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報道各位  
 

 

【【TTOOKKYYOO  FFMM  22002211 年年春春のの番番組組改改編編】】  
個個性性豊豊かかなな顔顔ぶぶれれがが、、TTOOKKYYOO  FFMM にに集集結結！！  

ブブラランンドドププロロミミスス““LLiiffee  TTiimmee  AAuuddiioo””をを共共にに奏奏ででるる、、春春のの新新番番組組ススタターートト！！  
  

▶▶朝朝 66 時時、、生生ワワイイドド番番組組『『OONNEE  MMOORRNNIINNGG』』、、新新 MMCC ユユーージジ＆＆吉吉田田明明世世がが就就任任！！  

▶▶夜夜 2200 時時、、““歴歴史史発発想想””でで今今をを読読みみ解解くく新新ニニュューースス番番組組『『NNeewwss  SSaappiieennss』』始始動動！！  

    山山極極壽壽一一、、辻辻田田真真佐佐憲憲、、明明石石ガガククトト、、永永濱濱利利廣廣、、中中野野信信子子がが曜曜日日替替わわりり解解説説者者  

▶▶1100 代代番番組組『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』はは、、GGIIRRLLSS 枠枠復復活活＆＆新新アアーーテティィスストト講講師師！！  

SSNNSS 世世代代人人気気のの山山之之内内すすずず、、森森七七菜菜、、上上白白石石萌萌歌歌、、景景井井ひひなな  SSOOLL にに仲仲間間入入りり！！  

アアーーテティィスストト新新講講師師ににアアイイナナ・・ジジ・・エエンンドド、、ｓｓｕｕｍｍｉｉｋｋａａ、、乃乃木木坂坂 4466・・賀賀喜喜遥遥香香登登場場！！  

▶▶八八嶋嶋智智人人、、内内田田理理央央、、日日向向坂坂 4466・・小小坂坂菜菜緒緒、、乃乃木木坂坂 4466・・清清宮宮レレイイ＆＆松松尾尾美美祐祐、、  

川川上上洋洋平平  [[AAlleexxaannddrrooss]]、、青青木木源源太太＆＆足足立立梨梨花花、、ホホラランン千千秋秋  ほほかか新新番番組組ススタターートト！！  

 

TOKYO FM では、2021 年 4 月の番組改編を実施します。昨年より掲げている当社ブランドプロミス、

「Life Time Audio 80.0」のもと、「伝わる言葉と心に届く音楽で、生活者の日々を豊かにするオーディオ・コ

ンテンツを常に発信しながら、リスナーの人生に寄り添い、共に心豊かな物語を紡いでいく存在でありた

い」というステーション像のさらなる具現化を目指し、この春から新たな顔ぶれの番組を編成いたします。 

4 月番組改編の主たるポイントは、①平日朝帯と夜帯のニュースワイド番組を強化、②『SCHOOL OF 

LOCK!』のラインナップ刷新、③オーディオプラットフォーム「AuDee（オーディー）」との連動コンテンツ増強

の 3つを掲げ、多様化するリスナーの趣向やライフスタイルに合わせた新番組がスタートします。 

まず月曜～金曜朝 6時からの JFN全国ネット枠ニュースワイド番組『ONE MORNING』を大幅リニューア

ル。ユージ＆吉田明世が 4月 1日から新パーソナリティを担当します。共に働く子育て世代でもあり、毎朝

“生活者目線”にこだわったニュース＆情報をお届けしていきます。そして、平日夜帯にも新たなニュース

ワイドを新設、月曜～木曜 20時から新番組『News Sapiens』をスタート。今日起きたニュースを「後世の歴

史に残る今日」と捉え、明日への指針を提言するニュースプログラムです。高橋万里恵（月・火）・手島千

尋（水・木）の女性キャスターとともに、曜日替わりパートナーに霊長類学者・山極壽一、著述家・辻田真

佐憲、動画プロデューサー・明石ガクト、エコノミスト・永濱利廣、脳科学者・中野信子といった各ジャンル

の第一線で活躍する論客陣を迎え、独自目線でニュース解説と明日へのヒントを発信していきます。 

平日 22時からの 10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』では、4月から“講師陣”の大幅リニュー

アルを図ります。『アーティスト LOCKS!』枠には、アイナ・ジ・エンド（BiSH）、sumika、乃木坂 46・賀喜遥香

が新講師として登場。さらに、人気女優が週替わりで出演する『GIRLS LOCKS!』枠が復活し、山之内すず、

森七菜、上白石萌歌（adieu）、景井ひなといった SNS世代に絶大な人気を誇る期待の 4名が新たに仲間

入りします。 

ほかにも、八嶋智人、内田理央、日向坂 46・小坂菜緒、乃木坂 46・清宮レイ＆松尾美佑、川上洋平 

[Alexandros]、青木源太＆足立梨花、ホラン千秋といった発信力が高く個性豊かな新パーソナリティを迎

え、カルチャー志向が高いリスナーの感性を刺激する期待の新番組をお届けしていきます。 

これら新番組は TOKYO FM/JFNのオーディオプラットフォーム「AuDee（オーディー）」との連動を図り、

オリジナル配信コンテンツの拡充を続け、新しいオーディオライフの楽しみ方を提供してまいります。なお、

2021年 4月の番組改編率は、22％となります（新番組・出演者変更を含む）。4月からの TOKYO FMにご

期待ください。 
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◆ 朝のニュースワイド刷新！ユージ＆吉田明世が新パーソナリティ！  

『ONE MORNING』 

（月～金 6:00-9:00） 
「それぞれの朝に、それぞれの価値観を」をコンセプトに、多

様なリスナー（生活者）のライフスタイルへ、新しい一つの価値

観を提案しシェアしていく朝のジャーナルプログラム『ONE 

MORNING』。この春で番組は3年目を迎え、新たなパーソナリテ

ィを迎えます。モデル・タレントとして活躍する一方、3 児の父で

もあるユージ、フリーアナウンサーで 2児の母でもある吉田明世

の働く子育て世代の 2人が 4月 1日（木）より就任します！今ま

で以上に“生活現場”の声に耳を傾け寄り添いながらニュースを

お届けする新生『ONE MORNING』をどうぞお楽しみに！ 
 

◆ 平日 20時、歴史発想で「今」を読み解く新ニュースワイド始動！  

『News Sapiens』 

（月～木 20:00-21:00） 
新型コロナウイルスにより一変した世界で広まった「新しい生

活様式」に始まり、第四次産業革命、AIの発展など、目まぐるしく

変化を続ける現代。その中を生きるビジネス世代へ届ける新し

いニュースワイド番組『News Sapiens』がスタートします。これま

での「歴史」をヒントに「今、世の中で何が起こっているのか」をひ

も解いていくこの番組では、人類学者・山極壽一や近現代史研

究者の辻田真佐憲、動画プロデューサーで「ONE MEDIA」代表・

明石ガクト、エコノミスト・永濱利廣、脳科学者・中野信子ら曜日

替わりパートナーがニュースの裏にある歴史を読み解き、解説を

していきます。高橋万里恵と手島千尋が曜日替わりでアンカーを

つとめます。 
 

◆ アイナ・ジ・エンド(BiSH)、sumika、乃木坂 46・賀喜遥香がレギュラー講師！ 

山之内すず、森七菜、上白石萌歌、景井ひなの『GIRLS LOCKS!』も開始!! 

『SCHOOL OF LOCK!』 

（月～金 22:00-23:55） 

“未来の鍵を握るラジオの中の学校”をコンセプトに

平日毎日夜 22 時から放送中の番組『SCHOOL OF 

LOCK!』では、この春新レギュラー出演者を迎えます。

アーティスト講師には、10 代を中心に絶大な人気を誇

るBiSHのアイナ・ジ・エンド、4人組バンド sumika、乃木

坂 46・賀喜遥香を迎えるほか、復活する『GIRLS 

LOCKS!』に、山之内すず、森七菜、上白石萌歌（adieu）、

景井ひなの 4人が週替わりで登場します！ 

『SCHOOL OF LOCK! 教育委員会』 

（金 23:00-23:55） 

平日の終わり、金曜日の夜にだけ開かれる“教育委員会”。「とーやま

校長」として『SCHOOL OF LOCK!』で 10年間パーソナリティ経験を持つ

遠山大輔（グランジ）が「とーやま委員」として、社会で活躍し励みもがく

若い世代の思いに耳を傾け、明日からのヒントを探っていきます。 
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◆日向坂46小坂菜緒、内田理央、川上洋平 [Alexandros]、八嶋智人ほか、新番組が続々！ 
このほかにも TOKYO FMではこの春、新出演者・新番組が続々と登場します。 

4月 1日（金）夕方 18時 30分からは、女優としても活躍するモデル・内田理央がパーソナリティをつとめる新

番組『Qoo10 presents 内田理央の 明日、なに着よ？』。20時 30分からは乃木坂 46の 4期生・清宮レイと松

尾美佑の初単独パーソナリティ番組『ベルク presents 乃木坂 46 の乃木坂に相談だ！』。また、同じく毎週金

曜 19 時からは、日向坂 46・小坂菜緒の初単独パーソナリティ番組『星のドラゴンクエスト presents 日向坂 46 

小坂菜緒の「小坂なラジオ」』が放送開始します。 

さらに、土曜午後 15 時からは人気バンド［Alexandros］のボーカル・川上洋平による新番組『おと、をかし』を

はじめ、深夜 25時からはウクレレ界注目の若手プレーヤー名渡山遼の新番組『名渡山遼のウクレレテラス』や、

日曜朝 7 時 30 分からはフリーアナウンサー・青木源太とタレント・足立梨花の新番組『青木源太・足立梨花 

Sunday Collection』、日曜 12時からホラン千秋の『apollostation Drive Discovery PRESS』がスタートするなど、

様々なジャンルに秀でた新出演者が登場します。 

以下、2021年 4月改編の主な新番組・新出演者・リニューアル番組をご紹介します。 

 

新 番 組・新 出 演 者 

『ONE MORNING』  
（JFN38局フルネット ※一部ローカル）  
◇放送時間  ： 月-金曜日 6:00-9:00  

◇出演者   ： ユージ 吉田明世 ＜出演者変更＞ 

「それぞれの朝に、それぞれの価値観を」をコンセプトに、

多様なリスナー（生活者）のライフスタイルへ、新しい一つの

価値観を提案しシェアしていく朝のジャーナルプログラム

『ONE MORNING』。新たなパーソナリティ・ユージ＆吉田明世

の働く子育て世代コンビが、フレッシュなニュースを“生活者

目線”でお届けしていきます。 

 
                                      ◇◇◇ 

『News Sapiens』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 月-木曜日 20:00-21:00  

◇出演者   ： （月・火）高橋万里恵 （水・木）手島千尋 

◇曜日替わりパートナー：（月）山極壽一 辻田真佐憲(各 2回担当) 

  （火）明石ガクト （水）永濱利廣 （木）中野信子 

新型コロナウイルスにより一変した世界、第四次産業革命、

AI の発展など、目まぐるしく変化を続ける現代を生きるビジネ

ス世代へ届ける新しいニュースワイド番組。高橋万里恵と手

島千尋のキャスターと、人類学者・山極壽一や近現代史研究

者の辻田真佐憲、動画プロデューサーで「ONE MEDIA」代表・

明石ガクトなど各界のフロントランナーによる曜日替わりコメン

テーターが、これまでの「歴史」をヒントに「今、世の中で何が

起こっているのか」をひも解いていきます。 

 

 
                                      ◇◇◇ 

『SCHOOL OF LOCK!』 
（JFN38局フルネット ※一部ローカル）  
◇放送時間  ： 月-金曜日 22:00-23:55  

◇出演者   ： さかた校長 こもり教頭 

“全国の 10代の未来の鍵を握るラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』。16年目を迎え、この 4月か

らこの春新レギュラー出演者を迎えます。アーティスト講師には、10 代を中心に絶大な人気を誇る BiSH の



 

PRESS RELEASE 

                                 2021年 3月 25日 

4/10 

アイナ・ジ・エンド、4人組ロックバンド sumika、乃木坂 46・賀喜遥香を迎え、さらに、『GIRLS LOCKS!』として、

山之内すず、森七菜、上白石萌歌（adieu）、景井ひなの 4 人が週替わりで登場します！そして、毎週金曜

23:00 からは『SCHOOL OF LOCK!』から巣立ち社会へ羽ばたいていった世代と繋がる新たな番組

『SCHOOL OF LOCK! 教育委員会』もスタート。「とーやま校長」として 10年間にわたり 10代と向き合ってき

た遠山大輔（グランジ）がパーソナリティをつとめます。 

 

『GIRLS LOCKS!』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 月-木曜日 22:15-22:30  

◇出演者   ： （第 1週）山之内すず （第 2週）森七菜 

  （第 3週）上白石萌歌（adieu） （第 4週）景井ひな 

『アイナ LOCKS!』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 月曜日 23:10-23:30  

◇出演者   ： アイナ・ジ・エンド（BiSH） 

『sumika LOCKS!』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 火曜日 23:10-23:30  

◇出演者   ： sumika 

『乃木坂 LOCKS!』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 木曜日 23:10-23:30  

◇出演者   ： 賀喜遥香（乃木坂 46） 

『SCHOOL OF LOCK! 教育委員会』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 金曜日 23:00-23:55  

◇出演者   ： とーやま委員（グランジ・遠山大輔） 

 

                                      ◇◇◇ 

『THE TRAD』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 月-木曜日 15:00-16:50  

◇出演者   ： （月・火）稲垣吾郎 吉田明世 

  （水・木）ハマ・オカモト 中川絵美里＜新出演者＞ 

架空のレコード店『THE TRAD』を舞台に、「上質な音楽を、じっくり味わう。」を

コンセプトに番組独自の名曲特集をお届けする番組。店長の稲垣吾郎と専属店

員の吉田明世が月・火曜、副店長のハマ・オカモトとこの春からの新・専属店員

の中川絵美里が水・木曜のパーソナリティをつとめます。各音楽ジャンルに秀で

たマイスターの極上選曲から、映画やエンタメの最前線で活躍するゲストとの文

化談議まで、上質な音楽とトークで平日午後をゆったりと彩るひとときをお届けし

ていきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『サステナ＊デイズ』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 木曜日 11:30-13:00  

◇出演者   ： 高根枝里 ＜新出演者＞ 

毎週木曜昼11時30分から放送中の『サステナ*デイズ』。4月からはアートマ

ネジメント・キュレーションの分野で活躍する高根枝里を新パーソナリティに迎

えます。「持続可能な開発目標＝SDGs」の17のゴールに真摯に取り組む様々な企業の事業活動を応援し、
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社会変革のアクションに目を向けていきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『SUZUKI No.1 Factory』  
（JFN38局フルネット ※一部時間違い）  
◇放送時間  ： 月-木曜日 16:50-17:00  

◇出演者   ： 八嶋智人 

俳優・八嶋智人がパーソナリティをつとめる新番組『SUZUKI No.1 Factory』。音楽・

映画・漫画・アニメ・グルメ・スポーツなど、様々なジャンルで現在・過去に「No.1」とな

ったトピックを毎日ピックアップ。その裏にあるエピソードと共に、栄光の No.1 ストーリ

ーや、明日話したくなるトリビアを紹介していきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『杉崎智介 SHOW』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 木曜日 28:00-28:30  

◇出演者   ： 杉崎智介 ReeSya 

ラジオパーソナリティをはじめ、歌手などの様々な顔を持つ 

杉崎智介と ReeSyaが、リスナーのみなさんをラジオドラマの世界へと誘い、 

その魅力やエピソードなどをお送りしていくオーディオエンターテイメント番組。

杉崎智介脚本による真夜中の神秘体験、ラジオドラマの世界をとくとご堪能

ください。 

 

                                      ◇◇◇ 

『川井郁子 Unframed notes』  
（2局ネット） 
◇放送時間  ： 金曜日 18:00-18:25  

◇出演者   ： 川井郁子 

ジャンルを超えた音楽を奏で続けているヴァイオリニストで作曲家

の川井郁子がパーソナリティとなり、枠や型にとらわれない

=Unframed（アンフレームド）なモノ、コト、ヒトについて考え、既成概

念から解き放たれた視点でお届けします。国や性別、年齢、民族、ジ

ャンル…、さまざまな枠を超えることで、新たな可能性が出てくるは

ず。独自の視点で選曲した Unframedな音楽もお届けします。 

 

                                      ◇◇◇ 

『Qoo10 presents 内田理央の 明日、なに着よ？』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 金曜日 18:30-19:00  

◇出演者   ： 内田理央 

「今ドキ女子のリアルな金曜 18:30 を再現」をコンセプトに内田理央が、リ

スナーと交流したり、時にはゲストを迎えてのトークをお届けする新番組。

「華の金曜日」でもお家でまったりしたり、ドラマを観たり…そんな今ドキの

20代・30代の女子たちの日常を垣間見ることができる番組です。 
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                                      ◇◇◇ 

『星のドラゴンクエスト presents 日向坂 46 小坂菜緒

の「小坂なラジオ」』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 金曜日 19:30-19:55  

◇出演者   ： 小坂菜緒（日向坂 46） 

日向坂 46 小坂菜緒、初のソロラジオがスタート！小坂菜緒が気になることや自 

身のことなどを自由にトークをしたり、リスナーからメールを募集・紹介したり して

いきます。今後やっていきたいテーマも番組内で決めていくかも！？どんな 番組

になっていくのか…ご期待ください！ 

 

                                      ◇◇◇ 

『ベルク presents 乃木坂 46の乃木坂に相談だ！』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 金曜日 20:30-20:55  

◇出演者   ： 清宮レイ 松尾美佑（乃木坂 46） 

乃木坂 46 の 4 期生、清宮レイと松尾美佑の新レギュラー番組『ベルク 

presents 乃木坂 46 の乃木坂に相談だ！』は、10 代のふたりが同世代から

大人まで、幅広い世代のどんな相談にものっていくラジオ番組です。時には

「それって相談じゃなくてオーダーじゃない？」といった無茶な相談にもチャレ

ンジしていきます。  

 

                                     ◇◇◇   

『レディークラウド』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 土曜日 5:00-5:55  

◇出演者   ： 武田舞彩 上野智子 

サブスクリプションサービスの台頭によって、音楽の聴き方も変化してきた今、ラジオだからこそ味わえ

る“共感”とサブスクリプション的な音楽聴取を融合させてお届けする番組。様々な楽曲を、解説や制作秘

話も交えて紹介していきます。 

 

                                      ◇◇◇  

『アース製薬 Dream Shot 輝け！ゴルファー』  
（2局ネット）  
◇放送時間  ： 土曜日 7:30-7:55  

◇出演者   ： 秋山真凛 ＜新出演者＞ 

ゴルフツアーで活躍するトッププロから、ニューフェイスまで、夢に向かって励む女子

プロゴルファーと、彼女たちを支える人々の思い、最新ゴルフ情報を届ける番組。2021

年 4月からは、新パーソナリティに秋山真凛を迎えてお送りしていきます。 

 

                                      ◇◇◇  

『SBI損保 presents TOKYO こども TIMES』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 9:55-10:00  

◇出演者   ： 杉浦太陽 

杉浦太陽がパーソナリティをつとめる新番組『TOKYO こども TIMES』。「パパママと KIDSの会話の架け

橋に」をコンセプトに、保育園、幼稚園、学校の子供たちの間で流行っているもの、子どもたちが考えてい

ること、さらに話題の子ども向け玩具やイベントから、いろんなジャンルで活躍するスーパーキッズまで、

子どもに関するトピック をご紹介していきます。 

                                      ◇◇◇  
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『日本生命 presents パートナーズ！～私と僕の明日

物語～』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 11:30-11:55  

学校を経て社会人になると、十人十色のそれぞれの“未来”を歩みます。この番組は、とある食品輸入会社

で働く 6 人の男女の“人生の 1 シーン”にフォーカスするラジオドラマです。社員の人生に訪れる様々な転機、

喜び、葛藤、困難へのチャレンジなど、働く人へ、ほんの細やかな気づきと共感をドラマ仕立てでお送りします。 

 

                                      ◇◇◇  

『おと、をかし』  
（JFN38局フルネット）  
◇放送時間  ： 土曜日 15:00-15:30 

◇出演者   ： 川上洋平 [Alexandros] 

人気ロックバンド[Alexandros]のフロントマンでもある川上洋平が、自身の真ん中に

ある“音楽”をラジオで放つ新番組。毎週ひとつのテーマを掲げ、川上自らが選曲す

る国内外の珠玉の名曲、ドライブ好きな一面からドライブミュージック、映画好きな一

面から名作サウンドトラック…そしてアーティストという一面から自身のバンド 

[Alexandros] の楽曲をはじめ、土曜 15時にぴったりなこだわりのミュージックトークを

繰り広げます。 

 

                                      ◇◇◇  

『一建設 presents おうちのはなし』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 土曜日 17:55-18:00 

◇出演者   ： 髙橋ひかる 

憧れの住宅メーカーに就職したばかりの 22 歳の新人社員、籠宮ユリカを主人公に

したラジオドラマです。大工の棟梁だった祖父の影響で志した、念願の「おうち」に関

わる仕事の第一歩を歩みはじめた主人公。仕事を通じて、彼女が出会う人々の「おう

ちのはなし」を毎週お届けします。主人公を、女優の髙橋ひかるが演じます。 

 

                                      ◇◇◇  

『東京カレンダーRADIO～AuDeeダイジェスト～』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 22:55-23:00 

 “都会の大人向けライフスタイルメディア”『東京カレンダー』と TOKYO FM がタッグを組みAuDeeで配信

中の人気コンテンツ『東京カレンダーRADIO』のダイジェスト版をお届けします。  

 

                                      ◇◇◇  

『名渡山遼のウクレレテラス』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 24:30-25:00 

◇出演者   ： 名渡山遼 

ウクレレシーンに新たな風を呼び起こす、若手プレイヤーの中で

も人気大注目の名渡山遼がパーソナリティをつとめる新番組『名渡

山遼のウクレレテラス』が放送開始します。土曜の夜、一番ゆったり

したいこの時間に、ウクレレの響きと温かいトークで、日々の疲れを

癒やす時間をお届けしていきます。 
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                                      ◇◇◇  

『NIGHT DIVER』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 26:00-26:30 

◇出演者   ： カツセマサヒコ 

土曜日の深夜、ライター・小説家のカツセマサヒコと「東京の夜」に潜ってい

く 30 分。注目の音楽や映画、小説といったエンタメ作品から、街に溢れる喧騒

や何気ない生活音まで、 あらゆるコンテンツやカルチャーにダイブして、リス

ナーを「想像」と「創造」に駆り立てていく。放送楽曲もカツセ自らが「夜」をテー

マにセレクト。初となる DJ としての活躍にも、こうご期待！ 

 

                                      ◇◇◇  

『ハラミちゃんのハラミファソ Radio♪』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 6:00-6:30 

◇出演者   ： ハラミちゃん 

YouTube から火が着き、活動 1 年半で総再生回数 2 億回超、チャン

ネル登録者数 122 万人を突破したポップピアニスト・ハラミちゃんのラジ

オ番組がスタート！楽器の王様とも言われる「ピアノ」をもっと身近に感

じられる音楽トーク満載の 30 分で、ときには即興やセッションも聴ける

かも！？ 

 

                                      ◇◇◇  

『青木源太・足立梨花 Sunday Collection』  
（JFN38局フルネット ※一部時間違い）  
◇放送時間  ： 日曜日 7:30-7:55 

◇出演者   ： 青木源太 足立梨花 

フリーアナウンサーの青木源太と、女優としても活躍するタ

レント・足立梨花が、日本を良くするために日々取り組まれてい

る政策を、学んでコレクションしていく新番組『青木源太・足立

梨花 Sunday Collection』がスタート！各省庁の政策担当者ら

を招き、日本の課題やその解決策を伺い、明日を良くするため

の様々な取り組みをポップにお伝えしていきます。 

 

                                      ◇◇◇  

『apollostation Drive Discovery PRESS』  
（JFN38局フルネット）  
◇放送時間  ： 日曜日 12:00-12:25 

◇出演者   ： ホラン千秋 

ホラン千秋がパーソナリティをつとめる新番組『apollostation Drive Discovery 

PRESS』。この番組では、「ラジオの中の編集部」を舞台に、全国の食べ物やスポット

など、様々な“良いもの”を探していく番組です。遠出が難しいこのご時世だからこそ、

ラジオから全国津々浦々の情報をお届けしていきます。 
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                                      ◇◇◇  

『ENGLISH JUKEBOX』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 20:30-20:55 

◇出演者   ： 加藤友朗 大石絵理 ＜新出演者＞ 

洋楽ヒット曲のワンフレーズから英語を学んでいく音楽教養プログラム。

アメリカで活動している外科医の加藤友朗と、この 4 月からアシスタント

に就任する大石絵理が「音楽×英語」の世界へご案内します。 

 

                                      ◇◇◇  

『トゥルークライム アメリカ殺人鬼ファイル～AuDee ダイジェスト

～』 
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 22:55-23:00 

◇出演者   ： 大谷亮平 谷山紀章 

俳優・大谷亮平と声優・谷山紀章がお届けしている、AuDee 独占配信中のコンテ

ンツ『トゥルークライム アメリカ殺人鬼ファイル』をダイジェストでお届けします。 

 

 

       時間変更 
 

 

 

『和楽器バンド鈴華ゆう子の日本が好きになっちゃうラジオ』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 月曜日 5:00-5:30 （※金曜日 19:00-19:30から時間移動） 

◇出演者    ： 鈴華ゆう子 

                                      ◇◇◇ 

『LiSA LOCKS!』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 水曜日 23:10-23:30 （※金曜日 23:00-23:27から時間移動） 

◇出演者    ： LiSA 

                                      ◇◇◇ 

『ヘアメイク河北裕介のBe Yourself』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 金曜日 19:00-19:30 （※金曜日 19:30-19:55から時間移動） 

◇出演者    ： 河北裕介 

                                      ◇◇◇ 

『サカナ LOCKS!』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 金曜日 22:30-22:50 （※金曜日 23:27-23:55から時間移動） 

◇出演者    ： サカナクション 

                                      ◇◇◇ 

『柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by DAIYAME』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 木曜日 27:00-27:30 （※木曜日 28:00-28:30から時間移動） 

◇出演者    ： 柏木由紀（AKB48） 

                                      ◇◇◇ 

『SEKAI NO OWARI “The House”』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 土曜日 22:30-22:55 （※日曜日 12:00-12:25から時間移動） 

◇出演者    ： SEKAI NO OWARI 

                                      ◇◇◇ 
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『Tokyo Midtown presents The Lifestyle MUSEUM』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 土曜日 25:00-25:30 （※金曜日 18:30-19:00から時間移動） 

◇出演者    ： ピーター・バラカン 柴田幸子 

                                      ◇◇◇ 

『食べるラジオ』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 日曜日 24:30-25:00 （※土曜日 22:30-22:55から時間移動） 

◇出演者    ： 植野広生（dancyu編集長） 

 

以上 


