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2017年に，『きょうの料理』が放送 60周年，『きょうの健康』『趣味の園芸』が放送 50周年を迎えた。暮らしに
身近なテーマを扱ってきたこの3番組は，タイトルやテーマソングとともに，多くの人に親しまれ続けている。

共通するのは，豊かな生活を送るために役立つジャンルで，時代に合ったテーマを扱いつつ，放送番組らしく，少
し先んじた内容も取り上げてきたことである。また，番組と連動したテキストや，ウェブへサイトなど他のメディアへの
展開も先進的に進められてきた。
『きょうの料理』で紹介された料理は約 4万品。基本の料理を紹介しつつ，時短料理など時代への対応も進め，

制作者と講師で試行錯誤を重ねたレシピは，番組からウェブサイト，ショート動画，SNSに展開してきた。
『きょうの健康』の放送回数は50年間で1万回以上。伝染病の防疫から，近年の生活習慣病やがん対策まで，

健康維持と予防に努めてきた。その積み重ねがウェブサイト「NHK健康ch」につながっている。
『趣味の園芸』は，時代に合わせて盆栽，ガーデニング，野菜作りなどを取り上げつつ，育てるだけでなく，飾っ

たり撮ったりなどの楽しみ方を提案，視聴者のコミュニティー作りも進めている。
ソーシャルネットワーク時代を迎え，メディアが多様化する中，現在，Eテレで放送中の3番組は，老舗番組の

ブランド，シンプルな演出を守りつつ，新たなメディアへの展開を続けている。

「料理」「健康」「園芸」
Eテレ長寿番組のメディア展開

メディア研究部  宇治橋祐之 / 大野敏明　
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 はじめに

2017年に，『きょうの料理』が放送60周年，
『きょうの健康』『趣味の園芸』が放送50周年
を迎えた。暮らしに身近なテーマを扱ってきた
この3番組は，タイトルやテーマソングととも
に，多くの人に親しまれ続けている。
『きょうの料理』といえば，「♪タンタカタカタ

カタンタンタン」というテーマ曲を思い出す人も
多いかと思うが，冨田勲が作曲したこのテーマ
曲は，NHKのみならず民放でも料理シーンに
なるとよく使用される。『きょうの料理』が日本
の料理番組のスタンダードであることの証であ
ろう。60年間で紹介した料理の数は約4万品，
出演した料理講師は1,200人余り，放送は1万
4,000回に達し，テキストの総売り上げは4億
冊にのぼる。その数字が示すとおり，日本の
料理番組の中で最も長い歴史があり，最も多く
の料理を紹介してきた料理番組である。
「毎日の健康に役立つ確かな情報をお伝えす

るきょうの健康です」で始まる『きょうの健康』
は，50年間で1万回以上の放送を行ってきた。
エンターテインメントの要素を強く持つ健康情報
番組も数多くある中，確実な医療情報を届ける
ことをモットーに日々の制作が続いている。17
年度には50周年を記念して，番組開始当初か
ら30年以上親しまれてきた冨田勲が作曲した
テーマ曲をエンディングで復活させた。
「季節の花の楽しみ方，育て方をわかりやす

く，正確に伝える」というコンセプトで放送を続
けてきた『趣味の園芸』の歴史は，戦後日本の
園芸史と重なる。盆栽や国内に自生する山野草
の紹介から始まり，輸入が容易になった時代に
は海外の植物をいち早く取り上げた。マンション
住まいが増えると，プランターなどを利用した園

芸の方法を伝え，1990年代にはブームになった
「ガーデニング」に対応した番組を放送してきた。

3番組に共通するのは，「料理」「健康」「園
芸」という，人々の日常生活に密着したテーマ
と地道に向き合ってきたことである。その時代
に合わせたテーマを扱いつつ，放送番組らし
く，少し先んじた内容も取り上げてきた。

また，視聴者との双方向性を重視してきた点
も共通する。料理の作り方，病気予防のあり方，
栽培の方法など，視聴者に応える形で具体的
に取り上げ，Q&A形式の番組やコーナーを制
作してきた。

そして，3番組とも番組と連動したテキスト
が発行されていたこともあり，放送に関わるさ
まざまな情報をウェブサイトで発信する試みを
先進的に進めてきた。現在はそれぞれの番組
でウェブサイトやSNSへの展開が進められてい
るが，そのメディア展開のあり方も番組の根本
とする精神に沿ったものである。

本稿ではこの3番組について，これまでの研
究成果やそれぞれの周年記念番組 1），『NHK年
鑑』の記述，NHK出版発行のテキスト，NHK
アーカイブスやNHKクロニクル 2）の放送履歴な
どの調査と併せて，番組制作者・ウェブ担当者
などへのインタビューを行い，番組の歴史を振り
返るとともに，メディア展開のあり方をみていく。
なお執筆については「料理」を大野が，「健康」

「園芸」を宇治橋が担当し，それ以外の章につ
いては共同で執筆した。また，関連年表を文末
に掲載したので本文と併せて参照されたい。

※本稿で登場する出演者等の敬称は略した。

　	１.  3番組に共通する制作スタイル

3番組それぞれの歴史とメディア展開をみる
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前に，共通する特徴を表1に示した番組概要
をもとにみてみる。

まず，2017年度の放送形態だが，『きょうの
料理』はEテレで月～木曜の夜の9時から25
分間。再放送は翌日の午前11時からで，木
曜分の再放送は翌週月曜の午前11時からで
ある。毎月4週16本の放送のうち，13本は
NHKエデュケーショナルが制作。残り3本は
NHKプラネット近畿総支社が制作し，京都の
料理人や，関西で活躍する料理研究家が出演
している。
『きょうの健康』はEテレで月曜から木曜の

夜の8時30分から15分間の放送で，再放送
は翌週の同じ曜日の午後1時35分からである。
制作はNHKエデュケーショナルが担当してい
る。
『趣味の園芸』は，Eテレで日曜午前8時30

分から25分間の放送で，再放送は木曜午後0
時30分からと金曜午後9時からの2回。制作
はNHKエデュケーショナルを中心に，NHKプ
ラネットも担当している。

3番組とも，生活習慣に合わせて視聴時間
を選択できるように，日中の時間帯と夜の時間
帯に放送されている。また，番組制作は1989
年度から順次，関連会社のNHKエデュケー
ショナルが行っており，それぞれの番組を長期
間担当している専門性の高いディレクターが多
いのも共通した特徴である。

番組の演出形式も共通する点が多い。それ
ぞれ専門家とアナウンサーを中心に進行する形
式が中心だが，長年の放送の中で変化を加え
ている。
『きょうの料理』の基本となる演出は，アナ

ウンサーと講師の2人によるスタジオ収録だが，
料理研究家の自宅キッチンなどでのロケ収録

スタイルも，月2本程度放送される。また，月
1本は，インターネットによる投稿を生かした，
双方向演出の生放送となっている。
『きょうの健康』は，NHKの男性アナウン

サーと女性のフリーアナウンサー，講師の医師
か大学教員の3人という形式を基本形として，
現在にいたっている。
『趣味の園芸』は，NHKアナウンサーと講師

の2人という形式が長く続いたが，柳生真吾な
どの園芸家がレギュラー出演する時代や，アナ
ウンサーなしの時代を経て，12年度からはス
タジオ収録をロケ収録スタイルに変更，俳優の
三上真史がナビゲーターとして専門家と進行す
る形式をとっている。

毎月，NHK出版からテキストを発行してい
るのも3番組に共通している。テキストの発行
は，放送の計画や内容を事前に視聴者に伝え
るとともに，実際に料理を作ったり，医療情報
を確認したり，花を育てたりする際に，放送内
容を振り返るのに役立ててもらうためである。

そのため，放送に先立ってその内容を早い
段階から順次決めていく必要があり，番組制
作の方法はテキストを発行していない番組とは
異なる部分が多い。
『きょうの料理』を例に制作手順をみていく

と，企画内容の検討は放送の約半年前から始
まる。テレビの制作班とテキスト編集部が協議
を重ね，放送時期に旬を迎える食材，季節感
に合った調理法，年中行事，視聴者を惹きつ
ける新たな切り口，食卓のトレンドなど，さま
ざまな要素を加味して企画を固め，それぞれ
の企画で，最も力を発揮してくれるであろう講
師をリストアップする。

放送の4か月前を目処に企画と講師が決ま
り，実際にレシピの詳細な打ち合わせに入る。
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多くの場合，まず企画意図に沿って講師からレ
シピのアイデアをいくつか提案してもらい，視
聴者のより作りたいという気持ちが喚起される
ように，そして実際に少しでも作りやすいよう
に，材料やプロセスを整理するなどの議論を重
ねながら，レシピを固めていく。さらに，放送
の3か月前にテキスト用の写真撮影をすると同
時に，テキスト編集部が専門のスタッフととも
に実際に試作をし，作りにくい点はないか，講
師が作る味を再現できるかをチェックする。こ
ういったプロセスを経て，テレビの収録は本番
の約2週間前に行われる。

このように，半年という長い準備期間をかけ
て協議と試作を重ね，作りたいと思わせ，実
際に作ってみると作りやすく，誰にでもお手本
の味に限りなく近づけるという，3拍子揃った
質の高いレシピを提案することを目指している。

収録スタイルも，番組がすべて生放送だっ
た時代の伝統が踏襲され，基本的には撮り直
しや事後編集はしない。

収録当日は，まずスタジオ横の「料理準備
室」で，材料の振り分けや必要な下ごしらえを
行う。続いて行うのが，スタジオでのドライリ
ハーサル。料理の手順や，使う道具の出し入れ
の手順などを，収録に関わるすべてのスタッフ
が共有する。そして，本番と同じ手順で説明を

しながら料理を作るカメラリハーサル。この段
階で放送時間をオーバーしていれば，吹き替え

（例えば，3分煮たものがこちら，というようなも
の）を用意して時間を短縮したり，手順を省き
説明だけで済ませたりする。逆に時間が余って
しまった場合は，説明を丁寧にするなどして，
本番は時間ぴったりで撮りきるのである。これ
は，制作にかかるパワーを最大限に効率化す
る意味合いが強いが，程よい緊張感も結果と
してプラスに作用している。
『きょうの健康』『趣味の園芸』についても，

細かいプロセスは異なるが，放送の数か月～1
年前に計画を立て，専門家との打ち合わせを重
ねながら，正確な情報をわかりやすく伝えるよ
う努めている点は共通している。また，17年度
現在は異なるが，長い期間，番組の収録も生
放送に近い形で，ライブ感を大事にしてきた 3）。

このように，テーマに合わせて専門家を招く
というシンプルな演出を長年変えていないこと，
放送に先立って計画的に取材や収録準備が進
められていること，そして，映像情報である番
組と合わせて，紙媒体であるテキストを発行し
続けてきたことが，3番組の共通点である。	以
下，それぞれの番組が，基本となる志を守りつ
つ，いかに時代に対応してきたかをみていく。

きょうの料理 きょうの健康 趣味の園芸
番組開始年 1957（昭和32）年11月4日 1967（昭和42）年4月3日 1967（昭和42）年4月8日

放送時間（2017）
※いずれもEテレ

放　送：月曜～木曜	午後9時00分～午後9時25分
再放送：火曜～木曜・月曜

午前11時00分～午前11時25分

放　送：月曜～木曜	午後8時30分～午後8時45分
再放送：月曜～木曜	午後1時35分～午後1時50分

放　送：日曜	午前8時30分～午前8時55分
再放送：木曜	午後0時30分～午後0時55分
再放送：金曜	午後9時00分～午後9時25分

テキスト発行年 1958（昭和33）年4月 1988（昭和63）年4月 1973（昭和48）年4月

番組ウェブサイト 「きょうの料理」1999（平成11）年～
http://www4.nhk.or.jp/kyounoryouri/

「きょうの健康」1998（平成10）年～
http://www4.nhk.or.jp/kyonokenko/

「趣味の園芸」2004（平成16）年～
http://www4.nhk.or.jp/syumi-engei/

関連ウェブサイト 「みんなのきょうの料理」2007（平成19）年～
https://www.kyounoryouri.jp/

「NHK健康ch」2017（平成29）年～
http://www.nhk.or.jp/kenko/

「みんなの趣味の園芸」2009（平成21）年～
https://www.shuminoengei.jp/

表 1　3 番組の概要
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２. 日本の食卓の豊かさを支えて60年
  『きょうの料理』

2-1 番組の歴史 その1
毎日の献立をテレビで決める時代に

「昭和30年代は卵が高級品。チャーハンの
レシピには，卵が使われていなかった」

2017年11月4日，NHK・Eテレで放送され
た特集番組『祝60歳	きょうの料理伝説60』の
中で紹介された，放送開始当初のエピソード
である。『きょうの料理』が60年間に紹介した
料理は約4万品 4）。その変遷は日本の食卓の変
遷そのものではもちろんないが，重なる部分は
非常に多い。制作者と講師が，それぞれの時
代のニーズに応えよう，もしくは隠れたニーズを
掘り起こそうと試行錯誤を重ねてきた結果であ
ろう。

番組の歴史についてはすでに，草創期の制作
者，講師，社会学者の共著による『NHK「きょ
うの料理」	きのう・あす』や，30年間にわた
り『きょうの料理』の制作に携わるフリーディレ
クターの河村明子による『テレビ料理人列伝』	
に詳しい。今回はそれらに加え，番組の放送
記録，部内資料，テキスト等をあらためて見直
すとともに，特に近年については05年から08
年，12年から17年6月まで『きょうの料理』の
制作に携わった筆者（大野）の経験も踏まえ，
制作者の視座から，その歴史をエポックとなっ
た事柄に絞って振り返る。

番組開始は，テレビ放送が始まって4年後の
1957（昭和32）年。南極に昭和基地が開設さ
れ，東京都が人口世界一になった年でもある。
放送は月～土曜の週6回で10分間の生放送 5）。

初回11月4日のテーマは「今月の食事プラン」，
講師は栄養士として日本全国で栄養指導に奔
走していた近藤とし子であった。当時は「もは
や戦後ではない」と言われながらも，4人に1
人が栄養欠陥による身体症候を抱えていた 6）。
料理の作り方は紹介せず，食は命であるという
考えのもと，栄養バランスの重要性を説くこと
から番組は始まった。

翌日，初めて料理の作り方が紹介される。メ
ニューは「かき（牡蠣）のカレーライス」だった。
当時は番組を録画するVTR設備がなく，テキ
ストも発刊されていなかったことから，そのレシ
ピは長らく不明であった。しかし，07年の放送
50周年記念番組 7）制作に際し，講師の榊叔子
の娘宅に保管されていた資料の中からレシピが
見つかり，50年ぶりに再現されることとなった。

作り方は，かきを香味野菜とともに下ゆでし
てゆで汁を取り置く。たまねぎをカレー粉と小
麦粉で炒め，かきのうまみが出たゆで汁を加え
煮込む。仕上げにかきを戻し入れて牛乳を加え
る。ご飯もバターとカレー粉で米を炒め，かき
のゆで汁で炊くという，今の時代からすると手
の込んだものであった。

番組開始1か月間のラインナップにはほかに
も，ホワイトシチュー，一口カナッペ，エビ入り
マカロニグラタン，ロシア風パイといったハイカ
ラな西洋料理，蝦仁豆腐，什景火鍋子，木筆
白菜 8）といった本格的な中国料理の名が並ぶ。
食糧難から抜け出し，食生活にゆとりが出始
めた時代。今に続く「和洋中を取り交ぜた新た

な食卓様式」の広がりに，番組が寄り添おうと
していたことがうかがえる 9）。

当時，西洋料理を教えた講師には，飯田深
雪，河野貞子，江上トミなど，夫の海外赴任
に伴い現地で料理を学んだ方が多い。中国料



7JANUARY 2018

理の王馬熙
キ

純
ジュン

は中国ハルビンで生まれ育って
いる。いずれにとっても，本場の味を知らぬ
視聴者に，自分が覚えた味を正しく伝えたい
というのが共通する思いであった。一方で，制
作者は手に入りやすい食材を使うなどの「実用
性」を当初から意識しており，講師との間でせ
めぎ合いもあった。当時のディレクターは「ホ
テルにあるような材料で献立をお作りになるの
です」「代わりのものはと，いつでもこちらが質
問して入れていったみたいな感じですね」「あ
まりご機嫌はよくないという感じはしました」と
語っている10）。

番組が始まった57年は7.8%だったテレビの
普及率が，5年後には79.4%に11）。テレビが一
般家庭の暮らしに浸透するともに，番組で紹
介するレシピはより「実用性」が問われるよう
になる。視聴者と向き合おうという姿勢も強く
見られるようになり，59年には月に1度，スタ
ジオに視聴者を招いて講師が実技指導を行う

「クッキング相談」が始まった。
60年11月には，家計を意識し「4品を100円

で」という企画が組まれ，その後は毎月「5品を
100円で」「3品を70円で」「4品を70円で」と
金額を減らしていった。講師は出演数最多の
番組の顔，土井勝。4品を1人当たり70円で作
る献立は，かきの赤だし，いわしのつけ揚げ，
蒸豆腐，焼なますだった。ちなみに当時，うど
んが1杯29円50銭である12）。

ほかにも，フランス料理の村上信夫や，中国
料理の陳建民らが，身近な材料で本場の味を
作れるように工夫して伝え，そのキャラクター
とともに絶大な人気を博す。テレビの普及はス
ター講師も生み出し，「日々の献立をテレビで
決める時代」が到来した 13）。

当時の料理番組の制作について，NHKの

ディレクター向けのハンドブックには「婦人の生
活から遊離しないこと　自分自身の生活にとり
入れられるという感じを抱かせることが必要で
ある」「半歩前に出る　家事は繰り返しだとする
偏見を捨てる上にも，新しいものに目を向けて
いくべきである」と記されている14）。　　

視聴者の暮らしに寄り添いながら，毎日の
暮らしが少しでも豊かになる情報を提供する。
今に通じる制作姿勢である。

2-2 番組の歴史 その2
多様化する食卓ニーズに応えて

高度経済成長とともに日本人の食生活が大き
く変わる中，1967（昭和42）年，これまでとは
違った方向性の企画が反響を呼ぶ。特集「正
月料理」である。こぶ巻き，煮豆，栗きんとん，
煮しめ，雑煮など伝統の味のリバイバルを打
ち出し，講師には京都の懐石料理の第一人者
だった辻嘉一，江戸懐石の柳原敏雄をはじめ，
土井勝，辰巳浜子，榊叔子と，番組草創期を
支えた錚々たる顔ぶれを迎えた。30万冊発行
したテキストは売り切れ，番組始まって以来
の大反響であった 15）。視聴者のニーズを捉え
た「日本伝統の味への回帰」。要因には，核家
族化が進み伝統の味の伝え手が家庭内に不在
となったこと，戦中・戦後の食糧難の時代に，
正月料理の伝承が途切れたことなどが考えら
れる16）。新しいものを提案する役割から，失わ
れつつあるものを伝承する役割へ。振り子のよ
うに揺れるニーズを読み取りながら，番組はそ
の歴史を積み重ねていった。

高度経済成長期の食生活の変化は，その反
動として人々の健康面にも不安の影を落とした。
成人病（＝生活習慣病）17）の広がりである。番
組では62（昭和37）年，「40歳からの食事」と
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いう企画で早くも成人病予防に言及。大きなう
ねりとなったのは，79年の特集「成人病の食
事」である。『きょうの健康』と共同で制作され，
監修は当時聖路加看護大学の学長だった日野
原重明と，東京都済生会中央病院院長だった
堀内光。『きょうの料理』からは堀江泰子，滝
口操が参加し，レシピ開発にあたった。放送
終了とともに問い合わせの電話が殺到。テキス
トは100万冊を売り上げ，その後も繰り返し企
画された 18）。飽食の時代に「健康的な食卓の実

現」は番組の大きな柱のひとつとなっていく。
70年代後半から80年代，女性の社会進出が

進み，86年には男女雇用機会均等法が施行。
共働き家庭は増加の一途をたどった 19）。忙しい
毎日の中では，豊かになった食卓は，調えなけ
ればならないという義務感がむしろ負担になり，
外食や，調理済み食品を購入し家で食べる中

なか

食
しょく

の発展は「料理離れ」に拍車をかけた 20）。
放送開始以来，手作りの料理を推奨し，多様
なレシピを提案することで豊かな食卓に寄与し
ようとしてきた番組が，それまでとは逆に，「料

理の手間と時間を省く」術を真剣に考えねばな
らない時代に直面することとなる。

75年には，特集「忙しい時のために」を放
送。5日間のテーマは「15分でつくるおかず」

「保存のきくおかず」「缶詰，インスタント食品
を使って」「ビールのおつまみ」「もてなしのヒン
ト」。時短に限らず，さまざまなテーマでレシピ
が提案されているところに「忙しくても一工夫で
食卓を豊かに」という，講師の城戸崎愛と制作
者の思いが凝縮されている。さらに77年には

「忙しい人のために」が年間シリーズとして登場
した。まとめ作り，冷凍食品や電子レンジなど
の活用術，万能調味料など，今もたびたび登
場するアプローチで便利さを追求したレシピを

提案。2年連続で放送されたのち，85年に復
活し90年まで続いた。

そして，この時代に登場し絶大な人気を博し
た講師といえば小林カツ代である。忙しい毎日
を送る人にエールを送り続けた時代の寵児だ。
小林カツ代の発案で95（平成7）年にスタート
し，今も続く企画が「20分で晩ごはん」であ
る。料理の途中での吹き替えなし，司会も立
てず，講師がひとりで20分以内に献立を調え
る。家庭の台所さながらに，複数の料理を同
時並行で仕上げていく段取りを，リアリティー
とライブ感を持って見せるのがねらいだ。時間
内に料理が出来上がらない，料理が焦げるな
どのハプニングも起こるが，実生活に寄り添っ
た企画とテレビならではの演出は，特に若い
世代の共感を呼んだ。近年では平野レミがこ
の企画に登場するたび，ハプニングも含めて
ネット上を賑わせている。

2000年代に入ると「料理離れをいかに食い

止めるか」は，制作現場最大のテーマとなり，
料理の「楽しみ」や「喜び」を，ターゲットの
世代を絞って伝えようという企画が続 と々生ま
れた。人気料理研究家ケンタロウが若者向け
のスタイリッシュなレシピを紹介するシリーズ，
ファミリー層に向け，歌も交えて料理の楽しさ
を伝えるグッチ裕三の料理ショー，主婦層にラ
イフスタイルとして料理を楽しむことを提案する
栗原はるみのシリーズなどが，年間シリーズと
して複数年続く人気企画となった。

多様化するニーズに，毎月バラエティーに富
んだ企画で応える中で，11年の東日本大震災
以降は「昔ながらの味」や「定番料理」に回帰
する傾向が再び目立つようになる。13年には伝
統の保存食を紹介する「ニッポンおいしい手仕
事」が年間シリーズに。同年12月放送の鈴木
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登紀子の「教えて！ばぁば	はじめてのきちんと
おせち」は反響が大きく，翌年にもアンコール
放送された。14年には昭和の味を見直す「おふ
くろの味定番100」が年間シリーズとなり好評を
受け，関連書籍も出版された。そして現在，土
井善晴が四季折々の食材を活かした昔ながら
の味で人気を博し，『きょうの料理』の新しい
顔のひとりとなっている。

2-3 番組の歴史 その3
献立はネットで 問われる番組の存在意義

今や時代は毎日の献立をテレビではなく，イ
ンターネットで決める時代となった。2016年の
調査によると16歳から30代の料理をする女性
の中で，レシピサイトやレシピアプリを参考に
する人は75%，テレビを参考にする人は24％に
すぎない 21）。
『きょうの料理』がネット展開を始めたのは

1999（平成11）年に遡る。教育テレビ40周年
を機に始まったワイド番組『今夜もあなたのパー
トナー』に『きょうの料理』が組み込まれ，そ
のポータルサイト内に『きょうの料理』サイトを
開設した。主な目的は告知や情報補完で，番
組のコーナーを書き起こしたコラムや，紹介し
たレシピを1日1品分掲載。毎週更新され，レ
シピ検索機能はなかった。

レシピ情報の多メディア展開に本格的に乗り
出したのは2007年。放送開始50年の年であ
る。1月には携帯メールマガジン「きょうの料
理お買い物メモ」の運用を開始。放送で紹介
する料理の材料表を毎日メールで配信するサー
ビスで，携帯電話を買い物のメモ代わりに使っ
てもらい，料理の作り方はテレビやテキストを
見てもらおうという仕組みだ。スマホがない時
代のモバイル向けサービスで，登録者は開始1

か月で3万人近くに及んだ。
そして5月には番組公式サイトと並行する形

で，レシピ検索サイト「みんなのきょうの料理」
が開設された。NHKエデュケーショナルがレ
シピの二次使用による自主事業として運営する
サイトで，過去に紹介された約2万のレシピを
検索できる22）。実現の背景には，番組にもとも
とテキストがあり，レシピが文書化され蓄積さ
れていたことが非常に大きい。

08年のiPhoneの国内発売をきっかけにス
マートフォンが爆発的に普及すると，レシピ検
索サイトの浸透は急激に進んだ。先行してい
たレシピ検索サイト「クックパッド」の利用者数
は，10年には月間1,000万人を突破 23）。レシピ
の取得源は，テレビからモバイル端末へと移行
した。レシピの発信源も，料理番組や料理人，
料理研究家といった「プロ」から，ネットにレシ
ピを投稿する「一般ユーザー」へと変化。「料理
ブロガー」と呼ばれる存在も現れた。

ネットサービスの圧倒的な利便性や，一般
ユーザーによるリアルな生活目線に立った実用
性の高いレシピは，「料理離れ」の食い止めに
一定の役割を果たしているであろう。しかし一
方で，料理番組はその存在意義が問われる時
代に立たされているともいえる。

今後は，どのようなデバイスで情報を発信する
かはもちろん，玉石混交のレシピ情報が氾濫す
る中で求められる情報とは何か，その情報は本
当に人々の暮らしを豊かにするものなのか，今
まで以上に突き詰めなければならない。

豊かになったとはいえ，日本の家庭の食卓
の未来には食の安全や孤食，料理離れなど，
多くの課題が立ちはだかる。『きょうの料理』
はいかにその役割を果たしていくのか。今，ま
さに60年の積み重ねの真価が問われている。
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３. 病気の原因，治療，予防を
 伝えて50年
 『きょうの健康』
　

3-1 番組の歴史 その1
求められた「健康な家庭生活」

『きょうの健康』の放送が始まった1967年，
日本の人口は1億人をすでに超え，国民総生
産は1,140億ドルと資本主義国で第3位となっ
ていた。その一方で公害問題が深刻化し，水
俣病やイタイイタイ病，四日市ぜんそくの原因
が，工場からの排水や排煙にあることが明ら
かになり，「公害対策基本法」が制定された年
でもある。

健康をテーマとした番組としてはそれ以前	
に，『皆さんの健康（ラジオ健康相談）』（1947
～ 65年，ラジオ第1，週5回）や『わが家の健
康』（1957～ 61年，総合テレビ，週1回）など
があった。戦後すぐにラジオで放送された『皆
さんの健康』は「伝染病」や「結核」「食中毒」
などをテーマに，公衆衛生の啓蒙に努めてい
た。また，『わが家の健康』はテレビ番組らし
くロケや中継も行いながら，家庭向けに「手を
洗いましょう」「生水を飲むとどういうことにな
るのか」など，身近な事例をもとに，テレビドク
ター 24）が解説を行うものであった。

こうした番組を引き継ぐ形で，「健康な家庭
生活を営むのに必要な知識を的確に伝達する
実用的予防医学番組」25）として，週5回，20
分の定時テレビ番組として始まったのが『きょ
うの健康』である。

67年4月，放送第1週のラインナップは，「わ

が家の健康管理」「赤ちゃんの予防接種」「春
とぜんそく」「むちうち症」「薬ずきをしかる」で，
子どもたちへの対応や，季節に応じた内容を
意識していたようである。放送初年度は他に，
まな板とふきん，ごきぶり退治法，腐りやす
い食べものなどを扱う「台所の衛生」や，夏の
暑さをしのぐ消夏法や汗っかき対策を扱う「我
が家の夏バテ対策」，救急手当法などを扱う

「家庭看護」などのシリーズが放送された。
その一方で，「わたしはガンに勝った」「糖尿

病」などのシリーズも放送している。このころ，
最も多い日本人の死因は結核から脳卒中に
なったころで，がんに対する関心はそれほど高
くなく，また55年ごろから厚生省が使い始め
た「成人病 26）」という用語や概念がまだあまり
広がっていない時代に「糖尿病」を扱うなど，
世間に先んじた内容も取り上げていた。

初期にシリーズとして取り上げたものとして
は，68年の「アレルギー」「腎臓病」「卒中の
すべて」，69年の「精神衛生」「救急の心得」，
70年の「気管支ぜんそく」「血圧と入浴」など
がある。

番組ではそれぞれの回でひとつの病気や症
状を扱うことが多いが，特定の年代を対象とし
て，その年代が留意すべき健康に関する情報
を扱うシリーズも放送している。妊娠や不妊に
ついて扱った「結婚シリーズ」（1969年），小学
校1年生を迎える子どもを対象に，虫歯や弱
視，病弱などを扱った「新入学を前にシリーズ」

（1970年）や，50代の心と体，心臓，脳，眼
などを扱う「50代シリーズ」（1972年），40代に
ついて扱う「40代のからだシリーズ」（1975年）
などが放送されてきた。
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3-2 番組の歴史 その2
高齢化社会とがんへの対応

国際連合の定義では，65歳以上の老年人
口の比率が総人口の7%を超えた社会を「高齢
化社会」，14%を超えると「高齢社会」として
いる。日本は1970年に7%を超え「高齢化社
会」となり，95年に14.5%に達し，「高齢社会」
となった。
『きょうの健康』でも放送開始の1967年に

「老人の貧血」を放送したのをはじめ，「老人
食」（1968年），「冬と老人」（1969年），「老人
と運動」（1970年），そして72年にはシリーズ

「老人の看護」で寝かせ方や身のまわりの世話
の方法を取り上げている。77年には，毎週金
曜日を高齢化社会への対応として，「老人と健
康診断」「老人の不眠」「老人と栄養」など，老
人の病気や老化に特化した番組を継続的に放
送した。

老化への対応と合わせて，79年には予防
と治療のための運動療法シリーズを月2回程
度放送している。「腰痛体操」「肩こり体操」

「老化を防ぐ体操」「五十肩体操」「便秘体操」
「リューマチ体操」「頭痛体操」などの体操が
番組で紹介された。

81年には日本人の主要死因が脳卒中からが
んになる。このころの番組では定期的にシリー
ズとしてがんを扱うとともに，「胃がん」「大腸
がん」「肺がん」「ぼうこうがん」「乳がん」「食道
がん」「皮膚がん」など多様ながんについて扱う
だけでなく，「早期発見のすすめ」や「検査の
意味」「がん予防12か条」などの放送が行わ
れた。

高齢化が進む中，有病率は増加，慢性病が
増えてくる。また結核などの感染症が減って，
病気の多くが成人病という時代を迎える。こ

うした時代状況の中，漢方や東洋医学のブー
ムが生まれてきた。番組でも「漢方薬の知識」

（1977年），「漢方薬の常識」（1981年），「漢方
薬の飲み方」（1983年）などを取り上げた。

80年代後半にはエイズ 27）が社会問題化，
さまざまな特集番組が制作されるとともに，

『きょうの健康』でも「エイズの検査」（1987年）
や「エイズ予防のために」（1987年），「エイズを
防ぐ」（1988年）など，検査方法や感染ルート
についての正しい知識を伝える番組がシリー
ズで制作されている。

そして97年に「成人病」が「生活習慣病」と
改称され 28），98年にWHOがメタボリック症
候群の診断基準を発表する中，番組でも同年
にシリーズ「生活習慣病」で高血圧，糖尿病，
痛風などを扱ったり，2002年のシリーズ「生活
習慣病」で，ライフスタイルのチェックや，高血
圧のコントロールなどの対処法を取り上げたり
してきた。

さらに06年には，シリーズ「メタボリックシ
ンドローム」29）で脂肪が血糖値や血圧値を上
げるリスクを取り上げたのに続いて，シリーズ

「40代からの脱メタボ必勝法」（2008年），シ
リーズ「ご存じですか？メタボで怖い脂肪肝
炎」（2009年），「あなたも？メタボでないのに糖
尿病」（2010年）など，生活習慣病に警鐘を鳴
らす番組の放送を続けてきた。

近年は継続的に「がん」のシリーズを放送す
るとともに，シリーズ「油断は禁物！インフルエ
ンザ対策」（2006年）で新型インフルエンザ対
策を訴えたり，「冬は用心	ノロウイルス」（2013
年）で，ノロウイルスへの対応法を取り上げた
りしている。

さらにここ数年は，シリーズ「正しく向き合
う認知症」（2013年），「認知症をくい止めよう」
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（2014年），「知っておきたい	認知症」（2015年）
など認知症に関する番組と，シリーズ「団塊世
代のうつ病対策」（2012年），「うつ病	あなたに
合った治療法」（2013年），「うつ病が治らない
あなたに」（2014年），「うつ病	徹底解説」（2016
年）など，「うつ」に関するシリーズを継続的に
放送している。

3-3 番組の歴史 その3
CGの活用と双方向サービス

1990年代後半，デジタル時代を迎えるよう
になり，テレビ番組でCGが使われたり，番組
情報をデジタル化したり，番組ウェブサイトを
開設するようになってくる。

CG制作の先駆けとなった番組のひとつが，
89年に第1集が放送されたNHKスペシャル

『驚異の小宇宙・人体』である。「人体」の「肝
臓」「骨，筋肉」「免疫」などの回で制作された
CGは，その後，さまざまな医療健康番組で広
く利用されるようになる。
『きょうの健康』でも97年，放送に使用する	

医学医療情報のデータベースのシステム開発
と，「リアルタイム人体	CG 30）」の開発を行った。
この成果を生かして98年から放送が始まった
のが，『健康ほっとライン』（1998 ～ 2003年，
衛星第2，54分）である。インターネットやテレ
ビ電話で寄せられた視聴者からの質問に，番
組制作で蓄積したNHKの映像アーカイブや三
次元人体CG「ボディ」を利用しながら専門医
が解説を行う番組である。放送が開始された
98年4月には，「気になる心臓の病気」「肥満
の悩み解消法」「遠視・近視　眼の病気」「高
血圧・低血圧の不安」「幼児の病気と育児法」
といったテーマについて，視聴者からの質問に
映像を活用して回答していった。

デジタル化してコンピューターに蓄積された
医療情報は99年時点で4,000項目に及び，こ
の映像は『きょうの健康』や『健康ほっとライ
ン』だけでなく，特集番組や他の医療健康番
組でも利用されていった。

98年には健康に関するウェブサイトを開設
し，2001年からは番組での解説に，大画面の
パワーポイントを使ったデジタル表示が行われ
るようになっていった。

03年度に『健康ほっとライン』が終了する
と，金曜の夜に教育テレビで新番組『きょう
の健康Q＆A』（2003 ～ 08年）が始まる。月
曜から木曜の『きょうの健康』の放送を受け，
午後8時から45分間の生放送中に寄せられる
視聴者からの疑問や健康相談に，映像やデー
タベースを使って回答した。03年4月のライン
ナップは「若さを保て!	“活性酸素”撃退術」

「今度こそ!	変わるダイエットの常識」「心臓突
然死から身を守る」で，視聴者に身近な疑問
に答える形で進められた。
『きょうの健康』は，その時々に多くの人が

罹患する病気に焦点を当てて医療情報や予防
法を広く伝えてきたが，併せて，高齢者や乳
幼児など，特定の世代に対して必要な情報を
届ける番組も放送してきた。こうした取り組み
が，Q&A形式で専門家が個別の相談に答え
る番組や，ウェブサイトで個人が必要な情報
を選択できる双方向性を意識した形式につな
がっていったと考えられる。

3-4 健康情報提供のあり方

2017年9月にNHKの健康に関するウェブサ
イトが大きくリニューアルされ，「NHK健康ch

（チャンネル）」として開設された。
「NHK健康ch」は，『きょうの健康』『チョイ
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ス＠病気になったとき』（2013年～，土曜午後
8時～8時54分）で放送してきた医療・健康情
報に加え，特集番組で取り上げた最先端の医
学情報をインターネットで視聴者に届けるもの
である。ウェブサイトが公開された17年9月か
ら全8回シリーズで放送が始まったNHKスペ
シャル『シリーズ人体～神秘の巨大ネットワーク
～』のウェブサイトともリンクして，最新の情報
を提供している。

取り上げる記事の特徴として，下記の3点が
ウェブサイトにあげられている 31）。
1.医療・健康情報のスペシャリストが作る番組
に基づく記事

2.第一線の専門医・最新ガイドラインに基づく
情報

3.番組未公開情報や最新情報を提供
「健康チャンネル」に掲載する内容は番組そ

のままではなく，利用者が検索しやすいよう
に，病気の原因や治療法などのいくつかの記
事に再構成し，さらに出演した専門家とディレ
クターが放送後にあらためて内容を確認したう
えで掲載する体制をとっている。

掲載記事は，「病気・症状」「食事・栄養」「運
動・ストレッチ」「睡眠・ストレス」「女性」「子
ども」「リハビリ」「動画」「その他」の9つのカ
テゴリーに分類されている。「高血圧」や「認
知症」「うつ病」といった病名や，「めまいがする」

「発疹がでた」「下痢がある」などの症状から
検索できるだけでなく，「食で健康づくり」「睡
眠の悩み」といった項目から検索することがで
きる。また，「カテゴリー」からだけでなく「病
名・症状」「身体の部位」「記事ランキング」
からも，情報が探せるようになっていて，例え
えば「首・肩」「胸・心臓」といった部位から
健康情報を探せるようになっている。

最先端の「確かで信頼できる医療・健康情
報」をインターネットで，個々のニーズに合わせ
て入手できることをねらった取り組みである。

マルチメディア時代の健康情報提供のあり
方はどうあるべきか。『放送研究と調査』1999
年12月号「医学・医療番組は視聴者のニーズ
にどう応えてきたか」では，NHKの医学・医療
番組の系譜を振り返ったうえで，以下の4点を
示している 32）。
①メディアの特性に見合った内容の健康情報

提供のあり方を提供する
②情報選択の方法や情報の限界を提示する情

報を提供する
③高齢化時代に健康の概念を広げてみる
④健康情報の浸透という観点から，かかりつ

けの医師を巻き込むことを考える
この提言は今も概ね変わらないと考えるが，

17年度の番組制作スタッフは特に，「すべての
情報を一定の医学的根拠に基づいて伝えるこ
と」「つねに最新の医学情報を伝えていること」
の2点が必須であるとしている。

医学的にほとんど根拠のない健康情報が，
テレビ，出版，そしてネットにあふれている現
代は，病気になったときに，何をよりどころに
すればよいのか，ますます不透明になってきて
いるといえる。

医師や専門家への確実な取材を積み重ね放
送してきた信頼できる医療・健康情報を，さま
ざまなメディアを駆使して，人々のもとにあら
ためて確実に届けることに加えて，情報選択の
方法や情報の限界など，メディア・リテラシー
についても意識すること，時代状況に合わせ
た新しい健康の概念を提唱することが，今後
ますます必要となるであろう。
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４. 園芸の楽しみ方を伝えて50年
  『趣味の園芸』

4-1 番組の歴史 その1
季節の花の楽しみ方や育て方を伝える

園芸文化の歴史をひもとくと，18世紀から
19世紀，東洋では江戸時代の日本，西洋で
はヴィクトリア朝時代のイギリスで特に発展が
みられた。四季が明確で，幅広い植生を持つ
日本は，多様な植物が育つ国である。同じ島
国のイギリスと比べると面積は約1.5倍である
が，シダ以上の高等植物でみると，イギリス
が約2,500種に対して，日本は約5,600種と2
倍以上になるという33）。こうした環境のもと，
特に江戸時代に，園芸愛好家によりボタンや
シャクヤク，キク，アサガオなどの新品種が作
られていった。

家庭の初心者による園芸が広がっていった
のは，昭和40年代になる。戦後しばらくは日
常生活で必要なものを得るための生活が中心
で，食べるための野菜作りは行われたが，趣
味としての花作りはあまり行われず，園芸店も
数少なかった。

高度成長期を迎え人々の暮らしに余裕が生
まれてきたころである1967年から放送を続け
ているのが『趣味の園芸』である。放送は毎
週土曜日，午前10時30分から30分間であっ
た。67年のラインナップをみると，毎月第1週
が「今月の庭仕事」として，その月に必要な庭
の管理や手入れについて伝えている。5月に「バ
ラの鉢植え」，6月に「しだ植物を楽しむ」，7
月に「朝顔談義」，9月に「秋草の盆栽づくり」，

10月に「洋ラン秋の手入れ」，11月に「観葉植
物の冬越し」と続き，翌年1月には「松竹梅」，
2月に「サボテン」，そして3月には「花壇の設
計」といったサブタイトルが並び，季節に合わ
せた題材を取り上げていたことがわかる。

放送はスタジオからが中心であったが，月1
回程度，野外での中継録画も行われていた。
例えば67年6月は東京都調布市の京王百花苑
から「花菖蒲をたずねて」，7月は兵庫県宝塚
市佐

さ そ り

曾利で「ダリアの里をたずねて」，10月は
千葉県習志野市の谷津遊園から「秋のバラ」
といった内容で放送が行われている。

番組の初期から講師として出演してきた小笠
原左

さ え

衛門
もんのじょう

尉 亮
りょう

軒
け ん

さんによると，番組は初心
者の方々に季節ごとの木々や花を育て，芽吹く
感動を味わってもらいたいとの思いから始まっ
たという34）。主に大人の男性が中心だった園芸
愛好家だけでなく，広く初心者に，映像を使っ
て講師がわかりやすく解説を行うというスタイ
ルは現在まで続いている。
『趣味の園芸』の前身となる番組には『園芸

のしおり』（1958～ 61年，総合テレビ），『季節
のしおり』（1961～ 64年，総合テレビ）がある。
映像は残っていないが，『園芸のしおり』は一
般家庭人を対象に，スタジオに設けた庭園で
の実演を中心に話を進めたり，「近年急増した
アパート生活」や庭の少ない視聴者にも応用で
きる「一坪園芸」や「ボックスガーデン」の作り
方を取り上げたりしたようである。

また，『季節のしおり』は園芸愛好者の増加
による，園芸に対する高度な要求に応えるた
めの番組編成を行い，接ぎ木やさし木，種子
まきなどの技術を中心に，バラエティー要素も
加えて構成していった。

64年に趣味番組を帯で編成するにあたり，
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『季節のしおり』から『趣味の園芸』に名称を
変更して66年3月まで続くが，66年4月から
は毎週異なるテーマを取り上げる『趣味のコー
ナー』の中の園芸のコーナーとして取り込まれ
ることとなった。『趣味のコーナー』は，第1週

「楽しい園芸」，第2週「犬」，第3週「盆栽」，
第4週「小鳥（偶数月）」「熱帯魚（奇数月）」，
第5週「観葉植物」などで編成されていた。当
時の人々が生活の中で楽しんでいたさまざまな
趣味がわかるラインナップである。

こうした番組変遷を経て，67年4月，現在
に続く『趣味の園芸』がスタート，2017年まで
に2,500回以上の放送を続けている。

4-2 番組の歴史 その2
番組で取り上げられた花や草木

2017年5月7日に生放送された『趣味の園芸
50周年記念番組	育てて，飾って，撮って～
新・園芸生活スタート～』では，50年間の番
組で取り上げられた植物のベスト5を紹介して
いる。5位が野菜，4位が洋ラン（シンビジウ
ムなどの個別の種類のランでなく洋ラン全体），
3位がキク，2位が盆栽，そして1位がバラで
あった。

長年，日本で親しまれてきた盆栽とキク，そ
して明治以降，西洋から輸入されるようになっ
た，大きく華やかな花を咲かせる洋ランとバラ
が，50年間の番組の歴史の中で何度も取り上
げられてきたことがわかる。しかし，時代を区
切ってみていくと，時代背景に即した特徴的
な植物を番組で取り上げている。

番組の放送が始まった1960年代後半から
70年代は，観葉植物が広がっていった時期で
ある。都市化が進み，街中で緑を見る機会が
少なくなったことや，一軒家よりもマンション

などの集合住宅が増え，庭や垣根に植物を植
えることが少なくなったことなどがあり，室内
で育てられる観葉植物に関心が高まったと考
えられる。『趣味の園芸』でも「観葉植物の冬
越し」（1967年11月），「観葉植物の増やし方」

（1968年5月），「夏の観葉植物」（1969年7月）
などのテーマで毎年のように扱っている。

プラスチック鉢が家庭に普及したのもこの時
代である。「鉢ものとフレームつくり」（1967年
11月），「つゆ時の鉢物管理」（1968年6月），

「ミニ品種で楽しむ鉢植え」（1969年5月），「つ
り鉢で楽しむ」（1970年8月）など，家庭内の
限られた空間で，園芸を楽しむ工夫が伝えら
れてきた。

79年には，鉢の底に水をためて給水させる
底面給水鉢が登場。鉢に直接水やりの必要が
ない底面給水鉢は，水をやりすぎて根腐れさ
せたり，葉に水や泥をつけて葉が病気になる
ことが多いシクラメンやエラチオールベゴニア
の鉢植えでよく利用された。

ちょうど75年に布施明の歌う『シクラメンの
かほり』が大ヒットしたこともあり，このころか
らシクラメンの人気が高まっていった。番組で
も「シクラメンとポインセチア」（1978年12月），

「シクラメンのタネまきと植え替え」（1983年9
月）などで取り上げている。

80年代になると，シンビジウムやデンドロ
ビュームなどの洋ランが流行する。ライフスタ
イルの欧米化の影響もあり，豊かな芳香があ
る，色とりどりの大輪の花が好まれる時代背
景もあっただろう。番組でも「デンドロビュー
ム，カトレアの植え替え，株分け」	（1983年4
月）や，「シンビジューム～花芽をつけるコツ」

（1984年6月），「寒ランを楽しむ」（1984年12
月）など，さまざまなランの育て方，楽しみ方
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を伝える内容が放送された。
90年，大阪で国際花と緑の博覧会（花博）

が開催，世界各国の花が見られる国際庭園や
大温室を多くの人が訪れ，園芸への関心が高
まった。

90年代から2000年代はイングリッシュ・ガー
デンが注目され，ガーデニングブームを迎えた
時代である。97年の流行語大賞に「ガーデニ
ング」が選ばれたこともあり，園芸専門店だけ
でなく，ホームセンターの園芸売り場が拡大さ
れたのもこのころである。番組でも「夏のガー
デニング」（1998年8月）などを放送するととも
に，「国際バラとガーデニングショウ」を扱った
り，04年には出演者の柳生真吾がイギリスを
案内する「イギリスガーデニング紀行」がシリー
ズで放送されたりしている。

屋外のガーデニングだけではなく，室内のイ
ンテリアという形でミニ盆栽やミニ洋ランを飾
る人も増えてきた。「ミニ観葉を育てる」（1993
年1月），「ミニ花木の寄せ植え」（1994年3月），

「春のミニガーデンづくり」（1997年3月）など
の番組が放送された。

2000年代初めには，流通する植物の種類
も増え，合わせて用土や薬剤なども一般の家
庭で入手しやすくなってきた。インターネット
での通販が園芸分野でも行われるようになり，
気軽に園芸に親しむ人が増えている。

4-3 番組の歴史 その3
ターゲットを明確にした関連番組

2003年9月29日（月曜）から，生活情報番
組『生活ほっとモーニング』の放送時間が，総
合テレビで月～金曜の午前8時35分～ 9時23
分の48分間の生放送から，午前8時35分～
10時59分の2時間24分間の生放送に拡充さ

れた。これにともない，『生活ほっとモーニング』
10時台に，教育テレビで放送の『趣味の園芸』
とは別に，「趣味の園芸」のコーナーも放送さ
れることになった。
「趣味の園芸」のコーナーは，『趣味の園芸

Ｑ＆Ａ』（2004 ～ 05年），『もっと知りたい！	
趣味の園芸』として，視聴者からのFAXやお
便り，メールなどを通して，視聴者が参加する
もので，双方向性を高める試みが積極的に行
われた。

この『もっと知りたい！	趣味の園芸』を全面
リニューアルする形で07年から放送が始まっ
たのが『趣味の園芸プラス』（2007 ～ 10年，
総合テレビ，金曜午前9時30分～ 9時54分）
である。視聴者から寄せられた園芸に関する
質問に，専門家が生放送で答えるものである。

「洋ラン」「バラ」「観葉植物」などの定番のテー
マから，「日陰に強い植物」「男のイキなガーデ
ニング」「ハーブレッスンABC」といったテーマ
まで，毎回，手紙やFAX，番組ウェブサイト
で募集した質問を取り上げた。併せて，視聴
者が育てた植物の写真を紹介する「園芸大好
き！」や，講師がとっておきの管理のコツを伝え
る「園芸プラスメモ」のコーナーも設けられた。

08年からは，『趣味の園芸』に加えて2つの
関連番組が教育テレビでスタートする。『趣味
の園芸ビギナーズ』（日曜午前8時55分～ 9時
00分）と，『趣味の園芸	やさいの時間』（金曜
午後9時30分～ 9時50分）である。
『趣味の園芸ビギナーズ』は，植物を手軽に

楽しむためのちょっとしたコツを伝えるミニ番
組。「花束をもらったら」「ガーデンセンターに
行こう！」「自分の好きな花選び」「おかあさんに
贈る花」「ローラン・ボーニッシュさんに習う花
束づくり」といった内容で，花の選び方や飾り
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方などの実用情報と，花をモチーフに作品を
作るクリエーターやフラワーアーティストの作品
も取り上げた。

16年からは同じ放送枠のミニ番組として，
『趣味の園芸	グリーンスタイル	京も一日陽だま
り屋』という，京都路地裏の園芸店を舞台に，
ペープサート人形で繰り広げられる，花と緑を
育てる豆知識を紹介する番組が放送されてい
る。
『趣味の園芸	やさいの時間』は，自宅の畑

やベランダの家庭菜園で，季節ごとにできる野
菜作りの基本やポイントなどのハウツーを伝え
る番組で，「さあ始めよう　ジャガイモづくり」

「定番を極める！ナスとピーマンとキュウリ」と
いった基本的な野菜から，「夏はやっぱりイタ
リア野菜！」「人気の中国野菜！ミニチンゲンサ
イ，タアサイのタネまき」など多彩な野菜の栽
培方法を取り上げている。また，番組の最後
には野菜作りを楽しむ視聴者の姿を「わたし
の野菜の時間」と題して写真構成で紹介する
コーナーも設けられた。

メインとなる番組『趣味の園芸』が長年変わ
らずシンプルに，初心者からベテランまで，花
と緑を楽しみ，育てる喜びを伝える一方で，
関連番組では，ターゲットをより明確にしたり，
視聴者との双方向性を大事にしたりした番組
制作が行われてきている。

4-4 テキストとウェブサイトへの展開

1967年，『趣味の園芸』の放送開始とともに，
NHK出版発行のテキスト『婦人百科』に「趣
味の園芸」コーナーができる。そして73年4月
にテキスト『趣味の園芸』が創刊，2008年には

『趣味の園芸ビギナーズ』と『趣味の園芸	やさ
いの時間』のテキストの創刊と続く。　

テキストは，放送で取り上げられる花や草木
の紹介だけでなく，独自の特集や連載を掲載
している。例えば17年度は「いちばんやさしい
園芸入門」「今，熱い植物」「ガーデンツールの
達人」などの連載や，長く掲載されている「今
月の管理・作業」「緑の相談所」，そして「植
物別	病害虫に使用できる主な薬剤表」などの
情報がある。

テキストを発行しているNHK出版では，09
年6月にコミュニティーサイト「みんなの趣味の
園芸」を開設している。17年8月の会員数は約
5万5,000人。月間アクセス数は最高で210万
に達している。
「みんなの趣味の園芸」で最もよく利用されて

いるコンテンツは，『趣味の園芸』の講師陣や専
門家の執筆による「植物図鑑」である。植物
名だけでなく，一年草や二年草といった形態，
果樹や球根といった分類，常緑性や落葉性と
いった特性，花の色や開花期で検索ができる。

この図鑑と併せてよく利用されているのが，
登録会員が育てている植物の様子を投稿する

「そだレポ」である。個人の記録に役立つだけ
でなく，同様の植物を育てている人々の間で情
報交換が行われている。さらにコミュニティー
機能もあり，「多肉を種から育てましょう」など
のトピックについて掲示板にコメントが交わさ
れている。

園芸を実際に始めると，水やりや追肥のタ
イミングといった個別の情報が必要になってく
る。図鑑だけでなく，コミュニティー機能があ
ることで，こうした利用者のニーズに応えてい
るのである。番組を見るだけでなく，見て実
際に育てた花や花木について情報交換ができ
る，番組と連動したコミュニティー作りは，ま
すます必要になると考える。
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５. ソーシャルネットワーク時代の
　 メディア展開

1925（大正14）年にラジオ放送が始まって
以来，53（昭和28）年にはテレビ放送開始，89

（平成元）年には衛星放送開始と，約30年ごと
にエポックを迎えてきたNHK。衛星放送開始
から30年経った今，次なる大きなエポックは，
間違いなく公共放送から公共メディアへの進
化であろう。

従来の放送によるサービスだけにとどまら
ず，インターネットを通じて，より多くの人に質の
高い情報を発信し，暮らしを豊かにする役割を
果たしていくことは，老舗番組にとっても避け
ては通れない使命である。

こうした時代に番組がどう向き合ってきた
か，『きょうの料理』を中心にみてみる。

前述のように，一般家庭におけるレシピ情
報の取得源が，すでにテレビからインターネッ
トに大きく移行したことで『きょうの料理』に
とってネット展開は，もはやなくてはならない
ものとなった。レシピ検索サイト「みんなの
きょうの料理」は，2016年現在で月間のペー
ジビューが2,100万，延べ600万人が利用して
いる。さらに，10代から60代の7割以上が，
LINE，Facebook，TwitterといったSNSを
利用する時代になり35），SNSに展開するサー
ビスが，その重要度を増している。
『きょうの料理』では，15年に公式LINE，

公式Twitterの運用を開始した。番組の主た
る視聴者層は50代以上だが，SNSで想定し
たターゲットはそれよりも下の世代。普段から
SNSを利用し，スマホからレシピを得ているで
あろう世代である。ねらいは『きょうの料理』を
まず知ってもらいレシピを活用してもらうこと。

加えて，制作者とユーザーがゆるやかにつなが
り，番組を介したネット上のコミュニティーの中
で，家庭料理を一緒に盛り上げ，一緒に楽しも
うという空気を醸成することであった。LINE
の登録者数は，17年12月現在で56万5,000。
30～40代の女性が52%を占める。Twitterの
フォロワー数も2万7,000と，双方ともに一定
の成果を上げている 36）。

LINEでのサービスは，毎週月曜昼に，そ
の週の放送の中からピックアップしたレシピ	
4点を配信（番組サイトへのリンク）するほか，
番組の顔を売るため，司会の後藤繁榮アナウ
ンサーの十八番であるダジャレを画像とともに
配信したり，アンケート機能を使い，取り上げ
てほしい内容を募る活用もしている。

Twitterでのサービスは，毎日の放送予定を
レシピ（番組サイトへのリンク）とともにツイー
トするほか，「きょうの料理60年トリビア」と題
し，過去のテキストの中から，時代を感じさせ
るエピソードを毎日ツイートする放送60年関連
企画も行っている。さらに毎月1回，双方向演
出の「きょうの料理	生放送COOK9」と連動
し，投稿募集にも活用している。生放送では，
寄せられた投稿を即座に画面に表示するシス
テムを運用しており，視聴者はインターネット
を通じて，リアルタイムで番組の講師に質問し
たり，やりとりを楽しむことができる。

従来のレシピ検索サイトのサービスが，食
材からレシピを検索するなど，ユーザーが能
動的にアクションするサービスであるのに対し，
LINEやTwitterでのサービスは，配信されて
くる情報を受動的に受け取るサービスである。
ネット上にレシピ情報があふれ，その中から，
自分のニーズに合ったレシピを探すことは，も
はや面倒だと感じられる面もあり，SNSに流れ
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てくる情報を受動的に受け取るサービスは，ひ
とつの流れになっている。

その中で，15年から16年にかけて台頭して
きたのが，レシピのショート動画である。SNS
上に流れてくる1分間ほどのシズル感あふれる
スタイリッシュな動画は，料理を作る流れが
ひと目でわかり，作ってみようという気にさせ
る。通信環境が進化し，動画がスマホにおけ
るサービスの目玉となってきた現在，SNSによ
る拡散効果もあり，レシピ提供サービスの新
潮流となっている。
『きょうの料理』でも，17年から2種類のショー

ト動画のサービスを開始した。ひとつは収録
VTRを1分ほどに編集した動画で，17年にオー
プンした暮らし情報サイト「らいふ」37）と，『きょう
の料理』の公式サイト38）で公開している。

もうひとつが，NHKの新しい動画コンテン
ツを開発する「1.5ch」チームと制作する「料
理助手かんべさんの0.5品」という動画であ
る。講師は番組の裏方歴30年の料理助手。
作るのは中途半端に余りがちな食材を使った
副菜やおつまみ。「0.5品」という名は，1品作
ろうと気負わなくてもできる，手軽なレシピと
いう意味だ。こちらの動画は，NHK1.5chの
Facebookや公式サイト39），『きょうの料理』公
式ウェブサイトやLINEで配信されている。

ここまで，ソーシャルメディア時代の放送番
組のメディア展開のあり方について『きょうの
料理』を中心にみてきたが，あらためて3番組
のメディア展開の特性を整理してみる。
『きょうの料理』は詳述したように「確かなレ

シピ」が核である。こんな料理を作りたい!	と
積極的にテキストやウェブサイトからレシピ情
報を得ようとする利用者もいるであろうが，番

組だけでなく，ショート動画，SNSなどで流
れてくる情報から，ちょっと作ってみたい，食
べてみたいとレシピに向き合う利用者が増えて
いる。そのため「確かなレシピ」を中心としつ
つ，さまざまなメディアでレシピを発信し，ゆ
るやかなコミュニティーを作るというメディア展
開が進んでいる。
『きょうの健康』では，「確かな医療情報」を

大切にしてきた。特に近年，不確かな医療健
康情報がネットなどで見られる中，信頼性の高
い医療情報に対するニーズは高い。ただ，料
理情報と健康情報がやや異なるのは，健康情
報は，実際に自分や家族になんらかの具体的
な症状や病状がみられたときに，初めて確実
な情報を求めようとする利用者も多いことであ
ろう。そのため，データベースから個々の具体
的な状況に合わせて，必要な情報を検索でき
る展開がよくマッチしているといえる。

食や健康という，日々の生活に必要不可欠
なものと比べると，園芸は少し事情が異なる。
もちろん園芸に関する正確な情報へのニーズ
はあるが，併せて，自分で実際に種まきから
開花・収穫まで育ててみた個人が，そのプロ
セスを発信したい，同じような園芸作物を育
てている人と情報交換したい，というニーズも
あり，それに応えるコミュニティーを作ること
が有効である。
「料理」「健康」「園芸」は，身近な分野であ

ること，その分野の情報を丹念に取材して発
信し続けてきたことが，現在につながってい
るといえるが，加えて，それぞれの番組に求
められる情報の特性に合わせた形で，放送以
外のメディア展開を試行錯誤しながら取り組
んでいることも，長く番組が続いている要因
といえるのではないだろうか。
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おわりに

今やネット上には星の数ほどのレシピや健康
情報，ガーデニングなどの園芸情報があふれ
ているが，その質は玉石混交である。ニーズ
を満たし，安全で質の高い，確実な情報を選
び出すこと自体が難しくなってきているともい
える今の時代，長年の「信頼」は情報選択に
おける大きな強みであろう。

ネットでのサービスを充実させればさせるほ
ど，テレビの必要性が薄れるのではないかと
いう懸念は，制作現場でしばしば議論になる。
しかし大事なことは，放送開始以来貫かれて
きた「役に立つ情報を，必要としている人に確
実に送り届ける」ことであり，テレビだけにこ
だわらず，さまざまなデバイスに合わせ，その
特徴を最大限に生かしたコンテンツを，柔軟
な発想を持って展開していくことなのではない
だろうか。そうした姿勢は今回取り上げた3番
組の歴史の随所にみられた。

ネットサービスには，いつでもどこでも，量
の制限なく情報を取得できる便利さがあり，出
版物であるテキストには，視認性のメリットや，
落ち着いてレシピや健康情報や園芸情報を見
直したり，派生するコラムなどを楽しむ読み物
としての楽しみもある。そしてテレビには，文
字では語りつくせないことを伝え，見ている人
の心を動かす力がある。

今回，3つの長寿番組の歴史と現状を取材
し，そこに通底することに関して得られた知見
をあらためて整理すると，以下のようになる。
・番組で取り上げるテーマが人々の生活に密

接に関わるものである。
・準備期間をきちんと作り，正確な情報を発

信するように努めてきた。

・視聴者との双方向性を大事にしてきた。
・映像情報だけでなく，テキストをはじめと

する多メディアへの展開を大事にしてきた。

高度成長時代を経て，長寿化が進み，生活
も豊かになったとはいえ，料理でいうと孤食，
食の安全，料理離れ，健康でいうと高齢化と
認知症，生活習慣病やうつなどへの対応など，
多くの課題が立ちはだかり，落ち着いて植物
に向き合い楽しめる心の余裕を求める人々が
みられる今の日本。人々の暮らし方，メディア
との関わり方が少しずつ変わっていく中，あら
ためて，老舗番組のブランドが大切であること
を実感させられる。信頼できる情報をきちんと
出す姿勢を守り続ける努力の部分と，新しい
メディアに向き合う多様な挑戦の部分とがあい
まったからこそ，この3番組が半世紀を経て現
在に続いているといえるのではないだろうか。
「料理」「健康」「園芸」に限らず，どのよう

な情報をどのような形で送り出していくことが，
公共放送・公共メディアに求められているの
か，制作者に近い立場にある当研究所の特性
を生かしつつ，今後も明らかにするべく努めて
いきたい。

（うじはし	ゆうじ/おおの	としあき）
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注：
	 1）	2017年には以下の周年記念番組が放送された。

・『趣味の園芸50周年記念番組	育てて，飾っ
て，撮って～新・園芸生活スタート～』（Eテレ，
2017年5月7日午前8時～ 8時55分）

・『祝60歳	きょうの料理伝説60』（Eテレ，2017
年11月4日午後2時～3時）

2018年1月には以下の番組の放送が予定されて
いる。
・『50周年特別シリーズ	あの人の健康法』（2018

年1月8日～ 11日）	三浦雄一郎，安藤忠雄，
鈴木登紀子（料理研究家），日野原重明さん

	 2）	NHK（東京）で放送した番組とその内容の歴史
を，番組確定表のデータなどで調べられるウェ
ブサイト
https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/index.
html

	 3）	『きょうの健康』は2016年度から情報の精度を
上げ情報量を増やすため，編集などのポスプロ
を行っている。『趣味の園芸』は2012年度から
ロケを行い編集するスタイルになっている。

	 4）	テキストのみで紹介したレシピも含む。
	 5）	番組はその後，1962年に15分間，63年に20分

間，76年に25分間と，放送尺が変更になって
いる。

	 6）	1957（昭和32）年，ビタミンB1・B2欠乏症とみら
れる腱反射消失など，栄養欠陥による有症者率
は25.9%だった。
厚生省（1958）「国民栄養の現状	昭和32年度国
民栄養調査成績」http://www.nibiohn.go.jp/
eiken/chosa/kokumin_eiyou/1958.html

	 7）	『きょうの料理50年　時代を映す懐かしの100
レシピ』（総合，2007年3月21日午前9時30分
～ 10時，午前10時5分～ 11時49分）

	 8）	「蝦仁豆腐」はえびと豆腐のうま煮，「什景火鍋
子」は五目寄せ鍋，「木筆白菜」の料理内容は不
明。当時の放送確定表にはそれぞれに，「シャー
レンドーフ」「シチンフォコーズ」「ムーピーパ
サイ」とルビがふられている。

	 9）	西洋料理や中国料理は，大正期に外食として都
市部で普及していたが，全国の家庭の食卓に普

及するのは高度経済成長期。スーパーマーケッ
トの普及や低温輸送などの流通革命，冷蔵庫，
電気炊飯器，ガスコンロといった台所周りの進
化とともに，主食中心から和洋中を取り交ぜた
副食物（おかず）中心の食事様式に移行した。

　　	『日本の食文化史　旧石器時代から現代まで』
P194 ～ 195・P199 ～ 201，『日本人はなにを食
べてきたか』P232～235

	10）	『NHK「きょうの料理」きのう・あす　食卓が
変わる女性が変わる家族が変わる』P14

	11）	内閣府（2004）「消費動向調査　主要耐久消費
財の普及率（全世帯）」
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/0403
fukyuritsu.xls

	12）	総務省統計局「主要品目の東京都区部小売価
格（昭和25年～平成22年）」
http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.
htm

	13）	当時は『きょうの料理』以外にも，日本テレビ
が『奥様お料理メモ』，東京放送が『今晩の家
庭料理』，フジテレビが『料理の窓』など，在
京民放各局も昼の時間帯にデイリーの料理番組
を放送していた。

『放送学研究	9』P182
 14） 『NHKテレビジョン番組制作ハンドブック

1963年版』P143
 15）	『テレビ料理人列伝』P97
	16）	『NHK「きょうの料理」きのう・あす　食卓が

変わる	女性が変わる	家族が変わる』P41
	17）	厚生省（1996）「生活習慣に着目した疾病対策の

基本的方向性について（意見具申）」		をもとに
1997年，成人病の改称として生活習慣病が提
唱された。
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0812/1217-4.
html

	18）	『テレビ料理人列伝』P154
	19）	就業者数における女性の割合は1950 ～ 70年代

前半にかけて下降傾向だが，75年ごろを境に上
昇に転じる。共働き世帯の数は1992年に男性雇
用者と無業の妻から成る世帯の数を超える。
総務省統計局「労働力調査　長期時系列データ」



22 JANUARY 2018

http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/
03roudou.htm（表1a-1）
内閣府男女共同参画局「共働き世帯数の推移」
http://www.gender .go . jp/about_danjo/
wh i t epaper/h26/zen ta i /h tm l/zuhyo/
zuhyo01-02-08.html

	20）	1世帯の食料品支出における外食の支出割合は
1973年に10%を超え，87年には15%を超えた。
また，85年以降も調理食品や一般外食の割合
は上昇，炊事の外部化が進んだ。
総務省統計局「家計調査（家計収支編）長期時
系列データ　1963年～ 2016年（全国）」をもと
に算出
http://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/
index.htm#longtime（18-1）
永井恵子（2016）「我が国の家事外部化の動向
を探る――家計調査から見た「家事に関する支
出」」『季刊	家計経済研究』第109号	P77
http://kakeiken.org/journal/jjrhe/109/109_07.
pdf

	21）	村田ひろ子，政木みき，萩原潤治（2016）「調
査からみえる日本の食卓～「食生活に関する世
論調査」から①～」『放送研究と調査』2016年
10月号，P72の図37をもとに算出
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
yoron/pdf/20161001_7.pdf

	22）	https://www.kyounoryouri.jp/
	23）	https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/

uploads/20140306000000/11.4_Q2s.pdf
	24） 連合軍司令部のアドバイスで，1948（昭和23）

年に始まったラジオドクターから始まり，専門
医として放送番組で解説を行った。

	25）	『NHK年鑑1968』P128
	26）	40歳前後から60歳代の働き盛りの人々に発生

率の高い疾患を指し，脳血管障害，悪性腫瘍，
心疾患，糖尿病，痛風など，主として非感染性
の慢性疾患などが代表的である。

	27）	後天性免疫不全症候群のこと。1981年6月，ア
メリカの公衆衛生の専門誌に「免疫力が極度に
低下し手の施しようのないヘルペス感染とカリ
ニ肺炎を併発した5人の男性患者」の報告がさ

れ，1982年7月にAIDSと名づけられた。
	28）	注17参照。
	29）	内臓脂肪が多くて糖尿病をはじめとする生活習

慣病になりやすく，心臓病や脳などの血管の病
気につながりやすい状況のこと。

	30）	心臓や胃などの人体の臓器を3次元CGで，リ
アルタイムで表示するシステム。番組では専門
医の解説にあわせて，オペレーターが，臓器の
回転や拡大を行った。

	31）	http://www.nhk.or.jp/kenko/concept/
	32）	野本睦美（1999）「医学・医療番組は視聴者の

ニーズにどう応えてきたか」『放送研究と調査』
1999年12月号,	P20～21

	33）	『花と緑と，20の情熱　日本園芸界のパイオニ
アたち』P10～11

	34）	「「趣味の園芸」育み半世紀」日本経済新聞2017
年6月22日付より

	35）	LINE，Facebook，Twitter，mixi，Mobage，
GREEの6つのサービスのいずれかを利用して
いる割合は，2012年の41.4%から，2016年には
71.2%まで上昇している。
総務省「平成29年版	情報通信白書」P6
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/h29/pdf/29honpen.pdf

	36）	きょうの料理公式Twitter
https://twitter.com/nhk_ryouri
きょうの料理公式LINE
@nhk_kyounoryouri

	37）	http://www.nhk.or.jp/lifestyle/
	38）	http://www4.nhk.or.jp/kyounoryouri/
	39）	https://www.facebook.com/NHKten5/

https://www.nhk.or.jp/ten5/

（URLはすべて2017年11月14日確認）
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年　号 NHK（■）と社会の動き（○） 『きょうの料理』（■）と食生活関係の出来事（○） 『きょうの健康』（■）と医療・健康関係の出来事（○） 『趣味の園芸』（■）と園芸関係の出来事（○）

1950〜
（昭和25）

■ テレビ本放送開始（1953）
　〇経済白書「もはや戦後ではない」（1956）
　〇東京タワー完成（1958）
■ 教育テレビ放送開始（1959）
　〇皇太子ご成婚（1959）

　〇食糧難の時代を脱し，和洋中を取り交ぜた食事様式が広がる
　〇厚生省「国民栄養調査」で4人に1人は栄養欠陥（1957）
■ 11月4日放送開始，初回テーマは「今月の食事プラン」（1957）
■ 第2回放送で料理の作り方初紹介「かきのカレーライス」（1957）
■ テキスト創刊（隔月刊）定価100円（1958）
■ クッキング相談（1959）

　〇インフルエンザ全国で流行（1955，1957）
　〇成人病という用語，概念が作られる（1956）
■ NHK総合テレビで『わが家の健康』放送（1957～61）
　〇はしか流行（1959）

■ NHK総合テレビで『園芸のしおり』放送（1958～61）

1960〜
（昭和35）

　〇池田内閣「所得倍増計画」（1960）
■ カラーテレビ本放送開始（1960）
■ テレビ放送受信契約1,000万突破（1962）
　〇東京オリンピック（1964）
　〇白黒テレビの普及率90%超える（1965）
　〇3億円事件（1968）
　〇アポロ11号月面着陸（1969）

■「世界の家庭料理」（1964）
■「パンをおいしく」（1965）
　〇電気冷蔵庫の普及率50％超える（1965）
　〇核家族化進み普通世帯の平均人員4.97人（1955）から4.05人に（1965）
■ 材料が5人分から4人分に（1965）
■「今月のつけもの」（1967）
■「正月料理」（1967）
■ テキストが月刊化，一部カラー化（1969）

　〇1960年代初めに国民皆保険達成
■ 4月3日放送開始，初回テーマは「わが家の健康管理」（1967）
　〇公害基本対策法公布（1967）
　〇厚生省，公害病対象地域を決定（1969）

　〇1960年代から園芸品店が増加
■ 4月8日放送開始，初回テーマは「今月の庭仕事」（1967）
　〇1960年代後半から1970年代観葉植物が広がる
　〇プラスチック鉢の家庭への普及
■「観葉植物の冬越し」（1967），「観葉植物の増やし方」（1968），
「夏の観葉植物」（1969）

■「鉢ものとフレームつくり」（1967），「つゆ時の鉢物管理」（1968），
「ミニ品種で楽しむ鉢植え」（1969）

1970〜
（昭和45）

　〇日本万国博覧会（1970）
■ 総合テレビ全面カラー化（1971）
　〇浅間山荘事件（1972）
　〇第1次オイルショック（1973）
　〇狂乱物価（1974）
　〇カラーテレビの普及率90%超える（1975）
　〇日中平和友好条約（1978）
　〇第2次オイルショック（1979）

　〇電気冷蔵庫の普及率90%超える（1971）
　〇マクドナルド国内1号店開店（1971）
　〇国民1人1日あたりのエネルギー摂取量戦後最大（1972）
　〇セブン-イレブン国内1号店開店（1974）
■「30分でできるおかず」（1974）
■「安上がりな献立」（1974）　
　〇就業者における女性の割合が上昇に転じる（1975）
■「忙しい人のために」（1977）
■ テキスト全面カラー化（1977）
■『きょうの健康』との共同制作特集「成人病の食事」（1979）

■ 特定の年代向け
「新入学を前にシリーズ」（1970），「50代シリーズ」（1972），
「40代のからだシリーズ」（1975）など　

■ シリーズ「老人の看護」（1972）
　〇高齢者医療費無料化（1973）
　〇大蔵省日本初のがん保険認可（1974）
　〇厚相「一億国民総健康づくり」を提唱（1977）
■ 毎週金曜日を高齢化社会への対応のテーマで放送（1977）
　〇総理府「高齢者問題の現状−迫り来る高齢化社会−」発行（1979）
■ 運動療法シリーズ（1979）

■ テキスト創刊（1973）
　〇布施明の歌う『シクラメンのかほり』大ヒット（1975）
　〇底面給水鉢登場（1979）

1980〜
（昭和55）

　〇モスクワオリンピックボイコット（1980）
　〇グリコ・森永事件（1984）
　〇ハンディータイプの携帯電話発売（1987）
　〇国鉄民営化（1987）
　〇昭和天皇崩御，昭和から平成へ（1989）
　〇消費税3%導入（1989）
■ 衛星放送本放送開始（1989）

■「フランス料理の基本ソース」（1980）
　〇「美味しんぼ」連載開始（1983）
■「プロのコツ」（1983）
■「男の料理」（1983）
■「共働きの食事プラン」（1984）
■「作りおきのきくおかず」（1984）
　〇男女雇用機会均等法施行（1986）　
■「健康をつくる」（1986）
■「毎日の食卓をヘルシーに」（1986）
　〇電子レンジの普及率50%超える（1987）
■「30分のスピード献立」（1988）

■ 定期的にがんについてシリーズで扱う　
　〇（財）健康・体力づくり事業財団設立（1981）
　〇免疫機能を破壊する新しい病気をAIDS（後天性免疫不全症候群）
　　と命名（1982）
　〇老人保健法公布，医療費無料制廃止（1982）
　〇日本，世界一の長寿国に（男性74.2歳，女性79.78歳）（1984）
　〇厚生省，痴呆性老人対策本部設置（1986）
■「エイズの検査」（1987），「エイズ予防のために」（1987），

	「エイズを防ぐ」（1988）
　〇エイズ予防法成立（1988）
■ テキスト創刊（1988）

　〇1980年代，洋ランの流行
■「デンドロビューム，カトレアの植え替え，株分け」（1983），
「シンビジューム～花芽をつけるコツ」（1984），	
「寒ランを楽しむ」（1984）

　〇バブル時代を迎え，ギフトで花を贈る人が増える

1990〜
（平成2）

　〇バブル崩壊始まる（1991）
　〇湾岸戦争（1991）
■ ハイビジョン実用化試験放送開始（1994）
　〇阪神・淡路大震災（1995）
　〇地下鉄サリン事件（1995）
　〇Windows95発売（1995）

　〇『dancyu』創刊（1990）
■「男の料理」枠が独立『きょうの料理	男の食彩』放送開始（1991）
　〇共働き世帯，専業主婦のいる世帯の数を超える（1992）
　〇『料理の鉄人』放送開始（1993）
■「20分で晩ごはん」（1995）
■「おいしくヘルシー」（1995）
■ 番組ウェブサイト開設（1999）

　〇O-157（腸管出血性大腸菌）指定伝染病になる（1996）
　〇厚生省，「成人病」というネーミングを，生活習慣病に変更（1996）
■ 医学医療情報のデータベース開発（1997）
■ シリーズ「生活習慣病」（1998）
　〇日本初のがん遺伝子治療が東大医科学研究所で始まる（1998）
■『健康ほっとライン』放送（1998～2003）
■ ウェブサイト開設（1998年）

　〇国際花と緑の博覧会，大阪で開催（1990）
　〇1990年代からイングリッシュ・ガーデンブーム
　〇ミニ盆栽やミニ洋ランが流行
■「ミニ観葉を育てる」（1993），「ミニ花木の寄せ植え」（1994），
「春のミニガーデンづくり」（1997）

　〇「ガーデニング」が流行語大賞に（1997）

2000〜
（平成12）

■ BSデジタル本放送開始（2000）
　〇携帯電話とPHSの契約数，固定電話抜く（2000）
　〇アメリカ同時多発テロ（2001）
　〇イラク戦争（2003）
■ ワンセグ放送開始（2006）
■ NHKオンデマンド番組配信サービス開始（2008）
　〇リーマンショック（2008）
　〇 iPhone国内発売（2008）

■「村田吉弘の割合で覚える和の基本」（2000）
■「グッチ裕三の早うまレシピ」（2002）
　〇普通世帯の平均人員，3.06人（1990）から2.58人（2005）に
■「ケンタロウのひとりごはん」（2006）
■ 初心者向けミニ番組『きょうの料理ビギナーズ』放送開始（2007）
■ 放送50周年（2007）
■ 携帯メルマガ「きょうの料理お買い物メモ」運用開始（2007）
■ レシピ検索サイト「みんなのきょうの料理」開設（2007）
■ 材料が4人分から2人分に（2009）

■『きょうの健康Q&A』放送（2003～08）
■ シリーズ「メタボリックシンドローム」（2006）
■「油断は禁物!	インフルエンザ対策」（2006）

　〇浜名湖花博（2004）
■ 番組ウェブサイト開設（2004）
■『趣味の園芸プラス』放送（2007～10）
■『趣味の園芸ビギナーズ』放送（2008 ～）
■『趣味の園芸	やさいの時間』放送（2008 ～）
■ ウェブサイト「みんなの趣味の園芸」開設（2009 ～）

2010〜
（平成22）

　〇スマートフォンの保有率6割超える（2013）
　〇東日本大震災（2011）
■ 地上テレビ放送完全デジタル化（2012）
■ ハイブリッドキャストサービス開始（2013）
　〇消費税8%導入（2014）
■ 放送法改正でインターネット業務拡大（2014）
　〇アメリカ・トランプ大統領就任（2017）

　〇「クックパッド」の月間利用者1,000万人突破（2010）
　〇「和食」がユネスコ世界文化遺産登録（2013）
■「土井善晴のホッとするごはん」（2013）
■「おふくろの味	定番100」（2014）
■「栗原はるみの定番ごはん」（2015）
■ 番組公式Twitter，公式LINEの運用開始（2015）
■ ネット連動『生放送月刊きょうの料理』放送開始（2015 ～ 2016）
■ 放送60周年（2017）
■ レシピのショート動画配信開始（2017）
■『生放送	月刊きょうの料理』が『きょうの料理	生放送COOK9』に（2017）

■ うつに関するシリーズ「団塊世代のうつ病対策」（2012），
　「うつ病	あなたに合った治療法」（2013），
　「うつ病	徹底解説」（2016）
■ 認知症に関するシリーズ「正しく向き合う認知症」（2013），
「認知症をくい止めよう」（2014），「知っておきたい	認知症」（2015）

■「冬は用心	ノロウィルス」（2013）
■ ウェブサイト「NHK健康ch（チャンネル）」開設（2017）

　〇花き振興法が成立（2014）
■『趣味の園芸	グリーンスタイル	京も一日陽だまり屋』放送開始
　（2016 ～）

「料理」「健康」「園芸」関連年表 
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年　号 NHK（■）と社会の動き（○） 『きょうの料理』（■）と食生活関係の出来事（○） 『きょうの健康』（■）と医療・健康関係の出来事（○） 『趣味の園芸』（■）と園芸関係の出来事（○）

1950〜
（昭和25）

■ テレビ本放送開始（1953）
　〇経済白書「もはや戦後ではない」（1956）
　〇東京タワー完成（1958）
■ 教育テレビ放送開始（1959）
　〇皇太子ご成婚（1959）

　〇食糧難の時代を脱し，和洋中を取り交ぜた食事様式が広がる
　〇厚生省「国民栄養調査」で4人に1人は栄養欠陥（1957）
■ 11月4日放送開始，初回テーマは「今月の食事プラン」（1957）
■ 第2回放送で料理の作り方初紹介「かきのカレーライス」（1957）
■ テキスト創刊（隔月刊）定価100円（1958）
■ クッキング相談（1959）

　〇インフルエンザ全国で流行（1955，1957）
　〇成人病という用語，概念が作られる（1956）
■ NHK総合テレビで『わが家の健康』放送（1957～61）
　〇はしか流行（1959）

■ NHK総合テレビで『園芸のしおり』放送（1958～61）

1960〜
（昭和35）

　〇池田内閣「所得倍増計画」（1960）
■ カラーテレビ本放送開始（1960）
■ テレビ放送受信契約1,000万突破（1962）
　〇東京オリンピック（1964）
　〇白黒テレビの普及率90%超える（1965）
　〇3億円事件（1968）
　〇アポロ11号月面着陸（1969）

■「世界の家庭料理」（1964）
■「パンをおいしく」（1965）
　〇電気冷蔵庫の普及率50％超える（1965）
　〇核家族化進み普通世帯の平均人員4.97人（1955）から4.05人に（1965）
■ 材料が5人分から4人分に（1965）
■「今月のつけもの」（1967）
■「正月料理」（1967）
■ テキストが月刊化，一部カラー化（1969）

　〇1960年代初めに国民皆保険達成
■ 4月3日放送開始，初回テーマは「わが家の健康管理」（1967）
　〇公害基本対策法公布（1967）
　〇厚生省，公害病対象地域を決定（1969）

　〇1960年代から園芸品店が増加
■ 4月8日放送開始，初回テーマは「今月の庭仕事」（1967）
　〇1960年代後半から1970年代観葉植物が広がる
　〇プラスチック鉢の家庭への普及
■「観葉植物の冬越し」（1967），「観葉植物の増やし方」（1968），
「夏の観葉植物」（1969）

■「鉢ものとフレームつくり」（1967），「つゆ時の鉢物管理」（1968），
「ミニ品種で楽しむ鉢植え」（1969）

1970〜
（昭和45）

　〇日本万国博覧会（1970）
■ 総合テレビ全面カラー化（1971）
　〇浅間山荘事件（1972）
　〇第1次オイルショック（1973）
　〇狂乱物価（1974）
　〇カラーテレビの普及率90%超える（1975）
　〇日中平和友好条約（1978）
　〇第2次オイルショック（1979）

　〇電気冷蔵庫の普及率90%超える（1971）
　〇マクドナルド国内1号店開店（1971）
　〇国民1人1日あたりのエネルギー摂取量戦後最大（1972）
　〇セブン-イレブン国内1号店開店（1974）
■「30分でできるおかず」（1974）
■「安上がりな献立」（1974）　
　〇就業者における女性の割合が上昇に転じる（1975）
■「忙しい人のために」（1977）
■ テキスト全面カラー化（1977）
■『きょうの健康』との共同制作特集「成人病の食事」（1979）

■ 特定の年代向け
「新入学を前にシリーズ」（1970），「50代シリーズ」（1972），
「40代のからだシリーズ」（1975）など　

■ シリーズ「老人の看護」（1972）
　〇高齢者医療費無料化（1973）
　〇大蔵省日本初のがん保険認可（1974）
　〇厚相「一億国民総健康づくり」を提唱（1977）
■ 毎週金曜日を高齢化社会への対応のテーマで放送（1977）
　〇総理府「高齢者問題の現状−迫り来る高齢化社会−」発行（1979）
■ 運動療法シリーズ（1979）

■ テキスト創刊（1973）
　〇布施明の歌う『シクラメンのかほり』大ヒット（1975）
　〇底面給水鉢登場（1979）

1980〜
（昭和55）

　〇モスクワオリンピックボイコット（1980）
　〇グリコ・森永事件（1984）
　〇ハンディータイプの携帯電話発売（1987）
　〇国鉄民営化（1987）
　〇昭和天皇崩御，昭和から平成へ（1989）
　〇消費税3%導入（1989）
■ 衛星放送本放送開始（1989）

■「フランス料理の基本ソース」（1980）
　〇「美味しんぼ」連載開始（1983）
■「プロのコツ」（1983）
■「男の料理」（1983）
■「共働きの食事プラン」（1984）
■「作りおきのきくおかず」（1984）
　〇男女雇用機会均等法施行（1986）　
■「健康をつくる」（1986）
■「毎日の食卓をヘルシーに」（1986）
　〇電子レンジの普及率50%超える（1987）
■「30分のスピード献立」（1988）

■ 定期的にがんについてシリーズで扱う　
　〇（財）健康・体力づくり事業財団設立（1981）
　〇免疫機能を破壊する新しい病気をAIDS（後天性免疫不全症候群）
　　と命名（1982）
　〇老人保健法公布，医療費無料制廃止（1982）
　〇日本，世界一の長寿国に（男性74.2歳，女性79.78歳）（1984）
　〇厚生省，痴呆性老人対策本部設置（1986）
■「エイズの検査」（1987），「エイズ予防のために」（1987），

	「エイズを防ぐ」（1988）
　〇エイズ予防法成立（1988）
■ テキスト創刊（1988）

　〇1980年代，洋ランの流行
■「デンドロビューム，カトレアの植え替え，株分け」（1983），
「シンビジューム～花芽をつけるコツ」（1984），	
「寒ランを楽しむ」（1984）

　〇バブル時代を迎え，ギフトで花を贈る人が増える

1990〜
（平成2）

　〇バブル崩壊始まる（1991）
　〇湾岸戦争（1991）
■ ハイビジョン実用化試験放送開始（1994）
　〇阪神・淡路大震災（1995）
　〇地下鉄サリン事件（1995）
　〇Windows95発売（1995）

　〇『dancyu』創刊（1990）
■「男の料理」枠が独立『きょうの料理	男の食彩』放送開始（1991）
　〇共働き世帯，専業主婦のいる世帯の数を超える（1992）
　〇『料理の鉄人』放送開始（1993）
■「20分で晩ごはん」（1995）
■「おいしくヘルシー」（1995）
■ 番組ウェブサイト開設（1999）

　〇O-157（腸管出血性大腸菌）指定伝染病になる（1996）
　〇厚生省，「成人病」というネーミングを，生活習慣病に変更（1996）
■ 医学医療情報のデータベース開発（1997）
■ シリーズ「生活習慣病」（1998）
　〇日本初のがん遺伝子治療が東大医科学研究所で始まる（1998）
■『健康ほっとライン』放送（1998～2003）
■ ウェブサイト開設（1998年）

　〇国際花と緑の博覧会，大阪で開催（1990）
　〇1990年代からイングリッシュ・ガーデンブーム
　〇ミニ盆栽やミニ洋ランが流行
■「ミニ観葉を育てる」（1993），「ミニ花木の寄せ植え」（1994），
「春のミニガーデンづくり」（1997）

　〇「ガーデニング」が流行語大賞に（1997）

2000〜
（平成12）

■ BSデジタル本放送開始（2000）
　〇携帯電話とPHSの契約数，固定電話抜く（2000）
　〇アメリカ同時多発テロ（2001）
　〇イラク戦争（2003）
■ ワンセグ放送開始（2006）
■ NHKオンデマンド番組配信サービス開始（2008）
　〇リーマンショック（2008）
　〇 iPhone国内発売（2008）

■「村田吉弘の割合で覚える和の基本」（2000）
■「グッチ裕三の早うまレシピ」（2002）
　〇普通世帯の平均人員，3.06人（1990）から2.58人（2005）に
■「ケンタロウのひとりごはん」（2006）
■ 初心者向けミニ番組『きょうの料理ビギナーズ』放送開始（2007）
■ 放送50周年（2007）
■ 携帯メルマガ「きょうの料理お買い物メモ」運用開始（2007）
■ レシピ検索サイト「みんなのきょうの料理」開設（2007）
■ 材料が4人分から2人分に（2009）

■『きょうの健康Q&A』放送（2003～08）
■ シリーズ「メタボリックシンドローム」（2006）
■「油断は禁物!	インフルエンザ対策」（2006）

　〇浜名湖花博（2004）
■ 番組ウェブサイト開設（2004）
■『趣味の園芸プラス』放送（2007～10）
■『趣味の園芸ビギナーズ』放送（2008 ～）
■『趣味の園芸	やさいの時間』放送（2008 ～）
■ ウェブサイト「みんなの趣味の園芸」開設（2009 ～）

2010〜
（平成22）

　〇スマートフォンの保有率6割超える（2013）
　〇東日本大震災（2011）
■ 地上テレビ放送完全デジタル化（2012）
■ ハイブリッドキャストサービス開始（2013）
　〇消費税8%導入（2014）
■ 放送法改正でインターネット業務拡大（2014）
　〇アメリカ・トランプ大統領就任（2017）

　〇「クックパッド」の月間利用者1,000万人突破（2010）
　〇「和食」がユネスコ世界文化遺産登録（2013）
■「土井善晴のホッとするごはん」（2013）
■「おふくろの味	定番100」（2014）
■「栗原はるみの定番ごはん」（2015）
■ 番組公式Twitter，公式LINEの運用開始（2015）
■ ネット連動『生放送月刊きょうの料理』放送開始（2015 ～ 2016）
■ 放送60周年（2017）
■ レシピのショート動画配信開始（2017）
■『生放送	月刊きょうの料理』が『きょうの料理	生放送COOK9』に（2017）

■ うつに関するシリーズ「団塊世代のうつ病対策」（2012），
　「うつ病	あなたに合った治療法」（2013），
　「うつ病	徹底解説」（2016）
■ 認知症に関するシリーズ「正しく向き合う認知症」（2013），
「認知症をくい止めよう」（2014），「知っておきたい	認知症」（2015）

■「冬は用心	ノロウィルス」（2013）
■ ウェブサイト「NHK健康ch（チャンネル）」開設（2017）

　〇花き振興法が成立（2014）
■『趣味の園芸	グリーンスタイル	京も一日陽だまり屋』放送開始
　（2016 ～）


