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東海テレビの夕方ニュースが生まれ変わる！ 
高井一アナが、17年ぶりにニュースキャスターに復帰！ 
情報番組で東海地方をくまなく歩いた高井一が「ふるさと」のニュースをお届け！ 
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写真左から）上山真未アナウンサー、高井一アナウンサー 

“ふるさと”をイチバン知る男、高井一がキャスターに 
 
高井一アナウンサーは、平成元年から平成13年までニュースのメインキャスターを務めた後、

東海テレビの情報番組『スタイルプラス』の「はじめの一歩」や『スイッチ』の「はじめまして」の
なかで東海テレビの放送エリア＝“ふるさと”を歩いて回ってきました。こんなに地元を歩いて
きたアナウンサーはどこにもいません！“ふるさと”を一番知る男なのです！ 
高井アナは、今年65歳になります。テレビ番組では若さとフレッシュさも大事ですが、今は地に

足の着いた存在感があるキャスターが求められています。“ふるさと”を誰よりも愛する高井ア
ナが、夕方ニュースに“ふるさとの風”を吹き込みます。また女性キャスターには岐阜県郡上
市出身で「ドラＨＯＴプラス」のＭＣや「祭人魂」のナレーションで経験を積んだ若手アナのホー
プ、上山真未アナウンサーが初挑戦します。 

【４月改編】 
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＜コンセプト＞ 
『ニュースの現場から“ふるさと”を伝える』 
 
①高井キャスターが伝える“ふるさと密着”ニュース 
東海３県をくまなく訪れた高井キャスターが、事件や事故、政治だけではなく、ふるさとの生活、文化、伝統、
風習など暮らしに密着したニュースを各地で見聞きした自らの体験を交え、伝えます。 
②高井キャスターが視聴者とつながる 
一方通行の情報を発信するだけでなく、視聴者とのコミュニケーションを大切にしたニュースを目指します。ス
タジオの高井キャスターが簡易中継や電話を通して東海地方の皆様とつながり、“ふるさとのニュース”を発
信します。 
③高井キャスターが分かりやすくニュースを解説 
夕方のニュースのメインターゲットは、Ｆ３、Ｆ４と呼ばれる中高年層とその家族、ずばり“高井キャスターと同
じ世代”の方々です。視聴者の立場に立ち、高井キャスターのフィルターを通して、丁寧にニュースを伝えま
す。 
 
＜コーナー企画案＞ 
●「はじめのニュース」  
その日一番のニュースをいち早く、深堀りして伝えます。ただ単に出来事を伝えるだけでなく、様々な角度か
ら検証し、この地域の皆様の暮らしにどう影響するのかも含めて、分かりやすく伝えます。高井キャスターは
自身の言葉で、自分の考え方をしっかり発信します。 
●「くらしのニュース」 
“生活報道”という新たなスタイルを作ります。 
衣、食、住、健康、医療、教育、また政治、経済、事件、事故などあらゆるニュースが「暮らしにどう関わるか」
という切り口で伝えます。東海テレビの記者が足で稼いだネタを、生活者の視点で調理し、さらにスタジオの
高井キャスターとともにじっくり考えます。 
●「ふるさとタイムス」 
高井キャスターが視聴者と簡易中継や電話でつながるコーナー。 
ネットやスマートフォンの普及で、誰もが情報の発信者になれる時代です。視聴者の皆様が自ら「ふるさと特
派員」となり、撮影した画像や情報を、「ニュースＯｎｅ」を通じて発信します。各地の四季や風景、祭りや 
イベント、地元の名店や人物などの情報を募集します。 
●「平成レビュー」 
あと１年余りで幕を閉じる平成。高井キャスターは、平成元年にニュースキャスターに起用され、平成の最後
の「ラスト１年」に再登板します。高井キャスターが平成の時代に伝えた重大ニュースの数々。時を経て、今ど
うなっているのか？平成のラストイヤーに“時代”を振り返る事で改めて今を見つめ直し、次の時代を展望し
ます。 
＜取材候補＞ 
・中華航空機墜落事故（平成6年） 
・住銀名古屋支店長射殺事件（平成6年） 
・東海豪雨（平成12年） 
・御嶽山噴火（平成26年） 
・バブル時代の「トヨタ」は・・・ 
・平成元年就任の海部俊樹首相。人気絶頂期の“更迭”の真相は… 
●「生中継！“産直”ジョージ」 毎週金曜日 
 気象予報士の吉田ジョージが、東海地方の“旬”をキーワードに生中継します。季節の野菜、果物、花、ま
た魚介類や畜産物、加工品などを、畑や市場、ご当地スーパーなどに行って、地元の人たちとふれあいなが
ら、旬の情報を届けます。 
●「スポーツＯｎｅ」 
２０２０年の東京五輪へ向けて、スポーツコーナーを充実させます。メダル候補選手はもちろん、今後の活躍
が期待される若手など、地元のアスリートを応援します。また、ドラゴンズやグランパスなどプロスポーツの情
報も充実させます。 
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＜番組概要＞ 
番組タイトル：ニュースＯｎｅ（4月2日（月）よりタイトル変更） 
放送日時：毎週月曜～金曜 16:49～19:00 
（出演者） 
キャスター：高井一（東海テレビアナウンサー）、 上山真未（東海テレビアナウンサー） 
フィールドキャスター：高橋知幸（東海テレビアナウンサー）  
              杉山真一（東海テレビアナウンサー）  
              速水里彩（東海テレビアナウンサー） 
スポーツキャスター：浅田舞（月） 
コメンテーター：大谷昭宏（金） 
天気キャスター：吉田ジョージ 
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＜高井一プロフィール＞ 
1953年京都府生まれ。同志社大学卒。 
1976年東海テレビ入社。 
（これまでの主な担当番組） 
スーパーニュース 
スタイルプラス、スイッチ！ ほか 

＜上山真未プロフィール＞ 
1990年岐阜県生まれ。中京大学卒。 
2013年東海テレビ入社。 
（これまでの主な担当番組） 
ドラＨＯＴプラス 
祭人魂（ナレーター） ほか 
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＜東海テレビ感謝祭＞ 
とき：10月27日（土）、28日（日） 
ところ：栄・久屋大通公園 
（関連番組放送予定） 
10年前の開局50周年の際、「10年後に向けた
未来郵便」という企画を放送。当時、来場者の
方々に10年後の自分あるいは大切な人に向
けたメッセージをハガキに書いていただき、
4,061枚ものハガキを東海テレビが預かり、保
管。そして、10年後にあたる今年、宛先の元
へ届けるためプロジェクトチームを立ち上げ、
取材を開始。（放送日時は調整中） 

「東海テレビ開局60周年記念 
池上彰×ナゴヤ」（仮） 
放送日時：３月30日（金） 19:00～19:57 
（番組内容） 
フリージャーナリストであり、名城大学の教授でもある
池上彰が、名古屋を徹底分析し語り尽くす。名古屋は
何故、政令指定都市の中で最も魅力に欠ける街なの
か、どうすれば魅力ある都市になるのか。河村市長に
も提言をしていく。名古屋の街を愛する池上流の“愛
のメッセージ”を込めた番組。 
（出演者） 
池上彰 
土田晃之 
須田亜香里（SKE48） 
本田剛文（BOYS AND MEN） 

【開局60周年関連】 
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＜東海テレビ60周年に寄せて＞ 
 東海テレビ60周年おめでとうございます。僕たちスターダスト☆レビューは、デビューした1981年から
ずっとテレビやラジオの番組、そして主催イベントに呼んで頂いています。 
 今回この60周年応援ソングのお話を頂いた時に、「東海テレビと街との繋がり」をテーマに曲を創りた
いと思いました。 
例えば、名古屋を離れていた人がふっと街に戻ってきた時に、テレビをつけたらいつもの顔が見えたり、
街を歩きながら、或いは車の中で、ラジオから馴染みのある声が聴こえてきた時に、改めて自分の故
郷を確認するような気がします。 
 そんな風に街に自然とあり、そして街を豊かに育ててくれる放送局と、そこで笑顔で暮らす人たち。こ
のふたつの関係を、大切な人を思う気持ちに例えて歌にしてみました。 40年近くこの街で演奏してい

る僕らの、この街への愛情も感じてもらえると思います。この曲がこの街で暮らす人の笑顔を少しでも
増やせたら幸せです。 
 東海テレビ60周年本当におめでとうございます。これからも素敵な音楽と情報を僕らに発信し続けて
下さい。ありがとう。 
 

スターダスト☆レビュー 根本 要 

＜You’re My Love歌詞＞ 
You Are My Love風が語りかけるよ 
君と会ったこの街で 
思い描く未来 たとえ遠くても 
ふたりなら笑えるさ 
 
一緒にここで暮らそうって 
夕暮れの公園でそう伝えた 
うつむいて頷いた君 
夕焼けに浮かんだシルエット 
 
You Are My Love風が語りかけるよ 
君と会った故郷で 
悔やんだ日々も躓いた日も 
かけがえない宝物 

いつの間にか雨もあがって 
キラキラ光る歩道を歩けば 
水たまりふとよけるステップ 
繋ぐ手に永遠を感じて 
 
いくつかの分かれ道も 
君が夢への道しるべ Oh 
 
You Are My Love風が語りかけるよ 
君と会った故郷で 
悔やんだ日々も躓いた日も 
かけがえない宝物 
So You’re My Only One 
いつまでも 

東海テレビ開局60周年 応援ソング 
         “You ‘re My Love”（スターダスト☆レビュー）に決定！ 

東海テレビ社長会見資料 
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【その他】 
・名古屋ウィメンズマラソン2018関連 
◇第1部 
「東海テレビ開局60周年記念 名古屋ウィメンズマラソン2018」 
（フジテレビ系全国ネット：周年記念はローカルのみ） 
放送日時：３月11日（日） 9:00～11:50 
（番組内容） 
今回の名古屋ウィメンズマラソンは、東京五輪の代表決定レー
ス「マラソングランドチャンピオンシップ（通称：ＭＧＣ）」への出場
権をかけた戦い。日本を代表する選手たちが名古屋の街を疾
走する姿をリアルタイムで放送する。 
 
◇第2部 
「東海テレビ開局60周年記念 名古屋ウィメンズマラソン2018 
～女性ランナー22,000人 すべてのゴールを讃えましょう～」 
（東海地区ローカル） 
放送日時：３月11日（日） 16:00～16:55 
（番組内容） 
第２部では、一般参加ランナーたちが名古屋の街並みを駆け抜
け、ゴールする姿をたっぷりとお伝えする。 

東海テレビ社長会見資料 

・私のドキュメンタリー10の旅 
※東海テレビ制作のドキュメンタリー映画10作品を地上波初放送 
ナビゲーターは三宅民夫氏（元NHKアナウンサー） 
◇第４弾 
「東海テレビ開局60周年記念 
約束～名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯～」（仮） 
（東海地区ローカル） 
放送日時：３月31日（土） 14:00～17:00 
（番組内容） 
昭和36年「名張毒ぶどう酒事件」が起こった。逮捕された奥西勝

は、再審を求め続けながらも無念の死を遂げた。塀の中の奥西
の姿や彼を取り巻く人々を仲代達矢や樹木希林ほか豪華俳優
陣が演じる。 
 
◇第５弾 
「東海テレビ開局60周年記念 
ホームレス理事長～退学球児再生計画～」（仮） 
（東海地区ローカル） 
放送日時：４月放送予定 
（番組内容） 
廃校になった知多市の県立高校。ドロップアウトした“元高校球
児”の再チャレンジを掲げたＮＰＯの理事長・山田豪。赤字経営が
続き私生活も苦しく、家賃滞納からアパートを追われ、ネットカ
フェを転々とする。それでも、日夜金策に走り回り・・・そして、いつ
の日か、人生の“大逆転”を狙っている。 



「＜オトナの土ドラ＞いつまでも白い羽根」 
（フジテレビ系全国ネット） 
放送日時：４月７日（土）スタート 23:40～24:35 
（番組内容） 
大学入試に失敗し、すべりどめの看護学校に通うこと
になった主人公、木崎瑠美（新川優愛）。看護師にな
りたいわけでもなく、いつ辞めようか、もう一度国立大
を受験しようかと迷いながらとりあえず実習に通う
日々。でも、様々な世代の個性的な仲間との出会い
や、初恋、そして命に限りのある患者たちとの向き合
いの中で、瑠美は新しい自分に気付き、やがて看護
師を目指していくことに… 
（出演者） 
新川優愛、伊藤沙莉、加藤雅也 ほか 
 
 
「ご本人をさらに深掘り！ニュースな主役」（仮） 
（フジテレビ系全国ネット） 
放送日時：３月31日（土） 23:40～24:35 
（番組内容） 
世間で注目を浴びる大ニュースの陰で見逃されてい
る数々のニュース…その主役を小籔千豊と加藤綾子

が直撃！知られざる衝撃事実やドラマに迫る深堀り
型ニュースバラエティー。 
（出演者） 
小籔千豊、加藤綾子 ほか 
 
 
「沈黙の村～名張毒ぶどう酒事件から57年～」（仮） 
（東海地区ローカル） 
放送日時： 4月放送予定 
（番組内容） 
東海テレビが「名張毒ぶどう酒事件」の報道を続けて
40年。７作目となる今回のドキュメンタリーのテーマは

「村」。事件から半世紀。なぜ事件が起きたのか？奥
西勝の逮捕後、村人の証言が変わったのは何故か？
事件に翻弄された奥西と妹、そして村人たちの葛藤を
描く。 
 
 
プロ野球中継「中日×巨人」 
（ナゴヤドーム本拠地開幕戦） 
放送日時： ４月３日（火）生中継 19:00～20:54（予定） 
（東海地区ローカル） 
 
※今季のドラゴンズ戦の中継は計27本を予定。 

7 

東海テレビ社長会見資料 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

