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【【22001122 年年～～22001133 年年  年年末末年年始始特特別別番番組組ののごご案案内内】】 
【1】年末特別番組 
■テレ玉ドキュメンタリー 

「車椅子で大陸に挑む！～元暴走族シンガーのアメリカ横断～」 

 １２月３１日（月）１９：００～１９：５５ 

 【再】１月１日(火)１０：３０～１１：２５ 

 

暴走族の問題児が交通事故で一転、車椅子生活に。「死」

ばかり考える日々から救い出してくれたのは音楽だった。

シンガーソングライターとなった森圭一郎さんは車一台、

ギター１本で日本縦断ライブの旅を決行。東日本大震災で、

自由のきかない彼は恐怖に怯え、その気持ちを歌にした。

何度もチャリティーライブを行い東北に義援金も届けた。 

そして震災から１年後、親子の絆を１曲の歌にした。今回は

その歌を胸に、同時多発テロの悲しみが今なお残るアメリカ

に向かう。自分の音楽がどこまで通用するのか…。新たな自

分を発見する。 

その思いを新たに歌にした彼は、帰国後、被災地石巻で子ど

も達を前に歌い、メッセージを届けるのだった。 

 

 

■LIONS CHANNEL 特大号「獅子の休日～ゴルフ納会突入２時間スペシャル～」 

                                                   Produced by 栗山巧 

１２月３１日(月)２０：００～２１：５５ 

【再】１月４日(金)１５：００～１６：５５ 

埼玉西武ライオンズの選手が一堂に会して 

１年の労をねぎらう選手納会。 

栗山キャプテンの発案により、番組では普段メディア

が入れない納会とゴルフに独占密着！！ 

  

＜選手の素顔が見られるコーナー満載！＞ 

密着！選手会ゴルフ／銀・マツケンのエステ体験／ 

ルーキー達の休日／ぶっちゃけトーク部屋／突撃ファ 

ッションチェック／上本の部屋／くりやまカメラ・ 

おにざきカメラ／魅せろ！ニアピンホール！ 
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■ＲＥＤＳ ＴＶ ＧＧＲプレミアム２０１２～No.11 田中達也１２年の軌跡～ 

１２月２８日(金)１９：００～２０：００ 

【再】１２月２９日(土)１４：００～１５：００ 

レッズのワンダーボーイ田中達也。彼が歩んだ１２年間の歴

史はレッズの成長の歴史でもあった。GGRプレミアムでは今シ

ーズンでレッズを離れることになった田中達也選手を特集。

１２年間の貴重な映像、数々のゴールシーンを本人とともに

振り返ります。 

 

■Ｏｌｅ！アルディージャ３０分拡大スペシャル！ 

１２月２８日(金)２０：００～２１：００ 

【再】１２月２９日(土)７：００～８：００ 

 

アルディージャの２０１２シーズンを徹底的に振り返ると

共に、この一年間でカメラがとらえた選手の素顔や未公開

映像などを一挙大公開します。 

恒例のＮＧシーンもお見逃しなく！！ 

 

■２０１２アマチュアスポーツこの１年 

１２月２５日(火)２０：００～２１：００ 

夏の高校野球埼玉大会、全国高校サッカー県大会、全国高校ラグビー埼玉大会、全日本バ

レーボール高校選手権県予選会…ｅｔｃ。県内を沸かせたアマチュアスポーツ感動のシー

ンをお届けします。 

 

■ＷＥＥＫＥＮＤ９３０スペシャル ～２０１２県内ニュースを振り返る～ 

１２月２８日(金)２１：３０～２２：３０ 

ロンドンオリンピックで活躍した県ゆかりの選手たち。師走の県内で繰り広げられた突然

の衆議院選挙。ウイークエンド９３０年末スペシャルでは、取材担当記者の解説を交えな

がら今年の出来事を振り返ります。 

 

■ＨＡＮＡ－ＢＩ 

 １２月３１日(月)２３：００～２４：５５ 

北野武監督７作目。第５４回ベネチア国際映画祭金獅子賞受賞作品！  

不治の病に侵された妻を見舞うため張り込みの現場を離れていた西に

同僚が撃たれたという知らせが届く。妻と過ごせる残り僅かな時間の 

ために西はある重大な決心をする…。出演：ビートたけし・岸本加世子・大杉漣ほか 

（Ｃ）１９９７バンダイビジュアル・テレビ東京・ 

ＴＯＫＹＯ ＦＭ／オフィス北野 
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■ももいろクローバーＺライブ２days 放送！！ 

12 月 24 日・25 日にさいたまスーパーアリーナで行われる、人気急上昇アイドル「ももい

ろクローバーＺ」のクリスマスライブに先駆け、今年の春夏に行われた LIVEを２日連続で

地上波初放送！！ 

 

 

 

 

◎１２月２２日(土)１９：００～２１：００ 

ももクロ春の一大事 2012～横浜アリーナまさかの２DAYS 

２日目「見渡せば大パノラマ地獄」 

観客が 360°取り囲むステージで、メンバー５人のみによる濃厚なパフォーマンスが行わ

れた横浜アリーナ２日目。アンコール後の２５曲目「あの空へ向かって」は、ももクロ史

に残る感動的な場面と言われており、必見です！ 

 

◎１２月２３日(日)１９：００～２１：００ 

ももクロ夏のバカ騒ぎ Summer Dive 2012 Tour  

～最終戦～8.5西武ドーム大会 

ももクロ LIVE史上最大規模の約３万７千人を集めた夏の

西武ドーム公演。ここで、２０１２年１２月２４日・２

５日に行われる「ももいろクリスマス２０１２＠さいた

まスーパーアリーナ公演」が発表された。 

 

 

■埼玉ケーブルテレビスペシャル 

１２月２９日(土)～３１日(月) １７：００～１７：５０、１８：００～１９：００ 

埼玉県内のケーブルテレビ各局のイチオシ地域情報をお届けします！ 

 

入間ケーブルテレビ「ボンネットバスで行く入間市の文化遺産めぐり」／ 

行田ケーブルテレビ「彩の国 ケーブルテレビ情報局」／狭山ケーブルテレビ「私の街の食自慢」／ 

Ｊ：ＣＯＭさいたま「「馳走百景」～埼玉県所沢市・ところざわ焼きだんご篇～」／ 

ＪＣＮ関東「ちょっ蔵お出かけ！まちかど情報局」／ＪＣＮ埼玉「JUMPキッズ なわとびすと選手権」／ 

秩父ケーブルテレビ「私の街の食自慢」／飯能ケーブルテレビ「彩の国 ケーブルテレビ情報局」／ 

東松山ケーブルテレビ「絆２０１２～東松山と東松島～」／本庄ケーブルテレビ「本庄市民ニュース」／ 

ゆずの里ケーブルテレビ「毛呂山の流鏑馬 2012」／蕨ケーブルテレビ「塚越地区合宿通学」 
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【２】年始特別番組 

■第２２回 埼玉政財界人チャリティ歌謡祭 

１月１日(火)１９：００～２２：００ 

【再】６日(日)１９：００～２２：００ 

 

県内の政界・財界のトップリーダーによる 

歌い初めと、新年の抱負をお送りします。  

スペシャルゲストによるトーク＆ 

歌謡ショーもお楽しみください。 

 

司会：押阪 忍、二階堂 絵美 

 

 

■劇場版「機動戦士Ｚガンダム」３部作一挙放送 

～今年も埼玉県出身のガンダム芸人・土田晃之が見どころを解説！～ 

◎１月１日(火)１５：５５～１７：５０ 

「機動戦士Ζガンダム  A New Translation  -星を継ぐ者-」 

◎１月２日(水)１５：５５～１７：５０ 

「機動戦士ΖガンダムⅡ  A New Translation  -恋人たち-」 

◎１月３日(木)１５：５５～１７：５０ 

「機動戦士ΖガンダムⅢ  A New Translation  -星の鼓動は愛-」 

 

テレ玉が開局した１９７９年に誕生したＴＶアニメ「機動戦士ガンダム」 

２０１２年の新春スペシャルとして放送した「機動戦士ガンダム」劇場版３部作に引き

続き、２０１３年は劇場版「機動戦士Ｚガンダム」３部作を一挙放送！ 

そして、作品のナビゲーター役は、「ガンダム芸人」として知られる、さいたま市出身の

土田晃之さん！ガンダムへの熱い思いをユーモアたっぷりに、楽しく紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲスト歌手：大月みやこ   特別ゲスト：熊谷真実 

 

(C)創通・サンライズ 
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■さいたま市新春特番 

さいたま市スケッチ ～のびのびシティ散歩～ 

１月１日（火）９：１５～９：３０ 

清水勇人さいたま市長の新年の挨拶から始まり、今のさいたま市、これからの 

さいたま市を街巡りをしながらご紹介します。 

 

■新春知事に聞く 

１月１日（火）９：３０～９：４５ 

 

■こんにちは県議会です 新春インタビュー 

１月１日（火）１０：００～１０：３０ 

 

■新春 必殺仕事人スペシャル ２日連続放送！ 

 

 ◎“必殺・中村主水シリーズＳＰ” 

仕事人アヘン戦争へ行くー翔べ！熱気球よ香港へー 

１月２日（水）１４：００～１５：５５ 

アヘン戦争後の香港を舞台に、仕事人たちが

イギリスと中国の悪徳商人一味を相手に一万

両の大仕事をやってのける。 

 

出演：藤田まこと、菅井きん、白木万里、 

山田五十鈴、アグネス・チャンほか 

 

 ◎“必殺・中村主水シリーズＳＰ” 

世にも不思議な大仕事 主水と秀、香港マカオで大あばれ 

   １月３日（木）１４：００～１５：５５ 

主水と秀は、長崎で謎の混血女性・セシリア

から、マカオのディアロの総督殺しを頼まれ

た。依頼料はルビーと金貨。その直後、セシ

リアが修道士に拉致され、ポルトガル商船に

まで迫った主水と秀は海に転落。気がつくと、

主水はマカオの浜辺にいて・・・ 

 

出演：藤田まこと、三田村邦彦、浅芽陽子、中川安奈、菅井きん ほか 
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【【22001133 年年１１月月かかららのの新新番番組組・・リリニニュューーアアルル番番組組ののごご案案内内】】 

【３】１月からの新番組 

■業界用語の基礎知識  １月８日(火)スタート 毎週(火)２５：００～２５：３０ 

 

(テレ玉、群テレ、とちテレ、チバテレ、tvk)共同制作！ 

～ためになって、ちょっと淫靡な、禁断の教養バラエティ開講！～ 

世の中の様々な業種・業界にはその人たち

にしか分からない、便利な“業界用語”がた

くさん存在します！ここは、そんな業界用語

を学び、社会を学ぶ芸能女子学園。 

タクシーやＣＡ、刑務官など様々な現場で

用いられる「業界用語」をきっかけに、その

道で働くプロたちの人間性やプライベートを

明らかにしていきます。 

アイドル、タレント、女優、モデル、声優・・・。

これから芸能界をサバイブしていく１０人の

女生徒たちは社会の事実に驚き、戸惑いなが

らも好奇心を止めることができません！！ 

さて、このクラスの担任は、あるセクシー

な女教師。自らも数々の業界での経歴を持つこ

のセクシー教師が教鞭をふるいながら、生徒た

ちに檄を飛ばしていきます。そのセクシー教師とは果たして誰なのか--- 

 

■ＡＫＢ００４８  １月６日(日)スタート 毎週(日)２３：３０～２４：００ 

“愛に生き、会いに行くアイドルたち”の next stage始動！ 

未来のＡＫＢは歌い戦う“非合法アイドルになっていた！？”人

気アイドルグループＡＫＢ４８をモチーフにし、2012年春、話題

を呼んだアニメが帰ってくる！ 

 next stageでは first stageクライマックスで激動のデビュー

ライブを成功させた研究生メンバーを中心に「ニューシングル選

抜総選挙」、「襲名問題」、そして「センターノヴァ復活」をキーワ

ードにさらに熱いドラマが展開！ 

 さらにパワーアップした、スペースライブエンターテインメン

トにご期待ください！ 

(C)「業界用語の基礎知識」製作委員会 

（ｃ)サテライト／AKB0048製作委員会 
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■毎週(木)１８：３０～ ２４日スタート 「ハートキャッチプリキュア」 

 

■毎週(木)２５：００～ ３日スタート 「あいまいみー」 

 

■毎週(金)１８：００～ １１日スタート 「電脳コイル」 

 

■毎週(金)１８：３０～ ２５日スタート 「続 夏目友人帳」 

 

■毎週(土)１７：５５～ １２日スタート 「がんばれ！おでんくん」 

 

■毎週(土)２４：３０～ ５日スタート 

「俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる」  

 

■毎週(土)２５：３０～ １２日スタート 

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」 

 

■毎週(日)２４：００～ ６日スタート  

「みなみけ ただいま」 

 

■毎週(日)２４：３０～ １３日スタート  

「生徒会の一存 Lv.2」 

 

■毎週(日)２５：００～ １３日スタート 

「問題児たちが異世界から来るそうですよ？」  

 

■毎週(日)２５：３０～ ６日スタート「百花繚乱サムライガールズ」 

＜リニューアル番組＞ 

■ＬＩＯＮＳ ＣＨＡＮＮＥＬ 毎週(月)２２：００～２２：１５ 

新レギュラーＭＣ加入でパワーアップ！ 

１月から埼玉野球界伝説の男達が番組のレギュラーＭＣ

に決定！浦和学院高校出身・９０年代のライオンズを支え

たバッター鈴木健さん。そして大宮東高校出身・ライオン

ズの切り札。昨年現役を引退した平尾博嗣さんの２人が加

わり、番組を強力リニューアル！元選手ならではの野球に 

  対する深い洞察力で、これからのライオンズをズバッと切ります！ 

(c)磯 光雄／徳間書店・電脳コイル製作委員会 

(C)2012 葵せきな・狗神煌／ 

富士見書房／新・碧陽学園生徒会 

<生徒会の一存 Lv.2> 

鈴木健 

 

<電脳コイル> 

<攻殻機動隊> 

(C)士郎正宗・Production I..G／ 

講談社・攻殻機動隊製作委員会 

平尾博嗣 

 


