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【お問い合わせ】広報部 佐々木・宮形（03-5455-2927） 



 　※外部出演者はメインＭＣのみ記載

番組名（★：新番組）
放送日

（本放送）
時間

（本放送） 担当（〇：新担当）

　総合

　NHKニュース おはよう日本　（平日） 月～金 0430～0800

  430）　　　　　佐藤克樹 /  塩田慎二  /  利根川真也
  500、600） 　〇中山果奈 / 〇森下絵理香（仙台局）
  600、リーダー）　岩野吉樹
  600、700）　  高瀬耕造 、 〇桑子真帆
  スポーツ）　　 豊原謙二郎　/　武本大樹
  経済情報）    関口博之 解説委員　/　岸 正浩 記者
  気象）　　　　　檜山靖洋、　山神明理

　NHKニュース おはよう日本（土日祝） 土日祝
土 0600～0800
日 0700～0745

  新井秀和 、石橋亜紗
  スポーツ）  廣瀬智美
　気象）　 南 利幸  /  佐藤公俊

　あさイチ 月～金 0815～0955 　博多華丸、 博多大吉、 近江友里恵

　ひるまえほっと 月～金 1105～1154 　柘植恵水

　正午ニュース　（平日） 月～金 1200～1215 　三條雅幸

　正午ニュース　（土日祝） 土日祝 1200～1210 　〇佐藤誠太　/　〇合原明子

  ごごナマ 月～金 1300～1455

・月曜～木曜
　船越英一郎、　美保 純、　〇小松宏司
　プレゼンター）　安部みちこ　　　中継リポーター）　〇内藤雄介
･金曜
　〇岩槻里子（大阪局）
・金曜「ごごウタ」
　塚原 愛

　ニュース　シブ５時 月～金 1650～1810
　〇阿部 渉、 守本奈実
　プレゼンター）　大橋 拓　　/　〇小西政親（松山局）
　リーダー）　  三條雅幸　　  気象）　福岡良子

　首都圏ネットワーク　※関東地方向け 月～金 1810～1900
　〇高井正智、〇林田理沙
　サブ）　〇原 大策　/　〇浅野里香（札幌局）
　気象）　船木正人　/　〇片山美紀　　天気中継リポーター）　○市村紗弥香

　ニュース７　（平日） 月～金 1900～1930
　瀧川剛史
　サブ）　〇井上裕貴 　/  上原光紀　　　　気象）　 平野有海

　ニュース７　（土日祝） 土日祝 1900～1930
  青井 実
　サブ）　〇伊藤海彦  /  池田伸子
　気象）  〇中村美公

　ニュースウオッチ９ 月～金 2100～2200

　〇和久田麻由子、　有馬嘉男 記者
　スポーツ）　　一橋忠之
　リポーター）  深川仁志　　/ 　〇八田知大（広島局）  / 　〇松苗竜太郎（大阪局）　/　星 麻琴
  リーダー）　  糸井羊司　  /　〇小澤康喬
  気象） 斉田季実治

　ニュースきょう一日 月～金 2315～2330
　 井上あさひ
 　リーダー）　 糸井羊司　  /　 〇小澤康喬　　　   気象）　平井信行

　クローズアップ現代＋ 火～木 2200～2230
　武田真一
  リポーター）  〇小山 径（名古屋局）  /  合原明子  /  栗原 望

　週刊まるわかりニュース 土
0900～0930

（ＢＳ４Ｋ同時）
　井上二郎
　リポーター）　〇鎌倉千秋、　〇田所拓也　　　　　気象）　渡辺 蘭

　サタデースポーツ 土 2150～2210 　副島萌生

　サンデースポーツ2020 日 2150～2250 　大越健介 記者、 副島萌生、　畠山愛理

　うまいッ！ 月 1220～1245 　天野ひろゆき、　塚原 愛

　鶴瓶の家族に乾杯 月 1930～2042 　笑福亭鶴瓶、　小野文惠

　ファミリーヒストリー
月

（月1程度）
1930～2042   今田耕司、　池田伸子

　逆転人生 月 2200～2245 　山里亮太、  杉浦友紀

　うたコン 火 1957～2042 　谷原章介、〇赤木野々花

　ガッテン！ 水 1930～2015 　立川志の輔、　小野文惠

　歴史秘話ヒストリア 水 2230～2315   渡邊佐和子（大阪局）

　所さん！大変ですよ 木 1930～1957 　所ジョージ、　木村佳乃、　合原明子　　　　リポーター） 〇伊藤海彦

　ネーミングバラエティー
　　日本人のおなまえっ！

木 1957～2042 　古舘伊知郎、　赤木野々花

　チコちゃんに叱られる！ 金 1957～2042 　岡村隆史、　木村祐一、  塚原 愛　　　　　ナレ）　森田美由紀

　土曜スタジオパーク 土 1350～1450 　近藤春菜、 足立梨花、　〇松岡忠幸

　ブラタモリ 土 1930～2015 　タモリ、　〇浅野里香（札幌局）

　小さな旅 日 0800～0825 　山田敦子　/　山本哲也

　日曜討論 日
0900～1000
　(R1同時）

　太田真嗣 解説委員 / 伊藤雅之 解説委員、　中川 緑

2020年度「主な番組キャスター」一覧



  どーも、ＮＨＫ 日 1120～1154 　〇礒野佑子（宇都宮局）

　ＮＨＫのど自慢 日
1215～1300
　(R1同時）

　小田切 千

　これでわかった！世界のいま 日 1805～1842 　永井伸一

　Ｅテレ

　ハートネットＴＶ 月～水 2000～2030 　中野 淳

　きょうの健康 月～木 2030～2045 　〇永井伸一　/　〇白鳥哲也（宮崎局）

　きょうの料理 月～水 2100～2125
　廣瀬智美  /　原 大策  /　後藤繁榮
　井田香菜子（大阪局）　/　〇畠山衣美（熊本局）

　１００分de名著 月 2225～2250 　伊集院 光、　安部みちこ

　先人たちの底力　知恵泉 火 2200～2245 　新井秀和

　あしたも晴れ！人生レシピ 金 2000～2045 　賀来千香子、　小澤康喬

　ららら♪クラシック 金 2100～2130 　高橋克典、　石橋亜紗

　にっぽんの芸能 金 2300～2355 　高橋英樹、　〇中條誠子

　世界にいいね！つぶやき英語 金 2130～2155 　〇保里小百合

　ウワサの保護者会 土 2130～2155 　〇小山 径（名古屋局）

　日曜美術館 日 0900～1000 　小野正嗣、　柴田祐規子

　サイエンスＺＥＲＯ 日 2330～2400 　小島瑠璃子、　森田洋平   　ナレ）　〇利根川真也

　ＢＳ１

　キャッチ！世界のトップニュース 月～金 0800～0850 　西海奈穂子 記者、　松田智樹 記者

　国際報道2020 月～金 2200～2240 　池畑修平 記者、　〇今井翔馬、　酒井美帆

　勝利の条件　スポーツイノベーション 土 2300～2350 　杉岡英樹

　パラ×ドキッ！
日

月2程度
1700～1750 　千鳥、　保里小百合

　ＢＳＰ

　英雄たちの選択 水 2000～2100 　磯田道史、　杉浦友紀

　ダークサイドミステリー 木 2100～2200 　〇青井 実

　新・ＢＳ日本のうた 日 1930～2100 　〇田村直之

　Ｒ１

　マイあさ！　（平日） 月～金 0500～0630
　田中孝宜
　ニュース）　〇三橋大樹（長崎局） 　 スポーツ）  吉松欣史

　三宅民夫のマイあさ！　（平日） 月～金 0640～0828

　三宅民夫
　サブ）　　 　 田中孝宜
　ニュース）　〇三橋大樹（長崎局）
  スポーツ）   吉松欣史　　　　　　　  木のみ）  大越健介 記者

　マイあさ！　（土日） 土日 0500～0800 　〇宮崎大地（長野局）

　★らじるラボ 月～金 0830～1150 　〇吾妻 謙

　武内陶子のごごカフェ！ 月～金 1230～1555 　武内陶子

　Ｎらじ 月～金 1800～1955
　18時台　畠山智之
　19時台　野村正育

　ＮＨＫジャーナル 月～金 2200～2255
　〇武田涼介（松山局）
　岩本 裕 記者、森田智之 記者

　サンドウィッチマンの天使のつくり笑い 火 2005～2055 　サンドウィッチマン、　　安部みちこ　/　〇森下絵理香（仙台局）

　増田明美のキキスギ？ 金 2005～2055 　増田明美、　杉嶋亮作

　★高橋源一郎の飛ぶ教室 金 2105～2155 　高橋源一郎、　〇小野文惠

　ちきゅうラジオ 土日 1705～1850 　堀口ミイナ、　〇杉嶋亮作

　子ども科学電話相談 日 1005～1150   〇石井かおる（仙台局）  /  山本志保



　現在の担当番組

　　・「ニュースウオッチ９」

　これまでの担当番組

　　・「ブラタモリ」
　　・「ＮＨＫニュース７」

　趣味

　　・旅行 （特にイタリアは大好きな国）
　　・映画鑑賞 （好きな映画は「ニュー・シネマ・パラダイス」「オリバー！」「レ・ミゼラブル」）
　　・水泳、ジョギング

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「おはよう日本」（平日6・7時台）

　これまでの担当番組

　　・「正午ニュース（月～金）」
　　・「ニュース シブ５時」 ニュースリーダー
　　・「ＮＨＫニュース７」（土日祝）

　趣味

　　・万年筆の収集
　　・本音トーク

　

 主な生育地

担当 （継続）［総合］「おはよう日本」（平日6・7時台）

たかせ　こうぞう 　特技

高瀬　耕造
　　・男声合唱 （大学時代、テレビ出演や海外演奏旅行に行ったことも）（アナウンス室）

 入局年 1999（平成11）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

新潟、広島

　　決して逃げない、ひるまない、揺るがない。
兵庫県

担当 （新担当）［総合］「おはよう日本」（平日6・7時台）

くわこ　まほ 　特技

桑子　真帆 　　・ピアノ （３歳～大学まで。得意な曲はドビュッシー「月の光」です）
　　・クラリネット、サックス
　　・スキー

（アナウンス室）

 入局年 2010（平成22）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

長野、広島
　　・素直でいること。
　　・感謝の気持ちを忘れないこと。神奈川県



　現在の担当番組

　　・「首都圏ネットワーク」
　　・「オシばん」

　これまでの担当番組

　　・「ろんぶ～ん」
　　・「さわやか自然百景」ナレーションなど

　趣味

　　・食べ歩き、日本酒
　　・ミステリー

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「大好き　東北　定禅寺しゃべり亭」

　これまでの担当番組

　　・「もりすた！」（仙台局）
　　・「情報たら福　いこっさ！きこっさ！」（福井局）

　趣味

　　・スキューバダイビング、サーフィン
　　・マラソン、ジョギング、筋トレ

　

 主な生育地

　特技

森下　絵理香 　　・知っている曲なら何でもアコースティックギターで伴奏
　　・観天望気 （雲の形や自然現象などから天気の変化を予測すること。気象予報士の資格あり）

　　・四コマ漫画
（仙台局）

 入局年 2015（平成27）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

福井

　　人一倍準備する（不器用なので…）。
東京都、神奈川県

もりした　えりか

担当
（新担当）［総合］「おはよう日本」（平日5・6時台）
（新担当）［総合］「ダーウィンが来た！」

なかやま　かな 　特技

中山　果奈
　　・手話（学生時代は「ＮＨＫ手話ニュース」でアルバイトをしていました）
　　・顔芸（豊かな表情には自信あり）（アナウンス室）

担当 （新担当）［総合］「おはよう日本」（平日5・6時台）

　私のモットー
 過去の
　　勤務地

松江、広島

　　笑顔を忘れないこと。
広島県

 入局年 2014（平成26）年



　現在の担当番組

　　・「ニュースウオッチ９」

　これまでの担当番組

　　・「ニュースチェック１１」
　  ・「国際報道２０１６」

　趣味

　　愛犬のメーコ

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「おはよう日本」（平日6・7時台）
　　・「ダーウィンが来た！ 」

　これまでの担当番組

　　・「おはよう日本」（土日祝）

　趣味

　　・観劇（主にミュージカル）
　　・ごはん・スイーツ問わずおいしいものを食べること
　　・洋裁

　

 主な生育地

担当    （継続）［総合］「ニュースウオッチ９」

ありま　よしお 　特技

有馬　嘉男
　　・整理整頓（特に水回り）←やればできる（報道局）

 入局年  1990年（平成2）年
　私のモットー

 過去の
　　　勤務地

高松、フランクフルト、シ
ンガポール

　　そもそもを大事に、その先を伝えたい。

　　大学の運動部でトレーナーをしていた経験もあり、肩もみには自信があります。（アナウンス室）

 入局年 2011（平成23）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

岡山
    　「やって失敗、やらないのは大失敗」…毎回失敗していてはいけませんが、失敗を恐れずに
     　何事にもチャレンジする姿勢を持ち続けたいです。もちろんチャレンジする前には入念に準備も！神奈川県

担当 （新担当）［総合］「ニュースウオッチ９」

わくだ　まゆこ 　特技

和久田　麻由子



　現在の担当番組

　　・「ごごナマ」

　これまでの担当番組

　　・「ニュース７」
　　・「おはよう日本」
　　・「紅白歌合戦」（７回司会を担当）

　趣味

　　・汗をかくこと（水泳、ウォーキング、サウナ）
　　・音楽鑑賞や映画鑑賞

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「北海道クローズアップ」（札幌局）
　　・「いくぞ～！北の出会い旅」（札幌局）

　これまでの担当番組

　　・「おはよう島根」（松江局）
　　・「山陰スペシャル」（松江局）

　趣味

　　・ホットヨガ
　　・スイーツ巡り

　

 主な生育地

　特技あべ　わたる

阿部　渉
　　・岩手弁
　　・オフコースに詳しい（アナウンス室）

岩手県

担当
（新担当）［総合］「ブラタモリ」
（新担当）［総合・関東］「首都圏ネットワーク」

あさの　りか 　特技

浅野　里香
　　・パン作り
　　・テニス（10歳からやっています）（札幌局）

 入局年 2016（平成28）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

松江
　　「有終の美を飾る」。中学校の定期テスト中、担任の先生からもらった言葉で、
　　努力する大切さを教えてもらいました。東京都

 入局年 1990（平成2）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

秋田、横浜

　　SONG IS LOVE！

担当 （新担当）［総合］「ニュース　シブ５時」



　現在の担当番組

　　・「ＮＨＫニュース７」（平日）キャスター、および現場リポート

　これまでの担当番組

　　・「正午ニュース」（土日祝）
　　・「週刊ニュース深読み」
　　・「ニュースウオッチ９」リポーター

　趣味

　　・読書（哲学書、小説、エッセイ、歴史文学、絵本など）
　　・旅行（冒険を想起させる旅行が好き）

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「おはよう日本」（平日5・6時台）
　　・「ブラタモリ」

　これまでの担当番組

　　・「ロクいち！福岡」（福岡局）
　　・「九州北部豪雨特設ニュース」キャスター（福岡局）

　趣味

　　・美味しいものを捜し求めて一人旅
　　・実家に帰ったときに弾くピアノでリフレッシュ

　

 生育地

担当 （新担当）［総合・関東］「首都圏ネットワーク」

　私のモットー

　　　　　　　はやしだ　　りさ 　特技

　　・常に感謝の気持ちを忘れずに、今の自分にできることを全力投球。
　　・好奇心が新たな道を拓く。 長崎県生まれ

 神奈川県育ち

林田　理沙
　　・実生活ではほとんどいかせていない絶対音感
　　・ショパンがクラシック界に与えた影響と、日本の音楽史について語り続ける（アナウンス室）

 入局年 2014（ 平成26）年

 主な勤務地  長崎、福岡

担当 （新担当）［総合・関東］「首都圏ネットワーク」

たかい　まさとも 　特技

高井　正智
　　・取材による人探し、現場探し、インターネット検索
　　・ビリヤード（アナウンス室）

 入局年  2002（平成14）年
　私のモットー

 過去の
　　　勤務地

 盛岡、広島
　　・よく食べ、よく寝て、よく“笑う”。
　　・よく考える、と同時に“まず行動”。 東京都



　現在の担当番組

　　・「首都圏ネットワーク」リポーター
　　・「きょうの料理」

　これまでの担当番組

　　・「ならナビ」（奈良局）
　　・「ウイークエンド関西」（大阪局）

　趣味

　　・一眼レフカメラ、旅行
　　・インテリアコーディネート

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「おはよう日本」（平日5・6時台）
　　・「パラ×ドキッ！」

　これまでの担当番組

　　・「ニュースウオッチ９」リポーター
　　・「月刊スーパーハイビジョンニュース」

　趣味

　　・歌うこと、音楽・芸術鑑賞
　　・旅行、書店巡り
　　・スポーツ観戦

　

 主な生育地

担当
（新担当）［総合・関東］「首都圏ネットワーク」
（継続）［Ｅテレ］「きょうの料理」

はら　だいさく 　特技

原　大策
　　・歓送迎会の幹事（絶対思い出に残る会にします！）
　　・掃除（アナウンス室）

 入局年  2004（平成16）年
　私のモットー

 過去の
　　　勤務地

甲府、北見、函館、
大阪、奈良

　　・今この瞬間を大切にする。
　　・自分の夢をかなえる最善の方法は、他人の夢をかなえるのを手伝うことである。千葉県

　特技

担当
（新担当）［Ｅテレ］「世界にいいね！つぶやき英語」
（継続）［BS1］「パラ×ドキッ！」 ※月２回程度

ほり　さゆり

保里　小百合
　　・英語、歌（アナウンス室）

 入局年 2013（平成25）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

高松、福岡
　　　反省しても後悔はしない。
　　　What goes around, comes around.アメリカ・ニューヨーク州、

東京都



　現在の担当番組

　　・「国際報道２０２０」

　これまでの担当番組

　趣味

　　・野球（プロ野球観戦＆草野球への参加）、テニス
　　・読書

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「ニュースウオッチ９」リポーター

　これまでの担当番組

　　・「あさイチ」「ひるブラ」「シブ５時」などの番組で中継リポーター

　趣味

　　・音楽鑑賞、カラオケ、ギター
　　・録画していたテレビ番組を見る

　

 主な生育地

担当 （継続）［BS1］「国際報道２０２０」

いけはた　しゅうへい 　特技

池畑　修平
（報道局）

 入局年  1992（平成4）年
　私のモットー

 過去の
　　　勤務地

高松、国際部、ジュネー
ブ、北京、ソウル

 　　国際ニュースの背景を視聴者と一緒に堪能する。
海外、千葉県

（アナウンス室）

 入局年 2011（平成23）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

松江、福島
　　・今できないことは、明日もできない。（今井だけに、今を大切にしています）
　　・素直に、謙虚に。愛媛県

　特技

担当 （新担当）［BS1］「国際報道２０２０」

いまい　しょうま

今井　翔馬
　　・バスケットボール（小回りの利くガードで常に周りを見て試合を組み立てる）



　現在の担当番組

　　・「あさイチ」リポーター

　これまでの担当番組

　　・「ひろしまコイラジ」（広島局）
　　・「おはようひろしま」（広島局）
　　・「いちおしＮＥＷＳとっとり」（鳥取局）

　趣味

　　・写真撮影
　　・サッカーやフットサル
　　・家具の配置換え

な
お

　

 主な生育地

　現在の担当番組

　　・「ちきゅうラジオ」
　　・「らじるの時間」

　これまでの担当番組

　　・「おはよう日本」まちかど情報室リポーター
　　・「スタジオパークからこんにちは」
　　・「はまなかあいづＴｏｄａｙ」（福島局）

　趣味

　　・バイクでツーリング
　　・テレビドラマ鑑賞
　　・演劇・ミュージカル鑑賞

　

 主な生育地

あづま　けん 　特技

吾妻　謙
　　・どこでも寝られること
　　・うどん打ち（ラジオセンター）

 入局年 1993（平成5）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

大分、高松、東京、
福島、横浜

　　虎穴に入らずんば虎子を得ず。
埼玉県

担当
（新担当）［BSP］「新・ＢＳ日本のうた」
（新担当）［総合］「ＢＳコンシェルジュ」

たむら　なおゆき 　特技

田村　直之
　　・整理整頓

（アナウンス室）

 入局年 2011（平成23）年
　私のモットー

 過去の
　　勤務地

鳥取、広島

　　仕事は真剣に。
東京都

担当 （新番組）［R1］「らじるラボ」


