおよそ180か所で公開放送を実
施。ふるさとの活性化に取り組む地域のさまざま
な人材を掘り起こした。また，被災地を元気づけ
ようという趣旨のもと，西日本豪雨の被災地を訪
れ，地域の活力になるような放送を制作。さらに
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見
据えた新企画「旅ラジ！聖火のキセキ！」を放
送。64年の聖火ランナーを発掘し，話を聞いた。
進行は，地元局のアナウンサーが担当，「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，現地のホットなニュー
スやスポーツ・カルチャーの最新情報をリポート
してきた。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。19年 2 月には民族音楽特集を
放送した。／キャスター：柿沼郭アナ，柴原紅

『日曜コラム　日本を読む、世界を読む』
日　 7:45〜 7:55

　第 1 回17.4.9／毎週日曜の朝に，長年取材を続
けてきたジャーナリスト 2 人が登場し，日本国内
や世界のニュース・出来事について，随筆形式で
解説。各自の専門分野にとどまらず，幅広いトピ
ックに焦点を当て，その背景や構図，真相につい
て，これまで培った経験と視点で，分かりやすい
語り口で伝えた。／「ギャンブル依存症対策」
（5.6），「トランプ流交渉術」（6.22），「乱高下避
けられぬ野菜の値段」（8.12），「外国人材拡大法

案問われる点」（11.25）／解説委員室

『日曜バラエティー』
日　13:05〜15:30

　第 1 回08.4.6，最終回19.3.17／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

『にっぽん列島夕方ラジオ』　新
月〜金　17:05〜17:55

　第 1 回18.4.2／地域局の17時台の生放送を日替
わりでそのまま全国に向けて放送する番組。各地
域の暮らしや，活躍する人物のトークを楽しんで
もらい，地方の多様性を伝えた。曜日ごとに分け
た 5 つのエリアから，各局の番組をバランスよく
取り上げた。7 月の中国地方の集中豪雨の際には，
広島から現地の情報を詳細に放送，その後も復旧
までの状況を適宜伝えた。

『パワーボイスA』
（隔週）火　20:05〜21:55

　第 1 回17.4.9／20〜30代のアニメファンに向け
たアニメ情報番組。声優やアニメソングシンガー，
制作者など，アニメに関連するさまざまなゲスト
を迎え，最新情報から名作の裏側までバラエティ
ー豊かに紹介した。／パーソナリティー：徳井青
空／アシスタント：石飛恵里花

『ひるのいこい』
R1・FM　月〜金　12:20〜12:30

土　　12:15〜12:30
　第 1 回52.11.27／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目指した。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。R1・FM同時放送。／
アンカー：（月〜金）内藤啓史アナ，（土）杉原
満アナ
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『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）。／司会：杉原満アナ，石山
智恵

『増田明美のキキスギ？』　新
金　20:05〜20:55，21:05〜21:55

　第 1 回18.10.5／詳しすぎるマラソン解説でおな
じみのスポーツジャーナリスト・増田明美が司会
を務めるスポーツトーク番組。東京2020に向けた
機運の盛り上げのために，スポーツに関わるあら
ゆる分野のアスリートや関係者に話を聞いた。じ
っくり100分間聞けるのが特徴で，特にパラリン
ピックの関係者の話は，リスナーからの反応が顕
著だった。また，違う競技のゲスト同士が互いの
競技を尊敬し合うなど思わぬ化学反応も楽しめ
た。／キャスター：増田明美，塩田慎二アナ

『又吉・児玉・向井のあとは寝るだけの時間』
（隔週）月　20:05〜21:55

　第 1 回17.4.24／18年度から隔週 2 時間番組とな
る。 3 年間同居していた 3 人の関係性を大事に，
自然体のピース・又吉，ラジオ大好きパンサー・
向井，未完の大器サルゴリラ・児玉のリビングト
ークを楽しむ番組である。／MC：又吉直樹（ピ
ース），児玉智洋（サルゴリラ），向井慧（パンサー）

『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。18年度は全国13か所で実施した。
／司会：実施局アナ／音楽・伝統芸能番組部

『もういちど！ラジオ』
土　16:05〜16:55

　第 1 回17.4.8／好評番組をセレクトして放送す
る番組『もういちど！ラジオ』。 4 月は「DJ壇蜜
のSelected　Music　vol.2」， 5 月は「すっぴん！　
インタビュー　久米宏さん」， 8 〜 9 月には「あ
やかしラヂオ」の 2 回シリーズ，10月には「五線
譜に託した最期の思い〜学徒出陣から75年　戦争
に引き裂かれた若き作曲家たちの夢」，11月には
「俳人・金子兜太が見た戦争」，12月には「ラジ

オマンガ　進撃の巨人」， 2 月には「ラジオ深夜
便　絶望名言　萩原朔太郎」などを放送した。

『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，金曜は大阪局制作の「関西
発」と各地域局制作の「地域発」を放送してい
る。18年度は将来の番組リスナーとなる50代を意
識した「深夜便ビギナーズ」や子育てで夜も寝つ
けない親に届ける「ママ☆深夜便」のコーナーを
新設した。94年から続く「ラジオ深夜便のつど
い」を全国 7 か所で開催し，多くの来訪者を得た。

『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， 4 年目を
迎えた18年度は，『サンデー』の放送時間が 2 時
間から 3 時間になり，そして，MCを乃木坂46に
統一した。また，投票企画や対決企画などリスナ
ーが参加する企画を毎回実施している。／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，乃
木坂46の井上小百合・星野みなみ（隔週）

ラジオ第 1 ：特集番組
『五線譜に託した最期の想い〜学徒出陣から75

年　戦争に引き裂かれた若き作曲家たちの夢』
8. 8／21:05〜21:55

　「学徒出陣」で学生たちが戦場に送られて75
年。東京芸術大学では，近年，学徒出陣に関する
調査を始めた。調査で判明したのは，あの時代に
音楽を志すことの難しさと，それにもかかわらず
音楽に夢を託した若者たちの純粋さ，そして若者
たちを精神的に支えた音楽の持つ「魅力」だっ
た。残された作品や関係者の証言を通して，死が
近づいていく中での学徒たちの思いをたどり，戦
争に翻弄されたその悲劇を見つめた。

『ザ・ベストラジオ2018』
10. 8〜11／16:05〜16:55
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　年間を通して非常に高い評価を受けた番組を
NHK，民放を問わずシリーズで放送する『ザ・
ベストラジオ2018』。10月 8 日は静岡放送制作「幸
せのカタチ〜本当の親子　本物の親子〜」，10月
9 日はCBCラジオ制作「 1 ／ 6 の群像」，10月10
日は地方民間放送共同制作協議会火曜会制作「神
田・神保町　レコード屋のおかみさん」，10月11
日はCBCラジオ制作「最期への覚悟」など民放
の優秀番組を紹介した。

『高橋源一郎と読む「戦争の向こう側」』
8.15／20:05〜21:55

　平日午前に放送の『すっぴん！』の金曜パーソ
ナリティーを務める作家・高橋源一郎が，その豊
富な読書量を生かし，戦地を描いた作品ではなく，
銃後の市民の暮らしや，戦後の生活を描いた貴重
な書籍を紹介。それぞれの作品に深い思いを抱く
ゲストとともに，朗読を交えつつ，文学が描く戦
争の向こう側を浮き彫りにした。戦争を体験者か
ら話を聞くことができなくなりつつある今「戦
争」を描いた文芸作品の重みが増している。「作
品の醍醐味」と「戦争の悲劇」を同時に味わう，
時代に即した戦争関連番組となった。

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
再月〜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，自学自習を支援す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にも
対応している。13番組。深夜の放送は通信制高校
の前・後期 2 期制の後期入学生の学習に対応。毎
年10月に開始し，本放送から半年遅れで翌年夏ま
で再放送している。18年度の新作は「コミュニケ
ーション英語Ⅱ」「政治・経済」の 2 番組。「現代
文」「古典」「現代社会」「倫理」「国語総合」「数
学Ⅱ」「保健体育」「音楽Ⅰ」「英語表現Ⅰ」「コミ
ュニケーション英語Ⅲ」「仕事の現場real」の11
番組を再放送。17年度から始めた，話に合わせた
画像を音声の流れとともに提示する“ラジオの見
える化”を「政治・経済」でも開始した。／青少
年・教育番組部，NED

『アラビア語講座』
日　 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　12:15〜12:25，18:20〜18:30，
23:00〜23:10

再土　 7:00〜 7:50（ 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
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間を構成している。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，
A2に位置づけられる。／講師：スティーブ・ソ
レイシィ（BBT大学教授）／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

『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。日本の紀行や文学作
品，ショートストーリー，世界の国紹介など曜日
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：関根麻里／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』
土　 9:30〜10:00

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「宮城道雄」「賛美歌」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。16年度からストリー
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。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

『おもてなしの中国語』
（前期）木・金　10:30〜10:45

再木・金　18:30〜18:45
再日　 9:00〜 9:30（ 2 本）
再月・火　22:00〜22:15

（後期）月・火　22:00〜22:15
　第 1 回17.4.3／ 4 〜 9 月「出会い　ふれ合い　
語り合い」をテーマに，観光地や店で役立つ実用
的な表現を紹介し，インバウンド需要に応えた。
（17年度の再放送）／講師：及川淳子（中央大学
准教授）／出演：張帥，靳園元／テキスト発行／
青少年・教育番組部，NED

『おもてなしのハングル』　新
（後期）木・金　10:30〜10:45

再木・金　18:30〜18:45
再日　 9:00〜 9:30（ 2 本）

　第 1 回18.10.4／「知って伝えるコミュニケーシ
ョン術」と題し，訪日観光客との会話に役立つ表
現や日韓の習慣・文化の違いを解説した。／講師：
長友英子（日韓同時通訳者）／出演：チェ・ハク
サン，イー・チュンギュン，ソ・ウナ／テキスト
発行／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／主に中高年層を対象に，多様化する知
的欲求に応える教養番組。／文化・福祉番組部，
NED
　「NHKラジオアーカイブス」　月／第 1 回
11.4.4／NHKが保有するアーカイブスの中から政
治家や文化人，実業家などその日のテーマに沿っ
た人物をセレクトし，懐かしい声をよみがえらせ，
その業績や人となりを再検証する番組。18年度は
吉野源三郎，永井荷風，谷崎潤一郎など作家や平
塚らいてう，市川房枝といった政治家，また渋沢
栄一，松下幸之助など財界で活躍した人物を取り
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ユニークな切り口で 3 か
月にわたりじっくりと紹介する番組。18年度は，
「日記が明かす平安貴族の実像」「ギリシア人の
世界と古代オリンピック」「元号文化の歩み」「中
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世ヨーロッパ社会の光と影」をテーマに取り上げた。

　「芸術その魅力」　水／第 1 回07.4.4／音楽，
演劇，映画，美術など，幅広く芸術分野を紹介す
る番組。18年度は，「二十五絃筝の世界」「左手の
ためのピアノの世界」「いまなぜ民藝か」「『バウ
ハウス』と20世紀デザイン」をテーマに取り上げた。

　「文学の世界」　木／第 1 回07.4.7／古今東西
の名作を鑑賞し作者の生きざまや知られざるエピ
ソードを紹介する番組。18年度は，「カリスマ講
師に学ぶ近代文学の名作」「小泉八雲の文学とそ
の背景」「英訳で知る“百人一首”の世界」「心理
学者河合俊雄が読み解く村上春樹の“物語”」を
テーマに取り上げた。

　「科学と人間」　金／第 1 回14.4.4／科学分野
のホットな情報や話題を分かりやすく解説する番
組。18年度は，「AI（人工知能）の現状と展望」「宇
宙エレベーターが切り拓く人類の未来」「ホモ・
サピエンスの10万年史と日本人」「南極研究の今
〜南極観測60年によせて〜」「薬と毒の歴史をひ
も解く」をテーマに取り上げた。

　「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
んでもらう番組。18年度は，「詩人たちの肖像」
と題し，前半は白居易の「長恨歌」を中心に，後
半は王安石，蘇軾など宋代を代表する詩人たちの
名詩を鑑賞した。／解説：赤井益久（国学院大学
学長）／朗読：加賀美幸子

　「日曜カルチャー」　日／第 1 回11.4.17／日曜
は 1 時間のフリー枠。聴取者の関心を引く今話題
になっているホットなテーマを選び，深く掘り下
げ紹介する番組。18年度は「世界鉄道紀行〜走る
異文化交流の舞台〜」（作家・小牟田哲彦），「薬
師寺1300年の物語」（薬師寺執事・松久保伽秀），「日
本の不思議な妖怪文化」（東洋大学教授・三浦節
夫）ほかを取り上げた。

『基礎英語 0』　新
月　18:35〜18:45

再土　13:10〜13:20
再日　 8:00〜 8:10

　第 1 回18.4.2／英語に初めてふれる小学 5 〜 6
年生を対象に，授業や日常で感じた英語の疑問や

質問に対して，電話で直接答えていく番組。お答
えする先生として，毎回，児童英語の専門家を招
いた。ほか，コーナーとして，「英単語をリズム
に乗せて歌う」「 4 コマ漫画のオチを英語で考え
る」など，小学生が楽しめる演出とした。／出演：
サンシャイン池崎，花音／青少年・教育番組部，
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。「声に出すか
ら身につく！声に出すから楽しくなる！」をテー
マに，音やリズムに親しみながら英語の基礎力を
伸ばす。中学 1 年生の旬太とNY生まれのロボッ
ト・タマザエモンの日常生活を描いたストーリー
を基に学んだ。／講師：田中敦英（桐朋中学校・
高等学校教諭）／出演：クリス・ネルソン，ダイ
アナ・ガーネット／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。月〜木曜はリスニングを中心に，金
曜はその週に取り上げた文法を振り返った。スト
ーリーは，日本からアメリカ・ニュージャージー
に引っ越してきた美樹の物語。アメリカの学校生
活，夏休みの過ごし方など，文化も紹介した。／
講師：高田智子（明海大学教授），田村岳充（宇
都宮大学助教）／出演：サマンサ・マリー，ジェ
フ・ハッシュ／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，英語を学び直す大人のニーズにも応える講座。
CAN-DOを文法的にしっかりと解説，表現に汎

はん

用
よう

性
せい

を持たせて学習した。ストーリーの主人公は
中 3 の翔（しょう）。アメリカ人カメラマンとの
出会いをきっかけに成長する翔の物語を楽しみな
がら，英語の土台を完成させることを目的とした。
／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，レミ・ダンカン
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／テキスト発行／青少年・教育番組部，NED
『高校生からはじめる「現代英語」』

火・水　18:30〜18:45
再木・金　15:45〜16:00，22:00〜22:15

再土・日　12:40〜12:55
再日　22:25〜22:55（ 2 本）

　第 1 回17.4.8／中学レベルの英語学習を終えた
人に向けた番組。いわゆる学校英語から世界で実
際に使われている生の英語への橋渡しを目的とし
ている。NHKの国際放送で放送された英語ニュ
ースを高校生レベルの英語に書き直したものを題
材に，日本語から英文を作成する反訳トレーニン
グなどを取り入れた。 8 月にはカズオ・イシグロ
のノーベル賞晩さん会スピーチ，12月には「蛍の
光」ほかの英語の歌を特別企画として取り上げ
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・B2に位置
づけられる。／講師：伊藤サム／出演：ハンナ・
グレース／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

再土　18:00〜18:40
　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。18
年度は「老前整理の極意」坂岡洋子（暮らしのコ
ンサルタント），「近代日本人の精神史」保阪正康
（ノンフィクション作家），「登山のススメ〜医師
として、登山家として」今井通子（医師・登山家），
「歓待する文学」小野正嗣（立教大学教授・作
家）を放送。16年度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
てきた古典の名作を，重厚な朗読と丁寧な解説に
よってその魅力を味わってもらう番組。18年度は
西行の生誕900年に当たることから「西行をよ
む」と題し放送。西行の詠んだ和歌を柱に西行を
主人公とする「西行物語」，説話集「撰集抄」も
取り上げ分かりやすく解説した。／解説：西澤美
仁（上智大学教授）／朗読：加賀美幸子／文化・
福祉番組部，NED

『ことば力アップ』
水　22:00〜22:15

再土　11:45〜12:00
再日　23:35〜23:50

　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，“ことば力”に関する
ノウハウを紹介。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
分かりやすく解説。「部下との話し方」など実践
的なビジネストークについても説明した。／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。18年度は，中途視覚障害者の
リハビリテーションや，さまざまな福祉事業所の
取り組み，パラリンピックを目指す選手たちの声
などを放送した。／司会：古屋和雄，高山久美子，
遠田恵子／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」
「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
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動も紹介した。16年度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「物語としての旧約聖書」（出演：月本昭
男・上智大学特任教授・古代オリエント博物館館
長）を放送した。／文化・福祉番組部

『世界へ発信！ニュースで英語術』
月〜金　12:55〜13:00

再月〜金　15:10〜15:15，23:15〜23:20
再土　23:00〜23:25（ 5 本）

　第 1 回18.4.2／18年度から「ワンポイント・ニ
ュースで英会話」をリニューアルしスタート。 1
回 5 分，旬な英語ニュースを通じて，最新の時事
英語表現を学ぶ番組。 1 日 1 本ずつ英語ニュース
を取り上げ，ポイントを理解するためのキーセン
テンスをピックアップ。多様なテーマと英語表現
をバランスよく紹介した。テキストはなく，詳し
い解説は番組ウェブサイトで紹介。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：
高松珠子（会議通訳者）／ナレーター：亀井・シ
ーナ・佐代子／青少年・教育番組部

『遠山顕の英会話楽習』　新
月〜水　10:30〜10:45

再月〜水　15:45〜16:00
再土　 7:50〜 8:35，21:00〜21:45（ 3 回分）

　第 1 回18.4.2／ナチュラルな英語のダイアログ
（会話）を通して，英会話の面白さを体験する講
座。コンセプトは，「楽しく学ぶ」。長年「ラジオ
英会話」など多数の英語講座を担当した遠山先生
が自身の名前を冠して始めた講座。ただ単に「楽
しむ」だけでなく，読む・書くを含めた英語の 4
技能を効率的に伸ばすことを目的とした。／講師：
遠山顕（COMUNICA,�Inc.代表）／出演：ジェフ
・マニング，キャロリン・ミラー／テキスト発行
／青少年・教育番組部，NED

『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／テーマは「相手を動かす」ため
の英語表現とビジネスマナー。Eコマースの会社
を舞台にしたストーリーを題材に，銀行員として
長期間海外勤務を経験した講師が明瞭・簡潔・前
向きな英語表現を紹介。前期新作，後期再放送。
／講師：柴田真一（目白大学教授）／出演：ケリ
ー・ホールウェイ／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。18年度は「ピラミッ
ド研究の最前線」河江肖剰（エジプト考古学者），
「ピアニストは面白い！」仲道郁代（ピアニス
ト），「明治維新150年を考える」姜尚中（東京大
学名誉教授），「未来を切り拓く力とは」山中伸弥
（京都大学iPS細胞研究所所長），「トランプ政権
と中東」高橋和夫（国際政治学者）などを放送し
た。16年度からストリーミングを開始。／文化・
福祉番組部，NED

『ボキャブライダー』
月〜金　 9:05〜 9:10

再月〜金　18:15〜18:20，23:35〜23:40
再土　12:15〜12:40（ 5 本）
再日　22:00〜22:25（ 5 本）

　第 1 回17.4.3／日常会話に必要な英単語を各回
4 つずつ，使う場面や語源などで関連づけて紹介
する講座。ラジオと連動したアプリ（NHKゴガ
クアプリ「単語マスター機能」）には，放送で紹
介した例文を音声付きで掲載。単語のスペルや意
味，使い分けを学べる単語クイズのサービスも提
供した。18年度は，毎週金曜は17年の再使用とし
た。／監修：田中茂範（慶応義塾大学名誉教授）
／出演：浜辺美波，マックスウェル・パワーズ／
青少年・教育番組部，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』

（後期）土　18:45〜19:00
再日　13:10〜13:25
再土　 8:50〜 9:05

　第 1 回13.10.5／ブラジル・リオデジャネイロの
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若者たちの会話をイメージしたスキットで，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。（16
年度の再放送）／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』

（前期）土　18:45〜19:00
再日　13:10〜13:25

再翌土　 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「イ
タリア暮らし 6 か月フレーズマスター」，講師：
武田好（静岡文化芸術大学教授），出演：エヴァ
・カンベッダ，マッティーア・パーチ。／ 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），
出演：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「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）。（いずれも16年度の再放送）／後期
の初級編（月〜水）は「イタリア語の海へ飛び込
もう！」，講師：朝比奈佳尉（早稲田大学講師），
出演：フィオーレ・リエート，アンドレア・フィ
オレッティ。（17年度の再放送）／10〜12月の応
用編（木・金）は「イタリアで劇場に行こう！」，
講師：石川若枝（イタリア語翻訳・通訳），カル
ラ・フォルミサーノ（イタリア語講師）。／ 1 〜
3 月の応用編（木・金）は「言えそうで言えない
イタリア語」，講師：富永直人（日本オペラ振興
会オペラ歌手育成部講師），マッテオ・インゼオ
（イタリア語講師）。／テキスト発行／青少年・
教育番組部，NED

『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「“お
・も・て・な・し”のスペイン語」，講師：福嶌
教隆（神戸市外国語大学名誉教授），出演：長谷
川ニナ（上智大学教授）／前期の応用編（木・金）
は「スペイン文学を味わう」，講師：大楠栄三（明
治大学教授），出演：ハビエル・カマチョ（神田
外語大学講師）。（17年度の再放送）／後期の入門
編（月〜水）は「めざせ　活用マスター！」，講
師：西村君代（上智大学教授），出演：エデルミ
ラ・アマート（上智大学教授）。（17年度の再放送）
／後期の中級編（木・金）は「もっとニッポン！
¡Japón� por� dentro!」，講師：福嶌教隆（神戸市外
国語大学名誉教授），出演：長谷川ニナ（上智大
学教授）／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　22:15〜22:30
再日　11:00〜12:15（ 5 本）

　第 1 回56.11.4／ 4 〜 9 月は新作「ゆったりとし
っかり学ぶ中国語」，講師：李軼倫（東京外国語
大学非常勤講師），出演：姜海寧，徐捷。／10〜
3 月は「聞いて話す！耳から覚える中国語」，講
師：高木美鳥（日中学院非常勤講師），出演：斉
中凌，李婷。（17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「ぶ
どう畑のマリー」，講師：藁谷郁美（慶応義塾大
学教授），出演：ダグマー・クンスト，シュテフ
ァン・ブリュックナー。／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），アンゲリカ・ヴェルナー（独協大学教授），
トーマス・マイアー（独協大学講師）。（15年度の
再放送）／後期の初級編（月〜水）は「ドイツ語
で巡る建築」，講師：藤井明彦（早稲田大学教授），
出演：レオポルト・シュレンドルフ，エファ・ウ
ォルブリング。（17年度の再放送）／応用編（木）
は「話して覚えるとっさのドイツ語」，講師：太
田達也（南山大学教授），出演：エルヴィラ・バ
ッハマイヤー，ラルフ・デーゲン。／応用編（金）
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は「ドイツ語発見の旅 2 」，講師：田中雅敏（東
洋大学准教授），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　18:00〜18:15
再日　14:30〜15:45（ 5 本）

　第 1 回84.4.2／ 4 〜 9 月は新作「読めると聞こ
える！グンと伸ばそう読む力」，講師：イ・ホン
ボク（NHK国際放送アナウンサー），出演：イ・
ミヒョン，ジョン・ウジン。／10〜 3 月は「聞い
てみよう！言ってみよう！慣れるハングル，“お
もてなし”ハングル」，講師：中島仁（東海大学
准教授），出演：キム・ナムン，イ・ホスン。（17
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
「Sautez�le�pas!�〜 1 歩踏み出そう！〜」，講師：
野澤督（国際基督教大学特任講師），出演：クロ
エ・ヴィアート，ジョルジュ・ヴェスィエール。
／後期は「Bon� voyage� !�〜フランス語で旅をし
よう！〜」，講師：田口亜紀（共立女子大学准教
授），出演：ブルネ・トリスタン・ヘンリ，ペリ
ーヌ・アラン＝ブルネ。／ 4 〜 6 月の応用編（木
・ 金 ） は「Traces� des� rencontres� franco-
japonaises� du� passé日仏交流さんぽ」，講師：姫
田麻利子（大東文化大学教授），フランソワ・ル
ーセル（大東文化大学准教授）。／ 7 〜 9 月の応
用 編 は「Traces� des� rencontres� franco-
japonaises� du� passé日仏交流さんぽ〜全国編」，
講師：姫田麻利子（大東文化大学教授），マリー＝
フランソワーズ・パンジエ（大阪府立大学教授）。
／10〜12月の応用編は新作「ふらブラ〜Flânerie�
dans�le�Japon�quotidien〜」，講師：野澤丈二（帝
京大学准教授），シルヴィ・ボォ（帝京大学講師）。
／ 1 〜 3 月は新作。／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）は新作

「ロシア語文法のとびらを開こう！」，講師：秋
山真一（上智大学准教授），出演：クセーニヤ・
ウラノフスカヤ，アナトリー・ヴァフロメーエフ。
／応用編（木・金）は「ロシア語大好き！12の
扉」，講師：八島雅彦（慶応義塾大学ほか講師），
出演：河合エフゲーニヤ。／後期の入門編は「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
友里。／応用編（木・金）は新作「日本へようこ
そ！〜日本と日本人をかたる」，講師：徳永晴美
（元上智大学教授），出演：アレクセイ・ラフーボ。
／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

日　　 8:20〜 8:30
FM　　　火〜土　 0:50〜 1:00

月〜木・日　15:50〜16:00
土　　22:50〜23:00

　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。／音楽・
伝統芸能番組部

『名曲の小箱』
R2������　土　 8:35〜 8:40，12:10〜12:15，

16:55〜17:00
日　　 7:25〜 7:30

FM�　　　　　　月〜日　 5:50〜 5:55
金　　 9:55〜10:00

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

『ラジオ英会話』
月〜金　 6:45〜 7:00

再月〜金　12:25〜12:40，21:45〜22:00
再日　16:30〜17:45（ 5 本）

　第 1 回18.4.2／副題は「〜ハートでつかめ！英
語の極意〜」。�“英語の知識”を“話せる英語力”
に転換するために，高校生レベルの英文法を網羅
した総合的な英語講座番組。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：大西
泰斗（東洋学園大学教授）／パートナー：ポール
・クリス・マクベイ，秋乃ろーざ／テキスト発行
／青少年・教育番組部，NED



第４部　NHKの番組解説｜ラジオ第�2�：特集番組

NHK年鑑’19 448

『ラジオ　仕事学のすすめ』
木・金　 9:30〜 9:45
再日　　18:00〜18:30
再月　　 0:00〜 0:30

　第 1 回15.4.2／ビジネスコンサルタントの山崎
将志さんをメインに月ごとにテーマを設定，第 2
週と 4 週には実業界をはじめ，さまざまなジャン
ルで活躍する人物をゲストに招き新しい時代の働
き方のヒントとなる思考や発想の方法を紹介する
番組。18年度は「管理職の“仕事術”とは」「ビ
ジネスチャンスの活かし方」「創業者に学ぶ起業
術」をテーマに放送した。／文化・福祉番組部，
NED

『レベルアップ　中国語』
月〜金　22:30〜22:45

　第 1 回12.4.2／ 4 〜 6 月は「間違いのない中国
語を目指そう」，講師：楊凱栄（東京大学大学院
教授），出演：毛興華，李婷。（14年度の再放送）
／ 7 〜 9 月は「S君の取材ノート 4 」，講師：楊
達（早稲田大学文学学術院教授），出演：李洵。（12
年度の再放送）／10〜12月は「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。（16年度の再放送）／ 1 〜 3 月は「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。（16年
度の再放送）／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

　第 1 回12.4.2／ 4 〜 6 月は「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。（16年度の再放送）／ 7 〜 9 月は「ドリル
で攻略！文法の基礎」，講師：中島仁（東海大学
准教授），出演：キム・ナムン。（13年度の再放送）
／10〜12月は「自然な会話を楽しもう！」，講師：
イ・ホンボク（NHK国際放送アナウンサー），出
演：ウォン・スニョン。（13年度の再放送）／ 1
〜 3 月は「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。（16年度の再放送）／
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　　21:45〜23:00

　第 1 回62.4.4／18年度は 4 月「山本周五郎短編
作品集」全30回でスタート。『藪の蔭』『つゆのひ
ぬま』『寝ぼけ署長』『ちいさこべ』ほか。 5 月は
「国木田独歩〜理想と現実の間で〜」全20回。『武
蔵野』『郊外』『忘れえぬ人々』『河霧』『牛肉と馬
鈴薯』ほか。 6 月からは「谷崎潤一郎作品集」全
20回。『人魚の嘆き』『青塚氏の話』。 7 月は壺井
栄の『二十四の瞳』全35回。 8 月末から夏目漱石
『草枕』全30回再。10月は永井荷風『ふらんす物
語』全25回。11月は山本周五郎『艶書』全20回。
12月は「有島武郎作品集」全15回『小さき者へ』
『一房の葡萄』ほか。年末年始「朗読特集」は早
坂暁『華日記〜昭和生け花戦国史』全90分×4本。
1 月は「芥川龍之介短編作品集」全 5 回再と「伊
藤左千夫作品集」全20回。『野菊の墓』ほか。 2
月は「織田作之助作品集」『夫婦善哉』ほか再。
3 月はシュリーマンの『シュリーマン旅行記　清
国・日本』全20本。18年度も200本以上の定時と
特集を制作・放送した。／文化・福祉番組部，
NED

『私の日本語辞典』
土　15:10〜15:40

再日　23:05〜23:35
　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。17年 4 月からストリーミングを
開始。／「夢をめぐる表現の歴史」酒井紀美（歴
史学者），「共通語と方言のすれ違い」篠崎晃一
（東京女子大学教授），「呼び名もいろいろ　日本
のめん食文化」奥村彪生（伝承料理研究家），「日
本古代の儀式音楽とやまと歌」犬飼隆（日本語学
者）／文化・福祉番組部，NED

ラジオ第 2 ：特集番組
『伝えたい！私の高校生活2018「定時制・通信

制高校生の青春メッセージ」』
12.24〜25／19:30〜20:30

　11月24日に行われた，第66回全国高等学校定時
制通信制生徒「生活体験発表大会〜定通高校生の
青春メッセージ〜」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15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
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FM放送

FM：定時番組
『AKB48の “私たちの物語”』

（隔週）土　21:00〜22:00
　第 1 回11.4.15，最終回19.3.23／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

『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聴き応えのある単
発ドラマである。／ドラマ番組部

『FM能楽堂』
日　 6:00〜 6:55

　第 1 回17.4.9／能の謡や狂言の名作を第一線で
活躍する能楽師の出演でスタジオ録音。評論家や
学者による解説で放送した。／音楽・伝統芸能番
組部，大阪局

『MISIA　星空のラジオ』
FM　火　23:00〜23:50
再火　10:00〜10:50

R1��　火　16:05〜16:55
　第 1 回15.3.31／実力派シンガーのMISIAがDJ
を務め，18年度で 4 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セッションなども行った。／
出演：MISIA／エンターテインメント番組部

『miwaのミューズノート』
FM　木　23:00〜23:50
再木　10:00〜10:50

R1��　木　16:05〜16:55
　第 1 回12.4.8／シンガーソングライター・miwa
が，自分の愛するアーティストや関心のあるジャ
ンルなど毎週 1 つのテーマに絞ってさまざまな楽

曲を紹介した。また，年度後半からは月 1 回の生
放送に新たにツイッターを連動させ，各地でツイ
ッターランキング入りを果たした。クリスマスイ
ブには，ファン100人を集めて恒例のスタジオラ
イブ特番も放送した。／DJ：miwa／音楽・伝統
芸能番組部，NEP

『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。カ
イルベルトやサヴァリッシュ，シュタインといっ
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，檀ふみ／音楽・伝統芸
能番組部

『THE ALFEE　終わらない夢』
FM　水　23:00〜23:50
再水　10:00〜10:50

R1��　水　16:05〜16:55
　第 1 回13.4.3／THE�ALFEEが「夢」をテーマ
に届ける番組。THE�ALFEEの深夜ラジオに親し
んだ世代から，今まさに夢に突き進もうとする10
代まで，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。／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。ゲス
トとのトークやライブとともに，リスナーからの
リクエストを基にして幅広い世代に親しまれるア
ニソンを紹介した。／出演：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
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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〜』

（隔週）日　18:00〜18:50
　第 1 回11.3.28／『連続テレビ小説』の「ちゅら
さん」や「ひよっこ」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
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：薬師
丸ひろ子，有村架純，北川悦吏子，伊藤蘭ほか／
エンターテインメント番組部，NEP

『音の風景』
FM　月〜金　　�　　　�　�　 9:15〜 9:20

日　　11:50〜11:55，13:55〜14:00，
20:55〜21:00

R2��　月〜日　　�　　　�　�　16:20〜16:25
土� 　　13:20〜13:25，19:25〜19:30

　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1,500本を超え，放送開始から34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：高橋さとみ・久保
田祐佳アナ／音響デザイン部

2018年度『音の風景』制作一覧（40本）

内　　容 場　所 内　　容 場　所

路地を巡る修行・托
たく

鉢
はつ

エラブの地下に川は流れる
楽器を鳴らしてみよう
諏訪の端

たん

艇
てい

奄美の海開きサンガツサンチ
奄美大島は子育ての季節
夜の森の音楽会
春の巨大もちつき
琵琶湖疏

そ

水
すい

の旅
走るなにわのレジェンド電車やでぇ
清水港・日の出埠頭
わたくし雨と茶摘み歌
釣鐘町の時の鐘
えらぶの島唄

京都
鹿児島
大阪
長野
鹿児島
鹿児島
鹿児島
愛媛
滋賀・京都
大阪
静岡
静岡
大阪
鹿児島

しまんトロッコ
向島百花園・虫ききの会
東京築地市場
秋川子ども歌舞伎
日比谷公園
大鐘　久遠の響きの中に
曳
ひ

き船まつり
宮古浄土ヶ浜遊覧船
峠の国盗り綱引き合戦
滝つぼを泳ぐ神

みこし

輿轟
とどろき

秋祭り
パイプの森とオルガンビルダー
大井川鐡道SLおばさん
さよなら関電トロリーバス
御
み

厨
く

人
ろ

窟
ど

・空海の聴いた景色

高知
東京
東京
東京
東京
山梨
岩手
岩手
長野・静岡
徳島
東京
静岡
長野・富山
高知

内　　容 場　所 内　　容 場　所
別府温泉地獄めぐり
日
ひ

出
じ

町
まち

の朝
大雄山最乗寺�子ども禅のつどい
圧巻！ 4 千人のしゃんしゃん傘踊り
安来の夏
滑床渓谷�清流の旅

大分
大分
神奈川
鳥取
島根
愛媛

大相撲・江戸に響く“ふれ太鼓”
野沢温泉の道祖神祭り
渡り鳥の楽園、福島潟
白鳥の川
イグアスのめざめ
早春の永平寺

東京
長野
新潟
新潟
アルゼンチン
福井

『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
や国内収録した公演，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。各
パーソナリティーともそれぞれの個性，ジャンル
でリスナーの支持を集めたが，特に元カシオペア
のキーボード奏者で鉄道にまつわるさまざまな活
動も展開している向谷実がミニキーボードを弾き
ながらの楽曲解説を行い，リスナーを引き付けた。
／パーソナリティー：榊原広子（歌手），向谷実
（音楽プロデューサー），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

『カブキ・チューン』
金　11:00〜11:50

再土　 5:00〜 5:50
　第 1 回18.4.6／『邦楽ジョッキー』をリニュー
アル。歌舞伎俳優・尾上右近が歌舞伎や清元をは
じめとする古典芸能について分かりやすく語っ
た。平原綾香（歌手），篠井英介（俳優），尾上菊
之助（歌舞伎俳優）など，さまざまなジャンルの
ゲストも招いた。／音楽・伝統芸能番組部

『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
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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　14:00〜15:50

再月　 7:25〜 9:15
　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」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多彩な企画コーナーで構
成するクラシック・バラエティー。／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

『金曜カルテット』　新
　第 1 回18.4.6，最終回19.3.22／17年度，各曜日
最終週のみ放送していた番組をまとめて金曜日に
移設。毎週異なるアーティストがパーソナリティ
ーを務める形とした。
　「くるり電波」

FM（第 1 ）金　23:00〜23:50
再金　10:00〜10:50

R1���　　　　金　16:05〜16:55
　第 1 回12.4.24，最終回19.3.1／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・佐藤・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

　「音楽ガハハ」
FM（第 2 ）金　23:00〜23:50

再金　10:00〜10:50
R1���　　　　金　16:05〜16:55

　第 1 回16.4.27，最終回19.3.8／今注目の音楽と
お笑いの境界線で好き勝手な活躍を見せる 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。18年度は
豪華ゲストが続々と登場し，若い世代にアピール
した。／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部，NEP

　「 Masayuki Suzuki Radio Show GOOD 
VIBRATION」

FM（第 3 ）金　23:00〜23:50

再金　10:00〜10:50
R1���　　　　金　16:05〜16:55

　第 1 回15.4.27，最終回19.3.15／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

　「久保田利伸ファンキーフライデー」
FM（第 4 ）金　23:00〜23:50

再金　10:00〜10:50
R1���　　　　金　16:05〜16:55

　第 1 回17.4.28，最終回19.3.22／ビッグアーティ
スト・久保田利伸が，こよなく愛する“ラジオ”
だからこそ伝えられる音楽魂を，存分に発揮して
R＆B名曲の数々を紹介した。／DJ：久保田利伸
／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『グッチ裕三の日曜ヒルは話半分』
（最終）日　12:15〜13:55

　第 1 回17.4.30／料理自慢のエンターテイナー・
グッチ裕三が，ゲストと実際に料理を作り，おい
しい料理に舌鼓を打ちながら，「オイシい」トー
クを繰り広げるNHK-FMラジオ初の「ラジオな
のに料理バラエティー」番組。番組ホームページ
でレシピの掲載を開始した。／MC：グッチ裕三，
柘植恵水アナ／エンターテインメント番組部，
NEP

『クラシックカフェ』
月〜木　14:00〜15:50

再火〜金　 7:25〜 9:15
　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

『クラシックの迷宮』
日　21:00〜22:00

　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，
NEP

『現代の音楽』
日　 8:10〜 9:00
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　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』
（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。「本気ダシます！ 2 番だし！」「 3 番
目だけどドウでしょう？」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
る解説とともに送る番組。 6 人の古楽研究者や演
奏家が解説を担当。毎月第 1 ， 3 金曜はリクエス
トの回として聴取者の要望に応えた。公開収録を
京都府宇治市（10.6），群馬県中之条町（2.9）の
2 か所で実施した。／案内：今谷和徳，関根敏子，
加藤拓未，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

『 5 分でミュージックライン』　新
月〜金　23:55〜24:00

再月〜金　10:55〜11:00
　第 1 回18.4.2／最新のJ-POPをお届けする「ミ
ュージックライン」。翌日の「ミュージックライ
ン」に登場するゲストを 5 分で紹介。今話題の音
楽事情がコンパクトに楽しめるミニ音楽番組。／
DJ：南波志帆／エンターテインメント番組部

『サウンドクリエイターズ・ファイル』
日　22:00〜23:30

　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
楽をトークとともに届けた。18年度も，回によっ
てゲストに音楽プロデューサーを迎え，なぜその
楽曲がヒットしたのかを音楽理論の観点から分析
したり，ギターを得意とするゲストがその場で弾
き語り楽曲を披露するなど，スペシャルな演出を

行った。／エンターテインメント番組部，NEP

『サカナクション・山口一郎 “Night Fishing 
Radio”』

（隔週）日　18:00〜18:50
　第 1 回17.4.9／サカナクションのフロントマン
・山口一郎がナビゲーターを務める音楽番組。
「“音”故知新」をコンセプトに，邦楽・洋楽の
区別や時代を問わず，音楽界に大きな影響を与え
たミュージシャンの業績を紹介した。「井上陽水」
「ザ・ビートルズ」「くるり」「プリンス」「ちあ
きなおみ」「レッド・ツェッペリン」「山口百恵」
など，幅広いテーマで放送した。／エンターテイ
ンメント番組部，NEP

『ザ・ソウルミュージック』
土　18:00〜18:50

　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。20年目
を迎え，土曜の夕方に放送時間が移動したことに
伴い，カーラジオで聴くリスナー層にも楽しんで
もらえるような構成にマイナーチェンジし，新規
リスナーを多数獲得した。／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／ジャズ史に残る過去の名盤はも
ちろん，ジャズ界最前線の動きまでをフォローす
る本格的ジャズ番組。ディキシーからモダンジャ
ズ，ボーカル，フュージョンと幅広く紹介。時に
は内外の有名ミュージシャンがゲスト出演，番組
に華を添えた。DJの児山紀芳さんは体調不良の
ため10月から番組を休んで療養していたが，残念
ながら 2 月 3 日に逝去した。／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。また，第 5 週の日曜には
指揮者の下野竜也が進行役を務めた。18年度は鳥
取県三朝町と富山県射水市で公開録音を実施し
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た。／音楽・伝統芸能番組部

『青春アドベンチャー』
月〜金　21:15〜21:30

　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）
／選曲：藤川パパQ，渡辺亨，湯浅学／音楽・伝
統芸能番組部，NEP

『セッション2018／2019』
（最終）土　23:00〜 1:00

　第 1 回78.11.26／ジャズの公開ライブ番組とし
てNHKみんなの広場ふれあいホールから幅広く
現在のジャズシーンを伝えた。11月 3 日には開局
75周年事業としてNHK宇都宮局のテレビスタジ
オで公開収録を実施した。／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

『トーキング　ウィズ　松尾堂』
（最終週を除く）日　12:15〜13:55

　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
〜 3 組の旬なゲストが旬な話題を展開した。／司
会：松尾貴史，加藤紀子／エンターテインメント
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。10〜80代まで幅広いリスナーからの毎週楽

しみにしている，という声も多く届き，さまざま
なゲストコメントのほか，第 5 週は村上弘明，三
田寛子，田中史朗などゲストを迎えてのトークセ
ッションを行った。／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

『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。クラシックから歌謡曲，童謡まで，
リスナーからのリクエストを中心に選曲された名
曲を独自のアレンジで聴かせた。また， 2 か所の
公開収録を実施した。／公開収録：北海道歌志内
市（6.22），岡山県早島町（2.1）／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。クラシックの古今の名作曲家による合唱曲
や世界の名門合唱団の演奏，各国の民謡や伝承曲，
日本語の合唱曲など，多種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）土　21:00〜22:00

　第 1 回14.4.4，最終回19.3.30／数多くの歌手や
アニメ作品に楽曲を提供するヒャダイン（前山田
健一）がパーソナリティーを務める音楽番組。“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，アイドル本人から音楽プロデュ
ーサーまで，幅広いゲストとともに音楽性，アイ
ドル論を語り合った。18年度からは新コーナーも
スタート。普段メディアに登場しないレアなアイ
ドル音源を紹介した。／出演：ヒャダイン，南波
一海（音楽ライター）／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
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。日本全国のプロオーケスト
ラによるライブ音源を分かりやすい解説を付けて
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紹介した。また，18年度は神奈川県座間市で公開
収録も実施した。／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。18年度はBSP『クラシック倶楽部』と共同で
4 回の公開録音を全国で実施。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

『邦楽のひととき』
月〜水　11:20〜11:50

再火〜木　 5:20〜 5:50
　第 1 回85.4.1／全国各地で活躍する邦楽界の中
堅・新人の出演で，邦楽の比較的ポピュラーな演
目を中心に放送。地唄・箏曲・尺八（月），長唄
（火），義太夫・常磐津・清元・新内・古曲など
の浄瑠璃と現代邦楽（水），小唄・端唄・うた沢
・琵琶・吟詠・大和楽など（各月最終週）。／音
楽・伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局，広島局，
福岡局，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／邦楽各ジャンルの名曲を，人間
国宝や芸術院会員など第一人者の演奏で放送し
た。／案内：中村昇ほか／出演：杵屋直吉，常磐
津津太夫，竹本駒之助，山彦節子，米川敏子ほか／
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』
FM　月　23:00〜23:50
再月　10:00〜10:50

R1���　月　16:05〜16:55
　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
とともに紹介した。／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〜金　21:30〜23:00

　第 1 回09.3.30／最新J-POPを，聴きどころやク
リエイターなどに関する詳しい解説とともに届け
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

『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，NEP

『ゆうがたパラダイス』
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。／パーソナリティー：
（月）金田哲，欅坂46，（火）三森すずこ，（水）津野
米咲，（木）青山テルマ／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15.4.5／70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

『吉木りさのタミウタ』
日　11:00〜11:50

再月　 5:00〜 5:50
　第 1 回17.4.9／いにしえより“民”たちの中に
脈々と根づく唄，それがタミウタ…。この番組は
日本人のソウルミュージック・タミウタをさまざ
まな切り口で届けるスタジオ番組。番組ゲストも
荻野目洋子や武井壮など，必ずしも民謡というジ
ャンルにこだわらずに招き，バラエティー色の強
い内容で放送した。18年 7 月にはCR505スタジオ
にて，初の公開収録も実施。／司会：吉木りさ，
ゆかり／音楽・伝統芸能番組部
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『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
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。／出演：赤坂泰彦，時東ぁ
み，ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『らじるの男』　新
FM　月〜金　23:50〜23:55
再月〜金　10:50〜10:55

R1���　月〜金　10:55〜11:00
　第 1 回18.4.2，最終回19.3.29／「らじる★らじ
る」を聴くことが唯一の楽しみという「らじるの
男」。そんなしがない中年男の淡々としたつぶや
きで語られる 5 分間のミニドラマ。「らじる★ら
じる」の利便性とさまざまなラジオ番組をPRし
た。／出演：温水洋一，田口トモロヲ，田中要次，
六角精児／ラジオセンター

『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」でピアニストの金子三勇
士が紹介。日本音楽コンクール入賞者や国際コン
クールで上位入賞した才能あふれる演奏家を中心
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／ベテランから若手まで東西の
多彩な浪曲師が出演する定時浪曲番組。古典を中
心としつつ，現代的な新作も織り交ぜて幅広い演

目を口演した。また，12月は名人による義士伝（忠
臣蔵）の過去の名演を 4 週連続で紹介した。／エ
ンターテインメント番組部，NEP，大阪局，
NPN

『ワールドロックナウ』
日　17:00〜18:00

　第 1 回97.4.5／音楽評論家として45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：定時番組FM：特集番組
『アニソン・アカデミー　スペシャル　IN　北

九州』
11.10／14:00〜16:00

　NHK北九州局移転15周年を記念して，西日本
総合展示場で公開生放送を実施。ふだんNHKと
の接触の少ない年齢層が多く集まった。／出演：
中川翔子，あべあきら，MICHI，藤重博貴アナ
／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！〜』

12.22／13:00〜17:00
　年に 1 度のリスナーとのふれあいの場として，
505スタジオから公開生放送した。／出演：中川
翔子，あべあきら，藤崎弘士アナ，ささきいさお，
水木一郎，ボイジャー／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』
8.11／14:00〜18:00

　リスナーのアニソン知識力を問う「アニ力（り
ょく）」テストを実施。さらに暑い夏にふさわし
い山形ユキオ，遠藤正明の熱いライブも行った。
／出演：中川翔子，あべあきら，藤崎弘士アナ，
山形ユキオ，遠藤正明，民謡ガールズ／音楽・伝
統芸能番組部，NEP

『ウィークエンドサンシャイン　ウィンタースペ
シャル』

1. 5／ 7:20〜11:50
　ジャンルや地域，時代を限定しないグッドサウ
ンドとワールドワイドな音楽情報を伝えるウィー
クエンド・ミュージックマガジンの拡大版冬期特
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集。ピーター・バラカンお薦めの年間CDベスト
セレクション，18年を沸かせた極上ライブなどを
4 時間半にわたって紹介。／DJ：ピーター・バ
ラカン（ブロードキャスター）／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』

8.11／ 7:20〜11:00
　ジャンルや地域，時代を限定しないグッドサウ
ンドとワールドワイドな音楽情報を伝えるウィー
クエンド・ミュージックマガジンの拡大版夏期特
集。祝日「山の日」に聴きたいお薦めセレクショ
ン，世界のミュージックシーンが劇的に変化した
68年の名曲を紹介。／DJ：ピーター・バラカン（ブ
ロードキャスター）／ゲスト：鈴木慶一（ムーン
ライダーズ）／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『オイストラフ変奏曲』
12.25〜28／19:30〜21:10

　クラシック音楽の偉大な芸術家をテーマに，彼
らが残した録音やエピソードをゲストの話を交え
て多角的に紹介するシリーズ。18年度は生誕110
年のダヴィッド・オイストラフを取り上げて放送
した。／司会：東涼子／ゲスト：千住真理子（バ
イオリニスト），増田良介（音楽評論家）／音楽
・伝統芸能番組部，NEP

『オペラ寄席すぱげっ亭』
8. 6〜 8， 1. 1〜 2／18:00〜18:50

　夏（「第 7 幕・夏席」）に 3 日間，冬（「第 7 幕
冬席」）に 2 日間，初心者向けオペラ入門として，
毎回 1 つのオペラ作品を題材に「落語家」や「講
談師」「漫才師」など，伝統話芸の達人たちが面
白く紹介。取り上げた作品は「リゴレット」（ヴ
ェルディ），「ローエングリン」（ワーグナー），「マ
ノン」（マスネ），「ニュルンベルクのマイスター
ジンガー」（ワーグナー），「ホフマン物語」（オッ
フェンバック）。／出演：桂雀々，春風亭昇々，
神田京子，林家正蔵，柳亭こみち／音楽・伝統芸
能番組部，NEP

『音楽遊覧飛行ワールドワイド2018』
11. 5〜 8，12〜15／ 9:20〜10:00

　FM定時の『音楽遊覧飛行』のスペシャル版と
して，日本語が堪能な在日外国人に参加してもら
い，さまざまな国の音楽と文化について語り合っ
た。今回は公開ではなく，それぞれのパーソナリ

ティーと 1 対 1 での対談とした。／出演：第 1 ・
2 回：榊原広子＆まさとし×イルマ・オスノ（ペ
ルー），第 3・4 回：向谷実×シャルル・サバス（フ
ランス），第 5 ・ 6 回：サラーム海上×プリヤダ
ルシニ・プラカーシュ（インド），第 7 ・ 8 回：
紺野美沙子×クリストファー・ダン（オーストラ
リア）／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『歌舞伎まるごとストーリー「あらすじえもん」』
1. 3， 1. 4／ 0:00〜 0:50

　長大な歌舞伎の物語を凝縮し，現代の言葉・原
作と異なるシチュエーションに再構成し，ラジオ
ドラマとして放送。第 1 夜は「白浪五人男」を宇
宙を舞台にしたファンタジードラマに，第 2 夜は
「髪結新三」をバブル時代の愛憎劇として紹介。
／出演：石田彰，大塚明夫，三石琴乃ほか／音楽
・伝統芸能番組部

『元旦吉例！弘兼北原熱血音楽対決』
1. 1／ 5:00〜 5:55， 6:00〜 6:55

　いつまでも元気なオヤジ達，漫画家・弘兼憲史
とおもちゃ博物館館長・北原照久が繰り広げる楽
しい音楽談義と名曲の数々が満載の，元旦にふさ
わしい「明るく楽しく元気の良い」音楽トーク番
組。／出演：弘兼憲史，北原照久，近藤サト／音
楽・伝統芸能番組部，NEP

『今日は一日 “アスリート勝負曲” 三昧』
8.17／12:20〜18:50，19:30〜21:30

　負けられない戦いを控えるアスリートたちは，
どんな曲を聴きながら，何を考えているのか。現
役選手からすでに競技から引退している選手まで
幅広く，トップアスリートたちの「勝負曲」を紹
介した。／出演：増田明美，丸山桂里奈，吉田沙
保里，西田淳裕，山本博，田代純アナ／音楽・伝
統芸能番組部，NEP

『今日は一日 “ありがとうFM50” 三昧　クラシ
ック編』

3. 1／13:00〜18:50，19:30〜23:00
　NHK-FMの本放送開始50周年を記念して 3 日
連続の長時間特集を放送。初日はクラシック編と
して「名物司会者の名調子を聴く」「やわらかク
ラシック」「ライブで聴く音の花束」「よみがえる
夜の停車駅」など，さまざまな企画でFMにおけ
るクラシック音楽放送の50年を概観する番組を放
送した。／司会：奥田佳道，片山杜秀，岩槻里子
アナ／ゲスト：ふかわりょう，渡辺徹，伊藤恵，
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近藤譲ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『今日は一日　岡崎体育と合唱三昧　〜Nコン
85回記念だよ〜』

8. 5／12:15〜18:00
　Nコン85回を記念し，過去のNコン課題曲のリ
クエストを 5 時間45分にわたって紹介。またNコ
ンHP企画「青春のそばにNコン」に寄せられたN
コンにまつわる視聴者のエピソードを基にラジオ
ドラマを 3 本制作し放送した。／出演：岡崎体育，
ヒャダイン，久保田祐佳アナほか／青少年・教育
番組部

『今日は一日 “家族三世代NHKキッズソング” 　
三昧2018』

5. 5／12:15〜18:00
　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 5 時間45分に
わたって放送した。Eテレ幼児番組の出演者から
のメッセージやお薦め曲紹介，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，チョー，田中真弓，津久井教生，くまいも
とこ，畑芽育，水沢史絵，中川ひろたか，稲村な
おこ，小笠原育美ほか／司会：柘植恵水アナ／青
少年・教育番組部，NED

『今日は一日 “川口アーカイブス・レコード” 三
昧』

11. 3／12:15〜18:00
　17年末に音楽資料が浜松から川口に移転したの
を記念して，NHKアーカイブス川口でアナログ
レコードだけを対象に公開生放送した。音楽配信
が主流となりつつある昨今，若者を中心にアナロ
グレコードが人気を呼び，ターンテーブル市場も
近年にないにぎわいを見せている。会場にもアナ
ログレコードを700枚以上保有している女子高生
など，音楽好き，レコード好きが集まってその音
色を楽しんだ。これまでの『“浜松アーカイブス”
三昧』と同様，クラシックや軽音楽の垣根なく貴
重な音源を紹介した。公開は川口アーカイブスが
全面的に協力した。／司会：矢口清治，満津岡信
育／ゲスト：村治佳織，加藤ひさし／音楽・伝統
芸能番組部，NEP

『今日は一日 “ケルト音楽” 三昧』
3.21／12:15〜18:50，19:30〜21:15

　ありそうでなかった「ケルト音楽」をとりあげ
た三昧。ケルトの伝統音楽からポップスやロック

と融合した現在進行形のケルト音楽，そして映画
やゲームで使われているケルト音楽など，幅広く
取り上げた。スタジオライブを行ったり，リクエ
ストにも積極的に応え，本格的な音楽三昧を放送
した。／司会：おおしまゆたか，トシバウロン，
赤木野々花アナ／スタジオゲスト：遊佐未森，光
田康典，寺町靖子／ライブゲスト：東京パイプバ
ンド，生梅，豊田耕三，長尾晃司／コメントゲス
ト：村山由佳，富貴晴美／音楽・伝統芸能番組部，
NEP

『久保田利伸ファンキーフライデースペシャ
ル』＆『ザ・ソウルミュージックスペシャル』

　「久保田とてつやのファンキーdeソウル」
パート 1 　 4.27／23:00〜23:50
パート 2 　 4.28／18:00〜18:50

　 2 年目を迎えた『久保田利伸ファンキーフライ
デー』と月末に村上てつやが担当する『ザ・ソウ
ルミュージック』のコラボ企画。静岡局が行った
新会館オープン記念イベントで招待され， 2 人で
トークをしながら，互いのお気に入りのソウルミ
ュージックを紹介した。事前応募の当選者のほか
に，当日立ち寄った人が多数集まり，急きょスタ
ジオを開けて観覧してもらうほど人気イベントと
なった。／出演：久保田利伸，村上てつや／音楽
・伝統芸能番組部，静岡局，NEP

『クラシックリクエスト』
8.23，12.28／14:00〜18:00

　毎回親しみやすいテーマを設け，リスナーから
のリクエストに応える特別番組。18年のテーマは
「食欲が出てくるクラシック」（夏），「ふるえる
クラシック」（冬）。／司会：工藤三郎アナ，ゲス
ト：（夏）山本益博，（冬）田中祐子／音楽・伝
統芸能番組部，NEP

『栗屋敷　〜栗コーダーカルテットの年末年始
〜』

12.30／ 9:00〜11:00
　ユーモアに満ちた演奏で知られる栗コーダーカ
ルテットが，年末に届けた音楽特番第 4 弾。メン
バーの個性的なトークに，ゲスト・ミュージシャ
ンとのスタジオ・セッションなど，番組でしか聴
けない貴重な演奏の数々を放送した。／出演：栗
コーダーカルテット／ゲスト：柴崎友香（小説
家），久保田麻琴（音楽プロデューサー，エンジ
ニア，ミュージシャン），高野寛（ミュージシャ
ン）／音楽・伝統芸能番組部
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『クロスオーバーイレブン2018夏』
8.21〜25／ 0:00〜 1:00

『クロスオーバーイレブン2019新春』
1. 2〜 4／23:00〜 0:00

　「2018夏」は，放送作家を中心に幅広い活動を
している藤井青銅が夏にふさわしいちょっと不思
議なファンタジーを書き下ろした。第 1 話「廃校
の夢（記憶の博物館）」，第 2 話「できること、で
きないこと」，第 3 話「エドワード・ホッパーの
夜」，第 4 話「最高で最後の花火大会」，第 5 話「夜
の底の迷子」。「2019新春」は芥川賞作家の長嶋有
が大人になりきらないうちに中年にさしかかった
男の心の揺れを描いた。第 1 夜「鬼に金棒を」，
第 2 夜「男子寮の吸血鬼（ヴァンパイア）」，第 3
夜「海がある」。／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

『こどクラ〜あの夏、聴いたクラシック〜』
8.12／14:00〜15:50

　タレントの“ふかわりょう”が，音楽を愛する
謎の人物“こどくらりょう”としてMCを務める
クラシック音楽番組。「あの夏聴いたクラシック」
をテーマに，視聴者から寄せられたエピソードと
音楽を，ふかわ独自の切り口で紹介していく。／
出演：ふかわりょう（タレント），村治佳織（ギ
タリスト），大貫妙子（ミュージシャン），菅原敏
（詩人）／音楽・伝統芸能番組部

『しりすぎてるうた　ボヘミアン・ラプソディと
不滅の男のすべて』

1. 2／19:20〜21:00
　ひとつの番組で「ある 1 曲」についての話を，
細馬・安田という音楽の論客二人が徹底的に深め
語る音楽特番の第 6 弾。今回は100分という長時
間による 2 本立て形式。クイーンの「ボヘミアン
・ラプソディ」と，遠藤賢司の「不滅の男」につ
いての話を掘り下げた。／出演：細馬宏通（人間
行動学者），安田謙一（音楽評論家）／コメント
ゲスト：錦織健（オペラ歌手），湯浅学（音楽評
論家）／音楽・伝統芸能番組部

『新春民謡列島2019』
1. 1／12:15〜14:00

　NHKふれあいホールにて公開収録。「開運民謡
百貨店」と題し，唄にまつわる商品を売る百貨店
という設定で，ゲストや歌手が唄を交えたコメデ
ィーを披露。日本各地の食べ物や温泉など，さま

ざまな話題とともに民謡を紹介した。またタレン
トの山田邦子やお笑いコンビのナイツを迎え，幅
広い世代に行き渡る内容で民謡を届けた。／出演：
原田直之，小杉真貴子，小沢千月，吉田昌紀子，
會澤あゆみ，木島ユタカ，松阪ゆうき，ほか／ゲ
スト：山田邦子（タレント），ナイツ（お笑いコ
ンビ）／司会：千葉美乃梨アナ／音楽・伝統芸能
番組部

『第17回　東京JAZZ』
9. 1／12:15〜18:50，19:20〜22:00

　17回目の開催となった東京JAZZの 2 日目，
NHKホールのステージを長時間の生放送で伝え
た。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72回全日本学生音楽コンクール全国大会』
1. 4／13:00〜18:00

　18年11月29日〜12月 5 日に「横浜みなとみらい
ホール」で行われた大会の実況録音。出場者は，
小学生から大学生まで。部門は，ピアノ，バイオ
リン，フルート，チェロ，声楽の 5 つ。番組では，
1 位から 3 位までの上位入賞者の演奏を 5 時間に
わたって放送。次世代を担う若き精鋭たちを紹介
した。／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『第87回日本音楽コンクール最終予選』
10.15〜19／ 7:25〜 9:20

　第87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，声楽，トランペット，ピアノ，クラ
リネットの 5 部門。／音楽・伝統芸能番組部，
NEP

『第87回日本音楽コンクール　本選会』
11/12〜13，15〜16，19〜20／19:30〜21:10

　第87回日本音楽コンクール各部門の本選会のも
ようを中継収録し放送した。ピアノ，バイオリン，
トランペット，クラリネット，声楽，作曲の 6 部
門。ただし，作曲部門は譜面審査のみとなったた
め，NHKスタジオで音声収録を行った。／音楽
・伝統芸能番組部，NEP

『ティーンズラジオ2018　〜第65回NHK杯全
国高校放送コンテスト〜』

8.27／10:00〜11:00
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　高校放送部の日頃の活動の成果を競う「第65回
NHK杯全国高校放送コンテスト」。そのうち「ラ
ジオドキュメント部門」と「創作ラジオドラマ部
門」で決勝大会に進出した作品を紹介する。／ナ
レーション：昌子洋子／青少年・教育番組部

『特集オーディオドラマ「サウンドミュージカル　
雪色オルゴール」』

1. 2／ 0:00〜 1:00
　現在を生きる娘アスカ，ジュエリーデザイナー
として成功した母ユリ，工業都市ですすにまみれ
ながら血のつながらないユリを育てた竜次。時代
の変化と産業構造の転換の中で，ひそやかに未来
へと受け渡される人間の幸福への希求を歌にのせ
て描いた，小さくて壮大なファミリーヒストリー
・ファンタジー。／作・音楽：まきりか／演出：
藤井靖／出演：昆夏美，福井晶一，莉奈，香寿た
つき，西川大貴，近江谷太朗，岡田達也，武藤晃
子ほか／ドラマ番組部

『特集オーディオドラマ「73年前の紙風船」』
8.18／22:00〜23:00

　73年前，日本は終戦直前に風船爆弾を米国本土
に飛ばした。それは主人公の祖父とヒロインの祖
母の秘められた過去につながっていた。18年の平
和な日本の夏を生きる若者たちへの賛歌であると
ともに，45年，悲惨な戦争の中で精一杯の青春を
生きた若者たちへの鎮魂歌でもある物語。／作：
吉野万理子／音楽：谷川賢作／演出：小見山佳典
／出演：瀬戸康史，貫地谷しほり，辻萬長，山本
陽子ほか／ドラマ番組部

『徳光和夫のふるさと民謡トーク』
8.12／ 9:00〜11:00

　民謡と意外な接点を持つ著名人たちが，徳光和
夫とともに「ふるさとの唄」に思いをはせる。今
回は気鋭の講談師，神田松之丞や，アニメファン
に絶大な人気を誇る「しょこたん」こと中川翔
子，里アンナ，南こうせつが出演。それぞれの人
生に寄り添う「民謡」をネタに，思い入れたっぷ
りのトークを披露した。／出演：神田松之丞（講
談師），中川翔子（歌手・女優），里アンナ（奄美
唄者），南こうせつ（シンガーソングライター）
／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

　スタジオ生演奏や生コントなどで大みそかの年

越し 9 時間の生放送を実施した。／出演：赤坂泰
彦，時東ぁみ，若山弦蔵，羽佐間道夫，矢島正明，
増山江威子，緒方恵美，内田勘太郎，押尾コータ
ロー／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『長崎　祈りの音色』
8. 9／ 7:25〜 9:15

　長崎原爆の日の朝の特番。爆心地近くの浦上地
区は「潜伏キリシタン」の聖地でもあり，18年世
界遺産に登録された。迫害と被爆，二つの受難を
経験した長崎の教会で，チェロ奏者の水谷川優子
さんが演奏する鎮魂の曲。曽祖母が隠れキリシタ
ンであったことから信者の祈りの唄「オラショ」
に思いを寄せる指揮者の西本智実さんが，その原
曲をバチカンで「里帰り演奏」した時の音色。テ
ロや震災など現代の受難とも重ねながら，鎮魂と
平和への祈りを音楽にのせて伝えた。／ラジオセ
ンター

『眠れない貴女（あなた）へデラックス〜クリス
マスイブイブ編〜』

12.23／23:30〜 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』。18年度は公開収録は休み，
クリスマスシーズンのデラックス版のみ放送し
た。ミュージカルや大河ドラマなど，幅広く活躍
しており，奥野史子とはバルセロナオリンピック
仲間である藤本隆宏をゲストに迎え，スタジオラ
イブを披露してもらうとともに，男の本音を聞く
てい談で盛り上がった。／出演：村山由佳，奥野
史子／ゲスト：藤本隆宏／音楽・伝統芸能番組部，
NEP

『バイロイト音楽祭2018』
12.10／21:10〜 1:00
12.11／21:10〜 1:55

12.12，15／21:10〜 1:30
12.13／21:10〜 2:05
12.14／21:10〜23:55

　年末恒例の特集番組。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2018」の音源を使用し， 6 夜にわたって
ワーグナーのオペラを放送した。／第 1 夜・歌劇
「ローエングリン」／第 2 夜・舞台神聖祝祭劇「パ
ルシファル」／第 3 夜・楽劇「トリスタンとイゾ
ルデ」／第 4 夜・楽劇「ニュルンベルクのマイス
タージンガー」／第 5 夜・歌劇「さまよえるオラ
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ンダ人」／第 6 夜・楽劇「ワルキューレ」（ニー
ベルングの指環・第一夜）／管弦楽：バイロイト
祝祭管弦楽団／解説：舩木篤也，三澤洋史／ゲス
ト：金子美香／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『プレイバック　第17回東京JAZZ　2018』
1. 2／12:15〜18:00

　18年に開催された第17回東京JAZZの中から，
9 月 1 日， 2 日のNHKホールのステージを，新
たに解説を加えて総集編として放送。／司会：小
川隆夫，伊藤雄彦アナ／音楽・伝統芸能番組部，
NEP

『マイケル・ジャクソン生誕60年記念パーティ
ー！』

8.14〜18／ 0:00〜 0:50
　没後10年を 1 年後に控え，生誕60年を記念して
マイケル・ジャクソンを取り上げた。公式ライナ
ーノーツも手がけ，マイケル・ジャクソンに関す
る著書も複数出版するなど，屈指のマイケル研究
家である西寺郷太（ノーナ・リーヴス）を案内役
に，マイケルの人生を音楽で振り返った。また，
さまざまなマイケルファンからコメントももら
い，多くのリスナーの共感を得た。／出演：西寺
郷太／ゲスト：清水彰彦／コメントゲスト：吉岡
正晴，久保田利伸，横山剣，土岐麻子，高橋芳朗，
ユーコ・スミダ・ジャクソン，黒沢薫，湯川れい
子／音楽・伝統芸能番組部，NEP

『真夏の夜の偉人たち』
8.20〜24／19:30〜21:10

『真冬の夜の偉人たち』
1. 2〜 4／21:00〜23:00

　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）
宮本亜門，大野雄二，大竹しのぶ，谷村志穂，林
家たい平，（真冬）羽佐間道夫，森公美子，クリ
ス松村／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. 3／12:15〜18:00
　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
勢の来場者でにぎわう空気を伝えると同時に，特
設ステージで行われたしのばず雅楽会，民謡の朝

倉さや，津軽三味線の椿正範社中，現代筝曲の今
野玲央，民謡の木島ユタカ，和太鼓グループ彩，
グローバルけん玉ネットワークなどのパフォーマ
ンスのほか，ホールB5で行われた「萬斎プロデ
ュース新春狂言」のもようを紹介し，日本ならで
はのお正月を全国に届けた。／出演：岩下尚史，
中川緑アナ／リポーター：鈴木福，本美奈子／ゲ
スト：今野玲央，野村萬斎，尾上菊之丞ほか／音
楽・伝統芸能番組部，NEP

『まろのSP日記　第19集〜モノづくりのまち・
越前市編〜』

8.11／19:20〜21:00
　SP時代の名盤・名演を紹介し，シリーズ特番
として定着している『まろのSP日記』。第19集は，
伝統工芸品をはじめ，めがねやハープ，オーディ
オ機器など，技術力の高さ自慢の福井県で公開収
録を実施。創業者の趣味で100台以上もの蓄音機
を保有するオーディオテクニカフクイのホールで
収録。日本で初めてグランドハープを製作した地
であることにちなんでハープとの生演奏も披露し
た。／出演：篠崎史紀，津野田圭（ハープ）／司
会：羽生ちひろ（福井放送局キャスター）／音楽
・伝統芸能番組部，NEP

『ヨーロッパ夏の音楽祭2018』
7.30〜 8. 3／19:30〜21:10

　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 回にわたり放送した。／「ウィー
ン楽友協会音楽祭」「ライプチヒ・バッハ音楽祭」
「パブロ・カザルスの日音楽祭」「ルール・ピア
ノ音楽祭」「プロムス2018　ファースト・ナイト」
／司会：柴辻純子／ゲスト：羽部真紀子，高野昭
夫，長谷川陽子，河村尚子，林望／音楽・伝統芸
能番組部，NEP

『ラジオマンジャック・サマースペシャル』
8.25／14:00〜18:00

　沖縄在住のギタリスト・内田勘太郎宅のプライ
ベートスタジオで，沖縄ゆかりのミュージシャン
が集まってのライブ演奏を中心に届けた。／出演：
赤坂泰彦，時東ぁみ，内田勘太郎，SAKISHIMA�
meeting，千秋（しゃかり），前川真悟（かりゆ
し58）ほか／音楽・伝統芸能番組部，NEP




