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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 10 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、様々なプロに目線カメラを取り付け、仕事の秘密を“目線”で紐
解く特番や、パラ陸上界で“女王”と呼ばれる車いすアスリートの、進化するミラク
ルボディに迫るＮＨＫスペシャルを編成。Ｅテレでは、血縁を越えた家族の絆を描い
た「“ワケあり”りんご」の続編や、台湾のコロナ対応を担ったデジタル大臣と落合陽
一のトークセッションを放送。ＢＳ１では、「バーチャル資本主義」が席巻するアメリ
カの今から、グローバル経済の明日を読む番組や、苦境の長距離トップランナー・福
島千里の本音に迫る番組を放送。ＢＳプレミアムでは、毛利と信長が大阪湾で激突し
た海戦を元に、史上最強の武将を考察する番組や、限られた人しか覗けない、京都の
極上の遊びを紹介する特番を編成。ＢＳ４Ｋでは、歌川広重の「名所江戸百景」を手
掛かりに、東京の歴史に迫る番組を、ＢＳ８Ｋでは、犬童一心が、コロナ下で伝統の
芸をつなごうとする和泉流野村家の３代を８Ｋで撮る番組を放送。ラジオ第１では、髙
橋源一郎とリスナーが集う“学校”を開講し、ＦＭでは、マイルス・デイビスの選り
すぐりの音源から、その人間像、ポップ・ミュージックの変遷までをたどる特番を編
成する。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～… 2 日（金）
・目神サマは知っている… 7 日（水）
・シブヤノオト　ａｎｄ　ｍｏｒｅ　ｆｅｓ… 10 日（土）
・シブヤノオト　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＴＷＩＣＥ… 18 日（日）
・よなよなラボ… 17 日（土）
・たけしのその時カメラは回っていた… 24 日（土）
・ＳＯＮＧＳ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ… 25 日（日）
・今夜も生でさだまさし… 25 日（日）
・ファミリーヒストリー… 26 日（月）
・わが心の大阪メロディー… 27 日（火）
・マジカル・クローゼット… 29 日（木）
・民謡魂　ふるさとの唄… 31 日（土）
・ＮＨＫだめ自慢～みんなが出るテレビ～… 31 日（土）

（定時番組）
・ＮＨＫスペシャル
　　「ミラクルボディー　パラ陸上　タチアナ・マクファーデン」… 4 日（日）
・土曜時代ドラマ「子連れ信兵衛」（3）、（4）、（5）、（6）… 3 日、10 日、17 日、24 日（土）
・土曜時代ドラマ「子連れ信兵衛２」（1）… 31 日（土）
・土曜ドラマ「天使にリクエストを～人生最後の戦い～」（3）、（4）、（5）
… 3 日、10 日、17 日（土）
・よるドラ「彼女が成仏できない理由」（4）、（5）、（6）… 3 日、10 日、17 日（土）
・ドラマ１０「タリオ　復讐代行の２人」（1）〈新〉、（2）、（3）、
… 9 日、16 日、23 日、30 日（金）
・よるドラ「閻魔堂沙羅の推理奇譚」（１）〈新〉… 31 日（土）

（スポーツ番組）
・日本女子オープンゴルフ… 1 日（木）～ 4日（日）
・日本陸上選手権… 2 日（金）、3日（土）
・プロ野球… 10 日（土）、11 日（日）、24 日（土）、25 日（日）
・日本オープンゴルフ… 15 日（木）～ 18 日（日）
・競馬　菊花賞… 25 日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（特集番組）
・ＥＴＶ特集
　「アンコール　“焼き場に立つ少年”をさがして」… 3 日（土）
　「調査ドキュメント『外国人技能実習制度を追う』」… 10 日（土）
　「アンコール　サヘルの旅～痛みと生きるということ～」… 17 日（土）
　「ワケありりんご」… 24 日（土）
　「アンコール　敏感くんたちの夏」… 31 日（土）



3

No.4505 2020.9.28（月）

・ズームバック×オチアイ特別編～落合陽一、オードリー・タンに逢う～… 3 日（土）
・私のアニメがたり…～今このアニメを観る理由… 5 日、12 日（月）
・第 43 回ＮＨＫ杯　全日本カヌースラローム… 25 日（日）
・ＴＶシンポジウム「遺伝子治療が医療を変える」… 31 日（土）
・いじめをノックアウトＳＰ　第 13 弾… 31 日（土）

（定時番組）
・浦沢直樹の漫勉ｎｅｏ〈新〉… 1 日、8日、15 日、22 日、29 日（木）
・らららクラシックＲｏａｄ　ｔｏ　ベートーベン… 2 日、9日、16 日（金）
・ハートネットＴＶ　相模原事件から 4年「施設」vs「地域」を超えて①、②
… 6 日（火）、7日（水）
・趣味どきっ！「アイドルと巡る仏像の世界」… 5 日、12 日、19 日、26 日（月）
・１００分 de 名著～谷崎潤一郎スペシャル～①～④… 5 日、12 日、19 日、26 日（月）
・シュガー&シュガー　サカナクションの音楽実験番組
… 6 日、13 日、20 日、27 日（火）
・ねほりんぱほりん「レストランガイド調査員」他… 7 日、14 日、21 日、28 日（水）
・ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達「みうらじゅん×樋口真嗣」… 10 日（土）
・先人たちの底力　知恵泉「醍醐天皇」（前・後編）… 13 日、20 日（火）
・（新番組）アニメ　ＳＨＩＲＯＢＡＫＯ… 19 日、26 日（月）
・福島をずっと見ているＴＶ… 31 日（土）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「コロナ時代の精神のワクチン～マルクス・ガブリエル危機の時代を語る～」
… 3 日（土）
　　「大峯千日回峰行の道を行く　塩沢亮潤　修験道の世界」… 18 日（日）
　　「“Ｚ世代”がウィズコロナの時代を変える」… 25 日（日）
　　シリーズコロナ危機　グローバル経済 3
　　　「ファンタジー大国アメリカの光と影～バーチャル資本主義の未来～」
… 31 日（土）
・熱戦凝縮！日本陸上選手権２０２０… 11 日（日）
・日本一の栄冠を目指して　２０２０日本女子オープンドキュメント… 17 日（土）
・地球タクシー
　　「横浜を走る」… 17 日（土）
　　「房総を走る」… 24 日（土）

（定時番組）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「世界記録に挑戦！疾走・日本縦断 2700 キロ」… 3 日（土）
　　「激闘！エベレスティング～坂バカたちの真夏の夜の夢」… 24 日（土）
・ランスマ倶楽部
　　「ようこそランスマ倶楽部へ！」… 11 日（日）
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　　「原監督がすべてを語る　青学スペシャル！」… 18 日（日）
　　「4日間で劇的に速くなる！合宿スペシャル」… 25 日（日）
・ＣＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ
　　「世界を変えたニッポンの発明スペシャル」… 11 日（日）
　　「ＳＤＧｓシリーズ第 3弾～陸の豊かさを守ろう～」… 18 日（日）
　　「テイクアウト」… 25 日（日）
・スポーツ×ヒューマン
　　「一心に　心乱さず～マラソン日本代表　服部勇馬～」… 19 日（月）
　　「速く走れないなら　死んでるのと同じ～陸上 100 ｍ　福島千里～」… 26 日（月）

（スポーツ番組）
・第 104 回　日本陸上選手権… 1 日（木）～ 3日（土）
・日本女子オープンゴルフ選手権２０２０… 1 日（木）～ 4日（日）
・第 98 回全日本ボート選手権… 11 日（日）
・日本オープンゴルフ選手権２０２０… 15 日（木）～ 18 日（日）
・天皇杯　ＪＦＡ　第 100 回　全日本サッカー選手権大会　3回戦… 28 日（水）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・ドキュメンタリードラマ「猫探偵の事件簿」Ｐａｒｔ３… 9 日（金）

（新番組）
・ヒューマニエンス　40 億年のたくらみ〈新〉… 毎週（木）
・ザ・プロファイラー　～夢と野望の人生～〈新〉… 毎週（木）
・魂のタキ火〈新〉… 毎週（火）

（特集番組）
・ザ・プロファイラー　～夢と野望の人生～スペシャル
　　「プロファイラーＩＦ　毛利VS信長　最強決戦」… 1 日（木）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城「松山城」… 3 日（土）
・レギュラー番組への道
　　「ココロレストラン　ひと皿に人生あり」　①、②… 2 日、9日（金）
　　「イス呑（の）み～東京再発見～」… 16 日（金）
　　「今夜は絵顔で眠りたい２」①、②… 23 日、30 日（金）
・伝説のコンサート　山口百恵… 3 日（土）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ　＃ 9～ 12… 4 日、11 日、18 日、25 日（日）
・家族になろうよ（生放送）… 10 日（土）
・体感！グレートネイチャーＳＰ　地球を巡る大冒険「火山」… 10 日（土）
・ねこ育て　いぬ育て… 10 日（土）
・映画音楽はすばらしい！… 10 日（土）
・浮世絵ミステリー　東京前夜　～広重の暗号～… 16 日（金）
・地球（アース）トラベラー　グレートヒマラヤトレイル
　　「ジャヌー」、「カンチェンジュンガ」… 17 日、24 日（土）
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・秘密の花園　イングリッシュ・ガーデン… 17 日（土）
・ぐっさんの日本国道トラック旅… 23 日（金）
・忘れられない患者～スーパードクター心の交流～… 29 日（木）
・フランケンシュタインの誘惑　科学史　闇の事件簿
　　「ノーベル賞　爆薬王の遺言」… 29 日（木）
・鉄オタ選手権… 30 日（金）
・みやこびと　極上の遊び… 31 日（土）
・英雄たちの選択スペシャル
　　戦国武将総選挙！ナンバーワンは誰だ… 31 日（土）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城「松山城」… 3 日（土）【ＢＳプレミアム同時】
・伝説のコンサート　山口百恵… 5 日（月）
・少年たちの連合艦隊～　駆逐艦「雪風」の戦争～… 10 日（土）
・地球（アース）トラベラー　グレートヒマラヤトレイル
　　「ジャヌー」　… 17 日（土）【ＢＳプレミアム同時】
　　「カンチェンジュンガ」… 24 日（土）【ＢＳプレミアム同時】
・浮世絵ミステリー　東京前夜　～広重の暗号～… 17 日（土）
・秘密の花園　イングリッシュ・ガーデン… 24 日（土）
・みやこびと　極上の遊び… 31 日（土）【ＢＳプレミアム同時】

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・わくわくが生まれる～全国教育美術展より～… 4 日、11 日、18 日、25 日（日）
・８Ｋアースウォッチャー　白い雲の惑星… 4 日（日）
・禍（わざわい）のとき　狂言が見つめる遠い未来～野村家 3代の夏～… 17 日（土）
・忍たま乱太郎　にっぽん宇宙旅　種子島… 18 日（日）
・人類未踏　火星への旅… 24 日（土）
・ハッブル宇宙望遠鏡　秋・冬… 25 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～
… 3 日、10 日（土）

［定時番組］
・高橋源一郎の飛ぶ教室… 2 日、9日、16 日、23 日、30 日（金）
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［スポーツ番組］
・プロ野球中継… 3 日、10 日、17 日、24 日、31 日（土）

〈ＦＭの主な番組〉
［定時番組］
・第 89 回日本音楽コンクール最終予選… 12 日（月）～ 16 日（金）
・ジャズマイルスⅡ… 13 日（火）～ 17 日（土）、19 日（月）～ 23 日（金）
・ザ・ベストラジオ２０２０… 30 日（金）…

国際放送 10 月の番組編成について
〔国際放送局〕

安倍総理大臣の辞任表明と新政権誕生によって激動する日本の政局。ニュースでは、
菅新総理大臣のもとで生じる様々な政治状況を迅速・正確に伝える。またコロナウイ
ルスの感染状況と国内外への社会的・経済的影響の変化も引き続き詳しく伝えていく。
さらに来年の東京オリンピック・パラリンピックの実現をめぐる議論が節目を迎える
重要な月でもあり、その行方に注目し丹念に伝える。
9月 28 日から後期改定を実施し、「We,…in…the…Time…of…Corona」「The…Signs」を新設
する。
さらに、大型特集番組「SONGS…OF…TOKYO…Festival」の第 4弾を放送するほか、

奈良県の関連番組を集中編成する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■後期改定 新番組
・We,…in…the…Time…of…Corona…… …9 月 28 日から毎週（月）
・The…Signs…… …3 日から毎週（土）…

新型コロナウイルスに関する番組
・NHK…WORLD…PRIME
　　「見えざる敵に挑む～AI が迫る感染爆発～」（前後編）… 17 日（土）・24 日（土）
…　このほか、「NHKスペシャル」や「クローズアップ現代 +」の英語化、「Direct…
Talk」などの定時番組などでも随時、伝える。
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■その他のおもな特集番組
・NHK…WORLD-JAPAN…presents
　　SONGS…OF…TOKYO…Festival…2020
… 24 日（土）・25 日（日）・31 日（土）・11 月 1 日（日）
… ※来年 1月 2日（土）、3日（日）に再放送も予定

■奈良特集　おもな関連番組
・NHK…WORLD…PRIME
　　「やまとの季節スペシャル」… 3 日（土）
定時の新作番組
・RISING「全国に眠る　縫製職人をつなげ　谷英希」… 1 日（木）
・Japanology…Plus…Japanophiles…「ザイレ暁映…興福寺僧侶」… 13 日（火）…
…※…その他「CYCLE…AROUND…JAPAN　晩秋の奈良」「Hometown…Stories 奈良芸妓・
ここにあり」など奈良県関連番組をアンコール編成

〈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感染の現状と課題を伝えるとともに、時
代祭（京都）の行列巡行中止など各地の伝統文化にまで広がる影響について詳報する。
またノーベル賞については各賞の受賞者を速報するほか、その意義についてもわかり
やすく伝える。
番組では、NHKワールド JAPANの TV番組 Culture…Crossroads のラジオ化として、
コロナ問題に直面している在日外国人のメンタルケアについて「プラグインニッポン」
で放送する。
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〔総務局〕

日本放送協会報について、協会報発行に関する状況の変化に適切に対応することや、
編集発行の業務フローの効率化を図ることなどを勘案し、2020 年度下半期からは、毎
週月曜日の発行を毎月最終月曜日発行とします。
会報は、ＮＰＯＲＴのイントラページでご覧いただけます。また、発行週の金曜日
に「ＮＨＫオンライン」の「経営に関する情報」に掲載しています。

お 知 ら せ 
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