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午後7：30 沖縄県域

宮沢和史・又吉直樹“琉歌”巡り旅２０２２宮沢和史・又吉直樹“琉歌”巡り旅２０２２
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※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の7 関連番組沖縄

本土復帰前から放送が続いている「沖縄の歌と踊り」。ことし５月に３年ぶり
の有観客で公開収録を実施した。
これまでの番組で取り上げた数々の舞踊の中から「貫花」「浜千鳥」「加那よー
天川」など、特に親しまれてきた演目を紹介する。

8日
（金）
8日
（金）

伝統の舞を継ぐ
～第75回NHK沖縄の歌と踊りのつどいより～

午後7：30  沖縄県域  16日(土） 10:00～ 第104回全国高校野球選手権　沖縄大会　準決勝
 17日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「夏到来！音楽のバルへ、メンソーレー！！」（再）

 10日(日） 10:00～ 第104回全国高校野球選手権　沖縄大会　準々決勝
 8日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り「伝統の舞を継ぐ ～第75回NHK沖縄の歌と踊りのつどいより～」

14日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「夏到来！音楽のバルへ、メンソーレー！！」

 2日(土） 18:00～ 絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城スペシャル「沖縄の城～世界遺産グスクの謎～」
 1日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～「＃復帰検定」

 22日(金） 19:30～ 沖縄ロマン紀行　宮沢和史・又吉直樹 “琉歌”巡り旅2022
 20日(水） 19:57～ ロコだけが知っている　「ちむどんどん」にも登場　沖縄で愛される「共同売店」を調査！
 17日(日） 13:00～ 第104回全国高校野球選手権　沖縄大会　決勝

 15日(金） 19:55～ 沖縄本土復帰50年特集番組「知花くらら 琉球へのはるかなる旅」

 29日(金） 17:05～ 沖縄熱中倶楽部
 22日(金） 22:00～ アナザーストーリーズ 運命の分岐点　沖縄と甲子園

 30日(土） 23:00～ ETV特集　コザの女たち～ドルで沖縄復帰を支えた女性たちの半世紀～

午後6：00 沖縄県域

夏到来！音楽の
バルへ、メンソーレー！！

14日
（木）
14日
（木）

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか
ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

オキナワンサルサという独自の世界を開拓し、常
に進化し続けているKACHIMBA。
今月は、KACH IMBAの新しいユニット、
KACHIMBA COMBOをゲストにお迎えし、
スペシャルなライブを披露していただきます。
NHK沖縄放送局のスタジオを音楽のバルに変
え、賑やかに夏のサウンドをお届けします！

昔々、西表におっちょこちょいのカラスがい
ました。カラスは、食べ物をとってきては、
誰にも取られないようにあちらこちらに隠
していました。ある日、三匹の魚をとらえた
カラスは、広い岩場の岩のくぼみに魚を隠
します。
目印になるものを探しますが、なかなか見
つかりません。

うちなー昔話 「ソッソカスーのカラス」28日[木]

50年前の本土復帰に関する記憶を次の世代に残し広く伝えるため、ＮＨＫ沖縄と沖縄タイムス
が取り組んできたクイズ形式の「＃復帰検定」。
今回のきんくるでは高校生たちが那覇市の中心部で“あるミッション”に挑む姿を通して、米統治
下の人びとの暮らしに関わりの深い場所を中心に戦後沖縄の歴史を探っていく。

1日
（金）
1日
（金）

＃復帰検定
午後7：30 沖縄県域

宮沢和史と又吉直樹が、沖縄の伝統歌謡「琉歌」の魅力に
迫る旅。今回は、本島北部の歌碑を中心に巡り、名護市
出身の父を持つ又吉直樹のルーツをたどる。

22日
（金）
22日
（金）

宮沢和史・又吉直樹
　　　“琉歌”巡り旅２０２２

午後7：30 沖縄県域
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「ちむどんどん」に登場
やんばる・共同売店の魅力を

　お伝えします。

「ちむどんどん」にも登場　沖縄で愛される「共同売店」を調査！「ちむどんどん」にも登場　沖縄で愛される「共同売店」を調査！

全力応援！
　　高校野球！！
全力応援！
　　高校野球！！

準決勝１６日 午前１０：００～土

準々決勝１０日 午前１０：００～日

決　勝１７日 午後１：００～日

※放送予定は
変更の可能性
があります。

生中継

7
月
の
お
す
す
め
番
組

!



本土復帰50年特別企画

沖縄が本土に復帰して50年。かつて琉球王国だった沖縄は、「琉球処
分」で日本に併合されたのち、沖縄戦の時代（戦世）、アメリカによる占
領・統治下の時代（アメリカ世）、そして本土復帰を経た日本の時代（大和
世）と“世替わり”を経験してきました。このサイトでは「アメリカ世」から
「大和世」にかけてのできごとをタイムライン形式で伝えます。

仲本 奈鶴季
キャスター

沖縄県洋菓子協会副会長
田島 由幸さん

監修

県産パインとココナッツのマフィン
材料(４個分)
● 卵 1個
● グラニュー糖 70ｇ
● 牛乳 85ｇ
● バター 20ｇ
● サラダ油 40ｇ

材料(４個分)
● ココナッツロング 30ｇ

● カットしたパイナップル 80ｇ

■ 薄力粉 125ｇ
■ ベーキングパウダー 3ｇ
※薄力粉とベーキングパウ
ダーはあらかじめ合わせ
てふるっておく

ココナッツを乾燥させて細く切ったもの。
お菓子作りのコーナーで売ってます！

ボウルに卵とグラニュー
糖を入れ、しっかりすり
混ぜる。

1
ココナッツロングを20g、パイ
ナップルを50gを加える
※材料全部は入れない

4 170度で余熱しておいたオーブンで30分。
焼き色がついたら完成です。7
※時間は焼き色をみて調整してくださいしぼり袋を使って全体的に均一

になるように、型に分けていき
ます

5
しぼり袋がなければスプーンで
もＯＫ

4で残しておいたココナッツロング、パ
イナップルをのせる。パイナップルが沈
んでしまわないように先にココナッツ
ロングをのせてからパイナップルをの
せると◎

6

牛乳・溶かしバター・サ
ラダ油を加える。2

Point バターで風味↑サラダ油でしっとり感↑

薄力粉・ベーキングパウダーを
加える。3

Point 粉類は混ぜすぎに注意！ですが、ツヤがでるまではしっかり混ぜて下さい

詳しくは
こちらから

○顔色改善
○顔の脂肪燃焼
○明るい表情に

期待できる

効果

○への字口改善
○きれいな笑顔
○ほほのたるみ解消

期待できる

効果

顔ヨガ
すっきりキレ

イを目指すすっきりキレ
イを目指す

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

ヨガの呼吸法やゆっくりとした動きを取り入れる
ことで、顔の筋肉を刺激してしなやかな弾力を
取り戻し、血行・リンパの流れ・新陳代謝を促進
します。平日 午前11：40

キラリスマイル
ストローを歯にはさみます
(ストローはかるくかむ位)
上の歯をみせながらにっこり
笑って、ストローが落ちない
ようにして口角をキュッと上
げ5～10秒キープ。

1ストローを使って

くちゃベープッシュ

くちゃくちゃにした顔を元に戻しながら
舌をおもいっきり出すのが特徴です！

鎖骨のくぼみ
に親指以外の
指をおきます

1

シューッと口から息をはき
ながら顔の筋肉をすべて
使って、お顔のパーツを
中央に寄せます
3 そのまま息をはきながら

目を開け、おもいっきり
舌をだします『ハーッ』4

目をつぶって
鼻から息を
吸って

2

下アゴに力をくわえてしまいがちなので、

下の歯をみせないように注意して下
さい

注意ポイント マスクで無表情になってるな、

と感じてる時にぜひおこなってみて下さい！

最後に…

恥ずかしがらずに思いっきり！

おこなってみて下さい

注意ポイント

むくみやすい朝に思いっきり

おこなって顔の輪郭をスッキリ

させて下さい

最後に…

混ぜるだけ

下準備
あらかじめオーブンを170度
で余熱しておく。

最後に…
ココナッツロングが手に入らない場合はチョコ
チップで代用しても美味しく作れます。

これを３回
おこなってください

「ＮＨＫ沖縄が見つめた50年」展

主　催 ＮＨＫ沖縄放送局 共　催 沖縄県立博物館・美術館
問い合わせ ＮＨＫ沖縄放送局　電話 ０９８-８６５-２２２２（平日 午前９時３０分～午後６時）　ホームページ http://www.nhk.or.jp/okinawa/

会　場
沖縄県立博物館 ・ 美術館
３階ホワイエ・１階ロビー   

　沖縄の本土復帰から今年で５０年。ＮＨＫ沖縄放送局では、この節目に合わせて「つなぐ未来へ」をテーマにさまざまな取り組みを
発信しています。過去のアーカイブス映像から最新のＣＧ技術を駆使した新体験など、ＮＨＫ沖縄放送局が見つめた５０年と、この先
５０年への取り組みを紹介する展示会を開催します。また、1階では現在放送中の連続テレビ小説「ちむどんどん」の展示会も開催し
ます。ドラマを紹介するポスターや、実際に撮影で使用された小道具などを展示します。

7月20日（水）～9月19日（月・祝）2022年
計62日間

※連続テレビ小説「ちむどんどん」展は８月２８日(日)まで
※７月２５日（月）・８月１日（月）・８日（月）・１５日（月）・２２日(月)・２９日(月)・９月５日（月）・１２日（月）は休館

入場
無料
入場
無料

「アメリカ世」から「大和世」へ。沖縄のできごとを日
本や世界のできごとと対比しながらタイムライン形
式で展示します。展示内にあるQRコードを読み取
ることで、お手持ちのスマートフォン等で貴重な映
像を見ることができます。

沖縄 世替わりタイムライン

ＮＨＫ沖縄と沖縄タイムスが社との共同で取り組ん
だ「＃復帰検定」企画。復帰を経験していない若手職
員や社員が本土復帰のあれこれについて徹底調
査。復帰した前後について学び、思わず「へ～っ！」と
明日友達に言いたくなる復帰にまつわるクイズを
展示します。

#復帰検定～オキナワココカラ～

沖縄の文化、経済など各分野を代表する人や、時代
を担う若者など、沖縄のさまざまな方々にインタ
ビュー。それぞれの人生の歩みや展望など、沖縄の
さまざまの方から聞いた沖縄の未来へつなぐメッ
セージを映像で紹介します。

つなぐ未来へ

取り壊しが決まっている那覇市民会館をバー
チャル空間上で再現しました。
バーチャル映像は那覇市と沖縄国際大学とNHK
沖縄、3者共同で立ち上げたプロジェクトによっ
て製作。

バーチャル那覇市民会館

ＮＨＫに残された貴重な映像を通して、本土復帰前
から今日までの沖縄の歩みをたどり振り返ります。

映像でたどる５０年

沖縄県出身バンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」がＮＨＫ沖縄
放送局の「本土復帰５０年つなぐ未来へ」キャンペー
ンのテーマソングを制作しました。
生まれ育った沖縄を見つめ直して完成した新たな
楽曲とその制作過程を映像で紹介します。

テーマソング「Ｍｅｌｏｄｙ」
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放送から1週間
パソコンやスマホで
いつでもどこでも、何度でも

総合・Eテレの番組を

ご覧いただけるサービスです。

ご利用にはデータ通信量が発生します
テレビ等の受信機をお持ちで
放送受信契約を締結いただいた方には
利用登録いただけます

利用登録はこちらから

便利なコンテンツのご紹介
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