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イタリアを紹介するテレビ番組・雑誌 １０月 ①

雑誌・書籍
【グランド・オペラ】秋号 Vol 49
音楽の友社
発売日：２０１２年１０月１８日
内容：特集は、生誕 200 年記念号連続企画 はじめて聴く人、大歓迎！＜ヴェルディ＆ワーグナー＞～作品解説からベスト歌
手まで。2012 年の感覚でとらえたヴェルディの名作解説・聴きどころ、現代のヴェルディ歌手名鑑、指揮者たち…いま聞くた
めのヴェルディの情報が満載です。また、第２特集は、ヴェローナ音楽祭、ペーザロ・ロッシーニ音楽祭、マチェラ―タ音楽祭
の上演報告。美しい舞台写真とともにご紹介しています

【家庭画報】 11 月号（発売中） 世界文化社
内容：ヨーロッパの紅葉名景を訪ねて「秋彩色のタブロー」特集の中で、イタリアはドロミーティの秋の美しい景色が紹
介されています。
【美プレミアム】 秋号（発売中）
フォーシーズンズプレス
特集記事：
「王女様のレストラン in イタリア・トスカーナ」
内容：イタリアの美味なる街フィレンツェで、今話題の店 6 軒を紹介しています。
【クレア・トラベラー】 イタリア大特集 100 頁！『最も美しいイタリアへ』 文芸春秋社 （発売中）
★アマルフィ、ソレント、カプリ、ナポリ他
内容：大人気のイタリアで最も美しい海岸線、ソレントからポジターノまでを巡り、リゾート、食、極上の風景を案内す
る南イタリア極楽編。そして、ナポリ王国の重層的な文化にスポットを当てたナポリ文化編の２部構成でたっぷりとお届
けします。

テレビ・ラジオ 番組
【リラックス・タイム 癒しの世界遺産
イタリア永遠の都 ローマ】 TwellV
★ローマ
２０１２年１０月５日（金）
、１１日 １８：３０～１９：００
１０月１０日（水） １８：００～１８：３０
内容：世界遺産をメインに各地の観光名所、美しい風景をご紹介。世界各国の世界遺産の姿を通じて、歴史、そして美し
き風景の時間旅行に出かけます。今回はイタリア編。紀元前 7 世紀後半から 6 世紀にかけ、都市が築かれて以来 2600 年
の歴史を持つローマ。フォロ・ロマーノ、コロッセオ、トレヴィの泉など、
「ローマ歴史地区」の遺跡を巡ります。
【ここがみどころ！ヨーロッパサッカー観戦ガイド】
★ミラノ、インテル
２０１２年１０月５日（金） ２１：００～２１：５０
NIHK BS１
内容：日本選手が多数活躍し、注目のヨーロッパサッカー。イングランド、イタリア、ドイツ各リーグの見どころを網羅。
香川やイタリア・セリエ A のミラノ・インテルの長友などを特集、今季の楽しみ方をお伝えします。
【知っとこ！】
２０１２年１０月６日（土） ８：００～９：２５

TBS１ 地上波

★ローマ
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内容：イタリア・ローマで絶品パスタとピッツァをいただきます。
【世界ふれあい街歩き ちょっとお散歩「ミラノ（１） ドゥオモ周辺をめぐる】
★ミラノ
２０１２年１０月６日（土） ９：１５～９：３０
NHKBS プレミアム
内容：
「世界ふれあい街歩き」で歩いた人気の街を 15 分で楽しめる「お散歩」バージョンをお届けします。 ミラノの路
地裏の絶景、街角グルメ、地元の人とのふれあいなどご堪能ください。
【地球ゆうゆう紀行 ～古代ローマの歴史を伝えるイタリア・アオスタ】
２０１２年１０月６日（土） １４：００～１４：３０
BS ジャパン
内容： テレビを通して極上の一人旅を楽しめる、洗練された大人のための紀行番組。豊か
な大自然、
独自の伝統文化、
歴史と文化を感じる街などを臨場感あふれる映像で紹介します。
アルプス 4 大名峰を抱え、古代ローマ時代の遺跡も残るアオスタをご紹介
【小さな村の物語 イタリア】 BS 日テレ
http://www.bs4.jp/document/italy/outline.html
２０１２年１０月６日、１３（土） ２１：００～２１：５４ ★ヴァルネグラ （ロンバルディア州）
10 月７、
（日）１０：００～１０：５４
★ サルデーニャ島
10 月 20、27 日（土） ２１：００～２１：５４
10 月１４、２１、２８日（日）１０：００～１０：５４
内容：古き良き歴史と豊穣の大地を持つイタリアで、心豊かに生きる人たち。ありのままの時間の流れを追い、イタリア
の村人たちの普段着の日常を描く番組。

【ボンジョルノ世田谷】
（FM ラジオ）
www.facebook.com/BuongiornoSetagaya
ラジオ・FM 世田谷（83.4MHz）
（都内及びウェブ）毎週土・日曜日 12：30～12：50
＜賢く使おう！イタリア・ツーリストカード情報＞
１０月６，７日 ヴェローナの街と『ヴェローナ・カード』
１０月１３，１４日 シエナ県と『テッレ・ディ・シエナ・カード』
１０月２０，２１日 ヴァッレ・ダオスタ州と『ヴァッレ・ダオスタ・スキーパス』
１０月２７，２８日 コルティーナ・ダンペッツォと『コルティーナ・スキーパス』
内容：イタリア政府観光局スタッフが、各地のイタリアのツーリストカード情報やイベントなどの情報をご紹介します。
【ウーマン・オブ・ザ・プラネット】
★ フィレンツェ
２０１２年１０月６日（土） ２３：３０～２３：５５、 日テレ（地上波）
内容；海外生活にあこがれる女性必見！ 独身女性が海外移住に挑戦し、フィレンツェ、バンクーバー、バリ島へ。
【サッカー イタリア・セリエ A 第 6 節 インテル対フィオレンティーナ】NHKBS１
２０１２年１０月６日（土） ２５：００～２６：５０、７日（金）１１：００～１１：３０
【もっと知りたいヨーロッパサッカー セリエ A】
NHKBS１
２０１２年１０月７日（日） ４：２８～４：３０、
内容： NHK・BS1 で放送中!3 つのヨーロッパサッカーリーグの見所を紹介。今回はインテル長友選手が活躍するイタリア・
セリエ A

【ワインめぐりの旅～イタリア・ピエモンテ】BS１１
２０１２年１０月７日（日） ４：３０～５：００、 １０月９日（火）２３：３０～２４：
００
内容：屈指のワイン名産地を巡り、門外不出のワイナリーを訪ねます。ワイン醸造の秘訣、正
しい味わい方、そして、その地方独特の祭りや伝統行事、郷土料理をご紹介します。
【ハイビジョンウインドー 「ヴェネツィア」
】 NHK BS プレミアム
★ヴェネツィア
２０１２年１０月７日（日） ４：３０～５：００、
１０月９日（火）２３：３０～２４：００、
１０月１１日（木）５：００～６：００

イタリア政府観光局(ENIT)

内容：ベネチアは 9 世紀に干潟の上に築かれたイタリアの水上都市。120 もの小さな島々が、400 を超える橋で結ばれて
いる。街と周辺の島々を含むエリアは世界遺産にも登録。
【イタリア 一度は行きたい街巡り】 TOKYO MX
２０１２年１０月８日（土） １６：３０～１６：５５
【SUPER SOCCER ザ・マッチ SP】
★ ミラノ
２０１２年１０月８日（月） ２５：２５～２７：５５
TBS１（地上波）
内容：レギュラー放送に加え、イタリア・セリエ A の伝統の一戦ミラノダービー長友出場予定）を放送。
【サッカーイタリアセリエ A 第 7 節 ミラン対インテル】
★ミラノ
２０１２年１０月９日（火） １９：００～２０：５０
NHKBS 1
内容：ミラノが熱くなる、サッカーのミラノ・ダービー。インテルの長友選手も出場予定です。
【世界ふれあい街歩き ちょっとお散歩「ローマ（１） コロッセオからサンピエトロ寺院へ】
★ローマ
２０１２年１０月９日（火） ２０：４４～２１：００
NHKBS プレミアム
内容：
「世界ふれあい街歩き」で歩いた人気の街を 15 分で楽しめる「お散歩」バージョンをお届けします。 ローマの路
地裏の絶景、街角グルメ、地元の人とのふれあいなどご堪能ください。

【世界の名画 ～美の迷宮への旅～ 三百年の眠りから覚めた女神ボッティチェリ「春」
】
★フィレンツェ
２０１２年１０月１０日（水） ２１：００～２１：５４
BS-朝日
内容：今回の 1 枚は、ボッティチェリの名作「春」
。ボッティチェリが生涯の大半を過ごしたフ
ィレンツェで彼の人物像に迫ると共に、作品に描かれた花を手掛かりに「春」の謎に迫ります。
ボッティチェリが絶頂期に手がけた「春」は解釈をめぐって今も盛んに議論されているミステリ
アスな作品。番組ではボッティチェリの人物像に迫るべく、彼が生涯の大半を過ごしたフィレン
ツェでゆかりの地を探訪します。さらに、フィレンツェを州都とするトスカーナの「食」にもス
ポットを当てます。メディチ家の食卓を再現するほか、老舗ワイナリーも訪問。ルネサンスの時代に進化を遂げた、中世
イタリアの食文化の世界に旅します。
【ワインめぐりの旅～イタリア・サルデーニャ】BS１１
★サルデーニャ
２０１２年１０月１０日（水） ２４：３０～２５：００、
内容：屈指のワイン名産地を巡り、門外不出のワイナリーを訪ねます。ワイン醸造の秘訣、正しい味わい方、そして、そ
の地方独特の祭りや伝統行事、郷土料理をご紹介します。
【ハイビジョンウインドー「ベネチア」
】 ★ヴェネツィア
２０１２年１０月１１日（木） ５：００～６：００
NHK BS プレミアム
内容：ベネチアは 9 世紀に干潟の上に築かれたイタリアの水上都市。１２０もの小さな島々が、400 を超える橋で結ばれ
ている。街と周辺の島々を含むエリアは世界遺産にも登録。

【イタリア世界遺産 】NHK 総合 東京
２０１２年１０月１１日（木） ２７：３７～２８：１５
【２Rhythm （ツーリズム）
】 ラジオ FM NIIGATA
77.5MHz
２０１２年１０月１２日（金） ９：００～１０：５０、
内容： 初めてイタリアを訪れる方、リピーターの方向けに、それぞれお薦めの見所やルートなどを、イタリア政府観光
局スタッフが自分の経験も交えて紹介します。
【探訪！ ヨーロッパサッカーの魅力第四話「イタリア国際スター軍団」
】
２０１２年１０月１２日（金） ２１：２５～２１：３０、
内容：イタリア・セリエ A の競合、インテル。国際色豊かなチーム作りへのこだわりを取材。

