
平成27年3月10日
ＮＨＫ

(平成２７年度インターネットサービス実施計画　別冊)

ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

100nin クイズ１００人力 クイズ１００人力
100yama にっぽん百名山 にっぽん百名山
15min-100yama 15分でにっぽん百名山 15分でにっぽん百名山
1seg2 NHKワンセグ2 野田ともうします。、他
20min ドキュメント２０min． ドキュメント２０min．
50voice あなたが主役　５０ボイス あなたが主役　５０ボイス
72hours ドキュメント７２時間 ドキュメント７２時間
aashow Ａ☆Ａショー Ａ☆Ａショー
abu-digista ＡＢＵデジスタ・ティーンズ ＡＢＵデジスタ・ティーンズ
africanwind ＭＩＳＩＡ 星空のラジオ ＭＩＳＩＡ 星空のラジオ
agora 地球アゴラ 地球アゴラ
ahosuki 週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！ 週末応援ナビ☆あほやねん！すきやねん！
akb48show ＡＫＢ４８ＳＨＯＷ ＡＫＢ４８ＳＨＯＷ
akita NHK秋田放送局 ニュースこまち、他
anata 眠れない貴女（あなた）へ 眠れない貴女（あなた）へ
angler 釣りびと万歳 釣りびと万歳
animalbaby 動物の赤ちゃん ミニアルバム 動物の赤ちゃん ミニアルバム

anime NHKアニメワールド
おじゃる丸、忍たま乱太郎ほか、ＮＨＫが放送するア
ニメ番組全般

anison-ac アニソン・アカデミー アニソン・アカデミー
anotherstories アナザーストーリーズ　運命の分岐点 アナザーストーリーズ　運命の分岐点
anpi NHK安否情報 ニュース
anshin 安心ラジオキャンペーンスポット 安心ラジオキャンペーンスポット
aomori NHK青森放送局 あっぷるワイド、他
approach ソング・アプローチ ソング・アプローチ
arabic NHK ONLINE Arabic NHKワールド・ラジオ日本　アラビア語放送
archives NHKアーカイブス ＮＨＫアーカイブス、プレミアム・アーカイブス

a-room アナウンスルーム
インタビューここから、ことば力アップほか、ＮＨＫア
ナウンサーの出演する番組全般

asahikawa NHK旭川放送局ホームページ つながる＠きたカフェあさひかわ、他
asaichi あさイチ あさイチ
ashita 明日へ　支えあおう 明日へ　支えあおう
ashitsuka あしたをつかめ　～しごともくらしも～ あしたをつかめ　～しごともくらしも～
asiamusic アジア・ミュージック・ネットワーク アジア・ミュージック・ネットワーク
asia-nadeshiko アジアで花咲け！なでしこたち アジアで花咲け！なでしこたち

asianpitch 国際共同制作　発掘・アジアドキュメンタリー
発掘アジアドキュメンタリー

atoz まるごと知りたい！　Ａ　ｔｏ　Ｚ まるごと知りたい！　Ａ　ｔｏ　Ｚ
audio NHKオーディオドラマ?NHK-FMのラジオドラマ オーディオドラマ
bakumon 探検バクモン 探検バクモン
bangumi-bakarhythm 番組バカリズム２ 番組バカリズム２
baribara バリバラ～障害者情報バラエティー～ バリバラ～障害者情報バラエティー～
bengali NHK ONLINE Bengali NHKワールド・ラジオ日本　ベンガル語放送
bescla ベストオブクラシック ベストオブクラシック
bijutsu おうちでアート びじゅチューン
bijutune びじゅチューン！ びじゅチューン
bikkuri-oh 欽ちゃんの全国びっくり王！ 欽ちゃんの全国びっくり王！
bitworld ビットワールド ビットワールド
biwaeco びわエコ NHK大津・環境サイト おうみ発６３０、他
bousaimap ＮＨＫぼうさいマップを作ろう 明日へ　支えあおう
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ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

brasil NHK NAGOYA PORTUGUES ニュース（中部圏）
bravo ブラボー！オーケストラ ブラボー！オーケストラ
bs BSオンライン ワールドスポーツMLB、ほかＢＳ番組全般
buratamori ブラタモリ ブラタモリ
buratetsu ニッポンぶらり鉄道旅 ニッポンぶらり鉄道旅
burmese NHK ONLINE Burmese NHKワールド・ラジオ日本　ビルマ語放送
campus キャンパス寄席 キャンパス寄席
catchsekai キャッチ！世界の視点 キャッチ！世界の視点
cattail 猫のしっぽカエルの手 猫のしっぽカエルの手
c-cafe クラシックカフェ クラシックカフェ
c-club クラシック倶楽部 クラシック倶楽部
charida チャリダー★ チャリダー★
chiba NHK千葉放送局 ひるどき情報ちば、他
chieizu 先人たちの底力　知恵泉 先人たちの底力　知恵泉
chinese NHK ONLINE Chinese NHKワールド・ラジオ日本　中国語放送
churauta 沖縄ちゅらうたWEB 沖縄ミュージックジャーニー

classic NHKクラシック
クラシック倶楽部、ほかＮＨＫが放送するクラシック
番組全般

classic-r クラシックリクエスト クラシックリクエスト
contesamurai 七人のコント侍 七人のコント侍
cooljapan ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～
cos クリス松村の音楽処方箋 クリス松村の音楽処方箋
creative NHKクリエイティブ・ライブラリー 学校放送番組、自然番組等
crossover11 クロスオーバーイレブン クロスオーバーイレブン
daijikken 大科学実験 大科学実験
daily NHK WORLD Daily News NHKワールドTV　英語ニュース
dankai 団塊スタイル 団塊スタイル
darkside 幻解！超常ファイル　ダークサイド・ミステリー 幻解！超常ファイル　ダークサイド・ミステリー
darwin ダーウィンが来た！生きもの新伝説 ダーウィンが来た！生きもの新伝説
datajournalism ＮＨＫスペシャル　震災ＢＩＧＤＡＴＡ ＮＨＫスペシャル　震災ＢＩＧＤＡＴＡ

dataman
ザ・データマン～スポーツの真実は数字にあり
～

ザ・データマン～スポーツの真実は数字にあり～

design-ah デザインあ デザインあ
digital NHK /digital ＮＨＫプレマップ
dj-classic DJクラシック DJクラシック
d-navi データナビサイト（仮） データなび　世界の明日を読む
doctorg 総合診療医　ドクターＧ 総合診療医　ドクターＧ

docudocu ドキュメンタリー・ポータル

ドキュメント７２時間、目撃！日本列島、ＢＳ世界のド
キュメンタリー他、ＮＨＫが放送するドキュメンタリー
番組全般

documentary ドキュメンタリーWAVE ドキュメンタリーWAVE
doga ○○！投稿ＤＯ画 ○○！投稿ＤＯ画
doga 音楽温泉 音楽温泉
dosta 土曜スタジオパーク 土曜スタジオパーク
dotch きっと役立つ？危機回避術　温水★危機一髪！きっと役立つ？危機回避術　温水★危機一髪！

drama NHKドラマ
土曜ドラマ、大河ドラマ、連続テレビ小説ほか、ＮＨ
Ｋが放送する国内ドラマ全般

dramatic 地球ドラマチック 地球ドラマチック
d-station どーがステーション ドラマ、アニメ番組等
dwc Dining with the chef Dining with the chef
e0655 Ｅテレ　０６５５ Ｅテレ　０６５５
e2355 Ｅテレ　２３５５ Ｅテレ　２３５５
eco-channel ＮＨＫエコチャンネル 地球ドラマチックほか、ＮＨＫの環境関連番組全般
e-dance Eダンスアカデミー Eダンスアカデミー
endless ＴＨＥ　ＡＬＦＥＥの終わらない夢 ＴＨＥ　ＡＬＦＥＥの終わらない夢
e-news ニュースで英会話 ニュースで英会話
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ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

engeizukan 演芸図鑑 演芸図鑑
e-tele Ｅテレポータル ＥＴＶ特集ほか、Ｅテレの全番組
exciteasia エキサイト・アジア エキサイト・アジア
exciteeurope エキサイト・ヨーロッパ エキサイト・ヨーロッパ

fm Ｌｉｓｔｅｎ♪♪ＮＨＫ?ＦＭ クラシックカフェ、ＮＨＫがＦＭで放送する番組全般

french NHK ONLINE French NHKワールド・ラジオ日本　フランス語放送
fudoki 新日本風土記 新日本風土記
fukayomi 週刊　ニュース深読み 週刊　ニュース深読み
fukui NHK福井放送局ホームページ ニュースザウルスふくい、他
fukuoka NHK福岡放送局 ろくイチ福岡、他
fukushima ようこそNHKふくしまホームページへ はまなかあいずＴｏｄａｙ、他
fukushimazutto 福島をずっと見ているＴＶ 福島をずっと見ているＴＶ
furuji ふるさと自慢うた自慢/ふるさと自慢コンサート ふるさと自慢うた自慢/ふるさと自慢コンサート
gatten ためしてガッテン ためしてガッテン
gc ガールズクラフト ガールズクラフト
gendai クローズアップ現代 クローズアップ現代
gifu NHK岐阜放送局 ほっとイブニングぎふ、他
giontaro タクシードライバー祗園太郎 タクシードライバー祗園太郎
girlpop ヒャダインの“ガルポプ！” ヒャダインの“ガルポプ！”
gko ぐるっと関西おひるまえ ぐるっと関西おひるまえ

gogaku NHKゴガク

プレキソ英語、テレビで基礎英語、おとなの基礎英
語、しごとの基礎英語、リトル・チャロ、ニュースで英
会話、エイエイＧＯ！、テレビで中国語、テレビでハ
ングル講座、テレビでイタリア語、テレビでドイツ語、
テレビでフランス語、テレビでスペイン語、テレビでロ
シア語、テレビでアラビア語、使える！伝わる　にほ
んご、基礎英語1、基礎英語2、基礎英語3、ラジオ英
会話、英会話タイムトライアル、攻略！英語リスニン
グ、入門ビジネス英語、実践ビジネス英語、英語で
読む村上春樹、ワンポイント・ニュースで英会話、エ
ンジョイ・シンプル・イングリッシュ、まいにち中国語、
レベルアップ中国語、まいにちハングル講座、レベ
ルアップハングル講座、まいにちイタリア語、まいに
ちドイツ語、まいにちフランス語、まいにちスペイン
語、まいにちロシア語、アラビア語講座、ポルトガル
語入門

gogomari 午後のまりやーじゅ 午後のまりやーじゅ
gokigen ごきげん歌謡笑劇団 ごきげん歌謡笑劇団

goshogi NHK 囲碁と将棋
将棋フォーカス、囲碁フォーカス、テレビ将棋トーナ
メント、テレビ囲碁トーナメント

gr ちきゅうラジオ ちきゅうラジオ
greatnature グレートネイチャー グレートネイチャー

greattraverse
グレートトラバース　～日本百名山一筆書き踏
破～

グレートトラバース　～日本百名山一筆書き踏破～

haiku 俳句王国がゆく 俳句王国がゆく
hakken にっぽん再発見シリーズ　ポータルサイト さいはっけん！
hakkenden 仕事ハッケン伝 仕事ハッケン伝
hakodate NHK函館放送局 つながる＠道南、他
hakunetsu 白熱教室JAPAN 白熱教室ＪＡＰＡＮ
hanamichi テストの花道 テストの花道
hanamoyu 花燃ゆ 花燃ゆ
harefarm 晴れ、ときどきファーム！ 晴れ、ときどきファーム！
haru 春の新生活応援サイト 人生デザイン　Ｕ２９

3/10



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

heart-net NHK福祉ポータル　ハートネット

ハートネットＴＶ、バリバラ　障害者情報バラエティ、
ろうを生きる　難聴を生きる、視覚障害ナビ・ラジオ、
バリバラR、バリバラR、NHK手話ニュース、NHK手
話ニュース845、週間手話ニュース、こども手話
ウィークリー、ワンポイント手話、スマイル！、スト
レッチマン ファイブ、楽ラク ワンポイント介護、すくす
く子育て、まいにちスクスク、社会福祉セミナー

hensei 番組表 ＮＨＫで放送する全番組
heroes 英雄たちの選択 英雄たちの選択
hibiki 吹奏楽のひびき 吹奏楽のひびき
hikigatari 弾き語りフォーユー 弾き語りフォーユー
hindi NHK ONLINE Hindi NHKワールド・ラジオ日本　ヒンディー語放送
hiroshima NHK広島放送局 お好みワイドひろしま、他
hirubura ひるブラ ひるブラ
historia 歴史秘話ヒストリア 歴史秘話ヒストリア
hitokoto 先読み！夕方ニュース 先読み！夕方ニュース
hogosya ウワサの保護者会 ウワサの保護者会
hotspot ＮＨＫスペシャル「ホットスポット最後の楽園」 ＮＨＫスペシャル「ホットスポット最後の楽園」

https://bh.pid.nhk.or.jp/health/マイ健康

きょうの健康、チョイス＠病気になったとき、ＮＨＫス
ペシャル、総合診療医　ドクターＧ、ためしてガッテ
ン、ラン×スマ　街の風になれ、クローズアップ現
代、あさイチ、くらし解説、すくすく子育て、ラジオあさ
いちばん、

hyakunen-i １００年インタビュー １００年インタビュー
ichiban 地球イチバン 地球イチバン
indonesian NHK ONLINE Indonesian NHKワールド・ラジオ日本　インドネシア語放送
ippin イッピン イッピン
j-100yama 実践！　にっぽん百名山 実践！　にっぽん百名山
japan311 Japan beyond 3.11 Stories of Recovery 明日へ　支えあおう
jazz ジャズ・トゥナイト ジャズ・トゥナイト
jazzlive ハンサムJAZZ LIVE ハンサムＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ
jirenma 新世代が解く！ニッポンのジレンマ 新世代が解く！ニッポンのジレンマ
j-melo Ｊ-ＭＥＬＯ Ｊ-ＭＥＬＯ
journeys journeys in japan journeys in japan
kagaijugyou 課外授業　ようこそ先輩 課外授業　ようこそ先輩
kagoshima NHK鹿児島放送局 情報ＷＡＶＥかごしま、他

kaigai NHK海外ドラマホームページ
シャーロックホームズの冒険ほか、ＮＨＫが放送する
海外ドラマ

kaiki 怪奇大作戦　ミステリー・ファイル 怪奇大作戦　ミステリー・ファイル
kaisetsu 解説委員室ホームページ 時論公論ほか、ＮＨＫの解説委員が関わる番組全

般kaiteki 世界の快適音楽セレクション 世界の快適音楽セレクション
kamado グレーテルのかまど グレーテルのかまど
kanazawa NHK金沢放送局 かがのとイブニング、他
kanpai 鶴瓶の家族に乾杯 鶴瓶の家族に乾杯
kansaihot かんさい土曜ほっとタイム かんさい土曜ほっとタイム
kansai-news 関西NEWSWEB ニュース（近畿圏）
kataritei スポーツ酒場「語り亭」 スポーツ酒場「語り亭」
kawaii-i Kawaii International Kawaii International
kayou 歌謡スクランブル 歌謡スクランブル

kenko 健康ホームページ
きょうの健康、チョイス＠病気になったとき、ＮＨＫス
ペシャル、総合診療医　ドクターＧ

kids KIDS WORLD
おかあさんといっしょ、いないいないばあっ！ほか、
ＮＨＫが放送するこども幼児番組全般

kira きらクラ！ きらクラ！
kissa 日曜喫茶室 日曜喫茶室
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ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

kitakyushu NHK北九州放送局 ニュースブリッジ北九州、他
kitami NHK北見放送局 つながる＠オホーツク、他
kitchen-wagon キッチンが走る！ キッチンが走る！
kiwamebito 助けて！きわめびと 助けて！きわめびと
kobe NHK神戸放送局 ニュースＫＯＢＥ発、他
kochi NHK高知放送局 こうち情報いちばん、他
kodomo-land こども放送探検ランド さらさらサラダ
kofu NHK甲府放送局ホームページ まるごと山梨、他
kogaku 古楽の楽しみ 古楽の楽しみ
koijimo 恋するジモト　キャンペーン さいはっけん○○物語

kokokoza NHK高校講座

ベーシック英語、コミュニケーション英語 I、ベーシッ
ク数学、数学 I、ベーシック国語、国語表現、ロンリ
のちから、科学と人間生活、化学基礎、物理基礎、
地学基礎、生物基礎、芸術(美術 I／書道 I)、家庭
総合、社会と情報、世界史、地理、日本史、ベーシッ
ク10、国語表現 I、国語総合、現代文、古典、現代社
会、倫理、政治・経済、数学 II、保健体育、音楽 I、コ
ミュニケーション英語 Ⅱ、英語表現 I

kokoro こころの時代～宗教・人生～/宗教の時間 こころの時代～宗教・人生～/宗教の時間
kokorophoto こころフォト　忘れない 明日へ　支えあおう
kokorotabi にっぽん縦断 こころ旅 にっぽん縦断 こころ旅
kokusaihoudou 国際報道２０１５ 国際報道２０１５
korean NHK ONLINE Korean NHKワールド・ラジオ日本　朝鮮語放送
kotabi 小さな旅 小さな旅

koten 古典芸能を楽しもう 日本の芸能、他

kouhaku NHK紅白歌合戦 ＮＨＫ紅白歌合戦
koushien ＮＨＫ甲子園 ＮＨＫが放送する高校野球放送
kumamoto NHK熊本放送局 クマロク！他

kurashi くらしのパートナー

きょうの料理、きょうの料理ビギナーズ、すてきにハ
ンドメイド、趣味ＤＯ楽、趣味の園芸、やさいの時
間、趣味の園芸ビギナーズ、まる得マガジン、ごち
そんぐＤＪ

kushiro NHK釧路放送局on the Web つながる＠タンチョウ、他
kyoto オコシヤス京都 || NHK京都放送局 京いちにち、他
lalala ららら♪クラシック ららら♪クラシック
lesson Japanese Lessons EASY JAPANESE（やさしい日本語）
life LIFE！～人生に捧げるコント～ LIFE！～人生に捧げるコント～
literacy NHKネットコミュニケーション小説 オトナヘノベル
livebeat ライブビート ライブビート
luzon ルソンの壺 ルソンの壺
maebashi Welcome to NHK前橋 ほっとぐんま６４０、他
mare まれー連続テレビ小説ー まれー連続テレビ小説ー
maro まろのSP日記 まろのＳＰ日記
masakame マサカメＴＶ マサカメＴＶ
masashi 今夜も生でさだまさし 今夜も生でさだまさし
matsue NHK松江放送局 しまねっとＮＥＷＳ６１０、他
matsuodo トーキング　ウィズ　松尾堂 トーキング　ウィズ　松尾堂
matsuyama NHK松山放送局 いよ×イチ、他
meicho １００分de名著 １００分de名著
meiensou 名演奏ライブラリー 名演奏ライブラリー
mellow 松尾潔のメロウな夜 松尾潔のメロウな夜
mibook ミュージック・イン・ブック ミュージック・イン・ブック
mikaiketsu ＮＨＫスペシャル「未解決事件」 ＮＨＫスペシャル未解決事件
minimini NHKミニミニ映像大賞 ＮＨＫミニミニ映像大賞
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minna みんなのうた みんなのうた
minnadedomo みんなＤＥどーもくん！ みんなＤＥどーもくん！

minyo ＮＨＫ民謡なんでも広場
民謡魂　日本の唄などＮＨＫが放送する民謡番組全
般

mito NHK水戸放送局 茨城ニュースいば６、他
miwanoyu 美輪乃湯 美輪乃湯
miyazaki NHK宮崎放送局/ホーム イブニング宮崎、他
mj MUSIC JAPAN MUSIC JAPAN
ml ミュージックライン ミュージックライン
mokugeki 目撃！日本列島 目撃！日本列島
morioka NHK盛岡放送局 おばんですいわて、他
mota モタさんの“言葉” モタさんの“言葉”
mousou 妄想ニホン料理 妄想ニホン料理
mp ミュージックプラザ ミュージックプラザ
muroran NHK室蘭放送局 いぶりひだかミニ紀行、他
muse ミューズノート ミューズノート
musica ムジカ・ピッコリーノ ムジカ・ピッコリーノ
nagano おいでよ！NHK長野放送局 イブニング信州、他
nagasaki NHK長崎放送局 イブニング長崎、他
nagoya NHK名古屋放送局 ほっとイブニング、他
nara まほろばOn Line：：：NHK奈良放送局 ならナビ、他

nature ＮＨＫ自然　Ｎａｔｕｒｅ

ワイルドライフ、さわやか自然百景、ダーウィンが来
た！、ニッポンの里山、コズミックフロント、サイエン
スＺＥＲＯ

navi NHK注目番組ナビ！ ドラマ、バラエティー等
nazo 謎解きLIVE　英国式ウイークエンド殺人事件 謎解きＬＩＶＥ　英国式ウィークエンド殺人事件
ncon NHK全国学校音楽コンクール●Ｎコン● ＮＨＫ全国学校音楽コンクール
nekoaruki 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合光昭の世界ネコ歩き
netclub ＮＨＫネットクラブ ＮＨＫとっておきサンデー
netradio NHKネットラジオ　らじる★らじる Ｒ１、Ｒ２、ＦＭの全番組
news ＮＨＫ　ＮＥＷＳＷＥＢ ニュース
news7 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫニュース７
next-mirai ＮＥＸＴ　未来のために ＮＥＸＴ　未来のために
nextworld ＮＨＫスペシャル「Ｎｅｘｔ　Ｗｏｒｌｄ」 ＮＨＫスペシャル「Ｎｅｘｔ　Ｗｏｒｌｄ」

nhkconcert Ｎ響演奏会 Ｎ響演奏会
nhkworld NHK WORLD NEWSLINE、他
nhkworld-mov NHK WORLD NEWSLINE、他

nichibi 日曜美術館 日曜美術館

niigata NHK新潟放送局｜トップページ 新潟ニュース６１０、他
nipponkikou にっぽん紀行 にっぽん紀行
nipponrocks NiPPoN RockS（ニッポンロック） NiPPoN RockS（ニッポンロック）
nodojiman ＮＨＫのど自慢 ＮＨＫのど自慢
no-more-hibakusha ノーモア・ヒバクシャ シリーズ被爆７０年
nova リサイタル・ノヴァ リサイタル・ノヴァ
nw9 ニュースウオッチ９ ニュースウオッチ９
obihiro NHK帯広放送局 つながる＠とかちカフェ、他

odekake おでかけガイド ＮＨＫプレマップ

o-giri 着信御礼！ケータイ大喜利 着信御礼！ケータイ大喜利

ohayou ＮＨＫニュース　おはよう日本 ＮＨＫニュース　おはよう日本

oikonomia オイコノミア オイコノミア

oita NHK大分放送局 しんけんワイド大分、他

okawari 食材探検　おかわり！にっぽん 食材探検　おかわり！にっぽん

okayama NHK岡山放送局 岡山ニュースもぎたて！、他

okinawa NHK沖縄放送局 おきなわＨＯＴｅｙｅ、他
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olympian めざせ！２０２０年のオリンピアン／パラリンピアン めざせ！２０２０年のオリンピアン／パラリンピアン

ongakukan クラシック音楽館 クラシック音楽館
opera-f オペラ・ファンタスティカ オペラ・ファンタスティカ
osaka NHK大阪放送局 ニュースほっと関西、他

oto 音の風景 音の風景

otona オトナヘノベル オトナヘノベル
otsu NHK大津放送局 おうみ発６３０、他
oyaji 熱血！オヤジバトル 熱血！オヤジバトル
oyasumi おやすみ日本 眠いいね! おやすみ日本　眠いいね！
park スタジオパークからこんにちは スタジオパークからこんにちは

persian NHK ONLINE Persian NHKワールド・ラジオ日本　ペルシャ語放送

podcasts ＮＨＫ Ｒａｄｉｏ Podcast Ｒ１、Ｒ２、ＦＭでポッドキャストサービスを実施する番組

poirot 名探偵ポワロ 名探偵ポワロ

portrait ミュージック・ポートレイト ミュージック・ポートレイト

portuguese NHK ONLINE Portuguese NHKワールド・ラジオ日本　ポルトガル語放送
postwar 戦後史証言アーカイブス 日本人は何をめざしてきたのか
premium プレミアムシアター プレミアムシアター

pr-movie コレ見て！ＭＯＶＩＥ
ＮＨＫテレマップなど記者会見などで紹介した番組
全般

professional プロフェッショナル　仕事の流儀 プロフェッショナル　仕事の流儀
profiler ザ・プロファイラー　～夢と野望の人生～ ザ・プロファイラー　～夢と野望の人生～
p-stage プレミアムステージ プレミアムステージ
qb47 国民総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ４７ 国民総参加クイズＳＨＯＷ！ＱＢ４７
quruli くるり電波 くるり電波
r1 ＮＨＫラジオ第１ すっぴん、ほかＲ１番組全般

r1-night ライブハウス・Ｒー１　プラス
ミュージックパトロール チェキラ、ほかラジオのエン
タテインメント番組全般

r2 ＮＨＫラジオ第２ 文化講演会、ほかＲ２で放送する番組全般
radiosp/livemix Ｌｉｖｅ×ミックス ｌｉｖｅ×ミックス
radiosp/r-produce ラジプロ～ラジオをプロデュース～ ラジプロ
rekishikan BS歴史館 BS歴史館
rhousoku Rの法則 Rの法則
rj RJ ONLINE NHKワールド・ラジオ日本　英語放送
rmj ラジオマンジャック ラジオマンジャック
robocon NHKロボコン ＮＨＫロボコン
rockbar 岡田惠和　今宵、ロックバーで 岡田惠和　今宵、ロックバーで
rosen のんびりゆったり　路線バスの旅 のんびりゆったり　路線バスの旅

rr NHKロードレースオンライン
全国高校駅伝ほか、ＮＨＫで放送するロードレース
中継番組全般

run ラン×スマ～街の風になれ～ ラン×スマ～街の風になれ～
russian NHK ONLINE Russian NHKワールド・ラジオ日本　ロシア語放送
saga NHK佐賀放送局 ニュースただいま佐賀、他
saitama NHKさいたま放送局 日刊さいたまーず、他
sakidori サキどり↑ サキどり↑
salameshi サラメシ サラメシ
sapporo NHK札幌放送局 ほっとニュース北海道、他
satoyama ニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅 ニッポンの里山
sawayaka さわやか自然百景 さわやか自然百景
scf サウンドクリエーターズ・ファイル サウンドクリエーターズ・ファイル
schola ｓｃｈｏｌａ　坂本龍一　音楽の学校 ｓｃｈｏｌａ　坂本龍一　音楽の学校
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school NHK for School ● ポータル

ざわざわ森のがんこちゃん、道徳ドキュメント、銀河
銭湯パンタくん、時々迷々、ココロ部！、プレキソ英
語、おはなしのくに、おはなしのくにクラシック、お伝
と伝じろう、ことばドリル、ふしぎがいっぱい３年生、
ふしぎがいっぱい４年生、ふしぎがいっぱい５年生、
ふしぎがいっぱい６年生、大科学実験、考えるカラ
ス、ミクロワールド、さんすう犬ワン、さんすう刑事ゼ
ロ、できたできたできた、学ぼうＢＯＳＡＩ、メディアの
め、歴史にドキリ、見えるぞ！ニッポン、未来広告
ジャパン！、知っトク地図帳、できたできたできた、
いじめをノックアウト、カラフル、ストレッチマンＶ、ス
マイル、キミなら何つくる？、はりきり体育ノ介、いじ
めをノックアウト

seimei “生命”特設サイト（仮） ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」「ピカイア」
sekaiisan ＮＨＫ世界遺産 シリーズ世界遺産１００
sekaimachi 世界ふれあい街歩き 世界ふれあい街歩き
sekatoki 世界で一番美しい瞬間（とき） 世界で一番美しい瞬間（とき）
seminar 新クイズ面白ゼミナール 新クイズ面白ゼミナール
sendai NHK仙台放送局 てれまさむね、他
session セッション セッション
sh15 シャーロックホームズ シャーロックホームズ

sherlockholmes
シャーロック・ホームズの冒険　ハイビジョン・
リマスター版

シャーロック・ホームズの冒険　ハイビジョン・リマス
ター版

shiawase しあわせニュース しあわせニュース
shinsei ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生 ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生
shinyabin ラジオ深夜便 ラジオ深夜便
shizuoka NHK静岡放送局　NHK浜松支局 たっぷり静岡、他
shonen ザ少年倶楽部 ザ少年倶楽部
shonen-p ザ少年倶楽部プレミアム ザ少年倶楽部プレミアム
shouhyakka バラエティー生活笑百科 バラエティー生活笑百科
shouri 為末大が読み解く！　勝利へのセオリー 為末大が読み解く！　勝利へのセオリー
shutoken NHK＠首都圏 首都圏ネットワーク、他
shuwa NHK手話ニュース NHK手話ニュース
siwa ラジオコメディー「シワ・ハウス」 ラジオコメディー「シワ・ハウス」
sonae NHK そなえる防災 ニュース（気象災害情報）
songs ＳＯＮＧＳ ＳＯＮＧＳ
soul Ｔｈｅ Ｓｏｕｌ Ｍｕｓｉｃ ザ・ソウルミュージック
space NHK宇宙チャンネル コズミックフロント☆ＮＥＸＴ
spanish NHK ONLINE Spanish NHKワールド・ラジオ日本　スペイン語放送
special ＮＨＫスペシャル ＮＨＫスペシャル

sports スポーツオンライン
プロ野球中継、サタデースポーツ他、ＮＨＫが放送す
るスポーツ中継および情報番組全般

sportslessons テレビスポーツ教室 テレビスポーツ教室
subculture ニッポン戦後サブカルチャー史 ニッポン戦後サブカルチャー史
sugowaza 超絶　凄ワザ！ 超絶　凄ワザ！
suiensaa すイエんサー すイエんサー
sukusuku すくすく子育て すくすく子育て
sunshine ウィークエンドサンシャイン ウィークエンドサンシャイン
superpresentation スーパープレゼンテーション スーパープレゼンテーション
suppin すっぴん すっぴん
swahili NHK ONLINE Swahili NHKワールド・ラジオ日本　スワヒリ語放送
switch-int ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達 ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達
takamatsu NHK高松放送局 ゆう６かがわ、他
tamashii アスリートの魂 アスリートの魂
tankahaiku ＮＨＫ短歌・俳句ホームページ ＮＨＫ短歌、ＮＨＫ俳句、短歌de胸キュン、俳句さく咲く！
telemap テレマップＭＯＶＩＥ ＮＨＫテレマップなど広報番組全般
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tetsutabi 中井精也のてつたび 中井精也のてつたび
thai NHK ONLINE Thai NHKワールド・ラジオ日本　タイ語放送

thecovers THE COVERS THE COVERS
timescoop タイムスクープハンター タイムスクープハンター
tohoku-news 東北NEWSWEB ニュース（東北）
tokai-news 東海NEWSWEB ニュース（東海圏）
tokkyo 東京特許許可局 東京特許許可局
tokuho 特報首都圏 特報首都圏
tokushima NHK徳島放送局 とく６徳島、他
tokyodeep TOKYOディープ！ TOKYOディープ！
top ＮＨＫオンライントップ ＮＨＫで放送する全番組
totteoki NHKとっておきサンデー NHKとっておきサンデー
totteokitv とっておきテレビ とっておきテレビ
tottori NHK鳥取放送局 いちおしＮＥＷＳとっとり、他
touron 日曜討論 日曜討論
toyama NHK富山放送局ホームページ ニュース富山人、他
tsu NHK津放送局 ほっとイブニングみえ、他
tsubo 美の壺 美の壺
tvkun Ｌｅｔ’ｓ天才てれびくん Ｌｅｔ’ｓ天才てれびくん
u29design 人生デザイン Ｕ－２９ 人生デザイン Ｕ－２９
umai うまいッ！ うまいッ！
urdu NHK ONLINE Urdu NHKワールド・ラジオ日本　ウルドゥー語放送
uta 新・ＢＳ日本のうた 新・ＢＳ日本のうた
utacon ＮＨＫ歌謡コンサート ＮＨＫ歌謡コンサート
utsunomiya NHK宇都宮放送局 とちぎ６４０、他
verandar 植物男子ベランダ－ 植物男子ベランダ－
vietnamese NHK ONLINE Vietnamese NHKワールド・ラジオ日本　ベトナム語放送
viva ビバ！合唱 ビバ！合唱
voice311 ＮＨＫ東日本大震災　音声アーカイブス 明日へ　支えあおう
wakayama NHK和歌山放送局 あすのＷＡ！、他
wanpaco ワンワンパッコロ！キャラともワールド ワンワンパッコロ！キャラともワールド
waracchao ワラッチャオ！ ワラッチャオ！
warauyo 笑う洋楽展 笑う洋楽展
watamono ＡＫＢ４８の“私たちの物語” ＡＫＢ４８の“私たちの物語”
wdoc BS世界のドキュメンタリー BS世界のドキュメンタリー
weather 気象情報 ニュース（気象災害情報）
wildlife ワイルドライフ ワイルドライフ
wisdom グローバルディベート　ＷＩＳＤＯＭ グローバルディベート　ＷＩＳＤＯＭ
wonder-web ＷＯＮＤＥＲ！ＷＥＢ ドラマ、アニメ他
worldbicycle 世界自転車探検部 世界自転車探検部
wsmlb ワールドスポーツMLB ワールドスポーツMLB
yamagata NHK山形放送局 ニュースやまがた６時、他
yamaguchi NHK YAMAGUCHI ONLINE 情報維新！やまぐち、他
yawa このマンガいいね！ＢＳオススメ夜話 このマンガいいね！ＢＳオススメ夜話
ygd 洋楽グロリアスデイズ 洋楽グロリアスデイズ
yokohama NHK横浜放送局 横浜サウンド☆クルーズ、他

yomigaeri 感涙！よみがえりマイスター 感涙！よみがえりマイスター

yougaku80 洋楽倶楽部

笑う洋楽展、ワールド・プレミアム・ライブ、メタルゴッ
ドJP、洋楽倶楽部８０’ｓ、BS洋楽グラフィティー６０’
ｓ、BS洋楽グラフィティー７０’ｓ、BS洋楽グラフィ
ティー８０’ｓ、BS洋楽グラフィティー９０’ｓ

yuran 音楽遊覧飛行 音楽遊覧飛行
zanmai 今日は一日・・・○○三昧 今日は一日・・・○○三昧
zero サイエンスＺＥＲＯ サイエンスＺＥＲＯ

はに丸ジャーナル はに丸ジャーナル
これでわかった！世界のいま これでわかった！世界のいま
ニュース シブ５時 ニュース シブ５時
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Ｅテレ・ジャッジ Ｅテレ・ジャッジ
経済フロントライン 経済フロントライン
ＮＨＫマイあさラジオ ＮＨＫマイあさラジオ
サンドウィッチマンの天使のつくり笑い サンドウィッチマンの天使のつくり笑い
小山薫堂の“温故知新堂” 小山薫堂の“温故知新堂”
ＤｏｋｉＤｏｋｉ！ワールドＴＶ ＤｏｋｉＤｏｋｉ！ワールドＴＶ
なりきり！むーにゃん生きもの学園 なりきり！むーにゃん生きもの学園
美スポ！スポーツできれいに 美スポ！スポーツできれいに
仮説コレクターＺ 仮説コレクターＺ
歌え！土曜日　Love Hits 歌え！土曜日　Love Hits
週刊どこでも安心ラジオ 週刊どこでも安心ラジオ
らじらー！サタデー／サンデー らじらー！サタデー／サンデー
ラジオ　仕事学のすすめ ラジオ　仕事学のすすめ
音で訪ねる　ニッポン時空旅 音で訪ねる　ニッポン時空旅
夜のプレイリスト 夜のプレイリスト
Masayuki Suzuki Radio ShowGOOD VIBRATION Masayuki Suzuki Radio ShowGOOD VIBRATION
Ｎ響　ザ・レジェンド Ｎ響　ザ・レジェンド
旅ラジ！ 旅ラジ！
ニュースほっと関西 ニュースほっと関西

※新年度番組のホームページについては、ディレクトリ名が決定されていないものがあります。
これらも含めて今後、随時更新していきます。
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