
2023年度 主な番組キャスター 一覧

番組名 
(★は新番組)

放送日 
(本放送)

時間 
(本放送) (○は新担当)

アナウンサーは一部を除き原則５０音順

総合

NHKニュース おはよう日本 
(平日)

月～金 0500～0800

首藤奈知子、 三條雅幸、 伊藤海彦、 副島萌生
5時台) 八田知大 / ○金子峻(山形局) / ○小野文明(松山局)/ 

佐藤あゆみ / 森田茉里恵
スポーツ) ○副島萌生
リポーター)徳永圭一 / 片山智彦 / 山田大樹 / ○漆原輝
経済キャスター) 神子田章博 解説委員 / 安藤隆 記者
気象) 檜山靖洋、 近藤奈央

NHKニュース おはよう日本 
(土日祝)

土
日 
祝

0600～0800
0700～0745
0700～０７３０

井上二郎、 ○寺門亜衣子
スポーツ) 西阪太志
気象) 南利幸

あさイチ 月～金 0815～0954

博多華丸、博多大吉、鈴木奈穂子
リポーター)浅井理 / ○浅野里香 / ○安部みちこ / ○池間昌人(沖縄局)/ 

○角谷直也 / 小林孝司 / ○佐々木芳史(盛岡局)/ 中川安奈
○地域中継リポーター)鈴木遥(北海道)/ 宮﨑あずさ(東北)/ 森花子(北関東)/ 

瀬戸光(東海) / 鈴木貴彦(北陸) / 大川悠介(近畿)/ 
安藤結衣(山陽)/ 市来秋果(山陰) / 都倉悠太(四国)/ 
小林将純(九州・沖縄)

キャッチ！世界のトップニュース 月～金 1005～1045 望月麻美 記者 / 別府正一郎 記者、 髙彩 / 中川栞

ひるまえほっと 月～金 1130～1154 古谷敏郎

ニュース( 正午) 月～木 1200～1215 (月～木)糸井羊司

ニュース( 正午)
金 
土

１２００～１２１５
1200～1210

(金土) ○池田伸子

ニュース( 正午) 日祝 1200～1210 (日祝) 中山果奈

列島ニュース 月～金 1305～1355
一柳亜矢子 / 伊藤雄彦 / 牛田茉友 / 
○小山径 / ○嶋田ココ(長崎局) / ○高瀬耕造

ニュースLIVE！ゆう５時 月～木 1700～1800

○小田切千、 片山千恵子
プレゼンター)○佐藤俊吉、○瀬田宙大(札幌局)、宮﨑慶太、佐藤あゆみ、森田茉里恵
リーダー) 糸井羊司
気象) 田中美都

ニュースきん５時 金 1700～1757
小籔千豊 ほか
○高瀬耕造、 石橋亜紗

首都圏ネットワーク 月～金 18０0～1900
井上裕貴、上原光紀
リポーター)○安藤佳祐(徳島局) / ○押尾駿吾(和歌山局)/ ○荒木さくら(沖縄局)

NHKニュース７ (月～木) 月～木 1900～1930
(月～木)
○和久田麻由子、 瀧川剛史、 今井翔馬 / ○川﨑理加 
気象) 晴山紋音

NHKニュース７ (金～日祝) 金～日祝 1900～1930
(金～日祝) 
高井正智、 ○山内泉、 ○森下絵理香 
気象) 晴山紋音 / 向笠康二郎

クローズアップ現代 月～水 1930～1957 桑子真帆

首都圏ニュース８４５ 月～金 2045～2100
○安藤佳祐(徳島局)/ ○押尾駿吾(和歌山局)/ ○荒木さくら(沖縄局)/
○佐藤龍文 ほか

ニュースウオッチ９ 月～金 2100～2200

青井 実、 ○林田理沙、 田中正良
リポーター)藤重博貴、○畠山衣美(大阪局)、矢崎智之、豊島実季
スポーツ) ○吉岡真央
リーダー) 小澤康喬 / 利根川真也 / ○深川仁志 / ○江原啓一郎 
気象) 斉田季実治、 久保井朝美(祝日)

サタデーウオッチ９ 土 2055～2200

赤木野々花
リポーター)ホルコムジャック和馬、○川口由梨香(長野局)、○荒木さくら(沖縄局)
スポーツ) 西川典孝
経済キャスター)長野幸代 記者
リーダー) ○小澤康喬 / ○利根川真也 / ○深川仁志 / ○江原啓一郎
気象) 久保井朝美

＃NHK 月～金 2042～2045 ○小田切千 / 片山千恵子 / ○二宮直輝(大阪局) / ○守本奈実

はやウタ 月 0415～0445 井上芳雄、 浅野里香

うまいッ！ 月 1220～1243 天野ひろゆき、 塚原愛
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鶴瓶の家族に乾杯 月 1957～2042 笑福亭鶴瓶、 小野文惠(広島局所属)

映像の世紀 バタフライエフェクト 月 2200～2245 ナレ)○糸井羊司 / ○伊東敏恵

うたコン 火 1957～2042 谷原章介、 赤木野々花

にっぽん百低山 水 1220～1243
吉田類 
ナレ)浅野里香 / 池田伸子

歴史探偵 水 2200～2245
佐藤二朗、 渡邊佐和子
<探偵> 石橋亜紗 / 加藤向陽 / 近田雄一 / 森田洋平 / 山田大樹 ほか

所さん！事件ですよ 木 2300～2329
所ジョージ、 木村佳乃
リポーター)ホルコムジャック和馬 
ナレ)吉田鋼太郎

京コトはじめ 金 1510～1554 森田洋平

首都圏情報 ネタドリ！ 金 1930～1957 合原明子

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

ファミリーヒストリー 金 2200～2245
今田耕司、 ○寺門亜衣子 
ナレ)余貴美子

NHK映像ファイル あの人に会いたい 土 0540～0550 ナレ)片山千恵子 / 合原明子

土スタ 土 1350～1450 近藤春菜、 足立梨花、 ○佐々木芳史(盛岡局)

民謡魂 ふるさとの唄 土oｒ日or祝 随時 城島茂、 近藤泰郎

ブラタモリ 土 1930～2015 タモリ、 野口葵衣(福岡局所属)

小さな旅 日 0800～0825 中川緑 / 山本哲也

日曜討論 
(R1同時放送)

日 0900～1000
星 麻琴
伊藤雅之 解説委員 / 曽我英弘 解説委員

明日をまもるナビ 日 1005～1050
塚原愛
ナレ)○小野文明(松山局)/ ○金子峻(山形局)/ 川﨑理加 / 小西政親 / 

佐藤あゆみ / 八田知大 / 星 麻琴 / 森田茉里恵

どーも、ＮＨＫ 日 1120～1154 ○小林千恵(横浜局)

ＮＨＫのど自慢 日
1215～1300 
(R1同時放送)

○二宮直輝(大阪局) / ○廣瀬智美

あの日あのときあの番組 日 1350～1500 森田美由紀

★サンドどっちマンツアーズ 日 1805～1843 〇サンドウィッチマン、 ○杉浦友紀

離島で発見！ラストファミリー 日 1805～1843
ゴリ、長濱ねる
ナレ)庭木櫻子

ダーウィンが来た！ 日 1930～1958 ナレ)井上二郎 / 中山果奈 / 廣瀬智美

サンデースポーツ 日 2150～22３９ 豊原謙二郎、 中川安奈

きょうの料理 
(大阪局制作分)

金 1220～1243
大原千鶴 ほか
○一柳亜矢子 / 岩槻里子

Ｅテレ

Eテレ０６５５ 月～金 0655～0700 ナレ)古谷敏郎

ハートネットＴＶ 月～水 2000～2029
風間俊介、ブルボンヌ
○瀬田宙大(札幌局) / 中山果奈 
リポーター)○池間昌人(沖縄局)

きょうの健康 月～木 2030～2045 ○佐藤龍文 / ○越塚優(名古屋局) / ○村上由利子

きょうの料理 月～水 2100～2125 ○安藤佳祐(徳島局) / ○守本奈実

★偉人の年収 How much？ 月 1930～2000
○谷原章介、 ○山崎怜奈、 ○今野浩喜 
リポーター・ナレ) ○佐藤あゆみ
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出川哲朗のクイズほぉ～スクール 月 1900～1930
出川哲朗 QuizKnock 悠木碧(声の出演) 
ナレ)○利根川真也

１００分de名著 月 2225～2249 伊集院光、 安部みちこ

でこぽこポン！ 火 0825～0835 ナレ)合原明子

先人たちの底力 知恵泉 火 2200～2244 高井正智

中国語！ナビ 水 2３００～2320 ナレ)礒野佑子

ロッチと子羊 木 2000～2029
ロッチ 
ナレ)渡辺健太

ウチのどうぶつえん
金 

(月１回)
1925～1955 ナレ)森下絵理香、 中谷文彦

あしたも晴れ！人生レシピ 金 2000～2044 賀来千香子、 小澤康喬

★芸能きわみ堂 金 2100～2130 ○高橋英樹、 ○大久保佳代子、 ○庭木櫻子

美輪明宏 愛のモヤモヤ相談室
(月金１回)

2200～2225 美輪明宏、 高瀬耕造

★ヴィランの言い分 土 1030～1100 ○八嶋智人、 ○久保田祐佳

笑わない数学 土 2130～2200
尾形貴弘(パンサー) 
ナレ) 合原明子

★ニュー試
(7月～)

土 2130～2200
○古舘伊知郎 
ナレ)○守本奈実

日曜美術館 日 0900～0959 小野正嗣、 柴田祐規子

チョイス＠病気になったとき 日 1900～1944
八嶋智人、 大和田美帆 
リポーター)○池田伸子 / 深川仁志

古典芸能への招待
(月１回日程度)

2100～2300 随時

サイエンスＺＥＲＯ 日 2330～2400 井上咲楽、 浅井理

ＢＳ１

国際報道２０２3 月～金 2200～2240 油井秀樹 記者、 ○栗原 望、 酒井美帆

スポヂカラ！ 随時 随時 田村淳、 ○中川安奈

レジェンドの目撃者 随時 随時 土屋礼央、 副島萌生

ＢＳＰ

４Kプレミアムカフェ
(４K同時放送)

月～金 09３0～1145 渡邊あゆみ

新日本風土記 
(4K同時放送)

火 2100～2159 ナレ)井上二郎 / 中條誠子

ヒューマニエンス 40億年のたくらみ 火 2200～2259 織田裕二、 藤井彩子(名古屋局所属)

英雄たちの選択 
(4K同時放送)

水 2000～2059 磯田道史、 杉浦友紀

ダークサイドミステリー
(4K同時放送)

木 2100～2200 栗山千明、 伊藤海彦

コズミックフロント
(４K同時放送)

木 2200～2259 ナレ)礒野佑子 / 小澤康喬 / 利根川真也 / 中條誠子

よみがえる新日本紀行
(4K同時放送)

土 0527～0605 ナレ)森田美由紀

新・ＢＳ日本のうた
(４K同時放送)

日 1930～2059 渡辺健太

４K

★週刊4Kふるさとだより 土 0900～0925
○井田香菜子 
気象)○吉井明子
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R1

マイあさ！(平日) 月～金 0500～0830
500～ 田中孝宜 関根太朗
640～ 野村正育 
スポーツ) ○上野速人

マイあさ！(土日) 土日 0500～0800

★ふんわり 月～金 0830～1150
(月)○山口もえ、(火)○木村祐一、(水)○伍代夏子、(木)○六角精児、(金)○黒川伊保子
(月)(水)(金) ○稲垣秀人(大津局)
(火)(木) ○澤田彩香

安心ラジオ 月～金 1255～1300 ○滑川和男(宮崎局)

ニュース (平日・正午) 月～金 1200～1215 ○滑川和男(宮崎局)

ニュース (土日祝・正午) 土日祝 1200～1210 ○越塚優(名古屋局)

ひるのいこい (平日) 月～金 1220～1230 ○上野速人

ひるのいこい (土) 土 1215～1230 石井かおる

ごごカフェ 月～金 1230～1555 (月～木)武内陶子 (金)○吾妻謙

Ｎらじ 月～金 1800～195５
18時台 眞下貴
19時台 ○滑川和男(宮崎局)

ニュース (土日祝) 土日祝 1900～1915 ○越塚優(名古屋局)

ＮＨＫジャーナル 月～金 2200～2255
打越裕樹
緒方英俊 ニュースデスク、山崎淑行 ニュースデスク

ラジオ深夜便 月～日 2305～0500

月) 松井治伸 / 中川緑 / 迎康子
火) 工藤三郎 / 須磨佳津江 / 高橋淳之
水) 芳野潔 / 石澤典夫 / 山本哲也
木) 渡邊あゆみ / 村上里和 / 迎康子 / 高橋淳之 / 山本哲也
金) 〇小野塚康之 / 中村宏 / 桜井洋子 / 迎康子 / 高橋淳之 / 山本哲也
土) 後藤繁榮 / 森田美由紀 / 柴田祐規子
日) 徳田章 / 山下信

みんなでひきこもりラジオ
金 

(月1回)
2005～2055 栗原 望

高橋源一郎の飛ぶ教室 金 2105～2155 高橋源一郎、 礒野佑子

石丸謙二郎の山カフェ 土 0805～0955 石丸謙二郎、 山本志保

文芸選評 土 1105～1150 石井かおる

★国語辞典サーフィン 土 1245～1300 ○サンキュータツオ、 ○柘植恵水

スポーツジョッキー 土 随時 道谷眞平

ちきゅうラジオ 土日 1705～1850 中村慶子

上方演芸会 土 1920～1945 秋鹿真人 / 大川悠介 / ○加藤向陽 ほか

子ども科学電話相談 日 1005～1150 ○柘植恵水

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、 ○川口由梨香(長野局)/ 庭木櫻子

R２

まいにち中国語 月～金 0815～0830 ナレ)○礒野佑子

視覚障害ナビ・ラジオ 日 0730～０８００ 中野淳

ＦＭ

音の風景 随時 随時 ナレ)中條誠子 / ○山内泉

★伊集院光の百年ラヂオ 日 110０～115０ ○伊集院光、 ○礒野佑子


