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開局60 年を迎えた教育テレビの番組の変遷を，グループ分けして網羅的にみていく「シリーズ 教育テレビ60
年」。最後の3回目は「青少年向け番組」「文化・教養番組」「芸術・芸能番組」「産業・経済番組」「科学・健康番組」

「高齢者向け・福祉番組」「報道番組・その他の番組」の7グループをみていく。
「青少年向け番組」は，「幼児向け番組」とともに，1980 年代までは総合テレビでの放送が中心であったが，90

年代にゾーン編成が取り入れられたあとに番組数を増やしていった。「文化・教養番組」は，『日曜美術館』や『こ
ころの時代』などの長年続く番組に加えて，「教育教養講座」のシリーズ番組が終了した2010 年代以後，多種多
様な番組を放送している。「芸術・芸能番組」「産業・経済番組」「科学・健康番組」は開局当初から，総合テレビ
とは異なるタイプの番組が放送されてきた。そして90 年代以後，高齢化社会を迎えるとともに，福祉や多様性が
日本社会全体の大きな課題となる中，番組数・放送時間を増やしてきたのが「高齢者向け・福祉番組」である。ま
た教育テレビならではの「報道番組・その他の番組」も時代に対応して放送してきた。

それぞれのグループの番組の変遷をみるとともに，シリーズのまとめとして，教育テレビに特徴的な番組と編成，
ウェブなどへの展開について整理をして，今後の生涯学習社会に果たす役割を考える。
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「産業・経済番組」「科学・健康番組」「高齢者
向け・福祉番組」「報道番組・その他の番組」
の7グループの変遷をみていく。

対象となる番組のグループ分けについては，
教育テレビ40年の際に『放送研究と調査』に
シリーズで掲載された論考1）をもとに，時代の
変化に伴う番組内容の変化を考慮して追加・
修正を行った 2）。
「シリーズ 教育テレビ60年①」で扱った「高

校講座」や「語学番組」3），「シリーズ 教育テレ
ビ60年②」で扱った「趣味・実用番組」や「教
育教養講座」4）が，教育テレビだけ，あるいは
教育テレビを中心に放送してきたのに対して，
今回扱うグループの番組は，総合テレビや衛
星放送でも放送されている。ほかのチャンネル
と異なる，教育テレビならではの番組が求めら
れる中，どのような番組が放送されてきたかと
いう観点も含めてみていく。
「青少年向け番組」は，「幼児向け番組」と

ともに，1980年代までは総合テレビでの放送
が中心であったが，90年代にゾーン編成が取
り入れられたあとに番組数を増やしていった。 

「文化・教養番組」は，『日曜美術館』や『ここ
ろの時代』などの長年続く番組に加えて，「教
育教養講座」のシリーズ番組が終了した2010
年代以後，多種多様な番組を放送している。

「芸術・芸能番組」「産業・経済番組」「科学・
健康番組」は，開局当初から総合テレビとは
異なるタイプの番組が放送されてきた。　

そして90 年代以後，高齢化社会を迎えると
ともに，福祉や多様性が日本社会全体の大き
な課題となる中，番組数・放送時間を増やし
てきたのが「高齢者向け・福祉番組」である。

「報道番組・その他の番組」も含めた各番組
グループの変遷をみていく。

1.─『若い広場』から
───『YOU』『天才てれびくん』へ

～「青少年向け番組」の変遷～

本章では「青少年向け番組」を大きく4つの 
時期に分けてみていく。1つ目は教育テレビ開
局当初から始まった『青年の歩み』『若い広場』
などの時期，2 つ目は『ジュニア・文化シリー
ズ』『YOU』が始まる1980 年代，3つ目はゾー 
ン編成が取り入れられ，『天才てれびくん』を
はじめとして多彩な番組が登場する90 年代，
4つ目はティーンズに向けた多様な番組が増え
てきた2000 年代以後である。最後に「海外少
年少女ドラマ」と「アニメ」について概観した。
番組の変遷は表1にまとめた。

1-1 「青少年向け番組」の始まり 

教育テレビ開局とともに，家庭で青少年に見
てもらう番組として『君も考える』が始まる。中
学生を主な対象として，「将来」「礼儀」「幸福」
などのテーマについて，ミニドラマとスタジオ
に集まった中学生の討論などで構成された。

1960年度から放送の『青年の歩み』は働く
青少年に広い視野を養ってもらうための総合
番組で，文部省（当時）と日本ユネスコ国内委
員会にNHKが協力し，勤労青少年の集団視
聴によるテレビ番組の利用と効果を調査するた
めに企画されたものだった。

62年度になると土曜日と日曜日の夜7時から
『若い広場』が放送される。土曜日はさまざま
な職業，地域，環境にある青年たちの姿をフィ
ルムでルポし，そのあとスタジオでの座談会で
問題をさらに掘り下げた。テーマとしては「流
行」「男らしさ」「親と子」などが取り上げられた。
日曜日は，高校生が対象のスタジオショー番組
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で，63年度からは『われら10 代』として，独
立する。63年度はさらに，社会に出た青年た
ちに必要な話し方の基礎を習得してもらう『話
し方教室』も始まる。
『若い広場』は66 年度に『若い世代』として

40 分の討論と20 分のフィルム構成の番組とな
るが，69 年度に再び『若い広場』となり，フィ
ルム，スタジオ，中継などテーマにマッチした
方法を駆使して構成する若者番組として，81
年度まで放送される。当時，テレビにはほと
んど出演しなかった矢沢永吉とオフコースを，
1年以上にわたる交渉と取材の末に出演しても
らったことなどで話題を呼んだ。

1-2 『YOU』と『ジュニア・文化シリーズ』

1980 年度から，平日の夕方5時台に『ジュ
ニア・文化シリーズ』が始まる。科学番組『み
んなの科学』の後継番組であるが，曜日ごと

に「人間の記録」「自然のなぞ」「未来をひら
く」「みんなの実験室」「世界の民族」をテー
マとして，科学だけでなく文化・教養一般にま
で分野を広げた。82年度からは『ジュニア大
全科』として5日間で1シリーズとするようにな
り，「アインシュタイン号宇宙の旅」「100 年前
のSF」などのテーマを取り上げた。

しかし70 ～ 80年代の青少年向け番組の中
心は総合テレビで，夕方6時台に帯放送された

『少年ドラマシリーズ』（73 ～ 77年度）や『600
こちら情報部』（78 ～ 83年度）が人気を集めて
いた。

82年度は『若い広場』に代わる青年向け新
番組『YOU』が，土曜日の夜10 時30 分から
の1時間番組として始まる。初代司会者はコ
ピーライターの糸井重里で，坂本龍一のテー
マ曲に合わせた大友克洋のタイトル画のポッ
プな感覚が話題となった。番組は，糸井重里

表 1　「青少年向け番組」の変遷（教育テレビ）

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

青年の歩み
（60 ～ 61） 若い広場（62 ～ 65） 若い世代

（66 ～ 68） 若い広場（69 ～ 81） ＹＯＵ（82 ～ 86） 土曜倶楽部
（87 ～ 89）

ファイト!
（92 ～ 93）

ソリトン
（94 ～ 95） ① 真剣１０代しゃべり場（00 ～ 05） 一期一会  キミにき

きたい！（06 ～ 08）青春リアル（09 ～12）Ｅダンスアカデミー（13 ～）

君も考える
（59 ～ 61）

われら10 代
（63 ～ 65） ② しゃべり場ホームページ

（01 ～ 05） テストの花道（10 ～ 15） ③

④ 話し方教室
（63 ～ 65） トップランナー（03 ～ 08） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ オドモTV

（18 ～）

⑨
まんが で
読む古典

（90 ～ 91）
⑩ ⑪ 金曜かきこみＴＶ（03

～ 06） ⑫ Rの法則（11 ～ 18） ⑬

⑭
ジュニア・
文化シリーズ

（80 ～ 81）
ジュニア大全科

（82 ～ 84） ⑮ 天才てれびくん（93 ～ 98） 天才てれびくんワイド
（99 ～ 02） 天才てれびくんMAX（03 ～ 10） 大！天才てれび

くん（11 ～ 13）
Let's天才てれび
くん（14 ～16）

天才てれびくん
ＹＯＵ（17 ～）

天才ビットくん（01 ～ 06）
天才てれびくん
MAX ビットワー
ルド（07 ～ 09）

ビットワールド（10 ～）

セサミストリート（72 ～ 81） セサミストリート（88 ～ 03）
中学生日記（91 ～ 11）　※03年から教育テレビのみ 東北発☆未来塾（12 ～16）

中学生日
記クラブ

（00 ～ 01）
親と子のＴＶスクール

（04 ～ 07）
デジスタ・
ティーンズ

（10 ～11）
オトナへのトビラ
ＴＶ（12 ～14）

オトナヘノ
ベル（15 ～
16）

＃ジューダイ
（17 ～）

⑯ ⑰ 人形劇（95 ～ 97） ドラマ・愛の詩（99 ～ 04） ⑱ ⑲ ねほりんぱほりん
（16 ～）

ユメディア号こど
も塾（95 ～ 97）

NHKジュニ
アスペシャル

（98 ～ 99）

NHKジュニアス
ペシャル（03 ～
05）

⑳ ヒミツのちから
んど（08 ～ 10） ㉑ スクールライブ

ショー（12 ～14）

あしたをつかめ（04 ～ 11） ㉒ 人生デザインU-29
（14 ～ 17）

海外少年少女ドラマ（90 ～）
アニメ（91 ～）

①YOU&ME　ふたり（99） ②青春プレーバック（87） ③テストの花道　ニューベンゼミ（16 ～17）
④音楽の窓（59） ⑤テストの寄り道（10） ⑥特盛り！テストの花道（12）
⑦Ｎコンマガジン　スーパー合唱教室（13 ～ 15） ⑧どちゃもん　あさめしまえ（16 ～17） ⑨楽しい工作（59）
⑩まんが日本史（92） ⑪西田ひかるの痛快人間伝（93） ⑫土曜かきこみＴＶ（07）
⑬沼にハマってきいてみた（19 ～） ⑭東海道むかしむかし，京都千年（59） ⑮地球 SOS・それいけコロリン（92）
⑯オーケストラの魅力（92） ⑰ひょっこりひょうたん島（93） ⑱モリゾー・キッコロ　森へいこうよ！（07～10）
⑲ティーンズプロジェクト　フレ☆フレ（12 ～13） ⑳ 音楽のちから　アートのちから　からだのちから（07） ㉑スクール　Live Show（11）
㉒あしたをつかめ～しごともくらしも～（13） 
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『YOU』（1983年度）

が街で発見したことをネタに映像を交えて語る
「オープニング・コラム」から始まり，「だれでも
ミュージシャン」「僕の好きな先生」「天高くギャ
ルやせる秋」などの「本編」，そして各界の著
名人が思い出の地を訪ねて青春を振り返る「青
春プレイバック」で構成された。

87年度からは「社会と自分が見える体験
テレビ」として，一般視聴者からの応募による

「体験隊」の報告と討論で展開する『土曜倶楽
部』が放送される。

続く青年向け番組は総合テレビに移行，『燃
えてトライアル』（90年度），『週刊ヤング情報』

（91年度）として放送されるが，92年度からは
再び教育テレビに戻り，若者が本気で熱中し
ていることをテーマにライバル同士が競い合う

『ファイト！』（92 ～ 93年度）が始まる。
94 年度は，短いコーナーのオムニバス形式

の『ソリトン　金の斧銀の斧』と，「迷い人」の
若者の野望を「ナビゲーション坊主」とテーマ
に応じたゲストの「高僧」がかなえる『ソリト
ン　野望山馳参寺！』，95 年度は常識の裏に
ある物事の見方や本質にスポットをあてる『土
曜ソリトン　SIDE・B』と，夢の実現に向けて
生きる20 代の若者のドキュメント『日曜ソリト
ン　夢ときどき晴れ！』が放送された。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1-3 『天才てれびくん』の始まり

1993年度，月曜日から木曜日の午後6時か
ら6時25分，7歳から12歳の子どもたちをター
ゲットにした『天才てれびくん』が始まる。人間
とリモコンの言いなりだったテレビが反乱を起
こして「テレゾンビ」が誕生，その「テレゾンビ」
を倒そうと立ち上がった9人の「てれび戦士」
の活躍を描くという設定で，最新のCGと合成
映像を駆使した独特の世界を描いた。番組は
アニメ，ドラマ，音楽などのさまざまなコーナー
があり，95年度からは生放送も始まる。98年
度からは「ミュージックてれびくん（MTK）」の
コーナーで，てれび戦士が歌うオリジナル曲や
カバー曲をミュージックビデオの形で放送した。

番組は何度かタイトルを変えながらリニュー
アル，2019年度現在の『天才てれびくんYOU』
にまで続いている。また01年度からは「子ど
もたちの自由な発想とアイデアで，サイバー
空間上に理想の町を築いていく参加型番組」

（『NHK年鑑』〈2002〉）の『天才ビットくん』が
始まる。10年度に『ビットワールド』と改題，
19年度現在も放送が続く。

1-4 ティーンズに向けた番組

青年向けの番組が総合テレビで放送される
一方，教育テレビでは，10代を主な視聴対象と
する番組の放送が続く。2000年度から放送の

『真剣10代しゃべり場』は，「10代が10代に向
けて問題提起し，1つのテーマに対して多様な
感性と価値観をぶつけあうトークバトル」「台本
なし，司会者なしのフリーなトークの場」（『NHK
年鑑』〈2001〉）という内容で，話題を集めた。

視聴者参加型の番組としては，小・中学生
から番組ウェブサイトに寄せられた意見や作
品を紹介，生放送中に双方向でやりとりをす

る『金曜かきこみTV』（03 ～ 06年度）や，番
組ウェブサイトを通じて互いの悩みや疑問を語
り合う『青春リアル』（09 ～ 12年度）も放送さ
れる。このほかに，総合テレビから移設された
トーク番組『トップランナー』，現実には知り合
うことのあり得ない“対極”の若者2人の出会
いを追う『一期一会　キミにききたい！』などの
多様な番組が放送された。

2010年代も夜7時台にさまざまなタイプの
ティーンズ向け番組が編成される。「考え方」
を手に入れる番組『テストの花道』，Research 
& Rankingをキーワードに，スタジオ参加や
ケータイ，ウェブを通して中高生の今を描く『R
の法則』，さらに，親や教師が教えてくれない
リアルなオトナの現実を10 代に伝える『オトナ
へのトビラTV』，10 代の悩みにトコトン向き合
う『オトナヘノベル』，全国の10 代の熱い現場
に突撃するロケ番組『#ジューダイ』などが放送
されている。

1-5 「海外少年少女ドラマ」と「アニメ」

青少年向け番組としては，このほかに「海
外少年少女ドラマ」（90年度～）や「ドラマ・愛
の詩」（99 ～ 04年度）（表2），「アニメ」（91年
度～）（表3）がある。
「海外少年少女ドラマ」は小動物フラグルた

ちの冒険と笑いを描く子ども向けミュージカル
人形劇『フラグルロック』から，2019年度現在
放送中の，中学生と人気ラッパーがゲーム会社
で巻き起こすコメディー『ゲームシェイカーズ』
まで続いている。アニメは91年度の『パラソル
ヘンべえ』からスタート，『カードキャプターさく
ら』『メジャー』『バクマン。』，そして19年度放
送の『おしりたんてい』まで多様な作品が放送
されている。



25DECEMBER 2019

表 2　「海外少年少女ドラマ」「ドラマ愛の詩」タイトル一覧（教育テレビ）

表 3　「アニメ」タイトル一覧（教育テレビ）

年度 「海外少年少女ドラマ」タイトル
1990 フラグルロック
1991 アルフ
1992 天才少年ドギー・ハウザー 素晴らしき日々 コーキーとともに 新・大草原の小さな家
1993 素晴らしき日々 フルハウス
1994 素晴らしき日々 フルハウス アルフ 天才少年ドギー・ハウザー ビバリーヒルズ青春白書
1995 ブロッサム 名犬ファング お騒がせ!ツイスト一家 フルハウス アルフ

天才少年ドギー・ハウザー 恐竜家族
1996 ブロッサム オーシャンガール フルハウス アルフ ミステリアス・アイランド

恐竜家族 カリフォルニアドリーム
1997 ブロッサム おまかせアレックス 素晴らしき日々 愉快なシーバー家 対決スペルバインダー

スペースキッズ フルハウス カリフォルニアドリーム マペット放送局
1998 おまかせアレックス 不思議なオパール ミステリー・グースバンプス 愉快なシーバー家 対決スペルバインダー II 

ロビンソン一家漂流記 フルハウス 夢見る子犬ウィッシュボーン
1999 不思議なオパール サブリナ シェルビーの事件ファイル 緑の丘のブルーノ 愉快なシーバー家

ロビンソン一家漂流記 名犬ラッシー 15の不思議な物語 フルハウス 大草原の小さな家
2000 サブリナ 走れ!ケリー アニマル・レスキューキッズ 愉快なシーバー家 ボーイ・ミーツ・ワールド

15の不思議な物語 シナリオライターは君だ! フルハウス ふたりはふたご 大草原の小さな家
2001 サブリナ 私はケイトリン アニマル・レスキューキッズ サンダーストーン　未来を救え! ボーイ・ミーツ・ワールド

シナリオライターは君だ! どこかでなにかがミステリー ふたりはふたご ワンだーエディ 大草原の小さな家
2002 私はケイトリン サブリナ サンダーストーン　未来を救え! GO!GO!ジェット ボーイ・ミーツ・ワールド

どこかでなにかがミステリー ティーンズ救命隊 ふたりはお年ごろ ハイスクール・ウルフ 大草原の小さな家
2003 サブリナ パパにはヒ・ミ・ツ ハイスクール・ウルフ ボーイ・ミーツ・ワールド マイ・スイート・メモリーズ

ヤング・スーパーマン I LOVE オリバー　 大草原の小さな家 新・大草原の小さな家
2004 恋するマンハッタン マイ・スイート・メモリーズ パパにはヒ・ミ・ツ2 I LOVE オリバー　
2005 フルハウス メントーズ
2006 フルハウス メントーズ
2007 フルハウス マーニーと魔法の書 ドクター・フー
2008 気分はぐるぐる フルハウス アルフ
2009 アルフ フルハウス 突然!サバイバル
2010 突然!サバイバル アルフ アイ・カーリー 新ビバリーヒルズ青春白書 カイルXY
2011 アイ・カーリー 新ビバリーヒルズ青春白書２ 新ビバリーヒルズ青春白書3
2012 アイ・カーリー ビクトリアス glee glee2
2013 ビクトリアス アイ・カーリー
2014 サム&キャット 超能力ファミリー サンダーマン アイ・カーリー
2015 サム&キャット 超能力ファミリー サンダーマン2 ハンク－ちょっと特別なボクの日常－ アイ・カーリー
2016 ティーン・スパイ　Ｋ.Ｃ. 100 オトナになったらできないこと サム＆キャット 超能力ファミリー サンダーマン2
2017 100オトナになったらできないこと ゲームシェイカーズ 超能力ファミリー サンダーマン2 超能力ファミリー サンダーマン3
2018 超能力ファミリー サンダーマン3 ゲームシェイカーズ2 100オトナになったらできないこと スクール・オブ・ロック ハンク－ちょっと特別なボクの日常－

超能力ファミリー サンダーマン2 アイ・カーリー
2019 スクール・オブ・ロック ゲームシェイカーズ2 超能力ファミリー サンダーマン４

年度 「ドラマ・愛の詩」タイトル
1999 ズッコケ三人組 双子探偵 ズッコケ三人組 2 僕んちのロングバケーション オグリの子
2000 六番目の小夜子 たけしくん，ハイ! 続・たけしくん，ハイ! 浪花少年探偵団 幻のペンフレンド2001
2001 ズッコケ三人組3 ズッコケ三人組 料理少年Kタロー エスパー魔美
2002 新ズッコケ三人組 ズッコケ三人組3 どっちがどっち! 六番目の小夜子
2003 パパ トールド★ミー 大切な君へ 天使みたい 料理少年Kタロー ミニモニ。でブレーメンの音楽隊
2004 ズッコケ三人組 ミニモニ。でブレーメンの音楽隊 双子探偵 六番目の小夜子

年度 「アニメ」タイトル

1991 パラソルヘンべえ～藤子不二雄Ⓐ
アニメーション

1992 おばけのホーリー たんけんゴブリン島 チロリン村物語
1993 ブルーナの絵本 おばけのホーリー ヤダモン ハローエスカルゴ島 チロリン村物語
1994 ポコニャン！ プチプチ・アニメ チロリン村物語 忍たま乱太郎 ウルトラマンキッズ
1995 プチプチ・アニメ おばけのホーリー ポコニャン！ 忍たま乱太郎 飛べ！イサミ

おまかせスクラッパーズ
1996 プチプチ・アニメ おばけのホーリー はりもぐハーリー ヤンボウ　ニンボウ　トンボウ　 忍たま乱太郎

ＹＡＴ安心！宇宙旅行 おまかせスクラッパーズ あずきちゃん
1997 プチプチ・アニメ はじめ人間ゴン ブルーナの絵本 はりもぐハーリー 忍たま乱太郎

ＹＡＴ安心！宇宙旅行 あずきちゃん
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1998 プチプチ・アニメ はりもぐハーリー おじゃる丸 ブルーナの絵本 ケチャップ
はじめ人間ゴン 忍たま乱太郎 ＹＡＴ安心！宇宙旅行 飛べ！イサミ あずきちゃん

1999 おじゃる丸 プチプチ・アニメ ケチャップ バーバパパ メイシー
忍たま乱太郎 コレクター・ユイ カードキャプターさくら

2000 おじゃる丸 プチプチ・アニメ 忍たま乱太郎　　 コレクター・ユイ カードキャプターさくら　
2001 忍たま乱太郎 ベイビー　フィリックス おじゃる丸 プチプチ・アニメ コレクター・ユイ

カスミン だぁ！だぁ！だぁ！
2002 おじゃる丸 プチプチ・アニメ しろくまラルス ベイビー　フィリックス タイニープラネット

ケチャップ 忍たま乱太郎 カスミン だぁ！だぁ！だぁ！
2003 はじめ人間ゴン ブルーナの絵本 プチプチ・アニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎

冒険航空会社　モンタナ 十二国記 カスミン 学園戦記ムリョウ サヴァイヴ
2004 はりもぐハーリー プチプチ・アニメ ブルーナの絵本 おじゃる丸 忍たま乱太郎

ふしぎの海のナディア サヴァイヴ 未来少年コナン カスミン メジャー
カードキャプターさくら

2005 ミニアニメ プチプチ・アニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎 名探偵ポワロとマープル
カードキャプターさくら　 メジャー ツバサ・クロニクル

2006 ミニアニメ ぜんまいざむらい プチプチ・アニメ おじゃる丸 味楽る!ミミカ
忍たま乱太郎 カードキャプターさくら　 学園アリス メジャー ツバサ・クロニクル
南の島の小さな飛行機 バーディー

2007 南の島の小さな飛行機 バーディー ミニアニメ ぜんまいざむらい プチプチ・アニメ 味楽る!ミミカ
おじゃる丸 忍たま乱太郎 風の少女エミリー 少女チャングムの夢 メジャー
ツバサ・クロニクル 電脳コイル ひつじのショーン スポンジ・ボブ シルクロード少年ユート

2008 ぜんまいざむらい ミニアニメ プチプチ・アニメ 味楽る!ミミカ おじゃる丸
忍たま乱太郎 スポンジ・ボブ ひつじのショーン 南の島の小さな飛行機 バーディー おさるのジョージ
精霊の守り人 アリソンとリリア メジャー 電脳コイル テレパシー少女蘭
獣の奏者　エリン

2009 ぜんまいざむらい ミニアニメ プチプチ・アニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎
スポンジ・ボブ 南の島の小さな飛行機 バーディー おさるのジョージ 今日からマ王！3 あずきちゃん・選
メジャー エレメントハンター 獣の奏者　エリン

2010 はなかっぱ ミニアニメ プチプチ・アニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎
こばと テレパシー少女蘭 おさるのジョージ ペンギンズ ひつじのショーン
メジャー スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ バクマン。 GIANT KILLING

2011 はなかっぱ ミニアニメ プチプチ・アニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎
獣の奏者　エリン おさるのジョージ ひつじのショーン ペンギンズ ペンギンズ２
はなかっぱミニ バクマン。 バクマン。2 スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ2 ファイ・ブレイン 神のパズル
もしドラ もっと²神のパズル

2012 はなかっぱ ミニアニメ プチプチ・アニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎
おさるのジョージ ひつじのショーン きかんしゃトーマス ミニスキュル～小さなムシの物語 はなかっぱミニ

バクマン。2 バクマン。3 ふしぎの海のナディア　デジタルリ
マスター版 ペンギンズ２・選 ファイ・ブレイン 神のパズル

ファイ・ブレイン 神のパズル2 もっと²神のパズル
2013 はなかっぱ プチプチ・アニメ ミニアニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎

アニメ　ガッ活！　 アニメ　ガッ活！ 第２シリーズ おさるのジョージ ひつじのショーン きかんしゃトーマス
ミニスキュル～小さなムシの物語 バクマン。3 ログ・ホライズン ファイ・ブレイン 神のパズル2 ファイ・ブレイン 神のパズル３

2014 はなかっぱ プチプチ・アニメ ミニアニメ おじゃる丸 忍たま乱太郎
おさるのジョージ ひつじのショーン きかんしゃトーマス ファイ・ブレイン 神のパズル３ ログ・ホライズン
ログ・ホライズン2 ベイビーステップ わしも

2015 ミニアニメ はなかっぱ プチプチ・アニメ わしも おじゃる丸
忍たま乱太郎 団地ともお・選 ログ・ホライズン ログ・ホライズン2 おさるのジョージ
ひつじのショーン きかんしゃトーマス ラブライブ！ 境界のRINNE スポンジ・ボブ
ザ・ペンギンズ ベイビーステップ2 メジャー 6

2016 団地ともお・選 ミニアニメ はなかっぱ プチプチ・アニメ わしも
おじゃる丸 忍たま乱太郎 山賊の娘ローニャ おさるのジョージ ひつじのショーン
ラブライブ！第２期 境界のRINNE2 クラシカロイド スポンジ・ボブ ザ・ペンギンズ
ピカイア きかんしゃトーマス

2017 はなかっぱ オトッペ プチプチ・アニメ ミニアニメ わしも
おじゃる丸 忍たま乱太郎 ３月のライオン カードキャプターさくら　セレクション おさるのジョージ
ひつじのショーン ピングー in ザ・シティ PEANUTS　スヌーピー　ショートアニメ ピカイア 少年アシベ　GO!GO!ゴマちゃん
境界のRINNE3 クラシカロイド2 スポンジ・ボブ きかんしゃトーマス

2018 はなかっぱ オトッペ プチプチ・アニメ キャラとおたまじゃくし島 ミニアニメ
わしも おじゃる丸 忍たま乱太郎 カードキャプターさくら おさるのジョージ
ひつじのショーン ピングー in ザ・シティ PEANUTS　スヌーピー　ショートアニメ メジャーセカンド スポンジ・ボブ
きかんしゃトーマス

2019 はなかっぱ オトッペ プチプチ・アニメ キャラとおたまじゃくし島 ミニアニメ
わしも おじゃる丸 忍たま乱太郎 ラディアン　 ひつじのショーン
おさるのジョージ おしりたんてい ピングー in ザ・シティ PEANUTS　スヌーピー　ショートアニメ ピカイア
カードキャプターさくら 魔入りました！入間くん スポンジ・ボブ ピアノの森 きかんしゃトーマス
ボス・ベイビー
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2.─教養から知的エンターテインメントへ
────～「文化・教養番組」の変遷～

教養番組は放送法で，「教育番組以外の放
送番組であって，国民の一般的教養の向上を
直接の目的とするものをいう」と定義されてい
る。教育番組が「学校教育又は社会教育のた
めの放送の放送番組をいう」とされ，一定のカ
リキュラムがあり，事前にその計画の公開が求
められているのに対して，教育的な要素をもち
つつ，時代に対応した内容を柔軟に放送でき
るのが教養番組である。教養番組は科学や芸
術などの番組も含むが，本章では文化的な要
素をもつ番組と，『教養特集』から『ETV特集』
に連なる特集番組をみる（表4）。

2-1 教養と知る楽しさと

『NHK年鑑』（1959）では「教養番組はやや
もすると，親しみにくいものであり，面白くない
という通念を打破し，“楽しい，ためになる番
組”として一般に親しまれるような企画・構成・
演出を工夫することに重点をおいた」としてい
る。テレビ放送開始初期から，教養と楽しさ
の両立が模索されていた。

1959年度の教育テレビでは，日本の課題を
専門家の座談会形式でみていく『日本の課題』
や，冷戦時代の国際知識を高める『世界と日本』
などの硬派な番組とともに，若い学者や研究者
の学問上の成果だけでなく人となりを伝える『日
本の頭脳』や，新聞・雑誌・映画・ラジオ・テ
レビそれぞれのメディアの成立過程を平易に伝
える『マス・コミ入門』などの番組も放送された。

しかし，こうした番組は総合テレビに移行
し，1960年代から70年代の教育テレビの教養
番組は『宗教の時間』『日曜美術館』と，後述

する『教養特集』が中心となる。
62年度から放送開始の『宗教の時間』は，

テレビ初の定時の宗教番組である。『NHK年
鑑』（1963）では，「一宗一派の主張に偏らな
い」「各宗教の基本的な教理の解説」「宗教的
な情操，教養を広く一般人にも伝える」という3
点に留意したとしている。82年度に『こころの
時代』と改題，「宗教的なものの考え方をとお
して，あらためて人生を考え，心の中を見つめ
直し，心ゆたかに生きる知恵や，確かな生き方
への手がかりをつかんでもらおうという番組」

（『NHK年鑑』〈1983〉）として2019年度現在ま
で放送が続いている。

76年度からは『日曜美術館』が始まる。「日
曜にふさわしい明るいサロンムードのなかで美
術を鑑賞する番組」（『NHK年鑑』〈1977〉）で，
97年度からは「積極的な問題意識で，美術と
時代の関係をダイナミックに探る」（『NHK年
鑑』〈1998〉）をコンセプトに『新日曜美術館』
と改題。09年度に再び『日曜美術館』となり，
現在まで放送が続く。06年度からは，「くらし
の中の美」をテーマに古伊万里や和簞笥など身
近なテーマを扱う『美の壺』も放送されている。
「教育教養講座」の帯番組『知る楽』が09

年度に終了後，10年度からは個別番組として
『極める!』『こだわり人物伝』『仕事学のすすめ』
『歴史は眠らない』が始まる。そして次第に教
養ゾーンとしての編成から，趣味・実用番組や
青少年向け番組と同じ時間帯に編成される番
組が増えてくる。『100 分de名著』『SWITCH
インタビュー　達人達』『先人たちの底力　知
恵泉』などである。

また，今回のシリーズでは「文化・教養番
組」に分類したが，ライフスタイルを描いてい
る点で趣味・実用番組の要素も大きい『猫の
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しっぽ　カエルの手～京都大原　ベニシアの
手づくり暮らし～』『ふるカフェ系　ハルさんの
休日』などの番組が増えてきたのが2010 年代
の特徴である。

2-2 『教養特集』から『ETV特集』へ

1962年度から始まる『教養特集』は，「政治，
経済，社会，科学，文化等の広い分野から，

現代人として必要な課題を取り上げ，視覚的な
資料と専門家の解説による分析」（『NHK年鑑』

〈1963〉）を行うものであった。
80年代前半はシリーズのテーマがあり，テキ

ストが発行される『NHK市民大学』や『NHK
教養セミナー』が放送されていたこともあり，
さまざまなテーマを特集として扱う教養番組の
帯番組は一時期中断する。

表 4　「文化・教養番組」の変遷（教育テレビ）

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

① 今日の課題
（60 ～ 61）教養特集（62 ～ 77） ② ③ ④ 訪問インタビュー

（82 ～ 84） ETV8（85 ～ 89） 現代ジャーナル
（90 ～ 92） ETV特集（93 ～ 99） ⑤ ⑥ ⑦ ETV特集（04 ～）

⑧ ⑨
新ニッポン
日記

（79 ～ 80）
ビッグ対談

（85 ～ 87） ⑩ ⑪ メディアは今
（94 ～ 96）

未来への教室
（00 ～ 02）

人 間 ってナン
だ？超 AI入 門

（17 ～）

⑫ ⑬
現代の記
録（62 ～
63）

世界の窓（65 ～ 69） 昭和回顧録（78
～ 80）

人間いきいき
（85 ～ 87）

未来潮流
（96 ～ 98） ⑭ ⑮

ETVスペ
シャル（02
～ 03）

新世代が解く！ニッポンのジレンマ（11 ～）

国語研究
室（59 ～
60）

教育記録映画
（67 ～ 69）

わたしの自叙伝
（78 ～ 80） 海外ドキュメンタリー（82 ～ 99）

ドキュメン
ト地球時間

（00 ～ 01）
⑯ 白熱 教 室海 外

版（13 ～ 15） ⑰ ⑱

日本の文
学（59 ～
60）

文化講演会
（76 ～ 79）

極める！
（10 ～11） 福島をずっと見ているＴＶ（13 ～）

⑲ 100 分ｄｅ名著（11 ～）
仕事学のすすめ

（10 ～ 12）
SWITCHインタビュー　達人達

（13 ～）
さかのぼ
り日本史

（11 ～ 12）
先人たちの底力　知恵泉（13 ～）

 　 ふるさとの伝承（95
～ 98）

ふるさと日
本のことば

（00 ～ 01）
NHK映像ファイル　あの人に会いたい（04 ～）

歴史への招待（80 ～
83）

NHKライブラ
リー選集

（85 ～ 87）

国宝への
旅（90 ～
91）

⑳ ㉑
デザイン
トークス＋

（18 ～）

テレビ文学館（94 ～ 99） 国宝探訪
（00 ～ 02）

名園散 歩
（84 ～ 85） 名園散歩（88 ～ 97） 五七五紀行

（00 ～ 03）

地球は歌う（00 ～ 06） 芸人先生
（18 ～）

漢詩紀行（91 ～ 08） モタさんの“言葉”
（12 ～ 15）

ふるカフェ系　ハル
さんの休日（16 ～）

やまと尼寺　精
進日記（17 ～）

旬の人旬
の話

（93 ～ 94）

さわやかイ
ンタビュー

（96 ～ 97）

日本語歳時記
大希林

（02 ～ 04）
日めくり万葉集

（08 ～ 11）
猫のしっぽ　カエルの手～京都大原
ベニシアの手づくり暮らし～（13 ～）

テレビシンポジウム（81 ～ 89） 土曜フォーラム（90 ～ 94） 金曜フォーラム（95 ～ 02） 土 曜フォーラム（03
～ 06）

日曜フォーラム
（07 ～ 09） TVシンポジウム（10 ～）

知への旅（96 ～
98）

オトナの一休
さん（16 ～ 18）

課外授業　ようこそ先輩（03 ～ 15）※13年からEテレのみ ㉒ ㉓
宗教の時間（62 ～ 81） こころの時代（82 ～）

日曜美術館（76 ～ 96） 新日曜美術館（97 ～ 08） 日曜美術館（09 ～）
美と出会う

（01～ 02）
世界 美 術 館紀
行（03 ～ 05） 美の壺（06 ～）

ミューズの微笑み（07
～ 10） びじゅチューン！（14 ～）

①日本の課題（59） ②構成討論（79） 
③オピニオン’80（80） ④オピニオン’81（81）
⑤ETV2000（00） ⑥ETV2001（01）
⑦ETV2002（02） ⑧日本の頭脳（59）
⑨私たちの町と村，私たちの政治読本（60） ⑩ひとを語る「わたしと○○」（91）
⑪教育テレビスペシャル（92） ⑫世界と日本（59）
⑬文明の起源（60） ⑭ETVカルチャースペシャル（99）
⑮土曜プレミアム（00） ⑯白熱教室JAPAN（11）
⑰ダイアモンド博士が語る“ヒトの秘密”（17）） ⑱ドキュランドへ　ようこそ！（18 ～）
⑲マス・コミ入門（59） ⑳堂々日本史（96） 
㉑ふるさとおもしろ博物館（97） ㉒ 2020TOKYO　みんなの応援計画（16）
㉓みんなの2020バンバン　ジャパーン！（17 ～ 18） 

歴史の窓
から（61） 日本の伝統（64）

話題を追う（78）

インタビュールーム（78） ふるさとの
証言（81）

いま，この人に
（81）

今週の顔（84）

今日の世界（60）

生活の設計（59）

日本の地理（59）

心のはたらき（59）

日本の美術
美の原理（59）

テレビ美術館（61）
世界の美術家（60）

現代の世界（61）
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85年度からは『NHK教養セミナー』の路線
を踏まえつつ，よりタイムリーな企画を柔軟に
編成する『ETV8』の放送が夜8時台に帯編
成で始まる。93年度からは「多角的な視点か
ら現代社会を見つめ直し，現代の潮流を読み
取る文化教養番組」（『NHK年鑑』〈1994〉）の

『ETV特集』，さらに2000年度からは年号を
入れた『ETV2000』となり，02年度まで続く。

帯編成は終了するが，04年度から土曜日の
夜に放送枠1時間30 分の『ETV特集』が始ま
る。「文化庁芸術祭賞大賞」を受賞した「ネッ
トワークでつくる放射能汚染地図～福島原発
事故から2か月～」（2011），「薬禍の歳月～サ
リドマイド事件・50年～」（2015），「静かで，
にぎやかな世界～手話で生きる子どもたち～」

（2018）などの話題作を放送してきている。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

① 今日の課題
（60 ～ 61）教養特集（62 ～ 77） ② ③ ④ 訪問インタビュー

（82 ～ 84） ETV8（85 ～ 89） 現代ジャーナル
（90 ～ 92） ETV特集（93 ～ 99） ⑤ ⑥ ⑦ ETV特集（04 ～）

⑧ ⑨
新ニッポン
日記

（79 ～ 80）
ビッグ対談

（85 ～ 87） ⑩ ⑪ メディアは今
（94 ～ 96）

未来への教室
（00 ～ 02）

人 間 ってナン
だ？超 AI入 門

（17 ～）

⑫ ⑬
現代の記
録（62 ～
63）

世界の窓（65 ～ 69） 昭和回顧録（78
～ 80）

人間いきいき
（85 ～ 87）

未来潮流
（96 ～ 98） ⑭ ⑮

ETVスペ
シャル（02
～ 03）

新世代が解く！ニッポンのジレンマ（11 ～）

国語研究
室（59 ～
60）

教育記録映画
（67 ～ 69）

わたしの自叙伝
（78 ～ 80） 海外ドキュメンタリー（82 ～ 99）

ドキュメン
ト地球時間

（00 ～ 01）
⑯ 白熱 教 室海 外

版（13 ～ 15） ⑰ ⑱

日本の文
学（59 ～
60）

文化講演会
（76 ～ 79）

極める！
（10 ～11） 福島をずっと見ているＴＶ（13 ～）

⑲ 100 分ｄｅ名著（11 ～）
仕事学のすすめ

（10 ～ 12）
SWITCHインタビュー　達人達

（13 ～）
さかのぼ
り日本史

（11 ～ 12）
先人たちの底力　知恵泉（13 ～）

 　 ふるさとの伝承（95
～ 98）

ふるさと日
本のことば

（00 ～ 01）
NHK映像ファイル　あの人に会いたい（04 ～）

歴史への招待（80 ～
83）

NHKライブラ
リー選集

（85 ～ 87）

国宝への
旅（90 ～
91）

⑳ ㉑
デザイン
トークス＋

（18 ～）

テレビ文学館（94 ～ 99） 国宝探訪
（00 ～ 02）

名園散 歩
（84 ～ 85） 名園散歩（88 ～ 97） 五七五紀行

（00 ～ 03）

地球は歌う（00 ～ 06） 芸人先生
（18 ～）

漢詩紀行（91 ～ 08） モタさんの“言葉”
（12 ～ 15）

ふるカフェ系　ハル
さんの休日（16 ～）

やまと尼寺　精
進日記（17 ～）

旬の人旬
の話

（93 ～ 94）

さわやかイ
ンタビュー

（96 ～ 97）

日本語歳時記
大希林

（02 ～ 04）
日めくり万葉集

（08 ～ 11）
猫のしっぽ　カエルの手～京都大原
ベニシアの手づくり暮らし～（13 ～）

テレビシンポジウム（81 ～ 89） 土曜フォーラム（90 ～ 94） 金曜フォーラム（95 ～ 02） 土 曜フォーラム（03
～ 06）

日曜フォーラム
（07 ～ 09） TVシンポジウム（10 ～）

知への旅（96 ～
98）

オトナの一休
さん（16 ～ 18）

課外授業　ようこそ先輩（03 ～ 15）※13年からEテレのみ ㉒ ㉓
宗教の時間（62 ～ 81） こころの時代（82 ～）

日曜美術館（76 ～ 96） 新日曜美術館（97 ～ 08） 日曜美術館（09 ～）
美と出会う

（01～ 02）
世界 美 術 館紀
行（03 ～ 05） 美の壺（06 ～）

ミューズの微笑み（07
～ 10） びじゅチューン！（14 ～）

時の記録
（99）

ハーバード白熱教室（10）

こだわり人物伝（10）

歴史は眠らない（10）

対論・時代を読む（88 ～ 89）
NHKウィークエンドセミナー（90）

未来への航海（03）

ぐるっと日本小さな旅（92）

歴史発見（93）

ライバル日本史（94）

日本　映像の20 世紀（99）

街道をゆく（99）

しばわんこの和のこころ（06 ～ 07）

土曜美の朝
（97）

達人たちの玉手箱（96）

珠玉の言葉（01）

土曜美の朝（94）

又吉直樹のヘウレーカ！（18 ～ 19）

世界の哲学者に人生相談（18 ～）

新・漢詩紀行（10）

ぐるりにっぽん  小さな旅（92 ～ 93）
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3.─伝統芸能を今に伝える
     ～「芸術・芸能番組」の変遷～

『NHK年鑑』（1960）では報道や教育，教養
以外の番組として，文芸放送の「演芸番組」「演
劇番組」，音楽放送の「洋楽番組」「邦楽番組」

「軽音楽番組」，そして「映画放送」を挙げて
いる。「演芸番組」である『私の秘密』などの
クイズ番組やバラエティー，『事件記者』などの

「演劇番組（ドラマ）」，そして『歌の広場』など
の「軽音楽番組」と「映画放送」は，総合テレ
ビで放送され，現在に至る。

教育テレビで開局時に始まったのは，バレエ
やオペラ，古典劇，日本の舞踊などを扱う『芸
術劇場』と，音楽啓蒙番組『音楽夜話』の2
番組である。以後も古典芸能を中心とした舞台
などの「演劇番組」，クラシックのコンサートな
どの「洋楽番組」や「邦楽番組」と，教育テレ
ビならではの解説や啓蒙番組の放送が，2019

年現在の『にっぽんの芸能』や『ららら♪クラ
シック』にまで続いている（表5）。

教育テレビならではの「芸術・芸能番組」の
変遷をみる。

3-1 舞台とコンサート中継の始まり

ラジオ開局時もテレビ開局時も，放送の特
性を生かす番組として初期から始まったのが舞
台や演奏会の中継である。教育テレビも開局
2日目の1959年1月11日に『芸術劇場』が始ま
り，能「安宅」を放送している。

日曜日の夜8時30 分から10時までの『芸術
劇場』では，原則として第1週が「白鳥の湖」
などのバレエ，第2週が「蝶々夫人」などのオ
ペラ，第3週からは各国の演劇が放送された。
フランス劇「マリウス」（文学座），ロシア劇「桜
の園」（俳優座），「どん底」（民藝）というように，
古典劇から近代劇までを各劇団が演じ，歌舞
伎や新劇も放送された。62年度からは，『芸術

表 5　「芸術・芸能番組」の変遷（教育テレビ）

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

テレビリサイタル（62 ～ 71） N響アワー（80 ～ 11） ららら♪クラシック（12 ～）

NHK交響楽団演奏
会（67 ～ 70） テレビコンサート（76 ～ 81） 土曜の夜はオーケス

トラ（95 ～ 98）
日曜日のシ
ンフォニー

（99 ～ 00）
オーケストラの森（06 ～ 11） クラシック音楽館（13 ～）

音楽夜話（59 ～ 62）
音楽の歴
史（63 ～
64）

スーパーピアノレッスン，
スーパーバレエレッスン

（05 ～ 09）
スコラ　坂本龍一　
音楽の学校（10 ～13）

文芸ジャー
ナル（62 ～
63）

　 佐野元春のザ・ソング
ライターズ（09 ～12）

亀田音 楽 専門
学校（13 ～ 15）

名曲アルバム選（76 ～ 09） ミュージック・ポートレイト
（11 ～ 16）

古典芸能鑑賞
（62 ～ 64）

古典芸能鑑賞
（67 ～ 69） 邦楽まわり舞台（76 ～ 81） 邦楽百選（82 ～ 87） 芸能花舞台（88 ～ 10） にっぽんの芸能（11 ～）

芸術劇場（59 ～ 71） NHK 劇場（75 ～ 81） 芸術劇場（82 ～ 10）
創作劇場

（61 ～ 63）
シェークスピア
劇場（84 ～ 86） 劇場への招待（03 ～ 10）

舞踏ホール
（61 ～ 64）

ステージドア
（96 ～ 98） いろはに邦楽（02 ～ 08）

日本の伝統芸能（90 ～ 10） 古典芸能への招待（13 ～）
　 日本の話芸（91 ～）

弁護士プレスト
ン（62 ～ 64） アジア映画劇場（91 ～ 99）

シネマ・フ
ロンティア

（00 ～ 01）
世界名画劇場（84 ～ 02）

テレビ・シンフォニー・
コンサート（60）

テレビ芸能ジャーナル（61） 芸能鑑賞（65）

世界の音楽
（63）
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劇場』に加えて，落語，講談，文楽などを取り
上げる『古典芸能鑑賞』も始まった。

NHK交響楽団 5）などの演奏を放送する『テ
レビ・シンフォニー・コンサート』が60年度に
始まり，『テレビリサイタル』に続く。

38年から73年までNHKの放送 拠点は東
京都千代田区内幸町のNHK東京放送会館で
あったが，そこに隣接して55年にNHKホール
が建設された。73年からは現在の渋谷に新設
されるが，このNHKホールでのNHK交響楽
団などの演奏が，『N響アワー』をはじめとする
番組で放送されてきた。

古典芸能やクラシックを中心とした舞台やコ
ンサートの放送は，70年代に一時減少するが，
2019年現在まで続いている。

3-2 教育テレビとしての芸術・芸能番組

舞台や演奏会の中継は総合テレビや衛星放
送のBS-hiやBSプレミアムなどでも放送されて

きたが，教育テレビに特徴的なのが，芸術・
芸能について解説，啓蒙する番組である。

例えば開局時に放送が始まった『音楽夜話』
は「音楽の歴史，大作曲家の生涯と作品，音
楽紀行などをテーマに」「音楽評論家の解説を
主体に実際の演奏や資料と併せてわかり易く
興味的に編成した」（『NHK年鑑』〈1960〉）も
のであった。1988年度から放送の『芸能花舞
台』も作品鑑賞の前に，作品解説の「いま○○
は」，作品の源流をたどる「源流考」，伝統芸
能をいろどる人々の芸談「芸の華」などのコー
ナーを設けて視聴者の理解を深めた。

2000年代には，佐野元春がソングライター
をゲストに迎え「詩」の世界にスポットをあてる
公開講義『佐野元春のザ・ソング・ライターズ』
や，坂本龍一が有識者との対談や，小・中学 
生，高校生のワークショップを通して，独自の
解釈で音楽の魅力を解き明かす『スコラ　坂
本龍一音楽の学校』などの番組も放送される。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

テレビリサイタル（62 ～ 71） N響アワー（80 ～ 11） ららら♪クラシック（12 ～）

NHK交響楽団演奏
会（67 ～ 70） テレビコンサート（76 ～ 81） 土曜の夜はオーケス

トラ（95 ～ 98）
日曜日のシ
ンフォニー

（99 ～ 00）
オーケストラの森（06 ～ 11） クラシック音楽館（13 ～）

音楽夜話（59 ～ 62）
音楽の歴
史（63 ～
64）

スーパーピアノレッスン，
スーパーバレエレッスン

（05 ～ 09）
スコラ　坂本龍一　
音楽の学校（10 ～13）

文芸ジャー
ナル（62 ～
63）

　 佐野元春のザ・ソング
ライターズ（09 ～12）

亀田音 楽 専門
学校（13 ～ 15）

名曲アルバム選（76 ～ 09） ミュージック・ポートレイト
（11 ～ 16）

古典芸能鑑賞
（62 ～ 64）

古典芸能鑑賞
（67 ～ 69） 邦楽まわり舞台（76 ～ 81） 邦楽百選（82 ～ 87） 芸能花舞台（88 ～ 10） にっぽんの芸能（11 ～）

芸術劇場（59 ～ 71） NHK 劇場（75 ～ 81） 芸術劇場（82 ～ 10）
創作劇場

（61 ～ 63）
シェークスピア
劇場（84 ～ 86） 劇場への招待（03 ～ 10）

舞踏ホール
（61 ～ 64）

ステージドア
（96 ～ 98） いろはに邦楽（02 ～ 08）

日本の伝統芸能（90 ～ 10） 古典芸能への招待（13 ～）
　 日本の話芸（91 ～）

弁護士プレスト
ン（62 ～ 64） アジア映画劇場（91 ～ 99）

シネマ・フ
ロンティア

（00 ～ 01）
世界名画劇場（84 ～ 02）

アンジェラ・アキのSONG BOOK in English（11）歌舞伎その魅力（92）

愛の劇場～男と女はトメラレナイ～（10）

ユーミンのSUPER WOMAN（12）
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表 6　「産業・経済番組」の変遷（教育テレビ）

13年度から放送の『古典芸能への招待』で
は，副音声解説，字幕放送，データ放送（15
年度まで）などを活用して，初心者にも配慮し
た。

時代に合わせて，公開講義やワークショップ
などの手法を取り入れたり，デジタル技術を活
用したりしているのが特徴的である。

4.─『農業講座』から『オイコノミア』へ
     ～「産業・経済番組」の変遷～

教育テレビ開局時，夜の9時台には農業，
商業，工業に対応した講座番組が帯で編成さ
れた。高度経済成長が進む中，さらに中小企
業の経営に関する番組も放送される。

1970年代半ばからの低成長期の時代に入る
と，経営者向けの番組と合わせて，サラリー
マンを対象とする『サラリーマンライフ』が，80
年代になると消費者を対象とした『くらしの経
済セミナー』などが放送される。

90年代の一時期，「産業・経済番組」は総
合テレビに移行するが，2000年度以後はサラ
リーマンに実利情報を伝える『21世紀ビジネス
塾』や，経済学の専門的な概念をわかりやすく
伝える『オイコノミア』などの番組が続く。

表6に示すように，日本の産業構造の変化
に対応してきた番組の変遷をみる。

4-1 『農業講座』の始まり

1960年の産業3部門の就業者の割合は第1
次産業32.7%，第2次産業29.1%，第3次産
業38.2%であった 6）。

こうした時代背景のもと，各産業に対応し
た番組が教育テレビで始まる。『NHK年鑑』

（1960）によると，『農業講座』は「新しい農業
技術の普及とこれまで経験的にのみこんでいた
知識の再整理」，『商業講座（栄える商店）』は

「浮き沈みのはげしい中小商店が，きびしい競
争の中で生き残り，繁昌していくための手掛か
り」，『工場管理講座』は「戦後の新しい経営
管理の考え方」を伝えるものであった。62年度
には『中小企業診断』が放送され，「製品の破
損防止」などの具体的なテーマを取り上げた。

高度経済成長期を経た75年になると産業
3部 門の就 業 者 の 割 合 は，13.8%，34.1%，
51.8%となり，第3次産業の就業者が5割を超
える。 

サラリーマンが増える中，76年度から放送の
『サラリーマンライフ』は，「猛烈，勤勉，従順
といった彼らの特性が，日本経済の高度成長

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

① ② 農業教室（61 ～ 75） 現代の農業（76 ～ 79）農業新時代（80 ～ 83） 農 業 セミナ ー
（86 ～ 88）

産業情報
（90 ～ 92）

21世紀ビジネス塾
（00 ～ 04）

ビジネス未来人
（05 ～ 07） ③ オイコノミア（12 ～ 17）

村のくらし
（60 ～ 61） あすの村づくり（65 ～ 82） めざせ！会社の星

（08 ～12）

④ 栄える商店（60
～ 62） 商店経営（68 ～ 75） あすの経営（76 ～ 79）商店経営

（80 ～ 82） ⑤ ⑥ 商業セミナー
（86 ～ 88）

経営ゼミナール
（60 ～ 62） 現代の経営（63 ～ 67）

中堅 企業
リポ ート

（80 ～ 81）

漁業新時
代（82 ～
83）

新・漁業経
営（84 ～
85）

漁業セミナー
（86 ～ 88）

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
新しい中
小企業

（63 ～ 64）
これからの中小企業

（65 ～ 68） 経営新時代（69 ～ 75）
ビジネス
展望

（80 ～ 81）
ビジネスネット
ワーク（82 ～ 84）

ビ ジ ネ ス
ウィークリー

（86 ～ 87）
⑪ ⑫ ⑬ サラリーマンライフ（76 ～ 84） ⑭

1億人の経済（76 ～
79） くらしの経済セミナー（82 ～ 90）

あすの資源（83）
新・農業経営（84 ～ 85）

日本の産業（64）

産業映画教室（60 ～ 61）
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を支えてきたが，低成長経済への移行の中で
大きく変ろうとしている企業社会や暮しの中で，
仕事や生活に役だつ情報を休日のくつろいだふ
んい気にふさわしいタッチで放送」（『NHK年
鑑』〈1977〉）するものであった。テーマとして
は，「単身赴任白書」「あなたは部下を叱れる
か」などを取り上げた。

また82年度から放送の『くらしの経済セミ
ナー』では，税金や医療などについて，消費者
の立場で問題解決を図る視点から取り上げた。

1980年代は農業，漁業，商業に関する番組
も継続して放送されたが，サラリーマンや消費
者を対象とする番組も並行して放送された時代
である。

4-2 会社や経済をわかりやすく伝える

「失われた10年」とも言われる1990年代は，
総合テレビで『くらしの経済』などが放送され
るが，教育テレビでの「産業・経済番組」は一
時途絶える。

産業3部門の就業者の割合が，5.0%，29.5%， 
64.3%となった2000年度から放送が始まるのが

『21世紀ビジネス塾』である。サラリーマンを対
象に「IT革命」「金融ビッグバン」「新会計基準」
など時代のキーワードを取り上げ，新しい時代

のビジネス情報を提示した。
05年度からは人にフォーカスした経済情報

番組『ビジネス未来人』，08年度からは若手ビ
ジネスマンを主な対象とした『めざせ！会社の
星』が始まる。
『めざせ！会社の星』は「会社ライフに役立つ

ノウハウや身近なホンネを楽しく伝えるというコ
ンセプト」（『NHK年鑑』〈2009〉）で，「メール・
すきま時間活用などのスキルアップ術」「合コン・
宴会幹事などアフター 5に使えるワザ」「パワハ
ラや派遣労働などの時事的なテーマ」（『NHK
年鑑』〈2009〉）を扱った。

12年度からは20 ～ 30代の若者に向けて
「「経済学的な知の体力」を身に付けて，時代
の荒波を乗り越えていこうというメッセージ」 

（『NHK年鑑』〈2013〉）を送る『オイコノミア』が
始まる。タイトルは「エコノミクス」の語源となっ
た古代ギリシア語に由来するもので，お笑いタ
レントで小説家の又吉直樹が，若手の経済学者
と経済学の専門的概念をわかりやすく伝えた。

教育テレビの「産業・経済番組」は，産業
構造の変化とともに，対象を第1次産業から第
3次産業，経営者からサラリーマンへと移行さ
せつつ，時代に即した情報とその背景となる
経済の概念をわかりやすく伝えてきた。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

① ② 農業教室（61 ～ 75） 現代の農業（76 ～ 79）農業新時代（80 ～ 83） 農 業 セミナ ー
（86 ～ 88）

産業情報
（90 ～ 92）

21世紀ビジネス塾
（00 ～ 04）

ビジネス未来人
（05 ～ 07） ③ オイコノミア（12 ～ 17）

村のくらし
（60 ～ 61） あすの村づくり（65 ～ 82） めざせ！会社の星

（08 ～12）

④ 栄える商店（60
～ 62） 商店経営（68 ～ 75） あすの経営（76 ～ 79）商店経営

（80 ～ 82） ⑤ ⑥ 商業セミナー
（86 ～ 88）

経営ゼミナール
（60 ～ 62） 現代の経営（63 ～ 67）

中堅 企業
リポ ート

（80 ～ 81）

漁業新時
代（82 ～
83）

新・漁業経
営（84 ～
85）

漁業セミナー
（86 ～ 88）

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
新しい中
小企業

（63 ～ 64）
これからの中小企業

（65 ～ 68） 経営新時代（69 ～ 75）
ビジネス
展望

（80 ～ 81）
ビジネスネット
ワーク（82 ～ 84）

ビ ジ ネ ス
ウィークリー

（86 ～ 87）
⑪ ⑫ ⑬ サラリーマンライフ（76 ～ 84） ⑭

1億人の経済（76 ～
79） くらしの経済セミナー（82 ～ 90）

①農業講座（59） ②農機具講座（60） 
③出社が楽しい経済学（08 ～ 09） ④商業講座（59）
⑤商業専科（83） ⑥新・商業経営（84 ～ 85）
⑦工場管理講座（59） ⑧これからの工場（60）
⑨産業の課題（61） ⑩中小企業診断（62）
⑪職業展望（59） ⑫やさしい経済教室（60 ～ 61）
⑬くらしの経営学（62） ⑭新・サラリーマンライフ（85）

産業セミナー（89）

サンデー経済スコープ（93）

Good Job! 会社の星（13） シリーズ　欲望の経済史（17）
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5.─『みんなの科学』から『すイエんサー』へ
     ～「科学・健康番組」の変遷～

総合テレビだけの時代，科学教育番組はや
さしい実験を主とした一般向けの『みんなの科
学』だけであった。教育テレビ開局とともに，
専門的な内容の番組が増え，1959年度の平日
の夜8時台は，『植物の生態』『原子の世界』『電
子のはたらき』などの番組が編成された（表7）。

日曜日の夜には『原子力時代の物理学』が
放送される。この番組は，アメリカのNBCテ
レビで放送された『コンチネンタル・クラスルー
ム』のキネコ 7）を輸入し，日本語の解説を加え
て教育テレビと総合テレビで放送したもので，
その内容とともに，テレビによる大学教育の実
例として日本の教育界に大きな影響を与えた。

65年度からは，平日の夕方に『みんなの科
学』が帯編成されたほか，いくつかの番組が
放送されるが，79年度の『みんなの科学』の終
了をもって教育テレビ独自の科学番組は一時な
くなり，総合テレビの再放送として科学・健康

番組が放送されるようになる。
95年度から再び教育テレビ独自の科学番組

が始まり，新たな健康番組も放送されるように
なっている。

5-1 『みんなの科学』の始まり

科学教育番組『みんなの科学』は1957年度
に総合テレビで放送を開始，60年度に一度終
了するが，63年度から教育テレビで再び放送
が始まる。そして65年度からは週5本の帯編
成となる。『NHK年鑑』（1966）では，「青少年
が，将来にそなえて，正しい知識と科学的に考
える力を身に付ける」ための番組として，曜日ご
とに「科学史物語」「たのしい実験室」「なぜだ
ろう」「博物誌」「未来への道」という副題で放
送された。
『みんなの科学』は79 年度で放送を終了し，

本稿では「青少年向け番組」に分類した『ジュ
ニア・文化シリーズ』となる。その後は総合テ
レビの『自然のアルバム』や『科学ドキュメント』
の再放送と，健康番組が放送された。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

テレビ実験室（61 ～
64）

やってみよう　なんでも実験（95
～ 00） 科学大好き　土よう塾（02 ～ 08） すイエんサー（09 ～）

くらしの科学（59 ～
62） みんなの科学（63 ～ 79） サイエンスアイ（96 ～ 01） サイエンスZERO（03 ～）

① ② ③ 科学の歴史
（63 ～ 64）

現代科学講座（65 ～
68）

現代の科学（69
～ 71）

科学ドキュメント
（78 ～ 82）

自然のアルバム（85
～ 89）

地球ロマン
（95 ～ 98） 地球ドラマチック（04 ～）

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 科学映画（65 ～ 69） どうぶつ家族
（00 ～ 02）

ITホワイトボッ
クス（09 ～ 11）

マリー＆ガリー（13
～ 16）

⑨ ⑩ ⑪

⑫ 新しい化学
（61～ 62）

健康クリニッ
ク（82 ～ 83） きょうの健康（88 ～）

今日の医学
（59 ～ 60）

健康・つぼ体操
（99 ～ 01） きょうの健康Ｑ＆Ａ（03 ～）

テレビ科学館
（59 ～ 60）

ここが聞きたい！名医にＱ
（08 ～ 12） チョイス＠病気になったとき（13 ～）

原子力時代の物
理学（59 ～ 61） 名作ホスピタル（11 ～）

テレビ体操（82 ～）
　

①植物の生態，動物の生態（59） ②生物の科学（60） 
③自然科学入門（61） ④原子の世界，化学の世界（59）
⑤地球と太陽（60） ⑥人間の科学（61）
⑦世界の科学（62） ⑧ 20 世紀の科学（64）
⑨電子のはたらき，機械のしくみ（59） ⑩科学技術の歩み（60）
⑪数のふしぎ，くらしの数学（61） ⑫科学の話題（59）

表 7　「科学・健康番組」の変遷（教育テレビ）

クローズアップ（83）

安全の科学（64）

動物ものがたり（59）

自然のアルバム（76）

現代化学講座（60）
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5-2 最先端の科学情報と素朴なギモン

1995年度は総合テレビで『ためして合点（ガッ
テン）』が始まった年であるが，教育テレビでも
複数の新番組が始まる。
『やってみよう　なんでも実験』は，米村で

んじろうなどの実験名人が，身近なテーマで家
庭でもできる実験をしながら，さまざまな不思
議に挑戦した。『地球ロマン』は地球の息吹を
感じさせる世界各国のドキュメンタリーを幅広く
紹介した。

さらに時代の最先端を行く研究室を訪れ，
研究者に発想の秘密や発見の喜びを語っても
らう『にっぽん名物研究室』も始まる。96年
度からは『サイエンスアイ』としてリニューアル
して，「にっぽん名物研究室」の回も残しつつ，

「未来が見える」を合言葉に，「O-157」「監視カ
メラ」「自動翻訳ソフト」などのテーマを取り上
げた。

最先端の科学研究を伝える番組は2003年
度から『サイエンスZERO』に引き継がれる一
方，素朴な疑問を実験や調査で確かめる番組

は，02年度から放送の『科学大好き　土よう
塾』，09年度からの『すイエんサー』に引き継
がれる。
『科学大好き　土よう塾』は，完全学校5日

制となり土曜日が休日となった小・中学生を対
象に，子どもたちの質問メールに答える実験
や，各地の小学生が「ドミノ倒し」「紙ヒコーキ
飛ばし」などの競技に挑戦するコーナーで構成
された。『すイエんサー』は日常生活の「素朴な
ギモン」や「気になる思い」を「すイエんサーガー
ルズ」が自分たちの力だけでひもといていく番
組で，東大生と紙で作った橋の丈夫さを競い
合う「“ペーパーブリッジ”で対決」の回などが
話題を呼んだ。

こうした科学番組とともに，視聴者からの質
問に，専門が異なる複数の医師が模型やCG
を駆使して答える『ここが聞きたい！名医にQ』

（08 ～ 12年度）や，病気の検査・治療法や予
防法のさまざまな選択肢を紹介する『チョイス
＠病気になったとき』（13年度～）などの健康
番組も放送されている。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

テレビ実験室（61 ～
64）

やってみよう　なんでも実験（95
～ 00） 科学大好き　土よう塾（02 ～ 08） すイエんサー（09 ～）

くらしの科学（59 ～
62） みんなの科学（63 ～ 79） サイエンスアイ（96 ～ 01） サイエンスZERO（03 ～）

① ② ③ 科学の歴史
（63 ～ 64）

現代科学講座（65 ～
68）

現代の科学（69
～ 71）

科学ドキュメント
（78 ～ 82）

自然のアルバム（85
～ 89）

地球ロマン
（95 ～ 98） 地球ドラマチック（04 ～）

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 科学映画（65 ～ 69） どうぶつ家族
（00 ～ 02）

ITホワイトボッ
クス（09 ～ 11）

マリー＆ガリー（13
～ 16）

⑨ ⑩ ⑪

⑫ 新しい化学
（61～ 62）

健康クリニッ
ク（82 ～ 83） きょうの健康（88 ～）

今日の医学
（59 ～ 60）

健康・つぼ体操
（99 ～ 01） きょうの健康Ｑ＆Ａ（03 ～）

テレビ科学館
（59 ～ 60）

ここが聞きたい！名医にＱ
（08 ～ 12） チョイス＠病気になったとき（13 ～）

原子力時代の物
理学（59 ～ 61） 名作ホスピタル（11 ～）

テレビ体操（82 ～）
　

わたしの健康ライフ（91）

アッテンボロー
鳥の世界（00）

フランケンシュタインの誘惑Ｅ＋（19）

にっぽん名物研究室（95）

モーガン・フリーマン　時空を超えて（16 ～ 17）
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6.─『テレビろう学校』から『バリバラ』へ
     ～「高齢者向け・福祉番組」の変遷～

2019年度の教育テレビの夜8時台は帯編成
の福祉番組『ハートネットTV』，障害者情報
バラエティー『バリバラ』，50 代以上の人たち
を応援する情報番組『あしたも晴れ！人生レシ
ピ』が並ぶ。さらに『NHK手話ニュース845』

『週間手話ニュース』，子ども向けの『こども手
話ウィークリー』，そして手話の基本を学べる

『NHKみんなの手話』や，聴覚障害者へ情報
を届ける『ろうを生きる　難聴を生きる』など多
くの「高齢者向け・福祉番組」が放送されてい
る。しかし，開局から1970年代までの「高齢
者向け・福祉番組」は限られたものであった。

超高齢社会の到来とともに，2020年には東
京オリンピック・パラリンピックを迎え，LGBT

をはじめ多様な人々の生き方を包摂する共生社
会の潮流は広がってきている。時代の移り変わ
りの中，継続的かつ先進的に取り組んできた
番組の変遷をみる（表8）。

6-1 『テレビろう学校』の始まり

教育テレビ開局から3年目の1961年度から
放送が始まった『テレビろう学校』は，義務教
育就学前の幼ろう児をもつ家庭での言語指導，
生活指導を松沢豪（都立大塚ろう学校）が具
体的に示した。番組を通じて，ろう教育早期
実施の効果が広く知られるようになる。 

66 年度からは『ことばの治療教室』と『社
会福祉の時間』が始まる。『ことばの治療教室』
は言語障害児をもつ母親を対象に，家庭での
指導法を具体的に示すものであった。番組へ
の反響は大きく，各地で言語治療教室の開設

表 8　「高齢者向け・福祉番組」の変遷（教育テレビ）

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

お達者くらぶ（80 ～ 87） ① ② 悠 く々らぶ
（91 ～ 93） 団塊スタイル（12 ～ 16） あしたも晴れ！人

生レシピ（17 ～）
お元気ですか（84 ～
87）

テレビろう学校（61 ～ 80） 障害幼児ととも
に（81 ～ 83）

こどもの発達相談（84 ～
91） こどもの療育相談（93 ～ 00）

ことばの治療教室（66 ～ 81）
ことば の
教育相談

（82 ～ 83）
NHKみんなの手話（90 ～）

聴力障害者の時間（77 ～ 95） 聴覚障害者のみなさんへ（96 ～ 03） ろうを生きる　難聴を生きる（04 ～）
きょうのニュース～聴力障害者の
みなさんへ（90 ～ 95） ③ NHK手話ニュース845（97 ～）

こども手話ウィークリー（98 ～）

週間手話ニュース（95 ～）
ワンポイント手話（98 ～）

社会福祉
の時間（66
～ 67）

社会福祉
の時間（71
～ 72）

福祉の時代（73 ～ 83） あすの福祉（84 ～ 95） 共に生きる明日
（96 ～ 98）

にんげんゆうゆ
う（00 ～ 02） 福祉ネットワーク（03 ～ 11） ハートネットTV（12 ～）

ハートをつなごう（06 ～ 11）
社会福祉
セミナー（91
～ 92）

列島福祉
リポート

（97 ～ 98）
きらっといきる（99 ～ 11） バリバラ～障害者情報バラエティー～

（12 ～）

ワンポイン
ト福祉（96
～ 97）

ワンポイント介護
（98 ～ 01）

ワンポイントリハビリ
／介護（02 ～ 05） ワンポイント介護（06 ～ 11） 楽ラクワンポイント介護（12 ～）

シルバーシート（84 ～ 90） すこやかシルバー介護（93 ～ 99）
週刊ボランティア

（94 ～ 98）

①いきいきセカンドライフ（88 ～ 89） ②さわやかクラブ（90） 
③NHK手話ニュース（96）
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をうながす役割を果たした。『社会福祉の時
間』は，社会福祉の問題点について，歴史を
背景に展望する番組で，「最低生活100 年史」

「母と子の権利の歴史」などを放送した。総合
テレビに移行後に一時中断，71年度から再開
して，73 年度からの『福祉の時代』へと続く。

1970年代はこれらの番組と，聴力障害者向
けに，手話だけでなく，口話法，指文字，字
幕スーパーなどを取り入れた『聴力障害者の時
間』が77年度から放送された。

6-2 『お達者くらぶ』と福祉番組の広がり

生涯学習の重要性が指摘され，教育テレビ
の編成も変化した1980年代，「高齢者向け・
福祉番組」でも新たな番組が生まれ，放送時
間を増やしていく。

1980 年度からは平日の帯番組として『お達

者くらぶ』が始まる。76 年度から総合テレビで
週1回放送していたNHKテレビ初の高齢者向
け番組『お達者ですか』を移設，拡充したも
ので，曜日ごとに「当世あまから問答」「ハガキ
でこんにちは」「長寿列島北南」「つくろう語ろ
う」のテーマで放送した。

84年度は3つの福祉番組が新設される。『テ
レビろう学校』と『ことばの治療教室』の流
れをくむ『こどもの発達相談』は，「心身の発
達に遅れのある子どもや，ことばに問題のあ
る子どもを持つ家庭を中心に，家庭での育て
方，指導の仕方など，具体的な方法を紹介」

（『NHK年鑑』〈1985〉）するもので，NHK 厚生
文化事業団との協力で「相談会」などを実施し
た。また『福祉の時代』を改題した『あすの福
祉』は障害者問題と合わせて「高齢化社会を
考える」シリーズを編成した。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

お達者くらぶ（80 ～ 87） ① ② 悠 く々らぶ
（91 ～ 93） 団塊スタイル（12 ～ 16） あしたも晴れ！人

生レシピ（17 ～）
お元気ですか（84 ～
87）

テレビろう学校（61 ～ 80） 障害幼児ととも
に（81 ～ 83）

こどもの発達相談（84 ～
91） こどもの療育相談（93 ～ 00）

ことばの治療教室（66 ～ 81）
ことば の
教育相談

（82 ～ 83）
NHKみんなの手話（90 ～）

聴力障害者の時間（77 ～ 95） 聴覚障害者のみなさんへ（96 ～ 03） ろうを生きる　難聴を生きる（04 ～）
きょうのニュース～聴力障害者の
みなさんへ（90 ～ 95） ③ NHK手話ニュース845（97 ～）

こども手話ウィークリー（98 ～）

週間手話ニュース（95 ～）
ワンポイント手話（98 ～）

社会福祉
の時間（66
～ 67）

社会福祉
の時間（71
～ 72）

福祉の時代（73 ～ 83） あすの福祉（84 ～ 95） 共に生きる明日
（96 ～ 98）

にんげんゆうゆ
う（00 ～ 02） 福祉ネットワーク（03 ～ 11） ハートネットTV（12 ～）

ハートをつなごう（06 ～ 11）
社会福祉
セミナー（91
～ 92）

列島福祉
リポート

（97 ～ 98）
きらっといきる（99 ～ 11） バリバラ～障害者情報バラエティー～

（12 ～）

ワンポイン
ト福祉（96
～ 97）

ワンポイント介護
（98 ～ 01）

ワンポイントリハビリ
／介護（02 ～ 05） ワンポイント介護（06 ～ 11） 楽ラクワンポイント介護（12 ～）

シルバーシート（84 ～ 90） すこやかシルバー介護（93 ～ 99）
週刊ボランティア

（94 ～ 98）

妻と夫の実年時代
（88 ～ 89）

現役クラブ 人生これから（94 ～ 95）

私の定年戦略（95）

お昼 のニュース～聴
力障害者のみなさんへ

（94 ～ 95）

シルバー人生塾（99）

ボランティアまっぷ（99）

ボランティアにっぽん（01）
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さらに，「ぼけ」や「寝たきり」の老
人の介護の実際や，予防法を伝える

『シルバーシート』が新設され，地域
の学習活動にも利用されるなど，多く
の反響を呼んだ。

90年度からは聴覚障害者と，高齢
化とともに増えた難聴者を対象にした

『きょうのニュース～聴力障害者のみ
なさんへ』が帯番組で始まる。手話と
映像と字幕スーパーを組み合わせた
画面を作り，その日のニュースを伝えた。また，
89年から「手話通訳士」の認定試験がスター
ト，手話の学習を望む人が増えたこともあり，
手話の基礎的な語彙や日常表現を扱う『NHK
みんなの手話』も90年度から始まる。

94年度からはボランティアの楽しさと，ライ
フステージの中での意味を探る番組『週刊ボラ
ンティア』が始まる。95年1月17日の阪神・淡
路大震災後は，復興に向けたボランティア活
動を継続的に放送するとともに，パソコン通信

「NHKボランティアネット」を立ち上げ，注目を
集めた。

6-3 『ハートネット』と『バリバラ』

1990 年代から18 ～ 19時台に福祉ゾーン
として横並びで編成されていた福祉番組は，
2000 年度から高齢者・障害者問題を扱う福祉
の総合情報番組『にんげんゆうゆう』として帯
編成される。

03年度からは『福祉ネットワーク』と改題，
曜日ごとに「障害者くらし情報」「こころの相談
室」「こどもの相談室」「めざせ介護の達人」の
テーマを取り上げた。05年度は「うつ」や「認
知症」など社会的関心の高いテーマを取り上
げ，生放送の特集番組『ETVワイド　ともに
生きる』とも連携する。さらに06年度からは第
4週を『ハートをつなごう』として，「発達障害」
や「性同一性障害」を扱った。

06年度は福祉情報のポータルサイト「NHK
ハートネット」を公開した。『福祉ネットワーク』
などの番組情報，福祉キャンペーン「NHKハー
トプロジェクト」のイベント情報，視聴者が交
流する掲示板などが設けられた。
「高齢者向け・福祉番組」は12年度にまた

新たな節目を迎え，複数の新番組が始まる。
『団塊スタイル』は，定年を迎え高齢者の仲間
に入る団塊世代に「終活」や「アンチエイジン
グ」などの幅広い生活情報を伝えた。

表 9　「報道番組」の変遷（教育テレビ）

NHKハートネット　https://www.nhk.or.jp/heart-net/

「NHK ハートネット（福祉情報総合サイト）」

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ニュース展望
（60 ～ 62） テレビコラム（78 ～ 90） 視点・論点（94 ～）

テレビ気象台
（81 ～ 83） 解説委員室（90 ～ 93）今週のニュースから（59）
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『福祉ネットワーク』と『ハートをつなごう』は
『ハートネットTV』に一元化，ポータルサイト
「NHKハートネット」も大幅にリニューアル，福
祉の課題と当事者の思いを多角的に伝えるよ
うにした。 19 年度現在，「#8月31日の夜に。」

「自殺と向き合う」「発達障害って何だろう」な
どの特設サイトが公開されている。

そして，障害のある人が主人公の番組『き
らっといきる』で月に1度放送してきた，障害
のある人たちによるバラエティー番組が12年
度から『バリバラ』として定時化する。これま
でタブー視されていた障害者の性やお笑いな
どのテーマに正面から取り組んだ。16 年度に
は，バリアフリーをテーマにしたファッション
ショー「バリコレ」を東京・六本木ヒルズで開
催したり，「検証！『障害者×感動』の方程式」
が総合テレビの特集番組『ココがズレてる健
常者　障害者100人がモノ申す！』につながっ
たりするなど，大きな話題を呼んだ。
『テレビろう学校』から始まる「高齢者向け・

福祉番組」は，60年を経て，教育テレビの重
要な柱の1つとなっている。

7.─「報道番組・その他の番組」の変遷

教育テレビで放送してきた番組を16グループ
に分類して60年間の変遷をみてきたが，最後
に「報道番組」と，「その他の番組」として「E
テレ」をタイトルにつけた番組をみていく。「報

道番組」の変遷は表9，「その他の番組」の変
遷は表10に示した。

7-1 「報道番組」の変遷

NHKの「国内放送番組編集の基本計画」で
は「編成の割合」も示している。教育テレビは
1977年度から2019年度現在まで変わらず，「教
育番組75%以上，教養番組15%以上，報道
番組若干」の割合として，報道番組も含んでい
る。

報道番組には，本稿で「高齢者向け・福祉
番組」に分類した「手話ニュース」も含まれる
が，ここではそれ以外の番組をみる。

教育テレビ開局の1959年，土曜日の夜7時
30分から8時30分まで『今週のニュースから』
が放送された。番組は1週間のニュースをラウ
ンドアップ形式で見たあとに，メインコーナー
で，そのテーマについて各界の人々のストレート
トークや対談，座談会などを行うものであった。

60～62年度は『ニュース展望』が放送され
る。断片的になりがちなニュース番組の中で総
合的な編集方法をとり，単発ニュースの裏にあ
るものを解明するようにした。そのためにフィ
ルム，写真，図表等を多く用い，視聴者の理
解を高めるようにした。

78年度からは『テレビコラム』が始まる。政
治，経済，国際，社会，芸術，スポーツなど
あらゆる領域について，各界の識者やNHK解
説委員がストレートトークで伝えた。

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ニュース展望
（60 ～ 62） テレビコラム（78 ～ 90） 視点・論点（94 ～）

テレビ気象台
（81 ～ 83） 解説委員室（90 ～ 93）
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90～93年度は女性キャスターと解説委員と
の対論を通してニュースを掘り下げる『解説委
員室』が放送される。94年度からは，総合
テレビで91年度から放送されていた『視点・
論点』が移設される。出演者は各界の著名人
で，「「テレビ論壇」を目指したオピニオン番組」

（『NHK年鑑』〈1995〉）とされ，19年度現在も
続く。なお，NHK解説委員が出演するニュー
ス解説番組は『時論・公論』として10年度か
ら総合テレビで放送されている。

7-2 「その他の番組」の変遷

最後に「その他の番組」として「ETV」「Eテ
レ」をタイトルにつけた番組と，ワンセグ放送
と連携した番組などをみる。

2000年度から05年度までの5年間，教育テ
レビは1日24時間の放送を行っていた。この
期間，深夜の時間帯に再放送やアンコール放
送をする『ETVライブラリー』が設けられる。
また05年度から10年度は長時間の特集番組

『ETVワイド　ともに生きる』が随時編成され，
「発達障害」「うつ」「がん」「認知症」などの課
題を掘り下げた。

07年度からは教育テレビ初の広報番組『ビタ
ミンETV』が始まる。『ETV8』や『ETV特集』
など個別の番組ではすでに「ETV」という名称
が使われていたが，教育テレビ全体の広報番
組でも「ETV」というタイトルがつけられた。

地上デジタル放送が03年度から始まったこ
とでマルチ編成 8）とワンセグ放送 9）が可能にな
り，教育テレビでは05年度からマルチ編成，
09年度からワンセグ独自放送「ワンセグ2」10）

を始める。教育テレビのサイマル放送 11）だけで
なく，独自の情報番組『ワンセグランチボック
ス』（09 ～ 11年度），番組や番組企画のコンペ
ティション番組『青山ワンセグ開発』（10 ～ 14
年度）などが放送される。教育テレビでも，ワ
ンセグ独自番組を紹介する『ワンセグとくせん』
や『青山ワンセグ開発』とそのコンセプトを引き
継いだ『Eテレ・ジャッジ』が放送された。

NHKが Eテレという愛称を正式に対外的な
名称とするのは11年度からであるが，前年の
10年度からEテレをタイトルに「チャンネルCI
番組」12）として始まったのが『Eテレ0655』『E
テレ2355』である。「テレビで生活のリズムを
刻む」をコンセプトに，「日めくりアニメ」「おは
ようソング」「おやすみソング」などのコーナーを
設けた。夏休みや12月31日の年越しの時間帯
に特別番組，不定期にスピンアウト番組『ねこ
ねこ55』も放送している。

12年度からは再放送番組枠として，『Eテレ
アーカイブス』『Eテレセレクション』が置かれ，
名作をアンコール放送した。同じ12年度から
は，視聴者がもう一度見たいEテレの番組を
投稿するウェブサイト「お願い! 編集長」が始ま
る。2週間以内に100「Eね!」を集めると，E

表 10　「その他の番組」の変遷（教育テレビ）

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 （年度） 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETVライブラリー（00 ～ 05）
ビタミンＥ
ＴＶ

（07～ 08）
青山ワンセグ開
発（12 ～ 14）

ＥＴＶワイド　ともに生きる
（05 ～ 10）

Eテレ0655・Eテレ2355（10 ～）

ワンセグ
とくせん

（09）

Ｅテレ・ジャッジ（15）

Ｅテレセレクション
（13 ～ 14）

Ｅテレアーカイブス（12）



シリーズ「教育テレビ60年」 掲載誌 NHKアーカイブス 注1 EPG注 2

〈学校教育番組〉 大分類
1 学校放送番組 年報 2019 1 ニュース 1 ニュース／報道
2 高校講座 月報 2019年 10月号 2 特集 2 スポーツ
3 大学講座 月報 2019年 10月号 3 大河ドラマ 3 情報／ワイドショー
4 教師・保護者向け番組 月報 2019年 10月号 4 連続テレビ小説 4 ドラマ

〈生涯学習番組〉 5 ドラマ 5 音楽
5 語学番組 月報 2019年 10月号 6 クイズ・バラエティー 6 バラエティー
6 趣味・実用番組 月報 2019年 11月号 7 音楽 7 映画
7 婦人・育児番組 月報 2019年 11月号 8 伝統芸能 8 アニメ／特撮
8 教育教養講座 月報 2019年 11月号 9 こども・教育 9 ドキュメンタリー／教養

〈幼児から若者向け番組〉 10 人形劇・アニメ 10 劇場／公演
9 幼児向け番組 年報掲載予定 11 報道・ドキュメンタリー 11 趣味／教育

10 若者向け番組 月報 2019年 12月号 12 紀行 12 福祉
〈教養・芸術・芸能番組〉 13 教養・情報

11 文化・教養番組 月報 2019年 12月号 14 自然・科学
12 芸術・芸能番組 月報 2019年 12月号 15 趣味・実用

〈産業・経済・科学番組〉
13 産業・経済番組 月報 2019年 12月号
14 科学・健康番組 月報 2019年 12月号

〈高齢者向け・福祉番組〉
15 高齢者向け・福祉番組 月報 2019年 12月号

〈報道番組そのほか〉
16 報道番組そのほか 月報 2019年 12月号

注1　NHKアーカイブスの分類は，NHKアーカイブスのウェブサイトでの分類による（https://www2.nhk.or.jp/archives/bangumi/）。
注 2　EPG（電子番組表）の番組ジャンルは「デジタル放送に使用する番組配列情報」（ARIB STD-B10）で定められている。
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テレ編集長が放送日時や関係各所との調整を
行い，「再放送が決定！」 あるいは「ごめんな
さい！」の結果を公表，随時再放送を行うもの
である。

2000年代はデジタル化への対応と「Eテレ」
という愛称の浸透が積極的に進められてきた。

おわりに

教育テレビ60年の編成と番組の変遷を，3
回シリーズでみてきた。教育テレビという名称や

「教育番組75%以上，教養番組15%以上」と
いう編成の割合は変わらないが，2010年代は，
Eテレという愛称が広く使われるようになり，知
的エンターテインメントを目指す番組が増える
などの大きな変化がみられた。

最後に，この60年間にみられた変化の方向
を5点にまとめる。

1点目は，番組で扱う内容が年々多様化して
きて，複数の要素をもつ番組が増えてきたこと
である。表11は本稿で扱った番組の分類と，
NHKアーカイブスの番組分類，EPG13）で使わ
れている番組分類である。

本稿は教育テレビだけを対象にしているの
に対して，NHKアーカイブスはNHK総合テレ
ビや衛星放送，EPGは民放の番組も含むので
分類基準は異なるが，ここに示した分類に入り
きらない複数の要素をもつ番組が増えている。
特に10年代以後，「趣味・実用番組」と「文
化・教養番組」の両方の要素をもつ「知的エ
ンターテインメント」や「ライフスタイルの提案」
を意識した番組が次 と々生まれてきている。

2点目は番組の改編周期がだんだんと短く
なってきていることである。本シリーズは見開
き2ページでグループごとに番組の変遷を掲載
しているが，左ページの前半30年は開局直後

1960（昭和35）～ 1970（昭和45）～ 1980（昭和55）～ 1990（平成2）～ 2000（平成12）～ 2010（平成22）～ （令和元）
（年度） 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 （年度） 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ETVライブラリー（00 ～ 05）
ビタミンＥ
ＴＶ

（07～ 08）
青山ワンセグ開
発（12 ～ 14）

ＥＴＶワイド　ともに生きる
（05 ～ 10）

Eテレ0655・Eテレ2355（10 ～）

表 11　番組の分類
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を除くと帯編成された番組が10年程度続くこ
とが多いのに対して，右ページの後半30年は
個別タイトルの番組が並び，3 ～ 5年で番組が
リニューアルされる様子が，多くの番組グルー
プに共通してみられた。

時代の変化に合わせて新たな番組を放送し
ていくことは放送局として重要であるが，『きょ
うの料理』『きょうの健康』『趣味の園芸』『ここ
ろの時代』『日曜美術館』といった長く続く番
組タイトルが教育テレビのイメージを明確にし
ていることや，定着したタイトルがあることが
関連番組やイベント展開につながることも大事
な要素であると考える14）。

3点目はさまざまな対象に向けた番組が増え
てきたことである。「語学番組」で言語数が増
えただけでなく，さまざまなレベルの学習者に
合わせた番組が増えてきたことや，「趣味・実
用番組」のテーマが多様化してきたこと，「高
齢者向け・福祉番組」でマイノリティーに向け
たさまざまな番組が放送されるようになってき
たことが挙げられる。

番組の視聴対象については90年度から始
まったゾーン編成で明示するようになってきて
いるが，ゾーンの中でさらに特定の対象をター
ゲットにした番組が増えてきている。関連して
00年代からミニ番組が増えてきていることも，
特定の視聴者層にマッチした内容を提供して
いく方向性の表れと言える。

4点目は内容と演出の変化である。本シリー
ズでは番組の内容と演出に関してはあまり扱っ
てきていないが，大きな方向性としては，識者
が教えるタイプの番組から，視聴者や視聴者
に近い立場の出演者が学ぶ姿を描く番組への
変化が「高校講座」などでみられた。　

この傾向は番組のタイトルにも表れている。

『技能講座』が『趣味どきっ！』，『日曜大学』が
『知る楽』，『婦人学級』が『すくすく子育て』，
『社会福祉の時間』が『ハートネットTV』とい
うように，「講座」「大学」「学級」という，講師
や教師の一斉指導をイメージさせるタイトルか
ら，カタカナや擬音を入れた，視聴者の感情
に寄り添うタイトルに変化してきている。

5点目は書籍，ネット，イベントへの展開が
盛んになってきていることである。

もともと教育番組は即時性よりも，何かを知
りたいとき，学びたいときに学べるアーカイブ
との相性がよいとされる。もちろん時代に合わ
せたテーマが放送されることで学ぶきっかけに
なったり，定曜定時に放送されることが何か
を学ぶ習慣性につながったりすることもあるが，
パソコン通信のころからネットとの連携を意識
した番組が制作され広がってきている。ウェ
ブサイトとして，学校放送番組の「NHK for 
School」や「高校講座」，語学番組の「NHK
ゴガク」，くらしの情報サイト「NHKらいふ」，
福祉情報総合サイト「NHKハートネット」など
が公開され，アクセス数も伸ばしている。

本シリーズは教育テレビ60年を振り返ること
で，今後の方向性を考えてきた。今後，教育
テレビとは何かを考えるにあたっては，NHK
総合テレビ，さらに民放の地上波や衛星波との
比較や，諸外国の教育放送の編成も分析して
いく必要があると考える。また教育コンテンツ
のウェブサイトについてみていく必要もあるであ
ろう。

日本初で現在唯一の教育専門局，NHK教
育テレビのあり方について，今後も研究を続け
て考えていきたい。

 （うじはし ゆうじ）
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注：
 1） 教育テレビ40年の変遷の概要については，参考

文献の古田（1998，1999）を参照。
 2） 「シリーズ教育テレビ60年」の番組のジャンル分

けについては，参考文献の宇治橋（2019c）を参
照。

 3） 「高校講座」「語学番組」の変遷については，参
考文献の宇治橋（2019c）を参照。

 4） 「趣味・実用番組」「教育教養講座」の変遷につ
いては，参考文献の宇治橋（2019d）を参照。

 5） NHK交響楽団は，1926年度設立の新交響楽団
（任意団体）が，1942年に財団法人日本交響楽
団となり，1951年から財団法人 NHK交響楽団に
改称，現在は公益財団法人NHK交響楽団となっ
ている。

 6） 「産業（3部門）別15歳以上就業者数」の推移に
ついては，下記の総務省統計局のページをもと
に作成した。
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/
sokuhou/03.html

（URLは2019年10月1日確認）
 7） キネコはキネスコープの略語で，テレビ映像をフィ

ルムに変換したものである。
 8） デジタル放送で，1つのチャンネルで2番組（メイ

ンチャンネル／サブチャンネル）を同時に放送する
ことができる機能を利用した編成。2019年度現
在のマルチ編成は高校講座のみである。

 9） 地上デジタル放送の主に携帯電話に向けたサー
ビス。日本の地上デジタル放送は，1チャンネル
あたりの周波数帯域を計13の層（13セグメント）
に分けて使用している。このうちの12セグメント
は家庭用のテレビ向けで， 残る1セグメントを携
帯電話等の移動体機器で使用している。「ワンセ
グ」の名前は，「1つのセグメント」という言葉から
きたものである。

 10） NHKデジタル携帯2チャンネル。NHK教育テレ
ビジョンのワンセグ放送である。

 11） 同じ時間帯に同じ番組を，異なるチャンネル（周
波数），放送方式，放送媒体で放送すること。

 12） 『NHK年鑑』（2011）の103ページに，「（8）「チャ
ンネルCI」番組の新設」の項目があり，CI（コー
ポレートアイデンティティー）のために，「「Eテレ」
の愛称とともに教育テレビの存在感をいっそう高
めるミニ番組を朝と深夜に編成した」とある。

 13） 電子番 組 表，Electronic Programming Guide
のこと。デジタル放送により，計8日分の番組の
基本情報（番組名，簡単な紹介）と詳細情報（内
容・出演者など）をテレビ画面で見られるように
なった。

 14） Eテレの長寿番組については，参考文献の宇治
橋，大野（2018）を参照。

参考文献：
・NHKエデュケーショナル（2019）『NHKエデュケー

ショナル30周年記念誌』※非売品
・宇治橋祐之，大野敏明（2018）「「料理」「健康」「園

芸」Eテレ長寿番組のメディア展開」『放送研究と調
査』68（1），2-25

・宇治橋祐之（2019a）「教育テレビ60 年 生涯学習波
への広がりとインターネット展開」『放送研究と調査』
69（1），2-17

・宇治橋祐之（2019b）「教育テレビ60 年 学校放送番
組の変遷」『NHK放送文化研究所年報 2019　第
63集』131-193

・宇治橋祐之（2019c）「シリーズ 教育テレビ60 年① 
高校講座，語学番組の変遷」『放送研究と調査』69

（10），52-75
・宇治橋祐之（2019d）「シリーズ 教育テレビ60 年②

趣味・実用番組，教育教養講座の変遷」『放送研究
と調査』69（11），26-53

・藤岡英雄（2005）『おとなの学びの行動学・第1部 
学びのメディアとしての放送―放送利用個人学習の
研究』学文社

・古田尚輝（1998）「教育波から文化・生涯学習波へ
～教育テレビ40 年 編成の分析～」『放送研究と調
査』48（12），2-21

・古田尚輝（1999）「「技能講座」から「趣味講座」へ
～教育テレビ40 年 生涯学習番組の変遷～」『放送
研究と調査』49（11），40-71

上記のほかに下記を参照した。
・『NHK年鑑』（各年度）
・NHK「国内放送番組編集の基本計画」（各年度）
・「NHKクロニクル 番組表ヒストリー」

https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/
・「NHKアーカイブス　番組」

https://www2.nhk.or.jp/archives/bangumi/


