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国民総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ４７ 
～紅白！大河！朝ドラ！ソチ五輪！全部クイズにしちゃいましたスペシャル～ 

 12月29日（日）後7：30～10：30（中断8：42～9：00） 
 ２０１３年の年末を飾る超大型クイズ番組！紅白歌合戦・「軍師官兵衛」・

「あまちゃん」・「ごちそうさん」・ソチ五輪など、年末年始番組の見どころを

クイズにして紹介。視聴者にテレビのリモコン・携帯電話などを使って参加

してもらい、参加者の正解率を４７都道府県ごとに集計。“日本一クイズに強

い都道府県”を決定する！ 
  

 
 

正月時代劇「桜ほうさら」      １月１日（水）後 7：20～8：50 

 人気小説家・宮部みゆき氏の話題の時代ミステリーのドラマ化。 父の

冤罪を証明しようと江戸に出てきた、まっすぐな主人公の「事件の謎解き」

を縦軸に、「個性豊かな江戸市中の人々との出会い」を横軸に描く、正月

の夜、家族全員で楽しめる娯楽時代劇！ 
【出演者】玉木宏、貫地谷しほり、橋本さとし、萬田久子、六角精児、市毛良枝、 

桂文珍、髙島礼子、風間杜夫、北大路欣也 ほかの皆さん 
 

 

 

 

 

 

 

土曜３番組スペシャル 

●「マサカメＴＶ～大晦日＆正月“限定”得しちゃおう！SＰ（仮） 

12 月 30 日（月）後 7：30～8：45 
今回の年末スペシャルでは、年末、大晦日そしてお正月の３日間を楽しく、

そしてお得に過ごす為の、“賞味期限わずか数日”のマサカメをご紹介する。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●伝えてピカッチ 正月スペシャル      １月３日（金）後 7：30～8：45 

    勝負は「伝える力」と「ひらめき力」！土曜日夜７時３０分から放送してい

る、新しいゲームバラエティー「伝えてピカッチ」、今回は正月スペシャル。

おなじみの、カタカナ禁止の連想ゲームや、粘土、お絵かき、ちぎり絵、寝相

アートなど、脳と体を使って楽しむゲームが拡大版で登場。 

 

 
 

●突撃！ アッとホーム あけましておめでとうスペシャル（仮） 

  １月３日（金）後 9：00～10：15 
73 分の拡大スペシャルで送る。家庭のささいなもめごとをさまぁ～ずとゲ

ストの爆笑トークを交えて紹介する「我が家の大問題」、今回のテーマは「お

雑煮」。「幸せサプライズ」は福島第一原発の事故で避難を余儀なくされ、元気を

失った祖母を励まそうと、孫が奮闘する物語。そのほか新企画も。 



Ｅテレ 
 

 

歴史にドキリ ラグジュアリー・スペシャル  
～中村獅童がまたまた歌って踊って歴史を教えます～ 

12 月３0 日（月）後 4：00～4：55 
 歌舞伎俳優・中村獅童が、日本の歴史上のさまざまな偉人に扮して歌

い踊り、楽しいお芝居で歴史の世界へいざなう、小学６年生向け社会科

番組「歴史にドキリ」。今回は拡大スペシャルでお送りする。 

番組では、これまで 2 年間の放送で紹介した 36 名の人物（もちろん

全員、中村獅童）が登場。歌のコーナーでは、卑弥呼が千人の侍女をは

べらせ踊り、武田信玄が宿敵・上杉謙信とダンスバトルを繰り広げ、大

塩平八郎が本格時代劇風に巨悪を憎んで歌い、西郷隆盛が熱くシャウト

する、めくるめく歴史ファンタジーの世界へご案内！  

 

 

京の“いろ”ごよみ 染織家・志村ふくみの日々 
１月1日（水）後10：00～11：00 

 京都・嵯峨野で半世紀、植物からとれる自然の染料で糸を染め、鮮やかな着物を織り上げてきた人間国

宝の染織家・志村ふくみさん。８９歳を迎えた今も、自然はいつも思いがけなく、志村さんに新鮮な驚き

を運んでくる。 

 志村さんがいま伝えたい織り、染め、色の極意とともに、そのときどきに生まれる“色”を徹底した映

像美で綴る【日本人ならではの感性を“色”で呼び覚ます映像詩】。まだ見ぬ色の奥底に触れたいと願う

志村さんの日々を見つめる。 

 
 

「幸福学」白熱教室 プロローグ特集 
お金はあなたを幸せにしますか？（仮） 

 １月３日（金）後10：00～11：00 
 先進国の中でも、幸福を感じられない国のひとつ。それが日本だ。OECDによれば、主要３５

か国中２１位。戦争もなく物質的に豊かな日本人が、なぜ不幸と感じてしまうのか? 
 番組は、2014年１月から放送していく「白熱教室 幸せの処方箋」(仮)のプロローグとして、

研究の最前線を紹介。さらに「お金は人を幸せにするのか?」というテーマで、エリザベス・ダ

ン博士（米ブリティッシュ・コロンビア大学）が講義する。ダン教授は、ある程度以上のお金を

持っていても、幸福にならないという。それはどのようなことなのか?多くの人が幸せになれる

社会のあり方を模索する、新春にふさわしい特集とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＢＳ１ 
 

東京オリンピック関連 

●幻の祝祭 ～１９４０東京五輪物語～  

12 月 29 日（日）後 7：00～8：50（ニュース中断あり） 
戦前の日本で陸上長距離競技界の至宝といわれ、中国戦線で命を落とした

山下勝の半生を、実話に基づき、ドキュメンタリードラマでお届けする。 

 

 

●「特集 １９６４→２０２０ よみがえる東京オリンピック」 

～半世紀を経て発掘！ フィルム２０時間が語る～（仮） 

12 月 31 日（火）後 0：00～5：50（ニュース中断あり） 
2020 年の開催決定を前に、1964 東京オリンピックで行なわれた競技

19 種目の試合を記録した 20 時間におよぶ 16mm フィルムを発掘。この

映像とアーカイブスに保管される映像、そしてラジオに残される全実況放送

をふんだんに活用し、元選手をはじめ当時の舞台裏も徹底取材、半世紀の時

を経て“世紀の 15日間”をよみがえらせる。 

 

 

サ ッ カ ー Ｗ 杯 関 連 

●サッカー日本代表 Ｗ杯・勝利への戦略    

1 月 2 日（木）後 7：00～8：50（ニュース中断あり） 
 日本がいよいよブラジルＷ杯に挑む。番組の第一部では、日本代表監督・アルベルト・ザッケローニ氏

にロングインタビューを実施。最終盤を迎えた「ザッケローニ・ジャパン」のＷ杯戦略と青写真について

じっくり話を聞く。さらに第二部では、日本代表の選手の胸の内を対談形式で聞く。 
 

●ＦＩＦＡワールドカップ 「日本」戦プレーバック 

1 月 2 日（木）前 5：00～後 6：50／後 11：00～翌後 1：50（各ニュース中断あり） 
日本代表の世界のひのき舞台での戦いを一挙、全４大会１４試合放送。日本サッカーの成長の足跡を振

り返る。            

 

 

 

「島耕作のアジア立志伝」関連 

●世界と戦う日本の長期戦略路とは？ “島耕作のアジア立志伝”シンポジウムから 

 1 月 2 日（木）後 9：00～10：50（ニュース中断あり） 
BS1 の巻頭言。今年のテーマは、オリンピック招致やアベノミクスで弾みをつけた日本経済が、本当

に復活するためには何が必要なのか、日本が世界と戦うためにしっかり定めておくべき長期戦略だ。議論

は、ＢＳ１で放送中の「島耕作のアジア立志伝」と連動するシンポジウムを収録。アジアを代表する経営

者を迎え、アジアの視点をてがかりに議論を深める。 

 

●「島耕作のアジア立志伝」一挙放送        12 月 29 日（日）時間未定 

写真：毎日新聞社／アフロ 



ＢＳプレミアム 
 

マキハラといっしょ       12月27日（金）後11：15～前0：15 

 

 シンガーソングライター・槇原敬之（４４歳）。数多くのヒット曲を生み出し、

幅広い世代で支持を受けているアーティストである。今回年末に放送するのは槇

原敬之がホストをつとめる音楽バラエティー番組「マキハラといっしょ」。槇原

が興味をもった音楽、人などをピックアップする当番組はまさに『槇原ワール

ド！』。「冬がはじまるよ」「遠く遠く」…などの槇原のヒット曲歌唱はもちろん、

ゲストに女優・松たか子を招いての音楽トーク、そして 2 人の歌での初共演は見

逃せない！ 

 

 
 

 

 
 

天下無双 皇室の宝（第 1 夜・第２夜）（仮） 

1 月 1 日（水）・2 日（木）後７：00～8：00 

 

 現代技術では再現不可能と言われる色を放つ「七宝」、世界に衝撃を与えた超

細密「金属工芸」、世界初の技術を駆使して織り上げた豪華絢爛「西陣織」など、

明治から昭和にかけて皇室が集めた秘蔵コレクション。 

 京都の美術館に取材に行った栗山千明さん演じるディレクターが、突然、動き

出し、語り出す美術品に導かれ、失われてしまった高度な技術や、生み出した職

人達の埋もれた秘話を発掘していくストーリー、２夜連続でお伝えする。  

 

 

 

水川あさみ ベトナム一号線をゆく（前・後編） 
             1月2日（木）・3日（金） 後９：30～10：30 

 雑貨や「アジアンリゾートの国」として人気のベトナム。そんなベ

トナムを南北に貫く「ベトナム国道一号線」を女優の水川あさみが旅

する。北の首都ハノイから、南のベトナム最大の都市ホーチミンまで、

１８００キロの道のりを、路線バスを乗り継いで旅する。南北に細長

い国ベトナムでは、まるで違う国であるかのように歴史も文化も人柄

も大きく異なるという。ベトナム美人の村として知られるハーティン、

無数の教会群が連なるニンビン、世界遺産の古都フエ、美しいリゾー

ト地ニャチャンなど、ベトナムの魅力満載の旅！ 

 

 

 

 

 

 



ラジオ 

ラジオ第１ 
 

DJ日本史～大河ドラマ「軍師官兵衛」直前特集～ 
12 月 23 日（月・祝）後 8：05～9：55（ニュース中断あり） 

歴史好きタレント・松村邦洋が歴史を熱く語る歴史エンターテインメント番組「DJ 日本史」。大河ドラ

マ「軍師官兵衛」の放送を間近に控え、そのスペシャル版を放送。 

  

年忘れ「すっぴん！」「ごごまり」夢のコラボ９時間スペシャル 
12 月 30 日（月）前 8：00～後 4：55（ニュース中断あり） 

朝の人気番組と昼の情報バラエティー番組が初のコラボレーション、各曜日のパーソナリティーが終結。 

午前か午後にかけて９時間のスケール感を活かしたお祭り的なスペシャル番組をお届け。 

 

新春対談「いとうせいこうが聞く、不安社会の道標（みちしるべ）」 
１月 1 日（水）後 9：05～11：00（ニュース中断あり） 

 収束の見通しすら立たない原発事故、為替相場の変動に右往左往する経済。グローバル社会の中で翻弄

される我々の生活。いとうせいこうが、「お金」「豊かさ」「２０２０年」というキーワードを 軸に、二

人のゲストと対談し、未来への道標を示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ラジオ第２  

 

 

 

 
 

 

 

世界の音楽教科書        12 月 30 日（月）後 7：00～10：00 

 世界ではどのような音楽教育がされているのかを教科書という視点からとりあげる。 

 特に今回は、五線譜という万国共通の音楽表現を産み出した「西洋音楽」のルーツと今を探りながら、

ヨーロッパからアジア・日本に至る音楽教科書のページをめくる旅となる。 

 

スポーツニュースで英会話 
               12 月 30 日（月）後 10：20～11：50 
 ソチ五輪、サッカーワールドカップを控えた 2013 年年末、国際ニュースを題材に英語を学習する「ニ

ュースで英会話」が、スポーツを大特集！ 視聴者の人気投票で選ばれた「スポーツニュースベストテン」

をスペシャルゲストとともに振り返り、今年身につけた英語のヒアリング力や表現力アップを目指す。 

 

新春朗読特集 富士山を読む   

            1 月 1 日（水）～３日（金）後 10：20～11：00 
                       ４日（土）後 10：25～11：05 
 世界文化遺産に登録された富士山。それは「日本人の信仰の対象」であり、「芸術の源泉」である。万

葉の昔から多くの文学の舞台となり、描かれてきた富士山、その文学作品を４日間にわたって朗読する。 

 

 

 



 

Ｆ Ｍ 

ミューズ・ノート Chara シークレットライブ 
12 月 24 日（火）後 7：30～9：00 

 

 毎週日曜午後５時放送のミューズノートでパーソナリティーをつと

める Chara のクリスマス・スペシャルライブをお届け。クリスマスソ

ングを中心にこの季節にぴったりの歌の数々をプレゼントする。 

 

 

大友良英・ハイブリッド音楽館 
～世界も音楽もひとつなんかじゃないぞー！～ 

             １月１日（水）後 2：00～4：45 

 

連続テレビ小説「あまちゃん」の音楽を手がけた音楽家・大友良英。「フリージ

ャズ」や「スカ」「カリプソ」などジャンルの枠組みを超えた幅広い作品が魅力な

大友が、解説、演奏。「雑食音楽」の魅力に迫る。 

 

 

 

新世紀”プログレッシブ・ロック”の波 
  １月２日（木）～５日（日）後 10：00～11：00 

 今再び世界で注目を集めるプログレッシブ・ロック。ヨーロッパを中心に世界各国から７０年代の黄金

期に匹敵するクオリティーの高いアーティストが数多くデビューしている。世界の地域ごとに４夜にわた

り、新世紀のプログレッシブロックの魅力を紹介する。 

 


