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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 2 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、世界的ブームの「東洋医学」で冬に多い不調に取り組む番組や、ア
ンデス山脈でたくましく生きる命を見つめるＮＨＫスペシャル「ホットスポット」最
新作を放送する。Ｅテレでは孤立した親子両方のための「親子食堂」開設に動くＮＰＯ
を追うＥＴＶ特集や、子供の虐待を防ぐために何が必要か考える特番を編成。ＢＳ１
では、世界での日本酒人気を受けて、世界各地で作られるＳＡＫＥ作りの最前線を追
う特番や、大坂なおみを世界一に導いたサーシャ・バインによる「奇跡のレッスン」を
放送。ＢＳプレミアムでは、豪華列車「オリエント急行」の路線に沿って各地のスイ
ーツの魅力やルーツをたどる旅や、エチオピア灼熱の砂漠で「命の塩」を運ぶ二つの
民族に密着し、姿を消しつつある伝統のキャラバンを伝える番組を放送。ＢＳ４Ｋ・
８Ｋでは、印象派の殿堂「オルセー美術館」珠玉の作品に超高精細映像で迫り、さら
にＢＳ８Ｋでは、ヨーロッパの川を辿って 9 か国を横断する雄大な船旅を 4 週連続で
お届けする。ラジオ第１では、大竹しのぶが仕事や気になる音楽について自由に語る
特番を、Ｆ M では今熱い楽器・ビオラに注目する「“ビオラ”三昧」を放送する。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・民謡魂　ふるさとの唄… 2 日、16 日（日）
・東洋医学　ホントのチカラ　“冬のお悩み”一挙解決 SP… 5 日（水）
・ひとモノガタリ「失われた世代の若者たちへ」… 11 日（火）
・モンダイな条文～世界の“謎ルール”～… 11 日（火）
・ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～… 11 日（火）
・病院ラジオ　依存症治療病院編… 11 日（火）
・サンドの時代屋はじめました… 19 日（水）
・ＳＯＮＧＳ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ　… 23 日、3 月 1 日（日）
・ファミリーヒストリー　フジコ・ヘミング… 24 日（月）
・２０２０スタジアム… 26 日（水）
・ＮＨＫ杯　輝け！！全日本大失敗選手権大会… 29 日（土）

（定時番組）
・土曜時代ドラマ「螢草…菜々の剣」（2）、（3）、（4）、（5）、（6）
… 1 日、8 日、15 日、22 日、29 日（土）
・土曜ドラマ「心の傷を癒すということ」（3）、（4）… 1 日、8 日（土）
・よるドラ「伝説のお母さん」（1）、（2）、（3）、（4）、（5）
… 1 日、8 日、15 日、22 日、29 日（土）
・ドラマ 10「ハムラアキラ～世界で最も不運な探偵～」（3）、（4）、（5）、（6）
… 7 日、14 日、21 日、28 日（金）
・ＮＨＫスペシャル
　　「食の起源　第４集「酒」　飲みたくなるのは“進化の宿命”！？」… 2 日（日）
　　「ヒグマを叱る男　～世界自然遺産・知床～」… 9 日（日）
　　「車中生活者～人知れず駐車場の片隅で～」… 15 日（土）
　　「巨大地下空間　龍の巣に挑む」… 16 日（日）
　　「ホットスポット最後の楽園　Season ３　
　　　第 2 回　砂漠と氷河のロストワールド　～南米　アンデス山脈～」… 23 日（日）
　　「東京リボーン　第 4 集　“1964 の遺産”を修復せよ」　… 29 日（土）

（スポーツ番組）
・全豪オープンテニス 2020… 1 日（土）、2 日（日）
・第 53 回ＮＨＫ福祉大相撲… 22 日（土）
・J リーグ　開幕戦… 23 日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・「人知れず表現する者たち　3」… 1 日（土）
・「バトルアリーナはバリアフリー　～プロゲーマーを目指す障害者たち～」…8 日（土）
・「杉本博司　パリ・オペラ座への挑戦」… 15 日（土）
・「おいでや！やんちゃま食堂へ～親も子も抱きしめる居場所～」… 29 日（土）



3

No.4479 2020.1.27（月）

（定時番組）
・１００分 de 名著「バーツラフ・ハベル　力なき者たちの力」
… 3 日、10 日、17 日、24 日（月）
・ハートネットＴＶ「子どもの虐待（1）（2）（3）」… 11 日（火）、12 日（水）、18 日（火）
・すくすく子育て「虐待を考える（1）（2）」… 15 日、22 日（土）
・ウワサの保護者会「しつけって、どうすればいいの !?」（仮）… 15 日（土）
・ボディコーチ～ジョーの変身メソッド～… 10 日、17 日、24 日（月）
・趣味どきっ！「銭湯　ボクが見つけた至福の空間」… 4 日、11 日、18 日、25 日（火）

（その他の主な番組）
・第 21 回ＮＨＫ全国短歌大会… 8 日（土）
・ＴＶシンポジウム「新しい認知症ケア」… 8 日（土）
・ＴＶシンポジウム「地域の核になる人材」… 15 日（土）
・第 21 回ＮＨＫ全国俳句大会… 15 日（土）
・アートではじける子どもの力～第 79 回全国教育美術展から～… 23 日（日）
・「もしかして、つらい？」虐待を考えるキャンペーン特集… 29 日（土）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「もう一つの 37 セカンズ～車椅子女子の挑戦～」… 2 日（日）
　　「SAKE……WARS　日本酒から、世界酒へ」… 6 日（木）
　　「世界を驚かせる〝ジャパニーズ・チョコレート〟
　　　～密着　サロン・ド・ショコラ　パリ～」… 11 日（火）
　　「リアルボイス“韓国”～あなたは日本をどう思いますか～」… 14 日（金）
　　「アルツハイマーと戦う～“新治療”をめぐる模索～」… 16 日（日）
　　「あと一歩前へ～ N コン全力合唱ドキュメント」… 20 日（木）
　　「永遠の ABBA 勝者がすべてを」… 20 日（木）
　　「エルトン・ジョンのすべて」… 21 日（金）
　　「全貌　二・二六事件　完全版～最高機密文書で迫る～」… 23 日（日）
・グレートレース「メキシコ大峡谷 250km　“最速民族”の大地を走れ！」… 2 日（日）
・空港ピアノ「エストニア・タリン空港」… 24 日（月）
・奇跡のレッスン「女子テニス　サーシャ・バイン」… 27 日（木）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「悲願の五輪“金”へ再び～ソフトボール女子～」… 17 日（月）
・ラン×スマ
　　「ドリームチームが挑む！後編」… 5 日（水）
　　「ガチ・ユル走の申し子　高樹リサ
　　　番組の威信をかけてサブ４挑戦！（茨城・つくばマラソン）」… 19 日（水）
・ザ・ディレクソン
　　「ジュニア③　オール宮城」… 8 日（土）
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　　「スピンオフ」… 15 日（土）
　　「総集編」… 22 日（土）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「ロードレース男子部、闘いの軌跡～ツール・ド・おきなわへの道」… 8 日（土）
　　「ツール・ド・おきなわ２０１９
　　　～ロードレース男子部、最高峰の闘いに挑む」… 15 日（土）
・ザ・ヒューマン
　　「女ひとり　ドイツ茶事行脚～半澤鶴子　76 歳の一期一会～」… 1 日（土）
　　「プロレス、復活！～新日本プロレス社長　ハロルド・メイ～」… 8 日（土）
　　「“不屈の男”の戦い～冤罪弁護人　マーク・ゴッドシー～」… 22 日（土）
・球辞苑
　　「チェンジアップ」… 1 日（土）
　　「ノック」… 22 日（土）
・パラ×ドキッ！
　　「車いすフェンシング・藤田道宣　速く巧みな“剣の舞”にドキッ！」… 23 日（日）
・COOL……JAPAN ～発掘！かっこいいニッポン～
　　「TOKYO 再発見２０２０～池袋～」… 9 日（日）
　　「お惣菜」… 23 日（日）
・世界は Tokyo をめざす
　　「競歩王国　日本への挑戦状～エクアドル・競歩～」… 9 日（日）
　　「国境を越えた韋駄天～トルコ　男子陸上～」… 23 日（日）

（スポーツ番組）
・スキージャンプ男子ワールドカップ「札幌大会」… 1 日（土）
・ＮＦＬ・アメリカプロフットボール　第 54 回スーパーボウル… 3 日（月）
・カーリング日本選手権２０２０… 9 日（日）～ 16 日（日）
・アルペンスキーワールドカップ「にいがた湯沢苗場大会」… 22 日（土）、23 日（日）
・ＡＦＣ　フットサル選手権… （大会期間）26 日（水）～ 3 月 8 日（日）
・V リーグ男子　ファイナルステージ… 22 日（土）～ 24 日（月）、29 日（土）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・特集ドラマ「永遠のニシパ　北海道と名付けた男　松浦武四郎」… 1 日（土）
・特集ドラマ「ファーストラヴ」… 22 日（土）
・福井発地域ドラマ　「シューカツ屋」… 26 日（水）

（特集番組）
・サムライの城壁　海を渡る… 1 日（土）
・まもなく放送！ドラマ「永遠のニシパ」… 1 日（土）
・グレートトラバース 3 ～日本三百名山・人力踏破～第二十二集… 1 日（土）
・ニッポン印象派「炎から始まる」… 1 日（土）
・欽ちゃんのアドリブで笑（ショー）… 2 日、9 日、16 日（日）
・空から発見！こりゃナンダ！？アーススキャナー①、②… 4 日、11 日（火）
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・ぐっさんのニッポン国道トラック旅　「瀬戸内海 3 大橋制覇！！」… 5 日（水）
・京都人の密（ひそ）かな愉（たの）しみ　Ｂｌｕｅ　修行中
　　「祇園（ぎおん）さんの来はる夏（4）祇園祭は恋の季節編」… 7 日（金）
・坂道テレビ　完全版… 8 日（土）
・京都　山里の宿「花背の冬の物語」… 8 日（土）
・スイーツ列車紀行～魅惑のオリエント急行ライン～①西欧編、②東欧編
… 8 日、15 日（土）
・着信御礼！ケータイ大喜利… 8 日（土）
・歌のあとさき「島津亜矢～特別編」… 12 日（水）
・六角精児の呑み鉄本線　冬・日南線を呑む！… 12 日（水）
・宝塚歌劇　宙組公演「オーシャンズ 11」… 13 日（木）
・体感！グレートネイチャー
　　「大西洋　潮のスペクタル！超大陸分裂が生んだ巨大波と干満」… 15 日（土）
・穴場ツアー　ＣＡＴＶネットワーク「近畿（奈良・兵庫）」… 15 日（土）
・キントレノウトレ　vol.…3… 18 日（火）
・中国王朝　英雄たちの伝説　独裁者の素顔（1）、（2）… 19 日、26 日（水）
・内藤大助の大冒険
　　「大海原へダイブ！手モリで射抜く巨大マンタ～インドネシア～」… 19 日（水）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ… 23 日（日）
・世界の極限生活「灼熱の砂漠命の塩を運べ」… 29 日（土）
・発表！全ファイナルファンタジー大投票
　　第 1 部… 29 日（土）
　　第 2 部… 29 日（土）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・オルセー美術館
　　第 1 集「太陽の手触り」… 2 日（日）
　　第 2 集「月の肌触り」… 8 日（土）
・ＮＨＫスペシャル
　　ドキュメント　スペース・スペクタクル　第 3 集… 2 日（日）
　　「アイアンロード　～知られざる文明の道～」
　　　前編　古代ユーラシアを変えた　荒野と草原の民… 7 日（金）
　　　後編　激闘の東アジア　そして日本が生まれた… 14 日（土）
　　「東京リボーン　輸送革命　果てしなき欲望との闘い」… 22 日（土）
　　ホットスポット最後の楽園　ｓｅａｓｏｎ 3
　　　第 2 回　砂漠と氷河のロストワールド～南米　アンデス山脈
… 23 日（日）【総合同時】
・壇蜜　生と死の坩堝（るつぼ）　イスタンブール… 2 日（日）
・特集ドラマ　黒蜥蜴～Ｔｈｅ　Ｂｌａｃｋ　Ｌｉｚａｒｄ～… 8 日（土）
・食の起源～人類進化が明かす「あなたの理想の食」～
　　第 3 集　「脂」～発見！人類を救う“命のアブラ”～… 15 日（土）
　　第 4 集　「酒」～飲みたくなるのは“進化の宿命”？～… 22 日（土）
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・４Ｋ洋楽倶楽部「ＩＮＸＳ」… 24 日（月）
・特集ドラマ「ファーストラヴ」… 29 日（土）

（スポーツ番組）
・ジャンプ男子ワールドカップ・札幌大会… 1 日（土）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・「歌舞伎“義経千本桜～川連法眼館の場”」
　　文楽座特別出演による「第 46 回ＮＨＫ古典芸能鑑賞会」から… 2 日（日）
・８Ｋトラム　ヨーロッパの旅
　　File.…18「ブルガリア・ソフィア」… 2 日（日）
　　File.…19「イタリア・ローマ」… 9 日（日）
　　File.…20「イタリア・ローマ」… 16 日（日）
　　File.…21「ポーランド・ワルシャワ」… 23 日（日）
・オルセー美術館
　　第 1 集「太陽の手触り」… 2 日（日）
　　第 2 集「月の肌触り」… 9 日（日）
・ヨーロッパ大横断　リバークルーズ
　　第 1 回　世界遺産…古城の渓谷をゆく～ライン川～… 2 日（日）
　　第 2 回　ドイツ……中世が息づく街　～マイン川……マイン・ドナウ運河～… 9 日（日）
　　第 3 回　皇妃エリザベートの運命をたどって……～ドナウ川～… 16 日（日）
　　第 4 回　大峡谷をぬけ黒海へ　～ドナウ川～… 23 日（日）
・８Ｋスタジアムバーチャルツアー～これが新国立競技場だ！～
　　PART １… 2 日（日）
　　PART ２… 2 日（日）
・８Ｋタイムラプス紀行Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ１
　　熊本、高知、香川、群馬、山形、函館、オホーツク、富山… 2 日（日）
・いま蘇る伝説の名演奏・名舞台
　　第 5 回「バーンスタインの「復活」」　… 2 日（日）
・究極ガイドＴＶ
　　2 時間でまわるマチュピチュ… 9 日（日）
　　2 時間でまわる高野山… 16 日（日）
・Ｎ響定期演奏会　〈生放送〉… 15 日（土）
・皇室の至宝　正倉院宝物… 23 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～… 1 日（土）
・Ｆリク・リターンズ… 11 日（火）
・大竹しのぶ　スピーカーズ・コーナー… 11 日（火）
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・古家正亨のＰＯＰ★Ａ… 12 日（水）
・ＤＪ壇蜜のＳＭ… 24 日（月）

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・ベストオブクラシック　Ｎ響定期公演… 5 日（水）
・今日は一日“アリーサ・フランクリン”三昧… 11 日（火）
・Ｎ響定期公演… 15 日（土）
・鍵盤のつばさ… 15 日（土）
・今日は一日“ビオラ”三昧… 24 日（月）

国際放送 2 月の番組編成について
〔国際放送局〕

アメリカでは、11 月の大統領選挙に向け３日にアイオワ州で全米最初の党員集会が
開かれるのに続き、ニューハンプシャー州などでも予備選挙が始まって野党民主党の
候補者のふるい落としが始まり、選挙戦が本格化する。“アメリカ第一”主義を掲げる
共和党トランプ大統領に対する候補者は誰になるのか？日本やアジアへの影響も含め、
詳しく伝える。

また 2 月は、世界的な課題である「共生社会の実現」に向き合う番組を放送する。移
民問題に直面するアメリカの若者たちを追った「境界からのメッセージ」、東京 2020
に向けて奮闘する難民アスリートに密着した「絶望から希望の TOKYO へ」、知的障害
のある人などによる美術作品「アールブリュット」を紹介する番組を世界に向けて発
信する。さらに、2019 年 11 月に訪日したローマ教皇を追った「知られざる絆…日本と
ローマ教皇　450 年の交流」などを放送する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■多様性を受容する共生社会をめざす番組
・NHK…WORLD…PRIME
　　「境界からのメッセージ～新天地を目指した者たちの痕跡～」… 8 日（土）…
・NHK…WORLD…PRIME
　　「絶望から希望の TOKYO へ～“難民アスリート”たちの挑戦～」… 29 日（土）
… （日本語版は、BS1 で放送予定）
・人知れず表現し続ける者たちⅢ… 8 日（土）…
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■その他の主な特集番組
・NEWSLINE…FOCUS
　　「VIETNAM:…ASIA'S…RISING…STAR…ベトナム躍進の光と影」…… 10 日（月）
・知られざる絆　日本とローマ教皇　450 年の交流… 15 日（土）
・Broadcasters’Eye（日本の民放各社が制作した優れた番組の英語化）
　（1）「演じて看る～ 91 歳　認知症介護を救った演劇～」
　　（瀬戸内海放送　2018 年日本民間放送連盟賞・テレビ報道番組優秀賞）…16 日（日）…
　（2）「日々好日～河和田のお達者 4 兄弟～」
　　（福井テレビ　2018 年第 44 回放送文化基金賞・
　　　　　　　　　　　　……テレビエンターテインメント番組部門優秀賞）… 23 日（日）

・秘境中国　謎の民　幻の古代王国の末裔」… 1 日（土）…

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは、「竹島の日」と相前後して様々な動きが予想される日韓関係や、いわ

ゆる「春節商戦」、「さっぽろ雪まつり」でこの時期に注目される外国人訪日観光客の
動向について詳しく伝える。

番組では、2 月 12 日と 3 月 11 日、2 回シリーズで「在日外国人の防災ニーズ」を伝
える。これは多言語メディア部が制作するテレビの新年度番組の中でも詳しく紹介。言
語コミュニティーごとに異なる防災上の問題に沿って、理論から実践まで分かりやす
く解説する。

海外総支局事務所の所在地表記変更
〔報道局〕

支局名 所在地 変更年月日

ウィーン支局
NHK…Wien…Bureau
Gonzagagasse…15…Top…3A,…A-1010…Wien,…Austria

2020.……1.…17
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