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【１】年末特別番組 

■ＨＯＴ ＷＡＶＥ ももいろクローバーＺ ももクリ直前スペシャル 

 １２月２３日（火・祝）１９：００～２１：００ 

 テレ玉の音楽番組「ＨＯＴ ＷＡＶＥ」のクリスマス特番「ＨＯＴ ＷＡＶＥ ももいろクローバー

Ｚ ももクリ直前スペシャル」を１２月２３日（火・祝）１９時～２１時の２時間にわたり放送しま

す！国立競技場、西武ドーム、日産スタジアムなどのライブの話も！様々なことがあった２０１４

年のももクロを振り返ります。 

 

出演／ももいろクローバーＺ 

ＭＣ：山本昇 

 

 

 

 

 

 

■よしもと大宮芸人大集合！大宮セブン爆笑ライブ 

１２月３０日（火）１８：００～１８：５５ 

大宮ラクーンよしもと劇場とテレ玉がコラボレーション！劇場を代表する７組の芸人“大宮セブ

ン” が漫才やコントを披露！そしてＭＣを務める人気お笑いコンビ・しずるが大宮セブンを振り回

します！さいたまを拠点とする芸人たちがどんな笑いを巻き起こすのか！！さらにコーナーゲスト

には千鳥、パンサーといった大人気芸人も登場！ 

出演／ＭＣ：しずる 

大宮セブン（犬の心、ＧＡＧ少年楽団、ブロードキャスト!!、えんにち、 

マヂカルラブリー、サカイスト、タモンズ） 

   ゲスト：千鳥、パンサー 

 

 

 

 

 

 

２０１４～２０１５年  

テレ玉 年末年始特番＆新番組のお知らせ 
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■Ｏｌｅ！アルディージャ スペシャル 

１２月２６日（金）２２：００～２２：３０ 

【再】１２月２７日（土）７：００～７：３０ 

選手のインタビューと共に激動の今シーズンを徹底的に振り返る

３０分！そして、来季のアルディージャを展望します！ 

出演／山田泰三、伊藤京子 

 

 

■ＲＥＤＳ ＴＶ ＧＧＲ スペシャル 

１２月３１日（金）２１：００～２２：３０ 

トップチームは今季も激しい上位争いを繰り広げ、レディースは

５年ぶりのリーグ優勝を果たした浦和レッズ！激闘を戦い抜いた選

手たちの１年間を振り返り、そして来季に向けた浦和レッズの姿を

拡大版でお送りします。 

出演／水内猛、時田愛梨 

 

 

 

■ライオンズチャンネル 年末特大号 

１２月２９日（月）１８：００～１８：５５ 

来季に向けて動き出した新生ライオンズ。 

年末特大号では選手をゲストに迎え２０１４シーズンのホームゲー

ムを振り返ります。２０１４シーズンのベストゲームとは？ 

出演／上野晃、中村果生莉、平尾博嗣 

 

■２０１４アマチュアスポーツこの１年 

１２月２４日（水）２０：００～２１：００ 

夏の高校野球や高校サッカー、高校ラグビーなど、県内を沸かせたアマチュアスポーツ感動のシ

ーンを振り返ります。 

 

■高校ラグビー 壮行特番 

 「ＫＥＥＰ ＣＨＡＮＧＩＮＧ ～深谷高校ラグビー部 全国制覇に向かって～」 

１２月２４日（水）２１：００～２１：３０ 

 

■高校サッカー 壮行特番 

 「Ｆｏｒ ｔｈｅ ｔｅａｍ ～昌平 初優勝への軌跡～」 

１２月２７日（土）１９：００～１９：３０ 
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■秩父神社御鎮座二千百年奉祝番組 

 「風土の祭り 秩父神社の例大祭」 

 １２月３０日（火）１９：３０～２０：００ 

 秩父夜祭は秩父神社の例大祭。その秩父神社は、今年御鎮座２１００年を迎えました。番組では

華麗に繰り広げられた秩父夜祭と秩父神社で行われた奉祝行事を追いながら秩父と祭り、神社の存

在に迫ります。 

 

■報道特別番組２０１４  

「埼玉この一年を振り返る」 

１２月３１日（水）１７：３０～１８：３０ 

テレ玉報道部がお伝えした今年の様々なニュースから、２０１４年の埼玉を振り返ります。 

 

 

「サクラモヒラ １９年の形」 

１２月３１日（水）１８：３０～１８：５９ 

バングラディシュで女性の就職活動支援などを行う会社「サ

クラモヒラ」の活動に密着。長い年月の活動を通し、関わる人々

にもたらした変化を追うドキュメンタリー。 

 

 

■年末映画 

「野性の証明」 

１２月３０日（火）１５：００～１７：３０ 

 高倉健主演で薬師丸ひろ子のデビュー作となったサスペンス

アクション大作。 

虐殺から少女を救った元自衛隊員が、陰謀に巻き込まれてい

く様を描く。 

出演／高倉健、薬師丸ひろ子 ほか 

 

 

「戦場にかける橋」 

１２月３１日（水）１８：５９～２０：５０ 

１９５７年に公開され、アカデミー賞を受賞した名作映画を

５いっしょ３ちゃんねる（テレ玉、群馬テレビ、とちテレ、チ

バテレ、ｔｖｋ）が共通編成！ 

戦時中、国境に架ける橋の建設を巡り、軍や捕虜たちの様々

な思惑が交錯する…。 
©1957, RENEWED 1985 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC, ALL RIGHTS RESERVED. 
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「Ｗｅ ａｒｅ ＲＥＤＳ！ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 開幕までの７日間」 

１２月３０日（火）２０：３０～２１：４５ 

 Ｊリーグクラブ史上初のドキュメンタリー映画。 

 ２０１４年春、浦和レッズのホーム開幕戦まで、あと７日間。

選手、スタッフ、サポーターは、何を想い、その７日間を過ご

してきたのか？ 

 

 

■埼玉ケーブルテレビスペシャル 

１２月２９日（月）～３１日（水）７：３０～８：００ 

１２月２９日（月）、３０日（火）１２：００～１２：３０ 

１２月３１日（水）１６：４０～１７：３０ 

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『教育対談「教えて！子ども未来教室のこと！」』／行田ケーブルテレビ『第１

２回全国藩校サミット行田大会』／ジェイコムさいたま『地域発ドキュメンタリー 農家レストラ

ン菜七色のランチタイム』／ジェイコム北関東『タウンウォッチング 草加ランキングベスト２０』

／ジェイコム熊谷『花のお嫁入り』／飯能日高テレビ『チャリティーよさこい with会津児童園』／

東松山ケーブルテレビ『zooっとアニマル！』／本庄ケーブルテレビ『章吾と正子のおじゃまでＳＨ

ＯＷ』／ゆずの里ケーブルテレビ『おでかけ★ゆずみん』／蕨ケーブルビジョン『ＶＯＩＣＥ』 

 

 

■たまたま 

１２月３１日（水）２３：３０～２４：３０ 

『水曜どうでしょう』の藤村忠寿、『ガリゲル』の西田二郎が 

お送りする「大いなるパイロット版」「実質 0円スタート」の 

前代未聞のバラエティ番組「たまたま」 

今年の年越しは「たまたま」で！ 

出演／藤村忠寿（水曜どうでしょう） 西田二郎（ガリゲル） 

 

 

 

 

 

 

 

©映画「We are REDS! THE MOVIE」製作委員会 
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【２】年始特別番組 

 

■第２４回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭 

１月１日（木）１９：００～２１：５５ 

【再】１１日（日）１９：００～２１：５５ 

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。 

出演／ゲスト歌手：千昌夫 

司会：堀尾正明、二階堂絵美 

 

 

■新春知事に聞く 

１月１日（木）９：３０～９：４５ 

上田知事に２０１５年の抱負や、新しい年の主な施策などを聞きます。 

 

 

■知ればきっと好きになる、さいたま市 

１月１日（木）９：４５～１０：００ 

 

 

■こんにちは県議会です「新春インタビュー」 

１月１日（木）１０：００～１０：３０ 

埼玉県議会の議長、副議長、各会派代表者に２０１４年の活動、年頭にあたっての抱負などを聞

きます。 

 

 

■Ｓｈａｌｌ Ｗｅ ダンス？ 

１月１日（木） １５：００～１７：２５  
１９９６年度の日本アカデミー賞で13部門を独占した大ヒッ

ト映画を放送！ 

役所広司が演じる平凡なサラリーマンが社交ダンスと出会っ

て生きる喜びを見出す姿を描くハートフル・コメディ。 

出演／役所広司、草刈民代、竹中直人、渡辺えり子 ほか 

 
 
 

© 1995 KADOKAWA 日本テレビ 博報堂 DYメディアパートナーズ 日販 
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■報道特別番組「“和”が支えた１８８日間 日本人初ＩＳＳコマンダー 若田光一さん」 

１月１日（木）１８：００～１８：３０ 

宇宙飛行士 若田光一さんが宇宙で大切にした“和”の心や活動を

語ります。 

 

 

 

■彩の国新春特番「２０１５埼玉を語る」 

１月１日（木）１８：３０～１９：００ 

上田清司埼玉県知事と池田一義埼玉りそな銀行社長の新春特別対談。埼玉県の現状や未来など大いに

語っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【２０１５年１月からの新番組のご案内】 

【３】１月からの新番組 

■街美女アルバム 5th season １月５日 放送開始！ 毎週（月）１９：５５～２０：００  

 ～シリーズ第５弾は街美女×熊谷ニットーモール～ 

 

待望の新シーズンスタート！ 

埼玉にゆかりのある美女を紹介する「街美女アルバム」。今シーズンは街美女

と熊谷ニットーモールがコラボレーション！熊谷の魅力を街美女たちが伝え

ます！好評のデータ放送企画「カワイイボタン」も継続！放送中にｄボタンを

押してみよう！ 
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■アイとトスのＬＯＶＥ働く体操 １月１０日 放送開始！ 毎週（土）１７：５５～１８：００ 

～働く人を応援！仕事の後のリフレッシュ体操！～ 

  

一生懸命働く人たちの姿と仕事、そして楽しい体操をお届け！ 

女優・柴咲コウが歌う「ＬＯＶＥ働く体操」で働く人を応援します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■欧州ワイン紀行  １月７日 放送開始！  毎週（水）２１：００～２１：２５ 

～ワインの魅力をお届けします～ 

 

欧州の美しい自然と共にワインにあう郷土料理や製造過程を紹介。ワインの魅力をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒスターダストプロモーション 
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■びったれ！！！  １月１２日 放送開始！  毎週（月）２３：００～２３：３０ 

～広島発の超庶民派 司法書士漫画 待望の実写化！～ 

 

主人公の伊武 努（いぶ つとむ）は、ちょっぴりドジなシングル

ファーザーで司法書士事務所に勤務するサラリーマン。しかし彼は

弱者が強欲な輩のせいで理不尽な目に遭っているのを見過ごすこと

が出来ない男だった！“びったれ（小心者を意味する広島弁）”とい

う言葉を聞くと、法で庶民を守る「切れ者の司法書士の顔」に！そ

して法的な手段でも動じない悪徳な輩に対しては…「脅威の裏の顔」

に変身！？ 主演・田中圭がお人好しのシングルファーザー、切れ者

の司法書士、さらに極道バージョンと脅威の三変化を熱演！ 

出演／田中圭、森カンナ ほか 

 

 

■俺旅。  １月１７日 放送開始！  毎週（土）２３：００～２３：３０ 

～旅するイケメンに密着！～ 

 

イケメン若手俳優２名×２組が世界を旅するドキュメンタリーバラエティ！ 

出演／村井良大、佐藤貴史、松田 凌、畠山 遼 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＰＡＮ ＡＭ  １月７日 放送開始！  毎週（水）２０：００～２０：５５ 

～話題の海外ドラマを本編中のＣＭなしで放送！～ 

 

栄光の１９６０年代、世界一の航空会社“パンナム”を舞台に４人のスチュワ

ーデスの活躍を描く世界中で話題のドラマ。東西対立、第二次大戦の余波などの

史実とラブストーリー、人間ドラマをハリウッド映画並みのスケール感で描いた

作品。個性的な美女たちがまとう６０年代ファッションも見どころ。 

 

 

 

Ⓒ「びったれ!!!」製作委員会 

©2012 Sony Pictures. All Rights Reserved. 

© 2015「俺旅。」 製作委員会 
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＜１月スタート アニメ＞ 

■毎週（木）２５：００～  ８日スタート！ ※１日は放送直前特番 

「みりたり！」 

   

■毎週（木）２５：０５～  ８日スタート！ 

 「艦隊これくしょん －艦これ－」 

 

■毎週（金）２３：３０～  ９日スタート！ ※２日は放送直前特番 

「アイドルマスター シンデレラガールズ」 

 

■毎週（日）１２：５５～  １１日スタート！ 

「ドアマイガーＤ」 

   

■毎週（日）２３：３０～  １１日スタート！ 

「少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR50-」 

  

■毎週（日）２４：００～  ２５日スタート！    

「ＩＳＵＣＡ」 

 

■毎週（日）２４：３０～  １１日スタート！ 

 「新妹魔王の契約者」 

 

艦隊これくしょん －艦これ－ 

みりたり！ 

Ⓒ2014「艦これ」連合艦隊司令部 

©まもウィリアムズ/一迅社・クラコウジア公国軍極東部隊

 


