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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 8 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、歌のちからで人々にエールを送る生放送音楽特番や、終戦 75 年の
夏を迎え歴史に新たな光をあてるNHKスペシャルを編成。Ｅテレでは、宝塚歌劇団の
トップスターと浅田真央の対談や、被爆直後の長崎で撮影された「焼き場に立つ少年」
を追うＥＴＶ特集を放送。ＢＳ１では、75 年前の広島で書かれた日記を、ＳＮＳのつ
ぶやきに変換して追体験する新感覚ドキュメントや、第 2次大戦末期、原爆の開発命
令を受けた日本の物理学者たちの葛藤に迫る番組を放送する。ＢＳプレミアムでは、被
爆で命を落とした若い女性と奇跡的に焼け残った彼女のピアノをめぐるドキュメンタ
リードラマや、京都の「蔵」の中身を全部出して調査する特番を編成。ＢＳ４Ｋでは、
Ｊホラーの名手が日本人が感じる“怖さ”の正体に迫る特番を、ＢＳ８Ｋでは、視聴
者の投稿による８Ｋタイムラプス映像の絶景を紹介する。ラジオ第１では、10 代の性
の悩みに向き合う番組を、ＦMではビートルズ尽くしのリスナー参加 4時間生放送を
行う。

〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・有吉のお金発見…突撃！カネオくん“夏の風物詩”のおカネ事情に突撃！ SP
… 1 日（土）
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・実況！決勝戦だけ見てみよう… 1 日（土）
・ドラレコは見た！ちょっといい話… 1 日（土）、11 日（火）
・恐竜超伝説　劇場版ダーウィンが来た！… 2 日（日）
・広島平和記念式典… 6 日（木）
・ライブ・エール… 8 日（土）
・長崎平和祈念式典… 9 日（日）
・あの日あのときあの番組
　　「今年は中止だけど見たい！　悪疫退散のにっぽんの祭り」… 9 日（日）
・＃高校最後の夏だから〜球児たちの晴れ舞台〜… 10 日（月）、11 日（火）
・ひとモノガタリ
　　「“ＰＬＡＹ　ＨＡＲＤ”でひとつに〜磐城高校野球部〜」… 10 日（月）
・プロフェッショナル　仕事の流儀「石川佳純スペシャル」… 10 日（月）
・アファンの森よ永遠に〜C.…W. ニコルからのメッセージ〜… 10 日（月）
・特集ドラマ「JOKE〜２０２２パニック配信！」… 10 日（月）
・限界突破！全力記憶〜華麗なるメモリースポーツの世界〜… 11 日（火）
・超絶神業！マジックバトル夏の陣… 12 日（水）
・ん？… 12 日（水）
・へんてこ生物アカデミー… 13 日（木）
・♯あちこちのすずさん　若者が語る戦争〜 3000 人の投稿から〜… 13 日（木）
・さし旅　自転車マニアと巡るママチャリ最強ツアー… 14 日（金）
・NHKバーチャル文化祭！… 14 日（金）
・全国戦没者追悼式… 15 日（土）
・特集ドラマ「太陽の子」… 15 日（土）
・ファミリーヒストリー… 17 日（月）
・やわらかアタマが世界を救う… 18 日（火）
・「夢の本屋」をめぐる冒険（1）（2）… 18 日（火）、19 日（水）
・潜れ！さかなクン… 19 日（水）
・“世紀の財宝”大発見！… 19 日（水）
・所さん大変ですよ　夏ＳＰ… 20 日（木）
・フェイクバスターズ… 20 日（木）
・チコちゃんに叱られる！ＳＰ… 21 日（金）
・リアルプリンセス（1）、（2）… 21 日、28 日（金）
・ロックン★ローカル… 21 日（金）
・さよなら！インターハイ… 22 日（土）
・たけしのその時カメラは回っていた… 22 日（土）
・にじいろ家族… 23 日（日）
・もふもふモフモフ… 24 日（月）
・美ら海ドローン大航海…目指せ波照間〜宮古市島 300km走破… 24 日（月）
・山田洋次×吉永小百合…コロナの中で戦争を考える… 24 日（月）
・あの日の通学路… 24 日（月）
・世界は教科書でできている… 26 日（水）
・モンダイな条文　第 2弾… 27 日（木）
・だめ自慢… 29 日（土）
・ＳＯＮＧＳ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ… 29 日（土）
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（定時番組）
・ドラマ１０「ディア・ペイシェント」（4）、（5）、（6）、（7）
… 7 日、14 日、21 日、28 日（金）
・ＮＨＫスペシャル　
　　「“撤退”は何をもたらしたのか〜沖縄戦最後の 1か月〜」… 2 日（日）
　　「証言と映像でつづる原爆投下・全記録」… 6 日（木）
　　「渡辺恒雄と戦争体験〜戦後日本はこうして作られた〜」… 9 日（日）
　　「忘れられた戦後補償」… 15 日（土）
　　「アウシュビッツ・死者からの手紙」… 16 日（日）
　　「東京リボーン　第 5集　渋谷…巨大迷路を改造せよ」… 22 日（土）
　　「ホットスポット　最後の楽園　総集編」… 23 日（日）

（スポーツ番組）
・大相撲名古屋場所（※ 7/19 〜 8/2 開催）… 1 日（土）〜 2日（日）…
・プロ野球… 8 日（土）、23 日（日）、29 日（土）
・高校野球交流試合… 10 日（月）〜 12 日（水）、15 日（土）〜 17 日（月）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・「『焼き場に立つ少年』をさがして」… 8 日（土）
・「サヘルの旅〜生き延びた意味を探して〜」… 15 日（土）
・「シリーズ・パンデミックが変える世界〜混迷のアメリカ〜」… 22 日（土）

（定時番組）
・１００分ｄｅ名著「ミヒャエル・エンデ　モモ」… 3 日、10 日、17 日、24 日（月）
・先人たちの底力　知恵泉
　　「脅威と向き合う知恵〜参謀に学べ・石田三成と本田正信」… 4 日（火）
・ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達「望海風斗×浅田真央」… 8 日（土）…
・芸人先生「サンドイッチマン①②」… 11 日、18 日（火）
・ふるカフェ系　ハルさんの休日… 13 日（木）
・にっぽんの芸能
　　「いとうせいこうプレゼンツ　徹底解剖！義太夫節の魅力」… 14 日（金）

（その他の主な番組）
・Ｚの選択①②③… 6 日、13 日、20 日（木）
・ガールズクラフト×すてきにハンドメイド
　　この手があった♡トレンドキャッチの旬映えリメイク講座… 6 日（木）
・渡辺直美のナオミーツ……スペシャルエディション①②… 9 日、16 日（日）
・アートで時代を乗り越えろ「岡本太郎」「草間彌生」… 13 日、20 日（木）
・＃アンネ・フランク〜生存者の証言と SNS…で綴る「日記のその後」〜… 15 日（土）
・沢村貞子さんと私の「365 日の献立日記」… 19 日（水）
・夏井いつきの　よみ旅… 20 日、27 日（木）
・サカナクションの音楽実験番組　シュガー＆シュガー　… 25 日（火）
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・思考実験バラエティー　もしもの世界… 24 日、31 日（月）
・植物に学ぶ生存戦略　話す人・山田孝之④… 26 日（水）
・＃ 8月 31 日の夜に。〜２０２０年夏休み　ぼくの日記帳〜… 30 日（日）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「コロナ新時代への提言 2〜変容する世界と人類の行方〜」… 1 日（土）
　　「シリーズ人体　脅威の免疫ネットワーク〜新型コロナウイルスとの戦い〜」
… 2 日（日）
　　「あのとき、タクシーに乗って〜新型コロナ・緊急事態宣言下の東京〜」…3 日（月）
　　「もし 75 年前に SNS があったら〜つぶやきからみえる戦争と原爆〜」… 3 日（月）
　　「起業家VS．新型コロナ〜世界が挑むスピード改革〜」… 8 日（土）
　　「乳がんダイアリー　矢方美紀　２０２０　夢をあきらめたくない」… 9 日（日）
　　「市民が見た世界のコロナショック　7月編」… 9 日（日）
　　「果てなき殲滅戦〜太平洋戦争　知られざる“九州上陸作戦”〜」… 15 日（土）
　　「原子の力を解放せよ〜戦争に翻弄された核物理学者たち〜」… 16 日（日）
・ランスマ倶楽部「夏スペシャル　あなたと走りたい」… 9 日（日）
・にっぽん百名山「ネットで“ぼっち”富士山絶景超絶ガイド！」… 10 日（月）
・奇跡のレッスン…特別授業！最強コーチが導く飛躍の夏休み… 10 日（月）

（定時番組）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「自転車界も変わる？新しい生活スペシャル」… 1 日（土）
　　「自転車の格闘技！BMX特集」… 8 日（土）
・COOL　JAPAN
　　「うた〜 Songs 〜」… 23 日（日）
　　「天気〜Weather 〜」… 30 日（日）

（スポーツ番組）
・ＡＴＰテニス　マスターズ１０００
　　「ウエスタン＆サザンオープン〜ニューヨーク〜」
　　　　　… （大会期間）現地時間 22 日（土）〜 28 日（金）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・ドラマ×マンガ「あとかたの街　〜 12 歳の少女が見た戦争〜」… 14 日（金）
・Akiko's　Piano　〜被爆したピアノが奏でる和音〜… 15 日（土）

（特集番組）
・アーカイブス秘蔵映像でよみがえる　にっぽんの廃線 100　… 1 日（土）
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・グレートトラバース 3　日本三百名山　全山人力踏破
　　〜第二十八集〜　早春 ! 東北の名峰 5座に挑む… 1 日（土）
・Ｎｅｗ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｃａｍｐ　２０１９… 1 日（土）
・ニッポンの夏　長岡の大花火を味わい尽くす！… 2 日（日）
・アニソン！プレミアム！… 2 日、9日（日）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城…「二条城」… 7 日（金）
・たけしのこれがホントのニッポン芸能史　　「ホラー・恐怖」… 8 日（土）
・未解決事件　「JFK暗殺」　ディレクターズカット… 8 日（土）
・郷ひろみショー… 8 日（土）
・世界最高峰のマジック殿堂　マジックキャッスル　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ
　　⑴「ステージマジック編」… 15 日（土）
　　⑵「イリュージョン＆クロースアップ編」… 15 日（土）
・美の壺スペシャル「すし」… 21 日（金）
・体感！グレートネイチャー SP　地球を巡る大冒険「海洋」… 22 日（土）
・“魔改造”の夜〜大人のチューンナップ対決〜… 22 日（土）
・歴史発掘ミステリー　「京都　千年蔵　大原　勝林院」… 22 日（土）
・森光子生誕１００年
　　「日本を励まし続けた 50 年〜放浪記…森光子からのメッセージ〜」… 28 日（金）
・「放浪記　奇跡の 2000 回」再構成… 30 日（日）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・この夏は　「８Ｋ」で夏まつりを体感しよう！
　　青森ねぶた祭２０１９… 1 日（土）【ＢＳ８K同時】
　　徳島の阿波おどり２０１９… 14 日（金）【ＢＳ８K同時】
　　大曲花火競技大会２０１９… 29 日（土）【ＢＳ８K同時】
・イギリスで一番美しい庭　ダルメイン… 6 日、13 日（木）
・もういちど‘長崎の原爆’をみつめる〜原爆の絵…ふたたび〜前・後編〜… 7 日（金）
・8月 8日は８Ｋの日！８KスーパーライブＤＡＹ… 8 日（土）【ＢＳ８K同時】
・恐怖の図鑑　スペシャル… 8 日（土）
・国際共同制作　特集ドラマ「太陽の子」… 15 日（土）【総合テレビ・ＢＳ 8K同時】
・にっぽん百名山ＳＰ… 17 日（月）【ＢＳプレミアム同時】
・美の壺（つぼ）ＳＰ　日本のすし… 21 日（金）【ＢＳプレミアム同時】

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・この夏は　「８Ｋ」で夏まつりを体感しよう！
　　青森ねぶた祭２０１９… 1 日（土）
　　徳島の阿波おどり２０１９… 14 日（金）
　　大曲花火競技大会２０１９… 29 日（土）
・語りだす被爆建物… 1 日（土）
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・8月 8日は８Ｋの日！８KスーパーライブＤＡＹ… 8 日（土）
・国際共同制作　特集ドラマ　「太陽の子」… 15 日（土）【総合・ＢＳ４K同時】
・あなたの作品が８Ｋに　新絶景タイムスケイプ… 16 日（日）
・８Ｋ　世界の祭り「トリニダード・トバゴのカーニバル」… 30 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・広島平和記念式典… 6 日（木）
・長崎平和祈念式典… 9 日（日）
・手紙、キミに伝えよう… 10 日（月）
・永遠の被爆証言者… 10 日（月）
・大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”　〜平和を考えるスペシャル〜… 11 日（火）
・DJ 壇蜜のＳＭ（セレクテッドミュージック）vol.9… 12 日（水）
・江戸ラヂヲ… 13 日（木）
・高橋源一郎と読む　戦争の向こう側 2020… 14 日（金）
・全国戦没者追悼式… 15 日（土）
・悩める若者たちへの応援歌 5… 16 日（日）
・夏休み！ラジオ保健室〜 10 代の性　悩み相談〜… 17 日（月）〜 21 日（金）

［スポーツ番組］
・プロ野球中継… 8 日、22 日、29 日（土）
・大相撲 7月場所… 1 日（土）
・大相撲 7月場所　千秋楽… 2 日（日）
・高校野球交流試合… 10 日（月）〜 12 日（水）、15 日（土）〜 17 日（月）

〈ＦＭの主な番組〉
［定時番組］
・ディスカバー・ビートルズ SP… 9 日（日）
・今日は一日“Little…Glee…Monster と合唱”三昧… 10 日（月）
・プレイバック　ヨーロッパ夏の音楽祭… 10 日（月）〜 14 日（金）
・吉木りさのタミウタ　スピンオフ夏企画　かけて民謡！まぜて民謡？… 14 日（金）
・ウィークエンドサンシャイン　サマースペシャル２０２０… 15 日（土）
・特集オーディオドラマ「おやつのいくさ」①②… 15 日、22 日（土）
・反田恭平のピアノ・ジャム！… 16 日（日）
・アイザック・スターン変奏曲… 17 日（月）〜 21 日（金）
・アニソン・アカデミー夏休みＳＰ… 22 日（土）
・ラジオマンジャック　サマースペシャル… 29 日（土）
・鍵盤のつばさ　夏休み拡大スペシャル　〜ようこそ！新婚音楽家カップル〜
… 29 日（土）…
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国際放送 8 月の番組編成について
〔国際放送局〕

新型コロナウイルスについては、引き続き感染状況や経済への影響、国境を越えた
往来の回復ぶりなどを中心に国内外のニュースを発信していく。また、戦後 75 年の節
目を迎え戦争を知る世代の高齢化が進む中、平和への願いを伝えていく取り組みや企
画ニュースを広島、長崎の原爆の日、終戦の日を中心に伝えていく。番組でも、戦時
下の知られざる庶民生活をツイートなどで表現する「1945 ひろしまタイムライン〜も
し 75 年前に SNS があったら？〜」など、「戦争と平和」をテーマとした関連番組を特
集編成する。また、新型コロナウイルスについても、「ニュース…シブ 5時」の企画「新
型コロナ日記」を再編集して英語化するなど、関連する番組を取り上げる。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■「戦争と平和」関連番組
・1945 ひろしまタイムライン
　　〜もし 75 年前に SNS があったら？〜… 1 日（土）
・“焼き場に立つ少年”をさがして… 30 日（日）
・Hometown…Stories
　　「ある証言集　その“影”に〜長崎原爆　元看護婦たちの歳月〜」… 9 日（日）
・Hometown…Stories
　　「私が見た 8.6 〜高校生と描く原爆の絵〜」… 16 日（日）

〈関連番組（アンコール）〉
・Manzanar…Revealed… 8 日（土）…
・「赤い背中」が残したもの〜アメリカ人とNAGASAKI 〜… 9 日（日）…
・大統領指令　“失われた大隊を救出せよ”
　　〜“アメリカ最強”日系兵士部隊　悲劇の 16 日間〜… 15 日（土）…
・SURVIVOR…TREES:…HIROSHIMA…REVEALED“光に向かって”生きて…15 日（土）…
・Houses…for…Peace:…Exploring…the…Legacy…of…Floyd…Schmoe
　　“シュモーハウス”　被爆地に建った「平和」の家…… 16 日（日）…
・I…too…was…a…Child…of…Camp.
　　私も“収容所の子ども”だった〜日系人心理療法士のトラウマカルテ〜
… 29 日（土）…

■新型コロナウイルスに関する番組
〈特集番組〉
・世界 10 代コロナ会議　（2本シリーズ）… 10 日（月）、17 日（月）…
・NHK…WORLD…PRIME…ニュース…シブ 5時 SP
　　「新型コロナ日記」緊急事態宣言とわたしたち… 22 日（土）…

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは引き続き新型コロナウイルスによる影響について、経済面や治療薬・
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ワクチンの開発動向も含め多角的に伝える。また例年とは様変わりして迎える原爆の
日や終戦の日の様子と国民の受止めについても詳細に伝える。
番組では、今年度から始まったNHKワールド JAPANのテレビ番組のラジオ化とし
て「Where…We…Call…Home」のコロナ関連の回を中心に「プラグインニッポン」で放送
する。また、広島 ･長崎関連のリメイクも予定している。
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