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番組名 (★は新番組）
放送日

（本放送）
時間

（本放送）
担当（○印は新担当）

総合

　ＮＨＫニュース　おはよう日本　（月～金） 月～金   午前４時３０分～８時

  ・○高瀬耕造 　和久田麻由子 （６００、７００）
  ・○近江友里恵　/　○赤木野々花　（５００、６００）
  ・○三條雅幸　（６００、ニュースリーダー）
  ・○上原光紀　（スポーツ）
  ・新井秀和　/ ○千葉美乃梨　（まちかど情報室）
  ・田所拓也　/ ○佐藤誠太　/　○森田洋平　（４３０）

　ＮＨＫニュース　おはよう日本　（土日祝） 土日祝
  （土）午前６時～８時
  （日）午前７時～７時４５分
  （祝）午前７時～８時

  ・小郷知子、　○二宮直輝
  ・○北野剛寛 （スポーツ）

　あさイチ 月～金   午前８時１５分～９時５５分 　井ノ原快彦、　有働由美子、　柳澤秀夫、　駒村多恵

　ひるまえほっと 月～金   午前１１時０５分～１１時５４分 　○武内陶子

　正午ニュース　（平日） 月～金   正午～０時２０分 　瀧川剛史

　正午ニュース　（土日祝） 土日祝   正午～０時１５分 　○望月啓太

  ★ごごナマ 月～金   午後１時０５分～４時

  ・○船越英一郎、　○美保純、　○阿部渉
　・○島津有理子 / ○池田伸子　（プレゼンター）
　・○小松宏司　/　○稲塚貴一　/　○松田利仁亜 （中継リポーター）
　・金曜１・２時台（大阪局発）
    ○小野塚康之（大阪局）、 ○一柳亜矢子（大阪局）
　  ○西川きよし、○藤井隆、　○濱田マリ
　・金曜３時台「ごごウタ」　○小堺一機、　○塚原愛

　          　４時も！シブ５時 月～金   午後４時～４時５０分
　・○（月～木）ジョン・カビラ　/　（金）○クリス松村　（コメンテーター）
　・○廣瀬智美、　○松尾剛（インデックスニュース）
　・○ハリー杉山（プレゼンター）

　          　ニュース　シブ５時 月～金   午後４時５０分～６時１０分
　・松尾 剛、　寺門亜衣子
　・魚住優　（リポーター）

　首都圏ネットワーク 月～金   午後６時１０分～７時 　山田大樹　　合原明子

　ＮＨＫニュース７　（月～金） 月～金   午後７時～７時３０分 　○鈴木奈穂子、　○高井正智

　ＮＨＫニュース７　（土日祝） 土日祝   午後７時～７時３０分   ○井上あさひ、　○井上裕貴

　ニュースウオッチ９ 月～金   午後９時～１０時
  ・○桑子真帆、　○有馬嘉男
  ・○一橋忠之（スポーツ）
　・伊藤海彦、　○栗原望、　○保里小百合 （リポーター）

　クローズアップ現代＋ 月～木   午後１０時～１０時２５分
　・○武田真一
　・○鎌倉千秋 / ○田中泉　（リポーター）

　ニュースチェック１１ 月～金   午後１１時15分～１１時５５分
  ・○青井実、 ○長尾香里
  ・大成安代 （スポーツ）

　ひるブラ 月火水   午後０時２０分～０時４５分 　高山哲哉

　鶴瓶の家族に乾杯 月   午後７時３０分～８時４３分   笑福亭鶴瓶、　小野文惠

　超絶 凄（すご）ワザ！ 月   午後１０時２５分～１１時１５分   千原ジュニア、　○副島萌生（名古屋局）

　うたコン 火
  午後７時３０分～８時１５分
  午後７時３０分～８時４３分 　谷原章介、　○小郷知子　

　ガッテン！ 水   午後７時３０分～８時１５分 　立川志の輔、　小野文惠

　★人名探究バラエティー 日本人のおなまえっ！ 木   午後７時３０分～８時１５分   ○古舘伊知郎、　○赤木野々花　

　所さん！大変ですよ 木   午後８時１５分～８時４３分
  ・所ジョージ、　○片山千恵子
  ・徳永圭一（リポーター）

　ＢＳコンシェルジュ 金   午後０時２０分～０時４５分 　福田彩乃、　安めぐみ、　○稲塚貴一　

　金曜イチから 金   午後７時３０分～８時 　○松田利仁亜、　○高橋みなみ  /  ○春香クリスティーン

　歴史秘話ヒストリア 金   午後８時～８時４３分   井上あさひ

　週刊ニュース深読み 土   午前８時１５分～９時３０分
　・○首藤奈知子、　小松宏司、
　・徳永圭一 /  田中寛人 （リポーター）

　助けて！きわめびと 土   午前９時３０分～９時５５分 　○藤井隆、　○濱田マリ、　○小野塚康之（大阪局）、　

　土曜スタジオパーク 土   午後１時５０分～２時５０分  　○渡辺直美、　○足立梨花、 ○渡邊佐和子

　ブラタモリ 土   午後７時３０分～８時１５分   タモリ、　近江友里恵

　サタデースポーツ 土   午後９時５０分～１０時２０分

　サンデースポーツ 日   午後９時５０分～１０時４０分

　うまいッ！ 日   午前８時２５分～８時５５分 　天野ひろゆき、　○塚原愛　

　日曜討論 日
  午前９時～１０時
          （Ｒ１同時）

　島田敏男 / 太田真嗣、　○松村正代

  どーも、ＮＨＫ 日   午前11時20分～11時54分
　○中條誠子、篠山輝信  /  鈴木あきえ  /
     ハリー杉山  /  豊田エリー

　ＮＨＫのど自慢 日
  午後０時１５分～１時
           （Ｒ1同時）

　小田切千

　これでわかった！世界のいま 日   午後６時０５分～６時４２分 　○芳川隆一、　坂下千里子

　　　　　平成２９年度 主な番組のキャスター　（総合、Ｅテレ、ラジオ第１、ＦＭ）

　杉浦友紀、○酒匂飛翔
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Ｅテレ

　新世代が解く！ニッポンのジレンマ 日
（月１回程度）

  午前０時２５分～１時２５分 　古市憲寿、　○佐々木彩　　

　ハートネットＴＶ 月～木   午後８時～８時３０分 　○中野淳

　１００分de名著 月   午後１０時２５分～１０時５０分 　伊集院光、○島津有理子　

　先人たちの底力　知恵泉（ちえいず） 火   午後１０時～１０時４５分 　○二宮直輝

　日曜美術館 日   午前９時～１０時 　井浦新、　○髙橋美鈴

　★あしたも晴れ！人生レシピ 金   午後８時～８時４５分 　○賀来千香子、　○高市佳明

　チョイス＠病気になったとき 土   午後８時～８時４５分 　 八嶋智人、　大和田美帆、　新井秀和　/　○牛田茉友

　ららら♪クラシック 金   午後９時３０分～１０時 　○高橋克典、　○牛田茉友

Ｒ１

　NHKけさのニュース 月～金
  午前７時～７時２５分
  （祝）午前７時～７時２０分   ○小見誠広、　秋山千鶴  /  横山亜紀子  /  ○浦野遥

　ＮＨＫジャーナル 月～金   午後１０時～１１時１０分   ○山田康弘、　○菅野真美恵

　ラジオ深夜便 月～日   午後１１時１５分～午前５時

  ○工藤三郎  /  ○芳野潔  /  ○大沼ひろみ  /
  宮川泰夫  /  須磨佳津江  /  村上里和  /  石澤典夫  /  迎康子  /
　桜井洋子  /  後藤繁栄  /　 森田美由紀  /  徳田章  /  遠藤ふきこ
　/  高橋淳之　/  二宮正博  /
　中村宏（大阪局）  /  住田功一（大阪局）

　★アナウンサーのディープな夜 最終月曜   午後８時０５分～８時５５分 　○増田英彦、　○雨宮萌果

　文芸選評 土   午前１１時０５分～１１時５０分 　○杉原満、　○石山智恵

　歌の日曜散歩 日   午前１０時０５分～１１時５０分 　○杉原満、　○石山智恵

　サンドウィッチマンの天使のつくり笑い 火   午後９時０５分～９時５５分 　サンドウィッチマン、　雨宮萌果  /  ○千葉美乃梨

ＦＭ

　★グッチ裕三の日曜ヒルは話半分 最終日曜   午後０時１５分～１時５５分 　○グッチ裕三、　○柘植恵水
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