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本土復帰50年、沖縄とともに。公共放送NHK

2022 9SEPTEMBER

午後8：15  沖縄県域

9月16日（金）
アーカイブス選　1978年・長者の大主



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の9 関連番組沖縄

日米あわせて20万人以上が亡くなった沖縄戦。
「ちむどんどん」に出演する仲間由紀恵さんと黒島結菜さん、ドラマの中では仲間さん演
じる母・優子が、黒島さん演じるヒロイン・暢子に自らの戦争体験を伝えていく。
ドラマ収録前に、二人は、沖縄戦を知るための旅に出た。戦時下でも笑顔の少女たち。
突如、放り込まれた洞窟の日々。いまなお行方のしれない家族を探す人。
二人の故郷、沖縄で77年前の"記憶"をたどる。

沖縄県向け特別版

本土復帰前より放送されている「沖縄の歌と踊り」のアーカイブスには、沖縄で育まれてきた郷土色豊かな芸能も保存されてい
る。今回は、幅広い世代が賑やかに舞う祝儀舞踊「長者の大主」を1978年の貴重な映像で紹介する。

16日
（金）
16日
（金）

アーカイブス選　1978年・長者の大主
午後8：15  沖縄県域  16日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～　“ちむどんどん”クライマックスへ！ＳＰ（仮）

 30日(金） 19:30～ うちなー名作選　ワイルドライフ 「西表　生命つむぐ島」
 30日(金） 20:17～ うちなー名作選　ワイルドライフ 命の輝き「沖縄 やんばる 飛ばない鳥と地面を掘るキツツキ」

 16日(金） 20:15～ 沖縄の歌と踊り　アーカイブス選　1978年・長者の大主

 4日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「沖縄ミュージックジャーニー ライブスペシャル！完全版」（再）

 1日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「沖縄ミュージックジャーニー ライブスペシャル！完全版」

 9日(金） 19:30～ 仲間由紀恵・黒島結菜 沖縄戦　“記憶”の旅路（沖縄県向け特別版）
 10日(土） 13:50～ 生中継スペシャル！ニッポン「今」つないでみたら

 3日(土） 13:00～ 第89回NHK全国学校音楽コンクール　沖縄コンクール「小学校の部」
 ３日(土） 14:00～ 第89回NHK全国学校音楽コンクール　沖縄コンクール「中学校の部」「高等学校の部」

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

昔々、竹富島に「ビンタラ」という娘が
いました。村で評判の美しさでしたが、
娘の姿を見ることは滅多にありません。
実は娘は日がな一日寝ているのです。
娘と同じ年頃の女の子たちが浜辺で楽
しそうにしているのを見て母親は、寝て
いるビンタラを海に連れ出しました。
海で目を覚ましたビンタラは…。

うちなー昔話 「ビタン～竹富島の伝説」8日[木]

南大東島の小学生と中学生で作る民
謡グループ「ボロジノ娘」が歌う童謡の
第２弾は「村祭り」。南大東村が一番乗
り上がるのが、秋に行なわれる豊年祭。
御神輿や江戸相撲など、開拓当初に移
住してきた東京八丈島からの文化が豊
年祭で息づいています。南大東島なら
ではの「村祭り」をお聞き下さい。

うちなー童謡 「村まつり」22日[木]

午後6：00 沖縄県域

沖縄ミュージックジャーニー 
ライブスペシャル！完全版

1日
（木）
1日
（木）

独特の音楽文化を持つ沖縄で日々生まれ続けている
音楽を、ゲストと共にたっぷりと紹介するラジオ番組
「沖縄ミュージックジャーニー」。今月は、８月に放送し
たテレビ特番から、未公開トークやラジオ限定のライ
ブ音源をお届けします！

9日
（金）
9日
（金）

仲間由紀恵・黒島結菜 沖縄戦 “記憶”の旅路

午後7：30 
沖縄県域

今月フィナーレを迎える、沖縄が舞台の連続テレビ小説「ちむどんどん」。ヒロイン役
の黒島結菜さんをはじめ豪華ゲストが参加する「ファン感謝祭 in 名護」の様子を通し
て、最終回までの見どころをお伝えする。

“ちむどんどん”クライマックスへ！ＳＰ（仮）
午後7：30  沖縄県域

16日
（金）
16日
（金）

30日
（金）
30日
（金）

西表 生命つむぐ島
午後7：30

午後8：17

沖縄県域

沖縄本島の北部にひろがるやんばるの森。ほかでは見られな
い、独特の進化をした生きものたちが暮らす。
飛ばない鳥、ヤンバルクイナは、なぜか夜は木に登る。キツ
ツキの仲間、ノグチゲラは、なぜか地面を掘り返す。
そのヒナに、襲いかかる試練。緑に輝く亜熱帯の森で、世界
でもこの島にしかいない鳥たちの不思議を見つめた。
（初回放送日：2020年10月2日）

日本が世界に誇る生物多様性の宝庫、西表。ドイツと協力し、
半年間に渡って長期取材。
絶滅の危機にひんするカンムリワシの子育てや、ヤドカリを
つかまえて岩に叩きつけて食べるアカショウビン。潮の満ち
干に合わせたサンゴの大産卵やウミショウブの開花。そこに
一人の女性、西表の自然のリズムに身をゆだねて暮らす染織
家の目線も交えていく。日本最大のマングローブの森を要に、
絡みあう生命の営みを極上の映像で描くスペシャル！
（初回放送日：2022年4月18日）

命の輝き
「沖縄 やんばる 飛ばない鳥と
　　　　地面を掘るキツツキ」

詳しくは
うちなー名作選ホームページにて

１日「ワイルドライフ」三昧！！

ゲスト：Anly 佐渡山豊
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炊飯器で作ります

仲本 奈鶴季
キャスター

めんつゆ材料(２人分)
★ほしシイタケの戻り汁
 大さじ３
● しょうゆ・みりん・酢
 各大さじ２
● 砂糖 大さじ１
● ごま油 小さじ１
● 塩 ひとつまみ

冷やしそうめん材料（２人分）
● そうめん(乾) １５０ｇ
● ゴーヤー １００ｇ
● モーウイ ５０ｇ
● ツナ、トマト、レモン
 各適量

★水(300ml)に、ほしシイタケ(2枚)を入れ、冷蔵庫
で一晩おく(6時間以上)

材料(２人分)
● 米 １カップ
● シイタケの戻し汁
 １カップ
● 乾燥シイタケ １５ｇ
● 乾燥キクラゲ １０ｇ
● カツオ(ぶつ切り)
 ２００ｇ
● ニンジン ５０ｇ
● 冷凍枝豆 ５０ｇ

● ショウガ ２０ｇ
● 塩 小さじ１
● かつおだし(濃いめだと◎)
 ４００ｍｌ
● しょうゆ 大さじ３
● 砂糖 大さじ１
● 料理酒 大さじ１/２
● きゅうり(塩もみ) 適量
● シークヮーサー 適量

フライパンに一晩おいた ほし
シイタケの戻り汁を入れて(シ
イタケも含む)５分火にかける
（温めることによって、シイタ
ケの旨味成分のグアニル酸が
倍増します）

1

ボウルに 1の温めたほしシイ
タケの戻し汁を大さじ３、その
他調味料(しょうゆ、みりん、酢、
砂糖、ごま油、塩)をまぜ入れ 器
にうつして冷やしておきます

2

茹でて器にうつしたそうめんの上に、水気を
切っておいたゴーヤーとモーウイ、ツナ、カット
したトマトとレモンを盛り付け、2の冷やしてお
いた手づくりめんつゆを回しかけたら完成です

3

ゴーヤーとモーウイの冷やしそうめん

手づくりめんつゆ

■ キクラゲ…体力低下、免疫力低下を防ぐ、血の不足を補う
■ シイタケ…食欲不振、精神的疲労に
■ 米…………体力補充、胃腸の調子を整える、精神疲労をやわらげる
■ ショウガ…胃腸を温める
■ ニンジン…虚弱体質、目の疲れがある人におすすめ、血の不足を補う
■ カツオ……体力低下、胃のつかえ、血の不足を補う
■ 枝豆………むくみ、だるさの解消に
■ キュウリ…のどの渇きを潤す、体の熱を取る

薬膳POINT

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。

詳しくは
こちらから

○アゴから首までの引き締め
　首の横ジワを薄く、胸元を美しくキープ

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

お風呂や洗面所の鏡を利用しながら

おこなってみて下さい最後に…

お鍋にかつおだしを入れ火にかけ、砂糖と料理酒を入れる
砂糖が溶けたら しょうゆを入れ、さっと火を通し火を止める
（あまり煮立てないようにささっと）
4

3の炊きあがったご飯を器にうつしてトッピングのキュウリ、
シークヮーサーをのせ、4のダシを回しかけたら完成です5

具材(乾燥シイタケ・乾燥キクラゲ・ニンジン・
ショウガ)をみじん切りにカット
千切りでも良いが具材のサイズは均等に

1

炊飯器のかまに米、塩、シイタケの戻し汁を
入れ混ぜる2

2にショウガ、ニンジン、キクラゲ、シイタケ、
カツオの具を入れ、炊飯器にセット（具を入
れる順番はバラバラでも◎但し混ぜると炊
きムラができるので具はのせるだけ）
炊き上がったら枝豆を入れ、フタをし蒸らし
ておく

3

炊き込みご飯のだし茶漬け

佐久本 真彩
キャスター

ライオンの顔

ひ～は～の
お祈り体操

○デトックス
○むくみ解消
○ストレス解消

期待できる

効果

３回
繰り返します

３回繰り返します

息を「ハーッ」と吐

ききったりする事で、キュッ

と小顔や、やわらかい表情に

なる効果が期待できます

最後に…

視線が下がらないように！
注意ポイント

歯を食いしばらない!!
注意ポイント

舌を下に思いっきり出しながら、
口から息を「ハーッ」と吐く
（ストレスを全部吐き出すように
「わ～」と声に出しても◎）

鼻から大きく息を吸う

1

息を吐き切ったら舌を戻して大き
く深呼吸。リラックス。

3

2

手を組み、お祈りのポーズ
をしながら、「ひ～」っと口
を横に引っ張りながら首の
筋を立てる
（首のシワを意識しながら）

1 「は～」っと
大きく口を
開けて
両手を開く

2

手づくりめんつゆで手づくりめんつゆで

国際中医薬膳師
宮國 由紀江さん

監修

だしソムリエ
山城 尚子さん

監修

～下準備から～
（ゴーヤー/モーウイ）
ボウルにカットしたゴー
ヤーとモーウイを入れて塩
もみ。５分位おく(塩は小さ
じ1/2位)
(塩もみをする事で下味が
つき、余分な水分、苦みもと
れます)

しんなりしてきたら、ゴー
ヤー、モーウイを水洗いし
て水気を切っておく

今回、ほしシイタケのダシを使いましたが、かつ
お節やだし昆布のダシ、調味料もいろいろ使って、
ピリ辛で作ってみるのも良いと思います。ぜひお
試し下さい！

冷蔵庫で２週間保存◎、
冷やし中華や炒め物にも

手づくりめんつゆ

最後に…

夏バテを防ぐ

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン



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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