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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 3 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、東日本大震災の被災地をつなぐ“復興ハイウェイ”が街を変える
様を描くＮＨＫスペシャルや、俳優として新境地を求め苦悩する本木雅弘の初密着ド
キュメントを放送。Ｅテレでは、震災から 9 年たっても消えない喪失感に向き合い、根
源的な問題をＳＦで問う作家・アーサー・Ｃ・クラークの著作を読み解く。ＢＳ１では、
読売新聞グループの総帥・渡辺恒雄の独占告白を通して戦後政治史を立体的に紐解き、
特殊メイクでアカデミー賞を受賞したカズ・ヒロがオードリー・ヘプバーンの顔をモ
チーフにアート作品を作る過程に密着する。ＢＳプレミアムでは、堤真一が南太平洋
のマルケサス諸島の大自然に身を委ねる冒険旅や、遠藤憲一主演のリバイバルドラマ

「居酒屋兆治」を放送。ＢＳ４Ｋでは、カナダ先住民が聖なる急流 500 キロを行く「伝
説の川下り」に密着する絶景アドベンチャーを、ＢＳ８Ｋでは臨場感あふれる８Ｋ映
像で世界の祭りをお届けする。ラジオ第１では、30 周年を迎える「ラジオ深夜便」特
番をアンカー歴 26 年の遠藤ふき子が伝え、Ｆ M ではマイケル・ジャクソンを特集する
番組の最終回を放送する。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・民謡魂…ふるさとの唄　「愛知県武豊町」… 1 日（日）
・サンドのお風呂いただきます　震災から 9 年　仙台 & 気仙沼スペシャル… 4 日（水）
・未来へ　しあわせ運べるように〜福島こども合唱団の 9 年〜… 7 日（土）
・明日へ　つなげよう　「三十一文字の思い　震災短歌からたどる“復興”」… 7 日（土）
　　　　　　　　　　……「サンドウィッチマンの東北酒場で逢いましょう」… 8 日（日）
・こころフォトスペシャル　9 年の歳月を超えて… 7 日（土）
・証言記録スペシャル　いつか来る日のために　「子どもの心のケア」… 8 日（日）
・ＮＨＫ×フジテレビ×ヤフー共同企画
　　「“死者ゼロ”を目指せ〜デジタル新時代の情報発信とは〜」… 8 日（日）
・ごごナマ　特集　震災から 9 年… 11 日（水）
・ガッテン「“世のため人のため”自分の体を張り続けた研究者 SP」… 18 日（水）
・所さん大変ですよ！ SP… 19 日（木）
・ＬＩＦＥ！〜人生に捧げるコント〜… 19 日（木）
・もうすぐ！連続テレビ小説「エール」… 20 日（金）
・ひとモノガタリ… 20 日（金）
・ＮＨＫのど自慢チャンピオン大会２０２０… 20 日（金）
・あなたも絶対行きたくなる！ミステリアス古墳スペシャル… 20 日（金）
・ＡＩ美空ひばり　あなたはどう思いますか… 20 日（金）
・有吉のお金発見　突撃！カネオくん　学校ＳＰ… 21 日（土）
・タイムリミット… 23 日（月）
・もふもふモフモフ　春だ！恋だ！… 24 日（火）
・アーカイブス秘蔵映像でよみがえる　にっぽんの廃線１００… 24 日（火）
・２０２０スタジアム… 25 日（水）
・歴史探偵　＃ 2　黒船危機一髪！… 25 日（水）
・密着！引っ越し人生〜これが私の生きる道〜… 26 日（木）
・さし旅… 27 日（金）
・創作ドラマ大賞「ゴールド【ｇｏｌｄ】」… 27 日（金）
・ドラレコが見た！ちょっといい話… 27 日（金）
・映画「羅生門」… 28 日（土）
・ＡＢＵドラマ「盲亀浮木」… 28 日（土）
・プロフェッショナル　本木雅弘… 28 日（土）
・ＮＨＫ杯　輝け！　全日本大失敗選手権大会… 28 日（土）
・ＳＯＮＧＳ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ… 29 日（日）
・声優ぷらす　キングダム… 30 日（月）

（定時番組）
・ドラマ１０「ハムラアキラ〜世界で最も不運な探偵〜」（7）〈終〉… 6 日（金）
・土曜時代ドラマ「螢草　菜々の剣」（7）〈終〉… 7 日（土）
・よるドラ「伝説のお母さん」（6）、（7）、（8）〈終〉… 7 日、14 日、21 日（土）
・土曜ドラマ「三浦部長、本日付けで女性になります。」… 21 日（土）
・海外連続ドラマ「レ・ミゼラブル」〈新〉（1）（2）（3）… 15 日、22 日、29 日（日）
・ＮＨＫスペシャル
　　「令和未来会議２０２０　開国論　〜外国人とどう共生するか〜」… 1 日（土）
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　　「東日本大震災　“40m 巨大津波”の謎を追う」… 7 日（土）
　　「40 人の死は問いかける　〜大槌町“役場被災”9 年目の真実〜」… 8 日（日）
　　「震災 9 年　“変貌”する街で何が
　　　〜復興ハイウェイで変わる被災地〜」… 11 日（水）
　　「“奇跡”の子と呼ばれて　〜釜石　小中学生の震災 9 年〜」… 14 日（土）
　　「デジタル VS リアル　岐路に立つ世界　第 1 回　フェイクウォーズ」… 22 日（日）
　　「デジタル VS リアル　岐路に立つ世界　第 2 回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　デジタル世界のもう一人の“私”」… 28 日（土）

（スポーツ番組）
・大相撲春場所… 8 日（日）〜 22 日（日）
・第 92 回選抜高校野球大会… 19 日（木）〜 31 日（火）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・ダビンチ・ミステリー〜最後の 20 年の謎を追う〜… 21 日（土）
・今日一日を生きる〜依存症高齢者の介護施設〜… 28 日（土）

（定時番組）
・１００分 de 名著「アーサー・Ｃ・クラークＳＰ」… 2 日、9 日、16 日、23 日（月）
・こころの時代〜宗教・人生〜
　　「品格ある社会を目指して〜阪神淡路大震災から東日本大震災へ」… 1 日（日）
・ハートネットＴＶ「震災 9 年“消えない喪失感”と向き合う」… 11 日（水）
・ねほりんぱほりん「震災で家族が行方不明の人」… 11 日（水）
・あしたも晴れ ! 人生レシピ「東日本大震災から 9 年「心の復興」とは」… 13 日（金）
・Ｅダンスアカデミー　シーズン 7 ファイナルショー①②… 20 日、27 日（金）

（その他の主な番組）
・発表！Ｎコン２０２０課題曲〜第 87 回Ｎコンにむけて〜… 8 日（日）
・忍たま×コズミックフロントＮＥＸＴ①「木星」、②「ハヤブサ」… 11 日、18 日（水）
・素顔のギフテッド… 12 日（木）
・ＴＶシンポジウム「語り継ぎ（震災）」… 14 日（土）
・俳句王国がゆく　山梨県　富士川町… 15 日（日）
・トライアングル… 19 日（木）
・福島をずっと見ているＴＶ　vol.…80… 28 日（土）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「熱戦“アイスクロス”〜最速の氷上バトル〜」… 1 日（日）
　　「再エネ 100% をめざせ ! ビジネス界が挑む気候危機」… 1 日（日）
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　　「絶望から希望の TOKYO へ〜“難民アスリート”たちの挑戦〜」… 3 日（火）
　　「密着 ! 米ダンス界の伝説　茶谷正純」… 5 日（木）
　　「独占告白　渡辺恒雄〜昭和編・戦後政治はこうして作られた〜」… 7 日（土）
　　「よみがえるオードリー・ヘップバーン
　　　　顔に魅せられた男　カズ・ヒロ」… 8 日（日）
　　「想定ドキュメント　東京大停電」… 10 日（火）
　　「震災 9 年　奇跡の“里浜”に生きる」… 10 日（火）
　　ザ・リアルボイス〜世界の街で聞いてみた！あなたのホンネを教えてください〜
　　　「サンフランシスコ」… 13 日（金）
　　　「台湾」… 26 日（木）
　　「老いてなお花となる　最終章〜俳優・織本順吉　最期の日々〜」… 15 日（日）
　　「香港“時代革命”〜市民が捉えた抗議デモのすべて」… 17 日（火）
　　「あなたのアパートは大丈夫？〜岐路に立つ投資用不動産ビジネス〜」… 19 日（木）
　　全国オモシロ番組選手権　グランプリ
　　　「みちたん〜知られざる東北ディープ〜」… 20 日（金）
　　「ラリーの頂点をつかめ〜勝田貴元・WRC への挑戦〜」… 20 日（金）
・勝利の条件　スポーツイノベーション
　　「テニス　オリンピックで世界に勝つ！」… 7 日（土）
・スポーツ酒場“語り亭”「世界に向けての戦い　進化するカーリング」… 8 日（日）
・地球タクシー
　　「パリを走る」… 8 日（日）
　　「カイロを走る」… 15 日（日）
・真央が行く！「福岡〜パラ柔道＆車いすラグビー〜」… 20 日（金）
・奇跡のレッスン「パラ陸上　ハインリッヒ・ポポフ」… 20 日（金）
・グレートレース
　　「北北西に走れ！極寒のイギリス 430km ノンストップレース」… 21 日（土）
・ＭＬＢ開幕直前スペシャル〜大谷翔平の二刀流復帰を徹底予測〜… 22 日（日）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「2 年後の北京へ！豪快かつ繊細に〜スピードスケート　新濱立也〜」… 9 日（月）
　　「ふたつの祖国を背負って〜テコンドー　鈴木セルヒオ〜」… 23 日（月）
・ラン×スマ
　　「これが効くぞ！トレーニング法・総復習」… 11 日（水）
　　「関門と坂の物語〜高知龍馬マラソン〜」… 18 日（水）
・ザ・ディレクソン
　　「ｉｎ　首都圏」… 7 日（土）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「チャリダー列伝 SP 〜世界に挑む男たち」… 7 日（土）
　　「全員出動！チャリダー★春の大感謝祭」… 21 日（土）
・ザ・ヒューマン
　　「大和撫子　K-POP で咲く」… 7 日（土）
・球辞苑
　　「ネクストバッターズサークル」… 14 日（土）
　　「応援」… 21 日（土）
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・パラ×ドキッ！
　　「片腕の鉄人　パラトライアスロン・宇田秀生」… 8 日（日）
・武井壮のパラスポーツ真剣勝負
　　「パラ競泳」… 1 日（日）
・COOL　JAPAN 〜発掘！かっこいいニッポン〜
　　「雪〜 Snow 〜」… 1 日（日）
　　「占い〜 Fortune　telling 〜」… 8 日（日）

（スポーツ番組）
・ラグビートップリーグ「キャノン」対「トヨタ」… 1 日（日）
・ATP マスターズ１０００
　　BNP パリバオープン〜インディアンウェルズ〜
… （現地時間）　　12 日（木）〜 22 日（日）
　　マイアミオープン… （現地時間）25 日（水）〜 4 月 5 日（日）
・カーリング女子世界選手権２０２０… （大会期間）14 日（土）〜 22 日（日）
・２０２２ＦＩＦＡワールドカップ
　　アジア 2 次予選「日本」対「ミャンマー」… 26 日（木）
・W リーグ　セミファイナル… 28 日（土）〜 30 日（月）
・全日本バレーボール選手権　女子・男子　決勝… 29 日（日）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・信州発地域ドラマ「ピンぼけの家族」… 4 日（水）
・リバイバルドラマ「居酒屋兆治」… 28 日（土）

（特集番組）
・アニソン！プレミアム！… 1 日、8 日、15 日、22 日（日）
・中国王朝　英雄たちの伝説　
　　「独裁者の真実（3）過労死した“名君”・雍正帝」… 4 日（水）
・坂本龍一と 2 つの被災地のオーケストラ… 7 日（土）
・グレートトラバース 3 〜日本三百名山全山人力踏破〜
　　第二十三集　初秋 ! 尾瀬へ、谷川岳へ、知られざる絶景へ… 7 日（土）
・堤真一　×　絶海のマルケサス諸島… 7 日（土）
・着信御礼 ! ケータイ大喜利… 7 日（土）
・篠山輝信×震災 9 年の東北旅… 11 日（水）
・空旅中国　雲南の茶の道を飛ぶ… 14 日（土）
・体感！グレートネイチャー
　　「マイクロプレートが生み出した奇跡の絶景〜フィリピン〜」… 14 日（土）
・穴場ツアー　ＣＡＴＶネットワーク　〜時をかけるぶらり旅・山口〜… 14 日（土）
・パン旅… 17 日（火）〜 20 日（金）、24 日（火）〜 27 日（金）
・鉄オタ選手権〜東急電鉄の陣〜… 18 日（水）
・たけしのこれがホントのニッポン芸能史（21）「ツッコミ」… 21 日（土）
・京都　山里の宿…花脊の四季の物語… 21 日（土）
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・怪魚ハンターが行く！
　　「大河アマゾンに潜む古代魚…〜ブラジル・ボリビア〜」… 25 日（水）
・異世界ホテル旅Ⅲ「“クセが強い”あるじの宿」… 28 日（土）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ… 29 日（日）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・東京ＪＡＺＺ… 1 日、8 日、15 日（日）
・横溝正史短編集Ⅱ金田一耕助、踊る！
　　「華やかな野獣」… 7 日（土）
　　「犬神家の一族」… 14 日（土）
・体感！グレートネイチャー
　　「驚異のカラフル奇岩地帯〜北米大陸誕生の秘密〜」… 8 日（日）
　　「大西洋　潮のスペクタクル〜ポルトガル・カナダ〜」… 15 日（日）
・４Ｋ洋楽倶楽部「ピーター・ガブリエル」… 9 日（月）
・米ダンス界の伝説・茶谷正純〜… 14 日（土）
・グレートレース　メキシコ
　　“走るために生まれた”民族の大地を走れ〜メキシコ大渓谷 250… 15 日（日）
・絶景アドベンチャー　聖なるナハニ川　500 キロの旅
　　−日本カナダ　国際共同制作−… 15 日（日）
・完全版　見えないものが見える川　三重・銚子川　生きものたちの賛歌… 22 日（日）
・京都・山里の宿　四季・総集編… 27 日（金）
・ドキュメント「スパイの妻」　〜女優・蒼井優と監督・黒沢清〜… 28 日（土）
・絶望から希望のＴＯＫＹＯへ〜“難民アスリート”たちの挑戦… 28 日（土）
・ＮＨＫスペシャル・東京リボーン　１９６４の遺産を修復せよ… 28 日（土）
・リバイバルドラマ　居酒屋兆治… 28 日（土）【BSP 同時】

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・８Ｋ映像が語る震災遺構… 1 日（日）
・８Ｋトラム　ヨーロッパの旅
　　File.…22「ポーランド・クラクフ」… 1 日（日）
　　File.…23「ドイツ・ベルリン」… 8 日（日）
　　File.…24「ドイツ・ベルリン」… 15 日（日）
　　File.…25「セルビア・ベオグラード」… 22 日（日）
　　File.…26「セルビア・ベオグラード」… 29 日（日）
・８Ｋ世界の祭り
　　スペイン　サン・フェルミン　牛追い祭り… 8 日（日）
　　フランス　リヨン　光の祭典… 15 日（日）
　　イギリス　バイキングの火祭り… 22 日（日）
　　イタリア　ベネチア　仮面カーニバル… 29 日（日）
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・熊本城　地震を超えて　〜浮かび上がる歴史ロマン〜… 29 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・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〜… 7 日（土）
・原発事故 9 年　地域復興と廃炉に向けての課題は ?… 11 日（水）
・ハッキヨイ ! もっと大相撲… 14 日（土）
・小関裕太のミュージック・ストーリーズ… 16 日（月）
・高橋源一郎の飛ぶ教室… 20 日（金）
・ラジオ深夜便放送開始 30 周年スペシャル… 30 日（月）

［スポーツ番組］
・大相撲春場所… 8 日（日）〜 22 日（日）
・選抜高校野球… 19 日（木）〜 31 日（火）

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・マジカルポップツアー… 16 日（月）〜 18 日（水）
・課題曲をうたおう〜第 87 回 N コンに向けて〜… 20 日（金）
・後藤正文の CROSS……THE……GENERATION… 22 日（日）
・ディスカバー・マイケル…フェアウェルパーティ！… 29 日（日）

［スポーツ番組］
・第 75 回びわ湖毎日マラソン… 8 日（日）
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国際放送 3 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは新型コロナウィルスに関する情報を多角的に伝えるとともに、発生か
ら 9 年を迎える東日本大震災について、復興の現状や原発事故、いまだに解決されな
い課題など企画や中継などで伝えていく。また、アテネで採火された聖火が日本に送
られ、26 日に福島から聖火リレーが始まる。これに合わせて、聖火リレーの模様を随
時伝えていく。

番組でも、定時番組や特集番組「Barakan…Discover…TOHOKU」など、東北の文化・
歴史、地域の魅力、復興に向け動いている人々の姿を描くドキュメンタリーなどを集
中的に編成する。また、「NHK…WORLD…PRIME」では、ＥＴＶ特集を英語化した「す
べての人々に尊厳を〜緒方貞子が遺したもの〜」を編成するほか、「DESIGN…
THINKING…by…Kashiwa…Sato」、「Spiritual…Explorers」なども編成し、多彩なラインア
ップで日本の魅力を発信する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■「東北特集」関連番組
・Barakan…Discover…TOHOKU… 8 日（日）…
・Train…Cruise「岩手」… 7 日（土）…
〈その他、関連番組〉
・Hometown…Stories　（新作）
　　「俺たちにバックギアはない」… 1 日（日）…
… （盛岡局制作・盛岡単・総合…2019 年 7 月 12 日放送分を英語化）

・出張 COOL…JAPAN…in…福島（新作）
　　「福島へこらんしょスペシャル」… 7 日（土）…
・NHK…WORLD…PRIME（アンコール）
　　「医師たちの被ばく（前・後編）」… 7 日（土）、8 日（日）
・Journeys…in…Japan「福島・三島」（新作）… 17 日（火）…
・Journeys…in…Japan「秋田・雪まつり」（新作）… 24 日（火）…

■ NHK WORLD PRIME
・すべての人々に尊厳を〜緒方貞子が遺したもの〜… 28 日（土）…

■その他の特集番組
・ZEN2.0… 14 日（土）…
・DESIGN…Thinking…by…Kashiwa…Sato… 21 日（土）…
・日本賞……命…〜自殺を止めるために〜… 22 日（日）…
・Spiritual…Explorers…「雪」… 21 日（土）…
・Spiritual…Explorers…「節分」… 28 日（土）…
・「盲亀浮木」〜ある人生の奇跡の物語より〜… 23 日（月）…
・GREAT…RACE「UTMB…2019…頂上決戦 ! モンブラン大激走」… 29 日（日）…
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〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは、新型コロナウィルスに関する情報のほか、相模原市の知的障がい者

施設で 45 人が殺傷された事件の裁判員裁判の判決についても詳しく報じる。番組では、
在日外国人に焦点を当てた防災番組や、ホストタウンシリーズで評判の良かったもの
をラジオでも再構成して放送する。

営業センター移転に伴う所在地・名称の変更
〔千葉放送局〕

このたび、船橋営業センターは千葉県浦安市への移転に伴い、2 月 25 日（火）より
新浦安営業センターへと名称を変更いたします。

お 知 ら せ 
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