
夏の特集 各波おすすめ番組 

総合テレビ 
 

ダーウィンが来た！生きもの新伝説「ミラクル・スピーシーズ」 
8 月 6 日（水）後 7：30～8：45 

 エイリアンそっくりの透明エビ。雨が降るとくしゃみをする幻の猿。こん棒の様な羽を持つ妖精昆虫。 
 いずれもアメリカの国際生物種探査研究所が、毎年発表する「新種 Top10」にランクインした生物たちだ。

これまで人類が発見した生物はおよそ 200 万種。しかし、世界中をかけずり回る新種ハンターによって毎年

新たに 1 万 8 千種類もの新種が発見され、その奇妙な生態が次々に明らかになっている。 

 番組では新種発見の大冒険に出発！中米コスタリカの熱帯雨林で驚きの新種昆虫を探すのは虫ドル・カブト

ムシゆかり。沖縄・久米島の海中洞窟に潜む謎の軟体生物の発見に挑むのはガレッジセール川田。さらには人

類の病を治す力を秘めた猛毒生物など。不思議な新種の生態から地球 40 億年の生命進化のミステリーを読み

解いていく。 

【出演】ほっしゃん。、カレッジセール、カブトムシゆかり、広島大学・長沼毅准教授 

    首藤奈知子アナウンサー 

                   

 

夜だけど･･･あさイチ 

8 月 11 日（月）後 10：00～11：00 
 社会問題、政治の話題から、エンターテインメント、生活実用情報まで、主婦の皆様が一番気になるテーマ

を毎朝お届けしている情報番組「あさイチ」。2010 年の番組開始以来、朝の激戦区で好調な視聴率を誇り、

多い時には 4000 通を超えるメール・ファックスが寄せられ、主婦の方々があさイチを見て生活行動を変え

るとも言われている。その一方で、放送時間に働いている主婦の方々から｢仕事で見られない」との声や、｢夫

にも見せたい｣という要望が多数届いているのも現実…。 

 そこで、その熱いご要望におこたえして、この夏は夜に「あさイチ」を生放送でお届けする。朝同様に夜も

メール・ファックスを大募集。リアルタイムに寄せられる意見を紹介し、スタジオでの議論の中心にすえる。

夜にしかできない、朝以上に踏み込んだテーマで、お伝えする。 

【キャスター】井ノ原快彦（Ｖ６）、有働由美子アナウンサー 

 

 

はに丸ジャーナル 
8 月 13 日（水）後 7：30～8：00 

ＮＨＫ教育テレビ「おーい、はに丸」（1983 年～1989 年放送）。 

絵から飛び出てきた“はにわの王子”「はに丸」。どんな事でも、わからないことがあれば「はにゃ？」と質問

して、子どもたちと一緒に言葉を学んできた名キャラクターだ。 

彼が表舞台から姿を消して２５年、子どもたちは社会を支える大人になった。しかし今、日本は混とんの中

にある。はに丸と学んだおともだちの多くが、わからないことだらけで、理不尽な現代社会を生きている。 

 そんな彼らに夢と希望を取り戻すために、「はに丸」がジャーナリストとして帰ってきた！ 

はに丸が、子どもならではの目線で、世間の耳目を集める時事問題の現場をリポートする「はにスクープ」、

話題のあの人にズバリとインタビューする「はにトーク」などコーナーはもりだくさん。 

時に鋭く、時にかわいく現代社会を斬る、家族で楽しむ時事教養バラエティーだ。 

 

 

 

 

 



Ｅテレ 
 

スマホ・リアル・ストーリー 

7 月 28 日（月）～8 月 1 日（金）前 9：35～９：45 
スマートフォンの普及に伴い、それを持つ小学生も驚くべき速さで増えている。初

めてスマホを手にした子どもたちが出会う、あまりにも広大なネットの世界。子ども

たちは、新鮮な体験にわくわくと喜びを覚えるが、その一方で、人知れず戸惑い、悩

み、心傷つくことも少なくない。「スマホ・リアル・ストーリー」は、実際にスマホを

持った小学生たちのリアルな体験を伝える番組。ナビゲーターは現役小学4年生の鈴木

福くん。５日連続で５つのエピソードを紹介する。 

第1回「ゲーム課金」／第2回「架空請求」／第3回「グループはずし」／第4回「な

りすまし」／第5回「画像流出」 

2014年を生きる小学生たちは、将来どうスマホにつきあっていけばよいのか。子ども自身、そして親や先

生にも一緒に考えてもらえる番組にしたい。 

【出演】鈴木 福（すずき・ふく） ほか 

 
 

ニッポン戦後 サブカルチャー史 

8 月 1 日（金）から 10 回 後 11：00～11：55 
 “クールジャパン”が世界を席巻する今。マンガ、アニメ、ゲーム…。ニッポンが生んだ様々なキャラクタ

ー、コンテンツの不思議な想像力の源はどこにあったのか？戦後文化の流れを、サブカルチャーという視点か

ら見つめ直す１０回シリーズ。 
 戦後日本も走り続けてもうすぐ７０年…。日本のクリエイティブ、創造力の核心をえぐり出す、楽しくも

深いニッポン文化史。様々な大衆文化から、我々日本人は何を得てきたのか？戦後、50 年代に出現した太陽

族に始まり、大島渚と新宿カルチャー、深夜ラジオの開いた世界、「天才バカボン」、「あしたのジョー」、ＹＭ

Ｏと渋谷カルチャー、そして「エヴァンゲリオン」…と時代を追って考察する。ニッポンを彩った様々な流行、

現象が「サブカルの第一人者」宮沢章夫氏の言葉をきっかけに大胆に読み解かれる。戦後カルチャーの流れを

俯瞰。現代のニッポンの社会を支える２０～４０代も新鮮な気持ちで楽しめる、ユニークなカルチャー論。時

代の証言者のインタビュー、当時の貴重な映像など交えてお送りする。 

【出演】宮沢章夫（作家・劇作家） 風間俊介（俳優）ほか時代を創った表現者たち。 

 
 

グローバルな人 ～世界で生きる″処方箋″～ 

8 月 23 日（土）、30 日（土） 後 10：00～10：30 
「グローバルな人」ってどんな人？ これからの日本、『グローバル・リーダー』を求

めるとよく言われるけど・・・本当に必要なことって何？？？ 英語ができれば良いの？ 

やっぱ TOＥFL の点数？ MBA？ いやいや、本当に求められているのは、それだけ

ではないはず。 
番組では、海外で第一線を駆け抜けている日本人に密着取材し、グローバルに生きる 

ノウハウを徹底的に解剖。「言葉は分からずとも、飲みの誘いは断るな」とか、「商売を

するには、現地人と同じ生活をしろ」など、生き残る術を語りつくしてもらう。更に、

世界に出たからこそ見える日本人の“強みや弱み”。「“日本の常識”は捨てろ、でも“日本人らしさ”は忘れ

るな」・・・現場で鍛えられた“哲学”を語ってもらう。“グローバルな人”の言葉と生き様を通じ、若い人た

ちに、世界で生きる処方箋を探していく。 

 



ＢＳ１ 

ＢＳ１スペシャル 

「山本五十六・７０年目の真実～初公開・書簡に込められた思い～」 

8 月 11 日（月）後 9：00～10：50 

連合艦隊司令長官・山本五十六の実像を明らかにする資料が今年２月、大分県立先哲史料館で公開された。

山本と海軍兵学校同期で無二の親友だった堀悌吉が遺した山本の遺書「述志」や多数の書簡である。そこには、

三国同盟に反対した山本が真珠湾攻撃を立案していく際の苦悩が綴られていた。そして、ワシントン・ロンド

ン軍縮会議から太平洋戦争開戦への道のりで、海軍内部で厳しい派閥抗争が展開された事実が浮かび上がって

きた。 
 番組では、初公開の直筆書簡をもとに、江田島や山本の留学先アメリカの関係地を訪ね、山本五十六と堀悌

吉の軌跡をたどる。また、真珠湾攻撃以降、アメリカ軍がいかに山本の戦略を分析し、対抗策を講じていった

のか、米・太平洋艦隊司令長官ニミッツへの報告書などをもとに追跡。自らの考えとは反対の方向に向かう日

本、その最前線で戦わなければならなかった山本の葛藤、そして堀との友情を当時の国際関係のなかで描く。 

【朗読】坂東三津五郎 

 
 

ＢＳ１スペシャル 

「女たちのシベリア抑留 何が、なぜ語られなかったのか」 

８月 12 日（火）後 9：00～10：50 

 終戦直後、満州などにいた日本軍人や民間人およそ６０万人がソ連によって連行された「シベリア抑留」。

その中には、数百名におよぶ女性も含まれていた。関東軍の陸軍病院で勤務していた看護婦や軍のタイピス

ト、ソ連兵の暴行から逃れるため男装していた開拓団の女性などが、酷寒のシベリアで労働に従事させられ

たのである。中には、ソ連の刑法によって“戦犯”とされ、１０年をこえる抑留生活を強いられた者もいた。

戦後、彼女たちは自らの体験をほとんど語ることはなく、社会からも忘れられてきた。また、満州や樺太で

生まれた者の中には、日本への帰国を果たせなかった者もいた――。 
「前編」は、女性たちが日本の戦争に動員され、その後抑留という過酷な体験を強いられるようになった

経緯や、ソ連側の意図を、女性たちの証言や、歴史資料などから解き明かす。「後編」は、ソ連によって 

“戦犯”とされた長期抑留者や、戦後６０年以上ロシアと日本の間で引き裂かれた女性たちの長い戦後を、

当事者や家族の証言から描く。 

 

 

野球魂 

８月 12 日（火）後８：00～８：45 

「あの 2 人が一緒に出るの!?」とプロ野球ファンを唸らせる夢の対談番組が登場。テーマは、「2000 本安

打の奥義」。ヤクルトを引退したばかりの宮本慎也と、広島・阪神を引っ張ってきた鉄人・金本知憲が、とこ

とん語りつくす。金本は 1492 試合フルイニングに連続出場、2539 本のヒットを積み上げてきた。一方の

宮本は、シーズン 67 犠打の世界タイ記録を樹立したバントの名手、2133 本ものヒットを打った。ヒット

が生まれた秘密は何なのか？ふたりのスタイルから、ボールを的確に捉えて安打を生み出す「カギ」をひもと

いてゆく。ナビゲーターは、球界の頭脳、古田敦也。プロ野球ファン必見のスペシャル番組。 
 

 

 

 



ＢＳプレミアム 
 

ザ・プレミアム「撃墜 3 人のパイロット」 

８月９日（土）後 7：30～9：00（前編） 

８月 16 日（土）後 7：30～9：00（後編） 
 

実在した日米中の３人の戦闘機パイロットの人生をドラマ化！ 

1984 年、アメリカ海軍の元パイロット、ロバート・アップルゲート

のもとに、一人の歴史研究家が訪ねる。彼は、愛媛県久良湾で引き上げ

られた旧日本軍最強の戦闘機「紫電改」の写真を見せ、この戦闘機を撃

墜したのはあなただと告げた。操縦していたのは、後に「空の宮本武蔵」

と呼ばれることになる名パイロット・武藤金義であると言う。 
自分が撃墜したのはどんな男だったのか。調べるうちにアップルゲートは、武藤金義も日中戦争で中国空軍

の英雄であるパイロット・楽以琴（ガク・イキン）を撃墜していたことを知る。 
中国の英雄を日本の英雄が撃ち落とし、その日本の英雄をアメリカ人である自分が撃ち落とす。３人のパイ

ロットの不思議な因縁を感じたアップルゲートは、大空に散った２人の人生を知る旅に出た… 

 

ザ・プレミアム「幻解！超常ファイル ダークサイド・ミステリーＳＰ」 

８月 16 日（土）後 9：00～10：30 

女優・栗山千明がナビゲーターをつとめるシリーズの９０分スペシャル！UFO 大国・アメリカでの、70

年近くに及ぶ怪事件の数々を総ざらえ！そこからは意外な真実が見えてきた！ 

《◆最初は“宇宙人の乗り物”ではなかった！？》1940 年代後半に目撃情報が急増、首都ワシントンＤＣ

にも大量に飛来して、アメリカをパニックに陥れた“空飛ぶ円盤”。実は当初、誰も“宇宙人の乗物”とは考

えていなかった！当時の空軍や情報機関の公式文書を洗い出すと、意外な真相が…！ 

《◆個性が魅力！50 年代・宇宙人コレクション》現在“宇宙人”のイメージは、背が低く頭と目が大きな､

いわゆる“グレイ”タイプ。しかしかつては、3m の巨大ロボット宇宙人から、手がハサミ状のミイラ宇宙人

など、さまざまな目撃例が存在した。当時の目撃現場を訪問し、その正体を探る。 

《◆政府の陰謀？ロズウェル事件の真相を追う！》1980 年代からアメリカ中を騒然とさせている、巨大な

陰謀説…「政府は異星人の遺体と乗り物を隠ぺいしている！」。噂の原点となった、UFO 墜落騒動“ロズウェ

ル事件”の現場を訪れ、当時の証言を再検証。UFO は本当に墜落したのか？それとも…？ 

 

 

ザ・プレミアム「１３８億年の超絶景! 宇宙遺産１００」 

               ８月 30 日（土）後９：00～11：00 

 夜空に輝く無数の星の光。最新の望遠鏡を通すとそのひとつひとつが宇宙の絶景となって浮かび上がる。木

星や土星のような太陽系の惑星、巨大な渦巻銀河。宇宙に浮かぶ大輪の花のような星雲。星の最期の超新星爆

発の一瞬の輝き…。地上の絶景を超える宇宙の「超絶景」だ。番組では、文字通り星の数ほどある絶景から「究

極の 100 の絶景」を選ぶ。そして宇宙遺産の絶景の１枚１枚に秘められた科学者たちのドラマや宇宙のロマ

ンのドラマを読み解いていく。番組では、静止画像から迫力あふれる３D の CG を制作、宇宙１３８億年の

絶景をビジュアルに体感できる宇宙絶景ツアーをお届けする。番組の最後には、スタジオで、１００の絶景か

ら宇宙遺産のベストを決定する。 
 

 



ラジオ 

ラジオ第１ 
 

原爆の日ラジオ特集「語り出す被爆遺品～６９年目に明らかになる真実～」 

８月５日（火）後９：05～9：55 
広島市の原爆資料館の地下には、被爆者や遺族から寄贈された被爆遺品が２万１千点保管されている。しか

し、その多くは、どんな人物がどんな状況で被爆した時のものかなど情報が乏しく展示できないまま眠ってい

る状態だ。そんな中、一人の女性学芸員が、遺品の情報を集めるために動き出した。被爆者の平均年齢が 80

歳近くになる中、被爆遺品に関する情報を集めるのは今がラストチャンスと考えたからだ。少ない手がかりか

ら関係者を見つけ出し、訪ねていく中で、被爆遺品それぞれの「物語」が浮かび上がりつつある。持ち主の名

前しかわからなかった学生服は、同級生や妹からの証言によって持ち主の学生がどんな最期を迎えたかがわか

ってきた。 
番組では、被爆遺品それぞれの情報を求めて動き出した学芸員の活動を追いながら、あの日の「証人」であ

る被爆遺品がそれぞれの「物語」を取り戻していく姿を描き、持ち主達の最期の軌跡と被爆の惨状を浮かびあ

がらせる。 

 
 

長崎原爆の日ラジオ特集「長崎、被爆後の歴史をつむぐ」 

８月９日（土）後 10：10～11：00 
 平成 25 年 10 月、被爆者を中心に設立された「長崎原爆の戦後史をのこす会」。 

原爆投下 70 年となる平成 27 年に、これまで語られることのなかった被爆後の長崎の歴史をまとめ、発表す

ることを目指し、被爆者の証言を掘り起こす活動に取り組んでいる。 

 会の代表で、自らも被爆者の廣瀬方人（ひろせ・まさひと）さん（84 歳）は、市民グループ「長崎の証言

の会」に所属し、これまで 40 年以上、被爆者の「原爆投下直後」の体験を記録してきた。活動を続ける中、

廣瀬さんは、「原爆によって、被爆者の人生がどう変えられてしまったのかを伝えることも、核兵器の悲惨さ

を伝えることにつながる」と考え、新たに「長崎原爆の戦後史をのこす会」を立ち上げることを決意した。 

 廣瀬さんと「長崎原爆の戦後史をのこす会」の、埋もれてきた被爆者の戦後史作りの取り組みを伝える。 
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やしろと又吉 ひとりの夜に 

８月 23 日（土）後 11：00～前 1：00 
トークに定評があり、音楽を愛してやまないお笑い芸人「又吉直樹（ピ

ース）」と「マンボウやしろ」のふたりがＭＣの「やしろと又吉 ひとりの

夜に」。仕事に恋愛、結婚問題や家庭のストレスなど、「もう若さだけでは

乗り切れず、かといって、笑ってやり過ごせる余裕や包容力もまだない」

ギリギリのラインで頑張るアラサー世代を、笑いあり、愚痴あり、励まし

あり、素敵な音楽ありの内容で応援するラジオ番組。 
そのリスナーの熱い要望に応えて、今回はさらに「生放送」でリアルタ

イムの声にも対応していく。「仕事や家事、育児で、自分はそれどころじゃない」と心折れそうな夜。ＭＣ２

人のゆるく時に熱いトークと、ゲストの優しい歌声で、人生の頑張り時を迎えたアラサー世代の心に寄り添う。 

MC：又吉直樹（ピース）、マンボウやしろ   


