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問い合わせ／広報部（03-5455-2181） 



番組名
（★：新番組）

放送日
（本放送）

時間
（本放送）

担当 （〇印は新担当）

　総合

NHKニュース おはよう日本　（平日） 月～金 0500～0800

500） 塩田慎二  / 〇佐藤俊吉（新潟局） / 〇 江原啓一郎（京都局）
森下絵理香　/　〇山内泉（金沢局）

 600、700）　 高瀬耕造 、 桑子真帆
リーダー） 〇利根川真也
スポーツ） 早坂隆信  /  〇堀菜保子（札幌局）
経済情報） 〇神子田章博　解説委員  /　〇布施谷博人　記者

　気象）　　檜山靖洋、　〇近藤奈央

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　　〇川﨑理加　（大阪局）
 スポーツ）  廣瀬智美　　  　気象）　　南利幸

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 　〇中山果奈（土） /　佐藤誠太（日）

ニュース　シブ５時 月～木 1650～1810
　阿部渉、  守本奈実
　プレゼンター）　大橋拓　　/　小西政親 リーダー）　  三條雅幸

首都圏ネットワーク 月～金 1810～1900
　高井正智、　林田理沙

リポーター）　原大策、　浅野里香 　気象）　船木正人　/　片山美紀

ニュース７　（平日） 月～金 1900～1930
　瀧川剛史
　サブ）　　〇栗原望   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）　池田伸子　伊藤海彦 　気象）　〇向笠康二郎

ニュースウオッチ９ 月～金 2100～2200

　〇田中正良記者、　和久田麻由子
　スポーツ）　　〇田所拓也

リポーター）  八田知大  / 　星麻琴　 /　〇漆原輝（広島局） /　〇中道洋司　（高知局）
リーダー）　 糸井羊司　  /　小澤康喬
気象）　斉田季実治

週刊まるわかりニュース 土
0900～0930
（４Ｋ同時）  井上二郎　 リポーター）　鎌倉千秋　　〇深川仁志

サタデースポーツ 土 2220～2240  副島萌生

日曜討論 日
0900～1000
　(R1同時）

　〇井上あさひ
 伊藤雅之解説委員 / 曽我英弘解説委員

★ニュース地球まるわかり 日 1805～1843  〇須田正紀記者（鹿児島局）、　〇小山径　　リポーター）〇中山果奈

サンデースポーツ 日 2150～2240  豊原謙二郎、　副島萌生

あさイチ 月～金 0815～0955  〇鈴木奈穂子、　博多華丸、 博多大吉

ひるまえほっと 月～金 1105～1154 　〇古谷敏郎（札幌局）

クローズアップ現代＋ 火～木 2200～2230 　〇井上裕貴　　〇保里小百合

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回程度）

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、　赤木野々花

ガッテン！ 水 1930～2015 　立川志の輔、　小野文惠

所さん！大変ですよ 木 1930～1957
　所ジョージ、　木村佳乃、　〇庭木櫻子（福岡局）、

リポーター） 伊藤海彦

日本人のおなまえ 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

ブラタモリ 土 1930～2015 タモリ、　浅野里香

小さな旅 日 0800～0825  山田敦子　/　山本哲也

★明日をまもるナビ 日 1005～1050 　〇塚原愛　

ＮＨＫのど自慢 日
1215～1300
　(R1同時）

　小田切千

土曜スタジオパーク 土 1350～1450 　近藤春菜、　足立梨花、　〇後藤康之

どーも、ＮＨＫ 日 1120～1154  礒野佑子

2021年度「主な番組キャスター」一覧

気象）　山神明理



列島ニュース 月～金 1305～1355 　〇武田真一（アナウンス室）　/　〇伊藤雄彦　/　〇二宮直輝　/　〇牛田茉友　　

★ニュース　きん５時 金 1650～1800
 
 〇武田真一（アナウンス室）、　〇石橋亜紗（アナウンス室）

★歴史探偵 水 2230～2315 　佐藤二朗、　〇渡邊佐和子

★京コトはじめ 金 1405～1450
 
 〇森田洋平（アナウンス室）

きょうの料理（大阪局） 金 1220～1245  〇岩槻里子/  畠山衣美

　Ｅテレ

ハートネットＴＶ 月～水 2000～2030 　風間俊介（パラマニア）、　　中野淳、

きょうの健康 月～木 2030～2045 　白鳥哲也 /　〇岡野暁（宮崎局）

きょうの料理 月～水 2100～2125 　廣瀬智美  /　原大策　  /　後藤繁栄

１００分de名著 月 2225～2250 　伊集院光、安部みちこ　

★ひろがれ！いろとりどり 月 1925～1955 　チョコレートプラネット、　〇鎌倉千秋   (応援！みんなのチャレンジ　前期のみ・月1程度）

先人たちの底力　知恵泉 火 2200～2245 　新井秀和

すてきにハンドメイド　（大阪局） 木 2130～2155 　〇岩槻里子 /　〇渡邊佐和子

あしたも晴れ！人生レシピ 金 2000～2045 　賀来千香子、　小澤康喬

にっぽんの芸能 金 2100～2155 　高橋英樹、　中條誠子

チョイス＠病気になったとき 土 2000～2045
　八嶋智人、　大和田美帆
　リポーター）　松田利仁亜  /　〇上條倫子

ウワサの保護者会 土 2130～2155 　小山径

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 、 〇浅井理（津局）

　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、　小林雄記者

国際報道２０21 月～金 2200～2240 　○油井秀樹記者（ワシントン支局）、  今井翔馬、　酒井美帆

千鳥のスポーツ立志伝！ 水 2100～2150 　千鳥、　中川安奈

　ＢＳＰ

プレミアムカフェ 月～金 0900～1100 　渡邊あゆみ

英雄たちの選択 水 2000～2100 　磯田道史、　杉浦友紀

ヒューマニエンス 40億年のたくらみ 木 2000～2100 　織田裕二、　〇井上あさひ

ダークサイドミステリー 木 2100～2200 　青井実

新・ＢＳ日本のうた 日 1930～2100 　田村直之

　R1

マイあさ！　（平日） 月～金 0500～0630 　田中孝宜　　ニュース）　 三橋大樹 　　  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） 　三橋大樹　　  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 　〇畠山智之

らじるラボ 月～金 0830～1150 　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　〇眞下貴（仙台局）
　19時台　野村正育

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

★タカアンドトシのお時間いただきます 水 2005～2055 　タカアンドトシ、　〇森花子（水戸局）  /　〇庭木櫻子（福岡局）

高橋源一郎の飛ぶ教室 金 2105～2155 　高橋源一郎、　小野文惠

ちきゅうラジオ 土日 1705～1850 　堀口ミイナ、　杉嶋亮作

子ども科学電話相談 日 1005～1150 　石井かおる  /  山本志保



 現在の所属局  現在の担当番組

　金沢局 「かがのとイブニング」

入局年 　過去の勤務地

　2017（平成29）年 金沢局が初任地

 現在の所属局  現在の担当番組

京都局 　「ニュース６３０京いちにち」

入局年 　過去の勤務地

　2016（平成28）年 長崎

 現在の所属局  現在の担当番組

大阪局 「ニュースほっと関西」「列島ニュース」

入局年 　過去の勤務地

2016（平成28）年 高松

 現在の所属局  現在の担当番組

札幌局 　スポーツ取材、ニュースリポート

入局年 　過去の勤務地

2017（平成29）年 佐賀

 現在の所属局  現在の担当番組

報道局 アメリカ大統領選挙特設番組

入局年 　過去の勤務地

1992（平成4）年 横浜、東京、パリ、上海、北京、ワシントン

担当 （新担当）［総合］「おはよう日本」（平日5時台）

担当 （新担当）［総合］「おはよう日本」（平日5時台）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

やまうち　いずみ
この春、石川県から参ります！入局から４年間、石川の自然と文化に育ててもらいました。「おはよ
う日本」は子どものころから家族とみていた番組です。あらゆる世代の皆さんに、大切な情報を分
かりやすくお伝えできるよう頑張ります。一日の始まりに、元気の出る時間をお届けします！

えばら　けいいちろう
私は大のコーヒー好きです。多い時には1日５杯飲みます。中でも一番好きなのは目覚めのコー
ヒー。頭がシャキッとして「よし今日も頑張ろう！」という気になれるからです。「おはよう日本」では
目覚めのコーヒーのような「１日の活力」を、朝一番にお届けします！

これまで、サッカー、高校野球など様々なスポーツの現場で、「一瞬」のために日々汗を流すアス
リートの姿を見て、その言葉を聴いてきました。現場に通い、その努力の過程を取材し伝えること
で、「おはよう日本」を見ている皆さんが「今日も1日頑張ろう」と思えるきっかけになるような放送を
していきます。

平日とはちょっと違う土曜日曜祝日の朝。家でゆっくり休まれる方、お出かけになる方、仕事へ向
かわれる方、皆様それぞれの週末の朝を彩れるよう努めます。少しホッとできるような会話も交え
ながら、爽やかな１日のスタートを元気に応援します。週末の朝は、こん身の「おはようございま
す！」にご期待ください。

担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

山内　泉

江原啓一郎

川﨑　理加

堀　菜保子

田中　正良

ほり　なほこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

担当 （新担当）［総合］「ニュースウオッチ９」

たなか　まさよし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

ＮＨＫのネットワークの総力をあげて「いま」をお伝えします。
現場に足を運び、この目で見て、生の声を聴き、日本と世界の「いま」そして「未来」を視聴者の皆
さまと考えていきます。

担当 （新担当）［総合］「おはよう日本」（土日祝）

かわさき　りか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

（新担当）［総合］「おはよう日本」（スポーツ）



 現在の所属局  現在の担当番組

アナウンス室 「週刊まるわかりニュース」

入局年 　過去の勤務地

2005（平成17）年 神戸、熊本、長野

 現在の所属局  現在の担当番組

アナウンス室 「ＮＨＫニュース７」

入局年 　過去の勤務地

2007（平成19）年 松江

 現在の所属局  現在の担当番組

アナウンス室 　　　「あさイチ」　「世界にいいね！つぶやき英語」

入局年 　過去の勤務地

2013（平成25）年 高松、福岡

 現在の所属局  これまでの担当番組

アナウンス室
「おはよう日本」　「ＮＨＫニュース７」　「ニュースウオッチ

９」

入局年 　過去の勤務地

2004（平成16）年 高松、松山

 現在の所属局  現在の担当番組

福岡局 「ロクいち！福岡」

入局年 　過去の勤務地

 2015（平成27）年 徳島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

担当 （新担当）［総合］「所さん！大変ですよ」

　にわき　さくらこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

鈴木奈穂子

庭木　櫻子

およそ２年ぶりにテレビの生放送を担当します。その番組が、育休中に毎朝見ていた「あさイチ」と
は…！今からとても緊張していますが、気負いすぎず自然体を目標に、博多華丸大吉さんが引っ
張る「チームあさイチ」に少しずつ馴染んでいけたらと思います。
皆さんが充実した朝を過ごせるよう、お手伝いができたら嬉しいです。

子どもの頃からテレビで見ていた所ジョージさんとご一緒できると聞いて、とてもうれしく思っていま
す。社会の片隅で起きていることですが「大変ですよ、ねえねえ、聞いてください！」と思えることを
深掘りしていくこの番組。ちょっとした発見から、皆さんの暮らしを彩り豊かなものにするお役に立
てるようがんばります。

すずき　なおこ

担当 （新担当）［総合］「　あさイチ　」

保里小百合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

担当 （新担当）［総合］「クローズアップ現代＋」

ほり　さゆり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

井上　裕貴

高校生の頃から憧れた夢の番組。コロナ禍で、重いバトンを引き継ぐことになりました。かつてない
変化の渦中にある現代に少しでも迫れるよう、現場と国内外の多様な声を徹底取材して、若い感
性を生かした疑問をぶつけていきます。幅広い世代の方々に見て頂けるよう、熱い覚悟を持って、
全力を尽くします！

いのうえ　ゆうき

世界が一変し誰もが発信者にもなれる今、情報が錯そうし不安が増してしまうこともあります。「ク
ローズアップ現代＋」がウィズコロナ・アフターコロナの時代でも私たちの暮らしの羅針盤となれる
よう、これまで培った取材力や伝える力を最大限に生かし、日本そして世界の未来を生き抜くため
の情報を届けていきます。

（新担当）［総合］「ニュースウオッチ９」（スポーツ）

たどころ　たくや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

入局から11年間、スポーツを専門に担当していました。甲子園の実況席から見た球場の美しさ、
一体感、ひたむきな球児の姿は、私の伝え手としての原点です。２１年度は、夏季、冬季２つのオ
リパラが予定されています。厳しい環境の中で情熱を燃やす人々にリスペクトをもって迫り、視聴
者の皆さんに元気をお届けします。

担当 （新担当）［総合］「クローズアップ現代＋」

田所　拓也

担当



 現在の所属局  現在の担当番組

　アナウンス室 「チコちゃんに叱られる！」　「うまいッ！」　「ごごウタ」

入局年 　過去の勤務地

2000（平成12）年 岡山、大阪、松山

 現在の所属局  現在の担当番組

　アナウンス室 　「あさイチ」　「サイエンスＺＥＲＯ」

入局年 　過去の勤務地

2003（平成15）年 長崎、長野、大阪

 現在の所属局  現在の担当番組

　アナウンス室 　　「クローズアップ現代＋」

入局年 　過去の勤務地

1990（平成2）年 熊本、松山、沖縄

 現在の所属局  現在の担当番組

　アナウンス室 「おはよう日本」「ららら♪クラシック」

入局年 　過去の勤務地

2014（平成26）年 熊本、大阪

たけた　しんいち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

担当 （新担当）［総合］「ニュース　きん５時」

武田　真一

塚原　愛

いしばし　あさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

大切な“明日をまもる”準備。気持ちはあってもなかなか進まない。そんな方もきっとヒントが見つ
かるはず。いざという時のために！家族を守るために！実践したくなる情報をわかりやすく、楽しく
お伝えします。お子さんもぜひ一緒に。
「チコちゃん」に褒められる番組を目指します。

２年ぶりの大阪放送局での番組担当を楽しみにしています。金曜、近畿からの新番組「ニュース
きん５時」。皆さんの「琴（きん）」線に触れる放送を目指します。見逃し厳キン！どうぞご期待くださ
い。

日本で２番目の街なのに、大阪に住むことを考えたことがありませんでした。知らず知らずのうち
に東京から日本を眺めることに慣れきっています。大阪の言葉に包まれて暮らすのはどんな感
じ？東京や他の地方はどう見える？流れに身を任せ、呼び寄せられて人生を転がしてみるのも悪
くない…。そこから見える新しい風景を楽しみにしています。

担当 （新担当）［総合］「京コトはじめ」

もりた　ようへい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番組の抱負

担当 （新担当）［総合］「ニュース　きん５時」

石橋　亜紗

森田　洋平

周囲から「平安顔だね」「烏帽子が似合いそう」としばしば言われます。今回この番組を担当できる
のは、何かの縁だと感じています。以前大阪放送局にいた時に度々訪れた京都ですが、観光する
だけでは分からない伝統文化の奥深さがあると感じていました。その魅力を視聴者の皆様と一緒
に探求していければと思います。

担当 （新担当）［総合］「明日をまもるナビ」

　つかはら　あい
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