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2年半のテレビ特集番組を集大成

■収録番組タイトル例■
ＮＨＫスペシャル／追跡！

●2011年3月11日に発生した東日本大震災から2013年6月ま
での2年半に、テレビ放映された震災関連特集番組を集大
成した総覧です。「3.11の記録」シリーズ3部作の完結編。

放送局ごとに2,900タイトルを総覧
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カイブス／クローズアップ現代／ヒューマンドキュメ
ンタリー／被災地
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再起への記録／目撃！

日本列島
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と見ているＴＶ／２１人の輪〜震災のなかの６年生と
先生の日々〜／サイエンスＺＥＲＯ／東北発☆未来塾

●放送文化研究所にアーカイブされている番組データベース
から東日本大震災に関する2,900タイトルを収録。放送局

／シンサイミライ学校／こころの時代〜宗教・人生〜
／バリバラ〜障害者情報バラエティー〜／福祉ネットワー
ク／ハートネットＴＶ／ろうを生きる

難聴を生きる

ごとに、番組タイトル、放送日、放送時刻、内容、キーワー

／ＴＶシンポジウム／ティーンズプロジェクト

ドを記載しました。

☆フレ／白熱教室ＪＡＰＡＮ／復興サポート 地域ミー

●キーワードから引ける「事項名索引」付き。

今後、注目される
授業・研究での
放送番組活用にも
対応できる
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『3.11の記録 東日本大震災資料総覧
テレビ特集番組篇』内容見本

総合テレビ

NHKスペシャル

00004

『NHKスペシャル』は、政治、
経済、世界情勢、社会問題、自
然、科学、エンターテイメン
ト、スポーツなど様々なトピッ
クを、NHKならではの視点で
追う番組です。

00001

◇緊急報告東北関東大震災
放送日：2011年3月13日
放送時間：20:30〜22:30
［内容］東北の太平洋沿岸で起きた、国内
観測史上最大マグニチュード9.0の巨大
地震。被災者の状況や救助の現状、非
常事態を宣言した福島原発の情報など、
最新報告を伝える。
00002

◇ 東日本大震災 いのち をどうつなぐ
のか〜医療現場からの報告〜
放送日：2011年4月3日
放送時間：21:00〜22:00
［内容］東北・関東大震災から3週間。被
災地の医療は、長引く避難生活などか
ら、かつてない事態に直面している。
「いのち」を守る医師や看護師たちの苦
闘を通じて、課題を考える。

00005

◇東日本大震災1か月第1部「福島第一
原発出口は見えるのか」
放送日：2011年4月9日
放送時間：19:30〜20:43
［内容］未曾有の被害を出した東日本大
震災から1ヶ月。NHKスペシャルでは、
予断を許さない福島原発事故の最新情
勢、震災被災地の現状を2部構成で描き、
生活再建への課題を探る。

◇東北関東大震災から10日
放送日：2011年3月20日
放送時間：21:00〜22:55
［内容］
戦後最悪の災害となった東北関
東大震災から10日。被災者は今も厳し
福島中央テレビ
い状況に置かれ、福島第一原発では緊
迫した事態が続く。未曾有の危機を乗
り越えるため何が必要なのか。
特集

02667

02669

各放送局ごとに
番組を一覧

◇「原発水素爆発私たちはどう伝えたか
（3）」
放送日：2012/3/9
［制作］福島中央テレビ

02670

◇3.11大震災シリーズ今伝えたいこと
（仮）福島・女子高生の叫び（海外向け
50分版イタリアにて放送）
放送日：2013/5/22
［制作］福島中央テレビ

02671

原由美子

02340

◇シリーズ「復興への道」
（ 1）ライフラ
インを守れ！ 〜震災支援19日間の総
力戦〜
放送日：2011年3月29日
放送時間：22:00〜22:54

02341

◇シリーズ「復興への道」
（ 2）あなたの
善意その行方〜企業と個人手を差し
伸べた30日間〜
放送日：2011年4月12日
放送時間：22:00〜23:24

02342

◇シリーズ
「復興への道」
（3）
原発に立ち
向かう〜ニッポンの技術と家族の絆〜
放送日：2011年4月19日
放送時間：22:00〜22:54

地方局

00003
◇「原発水素爆発私たちはどう伝えたか
◇最新報告 命 の物資を被災地へ
（1）」
放送日：2011年3月27日
放送日：2011/9/10
放送時間：21:00〜22:04 ［制作］福島中央テレビ
［内容］
東北関東大震災から2週間。
ガソ
02668
リンはなぜ手に入らないのか。助かっ
◇「原発水素爆発私たちはどう伝えたか
た命をなぜ救えなかったのか。医薬品、
（2）」
食料、燃料…、被災地に必要なモノが
放送日：2011/12/30
届かない実態を追う。
［制作］福島中央テレビ

日経スペシャルガイアの
夜明け

02343

放送日：2013/11/10 ◇シリーズ「復興への道」
（ 4）リサイク
［制作］福島中央テレビルの底力〜テレビ、がれき…問われる
真価〜 02673
◇「Keep The Cameras Rolling」（ド
放送日：2011年4月26日
イツ版80分ドイツにて放送）
放送時間：22:00〜22:54
放送日：2013/3/11
02344
［制作］福島中央テレビ
◇ニッポンの反転攻勢第2弾その技で再
02674
び世界へ〜風評被害に負けない至高の
◇「Keep The Cameras Rolling」（日
モノ作り〜
本版50分）（福島映像祭2013）
放送日：2011年5月3日
放送日：2013/9/14
［制作］福島中央テレビ 放送時間：22:00〜22:54
02345

◇シリーズ「復興への道」
（ 5）法的トラ
ブルを解決せよ
テレビユー福島
放送日：2011年5月24日
放送時間：22:00〜22:54

TUF報道特別番組

02346

◇シリーズ
「復興への道」
（ 6）仮設住宅
02675
7万戸の真実
◇生きること〜ふくしまの子どもたちを
放送日：2011年5月31日
追って〜
放送時間：22:00〜22:54
放送日：2011年7月6日
放送時間：19:00〜19:55
［制作］テレビユー福島
02676

◇大震災・原発事故から半年〜これから
福島は〜
放送日：2011年9月10日

◇「ふくしまに生きる 果樹王国ふくし
まの再挑戦 」
（NHK−BSにて放送）
編者 プロフィール
放送日：2013/9/28
［制作］福島中央テレビ
はら・ゆみこ

02672

◇「ふくしまに生きる 果樹王国ふくしま
NHK放送文化研究所メディア研究部研究主幹。専門は、テレビ視聴行動、テレビ編成・番組研究、テレビ番組の国際性研究など。
の再挑戦 （
」福島中央テレビにて放送）

主な論文に、「メディア利用の分化はどのように進むのか〜先端的メディア利用者の事例研究から〜」
「日本のテレビ番組の国際性〜
テレビ番組国際フロー調査結果から」
（共著）、
「東日本大震災テレビ報道の検証〜被害や被災者はどのように伝えられたか」など。
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やまだ・けんた

青山学院大学法学部卒。現在は専修大学文学部教授。日本マス・コミュニケーション学会（理事）、日本出版学会（理事）、日本編集者
学会（監事）、日本公法学会、国際人権法学会に所属。著書は「法とジャーナリズム 第2版」
（学陽書房 2010）、「ジャーナリズムの行
方」
（三省堂 2011）
、「言論の自由」
（ミネルヴァ書房 2012）
、「3・11とメディア」
（トランスビュー 2013）
他多数。

野口 武悟

のぐち・たけのり

筑波大学図書館情報メディア研究科博士課程修了。現在は専修大学文学部准教授、放送大学客員准教授。日本図書館情報学会、日
本出版学会、日本学校図書館学会（理事）、日本子どもの本研究会（理事）などに所属。著書は「図書館サービスの可能性―利用に障害
のある人々へのサービス その動向と分析」
（日外アソシエーツ 2012）
、「新訂 学校経営と学校図書館」
（放送大学教育振興会 2013）
他、論文として「被災地における新聞販売店を活用した地域情報提供モデルの検討（専修人文論集 90 2012）
他多数。

