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時事ネタ王２０１９ ～ニュース VS 芸人～ 

              １２月２３日（月）後１０：００～１０：５０ 
「日本のお笑いはオワコンじゃないの？」「ネットで情報が取れる時代、テレ

ビの役割ってあるの？」。そんな声がＳＮＳで叫ばれる時代に、お笑い芸人と

ＮＨＫがあえてお届けする、行き当たりばったり？！のような企画。２０１９

年に大きな話題となったニュースの数々を芸人たちが自らネタに落とし込んで

新作に挑戦！ぶっつけ本番で“時事ネタ”を披露する新感覚のバラエティー。

肩に力を入れずに気軽に見られ、笑いながら“サクッと”令和元年を振り返れ

るのでお得感もきっとあるはず！志は高く（たぶん）、敷居はうんと低く、ふ

だん、お笑いやニュースには関心がない人にこそ見てほしい。参加する芸人たちが冷や汗をかきながら、笑い

の力でニュースに挑むその雄姿をとくとご覧あれ！司会を務めるのは、昨年末に引き続いての千鳥のお２人。 

 
 

ドラえもん”誕生”５０年 みんなみんなかなえてくれる♪ ～ひみつ道具と科学～ 

１２月２８日（土）後７：３０～８：４３ 
今から５０年前、１９７０年１月号（１９６

９年１２月発売）の「小学１年生」など 6誌

でドラえもんの連載がスタートしました。以

来、四次元ポケットから取り出されたひみつ

道具は１６００以上。その夢の世界が今、次々

と実現しつつあります。誰でも美しく映る「う

そつきかがみ」はスマホの顔加工アプリとし 

て浸透。ジャイアンの耳ざわりな歌を歌手の 

美声に変える「声のキャンデー」は、259個の文章を読めば AIが学習して声の入れ替わりが可能に。まさか「タ

ケコプター」は実現不可能だろうと思いきや、カナダを訪ねると足元にプロペラをつけた装置で空を自由に飛ぶ

男が…などなど番組では夢あふれる最新科学をたっぷりと紹介。藤子・F・不二雄さんの豊かな想像力から生ま

れたひみつ道具を題材に科学の最前線に迫ります。 

【出演】高橋茂雄、鬼龍院翔（ゴールデンボンバー）、竹内都子、粟野咲莉、ヒャダイン、山崎直子 

【声の出演】水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、木村昴、関智一 【ナレーション】池田伸子アナウンサー 

 

 

NHK スペシャル 10years after 未来への分岐点 

１月１日（水・祝）後９：００～１０：１５ 
“これからの 10 年が人類の未来を決める”いま、世界の様々な分野の研究者が口をそろ

える。地球温暖化、食糧や水の問題、そして AI や生命工学など進化し続けるテクノロジー

…。こうした難題に、これからの 10 年どう向き合っていくのか。それが人類にとって、

大きな“分岐点”になるというのだ。もしも対応を誤れば、世界は後戻りできない“ディス

トピア”となってしまうかもしれない…。番組は、深刻化し始めている問題の最前線をル

ポするとともに、最先端のコンピューターグラフィックスで未来の姿を映像化する。番組

MCは、武田真一アナウンサーと、いま注目の若手実力派女優、清原果耶さん。豪華ゲスト

とともに、世界の“知の巨人”たちや、未来を切り開こうと奮闘する若者たちの言葉にも耳

を傾ける。そして、次の世代に確かな未来をつないでいくためにわたしたちに何ができる

のか、考えていく。 



 

 

 

 
 
日本人のおなまえっ！×みんなで筋肉体操「筋肉のおなまえ SP」 

１月２日（木）後７：２０～８：４８ 
『日本人のおなまえっ！』と『みんなで筋肉体操』がコラボする正月バラエティー特番！ 

“筋肉のおなまえ”の由来を探究すると、筋トレや健康、美容の秘けつが見えてくる！！ 

人体に６００以上もある筋肉の名前は、妙なおなまえの宝庫。例えば、僧

侶の帽子と書く「僧帽筋」、筋肉が裂けている！？「多裂筋」、虫みたいな

筋肉？「虫様筋」など。しかし、筋肉おなまえの謎を調べていくと、「肩

こり」「腰痛」「高血圧」を改善する方法が見えてくるのだ。さらには、「美

尻」「しわ予防」など美容効果も！そこで、『日本人のおなまえっ！』と『み

んなで筋肉体操』がお正月に“筋肉コラボ”！「筋肉おなまえカルタ」を

楽しみながら、名付けの謎を深掘りし、効果的な筋トレやストレッチ法を

紹介する。 

出演は、『日本人のおなまえっ！』レギュラー陣に加え、筋トレブームの

火付け役『みんなで筋肉体操』の谷本道哉さん、連続テレビ小説『スカーレット』出演の“筋トレマニア”西川

貴教さんと大島優子さん、お笑い芸人の陣内智則さん、なかやまきんに君。ＶＴＲでは、新春時代劇『そろばん

侍 風の市兵衛ＳＰ』に出演する向井理さん、寺尾聰さんが登場する。 

「筋肉は裏切らない。…が、“筋肉のおなまえ”はもっと裏切らない！」 

 

 

正月時代劇「そろばん侍 風の市兵衛ＳＰ～天空の鷹（たか）～」 

１月３日（金）後９：００～１０：３０ 

経済＋たてという新たな組み合わせで、土曜時代ドラマで好評を博した向井理・

主演の「そろばん侍 風の市兵衛」。その魅力が凝縮されたシリーズでも屈指の

１編を、スペシャル版としてドラマ化！ 

期間雇用で武家や商家の台所を預かる渡り用人・唐木市兵衛（向井理）は、人

材をあっせんする口入屋で、北相馬からはるばる娘を連れて江戸に出てきた老

侍・中江半十郎（寺尾聰）に出会う。半十郎に亡き父の面影を見た市兵衛は、

割りの良い仕事を断り、雇われたいと申し出る。半十郎の目的は、息子が残し

た藩の帳簿を手がかりに、その死の真相を明らかにすること。果たしてそこには、担保のない手形を振り出して

表に出ない借財を重ね、ぜいたくの限りを尽くしてきた藩ぐるみの陰謀があった。市兵衛は半十郎とともに、卑

劣なわなの待つ江戸藩邸に乗り込んでいく――。 

【出演】向井理、原田泰造、山本美月、松下優也、苅谷俊介、斉藤由貴、渡辺いっけい、筒井道隆、寺尾聰 他 
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１００分ｄｅナショナリズム 

１月１日（水・祝）後１０：００～１１：４０ 

トランプ政権の登場、各国での極右勢力の台頭など、今、世界で燃えさ

かるナショナリズム。番組では、古今東西の「ナショナリズム論」を社

会学者、政治学者、作家、漫画家などのさまざまな視点から解説し、

「ナショナリズムとどう向き合うか」を探りながら、難解な名著を易

しく読み解いていく。 

【司会】稲垣吾郎 

【講師】大澤真幸、中島岳志、島田雅彦、ヤマザキマリ 

【取り上げる名著】ベネディクト・アンダーソン「想像の共同体」、ニッコロ・マキャベリ「君主論」、 

橋川文三「昭和維新試論」、安部公房「方舟さくら丸」 

 

ふるカフェ系ハルさんの休日特別編～千葉・金谷 カフェ復興物語 

１月２日（木）後９：３０～１０：１５ 
千葉県富津市金谷。ここに、真田ハル（渡部豪太）が 2015 年に初めて訪ねたカフェがある。岐阜県から移築

した築 230 年の合掌造り。その大きな屋根が、特に千葉で猛威をふるった台風 15 号で失われた。だが、店主

は年内の再開に向けて立ち上がった。今回は特別編として、ハルが復旧を手伝いに行く物語を描く。 

 カフェは全国にファンがいて、地域を盛り上げる一つの拠点となっていた。簡単にやめるわけにはいかないと

店主は思っていたが、ガラス戸も割れて客席の畳や床が水浸しになるなど、建物の被害は予想をはるかに超えて

いた。しかし、屋根が吹き飛んだものの骨組みは残っていた。さらに、200

種類を超えるコーヒー豆や唯一無二のばい煎器も無傷だった。何か手伝い

たいと全国から多くのファンも集まってきた。 

 しかし再開への道のりは、その後襲ってきた 2つの台風でさらに険しい

ものとなった。それでも年内の再開は決して諦めず、地域の仲間たちとと

もに、店主たちは明るく前を向く。 

 古民家カフェは、ただ「古い建物のカフェ」なのではない。灯台のように

人々の心を照らす存在にもなり得る。年始に幅広い世代が希望を感じられ

るドラマをお送りする。 

 

 

先人たちの底力「知恵泉」スペシャル  

～日本人と動物たちの深～くて、永～いパートナーシップ～ 

１月３日（金）後９：００～１０：００ 

犬とたわむれ、猫に癒やされ…空前のペットブームの中、「日本人と動物」

との深い縁をひもといていく“知恵泉”。「生類憐（あわ）れみの令」で

名高い？犬公方徳川綱吉に、猫を愛するあまり弟子を追放してしまった浮

世絵師・歌川国芳の知られざるエピソードから、とっておきの「知恵」を

ご紹介。信長や、かの聖徳太子が愛した動物のエピソードも次々に紹介。

新年早々、目から鱗（うろこ）で、心もほっこり、ねずみ年の２０２０年、

縁起物をそろえて歴史居酒屋知恵泉は正月３日特別営業です！ 

【仕事人ゲスト】神田松之丞さん（講談師）、瀬名秀明さん（SF作家） 

【タレントゲスト】福田彩乃さん 

【専門家ゲスト】清水克行さん（明治大学教授） 

 



ＢＳ１ 
 
 

 

 

 

KARATE プレミアリーグ モスクワ大会・マドリード大会 

１２月２６日（木）後８：００～９：５０ 

 

２０２０ 決戦への覚悟 サッカー日本代表＆五輪代表監督 森保 一 

１月１日（水・祝）後７：００～７：５０ 

 

スペシャル番組も！ 

パラ×ドキッ！「いざ東京へ！ パラリンピックイヤー直前スペシャル」 

１２月２９日（日）後５：００～５：５０ 

 

スポーツ酒場“語り亭” 「オリンピックイヤー幕開けスペシャル」 

１月２日（木）後９：００～１０：５０ 

 

 

BS１スペシャル 「１３年ぶりの栄冠！ホンダ F１はなぜ勝てたのか」 

1 月 1 日（水・祝）後８：００～９：５０ 
世界最高峰の自動車レースＦ１（フォーミュラ・ワン）。日本から唯一参戦しているホンダが、今年、劇的な復

活優勝を遂げた。２０１５年にエンジン供給メーカーとして復帰以来、低迷にあえいできたが、６月のオースト

リアグランプリで１３年ぶりに優勝。７月のドイツ、１１月のブラジルでも表彰台の頂点に立った。 

ＮＨＫでは５年前にホンダがＦ１復帰を表明して以来、その闘いの舞台裏をカメラに記録してきた。壊れやすく

速度に劣ると酷評されてきたパワーユニットをどのように進化させ、再

び世界一の座を取り戻したのか。そこには、パートナーをマクラーレン

からレッドブルに変える思い切った決断や、社内の航空機部門との縦割

りを超えた連携など、数々のドラマがあった。 

番組では、１３年ぶりの優勝に輝いたレースの模様を存分に堪能すると

ともに、勝利の舞台裏を記録した初公開の映像も余すところなく駆使。

最先端の技術を追求して活路を切り開こうとする日本企業の姿を伝え

る。 

 

COOL JAPAN 新春スペシャル 世界が驚いたニッポン！ 

1 月１日（水・祝）後１０：００～１１：５０ 

「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ」恒例の新春スペシャル。２０２０年は、「ニッポンの出来事」の中から外国人が驚く

話題を紹介。外国人はニッポンのどんなニュースに驚いているのか？ニ

ッポンの様々な文化を報じるニュースの中から「驚く（amazing!）」と

いう基準で外国人にアンケートを実施しランキング形式で発表。そこか

ら見えてくるのは、日本人との感覚の違い、世界の人たちが関心を抱き、

クールと思うこと。そこから２０２０年のニッポンを占う。スタジオで

は、なぜ世界の人がそのニュースに驚くのか、日本在住外国人３０人と

徹底討論。令和最初のお正月、オリンピックイヤーの始まりに、本当の

ジャパニーズクールを見つけ出す。 



ＢＳプレミアム 
 

 

 

 

 

スーパープレミアム 天皇のディナー 

１２月３０日（月）午後７：００～９：００ 
歴史のかげに“美食”あり！！日本史上の様々な事件に、「食」が大きな影響を与えてきたことをご存知だろう

か？とりわけ、歴代天皇の食卓に供されてきた料理は、この国の食のかたちを決めてきただけでなく、歴史その

ものをも動かしてきた。飛鳥時代、天武天皇の肉食禁止令が、実は和食の原点だった？江戸時代の天皇を、徳川

将軍家に屈服させた究極のご馳走とは？大正天皇が、英国皇太子をもて

なした史上最高の宮中晩餐会とは？番組では、古代から現代まで、歴代

天皇の「食」にまつわる驚きの事実を掘り起こし、贅を尽くした料理を

復元。天皇のグルメと、それが後世に与えた影響も味わう＜歴史×食＞

の極上エンターテインメント。 

【司会】谷原章介 

【出演】大和田伸也（俳優）、福田充徳（お笑い芸人） 

 

 

 

幻解！超常ファイルスペシャル Ｆｉｌｅ－２７ 最新超常映像２０１９！ 

１２月３０日（月）午後９：００～１１：００ 
世界の超常現象の幻を解く！今回の年末・超常映像スペシャルでは、ＵＦＯ、未確認生物、幽霊、妖精ｅｔｃ. 

近年、インターネットやテレビで話題になった映像から、おもわず謎解きしたくなる衝撃映像を一挙紹介。煙

を吹き出し落下するＵＦＯ！？ 白昼の交差点で突如何台もの車が浮き上がるポルターガイスト事故！？北欧の

夜空にいくつもの巨大なワームホールが出現！？中国の運河を泳ぐ巨

大竜出現！？などなど。また過去の名作映像を振り返りながら、ドロ

ーンの登場、ＣＧ技術の向上など、ここ１０年ほどで激変した超常映

像業界の傾向と対策を改めて検証していく。さらに２０１９年の話題

も振り返り、アメリカ海軍がＵＦＯを「本物」と認めた！？ネッシー

の正体は大ウナギ！？といった話題も検証していく。 

出演：栗山千明 ほか 

 

 

 

即位の礼・晩餐
ばんさん

会
かい

密着 ホテルマンの１か月 

１月２日（木）午後９：００～１０：３０ 
１０月２２日の「即位の礼」の翌日、東京のホテルニューオータニに式典

に参列した６００名の国家元首級のＶＩＰを招き、「内閣総理大臣夫妻主

催晩餐会」が開催された。この晩餐会のメニューに託された使命は、「日

本を伝える」。栗や雑穀など日本各地の厳選された食材を使った独創的な

料理、有田焼の窯元にこの日のために特注した岩石の形をした特殊な食器、

そして全国から集結したホテルマンによる最上のサービス。「平成の即位

の礼」の晩餐会から３０年を経て、シェフとウエイターたちは伝統を受け

継ぎながら新たな時代を作ろうと挑んだ。華麗なる晩餐会の舞台裏で働くホテルマンたちの準備から本番までの

１か月間に密着し、その知られざる舞台裏を描く。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＳ４Ｋ８Ｋ 
 

 

 

 

＜ＢＳ４Ｋ＞ 

４Ｋスーパーライブ カーリー・レイジェプセン  

１２月２９日（日）後９：００～１０：００ほか 

 

４Ｋ洋楽倶楽部 

エリック・クラプトン ライブ・イン・ロンドン １２月３０日（月）後１：００～２：４０ 

ザ・ローリングストーンズ           １２月３０日（月）後２：４０～４：３０ 

クイーン ライブ・イン・モントリオール    １２月３０日（月）後４：３０～６：０２ 

 

＜ＢＳ８Ｋ＞ 

Ｎ響「第９」演奏会 

ＦＭ同時生放送 １２月２１日（土）後５：００～６：３０  

 

 

千住博 空海の宇宙
そ ら

を描く 

ＢＳ４Ｋ  １月 １日（水・祝） 後７：００～８：３０ほか 

ＢＳプレミアム １月 ２日（木） 後４：００～５：３０ 
紀伊半島の深山にある高野山金剛峯

寺。開山以来千年以上空白だった大

主殿の襖
ふすま

に、初めて絵が描かれる。

任されたのは日本画家・千住博。 

襖
ふすま

に立ち向かう５年間の創作の記

録。 

 

 

スペシャルドラマ「ストレンジャー～上海の芥川龍之介～」 

ＢＳ８Ｋ・ＢＳ４Ｋ・総合 12 月 30 日（月）後９：０

０～１０：１３ 
1921（大正 10）年、特派員・芥川龍之介、激動の上海へ――芥川が克明に

活写した 100年前の中国を８Kカメラで映像化。動乱のさなか、作家の目に

映ったものは？ 

今からおよそ 100 年前、大阪毎日新聞の特派員として上海を訪れた芥川龍之

介。このドラマでは、日本文学の代名詞・芥川の小説世界と、当時の中国の現

実を交錯させながら、20 世紀史に刻まれた日中の精神的交流を世界に

向けて発信します。 

芥川を演じるのは、日本を代表する俳優の一人、松田龍平。撮影監督に、

映画『十三人の刺客』で第 34 回日本アカデミー賞最優秀撮影賞を受賞

するなど、日本映画界をけん引するカメラマン・北信康氏を迎え、ほぼ

全編を上海で撮影。1920 年代の中国が、８K の圧倒的映像美で鮮やか

によみがえります。 
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上方演芸会 放送開始７０年スペシャル～平成を駆け抜けた名人たち～ 

１２月２９日（日）ラジオ第１ 午後５：０５～６：５０ 
全国各地に上方の笑いをお届けしてきた「上方演芸会」。昭和２４（１９４９）年９月に大阪放送局のスタジオ

で始まって以来、２０１９年で番組開始７０年を迎えたことを記念して、特に平成の時代に活躍した漫才師たち

にスポットを当て、時代を映してきた笑いのエッセンスを公開生放送でお届けする。 

平成から令和へと元号が変わるとともに、上方漫才界も変化の時期を迎えつつある。その中で、漫才ブームの時

代から、Ｍ－１などによる若手お笑い全盛時代への橋渡しをしてきた漫才師や、番組を通じて全国各地に爆笑を

届け、話術一本で勝負してきたベテランたちの中には、今はその芸を聞けなくなった名人たちも多い。番組を支

えてきた漫才師たちの懐かしい笑いを番組の音源から紹介。さらに、現在も出演中の漫才師たちによる７０周年

記念リレー漫才や、長年司会を務めた元アナウンサーの井上善夫、作家の大池晶などによる番組秘話の紹介など、

年末のひとときに番組の歴史と平成の笑いを振り返り、にぎやかにお届けする。 
 
 

祝！FM50 周年 年越しラジオマンジャック 

～NHK-FM パーソナリティー 夢の競演 SP～ 

１２月３１日（火）ＦＭ 午後１：００～深夜１：００ 
大みそか恒例の１２時間生放送。一流ミュージシャンによる生演奏や聴き心地の良い音楽が満載。若山弦蔵、 

神谷明ら声優界の重鎮によるコントに、リスナーとのコール＆レスポンス。そして、今年は FM５０周年を記念

し、さまざまな番組のパーソナリティーによる今年最も印象に残った出来事、来年の抱負、イチ押し楽曲の紹介

も随所に。 
 
 
 

ひふみんと錦織健の対局クラシック 第２局 

１月１日（水・祝）ＦＭ  後１０：００～後１０：５０ 

１月２日（木）ラジオ第１後６：００～後６：５０ 
将棋の天才“ひふみん”こと加藤一二三と、日本を代表するオペ

ラ歌手の錦織健。一見、何のつながりも無さそうに見えるふた

りだが、実はひふみんは大のクラシック音楽ファン。そして、錦

織健はＮＨＫ「将棋の時間」の聞き手を務めたこともあるほど

の将棋ファン。この二人の手にかかると“将棋”と“クラシック

音楽”が分かちがたい関係にあることが次々と明らかになる。

夏に放送して大好評だった第 1 局に続き、第２局として、将棋

の駒からイメージするクラシック音楽、そしてそこに隠された

天才ひふみんの人生訓。さらにはお待ちかねふたりの二重唱な

ど、将棋の対局で対戦するがごとく、真剣勝負で“将棋”と“ク

ラシック音楽”を熱く語り合う。将棋ファンやクラシック音楽

ファンはもちろんのこと、いずれの分野になじみの薄い方々にもぞんぶんに堪能できるスペシャル番組でお正月

のひとときを楽しく過ごしていただく。 

出演：加藤一二三（将棋棋士）、錦織健（オペラ歌手） 

 

 

 

 

 


