
1

主　　要　　目　　次

編集・発行　総務局

業務情報
 （番組編集）
　・国内放送 6月の番組編成について…………………………………………………………………… …1
　・国際放送 6月の番組編成について…………………………………………………………………… …5

2020 年 5 月 25日　第４４９２号

業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 6 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、新型コロナウイルス対策の最新情報を伝えるＮＨＫスペシャルや、
ドラレコが捉えた「感動」や「爆笑」の瞬間をその裏の物語とともに届ける新番組を
編成。Ｅテレでは、現代美術家・杉本博司が近松作品に挑んだ「杉本文楽」や、又吉
直樹が病理学者とともにウィルスとはそもそも何かを整理し考える企画を放送。ＢＳ１
では、10 年に渡って撮りためた「ヒグマを叱る男」の完全版や、国内屈指のフレンチ
のシェフが日本の「コメ」と向き合う食の旅をお送りする。ＢＳプレミアムでは、発
見された〈最古のパピルス〉を手掛かりに、エジプトの大ピラミッドの 7つの謎を完
全解剖する特集や、世界中の激レア巨大機械が続々と登場する「ウルトラ重機」の第 6
弾を放送。ＢＳ４Ｋでは、愛媛・大島の伝統行事「とうどおくり」を守る人々を追う「島
旅」を、ＢＳ８Ｋでは黒澤清監督が蒼井優を主演に描く８Ｋドラマ「スパイの妻」を
編成。ラジオ第１では、東日本大震災の被災地で暮らす人々の、「今」「未来」への思
いを紹介する番組を継続し、ＦMでは歌舞伎俳優・市川右近がＤＪとして古典芸能の
魅力に楽しく迫る番組をお届けする。

〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・ドラレコは見た！ちょっといい話… 5 日、12 日、19 日（金）
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・スゴモリどうぶつえん… 5 日、12 日、19 日（金）
・リモートドラマ「Living」… 6 日（土）
・大相撲特別場所〜テレビ桟敷へようこそ〜… 7 日（日）
・たけしのその時カメラは回っていた… 13 日（土）
・よなよなラボ… 21 日（日）
・令和 2年　沖縄全戦没者追悼式… 23 日（火）
・もふもふモフモフ… 24 日（水）
・ＮＨＫだめ自慢… 27 日（土）
・今夜も生でさだまさし… 28 日（日）
・民謡魂　ふるさとの唄… 28 日（日）

（定時番組）
・土曜時代ドラマ「雲霧仁左衛門４」（１）〈新〉、（２）、（３）、（４）
… 6 日、13 日、20 日、27 日（土）
・ＮＨＫスペシャル
「新型コロナ最新情報」… 6 日、13 日、20 日、27 日（土）
「ホットスポット　最後の楽園…season ３　
　第５回　太古の命守る奇跡の森〜ブラジル…マタアトランティカ〜」… 13 日（土）
「シリーズ　日本列島誕生　ジオ・ジャパン２　第１集　列島大隆起」… 14 日（日）
「シリーズ　日本列島誕生　ジオ・ジャパン２　第２集　列島大分裂」… 21 日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・手作りマスクで医療機関を救え（仮）… 6 日（土）
・引き裂かれた海〜長崎・国営諫早湾干拓事業の中で〜… 13 日（土）
・台湾　新型コロナまでの 17 年（仮）　… 27 日（土）

（定時番組）
・フライデーモーニング・スクール…プラス（サブ ch）…5 日、12 日、19 日、26 日（金）
・100 分 de 名著「カント　純粋理性批判」… …1 日、8日、15 日、22 日（月）
・又吉直樹のヘウレーカ！「＃８３新型コロナウイルスって何なんだ？」… 3 日（水）
・きょうの健康「新型コロナ関連　持病をお持ちの方へ」
… 8 日（月）、9日（火）、10 日（水）、11 日（木）
・ハートネットＴＶ「水害と障害者」①②… 9 日（火）、10 日（水）
・あしたも晴れ！人生レシピ「おひとりさま　豊かに過ごす」… 5 日（金）
・にっぽんの芸能　同時解説　能「土蜘蛛」　… 26 日（金）
・福島をずっと見ているＴＶ… 27 日（土）

（その他の主な番組）
・ＴＶシンポジウム「老いを生き抜く新常識　フレイルを知って備える」… 6 日（土）
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〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「ヒグマを叱る男　10 年の記録」… 7 日（日）
　　「人生は旅だ　料理も旅だⅡ〜三ツ星シェフ、日本の“コメ”と出会う〜」
… 18 日（木）

（定時番組）
・ＢＳ世界のドキュメンタリー
　　「トイレの新・文明論」… 11 日（木）
　　「ノートルダム　火災からの再生」… 16 日（火）
　　「伝説の名車がよみがえる　ジャガーXKSS　手作りの挑戦」… 24 日（水）
　　「ダンスか死か　アハマド・ジュデの日常」… 25 日（木）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（特集番組）
・ウルトラ重機 6「カリスマ重機から地底の聖地へ」… 6 日（土）
・グレートトラバース 3　日本三百名山全人力踏破…第二十六集
「厳冬！氷雪の越後・会津の七座」… 6 日（土）
・最高齢に会いに行く… 12 日（金）
・完全解剖！大ピラミッド　七つの謎… 13 日（土）
・魔改造の夜〜大人のチューンナップ対決〜①、②… 19 日、26 日（金）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ… 21 日、28 日（日）
・映像の世紀プレミアム　第 16 集　オリンピック　激動の 100 年… 20 日（土）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・ウルトラ重機 6… 6 日（土）
・歌える！ J-POP　黄金のヒットパレード　決定版！… 13 日（土）
・完全解剖！エジプト大ピラミッド 7つの謎… 20 日（土）
・４K洋楽倶楽部「ペット・ショップ・ボーイズ」… 29 日（月）

（定時番組）
・ニッポン島旅… 2 日、9日、16 日、23 日、30 日（火）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・スペシャルドラマ　スパイの妻… 6 日（土）
・８K版　マイ・フェア・レディ… 7 日（日）
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・８Kスペシャルドラマ　ストレンジャー〜上海の芥川龍之介〜… 14 日（土）
・８K完全版　2001 年　宇宙の旅… 14 日（土）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・ラジオが伝えたプロ野球名勝負・名場面… 6 日（土）
・大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”… 13 日（土）
・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〜… 13 日（土）
・ＮＥＸＴ名人寄席… 27 日（土）
・発掘！ラジオアーカイブス… 27 日（土）

［スポーツ番組］
・プロ野球中継… 27 日（土）

〈ＦＭの主な番組〉
［定時番組］
・岡田惠和　今宵、ロックバーで〜ドラマな人々の音楽談義〜… 7 日、21 日（日）
・カブキ・チューン… 5 日、12 日、19 日、26 日（金）…
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国際放送 6 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、引き続き新型コロナウイルスの感染状況、市民生活、経済への影響
など、最新状況を重点的に伝える。また、世界的な感染状況の推移、経済の動きなど
も幅広い角度から伝える。
番組でも、コロナウイルスに関する番組を引き続き取り上げ、国内の状況や対策な
どについて情報を発信する。この他、特集番組では、「ＮＨＫスペシャル…未解決事件…
File.08…海外特別編……JFK……ケネディ暗殺……前・後編」などを編成する。

〈新型コロナウイルスに関する番組〉
■特集番組
・We,…in…the…Time…of…Corona… （5 分番組…放送日は検討中）
　…　いまだ出口の見えないコロナ禍にあり、日本や世界のキーパーソンたちは何を
考え、どのような展望を持っているのかについて、インタビューシリーズで伝える。
素材のマルチユースにも留意する。

　〈出演者ラインナップ〉
　　●山中伸弥（医学者 /京都大学 iPS 細胞研究所所長）
　　●モハメド・ユヌス（ノーベル平和賞受賞者…経済学者 /バングラデシュ）
　　●ロブ・ゴア（救急医療専門医師 /…NY州立大学）… ほか

…　「ＮＨＫスペシャル」や「クローズアップ現代 +」の英語化のほか、「GLOBAL…
AGENDA」や「Direct…Talk」などの定時番組でも随時、伝える。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■ NHK WORLD PRIME
・NHK…Documentary…
　「未解決事件…File.08…海外特別編…JFK…ケネディ暗殺」… 前編：13 日（土）
… 後編：20 日（土）

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは、新型コロナウイルス感染については、特に日本の最新状況に重点を
置き、官民の取り組み、経済や社会への影響など詳細に伝える。またリスナーからの
疑問に答えるQ&Aなどを通じて、感染対策上必要な正確な知識の普及にも貢献する。
また番組でも、R1等のコロナ関連企画を有機的に活用していく。また環境月間に合わ
せて、マイクロプラスチックの問題やリサイクルの最新情報などをお伝えする。
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