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２０２２年 夏のおもな特集番組 

２０２２年７月２０日現在 

※タイトルは仮 放送日時は変更になる場合があります 

 

 

いま、戦争と平和について考える 

特集ドラマ「倫敦ノ山本五十六」      ８/１（月） ＢＳＰ・ＢＳ４Ｋ 午後９：００ 

開戦の 7年前、ロンドンで開かれた海軍軍縮会議。のちに真珠湾攻撃を指揮することになる軍人・山本五

十六（香取慎吾）は、国家の命運をかけ英米との交渉に臨んでいた。優先すべきは国民の命か、国家の誇りか

…。海軍という組織で板挟みになりながら出した答えとは…？初めて明らかになった海軍の機密文書を元

に描かれる開戦秘話。 

 

沖縄戦の旅路                     ８/１（月） 総合 午後１０：００ 

連続テレビ小説「ちむどんどん」に出演する仲間由紀恵さんと黒島結菜さんが、沖縄戦を知るための旅に

出る。戦時下でも笑顔の少女たち…。突如、放り込まれた洞窟の日々…。いまなお行方の知れない家族を探

す人。2の故郷、沖縄で 77年前の“記憶”を辿る。 

※「ちむどんどん」は現在、第 15週「ウークイの夜」を放送しています。「沖縄戦の旅路」放送直前の

7/30(土)午前 2:10から、この 15週を一挙再放送します。こちらもご覧ください。 

 

イサム・ノグチ 幻の原爆慰霊碑                         ８/５（金） ＢＳ１ 午後９：１０ 

20世紀を代表する彫刻家イサム・ノグチ。日本人の父とアメリカ人の母を持つ彼が、生前、最も情熱を傾け

た創作の一つが広島の原爆慰霊碑だった。しかし彼のデザインは、建設前に突如却下される。ノグチが、原爆

を落としたアメリカの国籍だったことが理由とされている。番組では、新たに公開されたノグチの肉声や、関

係者の話などをもとに、彼が原爆慰霊碑に込めた思いに迫り、２つの祖国の狭間でもがき苦しみながらも、

その架け橋であろうとした芸術家の人生を描く。 

 

ＮＨＫスペシャル「原爆が奪った未来～８０００人の子どもたち“命の記録”～」 

         ８/６（土） 総合 午後１０：００ 

77 年前、広島に投下された原子爆弾。大きな被害受けたのが 12～14 歳の子どもたち、空襲の延焼を

防ぐための作業に 8000人が動員されていた。今回、NHK は学校などに保管されていた膨大な資料 を

入手。子どもたちの“命の記録”から、核兵器の使用が何をもたらすのか実相に迫る。 

 

誰が島を守るのか ～沖縄 若き自衛隊員の葛藤～             ８/７（日） ＢＳ１ 午後１１：００ 

本土復帰 50年。沖縄では、自衛隊が新たな部隊配備を進めるなか、自衛官を志願する若者が増えてい

る。災害時の支援活動に憧れて入隊したものの、「国防」の重みに葛藤する若者たち…。新入隊員の訓練に密

着し、自衛隊への賛否で分かれる家族や沖縄の人々を見つめる。 
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ＮＨＫスペシャル「学徒はこうして戦場に向かった」         ８/８（月） 総合 午後１０：００ 

10万人以上が出征し少なくとも 3千人が亡くなったとされる学徒出陣。戦前「国家の存亡のために欠く

ことができない存在」だと位置づけられていた学問や学徒が、徴兵猶予という“特権”を「廃止すべきだ」と糾

弾される存在へと変貌していった。その過程で何が起きていたのかが新資料や証言から浮かび上がってき

た。 

 

特集ドラマ「二十四の瞳」         ８/８（月） ＢＳＰ・ＢＳ４Ｋ 午後９：００ 

あの名作「二十四の瞳」が土村芳さんの主演でよみがえる。昭和初期の小豆島。戦争・貧困という時代の波

に飲み込まれながらも、新任教師と 12人の小学 1年生たちの間で続いた 20年に渡る交流を描く。 

原作：壺井栄 脚本・演出：吉田康弘 音楽：富貴晴美 出演：土村芳、中島歩、麻生祐未、國村隼ほか 

 

プレミアムシネマ「ヒトラー ～最期の１２日間～」   ８/１０（水） ＢＳＰ 午後１：００ 

独裁者ヒトラーがベルリン地下の要塞で過ごした最期の日々をドキュメンタリータッチで描く歴史ドラマ。

スイスの名優ブルーノ・ガンツがヒトラーを熱演。ドイツのオリバー・ヒルシュビーゲル監督が、ヒトラーの人間

性を真摯に描き論争を巻き起こした問題作。 

 

プレミアムシネマ「ひまわり」     ８/１１（木） ＢＳＰ 午後１：００ 

ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニ共演。戦争で引き裂かれた夫婦の悲しい運命を描く、イタリ

アの名匠ビットリオ・デ・シーカ監督の永遠の名作。ウクライナで撮影されたひまわり畑の美しい映像、ヘンリ

ー・マンシーニの哀切な音楽が胸を打つ。 

 

＃あちこちのすずさん「戦争が“身近”になって…そして」        ８/１２（金） 総合 午後７：３０ 

映画『この世界の片隅に』の主人公・すずのように、戦争の時代を生きた人たちの記憶をアニメで伝える

「#あちこちのすずさん」。ウクライナで戦闘が続き、“戦争＝他人事”と言えなくなった今年、バーチャル空間

に再現した「すずさんの家」に戦争体験者や若者が集って語り合います。 

 

ＢＳ１スペシャル「証言記録 沖縄戦争孤児」    ８/１４（日） ＢＳ１ 午後１０：００ 

終戦後の全国調査で 12 万 3511人と報告された戦争孤児。その統計に含まれず戦後史の空白となっ

てきた人々がいる。沖縄の戦争孤児。沖縄を占領した米軍によって、いったん収容所や孤児院に入れられた

が、その後の足取りは調査されたことがない。今回、彼らの消息を徹底的に追跡。社会の支援がないまま、孤

立無縁で生きた元孤児たちの戦後が明らかになってきた。初めて語られる証言の数々から、戦後 77年を

経てなお埋めがたい戦争の傷跡を浮き彫りにする。 

 

ＮＨＫスペシャル「ビルマ撤退戦 絶望の戦場～大東亜共栄圏の最期～」８/１５（月） 総合 午後１０：００ 

文化庁芸術祭優秀賞など大きな評価を得た「戦慄の記録・インパール」の制作チームが挑む“第２弾”。３万

人の戦死者を出し、太平洋戦争で“最も無謀”といわれたインパール作戦。実は、その後の「撤退戦」で、はる

かに上回る命が失われていた。戦局がほぼ決したビルマで何が起きていたのか。新資料と証言から、知られ

ざる ”絶望の戦場“を描く。 
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セイコグラム「転生したら戦時中の女学生だった件」         ８/１５（月） 総合 午後１１：００ 

現代を生きる俳優がスマホを片手に太平洋戦争の時代に転生。インスタグラムを通じて戦時中の“日常”を伝え

るシリーズ。今回は３年前に亡くなった芥川賞作家の田辺聖子さんの日記を「セイコグラム」と題しドラマ化。放送・

インスタと連動した新たな体験を提示する。 

 

ＢＳ１スペシャル「戦禍のなかの僧侶たち～浄土真宗本願寺派と戦争」 ８/20（土） ＢＳ１ 午後９：００ 

満州事変から太平洋戦争の時代、仏教は戦争にどうのように関わっていたのか、浄土真宗本願寺派（西本

願寺）はこの程、約１万寺に調査を行った。4000もの寺から回答があり、多くの写真や資料が寄せられた。

日中戦争の戦場に派遣された従軍僧の日誌、旧満州の開拓地で布教にあたった開教師の記録などアジアに

進出した教団の姿が浮かび上がってきた。太平洋戦争が始まると８５％の寺が金属回収に応じ、学童疎開や

戦時動員に協力していた。東南アジアでは陸軍が仏教による宣撫工作を進めていたが、「マレー興亜訓練所」

で日本語教育に当たった僧侶もいた。番組では、新たな全国調査をもとに戦禍の中の僧侶たちの姿を描く。 

 

ＥＴＶ特集「久米島の戦争〜なぜ住民は殺されたのか〜」       ８/２０（土） Ｅテレ 午後１１：００ 

太平洋戦争末期、沖縄の久米島で日本軍が住民 20人をスパイとみなし殺害する事件が起きた。去年発

刊された「久米島町史」には、住民の多数の新証言が収録され、事件の複雑な背景が明らかになりつつある。

米軍資料や新たに見つかった日本兵の日誌も分析、事件の深層に迫る。 

 

ＥＴＶ特集「女たちの戦争画」         ８/２７（土） Ｅテレ 午後１１：００ 

戦時下に描かれた異色の戦争画がある。幅 3メートル、埋め尽くすように描かれたのは、働く女性たち。

描いた画家たちも全員女性だ。戦争による人手不足は女たちを「イエ」から解放し、社会で活躍する場を与え

た。女性たちの自立と戦争のつながり。写真家の大石芳野が「女たちの戦争画」の真相に迫る。 

 

ドラマ 

事件は、その周りで起きている               ８/１（月）～8/4（木） 総合 午後１０：４５ 

刑事物は数多あれど、このドラマは事件を一切解決しない。その事件の周辺で起こる刑事たちの“小事件”

にスポットをあてた、コント番組「LIFE!」チームがお届けする新感覚コメディードラマ。正反対の性格の若手

刑事二人組を演じるのは小芝風花と笠松将。 

 

男たちの旅路         ８/１５（月）～ ＢＳ４Ｋ 午前１０：００ 

「俺は若い奴が嫌いだ！」鶴田浩二扮する特攻隊の生き残りの警備員を主人公に、戦中派の大人と戦後生

まれの若者たちとの断絶と共感を、名脚本家・山田太一が熱く骨太な筆致で描いた社会派ドラマシリーズ。

1976～77年に放送された第１部～第３部を、アンコール放送！ 

 

特集ドラマ「ももさんと７人のパパゲーノ」    ８/２０（土） 総合 午後１１：００ 

伊藤沙莉さん NHK初主演の特集ドラマ。「死にたい」という気持ちを誰にも言えなかった主人公・ももさ

んは、ある夏、ひょんなことから旅に出た。旅先で、死にたい気持ちを抱えながらも“死ぬ以外”の選択をして

いる人＝「パパゲーノ」たちと出会い―。死にたい自分を肯定していく、１週間の物語。 
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夜ドラ「あなたのブツがここに」          ８/２２（月）～ 総合 午後１０：４５ 

キャバ嬢の山崎亜子（仁村紗和）は娘の咲妃（毎田暖乃）と二人で暮らし。だが、コロナで店に来る客は激減

し貯金も無くなってしまった…。亜子は尼崎で宅配の仕事を始める。武田（津田健次郎）や峯田（佐野晶哉）ら

ユニークな同僚とともにコロナ禍を生き抜いていくヒューマン・コメディ！ 

 

シャツの店             ８/２６（金）～ ＢＳ４Ｋ 午前１０：００ 

東京・佃のオーダーシャツ専門店の店主・磯島周吉（鶴田浩二）は、仕事一筋の頑固な職人。愛情表現が不

器用すぎて、妻と息子の不満が爆発し、家出してしまい…。精いっぱい家族を支えてきた男の誠実さと悲哀

を、名脚本家・山田太一の深いユーモアとペーソスで描く。鶴田浩二、最後の名演。 

 

定時番組スペシャル 

有吉のお金発見「突撃！カネオくん夏休み真っ最中！子供が気になるレジャーのヒミツＳＰ」 

８/１３（土） 総合 午後７：３０ 

夏休み真っ只中、今回は「夏のレジャーＳＰ」！旅に欠かせない「ホテル」では今、「朝ごはん」がトレンドに

…！？お出かけの移動手段として人気の「高速バス」では驚きの進化が！観光スポットの定番「展望タワー」

の中から、全国の“クセつよタワー”の知られざる魅力を紹介！ 

 

ダーウィンが来た！夏 SP「新種発見!?身近に潜む大スクープ」     ８/１８（木） 総合 午後７：３０ 

近年、身近な場所での“新種発見”が相次いでいる。SNSが大活躍したり、新種と気づかず２０年以上飼育

していたり、楽しいストーリーがいっぱいだ。この夏、あなたも新種発見に挑めるかも！さらに、自然を知り

環境を守ることの「本当の意味」も見えてくる。 

 

チコちゃんに叱られる！「夏の拡大版スペシャル」             ８/１９（金） 総合 午後７：３０ 

５歳の女の子“チコちゃん”が繰り出す身近で素朴な疑問にあなたは答えられますか？ 

夏にふさわしい今回の疑問は…「夏に海水浴に行くのはなぜ？」「“自由研究”ってなに？」「なぜ誰かのファ

ンになる？」「数字はなぜあの形？」。スタジオ間違い探しクイズも登場！ 

【出演者】 パネラー：岡村隆史 染谷将太 小池栄子 金子大地  チコちゃん（声）：木村祐一 

 

バリバラ夏 SP「多様性ってなに？ クイズ #ふつうアップデート」    ８/２８（日） Ｅテレ 午後３：００ 

バリバラ夏の生放送！今年は「クイズ＃ふつうアップデート」。「車いすで海水浴に行くと車輪が砂に埋もれ

れ動けなくなるのが“ふつう”。この状況をどうアップデートする？」など、正解が 1つでない問題に挑んで、

多様性について親子で学べる新発想のクイズ番組。 

 

注目番組 
猫の手 貸します～＃ボラ活しようよ～                 ８/１（月） Ｅテレ 午前９：００ 

「世の中の役に立ちたい」という Z世代の若者たちが、“地域の問題”に対し、ボランティア活動で解決に

挑むこの番組。今回取り組むのは、沖縄の軽石漂着問題。若い力が結集し、実際に汗をかきながら軽石除去

に取り組む。活動を通して見えてきたものとは…？ 
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僧侶指南～いざ、日本文化の深淵
しんえん

へ～    ８/３（水） Ｅテレ 午後１０：３０ 

僧侶たちが、ありがたい人生訓とともに、日本文化の深淵（しんえん）を指南する「新感覚の講座番組」。今

回、ご紹介するのは「いけばな」。華道家としても活躍する僧侶、松川隆乗さんが、お盆の時期に役立つ仏壇

に供える花や、現代的なアレンジを伝授する。生徒役は、俳優の平祐奈さん。 

 

おとなりさんはなやんでる。「大丈夫？ 小学生のスマホ」        ８/６（土） Ｅテレ 午後２：００ 

3児の父・澤部佑さんと、2児の母・三倉佳奈さんが、子育て中の保護者を“おうち”に招き、悩みを聞いて

いく。今回は、子どものスマホにまつわる悩みについて。「使用時間のルールを守らない」「フィルタリングを

勝手に解除していた！」親は一体どうすれば…？ 

 

木村多江の、いまさらですが…～鎌倉時代～       ８/６（土） Ｅテレ 午後１０：３０ 

人生 100年時代の「大人の学び直し」を応援する番組。今回のテーマは、大河ドラマで盛り上がる「鎌倉

時代」。木村多江さんが編集長をつとめる「アプリ開発プロジェクト」を舞台に、北条政子の人物像から当時の

世相まで、知識をアップデートしていきます！ 

 

潜れ！さかなクン 

「富山湾編」ゲスト：立川志の輔、大島麻衣  ８/１０（水） 総合 午後７：３０  

「隠岐諸島編」ゲスト：田中直樹、池田美優  ８/１7（水） 総合 午後７：３０   

さかなクンが、海に潜りまくって冒険する紀行エンターテインメント！相棒のイシガキフグの「ガキィ」と一

緒に、出会ったお魚たちをカードにしてコレクション「まぼろしの図鑑」を完成させていく。今回の舞台は、ダ

イナミックな地形が作る不思議の海「富山湾」と日本海に浮かぶ絶景の「隠岐諸島」。さあ！！ギョ一緒に♪

海の世界に出かけよう！ 

 

ようこそ認知症世界へ                           ８/１４（日） Ｅテレ 午後３：３０ 

不思議な旅のアニメと様々な専門家の解説で人間の認知能力の複雑さを知り、認知症の人が日常世界を

どう感じ、何に困るのかを探る。旅人（声・永山絢斗）が着いた島、果樹園では人の顔が区別できない、街で

は曲がり角を見失う！認知症を公表した蛭子能収さんからも知恵を授かる。 

 

ファミリーヒストリー「俳優・大森南朋」             ８/１５（月） 総合 午後７：３０ 

俳優・大森南朋さんは「ファミリーヒストリー」をよく視聴しており、以前から「出演したい」という気持ちが

あったという。今回の企画には父・麿赤児さんも協力。本人の気持ちに応えるべく徹底取材すると江戸時代

の父方のルーツなど、驚きの事実が次々と明らかになる。母方の先祖にも、明治から大正にかけ、ある業界

で大活躍した人物がいたことが分かる。 

 

おとなりさんはなやんでる。「親には難しい？ 思春期の性教育」  ８/２０（土） Ｅテレ 午後２：００ 

今回、澤部さんちに相談にやってきたのは「中 2の息子に彼女が出来た」という母親。しっかり性教育をし

たいが、何をどのように伝えればいいか分からない…。伝えやすいタイミングは？おさえるべきポイントは？

全国の先輩たちの経験談も紹介しながら考えていく。 
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シチズンラボ               ８/２２（月） 総合 午後７：３０ 

研究者だけではたどり着けない難題に、視聴者が実験や調査に参加し、新たな発見を目指す新感覚エンタ

ーテイメント。線香花火はどう持てば一番長持ちする？など、日常で感じる疑問をみんなで追究します。

MC：チョコレートプラネット 鈴木奈穂子アナウンサー 

プロフェッショナル仕事の流儀「半分の自信 〜俳優・藤原竜也〜」   ８/２４（水） 総合 午後 7：57 

俳優・藤原竜也さん（40）。日本を代表する演出家・蜷川幸雄さんのまな弟子として数々の演技賞を総ナメ

にしてきた。その藤原が今年挑むのが、世界的ファンタジー「ハリー・ポッター」の舞台化。「師との惜別」「我が

子との確執」、そして「未来への迷い」。その先を探そうとする男の、葛藤の現場。 

 

偉人の年収 How much？          ８/２６（金） Ｅテレ 午後７：２５ 

教科書に載るような偉人たちは、いくら稼いでいたのか…？「年収」を切り口にその半生をたどると、彼ら

の意外な生き方が見えてくる！今回、取り上げる偉人は、世界的に有名な浮世絵師・葛飾北斎。代表作『富嶽

三十六景』を発表したときの年収を探る！ 

 

ASIAN LIVE スペシャル          ８/２７（土） Ｅテレ 午後９：００ 

断崖絶壁に渡された謎のガラスの橋や、円柱の集合住宅の世界遺産・円楼などから、知られざるアジアの

魅力を伝える。スタジオには「え！この人も中国語を勉強していたの」と驚くメンバーが集結。旅気分を味わ

いながら学べる「中国語！ナビ」拡大版スペシャル！ 

 

世界サンライズツアー                 ８/２７（土） Ｅテレ 午後１０：００ 

インターネットで世界各地の一般家庭とつながり、時差を利用して日の出をリレー方式で追いかける。エジ

プト、ドイツ、モロッコなど、ガイドブックには載っていない、家族の“とっておきの場所”からの日の出の瞬間

と、それぞれのモーニングルーティンを紹介。 

 

子どもの好奇心に答える番組・宿題のヒントになる番組 

 

１００分ｄｅ名著 ｆｏｒ ティーンズ          ８/１（月）８（月）１５（月）２２（月） Ｅテレ 午後 10：25 

「夏休み」といえば、読書の季節。でも若い親世代にとっては「子どもたちにどうやって本を読ませるか」は

大きな課題。そこで「100分 de名著」では、通常放送よりも「敷居を低く」、ティーンネイジャーが親子で視

聴しながら「なるほど、そうだったのか」とうなずけるような解説を展開。「思春期の悩みに響く文学作品」

「知的好奇心をそそる科学読み物」「社会のしくみがよくわかる経済学入門」「心をぐっとつかまれる古典作

品」といった普段扱わないジャンルの名著を取り上げ、「親子で楽しめる」知的エンターテインメント番組をお

送りする。司会：加藤シゲアキ（作家・タレント） 

コズミックフロントΩ            ８/２（火） Ｅテレ 午後１０：４５ 

月、そして火星…。宇宙探査＆開発の進展で、地球が宇宙の一部であることを感じやすくなった時代。 

コズミックフロントΩは、俳優・阿部寛さんがナビゲーターとなって、宇宙そして地球とは一体何か？最新の

研究から、１２回にわたってお届けする番組。 
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香川照之の昆虫すごいぜ！「カマキリ先生☆石垣島へ行く」  ８/１１（木） Ｅテレ 午前９：００ 

この夏、カマキリ先生が沖縄県の石垣島に初上陸！日本最大級のチョウ「オオゴマダラ」、山中で光る小さ

な「ヒメボタル」、巨大なクワガタなど、南の島でしか出会えない美しい昆虫たちを求めて駆け巡ります。 “昆

虫の宝庫”石垣島から 45分拡大版の特別授業！ 

 

ニュー試「世界の入試で未来がみえる」           ８/１２（金）・１９（金） Ｅテレ 午後１０：００ 

知的好奇心をくすぐるエンターテインメント番組「ニュー試」を 2週連続放送！話題のミネルバ大学やアメ

リカ、オランダ、イタリアなどの世界の入試に伊沢拓司さんらが挑戦。専門家も本気で採点し、思考力や論理

力などを鍛えるコツも伝授。世界の入試の今に迫る！ 

 

沼にハマってきいてみた「科学実験沼スペシャル」         ８/２0（土） Ｅテレ 午後９：００ 

 大好評企画「科学実験沼」を放送時間を拡大したスペシャルでお届け！科学実験に青春をささげる 10代

ハマったさんの“空気で動く自動車”作りに密着するほか、人気アニメの名シーンを大型実験で再現する。 

 

「漂流兄妹～理科の知識で大脱出！？～」         ８/２２（月）・２９（月） Ｅテレ 午後７：００ 

無人島に漂流した兄妹が漂流物と『理科』の知識で生き抜くサバイバルドラマを 2週連続で放送。「ポリ袋

に詰めた空気を温め、SOSを発信する熱気球づくり」「魚は音に敏感という習性を利用して、ペットボトルの

罠でヤマメ捕り」などに挑戦。親子で楽しめる番組。 

 

「ヴィランの言い分 ＃２ゴキブリ」        ８/２７（土） Eテレ 午後９：２０ 

世間から忌み嫌われる“ヴィラン（悪役）”の代表「ゴキブリ」が、人の姿を借りて己の“言い分”を訴える！

ゴキブリの体をヒントに開発中の災害救助ロボットや、どんなに汚い場所でも生き抜く抗菌能力を利用した

抗生物質開発の取り組みなどを、大型模型やユニークなアニメを駆使して紹介する。 

 

子どもや若者の悩みに答える番組 

「はなしちゃお！～性と生の学問・夏休み特集～」     ８/１２（金）１９（金） Ｅテレ 午後１０：３０ 

「性」は誰もが関係すること。でも、実はよく知らなかったり、ネットに氾濫する真偽不明の情報に惑わさ

れ、悩んだり傷ついたりする人も多くいる。そこで、性の様々なテーマについて、思いもよらぬ“学問”を切り

口に楽しく深掘り！みんなで話しちゃお！という、教養エンターテインメント番組。 

 

「ハナシティ（５）」              ８/２５（木） Ｅテレ 午後８：００ 

10代が悩みを語り合う番組ハナシティ。第５弾のテーマは恋愛！相談者の「ちゃこ」さんには苦い経験がある。

自分が勇気を出して告白したことが、いつの間にか学校中に知れ渡っていたのだ…。「もう絶対告白なんかできな

い」と語るちゃこさんに妙案はあるのか…？ 
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「ハートネット TV」 

・第 1夜「ゆううつな夏休み ～＃８月３１日の夜が来るまえに。～」   ８/17（水） Ｅテレ 午後８：００ 

※８/17（水） オンラインフォーラム「“生きづらさ”カフェ」     午後１０:00 

・第 2夜「夏休みが終わっても ～＃８月３１日の夜に。～」         ８/３１（水） Ｅテレ 午後８：００ 

「学校に行きたくない」「生きるのがつらい」・・・そんな 10代の声を受け止めてきた『＃8月 31日の夜

に。』。放送を 2回に分けるなどリニューアル。第１夜は、放送後もオンラインフォーラムを実施。深夜まで

10代の心に寄り添う。 

 


