
  

  

  

   

   

     

人をまっすぐ見るという、忘れていた大切なことを教わった！

生徒が主体的に議論に参加できるようになった！

単なる知識ではなく、人々に寄り添って考える姿勢が養われた！

生徒に不向きではないかと勘繰っていた我々教師が勉強になった！

Teacher's Library Guidebook

── 高 画 質 D V D を無 料で先 生 方へ貸し出します

私個人もこのすばらしい制度を広めていきたい！
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NHKアーカイブスからNHKの一般番組も先生のお手元に
先生方から、「NHKスペシャルなどのすぐれた番組を授業で使い

たいと思うが、どこかで手に入らないだろうか」などの声を聞くこと
がよくあります。学校教育番組については、「NHKデジタル教材」と
して、インターネットから見ていただくことができます。
「NHKティーチャーズ・ライブラリー」では、このような声にお応

えして、「NHKアーカイブス」の中から優れた学校教育番組とともに
『NHKスペシャル』『NHK特集』などの一般番組を、無料（送料のみ
実費）で提供いたします。おかげさまで、平成29年度には貸し出し
数がほぼ3000件と年々増加してきています。今後とも、周囲の先
生方にもご紹介いただき、有効活用していただければ幸いです。

子供の心を動かす高画質・高音質映像をDVDで
「NHKデジタル教材」の普及に伴い、インターネットで学校教育番

組をご覧いただいている先生も増えてきました。しかし、「大きくし
て見せるには画質が粗い。高画質の映像を提供してもらえないだろ
うか」との要望も多数寄せられています。また、「同じ内容の映像で

も、高画質・高音質の映像の方が、より大きく心を動かされ、感動す
る」ことが既に明らかになっています。そこで、「NHKティーチャーズ・
ライブラリー」では、教室のハイビジョンテレビを生かすことのでき
る高画質映像をDVDで提供し、全国の先生方から、大変ご好評をい
ただいています。

各カテゴリーで番組を拡充し、次期指導要領にも対応
平成30年度は、先生方からの要望が強い「平和」の番組を増強

するとともに、要望の多い『あしたをつかめ』2本を「キャリア」に、
また、外交官・杉原千畝を取り上げた『その時 歴史が動いた』やク
ニマスを扱った『ダーウィンが来た！生きもの新伝説』など、教科書
に関連する番組を追加しました。さらに「学習展開例」は、次期学習
指導要領が掲げる児童生徒の「主体的・対話的で深い学び」につな
がるよう、編集委員の先生方に執筆していただきました。

是非、21世紀に生きる子供たちに必要な見方・考え方・感じ方を、
次期学習指導要領で目指すアクティブ・ラーニングで育むために、
NHKティーチャーズ・ライブラリーを活用していただければ幸いです。

高画質映像で
子供を突き動かす

ティーチャーズ・ライブラリー10年を迎えて

NHKスペシャルなどの名作をぜひ教室でご覧いただきたいと始まったNHKティーチャーズ・ライブラリーがおかげさまで10年
目を迎えました。ご提供できる番組は230本を超え、年間の貸し出し数は3000件に達する勢いです。小学校・中学校・高校・大学
といずれも利用が拡大しており、これからも多くの教室でご覧いただけるよう願っております。
「平和」「キャリア」「ともに生きる」「情報」「環境」「学ぶ楽しさ」などテーマは多彩です。長い番組も、教室で使いやすいよう、短く

利用可能なチャプターをつけています。現役の先生方のご協力もいただき、授業での展開、活用の仕方など、教材として使いやすい
よう吟味し、新たに加えた番組の活用法をこの冊子にまとめました。

これからも、NHKの番組をぜひご活用いただき、児童生徒が自ら主体的に考え学ぶ実践的な取り組みに役立てていただければ
幸いです。私たちも引き続きNHKティーチャーズ・ライブラリーの充実に努めてまいります。

NHK知財センター 菅野利美

監修		
鳴門教育大学大学院
准教授 藤村裕一

向日市立寺戸中学校
教諭 鈴木英太

大分県立津久見高等学校
指導教諭 森 浩三

千葉県立袖ヶ浦高等学校
教諭 永野 直

安来市立広瀬中学校
教諭 瀬崎邦博

西条市教育委員会
指導担当専門員 山内雅博

うるま市立川崎小学校
教頭 甲斐 崇

海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛

江別市立大麻泉小学校
教諭 前多香織

宮古島市立下地中学校
教諭 座間味浩二

アドバイザー
加藤悦雄（北広島市立双葉小学校）
井上 勝（八千代松陰高等学校 教頭）

アイウエオ順（小・中・高 担当別）2018年3月現在

執筆者 沼津市教育委員会
指導主事 加納 真

能代市立能代南中学校
教諭 嵯峨静人
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NHKティーチャーズ・
ライブラリーとは

平和

広島・長崎・沖縄など、
平和学習や修学旅行
の事前学習などにおす
すめ

ともに生きる

命・生き方、いじめ、差
別などのテーマで、道
徳の時間などの授業に
おすすめ

キャリア

職場体験学習、キャリ
ア教育だけでなく、生き
方を考える授業にも活
用できる

情報

情報化社会を生きる
知恵と、表現やコミュ
ニケーションの技術を
育む

環境

地球温暖化、生態系破
壊など、環境問題の実
態を学べる教材

学ぶ楽しさ

いつもの「勉強」とは一
味違う切り口で、学ぶ意
欲をかきたてる

防災

自然災害のしくみや実
態を扱った番組、防災
意識を高めるために役
立つ番組

●  ティーチャーズ・ライブラリーは、NHKが放送した膨大な番組の中から、学校教育に役立つものをDVDにして学
校現場に無料で貸し出すサービスです。NHKの映像資産を社会還元する事業の一つとして2009年に始まりま
した。学校教育番組だけでなく、NHKスペシャル、仕事ハッケン伝など、ネットで見ることのできない一般番組を
数多くそろえており、小学校から大学までの授業に対応しています。

NHKの番組を無料で学校現場にお届けします

●   番組は大きく7つのカテゴリーに分かれています。授業のねらいやテーマにそってお選びください。

7つのカテゴリー

●  貸し出ししている全番組の内容を掲載しています。また多くの番組に「学習展開例」や「番組活用例」が添えてあ
り、授業を組み立てる際の参考にしていただけます。

●  ホームページにあるメールフォームからの申し込みもできます。

ホームページも充実	 http://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

迫力のある映像を教室で
●  高画質のDVDですので、ネット環境がなくてもご利用いただけます。授業の実践を通して、「高画質・高音質の迫

力ある映像は子供の心を強く動かし、感動させることができる」と報告されています。

貸し出し番組は230タイトル
●  貸し出し番組は、学校教育に必要とされるテーマについて現場の先生方のご意見を伺い、利用された方の要望も

取り入れつつ、すぐれた番組を厳選しています。
●  平和学習や修学旅行の事前学習向け番組、職業観や勤労観を培う番組が多数ある他、道徳の時間に活用できる

「命」「いじめ」「異文化理解」などの番組、情報、防災、環境などの番組も充実しています。
●  毎年20本程度を新しく追加しています。
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	http://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

番組の選び方や授業の展開例など
	 	 	 活用のヒントが盛りだくさん！

セット貸し出し

貸し出し番組を探す

申し込みはここ！

ティーチャーズ・
ライブラリー通信

他 の 先 生の 利 用 方法 や、 
人気のある番組を参考に
したい、という先生方の声
にお応えしています。

児童生徒の臨場感あふれ
る感 想や、先 生 方の自作
ワークシート、貸し出しラ
ンキング、おすすめ番組な
ど を 掲 載して いま す。ぜ
ひ、ご活用ください。

・  最新情報
・  教室の声
・  ランキング
・  おすすめ番組

大好評！
「番組活用のポイント
� ・学習展開例」

 番 組を使って授業をどう
展開したらよいかとお悩
み の 先 生はこちら。現 場
の先生方に執筆していた
だいた学習展開例です。
  授業の構成や一部視聴を
する際のヒントにどうぞ。

「大変参考になりました 」
と大好評の番組活用ツー
ルです。

番組活用事例

展開例を参考にする

利用方法

問い合わせ

勤労観・職業観・職場体験・
職業調べ・進路・社会科・
家庭科・産業社会と人間

キャリア

平和学習・修学旅行など
（長崎・広島・沖縄）・
国語・英語

平和

  命・生き方・いじめ・福祉・
異文化理解・人権・公民・
コミュニケーション

ともに生きる

スマホ・ビッグデータ・技術・
コミュニケーション・表現・
情報リテラシー・プレゼン

情報

 防災訓練・自然災害・
住まい・理科・生活科

防災

  数学・理科・国語（古典）
など

学ぶ楽しさ

環境学習・社会（地理・現代）・
理科（生物）・地球環境

環境

番組のシリーズ名から
選びたい方はこちら

番組別

教科や授業のテーマに合う
番組を探したい方はこちら

カテゴリー別

学年に合わせた番組を
選びたい方はこちら

対象学年別

ホームページ

活用法
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利用規約
①  利用場所は学校内に限定し、学校外での利用はいかなる理由があってもできま

せん。
②  利用は学校内の教育活動に限ります。利用報告書の提出が必須です。
③  学校への支援は貸し出しに限られ、コピーは厳しく禁じます。
④  送料（郵送費）は利用者負担となります。返却時に切手で納付していただき

ます。
⑤  DVDを紛失・毀損した場合にはDVD制作実費を申し込み者に負担していた

だきます。
⑥  連絡なく返却が遅れた場合は、以降のご利用をお断りすることがあります。
⑦  上記規約に反した場合の責任はすべて申し込み者が負い、誠実に対応します。

その他、ご不明な点は「よくある質問」（P.9 ）へ

条件
① 学校内での、授業などの教育活動に利用できます。
② 貸し出し先は学校などの教育機関（著作権法第35条規定）とします。
③ 実際に利用する教員の方からお申し込みください。
④ 利用規約への同意が必要です。
⑤  学校内で利用したことを確認するために、利用報告書を提出していただきます。

利用枚数・期間
単	品  ・1回（1人）につき、3タイトルまでの貸し出し。

  ・貸し出し期間、最大1か月。
  ＊ 『ふしぎがいっぱい』は利用開始日から直近の学期末

（7月、12月、3月の各25日）の返却が可能です。
詳しくはP.25をご覧ください。

セット  ・1回（1人）につき、1セットまでの貸し出し。
  ・貸し出し期間、最大2か月。
   ＊単品との同時貸し出しも可能です。

送料
DVDの貸し出しは無料です 送料のみ負担していただきます。

返却時に往路分送料代の切手（¥360 ）を同封してください。

条件・規約

貸し出し条件

利用規約
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ホームページからも申し込めます

http://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

①  トップページ右上の「ご利用・お申し込み方法」をクリック！
 メールフォームから申し込めます。
② 番組一覧や過去のガイドブックも掲載しています。
③ 学習展開例や番組活用例をプリントアウトできます。
 ＊ 学校内での授業など教育活動に利用する目的に限ります。それ以外の目的

でのプリントアウトはご遠慮ください。
④ ティーチャーズ・ライブラリー通信
 ＊ 利用した先生方の利用報告書をもとに、学期ごとのおすすめ番組やランキ

ング、活用方法を掲載しています。

申し込み
 利用期間の1か月前から受け付けています。なるべく早めにお申し込みく
ださい。申し込みはホームページ上のメールフォーム、もしくはガイドブッ
ク掲載の用紙（P.66〜P.67）をFAXしてください。電話での申し込み
は受け付けておりません。

発送
 DVDの受け渡しは郵送・郵便ポスト投函です。事務局での受け渡しは
行っておりません。利用期間開始日までに発送いたします。

返却
 利用期間終了日必着です。返却方法は指定しておりませんが、DVD、往
路分送料代の切手（¥360）、利用報告書をそろえて事務局宛に返送し
てください。
返却が遅れる場合は必ず事務局までご連絡ください。

利用報告書提出	 メールか郵送をお選びいただきます。
メール    DVD発送完了の確認メールに用紙（エクセルファイ

ル）を添付しますので、返却日までにご返信ください。
郵	送    DVD発送時に用紙を添付しますので、返却時に同封

してください。

利用のしかた

貸し出し方法
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問い合わせ
NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局
TEL：03-3462-7932
平日10：00〜18：00
（土・日・祝日の受付業務・発送はしておりません）

http://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

ガイドブックP.10〜P.27には貸し出し番組のリストを載せています。また、ホームページには番
組一覧の他に、過去の学習展開例やおすすめのDVD、貸し出しランキングなども載せていますの
で、参考にしてください。事務局では、番組選びのご相談や在庫の確認などにも対応していますの
で、お気軽にお問い合わせください。

DVDを選ぶ1

メール  ホームページ上のメールフォームから送信

FAX   申し込み用紙はホームページ上からダウンロードするか、ガイドブックP.66〜
P.67をご使用ください。事務局宛にFAX（03-3462-7932）してください。

申し込む2

初めて申し込みをされる方には、学校に電話で在籍確認をいたします。
貸し出し内容の確認、その他のご連絡は、メールまたは電話・FAXで行います。

在籍確認・貸し出し可否のご連絡3

日本郵便のレターパックで学校の郵便ポストに投函されます。

受け取る4

利用期間終了日必着で、下記を同封してご返却ください。

DVD 	 往路分送料代の切手（¥360） 	 利用報告書（同封またはメール送付）

返却日は厳守してください。連絡なく返却が遅れた場合は、以降のご利用をお断りすることがあ
ります。

返却する5

申し込みから返却までの流れ
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Q. 貸し出し期間の延長はできますか。
A. 	行事や授業の進捗によって、利用期間内にDVDを活用できなかった場合、 以下の条件で延長が可能です。

●その後に予約が入っていない場合 ●最大1か月間 ●1回のみ
⇒  DVD到着後から利用期間終了日1週間前までに、事務局にご相談ください。なお、利用期間終了日を過ぎ

てからの延長はできません。

延長について

Q. 事前試聴はできますか。
A. 	お近くのNHKの放送局にある「NHK番組公開

ライブラリー」で視聴できます。
利用時間は各放送局にお問い合わせいただく
か、http://www.nhk.or.jp/archives/library/
でご確認ください。

Q. 番組一覧以外の番組を借りることはできますか。
A. 	ティーチャーズ・ライブラリーでは番組一覧に

掲載されている番組以外の貸し出しはできま
せん。貸し出しができるのは、「教育目的」とし
て権利者に許諾を得た番組のみです。

番組について

Q. 	事前に試聴して、授業のねらいと合わず、活用し
なかった場合は？

A. 	その旨を利用報告書にご記入ください。なお、授
業利用のための事前試聴や研究目的の利用は
可能です。

Q. DVDが再生されない、音が出ない。
A. 	貸し出ししているDVDは通常の仕様で、DVD

再生機であればパソコンでも再生可能ですが、
パソコン環境によってはまれに再生できない場
合もあります。他の再生機でもお試しください。 
また、傷がついて再生できない場合は事務局へ
ご連絡ください。

視聴について

Q. ティーチャーズ・ライブラリーを他の先生に紹介したいのですが。
A. 	ガイドブックやリーフレットの発送を承っていますので、事務局までご連絡ください。 

NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局 TEL：03-3462-7932

その他

Q. 発送まで何日くらいかかりますか。
A. 	最短で申し込み日から中一日ですが（離島・土日

祝日除く）、申し込みが混み合う時期がありますの
で、なるべく早めにお申し込みください。

Q. 利用回数に制限はありますか。
A. 年度中、何回でも利用可能です。

Q. 	同じ学校で複数の教員からの申し込みは可能で
すか。

A. 	可能です。ただし、全国の学校で利用されていま
すので、必要最小限の利用をお願いします。

Q. 	各クラスで同時に授業をしたいのですが、同じ番
組を複数枚借りることはできますか。

A.  枚数に限りがありますので、必ず事前に事務局へご
相談ください。ご要望に添えない場合もあります。

Q. 	大学や専門学校でも利用できますか。
A. 	学校法人であれば、ご利用できます。なお、公民館

などの施設や営利目的でのご利用はできません。

Q. 	NHKの放送局でDVDを受け取りたい。または、
自宅への発送は可能ですか。

A. 	NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局（東京・
渋谷区）から全国の学校への発送のみです。

利用方法について

よくある質問
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初めて核兵器の犠牲となった広島・長崎、住民を巻き込んだ地上戦で数多くの犠牲が出
た沖縄…綿密な取材や体験者の証言などを通して、太平洋戦争の実態を子供たちに伝
え、平和について考えるきっかけとする番組をそろえました。修学旅行の学習にも活用で
きます。

平和

NHKスペシャル� 中国

村人は満州へ送られた
〜“国策”71年目の真実〜
放送日：2016年8月14日
放送時間：49分� P.30

日本は満州事変以降、「満州国」の国防
や食糧増産、国内の人口調整を目的に、
27万の開拓移民を現地に送った。国
内が労働力不足になった太平洋戦争中
も移民は続けられたが、ソ連軍侵攻で
8万人以上が犠牲となり、中国残留孤
児などの悲劇も生まれた。責任を感じ
て戦後自殺したある村長の日記などか
ら、強制割当、分村移民、破格の補助金
など、村に移民を強いた国策の実態を
明らかにする。

ETV特集� 長崎

原爆にさわる 被爆をつなぐ
〜長崎 戦後70年を生きる被爆
二世〜
放送日：2015年9月12日
放送時間：59分� P.28

被爆二世には、親から被爆体験を聞い
たことがない人が少なくない。親自身
が思い出したくなかったり、差別や偏
見を恐れたりするためだ。被爆者が高
齢化する中、自分たちは被爆体験をど
う語り継いでゆけばいいのか…悩む彼
らは被爆者の谷口稜曄さんを訪ね、原
爆で焼けただれた「赤い背中」に触れ
た。動き始めた「被爆二世の会」の活動
を追う。

NEWNEW

NHKスペシャル� 中国

“大地の子”を育てて
〜中日友好楼の日々〜
放送日：2004年12月5日
放送時間：52分� P.32

中国東北部の長春市に「中日友好楼」と
いうアパートがある。日本人残留孤児た
ちを育てた養父母たちのため、ある日本
人が1990年に建てたものだ。命がけで
守り育てた子供たちは日本に永住帰国、
親子は離れ離れになった。養父母たちは
家族の歩みをどう振り返っているのか、
日々何を思っているのか…時代の波に
翻弄されてきた人々の心情、血のつなが
りを超えた家族の絆と厳しい現実を見
つめる。日本賞グランプリ受賞作品。

NEW

ＮＨＫスペシャル� � 広島

オ願ヒ オ知ラセ下サイ
〜ヒロシマ・あの日の伝言〜

放送日：2000年8月6日
放送時間：49分

広島の爆心地に近い袋町小学校（旧・
袋町国民学校）は、原爆投下直後、臨時
の救護所となった。そこには多数の被
爆患者が収容され、行方不明の家族を
探す人々が訪れた。そして校舎の壁に
は、家族の消息を尋ねる伝言がたくさ
ん書き残された。番組は、長い間塗装の
下で眠っていた伝言が解読されていく
過程と、被爆55年後に届いた当時の伝
言と対面した家族の思いを伝える。

お
す

すめ

NHKスペシャル� 長崎

“あの子”を訪ねて
〜長崎・山里小 被爆児童の70年〜
放送日：2015年8月9日
放送時間：49分

長崎市の山里小学校は、原爆で児童
1300人が命を落とした。奇跡的に生
き残った37人の手記は永井隆博士に
よって『原子雲の下に生きて』として出
版され、彼らは「あの子」と呼ばれて平
和への願いの象徴とされてきた。彼ら
をNHKは継続的に取材、2015年にも
18人に会えた。被爆体験を周囲に話せ
ずひっそりと生きる人。家族の一言に
深く傷ついた人…「戦争よりも戦後がつ
らかった」と語る被爆者の歳月を描く。

お
す

すめ

NHKスペシャル� 広島

きのこ雲の下で
何が 起きていたのか

放送日：2015年8月6日
放送時間：65分

1945年8月6日、広島。原爆投下3時
間後、爆心地から2kmの御幸橋で新聞
社のカメラマンが撮影した写真が、2
枚だけ残っている。NHKがその内容
を分析した結果、写っている約50人の
中に、火傷で皮膚がむけた人たちや横
たわって死にひんした人たちが確認で
きた。31人の証言と写真から、70年
前にきのこ雲の下で何が起きていたの
かに迫る。

写真提供：中国新聞社 撮影：松重美人

お
す

すめ
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にっぽん再発見� 沖縄

九州沖縄スペシャル 沖縄戦の絵
〜戦後60年・体験者が描いた戦場〜�

放送日：2005年12月3日
放送時間：43分

NHK沖縄放送局では戦後60年に合
せ沖縄県と共催で、「体験者が描く沖
縄戦の絵」を募集、285人から547点
が寄せられた。沖を埋める連合軍の艦
船、吹き飛ばされる人の体、ガマ（壕）
の中の恐怖、そして集団自決…60年前
の「あの光景」を克明に思い出して描
いた絵から、沖縄戦の実態、そして「後
世に伝えたい」という沖縄の人々の強
い願いが伝わる。

お
す

すめ

NHKスペシャル� 沖縄

アニメドキュメント あの日、僕ら
は戦場で〜少年兵の告白〜
放送日：2015年8月11日
放送時間：73分

沖縄戦の際、日本で唯一の少年ゲリラ
部隊が戦闘に参加した。14〜17歳の
少年1000人が陸軍中野学校出身の
将校からゲリラ戦の訓練を受け、「護郷
隊」の名で戦ったのである。しかも、本
土でも同様の組織が計画されていた。
少年たちはどのようにゲリラ兵にさ
れ、どのような戦いを経験したのか、沖
縄北部の山岳地帯で戦った元少年兵
30人を取材、今まで知られなかった沖
縄戦の一面をアニメで伝える。

お
す

すめ

【沖縄】
NHKスペシャル （以下2番組）
沖縄・戦場の記憶
放送日：1997年8月15日� 放送時間：59分

沖縄 よみがえる戦場〜読谷村
民2500人が語る地上戦〜
放送日：2005年6月18日 放送時間：52分

その時 歴史が動いた
さとうきび畑の村の戦争
〜新史料が明かす沖縄戦の悲劇〜
放送日：2004年3月31日 放送時間：43分

シリーズ証言記録 兵士たちの戦争
沖縄戦 住民を巻き込んだ悲劇の戦場
放送日：2008年4月30日 放送時間：�43分

みんな生きている
聞かせて 戦争のこと
放送日：2008年9月24日 放送時間：15分

笑う沖縄 百年の物語
放送日：2011年6月18日 放送時間：58分

【東京・その他】
世界・わが心の旅
中国 ありがとう 屋根裏の日々
放送日：2000年1月15日 放送時間：44分

NHKスペシャル （以下3番組）
終戦60年企画 そして日本は焦
土となった〜都市爆撃の真実〜
放送日：2005年8月11日 放送時間：58分

東京大空襲 583枚の未公開写真
放送日：2012年3月18日 放送時間：49分

少女たちの戦争
〜197枚の学級絵日誌〜
放送日：2014年8月14日 放送時間：49分

その時 歴史が動いた （以下2番組）
引き裂かれた村
〜日米戦の舞台・フィリピン〜
放送日：2007年9月5日 放送時間：43分

3000万の署名 大国を揺るがす
〜第五福竜丸が伝えた核の恐怖〜
放送日：2009年2月18日 放送時間：43分

シリーズ証言記録 市民たちの戦争
試練に耐えた「少軍隊」
〜宮城・学童集団疎開の記録〜
放送日：2010年4月25日 放送時間：�25分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります

Lin
e u

p
NEW

2018年度の新規追加番組

おすすめ

利用数の多い番組

ページ

「活用のポイント」掲載ページ

【広島】
NHK特集 （以下3番組）
これがヒロシマだ
原爆の絵アメリカを行く
放送日：1982年6月7日 放送時間：49分

きみはヒロシマを見たか
〜広島原爆資料館〜
放送日：1982年8月6日 放送時間：78分

夏服の少女たち
〜ヒロシマ・昭和20年8月6日〜
放送日：1988年8月7日 放送時間：50分

NHKスペシャル （以下4番組）
ヒロシマに一番電車が走った
〜300通の被爆体験手記から〜
放送日：1993年8月6日 放送時間：55分

原爆投下 10秒の衝撃
放送日：1998年8月6日 放送時間：59分

サダコ〜ヒロシマの少女と20世紀〜
放送日：1999年8月6日 放送時間：74分

原爆の絵
〜市民が残すヒロシマの記録〜
放送日：2002年8月6日 放送時間：58分

おはなしのくに
いわたくんちのおばあちゃん
放送日：2009年8月18日 放送時間：15分

【長崎】
長崎の鐘は鳴り続ける
放送日：2000年8月7日 放送時間：43分

そして男たちはナガサキを見た
〜原爆投下兵士・56年目の告白〜
放送日：2001年8月9日 放送時間：44分

NHKスペシャル （以下2番組）
その時私は母の胎内にいた
〜長崎・原爆学級〜
放送日：2003年9月26日 放送時間：56分

赤い背中
〜原爆を背負い続けた60年〜
放送日：2005年8月9日 放送時間：52分

その他のラインナップ（広島・長崎）
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してありますLin

e u
p
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職業観 �仕事ハッケン伝
「キャリア」には、中学・高校で要望の多い、職業観や勤労観を育むのに役立つ番組をそろ
えています。『仕事ハッケン伝』は、芸能人が“もう一つの人生”に本気で挑むドキュメン
タリーで、子供たちが興味を持って視聴できると好評です。セット貸し出しもできます。職
場体験学習の導入などにご活用ください。

セット貸し出しあり!

職業観

ピース又吉×コンビニ業界

放送日：2011年6月9日
放送時間：43分

俳句集出版など異彩を放つ又吉が、コ
ンビニチェーンに真剣入社。コンビニ
の新商品のキャッチコピーなどを考え
る販売促進に挑戦し、ヒット商品連発
の上司にしごかれながら、コンビニの
極意を学ぶ。一見“ダメ社員風”だった
が、その才能が次々と奇跡を起こし、相
方・綾部祐二も驚く急成長を遂げ、コン
ビニ業界の命運をかける大きな課題に
取り組む。徹夜で重役会議に臨むが、
結果は？

安田大サーカス
クロちゃん×保育業界

放送日：2011年5月26日
放送時間：43分

保育士にあこがれていた安田大サーカ
スのクロちゃんが、念願の「保育園の先
生」に挑戦。そこは“お笑い”の方法論
が全く通じない厳しい現場だった。初日
から園長に厳しく叱られ、疲れ果て絶望
のふちに追いやられ、泣き崩れる。折し
も「入社」直後に東日本大震災が発生、
子供たちを守るプロの技を見せつけら
れる。突きつけられた「保育の意義」、そ
して「仕事の意味」とは？苦しみの中、
クロちゃんが見出だした希望とは？

ワッキー×中華レストランチェーン
〜涙のニラレバ物語〜

放送日：2011年5月12日
放送時間：43分

かつて料理人にあこがれたペナルティ
のワッキーが、有名中国料理チェーン
に“真剣入社”する。しかし、初日から、
ちゅう房のスピードについていけない。
熱血上司に徹底的にしごかれた末、な
んと新店舗の立ち上げを命じられるこ
とに。しかし、あこがれていた「鍋ふり」
への道は、あまりに遠かった。そんな
中、ワッキーを突き動かした上司の感
動のコトバとは？

福田充徳×京都老舗料亭

放送日：2013年9月26日
放送時間：48分

幼い頃から料理人に憧れ、芸能界屈指
の料理好きというチュートリアル・福
田充徳が、京都有数の老舗料亭の門を
叩く。目標は関西の夏の味・鱧（ハモ）
料理だが、そこには骨切りという難し
い作業がある。大根のかつらむきでま
ず落第、「下積み経験のない自分がハモ
をさばいていいのか？」と悩んだ福田
は、意外な作業に取り組み始めた?!

お
す

すめ

お
す

すめ

お
す

すめ

お
す

すめ

�授業の感想から

● ��職場体験前に見せたところ、
生徒たちの心にダイレクトに
響き、その後の準備や活動が
ガラリと変わりました。

●�将来働く時にこのDVDのこと
を思い出すだろう。（生徒）

●�中学生の職場体験の事前学�
習としては最適だと強く思い
ます。

●�普段さわがしい生徒が夢中に
なって観ていた。

仕事ハッケン伝
（以下5番組）

博多華丸×IT企業
放送日：2011年5月19日
放送時間：43分

プロボクサー 内藤大助×宅配業
放送日：2011年6月16日
放送時間：43分

misono×ディスプレイ業
放送日：2011年6月30日
放送時間：43分

村井美樹×鉄道会社
放送日：2011年7月7日
放送時間：43分

MEGUMI×花屋
放送日：�2012年5月24日
放送時間：43分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります

Lin
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�あしたをつかめ

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

『あしたをつかめ』は、子供たちの先輩に当たる世代の普通の若者たちが、職場で試行錯
誤しながら仕事に取り組んでいる様子を取材したドキュメンタリーです。シリーズの中か
ら、身近な仕事を中心に秀作を選びました。セット貸し出しもできます。職場体験学習の
導入などにご活用ください。

セット貸し出しあり!

あしたをつかめ
〜しごともくらしも〜
地図制作会社 調査担当
小野村拓也さんの場合
放送日：2013年6月24日
放送時間：24分� P.34

主人公は、子供の頃から地図が大好き
で、地図制作会社で働く25歳の男性。
入社以来の仕事は「調査」。建物の名称
や番地を1件1件現地で確認する野外作
業だ。しかし、転勤した群馬県では、調
査スタッフを支える内勤作業を命じら
れた。「調査をしたくてこの会社に入っ
たのに」…悶々とする彼は、調査スタッ
フの分担表作りを任された。悪戦苦闘
する中、スタッフから貴重な助言が…。

あしたをつかめ
〜しごともくらしも〜
声優 藤井美波さんの場合
放送日：2014年3月17日
放送時間：24分� P.34

声優5年目の藤井美波さんは、テレビの
人気アニメで重要な役を演じている。
しかしその先の仕事は一本も決まって
いない。何でも一応こなせるためかえっ
て印象が薄い「器用貧乏」なのでは、と
悩んでいる。技を磨くために、街でいろ
いろな人の声に耳を傾け、深夜まで練
習に打ち込む日々。そんな中、ゲームの
キャラクターのオーディションが回っ
てきた。果たして声と演技力で仕事を
勝ち取ることができるのか？

NEW

NEW

あしたをつかめ （以下25番組 各24分）

平成若者仕事図鑑
シリーズ旅行の仕事（２）
また おいでやす。 通訳ガイド
放送日：2006年5月1日

ケガも不安もふきとばせ！
スポーツトレーナー
放送日：2007年5月26日

人と犬の幸せのために
ドッグトレーナー
放送日：2008年7月19日

みっくん先生ただいま奮闘中 保育士
放送日：2008年8月2日

火花を散らす男たち 電車製造技術者
放送日：2008年10月4日

笑顔を支えたい 介護福祉士
放送日：2008年10月18日

定時運航の立役者
グランドハンドリング
放送日：2008年10月25日

なくせ 交通事故 白バイ隊員
放送日：2008年11月15日

町の“動脈”守ります 水道局職員
放送日：2009年2月7日

つくる楽しさ伝えたい 図工教師
放送日：2009年6月2日

私はあきらめない 救命救急医
放送日：2009年6月9日

体の声を聴け 臨床検査技師
放送日：2009年6月16日

真心で握れ すし職人
放送日：2009年7月21日

牛と農家のパートナー
産業動物獣医師
放送日：2009年9月22日

一髪入魂 理容師
放送日：2009年12月22日

あなたの未来のために
キャリアコンサルタント
放送日：2010年2月16日

僕からテレビ買いませんか
家電販売員
放送日：2010年2月23日

宙高くジャンプ！� イルカトレーナー
放送日：2010年3月9日

ヒット作への二人三脚 漫画編集者
放送日：2010年5月14日

アイデアをカタチに CMプランナー
放送日：2010年8月6日

たたいて�直せ！� 自動車板金塗装工
放送日：2010年11月19日

情熱はみかん色 果物生産者
放送日：2010年12月24日

しごともくらしも
美容師 佐藤寛子さんの場合
放送日：2013年6月3日

スポーツ用品店 販売担当
岸あゆみさんの場合
放送日：2013年7月1日

地方銀行 融資課
菅野洵子さんの場合
放送日：2013年10月21日

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してありますLin
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勤労観
『プロフェッショナル 仕事の流儀』は、さまざまな分野で一流と言われるプロの仕事に密
着、一流ならではの努力・工夫や哲学、仕事の奥深さと喜びを伝える番組です。また『プロ
ジェクトX 挑戦者たち』は、画期的な事業を成し遂げた無名の日本人たちを主人公に、成
功の陰にある知られざるドラマを描いた番組です。勤労観を培う授業や生き方を考える授
業にご活用ください。

勤労観

にんげんドキュメント
大人ってすごい！
〜14歳の職場体験〜
放送日：2005年12月16日
放送時間：43分� P.36

東京都町田市の中学2年生が事業所で
職場体験をした記録。金属部品の町工
場には、物づくりに興味がある男子3人
が向かった。初日、社長自らが製品の設
計図面の課題を出し、「仕事は100点で
なければダメ」と説く。おしゃれに関心
のある男子はヘアサロンに行ったもの
の、客に一言も挨拶ができない。そこで
見たのは、客には笑顔満点のスタッフが
閉店後に真剣に練習する姿…。子供た
ちが感じ取った「大人のすごさ」とは？

プロフェッショナル 仕事の流儀
苦労の数だけ、人生は実る
米農家 石井稔
放送日：2010年11月1日
放送時間：48分� P.38

宮城県の米農家・石井稔は米の有機栽
培に40年以上取り組み、食味コンクー
ルでたびたび金賞に輝く。稲を収穫期
に寒気にさらすことで、米はデンプンと
粘り気に富み、通常の5倍もの高値で
売れるのだ。しかし一時は作った有機
米がほとんど売れず、借金地獄にあえ
いだこともある。猛暑やカメムシに襲
われた2010年、「作物の声を聞き、全
力を尽くす」という石井の米作りに密
着する。

NEW NEW

プロフェッショナル 仕事の流儀
心を込めて、当たり前の日常を
ビル清掃 新津春子
放送日：2015年6月1日
放送時間：48分

2年連続「世界一清潔な空港」に選ば
れた羽田空港で清掃員500人を率い
るのは、清掃技能選手権で最年少で日
本一に輝いた新津春子。さまざまな道
具や薬剤を駆使し、どんな汚れも見事
に落とす技術の持ち主である。父は日
本人残留孤児、母は中国人。いじめに
苦しみ、自分の居場所に悩みながら、唯
一雇ってもらえた清掃の仕事に打ち込
んできた。下積みで培った新津の清掃
の心を描く。

プロジェクトX 挑戦者たち
運命のゴビ砂漠〜人生を変えた
三百万本のポプラ〜
放送日：2002年10月15日
放送時間：43分

1972年、元鳥取大教授の遠山正瑛は
ゴビ砂漠を緑化しようと決意する。日
本人ボランティアから始まった事業は
現地の人々を巻き込み、幾多の困難を
乗り越えて遂に百万本の目標を達成す
る。しかしその直後、大洪水で3万本が
流されてしまう。沈み込んだボランティ
アたちを遠山は励ました─「目標のな
い人生は闇だ。やらなかったら物事は
進まない。そして、一度始めたらやり続
けることだ。あと200年はかかる…」

お
す

すめ

お
す

すめ

プロフェッショナル 仕事の流儀
“就活”徹底応援SP

放送日：2015年3月30日
放送時間：48分

これまで取材してきた一流の仕事人た
ちに、就活の実戦的な攻略法から心構
えまでを徹底取材した特別編。人材採
用支援のプロが語る就活の極意は「自
分を知る」「会社を知る」。番組はさらに
「仕事とは何か」をもう一度見つめ直
す。あの経営者が、あの職人が語る、仕
事論、逆境を乗り越える知恵、天職を見
つける道のりとは？

オトナヘノベル
ブラックバイト
〜あなたは 大丈夫？〜
放送日：2015年5月7日
放送時間：29分

「オトナヘノベル」は、１０代の悩みや
「知りたい」に応える番組。今回は、学校
生活に支障をきたすほどの長時間労働
や重い責任を学生に負わせるアルバイ
トの実態を描く。労働条件通知書を渡
されない！残業代不払い！ミスをする
と弁償！売れ残り商品の買い取りを強
要！辞めようとすると脅かされる！実話
に基づくドラマと専門家の助言から、
ブラックバイトへの対処法を考える。

お
す

すめ

お
す

すめ
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NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

プロフェッショナル 仕事の流儀
ただ、生まれる命のために
産科医 川鰭市郎
放送日：2014年6月23日
放送時間：48分

岐阜県・長良医療センターの周産期診
療部長・川鰭市郎は、世界的な胎児治
療の専門家。胎児の成長が遅い、流産
や早産の危険があるなどの妊婦を丁寧
に診断する技術で、世界的に評価され
ている。「赤ちゃんに問題が分かると、
母親は自分を責めてしまう。問題点は
話すが、何の希望もない話にだけはし
てはいけない。」…チームワークで母と
子の命を支える川鰭の仕事ぶりに密着
する。

お
す

すめ

プロジェクトX 挑戦者たち
炎上 男たちは飛び込んだ
〜ホテルニュージャパン・伝説の
消防士たち〜
放送日：2001年5月22日
放送時間：43分

1982年、東京・赤坂のホテル・ニュー
ジャパンで火災が発生し、死者33人と
いう災害史上例を見ない大惨事となっ
た。この時、絶望的といわれた高層階
から66人もの命が救出された。命が
けの救出を担ったのは東京消防庁・特
別救助隊。消防の世界で今も語り継が
れている伝説の消防士たちの救出劇を
克明に紹介する。

お
す

すめ

プロフェッショナル 仕事の流儀
いつも心に青空を
〜ユニセフ職員・杢尾雪絵〜
放送日：2006年11月30日
放送時間：44分

中央アジア・タジキスタンで子供の命
と健康を守るため奔走している日本人
女性がいる。ユニセフのタジキスタン
事務所代表・杢尾雪絵である。長い内
戦状態などで子供の死亡率が高いこ
の地で、予防接種やエイズ対策などの
プロジェクトを進める。政府との困難
な協議に挑む流儀は、絶望の中でも「心
のなかに青空を持つ」ことだという。

お
す

すめ

プロジェクトX 挑戦者たち�（以下3番組）
厳冬 黒四ダム〜断崖絶壁の難工事〜
放送日：2002年6月25日 放送時間：43分

日米逆転！コンビニを作った素人たち
放送日：2002年12月3日 放送時間：43分

男たちの復活戦
デジタルカメラに賭ける
放送日：2004年6月22日 放送時間：43分

プロフェッショナル 仕事の流儀�
（以下10番組）

あたり前が一番むずかしい
パティシエ 杉野英実
放送日：2006年1月24日 放送時間：43分

医者は人生を手術する
脳神経外科医 上山博康
放送日：2006年9月14日 放送時間：43分

ワンクリックで、世界を驚かせ
ウェブデザイナー 中村勇吾
放送日：2008年4月1日 放送時間：44分

腕一本、それが男の生きる道
へら絞り職人 松井三都男
放送日：2009年1月6日 放送時間：43分

人間、死ぬまで勉強
料理人 西健一郎
放送日：2009年2月24日 放送時間：44分

誇りと夢は、自らつかめ
農業経営者 木内博一
放送日：2009年6月2日 放送時間：48分

闘いの螺旋、いまだ終わらず
漫画家 井上雄彦
放送日：2009年9月15日 放送時間：58分

サラリーマンは、スジを通せ
鉄道ダイヤ作成 牛田貢平
放送日：2010年2月2日 放送時間：48分

食べる楽しみが、希望を生み出す
訪問管理栄養士・中村育子
放送日：2014年10月6日 放送時間：48分

開拓せよ、最強の一本釣り
カツオ漁師 明神学武
放送日：2014年11月10日 放送時間：48分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してありますLin
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命・生き方
「ともに生きる」は、「自分と他者の命を大切にし、お互いを尊重してともによりよい人生を
生きる」という姿勢を育むための番組を集めたジャンルです。「命・生き方」は、生命の大切
さを伝える番組をそろえました。『みんな生きている』は、子供からお年寄りまでさまざまな
人間の姿を通して、命の尊さについて考えてもらう小学生向けの教育番組です。

BS世界のドキュメンタリー
ホムスに生きる シリア 若者た
ちの戦場
放送日：2014年4月11日
放送時間：49分

シリア人監督タラール・デルキは2011
年の夏以来、シリアの反体制派の拠点の
一つ・ホムスで二人の青年を追い続け
てきた。サッカー選手から民主化運動の
リーダーとなったバセット、デモの映像
をネットで公開して運動を広げた友人の
オサマである。2012年2月、政府軍の
攻撃で多くの市民が殺され、彼らは武装
闘争に踏み出す。次々に仲間を失い、オ
サマも消息を絶つ中で、バセットはふと
つぶやく…「もう耐えられない、疲れた」。

その時 歴史が動いた
6000人の命を救った外交官
〜杉原千畝（ちうね）
ビザ大量発給決断の時〜
放送日：2001年2月7日
放送時間：43分� P.40

第二次世界大戦中の1940年夏、リトア
ニアの領事代理・杉原千畝は、ナチス・ド
イツに迫害されたユダヤ難民6000人に
ビザを発給して命を救った。外務省は戦
後、本国の訓令に反したとして杉原を退
職させたが、2000年に初めて正式に謝
罪、千畝は名誉を回復した。公表された
彼の自筆メモと夫人の証言から、千畝が
官僚的手続きにとらわれず人道的見地に
立って多くの命を救った経緯を描く。

NEW

お
す

すめ

NHKスペシャル
ばっちゃん
〜子どもたちが立ち直る居場所〜

放送日：2017年1月7日
放送時間：49分� P.42

広島市に住む“ばっちゃん”こと元保護
司の中本忠子さんは、社会に居場所を
失って非行に走った子供たちに30年
以上寄り添い、立ち直りを支えてきた。
長年の経験から「非行の根っこには空
腹がある」と確信した中本さんは、自宅
を開放し、手料理を振る舞い、親身に
なって相談にのりながら、多くの子供
たちを更生させてきた。そんな中本さ
んと子供たちの8年間の記録。

NEW

ETV特集
小さき命のバトン
放送日：2015年4月25日
放送時間：59分

熊本の慈恵病院は2007年、棄てられ
た赤ちゃんを救う赤ちゃんポスト「こ
うのとりのゆりかご」を開設した。女性
たちのSOSを受け付ける電話相談や、
母親が育てられない赤ちゃんを養親に
託す「赤ちゃん縁組」にも取り組む。相
談には、中高生の妊娠、性暴力による妊
娠などの悩みも寄せられる。病院に半
年間密着取材、縁組で子供を授かった
夫婦や救われた子供自身の声も紹介し
て、命の大切さ、養子縁組など多様な家
族のあり方を問題提起する。

お
す

すめ

課外授業 ようこそ先輩�（以下2番組）
戦争を学ぶ 命を考える
国境なき医師団・貫戸朋子
放送日：1999年4月25日
放送時間：42分

スペシャル
17歳。戦争を学ぶ 命を考える
放送日：2003年8月3日
放送時間：55分

さわやか3組 おばあちゃんと人形
放送日：2005年1月14日
放送時間：15分

みんな生きている�（以下9番組・各15分）
いっしょにがんばるよ
放送日：2005年2月7日

ようこそ！赤ちゃん
放送日：2006年4月11日

命の恵みをいただきます
放送日：2006年6月27日

みんなでいっしょに奏でよう
放送日：2006年10月10日

クラスメートは64才
放送日：2007年6月26日

捨てられる命
放送日：2008年4月23日

ボクとともだちになって
放送日：2008年6月11日

わたしのカムイユカラ
放送日：2008年11月5日

いじめをなくすには
放送日：2008年11月19日

その時 歴史が動いた
生まれくる命 そして母のために
〜荻野久作の受胎期発見〜
放送日：2006年7月12日
放送時間：43分

ハイビジョン特集�セレクション
本田美奈子. 最期のボイスレター
〜歌がつないだ“いのち”の対話〜
放送日：2008年3月24日
放送時間：73分

ヒューマンドキュメンタリー
ある少女の選択
18歳“いのち”のメール
放送日：2011年7月22日
放送時間：48分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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「共生」は、文化や出自の違いを超え、差別なくともに生きてゆく心を育む番組をそろえまし
た。異文化理解、いじめ、部落差別などのテーマを扱った番組や、特別支援教育のための番
組も含まれています。そのうち『道徳ドキュメント』は、小学生高学年〜中学校向けの学校
教育番組です。

共生

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

共生

探検バクモン
ハンセン病を知っていますか
放送日：2015年6月10日
放送時間：25分

かつて「らい」と呼ばれたハンセン病
の患者は、国策として社会から強制隔
離され、療養所に閉じ込められた。そ
の一つ、東京都内の国立療養所「多磨
全生園」を訪ねる。刑務所を思わせる
過酷な監禁室、教会と寺社が隣り合っ
て並ぶ謎のエリア、2600人もの遺骨
が眠る納骨堂。そして、「らい予防法」廃
止のために闘った88歳の元患者・平
沢保治の話…。無知ゆえの差別の恐ろ
しさと、ハンセン病患者の悲劇の歴史
に触れる。

その時 歴史が動いた
人間は尊敬すべきものだ
〜全国水平社・差別との闘い〜
放送日：2008年4月16日
放送時間：43分

1922年3月3日に出された水平社宣
言は、人間の平等をうたい、部落解放
運動の出発点であるとともに日本最
初の人権宣言とされる。起草者の西光
万吉は、奈良県の被差別部落の出身。
1918年の米騒動をきっかけに、「被差
別部落民が団結して差別の撤廃を訴え
るべき」と決意した。西光は人々に、部
落民への「同情」ではなく同じ人間とし
ての「尊敬」を求めたのである。水平社
宣言の今に続く意義を考える。

BS1スペシャル
マイケル・サンデルの白熱教室
15歳の君たちと学校のことを考える
放送日：2013年1月18、19日
放送時間：50＋49分（各DVD1枚）

35人の日本の現役中学生とハーバー
ド大学のマイケル・サンデル教授が、い
じめを経験した著名人などをゲストに
迎え、2部にわたって白熱の議論を繰
り広げる。テーマはいじめ、そして理想
の学校とは。「君の教室ではいじめが行
われ、それに加わらなければ君がいじ
められる。どうする？」「いじめにあった
ことを親や教師に相談できるか」「もし
君が校長先生になったらどんな学校に
する？」など難問を繰り出していく。

お
す

すめ

お
す

すめ

お
す

すめ

ハートネットTV
シリーズ
相模原障害者施設殺傷事件
第2回 言葉はなくとも
重度知的障害のある人たち
放送日：2016年12月7日
放送時間：29分� P.44

重度の知的障害者は言葉でのやりとり
が難しく、突然暴れたりする人もいる。
2016年の障害者殺傷事件の容疑者
は、「意思疎通ができない人たちを刺し
た」と供述した。しかし知的障害者は本
当に意思疎通ができないのか？ディレ
クターが療育施設などを訪ね、職員らの
助言を受けながら、障害者たちの意思を
感じ取ろうと努める。その結果は…？

NEW
お

す
すめ

ハートネットTV
シリーズ「暮らしと憲法」
第1回 女性

放送日：2017年1月4日
放送時間：29分� P.46

両性の平等をうたった日本国憲法第
24条の草稿を書いたのは、GHQのス
タッフだった当時22歳のベアテ・シロ
タ・ゴードン。幼少期を日本で過ごした
ベアテは、財産権・選挙権などを持た
ず、結婚も本人の意思だけでは決めら
れない日本の女性たちの状況を見聞き
していた。女性が戦後獲得した権利と、
雇用・賃金格差、戸籍制度上の差別な
ど今なお残る問題を考える。

NEW

NHKスペシャル
僕はなぜ止められなかったのか？
〜いじめ自殺・元同級生の告白〜
放送日：2013年8月25日
放送時間：49分

日本のいじめの特徴は、年齢が上がる
ほどいじめの傍観者が増えること。小
島萩司君は14歳の時、いじめを受けて
いた友人・篠原真矢君から「今まであ
りがとう。もう恨んでないよ。さような
ら。」というメールを受け取った。篠原
君はその直後自ら命を絶ち、小島君は
「何かできたはずだ」と悔やみ続けてい
る。番組は、いじめが止められなかった
経緯をドラマで再現、篠原君の両親と
小島君との交流をドキュメントで追う。

お
す

すめ
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課外授業 ようこそ先輩
武器を持つ？持たない？
紛争解決人 伊勢崎賢治
放送日：2009年10月4日
放送時間：29分

伊勢崎賢治は、世界各地の戦場で武装
解除を成功させてきた。今回東京都立
川市立第九小学校の後輩たちに伝えた
いメッセージは、「戦争の多くは、正義と
正義のぶつかり合い。それは、日常生活
の延長で起こる」ということ。授業では、
子供たちがある国の国会議員になって
討論する。武器を持つ隣の「伊勢崎国」
と関係が悪化する中、武器を持つべき
か否か…。最後に伊勢崎が子供たちに
語った「戦争を避ける方策」とは？

道徳ドキュメント
人生はチャレンジだ
静寂のマウンド
放送日：2006年4月4日
放送時間：15分

プロ野球の石井裕也投手は生まれつき
難聴を抱える。かろうじて聞こえる右
耳にふだんは補聴器をつけているが、
マウンドではスイッチを切ってしまう。
無音の世界で集中力を高めるためだ。
少年の頃からの念願がかなってプロ入
りしたものの、一度は二軍に落ち、得意
のストレートを生かすことに専念して
一軍復帰を果たした。ハンディを利点
に変えて挑戦してきた生き方に学ぶ。

お
す

すめ

お
す

すめ

ティーチャーズ・ライブラリー 校種別利用件数の推移

日曜インタビュー
橋のない川に橋を…��作家�住井すゑ
放送日：1991年9月1日
放送時間：23分

道徳ドキュメント�（以下6番組・各15分）
人とつながる いらなくなったルール
放送日：2006年3月30日

人とつながる みんなでいっしょに
放送日：2007年7月24日

人生はチャレンジだ
自分の仕事を見つけるまで
放送日：2009年12月2日

キミならどうする？
なにを優先するの？優先席
放送日：2010年2月10日

人とつながる 家族ではないけれど
放送日：2011年6月10日

人とつながる
男らしさ、女らしさって何？
放送日：2015年3月6日

中学生日記 いじめなくしたい！
PROJECT 決意（前・後編）
放送日：2007年2月19、26日
放送時間：各29分

わたしが子どもだったころ
政治学者 姜尚中
放送日：2007年10月17日
放送時間：44分

ETV特集
ひとりと一匹たち
多摩川 河川敷の物語
放送日：2009年3月1日
放送時間：89分

ヒューマンドキュメンタリー
大きないちょうの木の下で〜いちょ
う団地に生きる子どもたち〜
放送日：2009年7月15日
放送時間：43分

花影忍法帳 コミ☆トレ
（以下3番組・各15分）

ねらわれたお頭
〜わかりやすく伝えよう〜
放送日：2009年11月2日

忍びよる悪の手
〜する前に考えよう〜
放送日：2010年1月4日

おいしい修行に気をつけろ
〜心をおちつける〜
放送日：2010年5月24日

時々迷々 クラスの旗
放送日：2010年6月9日
放送時間：15分

エデュカチオ！尾木ママスペシャル
〜いじめと向き合うために〜
放送日：2013年7月27日
放送時間：29分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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「情報」のカテゴリーには、情報化社会のしくみや危険を取り上げた番組、表現とコミュニ
ケーションの力を育むための番組を集めました。この「情報リテラシー」のグループには、
情報リテラシーの分野の中でも、情報の批判的な読み取り方、ネット社会の落とし穴を考え
る番組をそろえています。

情報リテラシー

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

情報リテラシー

サイエンスZERO
サイバーセキュリティ②
サイバー攻撃から身を守れ！

放送日：2016年1月31日
放送時間：30分� P.48

世界のインターネット空間ではさまざ
まな形のサイバー攻撃が繰り広げられ
ている。今や多くの家電もネット接続
されているため、どんな機器も攻撃対
象になりえる。その標的はあなたかも
…。番組は、車やスマートフォンの乗っ
取りや、ドローンをハッキングして墜落
させる実験を行い、Wi-Fiやスマート
フォンに潜む危険性を具体的に明らか
にする。

頭がしびれるテレビ
デジタルって何？
放送日：2012年4月30日
放送時間：29分

テレビが敬遠していた難解な世界に挑
戦し、頭がしびれるような知的刺激を追
求する番組。俳優の田山涼成が、デジタ
ルカメラを買うべきかどうか相談を持
ち込む。デジタルカメラは、どうしてき
れいなのか、なぜあんなに小さなカー
ドに数百枚の写真が入るのか、そもそ
もデジタルって何なのか？谷原章介演
じるオーナーは、0と1だけで情報を表
すことが実は便利なのだと説明を始め
る。画像や動画まで二進法で表し、処理
するからくりが鮮やかに解明される！

お
す

すめ

NEW

オトナヘノベル
突然の“炎上”〜そのとき どうする!?〜
放送日：2015年4月2日
放送時間：26分

「オトナヘノベル」は、10代の悩みや「知
りたい」に応える番組。今回のテーマは
SNSの炎上トラブル。投稿したオフザケ
画像が思わぬ炎上騒ぎになり、袋だたき
にされる。世の中には炎上ネタを探して
いる「炎上ウォッチャー」がいるのだ！個
人情報を特定されてネットにいつまでも
さらされ、停学や内定取り消しに発展す
ることも…。また炎上が友達にも飛び火
すると、友人関係にもひびが入る。実話
に基くドラマから、「炎上の危険・3つの
ポイント」や予防法、対処法を考える。

お
す

すめ

NHKスペシャル
天使か悪魔か
羽生善治 人工知能を探る
放送日：2016年5月15日
放送時間：49分

2016年、囲碁の人工知能が世界王者に
圧勝した。最新の人工知能は、人間に頼
らず自らの経験を基に進化する。人間の
ような直観力を持つ、医師が見逃すガン
を発見、運転を覚えぶつからずに運転
する、自らの発想で絵を描く、社会性や
感情を持つなど、さまざまな分野で新し
い人工知能が出現している。反面、人工
知能の暴走の危機も語られる。将棋界
の頂点に立つ羽生善治が人工知能の現
場を訪ね、人工知能との関係を問う。

お
す

すめ

NHKスペシャル
民族浄化
〜ユーゴ・情報戦の内幕〜
放送日：2000年10月29日
放送時間：49分

わくわく授業—わたしの教え方—
ホントの人口は何人なの!?
〜塩谷京子先生の情報教育〜
放送日：2007年9月16日
放送時間：30分

クローズアップ現代 （以下2番組）

コピペ〜「ネットの知」とどう向き
合うか〜
放送日：2008年9月1日
放送時間：26分

数字のカラクリ・データの真実
〜統計学ブームのヒミツ〜
放送日：2013年7月3日
放送時間：26分

大人ドリル ビッグデータ革命！
SNSとどうつき合うか？
放送日：2013年6月24日
放送時間：25分

週刊 ニュース深読み （以下2番組）

つつぬけ？丸見え？
ネット時代の“個人情報”
放送日：2013年7月6日
放送時間：43分

JK（女子高生）があぶない
知ってほしいスマホの世界
放送日：2013年10月26日
放送時間：41分

スマホ・リアル・ストーリー（全5回）
放送日：2014年7月28〜8月1日
放送時間：10分×5回

プロフェッショナル 仕事の流儀
革新は、チームで起こす
デジタルクリエイター 猪子寿之
放送日：2016年7月11日
放送時間：48分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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情報リテラシーの重要な側面が、情報を集め、加工し、分かりやすく他者に伝える表現能力で
す。いまや表現の手段は、言葉や文字だけでなく、図、写真、動画、デジタル情報などさまざま
です。『課外授業 ようこそ先輩』、世界で注目されるスーパープレゼンテーション、『伝える極
意』など、表現に関わる番組を集めました。「伝える極意」はセット貸し出しも可能です。

表現・コミュニケーション・
プレゼンテーション

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

課外授業 ようこそ先輩
伝わる地図を描く
放送日：2007年4月14日
放送時間：29分

数々のアニメの名作を世に出してきた
映画プロデューサー・鈴木敏夫が最も
大切にしていることは、「物事をしっか
りとらえ正確に伝えること」。母校の名
古屋市立旭丘小学校で鈴木は授業の
テーマに、「地図作り」を選んだ。学校か
ら自分の好きな場所まで、初めての人
がまちがわずに行けるように地図を描
くのだ。「人が見て分かるようにすると
いうことは、人のことを考えるというこ
と」…子供たちは、鈴木のこの教えを生
かして分かりやすい地図を描けるか？

課外授業 ようこそ先輩
今日は 聞き手に徹してみよう
作家・エッセイスト 阿川佐和子
放送日：2011年5月21日
放送時間：30分

作家・エッセイストの阿川佐和子は、
1993年から週刊誌での対談を続けて
いる。母校・新宿区立四谷第六小学校
での授業のテーマはずばり、「人に話を
聞くこと」。魅力的な話を引き出すイン
タビュー法を伝授された子供たちは、
気になる大人にロング・インタビュー
をする。2日目は、阿川さんから編集の
指導を受け、対談集作りに挑戦。さらに
最後にもう一つの驚きが！

クローズアップ現代
アイデアが世界を変える
〜TED 究極のプレゼン〜

放送日：2012年7月2日
放送時間：26分

「広める価値のあるアイデア」を聴衆の
前で18分以内で語るプレゼンイベント
「TED」が世界的な人気を集めている。
ビル・ゲイツ、サンデル教授、ジェームズ・
キャメロン監督など名だたる著名人な
ど8000人が参加。動画はネットで全
世界に広がっている。2012年には日
本で初めてのオーディションが行われ
た。TEDとは何かを通して、“伝える力”
を見直す人々の姿に迫る。

お
す

すめ

お
す

すめ

お
す

すめ

体験！メディアのABC
アップとルーズ

放送日：2001年4月23日
放送時間：15分

映像制作の基本となるアップとルー
ズ。人物写真を例に、表情がよく分かる
アップの写真と、周囲の様子がよく分
かるルーズの写真を比べ、目的に応じ
て2枚の写真を組み合わせることでよ
り効果的に情報が伝えられることを理
解する。プロのコーナーではスポーツ
誌のカメラマンの撮影に密着。撮影方
法の工夫について具体的に聞く。

お
す

すめ

伝える極意�（以下7番組）（セット貸し出し可）
ありがとう！の気持ちが伝わるよ
うに〜お礼状〜
放送日：2008年3月31日
放送時間：15分

1分間で思いを伝える
〜スピーチ〜
放送日：2008年4月22日
放送時間：15分

感想がスラスラ書ける
〜感想文〜
放送日：2008年6月24日
放送時間：15分

聞きたいことを聞き出すために
〜インタビュー〜
放送日：2008年9月30日
放送時間：15分

限られた文字数で事実を伝える
〜新聞〜
放送日：2008年10月21日
放送時間：15分

ポスターを作ろう！
〜キャッチコピー〜
放送日：2008年12月2日
放送時間：15分

わかりやすいプレゼン
〜プレゼンテーション〜
放送日：2009年2月17日
放送時間：15分

スーパープレゼンテーション
� （以下2番組）
プレゼンの名手登場！
放送日：2012年4月2日
放送時間：24分

ジャック・アンドレイカ
将来性のあるすい臓がん検査方
法をティーンが開発
放送日：2013年10月14日
放送時間：24分

課外授業 ようこそ先輩
ひとりひとりの卒業アルバム
写真家 平間至
放送日：2013年3月9日
放送時間：23分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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地震、津波、台風、水害…。日本列島はさまざまな自然災害に襲われてきました。いざという
時にどのようにして命を守るのか、2011年の東日本大震災を機に防災教育の重要性が叫
ばれ、教育現場やメディアがさまざまな取り組みを始めています。「防災」には、自然災害の
しくみや実態を扱った番組、防災意識を高めるのに役立つ番組をまとめました。
※災害当時の生々しい映像などが含まれます。子供たちのストレスにならないか確認のうえ、ご利用ください。

防災

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

証言記録 東日本大震災
第38回 宮城県女川町〜「巨大
防潮堤は要らない」決断のわけ〜

放送日：2015年2月22日
放送時間：43分� P.50

宮城県女川町は、東日本大震災で住民
の1割近くが犠牲となった。震災直後、
「海なんて敵だ」との感情から、巨大防
潮堤で海と町を遮断する復興案が出
された。しかし、防潮堤の効果への疑
問や、海が見えなくなることへの懸念
を持つ人々もいた。やがて巨大防潮堤
のさまざまな問題が明らかに…。巨大
防潮堤なしの復興方針が決まってゆく
経緯を追う。

NEW

証言記録 東日本大震災
第59回 宮城県仙台市
動物園の“いのち”を守る
放送日：2016年12月4日
放送時間：43分� P.52

東日本大震災の際、仙台市の八木山動
物公園はエサ・水道・燃料の供給が止
まり、動物は追いつめられていった。カ
バはプールの水不足で立てなくなり、
チンパンジーは、ストレスでエサを口に
できず意識不明に…。危機を救ったの
は、地元企業からの物資の提供、そし
て全国の動物園からの支援だった。動
物たちを救った人々の行動を証言でつ
づる。

NEW

NHKスペシャル
果てなき苦闘
巨大津波 医師たちの記録
放送日：2011年7月2日
放送時間：50分

宮城県石巻市は、東日本大震災の巨大
津波で市内の医療機関のほぼ全部が
機能停止、唯一石巻赤十字病院が20
万人の命を支える使命を負った。津波
による低体温症、ガソリンが肺に入っ
て起きる肺炎＝津波肺、避難所の食糧
不足や劣悪な衛生環境…病院は、日本
の災害医療が初めて経験する事態に
直面した。地震直後の映像とNHKの3
か月間の取材から、災害弱者を支え続
けた石巻赤十字病院の苦闘をたどる。

お
す

すめ

NHKスペシャル （以下5番組）
被曝治療83日間の記録
〜東海村臨界事故〜
放送日：2001年5月13日 放送時間：49分

汚された大地で
〜チェルノブイリ20年後の真実〜
放送日：2006年4月16日 放送時間：49分

防災力クライシス
そのとき被災者を誰が救うか
放送日：2011年1月17日 放送時間：49分

巨大津波“いのち”をどう守るのか
放送日：2011年5月7日 放送時間：73分

巨大津波が都市を襲う
〜東海・東南海・南海地震〜
放送日：2011年9月1日 放送時間：49分

課外授業�ようこそ先輩 （以下2番組）
火山はすごい！ 火山学者 鎌田浩毅
放送日：2009年2月8日 放送時間：29分

記事にしよう 未来のふるさと
石巻日日新聞 武内宏之
放送日：2012年7月16日 放送時間：23分

アインシュタインの眼
津波TSUNAMI〜迫り来る水の恐怖〜
放送日：2010年6月6日 放送時間：44分

ETV特集
ネットワークで作る放射能汚染地図
〜福島原発事故から2ヶ月〜
放送日：2011年5月15日 放送時間：89分

クローズアップ現代 （以下2番組）
子どもたちが綴った大震災
放送日：2011年6月23日 放送時間：26分

首都直下 震度7の衝撃〜どう命を守るか〜
放送日：2012年4月19日 放送時間：26分

明日へ 再起への記録
ガレキの町の小さな一歩
〜岩手・大槌小学校6年生〜
放送日：2011年9月19日 放送時間：48分

シンサイミライ学校
いのちを守る特別授業 “釜石の奇跡”
片田敏孝教授と子どもたち
放送日：2012年3月11日 放送時間：50分

サイエンスZERO
突然風速100メートル！
巨大竜巻はなぜ起きるのか
放送日：2012年8月26日 放送時間：30分

証言記録 東日本大震災 （以下2番組）
第14回 宮城県南三陸町
〜高台の学校を襲った津波〜
放送日：2013年2月17日 放送時間：43分

第36回 福島県新地町
津波は知っているつもりだった
放送日：2014年12月14日 放送時間：43分

特報首都圏
御嶽山噴火の衝撃
〜登山者50人の証言・映像記録〜
放送日：2014年10月3日 放送時間：25分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してありますLin

e u
p
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NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

自分の身の回りから地球規模まで、環境問題を意識し、日々の暮らしの中で環境保全
につながる行動をとらなければ、私たちの未来は危ういという認識が広がっています。
「環境」には、地球温暖化、生態系破壊、廃棄物など環境問題の実態が学べる番組をま
とめました。

その時 歴史が動いた
世界遺産 熊野の森を守れ〜南方
熊楠・日本初の自然保護運動〜
放送日：2004年7月21日
放送時間：43分� P.54

紀伊半島・熊野の豊かな自然林に
1906年、神社合祀令で伐採の手が
入った。地元の世界的博物学者・南方
熊楠は、「森の破壊は動植物を滅ぼす
だけでなく、人間の営みを根こそぎ破
壊する」と、猛然と反対運動に乗り出
す。伐採で潤う行政や業者からは弾圧
されたが、熊楠の闘いで神社合祀令は
1918年に廃止された。運動を通して
熊楠が先駆的に人々に訴えた「エコロ
ジー」の考え方を探る。

NEW

ダーウィンが来た！生きもの新伝説
生きていた“絶滅魚”
クニマスを追え！
放送日：2012年6月3日
放送時間：28分� P.56

2010年、絶滅したとされていた淡水
魚・クニマスが山梨県の西湖で発見さ
れ、「奇跡の魚」と呼ばれてニュースと
なった。クニマスはかつて世界でも秋
田県の田沢湖だけに棲んでいたが、発
電のため湖に強酸性の水が引かれ、昭
和前半に姿を消してしまった。取材班
は、湖底を泳ぐクニマスの姿や産卵前
後の行動を世界で初めて撮影、なぜク
ニマスが西湖で生き続けてこられたの
かその謎に迫る。

NEW

その時 歴史が動いた
わが会社に 非あり〜水俣病と向
き合った医師の葛藤〜
放送日：2009年1月28日
放送時間：43分

公害病の原点と言われる水俣病は、
チッソ水俣工場の排水中の有機水銀
が原因だった。患者が企業を訴えた裁
判で1973年の一審勝訴の決め手と
なったのは、チッソの附属病院医師・細
川一（1901〜70）の証言だった。奇
病発生を確認し、その原因が自社であ
ることを知った細川は、企業と患者の
間で悩んだ末、患者側の証人となる決
意をしたのだ。細川の葛藤と決断、そし
てその後の水俣病の軌跡をたどる。

サイエンスZERO
最新報告
チェルノブイリと福島〜環境編〜

放送日：2017年3月19日
放送時間：30分� P.58

1986年に史上最悪の原発事故が起
きたチェルノブイリ。30年経っても原
発の周囲には放射線量の高い場所が
点在し、森での調査からはツバメやマ
ツの異常が見つかった。調査に当たっ
たウクライナの研究者は福島でも環境
調査に取り組み、セシウムの沈着など
を確認している。原発事故がチェルノ
ブイリと福島の環境に与えた影響の最
新情報を伝える。

NEW

NHKスペシャル （以下3番組）
気候大異変 第1回 異常気象
地球シミュレータの警告
放送日：2006年2月18日�放送時間：51分

気候大異変 第2回
環境の崩壊が止まらない
放送日：2006年2月19日�放送時間：52分

サンゴの悲鳴が聞こえるよ
放送日：2008年9月8日�放送時間：49分

その時 歴史が動いた
田中正造 足尾鉱毒事件に挑む〜
環境保護運動 ここに始まる〜
放送日：2002年2月20日�放送時間：43分

ティーンズTV 地球データマップ
汚染される惑星� （以下3番組）
放送日：2006年4月4日�放送時間：20分

滅びゆく野生生物
放送日：2006年7月13日�放送時間：20分

どうする大量消費社会
放送日：2007年11月3日�放送時間：20分

ど〜する？地球のあした�（以下3番組）
川はゴミ箱!?
放送日：2007年9月27日�放送時間：15分

海のゴミから地球が見える
放送日：2008年4月9日�放送時間：15分

二酸化炭素はなぜ増える？
放送日：2008年5月14日�放送時間：15分

サイエンスZERO （以下3番組）
海の森が消える！
“海底砂漠化”のミステリー
放送日：2013年4月21日�放送時間：30分

最新報告！どうなる地球温暖化
放送日：2013年11月24日�放送時間：30分

待ったなし！
地球温暖化対策 最前線
放送日：2014年3月23日�放送時間：30分

クローズアップ現代
急増する野生動物被害
〜拡大の実態〜
放送日：2014年5月15日 放送時間：26分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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学ぶ楽しさ
子供たちの「学ぶ意欲」をどう引き出すか、教育の場で大きな課題になっています。
「学ぶ楽しさ」には、自然の驚異を生き生きと伝える番組、理科への興味をそそる科学実
験や実写の番組、漢詩の名作を朗読と映像で観賞する番組などをまとめました。
「いつもとは一味違う授業」にどうぞ。

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

NHKスペシャル
足元の小宇宙Ⅱ
絵本作家と見つける“雑草”
生命のドラマ
放送日：2017年4月1日
放送時間：49分� P.60

甲斐信枝さんは、雑草の美しさにひか
れて60年以上描き続ける現役の絵本
作家。代表作『雑草のくらし』は30年
を超えるロングセラーだ。地面に寝転
がって植物と対話、ノゲシのタネが風
で飛ぶ様子やフウロソウが種を弾き飛
ばす様子を緻密に描き出す。京都・嵯
峨野の里山で、甲斐さんの眼差しを通
して植物の驚異の営みを見つめる。

NEW

サイエンスZERO
“折り紙”大進化！
宇宙から医療まで

放送日：2016年10月2日
放送時間：30分� P.62

日本の「折り紙」が今、世界の先端科学
技術に活用されている。理由の1つは、
折るだけで平面を立体にできること。
今やコンピュータで複雑な曲面を作る
ことも可能だ。その結果ロボットや人
工血管を作る技術が誕生している。も
う1つは、小さく収納でき展開が自在な
こと。究極の輸送効率が求められる宇
宙開発で活かされている。驚きの折り
紙最前線に迫る！

NEW

鑑賞マニュアル 美の壺
File�54 五重塔
放送日：2007年7月6日
放送時間：25分

空高くそびえる五重塔は実に日本的な
風景。その源流は古代インドで釈迦の
骨を納めた塔・ストゥーパである。五重
塔の美のツボ、第一は「軒の曲線に木の
技を見よ」。屋根の重みを支えながら優
美な輪郭を生み出す、匠の腕の見せ所
だ。第二は「層が刻むリズムを味わえ」。
下から上へ、各層の比例関係から建築
の奏でる音楽が聴こえてくる！第三は
「塔に込められた祈りを感じよ」。塔を
建てた目的、塔にこめた思想…それはそ
れぞれの時代ごとの日本人の心なのだ。

お
す

すめ

俳句甲子園2012
〜17音に“思い”をこめて〜

放送日：2012年9月15日
放送時間：45分

「俳句甲子園」は、全国各地の予選を勝
ち抜いた高校生が愛媛県松山市に集
まり、俳句を競う一大イベント。句の完
成度と、解釈を語り合うディベートで勝
負が決まる。高校生が17音に込める思
いは熱く、涙あり笑いありの闘いにな
る。彼ら彼女らの日頃の創作活動は？
俳句が持つ奥深さとは？闘いを見つめ
ながらゲストがスタジオで語り合う。

お
す

すめ

オイコノミア
“お金”の正体って… 前編
放送日：2014年6月18日
放送時間：24分

社会や日常生活を「経済学」の視点で
見つめ直し、「人々がどのように生きれ
ば皆で一緒に幸せになれるのか？」を
考える番組。
今回はふだん使っている紙幣・貨幣の
正体を探る。円形の金属はいつ「貨幣」
に変わるのか？その瞬間、政府には「貨
幣鋳造収入」が入るという!?一方お札
は印刷局が作り日本銀行が発行する。
その正体は何と「借用書」。いったい日
銀は誰に何を借りているのか？？

お
す

すめ

スーパープレゼンテーション
18分でわかる！宇宙の歴史
放送日：2014年4月16日
放送時間：24分� P.64

世界トップクラスのプレゼンテーション
を紹介する番組。ビル・ゲイツが惚れ込
み、支援を約束した歴史の授業がある。
歴史学者デイヴィッド・クリスチャンが
考え出した「ビッグ・ヒストリー」の授
業だ。人類の歴史だけでなく、宇宙が誕
生した137億年前まで遡り、歴史全体
を網羅しようという大胆な試みだ。しか
も、今回のプレゼンでは、それをなんと
わずか18分で振り返る。私たち人類の
繁栄は何を意味し、この先どこへ向かう
のか…新たな視点で歴史を見つめ直す。

NEW
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大科学実験
放送日：2010年放送
放送時間：各10分×4本

教科書に出てくるさまざまな科学の法
則は本当にその通りなのか、手作り実
験でとにかく試してみる10分の番組。
人海戦術や特殊撮影などいろいろな
手法で、だれもが思わず見入ってしまう
実験に挑戦、あっと驚く結果を見せる。
ティーチャーズ・ライブラリーでは4番
組を提供している。

音の速さを見てみよう
放送日：2010年3月31日
コップは力持ち
放送日：2010年4月14日
太陽で料理しよう
放送日：2010年4月21日
みんなここに集まってくる
放送日：2010年11月24日

お
す

すめ

Rules〜美しい数学〜

放送日：2012年8月21〜23日
放送時間：各10分×3本

世界に秘められた不思議なパターン、
そしてその背景にある規則を魅力的な
映像で美しく解き明かす3本シリーズ。
第1回「数」は、ヒマワリの花やまつぼっ
くりから見出される、「フィボナッチ数
列」「黄金比」という驚くべききまり！
第2回「形」は、物を投げると現れる曲
線＝放物線とその不思議な性質。
第3回「秩序」は、偶然を積み重ねてゆ
くと現れる「正規分布」という秩序。

漢詩紀行
杜甫『春望』、李白『早発白帝城』など17本
放送日：1990〜96年
放送時間：各5分×17本（DVD1枚）

李白や杜甫など古代から日本人に親しまれ、なじ
み深い漢詩の数々を、名優の朗読と舞台となった
土地の映像で紹介するミニ番組。高校の国語総
合で扱われている作品をDVD1枚にまとめて提
供する。収録作品は以下の通り（放送順）。
杜甫『春望』、李白『早発白帝城』、孟浩然『春暁』、白楽天『香爐峯下 新卜山居 草堂初成
偶題東壁』、李白『山中与幽人対酌』、杜甫『登岳陽楼』、杜牧『江南春』、李白『黄鶴楼送孟

浩然之広陵』、杜甫『登高』、王之渙、王翰『涼州詞』、李白『静夜思』、杜甫『春夜喜雨』、王維『送
元二使安西』、杜牧『山行』、柳宗元『江雪』、王昌齢『芙蓉楼送辛漸』、李白『贈汪倫』、李商隠『登
楽遊原』、杜牧『将赴呉興登楽遊原』

漢詩紀行 愛・友情をうたう／故郷をうたう
放送日：1992年1月 放送時間：各25分×2本（DVD1枚）

漢詩紀行の特別編として、友人・恋人・妻や夫への思いをうたった作品の特集、故郷を思う作
品の特集の計2番組を、DVD1枚にまとめて提供する。収録作品は以下の通り。
①�『詩経』より『桃夭』、『楽府詩集』より『上邪』、杜秋娘『金縷衣』、王昌齢『閨怨』、楊巨源『折

楊柳』、白楽天『八月十五日夜 禁中独直 対月憶元九』、李白『哭晁卿衡』、薛濤『送友人』、
李商隠『夜雨寄北』、杜甫『月夜』、孟郊『遊子吟』

②�李白『静夜思』、『春夜洛城聞笛』、王維『九月九日憶山中兄弟』、張継『楓橋夜泊』、孟浩然
『宿建徳江』、崔顥『黄鶴樓』、王之渙『涼州詞』、王翰『涼州詞』、杜甫『絶句』、陸游『遊山
西村』、陶淵明『飲酒』

考えるカラス〜科学の考え方〜
第1回〜第10回（DVD1枚）
放送日：�2013年放送
放送時間：各10分×10本

科学の「知識」ではなく、自ら課題を見
つけ、観察し、仮説を立て、実験し、その
結果を基に考えるという、科学の「考
え方」を学ぶ理科教育番組。実験コー
ナー、科学の考え方を伝えるアニメや
歌のコーナーからなる。「考えるカラス」
とは、イソップの寓話に登場するかしこ
いカラスのこと。ティーチャーズ・ライ
ブラリーでは、第1〜10回を一括収録
したものを提供している。

お
す

すめ

お
す

すめ

お
す

すめ

課外授業 ようこそ先輩
自然を感じれば 天気が見える
気象予報士 森田正光
放送日：2009年10月11日
放送時間：29分

頭がしびれるテレビ （以下2番組）
神はπに何を隠したのか
放送日：2011年5月4日
放送時間：43分

GPS 神の目からは逃れられない
放送日：2012年5月28日
放送時間：29分

鑑賞マニュアル 美の壺
File�216 石畳
放送日：2011年7月21日
放送時間：29分

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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ふしぎがいっぱい

利用のしかた
申し込み条件は「単品」と同じですが、学期末まで利用できます。その際終了日は、利用を開始した学期の最終日になります（DVDタイトル
の学期に関係ありません）。学期の数え方：1学期�3/26〜7/25、2学期�7/26〜12/25、3学期�12/26〜3/25
※番組に付随した関連クリップの映像や説明文の一部に、異なる内容のものが入っています。ご不便をおかけして誠に申し訳ありませんが、何とぞご了承ください。

番組の紹介

NEW は2018年度の新規追加番組 おすすめ は利用数の多い番組 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

ふしぎがいっぱい
放送日：2013年放送 放送時間：10分

小学校の理科の授業向けの10分番組。自然や生き物、人体の実写や理科実験の映像を毎回一
つのストーリーにまとめ、迫真的な映像の力で子供たちの興味・関心を引き出す。ティーチャー
ズ・ライブラリーでは、小学3〜6年まで、各学年の各学期の放送分をそれぞれDVD1枚にして
提供している。

学年 1学期 2学期 3学期

3年

第1回 ひらけ！ふしぎのとびら
第2回 たねのふしぎ
第3回 アオムシのへんしん（1）
第4回 草花のからだ
第5回 風の力
第6回 アオムシのへんしん（2）
第7回 夏休み自由研究

第8回 ��バッタのそだちかた
第9回 ��花のさいたあと
第10回 虫のからだ
第11回 光とかがみ
第12回 かげと太陽
第13回 ものの重さ
第14回 いちばん重いのは？
第15回 電気の通り道

第16回 冬の生き物たち
第17回 じしゃくのふしぎ
第18回 いろいろなじしゃく
第19回 おもちゃを作ろう！
第20回 サルの気持ちが知りたい

4年

第1回 春がやってきた！
第2回 春の一日
第3回 人の体が動くのは？
第4回 動物の体
第5回 空気の力？
第6回 ツバメがやってきた！
第7回 夏になると…？

第8回 夏の星たち
第9回 ��月はどこに？
第10回 金ぞくが大きくなる？
第11回 あたたまると空気は？
第12回 秋になると…？
第13回 水のへんしん
第14回 消えた水のなぞ
第15回 冬の星を観察しよう

第16回 冬になると…？
第17回 電池のひみつ
第18回 光で電気？
第19回 月を調べたい！
第20回 生き物の1年

5年

第1回 発芽のひみつ
第2回 植物が育つには
第3回 雲と天気
第4回 あすの天気は？
第5回 魚のたんじょう
第6回 魚が育つには
第7回 人のたんじょう

第8回 実をつけるには
第9回 ��台風はどこへ？
第10回 川は流れて…
第11回 大地をけずる水
第12回 川とつきあう
第13回 海の水って？
第14回 とける？
第15回 ウナギのなぞにせまれ

第16回 ふりこのきまり
第17回 電気で磁石？
第18回 電磁石で勝負！
第19回 まわる電磁石
第20回 料理は科学！

6年

第1回 燃える
第2回 燃えると…
第3回 息をすると…
第4回 食べると…
第5回 血液はめぐる
第6回 水はどこへ？
第7回 でんぷんはどこに？

第8回 月のかたち
第9回 ��地面の下は？
第10回 しま模様のひみつ
第11回 火山の力
第12回 水は水でも…
第13回 1本の棒で…
第14回 つりあうと…
第15回 腐らないヒミツ

第16回 電気はどこから？
第17回 電気のあかり
第18回 地球をめぐる水
第19回 つながる命
第20回 ロボットと暮らす？

お
す

すめ
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セット貸し出し

番組一覧

電車製造技術者
火花を散らす男たち

保育士
みっくん先生ただ
いま奮闘中

漫画編集者
ヒット作への二人三脚

CMプランナー
アイデアをカタチに

キャリアコンサルタント
あなたの未来のために

家電販売員 僕から
テレビ買いませんか

イルカトレーナー
宙高くジャンプ！

白バイ隊員
なくせ 交通事故

介護福祉士
笑顔を支えたい

グランドハンドリング
定時運航の立役者

水道局職員
町の“動脈”守ります

図工教師
つくる楽しさ伝えたい

産業動物獣医師
牛と農家のパートナー

理容師
一髪入魂

すし職人
真心で握れ

救命救急医
私はあきらめない

臨床検査技師
体の声を聴け

ドッグトレーナー
人と犬の幸せのた
めに

地方銀行 融資課
〜しごともくらしも〜

スポーツトレーナー
ケガも不安もふき
とばせ！

通訳ガイド
シリーズ旅行の仕事
（2）またおいでやす。

社会に出て間もない若者
の1週間をドキュメントす
る番組。主人公となる若者
がどんな「しごと」をして、
どんな「くらし」をしてい
るのか、その姿をリアルに
伝える。また、キャリアアッ
プにつながる自分磨きな
ど、しごととくらしの両面
を兼ねた活動を「くらしご
と」と名づけ、主人公の生
活の一要素として紹介。

あしたをつかめ
しごともくらしも
放送時間：24分

社会へ出ることを考え始め
た10代〜20代の若者にさ
まざまな職業を紹介し、そ
の特徴や魅力を伝える仕事
ガイダンス番組。普通の20
代の若者たちが仕事の中で
何に悩み、どう乗り越えよう
としているかをリアルに伝
え、仕事のやりがいや奥深
さも描く。

あしたをつかめ
平成若者仕事図鑑
放送時間：24分

27本
セット

詳しくはP.13

種�類 � ●「あしたをつかめ」（全27タイトル）� ●「仕事ハッケン伝」（全9タイトル）
� ●「伝える極意」（全7タイトル）� � ●「大科学実験」（全4タイトル）

利用期間・セット数 � ●申し込みは1回（1人）につき、1セットの貸し出し。貸し出し期間は最大2か月です。
� ●単品とセットの同時貸し出しも可能です。

申し込み手続き � ●単品貸し出しと同様です。P.7を参照してください。

利用について � ●生徒への貸し出しを行う場合は、教員の管理の下、学校内での利用に限ります。

申し込みの際の注意 � ●セット貸し出しは申し込みが混み合う時期があります。以下の点にご留意ください。
� ・授業で利用する予定がない場合はお申し込みをお控えください。
� ・活用する予定のタイトルが3タイトル以下の場合は、単品貸し出しをご利用ください。
� ・申し込みはお早めにお願いします。利用直前の申し込みは、ご希望に添えない場合があります。

自動車板金塗装工
たたいて�直せ！

果物生産者
情熱はみかん色

地図制作会社 調
査担当〜しごともく
らしも〜

美容師〜しごともく
らしも〜

スポーツ用品店
販売担当〜しごと
もくらしも〜

声優〜しごともくら
しも〜
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芸能人などが“やってみた
かった仕事”に本気で挑み、
あり得たかもしれない“も
う一つの人生”を体験する
番組。一社員として、ただひ
たすらその仕事に打ち込
み、現場で働くからこその
仕事の醍醐味や、求められ
る能力をハッケンしてゆく。

仕事ハッケン伝
放送時間：43分

安田大サーカス
クロちゃん×
保育業界

博多華丸×IT企業MEGUMI×花屋福田充徳×
京都老舗料亭

misono×
ディスプレイ業界

ワッキー×
中華レストランチェーン

ピース又吉×
コンビニ業界

内藤大助×宅配業 村井美樹×鉄道会社

9本
セット

詳しくはP.12

表現力が乏しくコミュニ
ケーション能力に欠けると
指摘される現代の子供た
ち。子供たちにはコミュニ
ケーションの力をつけるた
めのヒントを、先生方には
指導に役立つ情報を、それ
ぞれお届けする番組。

伝える極意
放送時間：15分

ありがとう！の気持
ちが伝わるように
〜お礼状〜

1分間で思いを伝える
〜スピーチ〜

感想がスラスラ書ける
〜感想文〜

聞きたいことを聞き
出すために
〜インタビュー〜

限られた文字数で
事実を伝える
〜新聞〜

ポスターを作ろう！
〜キャッチコピー〜

わかりやすいプレゼン
〜プレゼンテーション〜

7本
セット

詳しくはP.20

教科書に出てくるさまざま
な科学の法則は本当にそ
の通りなのか、手作り実験
でとにかく試してみる10分
の番組。人海戦術や特殊撮
影などいろいろな手法で、
だれもが思わず見入ってし
まう実験に挑戦、あっと驚
く結果を見せる。

大科学実験
放送時間：10分

みんなここに集まっ
てくる

太陽で料理しようコップは力持ち音の速さを見てみよう

4本
セット

詳しくはP.24
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平和

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校
総合社会

体験談を語り継ぐという難しさ
戦後70年以上が過ぎ、戦争体験者は少数となってきました。学校現

場においても全ての教員が戦後生まれであり、戦争体験者はいないの
が当たり前です。そういう状況の中で平和教育を推進していく難しさ
は、どこの学校でも感じるところです。体験者がいるうちに交流し感じ
ておくこと、引き継ぐべきものは？学校現場で戦争体験者と交流するこ
とが困難になってきた今、平和教育を実施していくさまざまな工夫がな
されていることでしょう。この番組では、被爆体験していない被爆二世
が谷口さんの背中に触れることで、谷口さんが今まで生きてきた上で
の使命を感じ取る過程が記録されています。史実を聞いて、それを伝
えることの難しさ。被爆者の中にある映像や記憶を未体験者にリアル
に伝えるにはどうしたらよいのか？その必要性や悩みが描かれていま
す。そういう部分を感じ取りながら視聴していくとよいでしょう。

本時における事前学習として
新学習指導要領（中学校社会科）に「歴史に関わる事象の意味・意

義や特色，事象間の関連を説明したり，課題を設けて追究したり，意見
交換したりするなどの学習を重視して，思考力，判断力，表現力等を養
うとともに，学習内容の確かな理解と定着を図ること。」が内容の取り
扱いに記載されています。この番組のキーワードは「つなぐ」ことです。
原爆投下の史実を調べまとめること、それを後世に伝える必要性、伝え
るために大切なことに気付く機会を、この番組で得ることができます。
中学校社会科の歴史的分野の単元などで、視聴前に原爆投下の事実
を調べまとめることが必要でしょう。方策として、ティーチャーズ・ライ
ブラリーの『NHKスペシャル “あの子”を訪ねて〜長崎・山里小
被爆児童の70年〜』（2017年度版P.30）や『おはなしのくに いわたく
んちのおばあちゃん』（2013年度版P.52）の活用がありえます。

ETV特集

原爆にさわる 被爆をつなぐ
〜長崎 戦後70年を生きる被爆二世〜

（2015年放送）

後生に伝えることの大切さ
被爆二世の中には親から被爆体

験を聞いたことがない人も少なくあ
りません。親自身が思い出したくな
いと考えていたり、差別や偏見を恐
れて口に出せなかったり。そうした
中で、どう被爆体験を語り継いでい
けばいいのか？悩む二世たちにとっ
て、大きな転機となったのは、長崎原
爆被災者協議会会長の谷口稜曄（す
みてる）さんを訪ね、原爆で焼けただ
れた“赤い背中”の跡に触れたこと
でした。原爆の現実を自分たちの言
葉で語ろうと動き始めた被爆二世た
ちの模索を追います。

被爆二世としての活動
被爆者から引き継いだ語り部とし

て被爆の生々しさをどう伝えるのか。
長崎平和宣言の草案を若者に理解し
てもらうにはどういう表現にすれば
良いのか。悩んでいた被爆二世たちが
『被爆者の思いをそのまま伝えてい
けばいい』ということに気付いてい
く過程も見ることができます。
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宮古島市立
下地中学校
教諭 座間味浩二

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：中学校

対象教科：総合

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

・長崎と広島に投下された�
・放射線の人体への影響

・日本は唯一の被爆国である�
・核兵器を保有している国がある

○原爆について知っていることを尋ねる。

○以下の点を生徒発表から引き出す。
・核の脅威が現実の問題であること
・被爆者は苦しみ続けていること

○�図書館やWebなどで調べることができ
るようにする。

○�時間を設定して調べたことをまとめて伝
える。

○�被爆者および家族の目線で番組をとら
えたい。

※伝えたい気持ちなどを汲み取る。

【思考・判断・表現】
まとめたことを伝えるため工夫がなされて
いるかどうか。
恒久平和について考えを深めることがで
きたか。

被爆者の思いは？

原爆の被害について調べる

隣の人に調べたことを伝えよう

悲惨さがあまり伝わらなかった

�
�
�

番組まるごと視聴
・被爆者である親の体験談を聞く、被爆二世の女性

・進む被爆者の高齢化
・親の被爆体験をどう次の世代に伝えるかを悩む被爆二世
・壮絶な被害の現実感

70年以上経っても苦しみ続ける被爆者たちは核兵器廃絶を願い、その家族には、
親の被爆体験を後世に語り継いでいかなければならないという強い思いがある

被爆者本人の思い 家族の思い

悲惨さが伝わった

悲惨さが伝わるような映像を見たい

悲惨さがあまり伝わらなかった

原爆の恐ろしさや悲惨さを後世に
語り継ぐにはどうしたらよいだろう

本番組に出演した被爆者の谷口稜曄さんは、2017年8月に88歳で亡くなりました。ティーチャーズ・ライブラリーの『NHKス
ペシャル 赤い背中〜原爆を背負い続けた60年〜』（2005年放送）は、この年4月ニューヨークでの核兵器廃絶を求める集会に
参加する谷口さんと、毎日その背中に薬を塗る妻の栄子さんの姿を通して、身をもって核兵器廃絶を訴える被爆者の熱い思いを
描きました。本番組と関連して活用できます。

谷口稜曄さんの出演番組『赤い背中～原爆を背負い続けた60年～』コラム

平
和
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平和

この番組の良さ 番組活用のポイント

総合社会
中学校 高校小学校高学年

道徳

満蒙開拓団をめぐる戦争の恐ろしさ、多くの人々の苦悩、官僚の言
動などから歴史的事象を多面的に考えさせるようにする

長野県下伊那郡河野村では、胡桃沢村長が勧誘した結果、27戸、
95人の開拓民が新たに満州へ送られました。戦況が悪化していく中、
ソ連軍の満州侵攻、中国人の蜂起で、95人のうち久保田さん1人だけし
か助かりませんでした。久保田さんの証言から、逃げ惑う人々が集団自
決をしたことが分かります。久保田さんはその集団自決の手伝いをし
たことを告白します。責任を感じた村長は、その後自死を遂げました。
この政策を担当した官僚の「すべて失敗と言えば失敗、しかし、今でも
いいことだったと思っています。」という言葉が胸につきささります。亡
くなった人々、現地の住民、政策を進めた官僚の言動から、植民地支配
や戦争の恐ろしさ、官僚の責任感の欠如、一度決まった政策は戦争中
は制御できなかったことが、8万人もの犠牲者を生んだ要因となったこ
とを理解できるようにするとよいでしょう。

満蒙開拓団はなぜ終戦まで送り続けられたのか、その経緯を捉え
るようにする

終戦まで約27万人の日本人が満州へ送られました。なぜ、これだけ
の数が終戦間際まで送られ続けたのでしょうか。NHKは多くの資料
や証言からその答えを導き出していきます。戦線が中国、東南アジアへ
と拡大していく中で、満蒙開拓民の数は減少します。食糧増産、北方警
備の目的が達成できないため、関東軍・拓務省は開拓民の数を増やす
秘策を考えました。それは、農村と深いつながりのあった農林省の力を
借り、増員を行うというものでした。この政策により終戦間際まで満蒙
開拓団が現地に送られることになります。このことがさらなる悲劇を生
んだという過程を捉えさせ、政策決定のあり方（チェック機能など）は
どうあればいいのかを考えさせることができます。

NHKスペシャル

村人は満州へ送られた
〜“国策”71年目の真実〜

（2016年放送）

満蒙開拓団の負の歴史を知ることが
できる
「満州国」には約27万人の満蒙開
拓民が日本から送られました。ソ連
軍の侵攻と現地の中国人の蜂起で、
日本人は逃げ惑い、多くの子供が置
き去りにされました。また、逃げ切
れなかった人々が集団自決に至るな
ど、この番組からは、戦争の恐ろしさ
を捉えることができます。そして1人
生き残った人物の証言は、満蒙開拓
団の負の歴史を視聴者に切実に伝え
てくれます。

満蒙開拓団の人間模様が浮かび上がる
戦争末期になっても関東軍と拓

務省は、農林省の力を借りて開拓民
を確保し、多くの人々が現地に送ら
れました。そんな中で河野村村長が
送り出した村人は、1人だけしか生
き残ることができず、責任を感じた
村長は自死に至ります。開拓団の多
くの人々が集団自決した事実と併せ
て、命の尊さについて考えさせるこ
とができます。
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能代市立
能代南中学校
教諭 嵯峨静人

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：中学校

対象教科：総合

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

旧満州国について知っていることを発表する ○�旧満州国について、これまでに社会科
などで学んだことを振り返る場を設定
する。

○�番組の冒頭を視聴することにより、時代
背景や終戦時に起きた集団自決の事実
を知り、教材への関心を高める。

〇�番組から得られた情報をまとめるよう
指示する。

・�旧満州に取り残されていた開拓民のうち
8万人以上がソ連軍の侵攻（1945年8
月）の際に犠牲になった

・開拓民の集団自決
・村民を送り出した村長が残した日記
・土地を失った現地の中国人の心情
・�官僚たちが残した資料→見直されること
なく遂行されていった国策

○�必要に応じてメモを取るよう声かけする。

〇�できるだけ多くの生徒が発表できるよ
うに指示する。

【思考・判断・表現】
立場の異なる当事者たちの心情を客観的
に考えることができたか。

〇�史実から平和の尊さを学ぶ意欲をもた
せる。

�
�
�

番組部分視聴（開始〜4分41秒）
国策が優先され、農民の命が軽んじられた

・満蒙開拓について調べたい�
・戦争末期になってもなぜ多くの人々が満州に送られ続けたのだろうか

それぞれの当事者の気持ちはどのようなものだったのだろうか？

開拓民 村長 現地の中国人 官僚

�
�
�

番組部分視聴
（4分41秒〜20分21秒、34分5秒〜35分22秒）
つらい役割を背負わされた久保田さん

・当事者の心情についてグループで話し合いまとめる
・グループでまとめたものを学級全体で共有する

・開拓民の女性や子供たち：集団自決に追い込まれた�
・村長：自分の決断のせいで起きた開拓民の悲劇に対する苦悩�
・現地の中国人：日本人に土地を強制的に買収されたことに対する憎しみ�
・官僚：農林省も巻き込んで、国策を強引に遂行�
食糧増産や対ソ防衛のために行われた満蒙開拓は、日本が重要政策として進めた
国策だった。終戦までに送られた開拓民の数は27万人以上。そのうち8万人以上
が戦闘に巻き込まれるなどして犠牲になった。

他の史実からも平和について深く考えてみたい

・当事者の心情についてグループで話し合いまとめる
・グループでまとめたものを学級全体で共有する

8万人の犠牲者を出した満蒙開拓
この歴史から何を教訓とするべきか？ 平

和
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平和

この番組の良さ 番組活用のポイント

総合
中学校 高校

地歴 公民 道徳
小学校高学年

中国残留孤児とその養父母の人生について考える
終戦時、中国東北部（旧満州）には約150万人の日本人が居住してい

ましたが、ソ連軍の侵攻などにより、多くの子供たちが帰国できずに孤
児となりました。「子供に罪はない」…こう考えた養父母たちは、多くの
子供たちを救い、家族として育ててきました。

番組中の養父母の言葉に、「日本の子か？」と責められたとき、「僕の
娘だと言って守ったんだ」、「助けなければ死んでいたでしょう。あの子
を幸せにできてよかった」などがあります。親としての深い愛情と並々
ならぬ覚悟を感じ取ることができます。

日中国交正常化を機に中国残留孤児の日本での親探しが始まり、
日本へ永住帰国する孤児の様子が新聞やニュースで取り上げられまし
た。しかし、残された中国の養父母の姿はあまり報じられることもなく、
知られていません。本番組はそんな養父母と残留孤児の、戦後約60年
が経過した時期の様子を描きます。

中国残留孤児と養父母の姿から国境を越えた親子の情について考える
番組では、中国残留孤児の范さんが、親としての立場と子としての立

場のはざまで帰国について葛藤する様子が描かれています。その姿
や、養父の墓前で日本への永住帰国を報告し、泣き崩れる心境から、
養父母に対する強い愛情が感じ取れます。

NHKティーチャーズ・ライブラリーの『世界・わが心の旅 中国 あ
りがとう 屋根裏の日々』（2016年度版P.30）では、漫画家のちばてつ
やさんが6歳の時旧満州で終戦を迎え、反日感情の強い中、一家が中
国人に助けられた経緯が描かれています。本時の学習の事前学習、ま
た授業後の補足的な学習として活用することで、さまざまなつながりを
感じ、より本時の学習が明確にイメージできるでしょう。平和学習や道
徳の教材として授業の幅が広がります。

NHKスペシャル

“大地の子”を育てて
〜中日友好楼の日々〜

（2004年放送）

中国残留孤児の現在とその家族に焦
点を当てた番組
この番組は、戦争による反日感情

が今も残る中国東北部・長春市で、
「中日友好楼」というアパートに暮ら
す中国残留孤児の養父母に焦点を
当てた番組です。
戦争で中国に取り残された日本

人の子供を養父母として育てること
で、「なぜ敵である日本人の子供を育
てるのか？」といった非難を浴び迫
害を受けながらも、子供たちをわが
子のように守り続けてきた養父母の
姿や、残留孤児の養父母に対する思
いやりが克明に描かれています。

いまだ残る戦争の被害について考える
日本へ永住帰国した残留孤児の

65％は、文化や慣習の違い、コミュ
ニケーションの困難などから、なか
なか仕事に就けていません。
生活保護の問題など、戦争の被害

者として苦悩する孤児の様子から、
いまだに残る戦争被害について考え
を深めることができる番組です。
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大分県立
津久見高等学校
指導教諭 森 浩三

執
筆
者学習展開例 授業時間

対象教科：総合

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

第2次世界大戦では、多くの民間人が犠牲になった。戦後は、平和になった。 〇�原爆に関する学習など、これまでの平和
学習を振り返る。

〇�終戦時に発生した「中国残留孤児」と聞
いて、どんな人たちだとイメージするか
問う。

〇�数万人にも上る中国残留孤児が生じ、今
もそのまま中国に残っている人や帰国
した人がいることを知らせ、どうやって
生き延びたと思うか問う。

〇�疑問に思ったことを問い、学習問題を生
徒の言葉で設定する。

〇�生徒が主体的に調査できるよう、図書館
やコンピュータ教室での調査も認める。

〇わかったことを発表する場を設定する。

〇まだよくわからない点を問う。

〇�下記に留意して視聴し、必要に応じてメ
モを取ることで、キーワードを考えるよ
うにする。

【留意する事項の例】
・�中日友好楼で孤児たちの帰りを待つ養
父母たちの気持ち

・�日本への永住帰国を希望する残留孤児
の思い

・�養父母を中国に残していくことの不安
・�日本に永住帰国した残留孤児が抱える
不安や課題

〇�番組視聴後、感じた自分の思いや疑問な
どをまとめ、学習問題に対する解決を考
え、戦争の直接被害以外にも長きにわた
る被害があることについて話し合い、考
える。

【思考・判断・表現】
戦争の長きにわたる被害を理解し、恒久平
和を願う気持ちを強めることができたか。

両親が死んだ？ 生き別れになった？

自力で生き延びた？ 中国の人に養われた？

どうして数万人もの中国残留孤児が生じ、どうやって現在まで生き延びてきたの
だろうか？

資料集、図書館の本、インターネットなどで調べる

終戦時の混乱の中、帰国
しようと避難する際に、
両親が死んだり、生き別
れになったりした

多くの場合、中国人養父
母に育ててもらった�
�

中国残留孤児がなぜ生じ、どのように生き延びてきたのかはわかったが、なぜ現在
まで帰国が続いたり、まだ残っている人がいたりするのか、よくわからない。もっと
知りたい！

番組まるごと視聴（50分）�

�
�

�

�反日感情が今も残る中国
東北部の吉林省長春市に
ある中日友好楼

周囲から迫害を受けなが
らも精いっぱいの愛情を
注ぎ孤児を育てた養父母

日本への帰国を前に手料理
を養父母へ振る舞う様子

終戦時の混乱が中国残留孤児を生み、中国人養父母のおかげで生き延びること
ができた。しかし、中国残留孤児と認定されず帰国できない人や、認定されても中
国人養父母のことで悩む人など、今も戦争の影響が続いている。

資料集、図書館の本、インターネットなどで調べる

国境を越えた愛情、
養父母との絆から恒久平和について考える 平

和
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キャリア

この番組の良さ   番組活用のポイント

職業観
総合

中学校 高校
学級活動

小学校高学年

主人公の「しごと」、「せいかつ」、「くらし」から迫るキャリア教育
『あしたをつかめ〜しごともくらしも〜』は、社会で仕事に頑張る等身

大の若者の1週間のドキュメントで、1本24分という授業で活用しやす
い長さの番組です。若者がどんな「しごと」をして、どんな「くらし」をし
ているのか、リアルに伝えてくれます。また、キャリアアップにつながる
自分磨きなど、「しごと」と「くらし」の両面を兼ねた活動を「くらしごと」
と名づけ、主人公の生活の一要素として紹介しています。仕事の醍醐
味や苦労は？収入はいくらなのか？休日の過ごし方は？この番組を見れ
ば、子供たちは社会に出るのがちょっと楽しみになるかも知れません。

キャリア教育の推進に役立てる
新しい学習指導要領において、小学校、中学校ともに、「学ぶことと

自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向け
て必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう，特
別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の充実を
図ること」と明記され、キャリア教育の充実を図る必要があります。映
像教材を活用したキャリア教育を進めてみませんか。

Webページの資料を活用しよう
番組のWebページには「しごと」「くらし」「くらしごと」の1週間スケ

ジュールやWeb限定の仕事の先輩の1週間など番組と関連した資料が
掲載されています。番組を利用する際に、ぜひ資料を確認して活用しま
しょう。

あしたをつかめ〜しごともくらしも〜：
http://www.nhk.or.jp/u29design/ashitsuka/

また、こちらのサイトも参考にするとよいでしょう。
13歳のハローワーク公式サイト：https://www.13hw.com/home/

声優 藤井美波さんの場合
あしたをつかめ～しごともくらしも～

（2014年放送）

みんなの憧れの職業、声優！
主人公は、声優になって5年目の

藤井美波さん。彼女はテレビの人気
アニメで主人公のライバル役を演じ
ています。今でこそメインキャラク
ターを演じていますが、これまで声
優の仕事は月に1、2本程度。出演中
のアニメも年度末で終わり、それ以
降の仕事が決まっていません。
技を磨くために、街でいろいろな

人の声に耳を傾けます。日中は生活
費のほとんどを稼ぐアルバイト、深
夜まで練習に打ち込む日々。そんな
中、ゲームのキャラクターのオーディ
ションのチャンスが回ってきました。
果たして声と演技力で仕事を勝ち取
ることができるのでしょうか？

夢に向かう姿のすばらしさ
何が正解なのかわからない業界。

それを覚悟でこの業界に足を踏み入
れるならば、常に自分を磨き、能力を
上げ続けなければなりません。
一途に自分の夢を追う主人公の

姿に共感することでしょう。
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安来市立広瀬中学校
教諭 瀬崎邦博

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：中学校

対象教科：学級活動

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

将来就きたい仕事の夢がある
・スポーツ選手 毎日走っている など

将来何をするかまだ見つからない
・何をしていいかわからない

〇�将来、就きたい仕事があるか、また夢に向
かって努力していることがあるか聞く。

〇声優ってどんな仕事なのか考える。

〇�番組のWebページの藤井さんや1週間
のスケジュールや先輩のスケジュールも
参考にさせる。

〇�番組視聴でわかったことを、グループで
共有した後、学級全体で交流する。

・声優の仕事は月1回で0〜10万円。
・�仕事以外にアルバイトを週5日して月18
万円の収入。生活するためには、声優以
外の仕事もしなければいけない。

・�毎日、トレーニングや生の声を聞くなど
して声優としての感性・技術を育てない
といけない。

〇�自分のやりたい仕事を目標に持ち、その
職業に就くために努力する姿勢が確立
できたか評価する。

声優とはどんな仕事だろうか

アニメや洋画、ナ
レーションなど、多
くの役をこなす

歌やイベントなど
仕事の幅が広く、
人気が高い職業

生活は不安定
収入の幅が大きい

1300人が活躍し、
競争率が高い

声優のことをもっと知りたい

番組まるごと視聴（24分）�

�
�
�

しごと くらしごと くらし

・人前での堂々とした仕事
・�他者の意見を前向きに
取り入れてみる

・やりたいことに一直線
・自分への厳しさと探究心

・�深夜におよぶ自分の部
屋でのトレーニング

・�街で人々の生の声を聞
いて、演技の参考にする

・�アルバイトとの両立
・�アルバイトにも手を抜か
ない

・�少ないお金でのやりくり

自分が好きでやっていく仕事は生活との両立ができるかどうかわからない。特に、
仕事をし始めて経験が浅い段階では、生活するために別の仕事を掛け持ちでする
ことも必要になる場合がある。また、経験を積んでいくと、いままで自分には見え
てこなかった適性が生まれてくることもある。

将来、就きたい仕事に向けて自分はどのようにがんばるのかを考えたい

声優をめざす若者の姿から考える
夢をつかむために今の自分にできることは何だろう

主人公は地図制作会社で働く、入社4年目の25歳の男性社員です。
この年の春に神奈川県から群馬県に転勤になりました。子供の頃から地図が大好きで、大学時代

は地図を片手にフィールドワークに出ていた彼にとって、建物の番地や交差点の有無などを一軒一
軒自分の目と足で確認する「調査」の仕事はまさに天職でした。
しかし、「新しい仕事」は、地図に関する最新情報を、役場や新聞から仕入れたりする「情報収集」の仕事でした。事務作業が中心

で、これまでの「外勤」の仕事とは大きく違う「内勤」です。担当したのは、調査スタッフの分担表作り。複雑な作業に悪戦苦闘しま
すが、うまく完成するでしょうか？

地図制作会社 地図調査担当 小野村拓也さんの場合コラム

キ
ャ
リ
ア
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キャリア

この番組の良さ   番組活用のポイント

勤労観
総合

中学校
学級活動

職場体験の事前学習に
現在、多くの中学校で職場体験が行われています。職場体験活動を

充実させるためには、事業所における活動のみでなく、事前学習を含め
た計画的な指導が必要です。職業調べ、事業所への事前訪問、一般的
な礼儀やマナーなどの事前学習と併せた番組の活用をおすすめしま
す。番組を視聴することで、仕事の魅力と厳しさの両面を知ることがで
きます。

番組では、職場に遅刻をしてしまう場面や接客ができない場面、職
場の人に仕事の責任について教えられる場面、職場体験について親と
会話する場面が登場します。職場体験で一人の社会人として扱われる
生徒の気持ちを共有することで、社会に出て求められる態度や力とは
何かについて考えることができます。

職場体験を通して中学生に伝えたいこと
学校の授業では、職場体験に行く前にそれぞれの自己目標を考えさ

せます。そのねらいは、自分の目標を明確にし、不安に感じていること
を具現化することです。番組を視聴して実際の事例を見ることで、目前
の職場体験について不安を解消し、職業や勤労について生徒自身がよ
り深く考えることができます。

番組では、体験学習を受け入れる側の大人が職場体験を通して生
徒に伝えたいことについても触れられています。受け入れる側の大人
が、受け入れ準備や仕事をする上で「生徒に伝えたいこと」を用意して
接してくださっていることに気付き、考える貴重な機会になります。

大人ってすごい！
〜14歳の職場体験〜

（2005年放送）

にんげんドキュメント

思春期と職場体験
物事に対して誠実に取り組もうと

すること、自分の気持ちを素直に表
現することは、仕事をする上でとても
大切です。
番組では、思春期真っ只中の中学

生が職場体験を通して自分を見つめ
直し、成長していこうとする姿が見ら
れます。これから職場体験に参加す
る生徒、働くことについて考えよう
とする生徒にとって、「働く大人の魅
力」を感じ、思春期を乗り越えるヒン
トを見つけられる内容です。

仕事の厳しさ、仕事の魅力
学校では許されているように思え

ることでも、社会に出たら通用しな
いことはたくさんあります。番組で
は、仕事の厳しさに触れると共に、真
剣に仕事に取り組む大人の姿を通し
て、働くことの魅力を感じることが
できます。
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向日市立寺戸中学校
教諭 鈴木英太

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：中学校

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

職場体験当日までの日程や職業に関する調べ学習を振り返る ○�職場体験に行く際の態度や行動につい
て考えさせる。

○番組を視聴するポイントを紹介する。
○職場体験で気をつけることを確認する。
○�学校生活と社会生活との共通点や違
い、学校では許されているように思えて
も社会では通用しないことについてま
とめる。

○�職場体験で身に付けることは何か、目的
や目標を各自に考えさせる。

○�職場体験における具体的な目標と意識
したいことをカードに記入し、発表する
場を設定する。

○�職業意識を持つということについて考
えさせる。

・仕事をする上での厳しさや楽しさ
・職業としてみたときの自分の適性
・物作りや人との関わり など

【思考・判断・表現】
職場体験における自らの課題について考
え、その課題を解決するために必要なこと
は何か考えることができたか。

○�職場の環境や生徒の課題はそれぞれ異
なるが、この授業や職場体験を通して生
徒自身が勤労観を持ち、前向きに考える
ことができるよう支援する。

職場体験に行くときに気を付けることは何か話し合ってみよう�
（学校や家庭生活と職場体験の違いについて確認する）

�
�

�

番組視聴①（7分36秒〜10分55秒）
・職場体験の始まり
・接客ができない生徒
番組視聴②（13分43秒〜19分46秒）
・遅刻した生徒と社長とのやりとり

職場体験で何を学んでくるのか考えよう

職業として

�
�
�

番組視聴③（23分15秒〜30分47秒）
・�自分の技術を高める努力をする大人の姿と、それを生
徒に見せる店長の気持ち

職場体験先の大人が生徒に伝えようとしたことは何か

・社会人としての意識
・働くことの厳しさや楽しさ
・プロとしての仕事
・働くことへの考え方
・製品に対する責任

自分の職場体験での目標を友達と話し合い、自分にとっても受け入れ先にとって
もいい体験になるように交流する

※�職場体験は、生徒たちにとって社会を経験する貴重なプログラムです。学校や家
庭でできないことをたくさん経験できるとともに、社会の厳しさも体得できる
機会です。この体験を通して自分が「何を学び」「何を経験するのか」を、事前に
目標として捉えさせることが重要です。

時間 あいさつ・礼儀 仕事のスキル

仕事の内容 職業として 物作りや人との関わり

働くってどんなこと？
中学生の職場体験を通して考える

キ
ャ
リ
ア
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キャリア

この番組の良さ   番組活用のポイント

勤労観
総合

中学校 高校
学級活動社会 家庭

小学校高学年

米作りの秘密
縄文時代晩期から始まっていたとの説もある米作り。現代において

も食味や保存性の良さから、全国で広く作られている作物です。
日本は世界最大の食料輸入国ですが、米の自給率は群を抜いて高

い水準です。日本人の主食として長い期間大切にされてきた米は、私た
ちの生活に切っても切れないものです。

この番組では、1年を通した米作りの様子が出てきます。長い目で米
の成長を見守るその姿から、食べ物の大切さを学ぶことができます。

自然との戦い
農業に携わる人は年々減少をしています。国内生産される食料は、

全人口のわずか1％の人によって支えられています。就業人口が減って
いる主な原因は、高齢化、後継者不足、安い農産物の輸入による収入
減などがあげられます。

そして、農業は天候に左右され、労働時間も長く、作物を育てるのに
必要な費用もかかることも、農業人口が減少する原因となっています。

しかし、水田をはじめとする農地は、食料を生産するだけではなく、
生きものがすめる環境をつくり、洪水や土砂災害を防ぐという多面的な
機能もあります。このまま農地が減り続けると、異常気象で災害の規模
も大きくなりかねません。農地を守るということは、災害などから国土
を守り、豊かな自然環境を保全することにもつながるのです。

今、食料不足は世界的に深刻な問題になっています。この番組を視
聴することにより、農業や食料問題について考え、国内生産の大切さに
ついて再認識することができます。そして、自然の中に身を置き、自然と
向き合う姿から、日本の豊かな自然環境を次の世代に引き継ごうとす
る意識の涵養にもつながります。

苦労の数だけ、人生は実る
米農家 石井稔

（2010年放送）

プロフェッショナル 仕事の流儀

米1kg1,500円
「駅弁マニアをうならせる話題の
弁当がある。1日30食限定3,800
円。その場で買える駅弁では日本一
高い。贅を極めた品々の中で最も反
響が寄せられるのは、実は白いご飯。
噛むほどに旨味が溢れ出る。奇跡の
米と呼ばれる。」…
この米を作っているのは石井稔さ

んです。稲とふれあい、語らいます。
その一粒一粒に愛が宿ります。

苦労の数だけ豊かに実る
40年以上前から米の有機栽培に

取り組み、現代最高峰の米作りの匠
と呼ばれる米農家の石井さん。
稲を甘やかさず、厳しくしつけなが

ら、生命力あふれる米を生み出しま
す。しかし、かつては作った米がほと
んど売れず、借金地獄にあえいだこ
ともありました。
未曾有の異常気象に立ち向かった

格闘の日々を通して、農家の大変さ
や、米作りへの情熱を考えさせる番
組となっています。
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海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：小学校

対象教科：5年社会

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

稲作農家の方たちは、生産を高めるためにさまざまな工夫や苦労をしながら、お
米を作っている

○�これまでに学習してきた稲作農家の仕
事について振り返る場を設定する。

○�単元の発展として、日本最高峰の米作り
農家である石井さんについて知らせる。

○�開始から3分25秒後の主題曲の後、一
時停止する。

○番組を見て驚いたことを聞く。

○�番組を見て疑問に思ったことを聞き、学
習問題を発見できるようにする。

○�石井さんのお米が1kg1,500円で売れ
る理由を予想し、ノートに書く場を設定
する。

○�予想と比べながら番組を視聴し、高く売
れる秘密を見つけた際にはメモを取る
ように助言する。

○�番組を視聴して見つけた「1kg1,500
円で売れる理由」について話し合う場を
設定する。

○�「型破りな栽培方法」「有機栽培」「石井
さんの努力」の視点から、子供の意見を
板書に整理する。

○次の観点の意見を強調して取り上げる。
・農法について
・目指す米について
・匠の技について
・有機農法の苦労について
・石井さんの半生について

【関心・意欲・態度】
稲作農家としての石井さんの情熱・工夫・
努力を共感的にとらえ、農家の仕事につい
て、興味・関心を高めることができたか。

�
�
�

番組視聴（開始〜3分25秒）
駅弁マニアをうならせる、「1日30食限定3,800円」と、
その場で買える駅弁としては日本一高い駅弁。最も反響
が高いのは、1kg1,500円の石井さんのお米である

そんなに評判がよくて、とても高く売れるなんてすごい！

石井さんのお米がそんなに高く売れるのはなぜだろうか？

手間をかけている 有機農法 おいしくて品質が良い

番組視聴（3分25秒〜最後）�

�
�
�

稲を甘やかさず、厳しく
しつけながら、生命力あ
ふれる米を生み出して
いる

40年以上前から有機
栽培に取り組み、安全
で美味しい米作りをし
ている

借金地獄や異常気象に
負けない情熱でがんば
り、米作りの匠になった�

石井さんは、稲を甘やかさず厳しくしつけながら、生命力あふれる米を生み出した
り、登熟する時期をずらしたり、40年以上前から有機栽培に取り組んだりするな
ど、さまざまな工夫をして、安全で美味しい米作りをしているからそんなに高く売
れる。それを可能にしたのは、石井さんの「稲は人を見て育つ」「愛があるから厳し
くできる」「畏れを忘れず、あきらめず」「信じる」「苦労の数だけ、豊かに実る」といっ
た、米作りにかける情熱と信念だ。

稲作以外の農家についても、調べてみたい！

米作りは子育て
失敗を楽しむ

キ
ャ
リ
ア
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ともに生きる

この番組の良さ   番組活用のポイント

命・生き方

中学校 高校
道徳

小学校高学年
社会

道徳科の授業で扱う
道徳科では、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うために、

道徳的な価値について理解し、自己の生き方についての考えを深める
ことが大切です。本番組は、社会正義の実現について、多面的・多角的
に考えることができる番組です。ビザの発給を訴え日本領事館に押し
寄せる大勢のユダヤ難民。何度も日本政府にビザ発給の許可を頼み込
む千畝。許可はできないという外務省からの回答。ソ連の進駐により
国外退去の期限が迫る中、葛藤する千畝の思いを考えることから、社
会正義の実現について深く考えていくことができます。政府の命令に
従うことが当然の時代に、自らの危険を顧みず、人道主義・博愛精神を
貫き通した千畝。ビザを書き続ける千畝を支えていたものとは何かを
考えることを通して、差別や偏見に立ち向かい、公平で公正に行動しよ
うとする態度について深く考えていくとよいでしょう。

今日的な課題と関係付けて考える
今日的な課題の一つに、いじめの問題があります。差別や偏見がい

じめにつながることがあることは、小学校高学年から中学校の児童生
徒であれば、理解できるようになります。一方で、自分自身の問題として
捉えたり、立ち向かっていったりすることは容易ではありません。本番
組を視聴することで、厳しい時代にありながら、強い意志をもって正義
を貫いた千畝の思いに共感し、いじめなどの場面に出会ったときも、強
い意志を貫こうとする実践意欲を育てることにつながります。

また本番組は、人権、平和といった社会の持続可能な発展を巡る問
題と深く関わる内容です。歴史の一場面として捉えるだけでなく、現代
的な課題を考える一助として扱うことが重要です。

6000人の命を救った外交官〜杉原
千畝（ちうね）ビザ大量発給決断の時〜

（2001年放送）

その時 歴史が動いた

実話をもとに考える社会正義
第二次大戦中の1940年夏、リト

アニアの領事代理・杉原千畝は、ナ
チス・ドイツに迫害されたユダヤ難
民6000人にビザを発給し、命を救
います。番組では、公表された千畝
の自筆メモや夫人の証言などから、
千畝が官僚的手続きにとらわれず、
人道的見地に立って多くの命を救っ
た経緯が描かれています。実話に心
が揺さぶられ、社会正義について考
えることができます。

杉原千畝の生き方について知る
外務省は戦後、本国の訓令に反し

たという理由で千畝を退職させま
す。しかし、千畝生誕100周年に当た
る2000年、正式に謝罪をし、千畝の
名誉は回復されました。近年教科書
や歴史書などで取り上げられたり、
映画化されたりして注目を浴びてい
る千畝について、歴史的な資料、証言
などから、さらに詳しく知ることが
できると同時に、日本人としての誇り
を感じることができる番組です。



41

沼津市教育委員会
指導主事 加納 真

執
筆
者学習展開例 授業時間

対象教科：6年道徳

対象校種：小学校

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

公正・公平って難しそうだけど、でき
ていることもあるんだな

なかなか、○○さんのようにはできそ
うもないな

○�教師が見つけた公正・公平な子供の言動
を紹介し、それに対する考えを尋ねる。

○�番組の冒頭を視聴することで、時代背景
やユダヤ人への迫害の事実、杉原千畝が
発給した命を救うビザについて知り、教
材への関心を高める。

○�政府にビザの発給の許可を求める千畝
と許可はできないという外務省、窓の外
でビザの発給を待ち続けるユダヤ人たち
と家族の言葉。国外退去期限が迫る中、
外交官として葛藤する千畝の心情を話し
合うことを通して、価値に迫っていく。

○�価値に対する多面的な見方を引き出す
ために、食事もろくに取らず、朝から夕方
遅く、手が動かなくなるまでビザを書き
続けた千畝を支えていたものは何なの
か議論する。

○�価値理解を基に、日常生活に目を向け、
今までの自分自身を見つめてみるように
促す。

○�時間が確保できるようであれば番組の
続きを視聴し、人道主義を貫き通した杉
原千畝の生き方から、持続可能な社会に
ついて視野を広げたい。

�

番組部分視聴（20分：13分26秒〜33分5秒）

�

�

�

領事館前で日本の通過ビザ
の発給を求めるユダヤ難民

ビザの発給を認めないと
いう外務省からの回答

ビザの発給を決断した杉
原千畝

外交官として�
政府の決定に従うべき

政府の決定に背いても�
ビザを発給すべき

・�政府の決定に背いたら、自分も家族
も罰せられる

・従えば、将来は約束されている

・�自分がビザを出せば、目の前のユダ
ヤ人たちを救うことができる

・�人として、目をつぶることはできない

・�自分や自分の家族だったらと考え
たら、放っておけない

・�目の前で苦しんでいる人を見殺しに
はできない

・差別や偏見はいけないことだ
・�人の命よりも大切なものはない。杉
原は公正・公平が大事だと思ってい
たので、政府に逆らっても助けた。

・人に流されることなく、日頃から自分の考えをしっかりもつことが大切だ�
・誰に対しても差別をせず偏見をもたずに接していきたい

�
�
�

「勇気ある人道的行為を行った外交官 杉原千畝氏を
讃えて」と刻まれたプレートが外務省に設置された

番組部分視聴（3分：開始〜2分47秒）
命を救うビザって、どのようなものだ
ろうか？

どうして国策に逆らってまでビザを書き続けたのか？

自分だったらできるだろうか？

6000人の命を救うビザ
杉原千畝の生き方から社会正義について考える

と
も
に
生
き
る
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ともに生きる

この番組の良さ   番組活用のポイント

命・生き方

中学校 高校
学級活動 道徳

小学校高学年

ばっちゃんの子供たちを支える姿を通して
この番組は、中本さんが、子供たちに献身的に料理を作りながら相

談にのる内容と、気にかけてきた少年“マコト”が、苦しみながらも更生
していく内容の2つで構成されています。

中本さんの支援する様子は、特別の教科道徳の内容項目「B 主とし
て人の関わりに関すること」、「7 親切，思いやり」を主な価値として学習
することができます。よりよい人間関係を築く上で求められる基本姿勢
として、相手に対する思いやりの心をもち親切にすることを、中本さん
の姿から考えることができます。中本さんが、ご飯を食べに来たり電話
をかけてきたりする子供たちに「えらかったえらかった」と声をかけて
ほめる様子は、一人一人を認め、肯定することにつながっています。その
ような姿から、自分がどのように接し、対処することが相手のためにな
るのかを理解することができるでしょう。

更生にむけ努力するマコトの姿を通して
罪を犯し、知り合いが誰もいない土地で更生を目指すマコト。それを

支えたのは、やはり“ばっちゃん”でした。
更生に向け努力するマコトの様子は、道徳の内容項目「D 主として

生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること」の新項目「4 よりよく
生きる喜び」や、「A 主として自分自身に関すること」、「5 希望と勇気，努
力と強い意志」などを主な価値として学習することができます。

中本さんの家や手作りの食事をかえがえのないものだと気付き、不
安や自分の弱さと向き合い、働きながら保育士になる夢を持ち始めて
いく姿に着目させることで、自分を奮い立たせることが目指す生き方や
誇りある生き方に近づけるということや、よりよく生きる喜びを見いだ
すことの大切さについて考えさせることができます。

ばっちゃん
〜子どもたちが立ち直る居場所〜

（2017年放送）

NHKスペシャル

非行の根っこは空腹にある
非行に走る子供たちに寄り添い、

広島市で30年以上、その立ち直りを
支えてきた“ばっちゃん”こと、元保護
司の中本忠子（ちかこ）さん。「非行の
根っこには空腹がある」と確信した
中本さんは、自宅を開放し、手料理を
振る舞い、親身になって相談にのり、
多くの少年少女を更生させてきまし
た。番組では、子供たちが中本さんの
作る食事を通して、人生を取り戻して
いく過程を知ることができます。

更生や支援のあり方について考える
平成28年度に刑法犯罪で検挙さ

れた少年少女は4万人弱。うち再犯
者の割合は約36％と18年連続で
増え、過去最高を記録しています。
格差の拡大や深刻化する貧困、育児
放棄、世の中に広がる不寛容の空気
は、青少年の健全な育成や更生を難
しくしています。番組は、少年犯罪の
現状や更生のあり方、非行に走る子
供たちを支援する側の苦労について
考えるきっかけとなります。
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うるま市立
川崎小学校
教頭 甲斐 崇

執
筆
者学習展開例 授業時間

対象教科：道徳

対象校種：小学校

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

病気の時に友達に保健室に連れて
いってもらった、ホッとした

お年寄りの手助けをしたら、ありがと
うと言われ、うれしくなった

◯�これまでに誰かに優しくされた時や、自ら
優しく接した時の様子や気持ちを聞く。

○�5分5秒で一時停止させた状態でテレビ
をつけて、中本さんが子供たちに食事を
食べさせている静止画を見せながら、中
本さんが30年以上自宅を開放してご飯
を作っている話をし、中本さんの思いを
考えさせ、問いを生む。

○�予想をノートに書き、発表する場を設定
する。

○�30年以上続けている中本さんの思い
を考えながら視聴するよう助言する。

○�番組視聴後、中本さんの思いについて話
し合う場を設定し、中本さんの思いと子
供たちの思いを関係づけながら、中本さ
んのやさしさの効果が分かるように板
書する。

○�子供たちの言葉をつなぎながら、中本さ
んの思いや願いをまとめるようにする。

○�中本さんの姿から、自分たちがしたいこ
とを考える場を設定する。

�
�
�

中本さんが子供たちに食事を食べさせている様子の
静止画（5分5秒）
（一時停止状態でテレビを消しておいて、つける）

中本さんは、どんな思いで子供たちに食事を作って食べさせているのだろうか？

【自分のため】�
・自分がさびしくならないように�
・得意の料理を楽しんでもらいたいから�

【子供たちのため】�
・親が食事を作ってくれない子供のため�
・栄養をつけて元気な子供になって�
ほしいから

�
�
�番組部分視聴（11分：開始〜11分7秒）

【中本さんの思い】�
・お腹を空かせて犯罪に走らないよ�
う子供たちを救いたい�

・一人一人を認めてあげたい、話を聞�
いてあげたい

【子供たちの思い】�
・「えらかった」とほめてもらえる�
・おいしい手料理が食べられる�
・悩みや相談を聞いてもらえる�
・自分を認め、励まし、叱ってくれる

中本さんは、さまざまな事情で助けを求めている子供たちに、食事を通して居場所
を提供し、立ち直らせようとしている。そこには、子供たちを助けたい、立ち直らせ
たいという強い思いがある。

自分も、他の人の気持ちを考えてやさしくしたい

支援を続ける中本さんの思いとは？
思いやりや親切について考える

と
も
に
生
き
る
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ともに生きる
共生

  番組活用のポイントこの番組の良さ

中学校 高校
学級活動総合 道徳

障害に対する理解の実態を踏まえておく
授業を行う前に、生徒たちが「障害」および「障害のある人」に対し

てどの程度理解しているか把握しておく必要があります。これまでに
障害のある人と関わった経験の有無や、親族や知り合いに障害のある
人がいるかどうかも授業を進める上で重要な情報となります。

また、一言で障害と言ってもさまざまな種類があり、同じ障害名でも
人それぞれ状態が異なることなどの基本的な理解が必要になります。

障害のある人への支援とは
障害者施設では、施設に通う一人一人に寄り添った支援を行ってい

ます。支援とは世話をすることではなく、その人のことを真剣に考え、成
長を支えること、望んでいる生活が何か模索し、支えていくものである
ということが番組の中ではっきりと示されています。

障害者基本法には「障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享
有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念が
示されています。障害のある人の支援を考えるとき、誰もが基本的人権
を有しているという原点に立ち返ることが必要です。支援する側とされ
る側、互いを尊重しながら関わる大切さについて考えることができます。

人と人とをつなぐもの
人と人との気持ちが通じ合うために大切なことが何か。番組では、

重度の知的障害を持つ人との関わりから考えることができます。そし
て、最後には相手のことを知ろうとすること、分かろうとする気持ちが
最も大切であり、それは障害の有無に関わらず、私たちが日々直面する
人間関係にも当てはまることを理解することができます。

シリーズ 相模原障害者施設殺傷事件
第2回 言葉はなくとも
重度知的障害のある人たち （2016年放送）

ハートネットTV

「知ろうとすること」の大切さ
2016年の障害者殺傷事件の容

疑者は、「意思疎通ができない人た
ちを刺した」と供述しました。ディレ
クターは重い知的障害の人たちにつ
いて自分がほとんど知らないことに
気付きます。事件がなぜ起きたかよ
りも、まず障害のある人について知
ろうとするところから番組は始まり
ます。共生社会を実現するためには
どのような態度と行動が必要である
か考えることができます。

重度知的障害者の意思とは
ディレクターは重い知的障害に加

え、体にも障害のある人が通う施設
「青葉園」で谷野さんと出会います。
取材を続ける中で、少し関わるだけ
では分からない、谷野さんのはっき
りとした意思を、取材者と共に視聴
者も感じることができます。
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向日市立寺戸中学校
教諭 鈴木英太

執
筆
者学習展開例 授業時間

対象教科：学級活動

対象校種：中学校

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

・見かけたことはない� � ・見かけたことがある�
・何を考えているか分からないと思った�・怖いと思った�
・怖がることはダメだと思うが距離をおいてしまった�
・身近に障害のある人がいる�� ・施設でボランティアをしたことがある

○�重い障害のある人と関わった経験（い
つ、どんな場面で、その時思ったこと）に
ついて聞く。

○�相模原障害者施設殺傷事件について説
明し、容疑者のしたことは絶対に許され
ないことを確認した上で、重度知的障害
のある人の意思について問う。

○�障害のある人の意思について話し合う
中で、意思疎通の可否に関わらず、すべ
ての人に人間らしく生きる権利がある
ことを確認しておく。

○�「人を理解すること」の定義について考
え、グループで交流、発表する場を設定
する。

○�番組の続きを視聴し、谷野さんの意思を
感じた場面を確認し、谷野さんのことを
理解しようとする人たちの思いを共有
する。

【関心・意欲・態度】
重度知的障害者の意思について考える中
で、人を理解しようとし続けることの大切
さに気付くことができたか。

○�障害の有無に関わらず、人を理解するこ
とは難しい。大切なことは人を「理解し
続けようとする」態度にあることに着目
できるようにする。

�
�
�

番組視聴（1分11秒〜2分27秒）
相模原障害者施設殺傷事件の容疑者の言葉
「意思疎通できない人たちを刺した」をめぐるネットで
の議論

どうして容疑者は誤った考えに陥ってしまったのか？

�
�
�

番組視聴（18分26秒〜20分15秒）
青葉園の様子

重度知的障害のある人の意思を理解することは難しいのか？

場合による

それぞれを選んだ理由について率直に交流する

�
�
�

番組視聴（20分29秒〜29分11秒）
谷野さんの意思

谷野さんの�
意思を感じた場面

谷野さんのことを�
理解しようとする人たちの思い

重度知的障害の人の意思を理解することは簡単ではないかもしれないが、理解し
ようとすることで分かることがある。人と人とが共に生きるためには、人を理解し
ようとし続けること自体が大切であるし、このことは障害の有無に関わらず言える
ことである。

どんな状況でも、人を「理解しようとする」ことを大切にしたい

難しくない 場合による 難しい

重度知的障害の人の意思を理解する上で大切なことは何だろうか

重度知的障害のある人の意思とは？
人と人とのつながりについて考える

と
も
に
生
き
る
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ともに生きる

この番組の良さ   番組活用のポイント

共生

中学校 高校
道徳

小学校高学年
社会 学級活動

日本国憲法の条文はいかにして生まれたか。一人のアメリカ人女性
の努力を知る

日本国憲法第24条の条文の原案は22歳のアメリカ人女性が作成し
ました。その内容は、日本人女性の地位の向上を目指し、従来よりも
女性の権利を大幅に拡大したものです。ベアテは幼少の頃から、日本
の女性が男性よりも低い地位にあることを見知っていました。彼女は
22歳でGHQの憲法原案作成スタッフになり、この知見を生かしてワイ
マール憲法などを参考にしながら、両性の本質的平等、男性と女性の
給料の平等などの原案を作成します。そして両性の本質的平等や『法
律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ
ならない。』などの条文が生まれました。日本を外国人の目から見たこ
と、また多くの言語に精通したベアテという女性の見識の高さが、この
条文を成立させたといえます。もし、この時にベアテの原案がそのまま
生かされていたら、もしベアテがこの委員になっていなかったら、日本
の女性の権利はどうなっていたのかを考察させるのもよいでしょう。

現代日本では男女平等といえるか。キャリア教育の視点から考え
させる
「就活では男性の方が早く決定する」、「妊娠を機に会社をやめた」な

どの女性の声から、就職における男女平等はどうあるべきか考えるこ
とができます。また、非正規雇用者が全体の約4割を占め、その7割を
女性が占める現実、収入の低さから生活の不安を口にする女性の話な
どから、正社員になれない女性が多くいることが、現代日本の大きな
問題であることを捉えられるでしょう。さらに、全国には無戸籍の子供
が688人いて、民法の規定が女性を守る条文になっていないことも専
門家から指摘されます。法改正も視野に入れて、男女平等を実現する
ために私たちができることは何かを考えさせることができます。

シリーズ「暮らしと憲法」
第1回 女性

（2017年放送）

ハートネットTV

22歳のアメリカ人女性が作成した
第24条
『婚姻は、両性の同意のみに基づ
いて成立し…』の条文の原案は、22
歳のアメリカ人女性ベアテ・シロタ・
ゴードンが作成したものです。小さ
い頃に日本人女性が結婚相手を自
分で決めることができない事実に
驚き、日本の女性の権利を守らなけ
ればならないという考えに至りまし
た。一人のアメリカ人女性が日本の
女性のために奮起した、その行動力
と生き方を学ぶことができます。

現代社会の現状から男女平等を考える
女性は妊娠・出産による離職が

多く、また増加する非正規雇用者の
約7割を占めています。これから進
路を選択する中高生にとっては、自
分の将来に関わるため、より緊迫感
をもってこれらの事象を考察できま
す。現代社会の問題を浮かび上がら
せ、より良い社会を築くための深い
議論が可能となることでしょう。
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能代市立
能代南中学校
教諭 嵯峨静人

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：中学校

対象教科：学級活動

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

現在日本では男女平等か？
○�男女平等が進んでいる国ランキングで
日本は150か国中第114位（2016年）
であることを話し、本時への興味付けを
図る。

○�現在日本では男女平等かどうかを尋
ねる。

○�第24条とペアテの写真と年齢を提示
する。

○�必要に応じてメモを取るよう声掛け
する。

○�番組を視聴してわかったこと、感じたこ
とをグループで共有する。

○�番組に取り上げられた問題の解決策を考
える場を設定し、学級全体で交流する。

【思考・判断・表現】
憲法には男女平等の理念がうたわれてい
るが現実にある問題を知り、解決策を考え
ることができたか。

日本国憲法24条の条文は22歳のアメリカ人女性が考えた。どのように作ったの
だろう？

�
�
�

番組部分視聴（43秒〜10分38秒）
ベアテが憲法原案を作成した当時を回顧

ベアテの憲法草案と24条の条文を比較する

今の日本の現状は？

�
�
�

番組部分視聴（10分38秒〜21分15秒）
32年間戸籍のなかった無戸籍女性

どうしたら男女平等を実現できるだろうか？

男女雇用機会均等法が成立したのは施行されてから39年目のこと。法律上、労働
における男女平等は実現したが、実態はまだ不平等が残っている。また、民法には男
女平等に反する部分があると指摘する専門家もいる。

社会や家庭で男女平等を意識して生きていきたい

平等 不平等

非正規雇用の7割を占める女性
無戸籍の人を生んできた

民法の条文は、今もそのまま

第24条はいかにして作られたか
男女平等を実現するには？

と
も
に
生
き
る



48

情報

この番組の良さ   番組活用のポイント

情報リテラシー

中学校 高校
情報技術 総合

見えない不正アクセスについて知る
もはや日常生活にインターネットは不可欠であり、スマートフォンの普

及によってインターネットに触れる子供たちの低年齢化が進んでいま
す。モバイル性（移動性）の向上により、利便性とともに個人情報やプ
ライバシーが奪われる危険性も拡大しています。目に見えない通信は、
被害を実感しにくいことが多いことも特徴です。しかし、インターネット
は、グローバルで多様な人間関係や情報に触れ、新たな知識を得られ
る無限の可能性があります。今後の情報社会のあり方や、情報を活用
する利便性とともに、どのように危険性から身を守るのか、子供たちが
主体的に考えていく必要があります。そのためにも、子供たちに単に情
報社会は危険だと脅すのではなく、我々大人や教員も社会の変化につ
いて学び続けることが重要となってくるでしょう。

利便性を受け取る対価は何か
インターネット上にはゲームや動画、SNSなど子供たちにとって魅力

的なコンテンツ、アプリやサービスが事実上無限に、しかも無料で存
在しています。子供たちにとってはこれらを無料で使うのは当然のこと
で、あまり深く考えることはないのが現状です。しかし、利益を上げな
ければならない企業がなぜ無料で経営できるのでしょうか。それは、
企業が作り出す情報と利用者側の情報を交換することで成り立ってお
り、本番組では、その仕組みや留意点が具体的にわかります。単に利
用するだけでなく、インターネットの経済システムや情報社会がどのよ
うに成り立っているのかを考えるよい機会になるはずです。

サイエンスZERO

サイバーセキュリティ② 
サイバー攻撃から身を守れ！

（2016年放送）

情報社会の新たな危険
 インターネットの影の部分、特に
個人情報の流出は、利用者側が自ら
の不適切な情報発信によって自分
や他者に被害を与えるというものが
大半でした。しかし、スマートフォン
をはじめとした機器の無線化、小型
化、移動性の向上によって、遠隔から
の不正アクセスの危険性は大幅に増
え、しかも目に見えにくくなっていま
す。これらの新たな危険について具
体的な事例を通して実感を伴って知
ることができます。

ネット社会の利便性と危険性
 ネット上のサービス、スマートフォ
ンのアプリには、無料で便利、楽しい
ものがたくさんありますが、その対
価として個人情報やプライバシーが
利用されているという事実に気付い
ている子供たちは少ないと考えられ
ます。本番組は、情報の価値や守る
べき情報と利便性のバランスについ
て考えるきっかけとなるでしょう。
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千葉県立
袖ヶ浦高等学校
教諭 永野 直

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：高校

対象教科：情報

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

○�IoT（Internet�of�Things）「モノのイン
ターネット」によって、何がどのように便
利になるかを個人でブレインストーミン
グ的に考える場を設定する（生徒の自
由な発想を妨げないようにするため、例
示をしつつ、最小限に抑える。例：「家の
テレビがインターネットにつながってい
る人はいますか？そんなことができる？
他にどんなものがインターネットにつな
がったら、どんなことが起こるだろう？」
など）。

○グループで交流する場を設定する。

○�便利になるだけか問い、問題点や気を付
けるべき点について考える場を設定する。

○�ネットワークでつながることによって得
られるメリットとともに、危険性につい
て気付かせるために番組を視聴する。

○�製品を作る企業のセキュリティ対策も
重要であるが、個人で情報を守る判断力
を身に付ける大切さに注目させる。

【思考・判断・表現】
インターネットであらゆる情報を通信で
コントロールできる可能性の、利点と問題
点、留意点を考えることができるか。

○�安全、便利に情報社会を生きるには、利
用者側の知識やスキルも不可欠である
ことに気付くようにする。

…でこんなことが�
できるようになる

…が簡単に早く�
できるようになる

…で自動的に�
○○できるようになる

IoTでいろいろと便利になりそうだ

乗っ取りが起きそう 情報漏洩が起きそう

IoTには問題点もありそうだ。実際はどうか、気を付けるべきことを知りたい！

IoTには、実際にどのような問題点があり、どう気を付けたらいいのだろうか

�
�
� 番組まるごと視聴

攻撃者の視点 利用者の視点

・�ネット経由で車やドローンを遠隔で
不正操作することができる

・�無線のアクセスポイントを偽装すれ
ば、個人情報を盗むことができる

・�セキュリティ対策を考えず、利益や
利便性を追求しているメーカーや
利用者が狙い目になる

・�不正アクセスは、セキュリティが低
い端末や利用者が狙われる

・�端末を不正に操作されることが不
正アクセスを許すきっかけとなる

・�アプリのインストール時の「アクセ
ス許可」は、アプリに対して端末の
機能を使わせたり、情報を提供した
りすることを確認するためのもので
気を付けなければならない

IoTによって便利にもなるが、遠隔不正操作や情報漏洩など、怖い面もある。個人
でも、インターネットやスマートフォンを使う時には、セキュリティ対策をしっかり
とし、インストール時のアクセス許可は慎重に行わなくてはならない。

IoTには、どのような問題点があるか、どう気を付けるべきかを考える

IoTによって、何がどのように便利になるかを考える

情報社会の未来と、
セキュリティ意識について考えよう

情
報
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防災

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校
総合

小学校高学年

問題意識をもって視聴する
番組を効果的に活用するためには、子供たちが問題意識をもって番

組を視聴できるようにすることが大事です。そのために、本番組の視聴
前に、防潮堤は海の被害から町と人を守る役割があり、防災や減災に
とても有効なものであること、実際に巨大防潮堤で町を守っている自
治体があることを説明します。しかし、東日本大震災による津波で大き
な被害のあった女川町の住民は、町を守る巨大な防潮堤をつくろうと
したものの、結局はやめる決断をしました。住民はなぜそのような決断
をしたのか、そのことをどう思うかを問いかけ、子供たちの問題意識を
高めてから番組を視聴します。

自分ができる防災・減災について考える
番組視聴後は、巨大防潮堤建設をやめる決断をした理由についてま

とめます。そして、女川町の住民のこの判断をどう思うのか、防災・減災
のために本当に必要なものは何かについて話し合います。その後、自
分の町の防災・減災はどのようになっているのか調べる学習や、自分
のできる防災・減災について考え、行動していく学習活動へつなげてい
くと、より防災学習が深まります。

より多面的な見方や考え方を知る
防災について考える学習で、より理解を深めたいときは、『シンサイミ

ライ学校 いのちを守る特別授業 “釜石の奇跡”片田敏孝教授と子
どもたち』（2013年度版P.42）などを活用するとより効果的です。他の
番組を活用することで、より多面的な見方や考え方を知ることができ、
自分の考えを深めることができます。

第38回 宮城県女川町
〜「巨大防潮堤は要らない」決断のわけ〜

（2015年放送）

証言記録 東日本大震災

「海なんて敵だ」
 宮城県女川町は、2011年3月11
日に発生した東日本大震災による津
波で、住民の1割近くが犠牲となる甚
大な被害があった地域です。震災直
後、「海なんて敵だ」との感情から、
巨大防潮堤で海と町を遮断する復
興案が提案されました。しかし、防
潮堤ができることで町が失うものへ
の懸念をもつ人々もいました。

町の未来を考える
 女川町では、巨大防潮堤建設をめ
ぐって、復興後の町のあり方を考え
たさまざまな議論が行われました。
それぞれの立場から、防災・減災を
考えた巨大防潮堤建設への思いや、
復興後の町の未来が語られます。本
番組は、女川町の復興方針が決まっ
ていく経緯から、自分たちは防災・
減災をどのように行っていくかを考
えることのできる番組です。
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西条市教育委員会
指導担当専門員 
山内雅博

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：小学校

対象教科：総合

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

・津波などから町を守る
・防災・減災に効果がある

・�巨大な防潮堤を建設した自治体も
ある

・�建設を検討したが、やめた自治体も
ある

○防潮堤について知っていることを聞く。
○�津波により倒壊したビルの写真などを
提示し、巨大防潮堤の効果について考
える。

○�実際に巨大な防潮堤を建設している自
治体（気仙沼市）の写真を提示し、疑問
に思ったことを聞く。

○�その一方で、建設を検討したがやめた自
治体（女川町）もあることを説明し、な
ぜか問う。

○�図書館やインターネットなどで調べるこ
とができるようにする。

○�児童の求めに応じて番組を紹介し、まる
ごと視聴しながら、「巨大防潮堤」の建
設をしない決断をした理由をつかむこ
とができるようにする。

○�番組視聴でわかったことを、グループで
共有したあと、学級全体で交流する。

【思考・判断・表現】
女川町が巨大防潮堤を建設しない決断を
した理由について、考えることができたか。

○�女川町のこの判断をどう思うのか問い
かけ、防災・減災を考えるときに大事な
ことは何か考えることができるように
する。

�
�
�

女川町が巨大防潮堤の建設をやめたのは、
なぜだろうか？

建設費？ 環境問題？ 海への思い？ 防災意識？

巨大防潮堤について調べる 防災や減災の手立てについて調べる

番組まるごと視聴（43分）�

�
�
�

・防潮堤があることで安心と思い、避難しない住民が出てくるおそれがある
・莫大なお金で建設するよりも、高台への住宅移転の方がよいのでは
・防潮堤以上の高さの津波が来た場合の不安
・海とともに暮らしてきた町なのに、海と町を遮断してしまうのは…

女川町は、巨大な防潮堤で町と海を遮断するという防災・減災案が出たが、その建
設に必要な土地の広さ、効果への疑問、住民の海への思いから建設を取りやめた。
建設について議論を重ねる中で、町の未来を考えた復興のあり方について理解が
深まり、結果として住民の防災・減災意識が高まった。

自分たちの町の防災・減災について調べたり、自分たちのできることに取り組んだ
りしたい

女川町の住民が、防災・減災に効果のある巨大防潮堤の建設を
やめる決断をしたのは、町のどんな理由が関係しているんだろうか。

その理由が知りたい。

巨大防潮堤で町を守る？
町の未来を考えた防災・減災

防
災
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防災

この番組の良さ 番組活用のポイント

総合
中学校 高校小学校高学年

道徳

防災教育の一環として
本番組は、防災教育の一環として、東日本大震災から学ぶ学習と関

連させながら活用するとより効果的です。視聴前に、震災直後の生活
状況について学習し、被災した人々へ物資が届かず避難所で不自由な
生活をしたことや、家族や身の回りの親しい人たちの安否が分からず、
不安な日々を送っていたことなどについて調べる学習をします。他の
ティーチャーズ・ライブラリーの番組『クローズアップ現代 子どもた
ちが綴った大震災』（2012年度版P.36）などを活用するのも効果的で
す。そして、人間のいのちさえ危うい状況で、動物のいのちを思いやり
行動できたのはなぜか、問題意識をもって番組を視聴できるようにし
ます。

いのちについて、自分の考えを深める
番組視聴後は、動物のいのちを思いやり行動できた理由について話

し合います。そして、動物園に関わる人々のこの行動をどう思うのか話
し合います。その後、いのちについて自分はどのように考えているのか
じっくり考え、まとめていきます。グループで意見交流し、多様な見方や
考え方を知り、自分の見方や考え方を深め広げることができるようにし
ます。

道徳と関連させながら、より深めていく
本番組は、総合的な学習の時間だけでなく、道徳でも活用できます。

道徳の時間に、生命尊重について学習したあと、本番組を活用し、人間
のいのち、動物のいのちについて考えることで、さらに子供たちの葛藤
を誘い、ゆさぶりをかけ、いのちについてより深く考えるきっかけとする
ことができます。

第59回 宮城県仙台市 
動物園の“いのち”を守る

（2016年放送）

証言記録 東日本大震災

人間のいのち、動物のいのち
 仙台市の八木山動物公園は、約
130種、500匹の動物たちがおり、
年間約55万人が訪れる市民の憩い
の場です。この動物園を、2011年3
月11日、激しい揺れが襲いました。
幸い人間も動物も無事でしたが、震
災の影響で電気・水道・燃料・エサ
の供給が止まってしまいました。動
物園にいる動物たちは、日ごとに追
い詰められ、いのちの危険にさらさ
れてしまいます。

何が起こり、どう行動したのか
 番組では、人間のいのちさえ危険
な状況の中で、動物のいのちを救う
ために人々がどのような行動をした
のか、語られていきます。人間と動物
のいのちを守るために、飼育員や市
民が何を考え、どう行動したのかを
知ることで、いのちについてより深く
考えることができる番組です。
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西条市教育委員会
指導担当専門員 
山内雅博

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：小学校

対象教科：総合

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

共同生活
水・食べ物・生活用品など物資が少ない

家族や知りあいの安否がわからない
これからどうなるんだろう

○�避難所での生活について、知っているこ
とを聞く。

○�避難所の写真を提示し、気付いたことや
考えたことを聞く。

○�被災したのは人間だけでなく動物園の
動物も同じであったことを伝え、動物は
どうなったかを問い、問題を生む。

○�『かわいそうなぞう』の絵本などを読み
聞かせし、戦争時の動物の扱いについて
理解を深める。

○�図書館やインターネットなどで調べるこ
とができるようにする。

○�児童の求めに応じて番組を紹介し、まる
ごと視聴しながら、動物のいのちがどう
なったのかをつかむことができるように
する。

○�番組視聴でわかったことや考えたこと
を、グループで共有したあと、学級で交
流する。

【思考・判断・表現】
動物園の動物たちのいのちが守られた理
由について、考えることができたか。

○�人間のいのちも危険な状況で、動物のい
のちを守り抜いたことをどう思うのか問
いかけ、いのちについて考えることがで
きるようにする。

�
�
�

人間のいのちでさえ危険な状況の中で、動物園の動物
たちのいのちはどうなったんだろうか？

動物園の動物たちのいのちは、どうなったんだろうか。
震災直後、実際の動物園で、だれが、どんなことを考え、

何をしたのかもっと知りたい。

番組まるごと視聴（43分）�

�
�
�

動物たちのいのちが守られた理由

・飼育員の動物への思いやりと愛情
・本当に一つのいのちとして、動物を大事にしている
・動物たちの元気な姿は、たくさんの人に元気を与えるから
・たくさんの人の協力のおかげで、動物たちのいのちが守られている

人間のいのちが危険な状況下でさえも、動物園では動物のいのちを大事にし、守
り抜いた。これは、動物園に関わる人々が、人間のいのち、動物のいのちを分け隔
てなく、大事にする姿勢が大きかった。また、これまでの震災と教訓を基に、全国の
たくさんの関係者が協力したことが大きな支えとなった。

もっと震災後の生活について調べてみたり、いのちについて考えたりしたい

逃げ出す？ 食べ物は？ 人間優先？ お世話は？

動物園の動物たちのいのちは、どうなったんだろうか。
震災直後、実際の動物園で、だれが、どんなことを考え、

何をしたのかもっと知りたい。

人間のいのち、動物のいのち
何を考え、どう行動するか

※�防災の学習を進めるにあたっては、東日本大震災で被災した人々の証言を中心にまとめられている「東日本大震災アーカイブス
（http://www9.nhk.or.jp/archives/311shogen/）」の資料が大変参考となりますので、ご活用ください。

防
災
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環境

この番組の良さ 番組活用のポイント

総合社会 道徳
中学校小学校高学年

環境教育学ぶ資料・教材として
小学校から高等学校まで学習指導要領の中で「環境教育」に関す

る内容が明記されています。全ての学校種において、総則では「環境
の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育成」が明記され、
教科などの中で環境教育を計画的に行わなくてはいけません。しか
し、環境教育を学ぶ教材は多種多様にあり、児童生徒に何を考えさせ
たいのかにより、選ぶ教材も変わってきます。本番組で、「本来の森にあ
る自然の力」や「森林伐採による悪影響」、「保全活動」について学んだ
り、自分たちの地域の環境を守る意識を高めたりすることができます。

偉人の生き方を学ぶ教材として
世界遺産・熊野の森は、今から100年以上前にエコロジーの考え方

で自然を保護しようとした南方熊楠の合計8mにも及ぶ急ぎの2通の手
紙「南方二書」がきっかけとなり、豊かな森が守られてきました。それは、
森を守るために熊楠が博物学者としての知識を生かし、「森林の破壊は
人々の生活を破壊する」という考えを粘り強く人々や政府に訴えたから
です。また、森林伐採された地域へ行き、生活の変化について調査もし
ました。熊楠は、熊野の森を守るためにたくさんの困難に立ち向かい続
けました。このような熊楠の生き方を学ぶことにより、努力することの大
切さや時代が変わっても大事にしたいことを考えることができます。

歴史を学ぶ資料として
森林伐採には、明治政府の考え方が大きく影響しています。本番組

は、明治政府の政策や時代背景について学ぶ資料として活用できま
す。また、ティーチャーズ・ライブラリーにある同番組『田中正造 足尾
鉱毒事件に挑む』（2016年度版P.56）も、明治時代の環境問題を学ぶ
資料として活用することができます。

その時 歴史が動いた

世界遺産 熊野の森を守れ
〜南方熊楠・日本初の自然保護運動〜

（2004年放送）

日本初の自然保護運動
 日本にある世界遺産の多くは、先
人たちによって今日まで守られてき
た歴史があります。世界遺産のすば
らしさだけに注目するのではなく、
その歴史的背景を知ることも重要
であり、それが環境教育につながり
ます。
 本番組は、100年以上前にエロコ
ジーの思想を基に森の保存を訴え
た偉人・南方熊楠の活動についてま
とめられ、その苦労や功績などを学
ぶことができます。

一人の行動がみんなの心を動かす
 本番組は、南方熊楠（みなかたく
まぐす）という人物に焦点を置いて
います。たった一人の人物の強い信
念と粘り強い行動が地元の人々の心
を動かし、さらに政府の方針を変え
るきっかけになりました。なぜ熊楠
はみんなの心を動かすことができた
のでしょうか。南方熊楠の生き方の
すばらしさを考えることができる番
組です。
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学習展開例 授業時間対象校種：小学校 江別市立
大麻泉小学校
教諭 前多香織

執
筆
者

対象教科：社会

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

はがきはあるけど、手紙はない 手紙を○枚書いたことがある ○�児童に手紙を何枚書いたことがあるか
聞く。

○�8mのキッチンペーパーや食器棚シート
などを徐々に広げ、1911（明治44）年
に南方熊楠（森の中に上半身裸で立つ
南方熊楠の写真を貼る）が2通で合計
8mもの長い急ぎの手紙「南方二書」を
出したことを知らせ、疑問に思ったこと
を聞く。

○�図書館やインターネットなどで調べるこ
とができるようにする。

○�児童の求めに応じて番組を紹介し、部分
視聴しながら、「南方二書」を書いた理由
とその結果をつかむことができるよう
にする。

○�番組視聴でわかったことを、「急いで出し
た理由」と「長い理由」の2つの視点か
ら整理する場を設定し、板書する。

【思考・判断・表現】
南方熊楠が「南方二書」を急いで出した理
由と、長く書いた理由について考えること
ができたか。

○�南方熊楠のすごいところはどこか問い
かけ、100年以上も前にエコロジーの
考え方を広げて地域の人々と共に自然
を保護しようとしていたことに注目でき
るようにする。

�
�
�

南方熊楠は、どうして1911（明治44）年に8mもの長い�
急ぎの手紙「南方二書」を出したのだろうか？

自分のため みんなのため

生活難？ 病気…？ 戦争などの防止？ 森…？

 

神社合祀令によって熊野の森が伐採されたことが関係あるらしいけど、�
よく分からない。他の資料を見たい。

�
�
�番組部分視聴（32分：2分41秒〜35分51秒）

「南方二書」を�
急いで出した理由

「南方二書」が長い理由と�
それがもたらした効果

・�神社合祀令で廃止された神社の森
が伐採された

・�もうけ優先で、大事な熊野の森がも
うすぐなくなりそうなピンチだった

・�木を伐採して災害や他の生物の減
少も起き、急がなければ取り返しが
つかないと考えた

・�南方熊楠がエコロジーの考え方を
「南方二書」の長文で説明し、人々の
意識を変えた

・�エコロジーの考え方を理解した地
域の人々が協力し、自然を守ろうと
し、国もそれを理解して、今では熊野
の森が世界遺産となっている

南方熊楠は、貴重な大木も切り倒されそうとしている熊野の森の危機を救うため、
急いでエコロジーの考え方を人々にわかってもらえるように長い手紙を書いた。そ
の結果、地域の人々と国の協力で熊野の森は守られ、今では世界遺産にもなった。

もっと環境保護について調べてみたり、自分たちで取り組んでみたりしたい

南方熊楠のことを調べる この時代の世の中のことを調べる

なぜ熊野の森は守られたのか
自然を守るための活動を考えよう

環
境
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環境

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
理科 総合社会

環境教育の教材として
現代は、地球の歴史の上で6度目の大量絶滅期とも言われています。

気候変動や氷河期、噴火や隕石の衝突といった、自然現象が原因で
あった過去の大量絶滅と違い、今回は人間が大きく関わっています。
これは日本でも例外でなく、ニホンオオカミなどの絶滅を経験してきま
した。直近では、2014年、日本の夏の風物詩とも言われるニホンウナ
ギが、絶滅危惧種に認定されました。
このような時代にクニマスの発見があり、とても驚かされました。一

度絶滅したと判断された種が再発見されたのは初めてのことなので
す。そして、生きた個体が見つかったことで、クニマスの詳細な生息環
境や生活史が調査可能となりました。また、ヒメマスとの遺伝的差異に
ついて検証が可能となり、今後、国内のサケ科の遺伝的分化や分類・
分布について研究が進んでいくと考えられます。
このように、生物多様性の重要さから番組を視聴することにより、環

境問題について考えるきっかけとなるでしょう。

理科学習での観察の指針として
番組では、わずかな手がかりから、クニマスの生息域を発見していき

ます。昭和の初め、田沢湖の漁師は2月頃、卵を持ったクニマスを深さ
100mの湖底で捕っていました。その情報からクニマスは、寒い時期に
深い場所で産卵すると考えられました。産卵場所を探すことから調査
はスタートします。サケの仲間は砂礫と呼ばれる砂と石の混じった場
所で産卵します。その砂礫が見つかれば、そこにクニマスが産卵しにく
るという仮説が立てられます。
番組が教えてくれる調査方法により、仮説の立て方や、条件の絞り

込みといった、理科学習での方法や手順を学ぶことができます。

生きていた“絶滅魚”
クニマスを追え！

（2012年放送）

ダーウィンが来た！生きもの新伝説

生きていた！
 絶滅したと考えられていた魚が
2010年、山梨県の西湖で発見され
ました。奇跡の魚と呼ばれ、大きな
ニュースとなりました。その魚とは、
サケ科の淡水魚のクニマスです。ク
ニマスはヒメマスの近縁種で、世界
でも秋田県の田沢湖だけにしかい
ない、固有亜種でした。しかし、発
電などを目的として、田沢湖へ玉川
から強酸性の水を導入したため、田
沢湖の水質は酸性化、クニマスは
1940年頃絶滅したと考えられてい
ました。

なぜ？
 ではなぜ、この魚が遠く離れた西
湖で発見されたのか。どうやって命
をつないできたのか。どうして長い
間発見されなかったのか。さまざま
な疑問が浮かんできます。
 この番組では、発見に至るまでの
経緯とクニマスの生態について知る
ことができます。映像のすべてがス
クープです。
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学習展開例 授業時間
海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛

執
筆
者

対象校種：小学校

対象教科：理科

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

絶滅種について、知っていることを発表する ○�かつて日本に生息していたが、今は絶滅
した生物について尋ね、興味関心がもて
るようにする。

○�絶滅したと思われた生物の中に、クニマ
スという魚がいることを知らせる。

○�なぜ絶滅したはずのクニマスが生きてい
たのか、理科的な理由から予想を立てる。

○番組はまるごと視聴する。

○�もっと知りたい、調べたいという気持ち
がもてるような問いかけで問う。

・昭和の初めに姿を消した魚であること
・70年ぶりに再発見されたこと
・�本来の生息地から遠く離れた場所で発
見されたこと

○�次の観点から視聴内容をまとめるよう
話す。

・�クニマスの生態の特徴や発見へのヒン
トについて

・生息場所である西湖の環境について
・体の特徴や産卵時期、産卵場所について
・�クニマスと、近縁種のヒメマスとの違い
について

【関心・意欲・態度】
生物の生態や自然環境に興味をもち、進ん
で考え、まとめることができたか。

○�適当に調査を行うのではなく、わずかな
情報から予想を立てること、条件を絞り
込んで観察することの大切さを話す。

○�発表をまとめることにより、今後の学習
に意欲をもたせる。

クニマスはどのようにして生きのびることができたのだろうか？

環境が�
合っていたから

人に見つからなかった
から

天敵が�
いなかったから

番組まるごと視聴�
�

�

なぜクニマスは生き延びていたのか？

西湖の自然環境についてまとめたい 調査の進め方についてまとめたい

項目ごとにグループ別にまとめ、発表する

  クニマスが生き延びられた理由�
・クニマスは適水温が低く、深い水深を好むので、天敵から身を守ることができた�
・産卵に必要な、砂礫や湧き水があった�
・ヒメマスと形態が酷似していて、発見されずにすんだ

・生物多様性や、自然環境の大切さについて調べていこう�
・日本の他の絶滅種や、絶滅危惧種についても調べていこう

奇跡の魚
わずかな情報から追求する

環
境
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環境

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
理科 総合社会

チェルノブイリと福島の比較から被害の状況を理解する
番組では、1986年の原発事故から30年経過するチェルノブイリの状

況と、福島の被害の状況を比較します。福島でもチェルノブイリと類似し
た現象としてアカマツの異常が確認されており、ツバメについては、汚
染地域外の8倍にのぼる割合で異常が出ていることがわかっています。
福島県の汚染の現状を知ることで、今、自分たちにできることは何

か、今後どのように行動したらよいかなど、現状を踏まえ考えを深める
学習に役立ちます。

いまだに止まない風評被害から考える
震災による原発事故から7年が経過しましたが、風評被害がいまだ

におさまっていません。安全性が確保されている米についても、風評か
ら生産量が事故前の4分の3に減少している状況があります。福島県
の汚染の現状をきちんと把握すること、米や野菜をはじめとする生産
物の安全性確保のための検査がきちんと行われていること、農家をは
じめ生産者が事故後6年間苦しみながら風評被害と闘ってきたことな
ど、もっと積極的に福島県のことを知り、農家の苦しみや痛みを感じ、
自ら行動することが大切です。
本番組を教材として活用することで、未来の環境に配慮する態度の

育成など授業の可能性が広がります。

専門的な語句を調べることから理解を深める
番組では、ヨウ素やセシウム・ストロンチウムなど主要な放射性物質

の名称が頻繁に出てきますが、番組視聴前に放射性物質にはどのよう
なものがあるのか調べておくことで、学習活動がスムーズになります。
またそれぞれの物質が人体や自然に与える影響などをきちんと把握す
ることが、福島県の現状をしっかりと理解するうえで重要です。

最新報告 
チェルノブイリと福島〜環境編〜

（2017年放送）

サイエンスZERO

福島の現状を知ること
 福島では、ウクライナと日本の研
究者が協力し、原発事故の環境への
影響を調査しています。本番組には、
この環境調査で分かってきた最新情
報が満載です。
 風評に惑わされないためにも、放
射性物質による汚染の現状をしっか
りと理解することが大切です。

さまざまなデータが理解度を高める
 番組ではさまざまな調査データ
が示されます。図やグラフなど明確
な数値による説明が、汚染の現状の
理解を高めます。また動植物への影
響を示す鮮明な映像から、いまだに
残る放射性物質の被害の深刻さを
リアルに感じることができます。
 特にツバメの異常については、繁
殖能力の低下や翼の長さの異変な
ど、その状況から、人体への影響を
考えざるをえません。ひとごとでは
ない当事者としてのこれからの生き
方を考える番組として効果的です。
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学習展開例 授業時間 大分県立
津久見高等学校
指導教諭 森 浩三

執
筆
者

対象教科：総合（環境教育）

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

これまでの環境学習でこのようなことを学んだ ○�これまでの環境学習を振り返る場を設
定する。

〇�福島産の農産物を、自分なら食べるかど
うかを聞く。

【関心・意欲・態度】
汚染の現状を、自分たちのこととして捉え、
意欲的に情報を収集し、課題の把握・課題
の解決に向けて取り組もうとしているか？

〇�番組視聴にあたり、番組で示されるさま
ざまなデータをチェックし、福島県の汚
染の現状を知るようにする。

〇�視聴後、番組から得られた情報をまとめ
整理するよう指示する。

・�キーワードや数値データ、動植物の被害
状況

・�チェルノブイリと福島の汚染状況の類似
点や相違点など整理する

・�放射線の影響について、科学的に整理する
〇�番組から見えてくるもの、番組では見え
てこないものを意識して情報の共有を
図るようにする。

・�放射性物質ごと（ヨウ素やセシウムなど）
の放出量の違い

・農産物など食料の汚染状況は など
〇�ICTの活用により、福島県の汚染の現
状と抱える課題について調べることで、
より現状の理解を深められるようにす
る。また「今、自分たちにできることは何
か？」を考えることで、未来の環境につい
て考えを深められるように支援する。

※情報の発信元を必ず確認すること
〇�グループ全員が、発表できるように指示す
る。分担して発表することで協調性を高
め、主体的に取り組む学習活動としたい。

※�教材提示装置などを活用し、より効果的
な発表ができるように支援する。

【思考・判断・表現】
放射線の影響の科学的な理解を基に、公
正に思考・判断することができたか。
・�放射線の影響を科学的に理解し、それを
基に福島の現状を理解して、正しい知識
を持って風評に惑わされないようにする
ことの重要性に気付くようにする

○�さらに調べたいことを、テーマ別グルー
プに分かれて調査するようにする。

・なんとなく怖いから食べない� ・検査済で安全だから食べる�
・風評被害はよくない

放射能の影響や、現在の福島の状況がよく分からないので知りたい！

放射能にはどんな影響があり、現在の福島はどんな状況だろうか？

番組まるごと視聴（30分）�
�

�
�
�
�
�
�

チェルノブイリと福島県
の比較から、汚染状況の
類似点や相違点が見えて
くる

放射性物質の放出量がグ
ラフとして示され、放射線
の影響の違いが科学的に
理解できる

チェルノブイリ原発事故
30年。地域によっては動植
物が生息しているが、環境
への影響はどうだろうか？

・番組から得た情報をグループで共有する�
・4〜5人でグループを作り、自由に情報を伝え合うことで、自分の気が付かなった�
 点など補足する�
・グループの気付きを学級全体で共有する

放射線の動植物や農作物への影響は、科学的な知識に基づき正しく理解し、風評
に惑わされず公正に判断することが重要だ。福島が現在置かれている状況には厳
しいものがあるが、改善しつつある部分もある。

放射線や福島の状況などについて、さらに調べてみたいことを、テーマ別グループ
に分かれて調べる

放射線の生物への影響
を科学的に調べたい

福島の自然の状況を調
べたい

福島の人々のくらしと今
後の展望を調べたい

汚染の現状をしっかりと理解し
未来の環境について考える

環
境
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学ぶ
楽しさ

この番組の良さ   番組活用のポイント

小学校
理科 総合図工

理科の学習における丁寧な観察と記録への意欲付けに
理科では、学年に応じて植物の成長の過程や体のつくり、季節との

関係、発芽、成長、結実といった学習をします。特に、観察の際は、直接
観察することに加えて、細かい部分を拡大するなどして、特徴を図や絵
で記録するなど、身の回りの植物について考えたり、説明したりする活
動の充実を図るようにしていくことが求められています。甲斐さんの描
く植物は、身の回りにあるごく普通の雑草たちです。雑草たちと対話し
ながらじっくりと観察し、細部まで精緻なタッチで描き出す姿や、植物
の営みを自然体で受け止め、季節の変化とともにその成長や変化を追
い続ける姿に焦点を当て、植物を見つめる目やその記録をていねいに
とっていこうとする態度を育てていくことが重要です。

科学絵本を活用した学習を
甲斐さんの科学絵本は、学校や公立図書館の多くに所蔵されていま

す。本番組の視聴で、甲斐さんの信念や創作の様子を知った上で、実
際にその作品を読むことにより、子供たちの科学に対する興味を引き
出し、視野を広げたり、読書活動の幅を広げたりしていくとよいでしょ
う。理科に限らず図工の学習や総合的な学習の時間にも、授業構想に
科学絵本の活用を入れ込むことで、子供たちの意欲や関心を高め、活
動の充実を図っていくようにしたいです。

地域を見つめる目を育てる
子供たちの主体的な問題発見や解決の能力を高めるためには、理

科の学習や総合的な学習の時間に限らずさまざまな教科や領域で、学
習内容を相互に関連付け、地域の自然や人、ものなども積極的に活用
しながら、学習を進めていくことが重要です。身近な自然に目を向け、
課題を見出しながら問題解決的な学習を進めるときに、本番組を活用
することで、地域の自然を見つめる目を育てていくとよいでしょう。

足元の小宇宙Ⅱ 絵本作家と見つける�
“雑草” 生命のドラマ

（2017年放送）

NHKスペシャル

甲斐さんの眼差しを通して見つめる
植物の驚異の営み
 甲斐信枝さんは、雑草の美しさに
ひかれて60年以上描き続ける現役
の絵本作家です。地面に寝転がって
植物と対話し、ノゲシの種が風で飛
ぶ様子やアメリカフウロが種を弾き
飛ばす様子などを緻密に描き出しま
す。番組は、京都・嵯峨野の里山で、
甲斐さんの眼差しを通して植物の驚
異の営みを見つめます。

絵本が描き出す世界と映像の力
 番組は、確かな観察眼のもと、植
物の声を聞きながら描き出す甲斐さ
んの作品と、スーパースロー映像や
微速撮影によるタイムラプス映像、
昆虫になったかのようなローアング
ルのクローズアップ映像などを織り
交ぜて、視聴者を足元に無限に広が
る小宇宙へと引きこみます。感性を
働かせて、身の回りを見つめる目を
育てます。
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学習展開例 授業時間
沼津市教育委員会
指導主事 加納 真

執
筆
者

対象校種：小学校

対象教科：4年理科

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

・細かいところまでよく見ている
・本物みたいだ

・時間をかけてていねいに描いている
・どんな人が描いているのだろう

○�自分の観察記録と甲斐さんの絵本を比
べ、感じたことを尋ねる。

○�甲斐信枝さんの絵本を何冊か用意して
おき、どのような人がどのように描いた
のか知りたいという意欲を高める。

○�甲斐さんが、雑草の美しさにひかれて
60年以上描き続けている現役の絵本作
家であることを伝えてから視聴をする。

○�甲斐さんの様子や植物の営みを伝える
映像に集中するために、視聴中はメモを
取らないようにする。子供たちのつぶや
きがあれば、板書していく。

○�番組を見て感じたことを自由に発表し
合うことで、友達の思いとの共通点や違
いに気付くとともに、観察やスケッチへ
の意欲、関心を高める。

【関心・意欲・態度】
甲斐さんの様子から、身近な植物をじっく
りていねいに観察したいという思いをもつ
ことができたか。

○�他の科学絵本も読んでみたいという意
欲や学び続ける気持ちを高めるために、
甲斐さんの作品の読み聞かせをする。

�
�
� どうしたら、この絵本作家のように描けるのだろうか？

時間をかけて�
観察する

細かいところまで�
よく見る

ていねいに�
スケッチする

甲斐さんは、どのように植物を観察し、描いているのだろうか？

�
�
�
�
�
�

番組部分視聴
（16分：開始〜15分27秒）

ノゲシの声に耳を傾けな
がらスケッチを描く甲斐
さん

自分の目で見て確かなこ
とだけを伝えたいという
甲斐さん

・�雑草の命を大切にしているような感
じがした

・�雑草に近づき、声を聞いたり話しか
けたりしていた

・�細かいところまでよく見て描いて
いた

・たっぷり時間をかけて描いていた

甲斐さんのように描くためには、雑草の声に耳を傾け、対話しながら描くとよい。
細かいところまでじっくりていねいに観察し、たっぷり時間をかけてスケッチする
とよい。

次の時間の観察やスケッチに、甲斐さんの観察の仕方やスケッチの仕方を取り入
れたい

植物の営みを見つめる眼差し
雑草と対話する甲斐さんから学ぼう

 
 学校図書館は、読書活動の推進のために利活用されることに加え、調べ学習や新聞を活用した学習など、各教科などのさまざま
な授業で活用されることにより、言語活動や探究活動の場となり、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する役
割が一層期待されています。例えば、理科の学習では、科学絵本や図鑑といった図書資料を積極的に活用し、子供たちの興味関心
や知識理解を深めることができます。そのためには、学校図書館に足を運び、各教科などのさまざまな授業のどの単元のどの場面
で、どのような図書資料が利活用できるかということを、年間の指導計画に位置付けるとよいでしょう。

学校図書館の利用のすすめコラム

学
ぶ
楽
し
さ



62

学ぶ
楽しさ

この番組の良さ   番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
理科 技術算数 数学

ORIGAMIを折ってみよう
自分が思い描くような形を実際に折り紙で作ることが可能になって

きました。それはコンピュータの発達の成果です。折り鶴や飛行機を
折って作ることは多くの人が体験しますが、曲面を作ることはなかなか
考えつくものではありません。しかし最近、平面を折り曲げて立体や造
形物を作り上げることが、コンピュータ・ソフトによって可能になってき
ました。
「折り紙で球を折ろう」という課題から、「平面から立体を作る」とい
う折り紙の特性を、「見通す・コンピュータを使って体験する・実際に
球を作る」という段階を経て、数学的活動として学ぶことができます。

フリーソフトダウンロードはこちらから：
http://mitani.cs.tsukuba.ac.jp/ori_revo/

球の作成動画解説はこちらから：
https://www.youtube.com/watch?v=_CI2jzbaIeU

※球は10分程度で完成できるので、授業内で折ることも可能です。
※実際にソフトから立体の展開図を作成するのもよいでしょう。

数学のみならず自然科学の視点からORIGAMIを学ぶ
折り紙は折って造形するという数学的な要素を含みますが、従来は

趣味娯楽の世界でした。しかし近年、その世界だけにとどまることな
く、宇宙開発や人体の細胞レベルまでORIGAMIが応用されています。
この番組はその点で、理科の人体や天体などの単元でも活用できます。
その際には、単元の学習での目標や指導内容に照らし合わせて活用す
ることをおすすめします。

“折り紙”大進化！ 
宇宙から医療まで

（2016年放送）

サイエンスZERO

二次元から三次元へのORIGAMI
 日本の「折り紙」が今、「ORIGAMI」
として大進化しています。宇宙から
医療まで、世界中の先端科学の分野
で採用されています。
 折るだけで二次元から三次元の立
体を作り出せる」という性質から、工
学や医学で重宝されていることや、
ロボットの組み立てや人工血管を作
る新技術が誕生していることなどが
紹介されます。

ものづくりとORIGAMI
 日本のORIGAMIは、体内の細胞
に利用するというミクロの世界か
ら、大きいものを折って収納する人
工衛星のアンテナというマクロの世
界まで、多様な需要があり、進化を遂
げています。伝統的な技法が自然科
学の世界でどう役立っているかとい
う側面をみることができ、技術の「も
のづくり」の視点からも視聴できる
構成になっています。
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学習展開例 授業時間 宮古島市立
下地中学校
教諭 座間味浩二

執
筆
者

対象校種：中学校

対象教科：数学

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

平面から立体を作り出すことは可能だろうか
○�教師の発問「平面から立体を作りだす
ことはできますか？」

○�「平面から立体へ」「コンパクトに収納、展
開」できるORIGAMIが多方面で活用され
ていることを確認しながら視聴する。

○�視聴後、ORIGAMIが身の回りのどういっ
たところで活用されているのか話し合う。

○�課題「1枚の紙から球を作れるだろうか」
○�番組を視聴したことを参考にして、課題
に対する意見を交流する。

○�球や展開図を作れるかどうか、いろいろ
な意見を出しディスカッションする。

○�実際にソフトで作成した球の展開図か
ら、完成した球を見せる。

※�時間があれば、球の展開図を全員に配り
作成してもよい。球の作成には10分程
度かかる。

※�プログラム導入の際は、自校のICT環境
を確認すること。PCへのインストール
は特に注意が必要。

�
�
�
�
�
�
�
�

番組まるごと視聴

「平面から立体へ」という
ORIGAMIは、再生医療の
現場で活用されている

「コンパクトに収納、展開」
できるORIGAMIは、宇宙
開発の現場で活用されて
いる。他にも紙からできた
立体がないか話し合う。

一枚の紙から球を作れるだろうか

立方体の展開図で�
作ることができる

折り紙で鶴や風船を�
折ることができる

球を作ることは�
できない

※�折り紙は、コンピュータの発達により、「平面からどんな立体をも作ることがで
きる」ものへ進化を遂げてきました。このように、最新のテクノロジーと日本の
伝統技術を組み合わせることで、宇宙開発や医学の進歩にも貢献していること
を確認しましょう。

球を作ることができる
くしゃくしゃに丸める

頑張って作る

球は平面でないから
作ることができない

どうやって球を作ることができるのだろう？
どうやってこの展開図を作ったのだろう？

科学の進化で発達することができた
ORIGAMIを体験しよう

 
 図形領域の単元で課題となるのは、その図形に触れ学習を進めていくこと。特に空間図形においては、生徒の空間を把握する能
力はさまざまで、能力差が出てくるところです。折り紙という身近な教材を扱うことで、図形の性質を理解できる、把握できる入り口
を確保することが重要となります。この番組の他に、ティーチャーズ・ライブラリーの学ぶ楽しさの『Rules〜美しい数学〜』（2016
年版P.58）も役立ちます。

図形領域の単元導入で学ぶ楽しさをコラム

学
ぶ
楽
し
さ
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学ぶ
楽しさ

この番組の良さ   番組活用のポイント

社会理科 総合
中学校 高校 大学

グローバル、大局的な思考
学校教育の本質は各教科の学びにあることは間違いありません。し

かし、一つの教科だけで捉えきれないような、高度情報化、グローバル
化特有の社会問題、複雑化し続ける地球規模の課題など、答えが明確
に一つに定まらないような問題が山積しています。教科で学ぶ内容を横
断的に結びつけ、統合的に問題解決に結びつけるような思考の仕方が
不可欠となっています。2002年に導入された「総合的な学習の時間」は
まさにこの教科横断的な学びを学校教育に取り入れようとするもので
した。特に高等学校において、一部を除いて実施が形骸化している事
実は否めないと言え、今後の横断的・探究的学習の充実が望まれます。
ビッグヒストリーは単独の、特定の既存教科で扱いきれる内容では

ありませんが、「総合的な学習（探求）の時間」において取り組める可能
性があります。生徒、そして教員用の教材もすべて無料でインターネット
で公開されており、誰でも利用することができます（現時点では英語の
み）。� https://school.bighistoryproject.com/bhplive

集団的学習が人間の強み
ビッグヒストリーでは、宇宙、星の誕生から、生命、人類の誕生まで

138億年に及ぶ歴史について扱います。このプレゼンテーションはそ
の考え方をわずか18分で紹介していますが、その中で特に印象的な
のが、我 人々間の生物としての特殊性です。生命誕生以後40億年の中
で、人間しか持っていない特別な能力は、「情報を皆で創造、共有し、
蓄積し、継承していけること」です。つまり「集団的学習」（Collective�
Learning）ができることにあります。我々がめざす学校教育において
も、協働的に学び、主体的・対話的で深い学びをめざすことは、より人
間らしい学び方を実現することと言えるでしょう。

18分でわかる！宇宙の歴史

（2014年放送）

スーパープレゼンテーション

壮大な全宇宙の歴史を感じる
 ビッグヒストリーとは、デイヴィッ
ド・クリスチャンが提唱する、138
億年の宇宙の歴史を、物理、化学、生
物、その他のあらゆる科学的な情報
を統合して学びながら、人類の存在
の意味や課題について考察していこ
うという学びの概念です。
 本番組では、そのあまりにも壮大
な学習テーマのエッセンスを、18分
間のプレゼンテーションの中で紹介
しています。

教科横断的、俯瞰的な学び
 地球、人類の未来はどうなり、我々
は何をすべきなのか。これは究極的
な問いであり、一つの教科で扱いき
れる問題ではありません。しかし、あ
らゆる教科はすべて関連しており、
この大きな問題に結びついている
のかもしれません。教科横断的なも
のの見方はますます重要となってお
り、その俯瞰的な学びの捉え方は、
これからの学びの指針ともなる可能
性があります。
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学習展開例 授業時間 千葉県立
袖ヶ浦高等学校
教諭 永野 直

執
筆
者

対象教科：総合

対象校種：中学校・高校

児童生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

◯�宇宙や生物の歴史について、知っている
ことを問う。

○�出てきたことについて、教科書や資料、
インターネットを見てもよいから、具体
的に説明するよう指示する。

◯�8つのThresholdとは「閾（しきい）値＝
大きな転換点」のことと補説する（宇宙
の歴史上、新しい段階へ進む跳躍点の
意味で用いられている）。

◯�ビッグヒストリーは、宇宙全体の出来事
を、物理・生物・世界史などと限定せず、
全てを融合させて考える。内容に深入り
せず、広い視点で物事を見る世界を感じ
るように助言する。

◯�視聴後に、グループで「人類の生命とし
ての特徴」について話し合い、まとめる
時間をとる（他者と知識を共有するこ
と、他者とともに互いに学び合うこと、
その行為自体が人類特有の長所である
ことを感じさせたい）。

【思考・判断・表現】
学ぶことの意義、知識の関連性、学びにお
ける他者の存在について考えることがで
きたか。
○�次時以降、興味のあるトピックを調べる
ようにする。

【宇宙の歴史】�
ビッグバン、物質の誕生、星の誕生と

進化など

【生物の歴史】�
生命の誕生、動物と植物の進化、人類

の誕生と進化など

でも、具体的なことはよくわからない。もっと知りたい！

宇宙や生物の歴史は、具体的にどのようになっているのだろうか？

�
�
� 番組まるごと視聴

8つのThreshold 人類の生命としての特徴

1.ビッグバン 5.生命の誕生
2.恒星の誕生 6.人類の誕生
3.より重い化学元素 7.農業の始まり
4.惑星の誕生 8.現代世界

宇宙の歴史上、劇的な変化を生んだ
8つの出来事。物理、生物、世界史など
さまざまな教科で学んだ内容が、全て
つながっている。

他の生命は、DNAを通して世代間で
情報を伝達して進化していくしかな
かった。しかし人類は、情報を記録し、
蓄積、共有することで文化を急速に発
達させた。人類の特徴は、他者との高
度なコミュニケーション、集団的学習
（Collective�Learning）をすること
にある。

宇宙と生物の歴史は8つのThresholdに分かれており、人類の急速な繁栄、発達
は集団的学習によるものだ。これまで学習してきたさまざまな知識は全て関連し
ていることがわかった。

8つのThresholdや人類が発達してきた歩みはおもしろい！�
次の時間以降、興味のあるトピックについてもっと調べてみたい！

宇宙や生物の歴史について、知っていることを発表し合う

宇宙と生物の歴史と、
人類の最も重要な能力とは？

学
ぶ
楽
し
さ





ファックスでお申し込みください。送り先：（03）3462-7932 ティーチャーズ・ライブラリー事務局宛

本票（原本）は「申し込み控え」になりますので、返却時まで大切に保管してください
★なお、この申し込み書にご記入いただいた個人情報は、NHK知財センターにおいて適正に管理します。

NHKティーチャーズ・ライブラリー、ならびにNHKの教育事業に関する情報提供にのみ利用させていただきます。

■ 学校支援プログラム

NHKティーチャーズ・ライブラリー
セット利用申し込み書（兼借用書）

以下の通り、ティーチャーズ・ライブラリーの利用を申し込みます。

（注意）ご記入漏れのないようにお願いします。

3. 同意事項の確認
 以下の利用規約に同意しますか  □ 同意する  □ 同意しない

■ 利用規約
1. 利用場所は学校内に限定し、学校外での利用はいかなる理由があってもできません。
2. 利用は学校内の教育活動に限ります。利用報告書の提出が必須です。
3. 学校への支援は貸し出しに限られ、コピーは厳しく禁じます。
4. 送料（郵送費）は利用者負担となります。返却時に切手で納付していただきます。
5. DVDを紛失・毀損した場合にはDVD制作実費を申し込み者に負担していただきます。
6. 連絡なく返却が遅れた場合は、以降のご利用をお断りすることがあります。
7. 上記規約に反した場合の責任はすべて申し込み者が負い、誠実に対応します。

セット用

◆ 利用期間（最大2か月）： 開始日はゆとりを持って設定してください

 開始日  年  月  日 ～ 終了日  年  月  日（必着）

◆ 利用学年・授業科目

利用学年： 小 ・ 中 ・ 高 ・ その他   年生 ～    年生

授業科目：

1. 利用申し込み者
 ふりがな：

 氏名：     学校名：

 学校住所 ：〒
 

 ※初めてお申し込みをいただいた方には、事務局から電話で在籍確認をさせていただきます。
 ご希望の時間帯を記入して下さい。（事務局対応時間／平日10:00～18:00）

 ＜第一希望＞ ： ～ ：  ＜第二希望＞ ： ～ ：

 連絡方法 □ メールでの連絡を希望（メールアドレス：  ）
  □ 電話での連絡を希望

 利用報告書の提出方法： □ 郵送（返却時同封）  □ メール（エクセルファイル送付）

 学校連絡先 TEL：    FAX：

 NHKティーチャーズ・ライブラリーをどのように知りましたか？
 □ インターネット □ 先生からの紹介 □ ガイドブック・リーフレット □ その他（ ）

2. 希望セット・期間・授業内容（予定）
◆ 希望番組：1回／1セット

 希望するセット名にチェックを入れてください

 □  あしたをつかめ（27本セット）  □  仕事ハッケン伝（9本セット）
 □  伝える極意（7本セット）   □  大科学実験（4本セット）



先生と子どもたちを応援します！
NHK for Schoolの番組や学習コンテンツ、アーカイブス、
イベントなど、NHKの学校向けサービスの情報に、ウェブサイトから
アクセスしてみてください。

Japan Broadcasting Corporation

NHKアーカイブス『NHKティーチャーズ・ライブラリー VOL.10 ──高画質DVDを無料で先生方へ貸し出します』（利用ガイドブック）
2018年3月20日発行／〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1 日本放送協会

発行・編集：菅野利美 滝沢昌弘 多田佳弘 前田正也 先原章仁 監修：藤村裕一
Design & DTP：SOCIALSOFT INC.

http://www.nhk.or.jp/archives/

NHKティーチャーズ・ライブラリーは、平成21（2009）年度からスタートした「NHKアーカイブスの学校支援
プログラム」です。小学校から大学・専門学校などの授業で利用できます。

NHK放送総局知財センター

NHK for School 
ウェブサイト

小学校～高校、幼稚園・保育所向けに約70番組を放送
ウェブサイトで番組約2,000本、短い動画クリップ約7,000本、ゲームや教材を配信

NHK杯全国放送コンテスト
校内放送に取り組む中学・高校生が
アナウンス・朗読・番組制作を競う

NHK全国学校音楽コンクール
小学校～高校2,500校以上、
10万人以上が参加する合唱コンクール

NHKこども音楽クラブ
NHK交響楽団のメンバーが
全国の学校を訪問して
出前授業

www.nhk.or.jp/school

番組や動画クリップを使った授業
デザインのしかたを体得できる
講座を開催

NHK for School
× アクティブ・ラーニング
実践ワークショップ

NHK for School 
基礎セミナー
各番組やウェブ教材の特徴や使い方を
すぐにマスターできる入門講座

  

 

 




