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ｔｖｋ（テレビ神奈川）２０１１年１０月期改編ポイント
開局４０周年に向けた「プレ４０周年」企画を充実
７月２４日に地デジ完全移行が完了し、テレビは新たな歴史を刻み始めました。
また、ｔｖｋは、２０１２年４月１日で開局４０周年を迎えます。４月に策定したプレ
４０周年の編成方針は「世代を超えてつながる」。１０月期編成では、改めて「地域になく
てはならない局」としての意識を高め、
「４０周年のさらに先を見据えた番組編成」への第
一歩を踏み出します。今期を節目の年への最終準備期間と位置づけ、ティーンエイジャー
を中心とした若者向けのバラエティや、開局以来定評のあるスポーツ番組のノウハウを生
かした「地域密着型スポーツ番組」などに取り組みます。
「プレ４０周年企画番組」としては二つの新番組がスタート。まずは、ＴＥＥＮ層をタ
ーゲットとした新番組「Teenage Garden キメ！執事」。人気急上昇の兄弟ユニット・山下
兄弟がナビゲートする地元密着型中高生応援バラエティです。もうひとつは、幅広い年齢
層の視聴者から熱望されていた、スポーツバラエティにもチャレンジ。スポーツ実況や、
お昼の情報番組「ありがとッ！」で人気の「ねぎちゃん」こと、根岸佑輔アナウンサーを
キャスターに、「ねぎ☆スポ！」をスタートさせます。
２０１０年にスタートし、歴史好きの若い女性のみならず、幅広い層にも人気を博した
「戦国鍋ＴＶ」は、９月末に終了しますが、趣向を新たに、現代を舞台に史実を取り込ん
だ歴史ストーリーを展開する青春アクションドラマ「戦国★男士」がスタート。またネッ
ト６共同企画も、動物シリーズドラマ「マメシバ一郎」や「温泉女子」と、新たな企画が
始動します。
そして、今年も冬のスポーツの花「ラグビー」は、高校から社会人まで２０試合（昨年
１９試合）の熱戦を中継。
２０１１年１０月もｔｖｋは良質なコンテンツをお届けします。

ｔｖｋは視聴者から信頼されるメディアを目指し、
テレビの新しい時代を切り開いていきます。
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１０月 新編成ラインナップ
●

新番組「Teenage Garden キメ！執事」
毎週金曜 ２１：００～２１：３０ （１０月１４日スタート）
出演：山下翔央・玲央（ＭＣ）
コトブキツカサ、松中みなみ、ＭＩＮＡＥ

「プレ４０周年企画」の先頭を切るのは、中高生に
よる、中高生のための青春応援バラエティです。部活、
友達、恋、音楽、そしてちょっぴり勉強も。あれもこ
れも、全力で楽しみたい中学生・高校生を、さまざまな企画で全力応援！ＭＣを務めるのは、
話題の兄弟ユニット 山下翔央・玲央。
【コーナー企画】
☆「しゃかりき！」
ひたすら部活に打ち込む中高生のドキュメンタ
リー。初回は、女子高から共学になったばかり、
部員わずか５名の横浜翠陵高校野球部に密着！
☆「ＲＯＡＤ ｔｏ ＭＡＪＯＲ」
来年３月に行われる音楽イベントの出場権を
目指
目指し、日夜練習に励む中高生ミュージシャ
ンをレポート。
☆「感謝です！」
一番感謝の気持ちを伝えたい人へ、街頭で中高
生がカメラに向かってメッセージを贈ります。
目指すは神奈川県内の全中高生の出演！

●

新番組
毎週日曜

「ねぎ☆スポ！」
１０：００～１０：１５

（１０月２３日スタート）

サッカー、野球、バスケ、バレーボールなど、神奈川
には全国に誇るメジャースポーツがいっぱいです。また、
「スポーツ行動者数」は県民の７０％以上で全国一位と
いう「スポーツ大好きエリア」。そこで、神奈川のスポー
ツを徹底応援する番組をスポーツの秋にスタートさせます。
キャスターは、スポーツ実況でも活躍中の「ねぎちゃん」
こと、根岸佑輔アナウンサー。
全国に誇るメジャースポーツ情報はもちろん、「こんな
スポーツあったの！？」「町内でこんな競技が大人気！」
など、オモシロマイナースポーツも徹底的に応援します。
スポーツを愛する老若男女に贈る、地域密着型スポー
ツ応援番組です。
根岸佑輔（ｔｖｋアナウンサー）
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●

新番組

「戦国★男士」

毎週土曜

２２：３０～２３：００

（１０月１日スタート）

歴史上の事件・人物をバラエティータッチのショートストーリーにアレンジした「戦国鍋Ｔ
Ｖ～なんとなく歴史が学べる映像～」に続く、
「歴史」をテーマにした独立局共同制作番組の第
二弾です。昨年４月に放送開始した「戦国鍋ＴＶ」は、じわじわと広い年代に支持を広げ、現
在全国の２２局で放送中です。
「戦国★男士」は、趣向を新たにし、現代を舞台に史実を取り込んだ歴史ストーリーを展開
する「青春アクションドラマ」。個性豊かな若手俳優陣が多数出演。友情と裏切り、愛に彩られ
た華麗な戦国絵巻をパワフルに描き出します。また、撮影は横浜市内を中心に、オールロケで
行われます。見慣れた町が、新たな視点で描き出される魅力にも注目です。
ｔｖｋはじめ、１０月から４局で放送スタート。天下奪取の闘いが幕を開けます！
ストーリー

舞台は現代、南奥州高校（通称：南奥）では、相馬義胤・畠山義続・大内定綱・
伊達成実らが抗争を繰り返していた。そこに現れたのは転校生・伊達政宗。
戦国武将の名を持つ者たちの熱い闘いが始まる！

出

滝口幸広（伊達政宗）、平野良（伊達成実）、内田讓（片倉小十郎）
佃井皆美、伊藤梨沙子、鶴田忍 ほか

演

ス タ ッ フ

監督：金田治（「仮面ライダークウガ・アギト・響鬼・電王・ディケイド・オーズ」ほか）
監督：六車俊治（「恋人はスナイパーＭＯＶＩＥ」「クロヒョウ 龍が如く新章」ほか）
制作協力：国際放映

制

「戦国★男士」パートナーズ

放

作
送

局

チバテレ・テレ玉・サンテレビ

内田讓

滝口幸広

平野良
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●

新番組
毎週日曜

「ウルトラゾーン」
２３：００～２３：３０

（１０月１６日スタート）

大ヒット番組「戦国鍋ＴＶ」チームが再結集！“なんとなく歴史が学べるバラエティ”に続
き、“ウルトラ怪獣をおもしろく覚えられるバラエティ”を作り上げます。
主役はウルトラマンシリーズに登場するウルトラ怪獣たち。「もしも怪獣がファミレスの店
員だったら…」「もしも怪獣が就職の面接を受けたら…」などのシチュエーションコントに、
怪獣たちの特徴やウルトラマン本編でのエピソードを散りばめ怪獣の名前と性格や特徴を紹介
していきます。コントに笑いながら、気づいたらウルトラ怪獣に詳しくなり、個性豊かな怪獣
たちへの愛が芽生えているかも！？
また、怪獣コントだけでなく「ウルトラＱ」をほうふつとさせる特撮ショートストーリーや、
新造形の怪獣を使ったコミカルなショートムービー、初期ウルトラの俳優陣を迎えてのバラエ
ティコーナーなども予定しています。
ウルトラマン世代の大人たちにも、かつてのウルトラマンを知らない若い世代にも、もちろ
ん筋金入りの特撮ファンにも楽しんで頂ける新バラエティ番組です。
製
構
演

作
成
出

円谷プロダクション、ウルトラゾーン製作委員会
酒井健作、安部裕之、熊本武浩
住田崇
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●

新番組
毎週木曜

ドラマ「マメシバ一郎」
２１：００～２１：３０

（ネット６共同制作番組）

（１０月６日スタート）

スマッシュヒットを続けているＡＭＧ＋ネット６＋ひかりＴＶの「動物シリーズ」の中でも、
一際根強い人気の「幼獣マメシバ」の続編です。
個性派俳優・佐藤二朗演じる、３７年間無職の中年男・芝二郎と、相棒のマメシバ・一郎の
デコボコ兄弟が復活。動物シリーズを長年手がけてきたチームが、癒し系犬ドラマの傑作を再
び生み出します。
全国９局ネットでオンエア（ｔｖｋ、テレ玉、チバテレ、三重テレビ・ＫＢＳ京都、サンテ
レビ、札幌テレビ放送、ＴＶＱ九州放送、とちぎテレビ）。さらに飛躍的に加入者を増やしてい
る「ひかりＴＶ」
（ＮＴＴぷらら）でのＶＯＤ配信。１２年初春には、フル３Ｄ映画版「マメシ
バ一郎３Ｄ」(仮)も全国劇場公開される予定です。
ストーリー
３７年間無職の芝二郎（佐藤二朗）。両親不在の中、
相棒のマメシバ一郎とパラサイト生活を送っていた
のだが、突然、海外にいる母鞠子（藤田弓子）から
「仕送り１日１０００円」と決められてしまった。
しかも、その条件として一日一回手伝いをしなけれ
ばならない。全力で抗議する二郎の元に、「里親探し
の撮影の件で・・・」と由紀という女性（美波）が
現れる。二郎が犬を撮影してネットにアップすると、
その動画が好評になり大成功。それから、二郎の元へ
（Ｃ）2011「マメシバ一郎」製作委員会
は次々と里親を探す犬たちが連れて来られるようになる・・・。
出
演 佐藤二朗、美波、高橋洋、高橋直純、角替和枝、志賀廣太郎、藤田弓子 ほか
製
作 「マメシバ一郎」製作委員会
（アミューズメントメディア総合学院、ｔｖｋ、チバテレ、テレ玉、三重テレビ、ＫＢＳ京都、
サンテレビ、札幌テレビ放送、ＴＶＱ九州放送、とちぎテレビ、ＮＴＴぷらら、竹書房）

●

新番組 「温泉女子」
毎週日曜

２４：００～２４：３０

（ネット６共同制作番組）
（１０月２日スタート）

やっぱり女の子は温泉大好き！美肌の湯はもちろん、
観光もグルメも楽しめる１泊２日の旅をご紹介します。
案内役はグラビアで活躍中のアイドルで結成されたグ
ループ「温泉女子」。ふたり一組で、多彩な旅にお連れ
します。
ロ ケ 地
岐阜県・下呂温泉、兵庫県・有馬温泉
愛媛県・道後温泉 ほか

＊テレ玉・チバテレ・三重テレビ・ＫＢＳ京都・サンテレビとの６局共同制作番組。
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●

ラグビー中継
土曜・日曜

１８：３０～２１：５０（２試合）
１９：００～２０：２５（１試合）
１９７６年以来、ラグビー中継は１０月編成の目玉！ｔｖｋ独自のカメラワークと実
況・レポートは、ラグビーファンからも厚い信頼を得ています。ワールドカップの開催で
盛り上がる今年も、高校・大学・社会人の好カードを２０試合お届けします。

２０１１年ラグビー中継カード
日

付

1

会場

キックオフ

対

戦

種別

秩父宮

12:00

明治大 ＶＳ 慶應大

対抗戦

秩父宮

14:00

帝京大 ＶＳ 早稲田大

対抗戦

秩父宮

12:00

リコー ＶＳ ヤマハ

トップリーグ

秩父宮

14:00

東芝

トップリーグ

11 月 3 日 (木・祝）
2
3
11 月 5 日 (土）
4

ＶＳ コカ・コーラ

5

11 月 6 日 (日）

秩父宮

14:00

関東学院大 ＶＳ 東海大

6

11 月 20 日 (日）

三ツ沢

14:00

神奈川県高校決勝

7

11 月 23 日 (水・祝）

秩父宮

14:00

慶應大 ＶＳ 早稲田大

秩父宮

12:00

リコー ＶＳ ＮＥＣ

トップリーグ

秩父宮

14:00

ＮＴＴ ＶＳ 東芝

トップリーグ

国立

14:00

早稲田大 ＶＳ 明治大

対抗戦

秩父宮

12:00

パナソニック ＶＳ ＮＴＴ

トップリーグ

〃

14:00

東芝 ＶＳ ＮＥＣ

トップリーグ

8

トップリーグ
高校
対抗戦

12 月 3 日 （土）
9
10

12 月 4 日 （日）

11
12 月 10 日 （土）
12
13

国立

大学選手権準決勝

大学

〃

大学選手権準決勝

大学

大学選手権決勝

大学

1 月 2 日 （月）
14
15

1 月 8 日 （日）

国立

16

1 月 15 日 （日）

秩父宮

14:00

サントリー ＶＳ 近鉄

トップリーグ

17

1 月 22 日 （日）

秩父宮

12:00

ＮＥＣ ＶＳ コカ・コーラ

トップリーグ

18

1 月 22 日 （日）

秩父宮

14:00

サントリー ＶＳ 東芝

トップリーグ

19

2 月 5 日 （日）

秩父宮

12:00

サントリー ＶＳ 神戸製鋼

トップリーグ

20

2 月 5 日 （日）

秩父宮

14:00

東芝 ＶＳ パナソニック

トップリーグ
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「５いっしょ３ちゃんねる」で新たな取り組み
関東の独立局５局（ｔｖｋ、群馬テレビ、とちぎテレビ、チバテレ、テレ玉）は、今春
から共同で「５いっしょ３ちゃんねる」キャンペーンを展開してきました。地上波デジタ
ル放送で５局のリモコン番号は「３」。「デジタル３チャンネル」の周知と、独立局の魅力
を改めてアピールすることを目指しています。月～金の２３時台の共通編成を皮切りに、
関東５局の共同企画をすすめ、１０月には、各局の人気コンテンツである「高校野球」で
新たな取り組みにチャレンジします。

●「秋季関東地区高等学校野球大会ダイジェスト」
１０月３１日（月）～１１月４日（金） ２３：００～２３：３０
春のセンバツ大会の出場がかかる高校野球秋季大会。特に関東地区は、強豪校ひしめく
関東６県（山梨県をふくむ）の代表校がトーナメント方式で戦い、高校野球ファンには関
心の高い好ゲームが続きます。これまで野球ファンから要望の多かった秋季大会を３０分
のダイジェスト番組として、５日間にわたって５局で放送します。

●「キンシオ」

５いっしょ３ちゃんねる共通編成番組

毎週月曜 ２３：００～２３：３０ （５局同時放送）
出演：キン・シオタニ、立川志の吉
人気イラストレーター、キンシオことキン・シオタニが街を散歩したり、イラストを描
いたり、若手人気落語家・立川志の吉（たてかわ・しのきち）とコラボしたり。いろいろ
やりつくすゆるシアター。番組スタートからまもなく２年、関内ホール小ホールで行われ
る立川志の吉との２回公演のコラボライブが、すぐに売り切れるほどの人気に。
五十音順の地名をめぐる企画「あいうえおの旅」は、放送エリアの拡大にあわせて旅の
目的地も大きく拡大。現在は「た行」から「な行」に順調に進行中です。キンシオの手に
かかると、観光地でも有名でもない小さな町の旅が、味わい深い大切なひとときに変わり
ます。
【関東５局共通編成番組】
月曜

「キンシオ」（ｔｖｋ）

火曜

「白黒アンジャッシュ」（チバテレ）

水曜

「ＪＯＹｎｔ！」（群馬テレビ）

木曜

「Rock to the future」（とちぎテレビ）

金曜

「玉ニュータウン」（テレ玉）
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