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好奇心を引き出す番組が、

自ら求め、

深く学ぶ一歩になる。

「NHKティーチャーズ・ライブラリー」は、NHKが制作・放送してき

た番組の中から学校教育にふさわしいものを選りすぐり、DVDとし

て無料で貸し出して授業などに活用していただくサービスです。

多くの視聴者の心を動かすために制作された番組は、映像・音声

が高品質であることはもちろん、内容や構成も、視聴者の知的関

心を刺激し、好奇心を引き出し、最後に深く納得できるような工夫

にあふれています。その点で、次期学習指導要領が掲げる「主体

的・対話的で深い学び」に貢献できるものです。

また教科の授業だけでなく、修学旅行の事前・事後学習、総合的

な学習の時間、学級活動、職場体験、防災教育など、多様な局面

で活用できます。

子供たちの心に響き、学力や生きる力を育む教材として、「NHKティー

チャーズ・ライブラリー」をぜひご活用ください。

平和

キャリア

ともに生きる

情報

防災

環境

学ぶ楽しさ
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ご案 内
ティーチャーズ・ライブラリーとは
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● キャリア   職業観 / 勤労観　 　 ��

● ともに生きる   命・生き方 / 共生　 　 ��

● 情報   情報リテラシー / 表現・コミュニケーション・プレゼンテーション　 　 ��

● 防災　 　 ��

● 環境　 　 ��

● 学ぶ楽しさ　 　 ��

● セット貸し出し　 　 ��

● 平和　 　スクープドキュメント 沖縄と核  + コラム核なき世界へ “ことば”を探し続ける　 　��

● キャリア　 　あしたをつかめ 観光協会職員　 　 ��

 　プロフェッショナル仕事の流儀 子供を鍛える、母の給食 + コラム世紀の大工事、“城”を曳く　 　 ��

● ともに生きる　 　仕事ハッケン伝　森泉×動物救急病院　 　 ��

 　道徳ドキュメント ちがうことを ふつうに + コラム神々のうた 大地にふたたび、平和の使節を“世界の記憶”に　 　 ��

● 情報　 　“フェイクニュース”を阻止せよ　 　 ��

 　課外授業ようこそ先輩 おしゃべりマジックで強くなろう　 　 ��

● 防災　 　大火災に備えよ！消防技術最前線 + コラム町よ甦れ！ ガレキとの総力戦、忘却に抗う　 　 ��

● 環境　 　時任三郎 世界エネルギーの旅 + コラム電気をためて暮らしを変える！　 　 ��

 　ウナギはどこへ行った？　 　 ��

● 学ぶ楽しさ　 　数ピタ！ たのしい数学 + コラムカガクの“カ”＃１　 　 ��

● 平和　 　日本降伏・焦土に玉音が響いた ペリーの道～元米国防長官の警告～　 　��

● ともに生きる　 　プロフェッショナル どんな絶望にも、光はある　 　 ��

 　渡辺謙アメリカを行く　 　 ��

● 情報　 　人工知能 天使か悪魔か ２０１７　 　 ��

● 防災　 　“夢の丘”は危険地帯だった　 　 ��

● 学ぶ楽しさ　 　世紀の発見！日本の巨大恐竜　 　 ��

貸し出し番 組一覧 （���タイトル、新規��タイトル）

番 組活用のポイントと学習展開例

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����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

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。

● 迫力のある映 像を
　 教室で

・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��本程度を新しく追加しています。

● 貸し出し番 組は
　 � ��タイトル

番組は大きく�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。
● �つのカテゴリー

平和 キャリア ともに
生きる 情報 防災 環境 学ぶ

楽しさ

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

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

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

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

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

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

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

・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/
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条件・規約

貸し出し条件

利用枚数・期間

送料

利用規約

1. 学校での、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）です。

3. 実際に利用する教員の方が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。

・1回（1人）につき、3枚までの貸し出し。（同一タイトル複数枚も可）

・貸し出し期間、最大1か月。

1. 利用は学校での教育活動に限定し、学校教育以外の利用はいかなる理由でも認めません。校外活動での利用は可能です。

2. 利用報告書の提出が必須です。

3. コピーは厳禁します。DVDにはコピーガードをかけています。

4. 送料は利用者負担です。DVD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、以後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、責任はすべて申し込み者が負うものとします。

※『ふしぎがいっぱい』の利用終了日は、利用を開始した学期の末日（7月、12月、3月の各25日）です。
詳しくはP.31をご覧ください。

※単品との同時貸し出しも可能です。

その他、ご不明な点は「よくある質問」（P.12）へ

・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。

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。

単品

セット

DVDの貸し出しは無料です
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申し込みから返却までの流れ
１．DVDを選ぶ

2．申し込む

3．在籍確認・貸し出し可否のご連絡

4．受け取る

5．返却する

お問い合わせ先

ガイドブックP.14〜33には貸し出し番組のリストを載せています。
また、ホームページには全貸し出し番組の内容紹介の他に、学習展開例やおすすめのタイトル、
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。

利用開始日の1か月前から受け付けています。
 ホームページ www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/ 上のメールフォームから送信
 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.62〜P.63を使い、
 必要事項をもれなく記入して、事務局にFAXしてください（03-3462-7932）。
※電話での申し込みは受け付けていません。

初めての申し込みの方には、事務局から学校に電話して在籍確認をします。
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。

利用開始日までに、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。
※事務局での受け渡しは行っていません。

利用終了日必着で、下記を同封して事務局宛にご返却ください。
・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。返却が遅れる場合は必ず事務局までご連絡ください。
連絡なく返却が遅れた場合は、以後のご利用をお断りすることがあります。

NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局
TEL&FAX：03-3462-7932　平日10：00〜18：00（土・日・祝日・年末年始の受付・発送業務はしていません）
www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

メール
FAX
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よくある質問

▶　利用方法について

▶　延長について

Q.	 発送から到着までどれくらいの日数がかかりますか。
A.  基本的には発送から中1日で届きますが、天候や配達状況により2〜3日かかる場合もあります。

Q.	 いつから申し込めますか。
A.  申し込みは、利用開始日の1か月前から受け付けています。
 申し込みが集中して在庫がなくなる時期がありますので、お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. 何回でも利用可能です。

Q.	 利用期間中、DVDの追加申し込みは可能ですか。
A. DVDの追加申し込みは受け付けていません。
 借り出し中のDVDを返却の後、あらためてお申し込みください。

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、他にも利用ご希望の方がいらっしゃいますので、必要最小限の数でお願いします。

Q.	 	全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。
 ご希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、公民館などの社会教育施設や学習塾、営利目的でのご利用はできません。

Q.	 	NHKの放送局でDVDを受け取ったり、自宅へ発送してもらったりすることは可能ですか。
A.  事務局（東京・渋谷区）から学校への発送のみです。

Q.	 貸し出し期間の延長はできますか。
A.  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到着から利用終了日1週間前までの間に、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。
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▶　番組について

▶　視聴について

▶　ホームページ	 www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/ 	について

▶　その他

Q.	 事前試聴はできますか。
A.  大部分の番組は、最寄りの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。  

視聴できる時間帯は放送局ごとに異なりますので、各放送局にお問い合わせになるか、  
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.  貸し出ししているのは、「教育目的」として権利者に許諾を得た番組のみです。  

番組一覧に掲載されている番組以外の貸し出しは一切できません。

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。

Q.	 	学習展開例や番組活用例をプリントアウトできますか？
A.  学校での授業など、教育活動に利用する場合に限り、プリントアウトできます。  

それ以外の目的でのプリントアウトはご遠慮ください。

Q.	 パソコンで閲覧できるコンテンツは、スマートフォンで同じように閲覧できますか？
A.  表示は異なるところもありますが、基本的には同じコンテンツをスマホでも閲覧できます。  

（2019年4月より）

Q.	 メールフォームから申し込みましたが、受付完了メールが届きません。
A.  こちらからの受付完了メールの自動送信はしていません。

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.	 	ガイドブックをお送りしますので、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
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平和 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。

★P.35

★P.56

★P.34

★P.56

ラインアップ一覧 
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

明日世界が終わるとしても
核なき世界へ� �
“ことば”を探し続ける～在外被爆
者　サーロー節子～

史上初の核兵器禁止条約が国連で討議・
採択された2017年、カナダ在住の被爆
者・サーロー節子さんは国連で2回演説
を行った。広島で13歳で被爆、大学卒業
後アメリカに留学、以来英語で被爆体験
を語り続けてきた。「日本は加害者では」
との批判や無関心に直面しながら、少し
でも相手に伝わる「ことば」を探し続けて
きた半生だった。核なき世界を訴え続け
るサーローさんの日々を記録する。

２０１７年８月１２日　４９分

その時　歴史が動いた
シリーズ日本降伏　前編
焦土に玉音が響いた～8月15日・終
戦決定までの道程～

1945年8月15日、終戦の詔勅を伝える玉
音放送で、日本は大きく歴史の舵を切っ
た。しかし、ポツダム宣言受諾を決め、そ
れを玉音放送で国民に知らせるまでに、
日本の指導者たちは「国体護持」など受
諾条件をめぐり延々と議論を続け、その
間も空襲、原爆投下、ソ連の参戦などで
犠牲は拡大し続けた。終戦の決断に至る
経緯を振り返り、そこから浮き彫りになる
指導者たちの問題点を探る。

２００８年９月３日　４３分

BS1スペシャル（2本で1タイトル）
ペリーの道
～元米国防長官の警告～��前後編

アメリカの元国防長官ウィリアム・ペリー
は、「核なき世界」の実現を強く訴えてい
る。その背景には、終戦直後に見た東京や
沖縄の惨状、米ソの核軍拡競争の内幕を
知ったこと、核戦争寸前まで行ったキュー
バ危機に当事者として関わったことがあ
る。氏への長時間インタビューに基づく番
組、前編では1994年の国防長官就任まで、
後編では、ロシア・ウクライナと協力して成
し遂げた核軍縮、1990年代の北朝鮮の核
開発への対応、そして世界の現状への危
機感と次世代への願いが語られる。

２０１８年３月２日　５０分＋４９分

NHKスペシャル
スクープドキュメント　沖縄と核

1972年まで、アメリカ統治下の沖縄には
核兵器が配備されていた。1950年代、本
土の基地の移転と併行して、核基地とし
ての機能も強化されたのである。冷戦下
で東西両陣営の緊張が高まるたびに、沖
縄は最前線として緊迫した状況に置か
れ、さらに訓練中に重大事故も起きてい
た。公開された機密資料と元兵士の証言
から、アメリカの世界最大級の核拠点と
されていた沖縄の実態を明らかにする。

２０１７年９月１０日　５０分

【広島】
NHK特集
これがヒロシマだ
原爆の絵アメリカを行く
１９８２年６月７日　４９分

【広島】
NHK特集
きみはヒロシマを見たか
～広島原爆資料館～
１９８２年８月６日　７８分

【広島】
NHK特集
夏服の少女たち
～ヒロシマ・昭和20年8月6日～
１９８８年８月７日　５０分

【広島】
NHKスペシャル
ヒロシマに一番電車が走った
～300通の被爆体験手記から～
１９９３年８月６日　５５分

\ おすすめ /

NHKスペシャル
アニメドキュメント　あの日、僕ら
は戦場で�～少年兵の告白～

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。

２０１５年８月１１日　７３分
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ラインアップ一覧 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

【広島】
NHKスペシャル
原爆投下　10秒の衝撃
１９９８年８月６日　５９分

【広島】
NHKスペシャル
サダコ～ヒロシマの少女と20世紀～
１９９９年８月６日　７４分

【広島】
NHKスペシャル
オ願ヒ　オ知ラセ下サイ
～ヒロシマ・あの日の伝言～
２０００年８月６日　４９分

【広島】
NHKスペシャル
原爆の絵
～市民が残すヒロシマの記録～
２００２年８月６日　５８分

【広島】
NHKスペシャル
きのこ雲の下で
何が　起きていたのか
２０１５年８月６日　６５分

【広島】
おはなしのくに
いわたくんちのおばあちゃん
２００９年８月１８日　１５分

【広島】
明日世界が終わるとしても
核なき世界へ“ことば”を探し続ける
～在外被爆者　サーロー節子～
２０１７年８月１２日　４９分

【長崎】
NHKスペシャル
その時私は母の胎内にいた
～長崎・原爆学級～
２００３年９月２６日　５６分

【長崎】
NHKスペシャル
赤い背中
～原爆を背負い続けた60年～
２００５年８月９日　５２分

【長崎】
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～
２０１５年８月９日　４９分

【長崎】
特集番組
長崎の鐘は鳴り続ける
２０００年８月７日　４３分

【長崎】
特集番組
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～
２００１年８月９日　４４分

【長崎】
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９月１２日　５９分

【沖縄】
NHKスペシャル
沖縄・戦場の記憶
１９９７年８月１５日　５９分

【沖縄】
NHKスペシャル
沖縄　よみがえる戦場
～読谷村民2500人が語る地上戦～
２００５年６月１８日　５２分

【沖縄】
NHKスペシャル
アニメドキュメント　あの日、僕らは戦場で
～少年兵の告白～�
２０１５年８月１１日　７３分

【沖縄】
NHKスペシャル
スクープドキュメント　沖縄と核
２０１７年９月１０日　５０分

【沖縄】
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～
２００４年３月３１日　４３分

【沖縄】
にっぽん再発見　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～
２００５年１２月３日　４３分

【沖縄】
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
２００８年４月３０日　４３分

【沖縄】
みんな生きている
聞かせて　戦争のこと
２００８年９月２４日　１５分

【沖縄】
笑う沖縄　百年の物語
２０１１年６月１８日　５８分

【海外】
NHKスペシャル
“大地の子”を育てて
～中日友好楼の日々～
２００４年１２月５日　５２分

【海外】
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８月１４日　４９分

【海外】
世界・わが心の旅
中国　ありがとう屋根裏の日々
２０００年１月１５日　４４分

【海外】
その時　歴史が動いた
引き裂かれた村
～日米戦の舞台・フィリピン～
２００７年９月５日　４３分

【東京・その他】
NHKスペシャル
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～
２００５年８月１１日　５８分

【東京・その他】
NHKスペシャル
東京大空襲　583枚の未公開写真
２０１２年３月１８日　４９分

【東京・その他】
NHKスペシャル
少女たちの戦争
～197枚の学級絵日誌～
２０１４年８月１４日　４９分

【東京・その他】
その時　歴史が動いた
シリーズ日本降伏　前編
焦土に玉音が響いた
～8月15日・終戦決定までの道程～
２００８年９月３日　４３分

【東京・その他】
その時　歴史が動いた
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～
２００９年２月１８日　４３分

【東京・その他】
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～
２０１０年４月２５日　 ２５分

【東京・その他】
BS1スペシャル
ペリーの道
～元米国防長官の警告～��前後編
２０１８年３月２日　５０＋４９分
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キャリア
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。

仕事ハッケン伝
ワッキー×中華レストランチェーン
～涙のニラレバ物語～

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？

２０１１年５月１２日　４３分

仕事ハッケン伝
ピース又吉×コンビニ業界

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？

２０１１年６月９日　４３分

仕事ハッケン伝
安田大サーカス
クロちゃん×保育業界

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？

２０１１年５月２６日　４３分

仕事ハッケン伝
福田充徳×京都老舗料亭

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?!

２０１３年９月２６日　４８分

ラインアップ一覧 
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

仕事ハッケン伝
ワッキー×中華レストランチェーン
～涙のニラレバ物語～
２０１１年５月１２日　４３分

仕事ハッケン伝
博多華丸×IT企業
２０１１年５月１９日　４３分

仕事ハッケン伝
安田大サーカス
クロちゃん×保育業界
２０１１年５月２６日　４３分

仕事ハッケン伝
ピース又吉×コンビニ業界
２０１１年６月９日　４３分

仕事ハッケン伝
プロボクサー　内藤大助×宅配業
２０１１年６月１６日　４３分

仕事ハッケン伝
misono×ディスプレイ業
２０１１年６月３０日　４３分

仕事ハッケン伝
村井美樹×鉄道会社
２０１１年７月７日　４３分

仕事ハッケン伝
MEGUMI×花屋
 ２０１２年５月２４日　４３分

仕事ハッケン伝
森泉×動物救急病院
２０１２年９月１３日　４３分

仕事ハッケン伝
福田充徳×京都老舗料亭
２０１３年９月２６日　４８分

\ おすすめ /\ おすすめ /

\ おすすめ /\ おすすめ /
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『あしたをつかめ』
『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。

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

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…。

２０１３年６月２４日　２４分

あしたをつかめ
〜しごともくらしも〜
観光協会職員　白鳥由佳の場合

主人公は島根県・隠岐諸島の観光協会
職員。生まれも育ちも埼玉県の彼女は
Iターンして3年、ツアーの企画を練った
り、観光タクシーのパンフレットを作った
り、島の日常風景の写真をサイトにアッ
プしたり、“よそ者”の視点を生かして島の
魅力を伝えている。今回、初めての夜の
神社ツアーを企画、島の歴史にさらに深
く触れた。まったく縁のない離島での仕
事を選んだ意外な理由とは？

２０１３年４月１５日　２４分

あしたをつかめ　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
２００６年５月１日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
ケガも不安もふきとばせ！
スポーツトレーナー
２００７年５月２６日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
人と犬の幸せのために
ドッグトレーナー
２００８年７月１９日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
みっくん先生ただいま奮闘中　保育士
２００８年８月２日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
火花を散らす男たち　電車製造技術者
２００８年１０月４日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
笑顔を支えたい　介護福祉士
２００８年１０月１８日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
定時運航の立役者
グランドハンドリング
２００８年１０月２５日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
なくせ　交通事故　白バイ隊員
２００８年１１月１５日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
町の“動脈”守ります　水道局職員
２００９年２月７日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
つくる楽しさ伝えたい　図工教師
２００９年６月２日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
私はあきらめない　救命救急医
２００９年６月９日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
体の声を聴け　臨床検査技師
２００９年６月１６日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
真心で握れ　すし職人
２００９年７月２１日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
牛と農家のパートナー
産業動物獣医師
２００９年９月２２日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
一髪入魂　理容師
２００９年１２月２２日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
あなたの未来のために
キャリアコンサルタント
２０１０年２月１６日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
僕からテレビ買いませんか
家電販売員
２０１０年２月２３日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
宙高くジャンプ！　イルカトレーナー
２０１０年３月９日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
ヒット作への二人三脚　漫画編集者
２０１０年５月１４日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
アイデアをカタチに　CMプランナー
２０１０年８月６日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
たたいて�直せ！　自動車板金塗装工
２０１０年１１月１９日　２４分

あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑
情熱はみかん色　果物生産者
２０１０年１２月２４日　２４分

あしたをつかめ〜しごともくらしも〜
観光協会職員　白鳥由佳の場合
２０１３年４月１５日　２４分

あしたをつかめ　〜しごともくらしも〜
美容師　佐藤寛子さんの場合
２０１３年６月３日　２４分

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
２０１３年６月２４日　２４分

あしたをつかめ　〜しごともくらしも〜
スポーツ用品店　販売担当
岸あゆみさんの場合
２０１３年７月１日　２４分

あしたをつかめ　〜しごともくらしも〜
地方銀行　融資課
菅野洵子さんの場合
２０１３年１０月２１日　２４分

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
２０１４年３月１７日　２４分

プロフェッショナル　仕事の流儀
子供を鍛える、母の給食
管理栄養士　佐々木十美
２０１２年１月１６日　４８分

\ おすすめ /

ラインアップ一覧 
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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キャリア
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。

プロフェッショナル　仕事の流儀
子供を鍛える、母の給食
管理栄養士　佐々木十美

北海道置戸町の小中学校の管理栄養
士・佐々木十美は、全国で名高い“給食の
鬼”。1食250円ながら年間すべて異なる
献立。カレーなら19種のスパイスで作る
辛口の本格派で、食材は極力新鮮な地元
産。成長期に味覚を磨くため、嫌われる
食材も避けず、魚も骨付きで出す。卒業
生たちが今も忘れず、食生活の基準にす
る“日本一の給食”。引退直前に新人に伝
えるその技・信念・給食観とは？

２０１２年１月１６日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
世紀の大工事、“城”を曳く
曳家職人　石川憲太郎

曳家（ひきや）とは、建物を解体せずその
まま移動させる伝統的な土木工法だ。高
齢化で職人が減る中、若手エキスパート
の石川憲太郎が、倒壊の危険がある国の
重要文化財・弘前城天守を移動させるこ
とになった。約400トンの天守を4か月か
けて70m動かす大事業である。石川は建
物や地盤の状態を周到に見極めて着手
したが、腐食した土台、ずれた柱、重すぎ
る扉など悪条件が重なる…。

２０１５年１１月１６日　４８分

\ おすすめ / \ おすすめ /

\ おすすめ /

\ おすすめ /

プロフェッショナル　仕事の流儀
あたり前が一番むずかしい
パティシエ　杉野英実

パティシエ（菓子職人）の杉野英実は、東
京・京橋の小さな店で1日12時間立ちっ
ぱなしで菓子を作り続ける。世界コン
クールで日本人初のグランプリを受賞、フ
ランスの料理界でも高名な巨匠でありな
がら、派手な宣伝やデパート出店もしな
い。「一生かけてやれることは一つ、人を
幸せにする菓子を作りたい」と、素材の仕
込みにも細心の注意を払う根っからの職
人である。渾身のクリスマスケーキ作りに
挑む杉野に密着した。

２００６年１月２４日　４３分

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

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。

２０１４年６月２３日　４８分

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

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。

２０１５年６月１日　４８分

にんげんドキュメント
大人ってすごい！
～１４歳の職場体験～

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？

２００５年１２月１６日　４３分
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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～
２００１年５月２２日　４３分

プロジェクトX　挑戦者たち
厳冬　黒四ダム～断崖絶壁の難工事～
２００２年６月２５日　４３分

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～
２００２年１０月１５日　４３分

プロジェクトX　挑戦者たち
日米逆転！コンビニを作った素人たち
２００２年１２月３日　４３分

プロジェクトX　挑戦者たち
男たちの復活戦
デジタルカメラに賭ける
２００４年６月２２日　４３分

プロフェッショナル　仕事の流儀
あたり前が一番むずかしい
パティシエ　杉野英実
２００６年１月２４日　４３分

プロフェッショナル　仕事の流儀
医者は人生を手術する
脳神経外科医　上山博康
２００６年９月１４日　４３分

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
２００６年１１月３０日　４４分

プロフェッショナル　仕事の流儀
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
２００８年４月１日　４４分

プロフェッショナル　仕事の流儀
腕一本、それが男の生きる道
へら絞り職人　松井三都男
２００９年１月６日　４３分

プロフェッショナル　仕事の流儀
人間、死ぬまで勉強
料理人　西健一郎
２００９年２月２４日　４４分

プロフェッショナル　仕事の流儀
誇りと夢は、自らつかめ
農業経営者　木内博一
２００９年６月２日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
闘いの螺旋、いまだ終わらず
漫画家　井上雄彦
２００９年９月１５日　５８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
サラリーマンは、スジを通せ
鉄道ダイヤ作成　牛田貢平
２０１０年２月２日　４８分

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
２０１０年１１月１日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
子供を鍛える、母の給食
管理栄養士　佐々木十美
２０１２年１月１６日　４８分

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
２０１４年６月２３日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
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
２０１４年１０月６日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
開拓せよ、最強の一本釣り
カツオ漁師　明神学武
２０１４年１１月１０日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
“就活”徹底応援SP
２０１５年３月３０日　４８分

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
２０１５年６月１日　４８分

プロフェッショナル　仕事の流儀
世紀の大工事、“城”を曳く
曳家職人　石川憲太郎
２０１５年１１月１６日　４８分

にんげんドキュメント
大人ってすごい！
～14歳の職場体験～
２００５年１２月１６日　４３分

オトナヘノベル
ブラックバイト
～あなたは　大丈夫？～
２０１５年５月７日　２９分

\ おすすめ /

\ おすすめ /

ラインアップ一覧 
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

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～

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。

２００１年５月２２日　４３分

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～

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…」

２００２年１０月１５日　４３分
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ともに生きる
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。

仕事ハッケン伝
森泉×動物救急病院

芸能界屈指の動物好き・森泉が、大都会
の動物救急病院で動物看護師を体験。
24時間休むことなく1日100件もの診察
を行う病院には、ケガ、腫瘍、腎臓病、熱
中症などさまざな症状の動物がやってく
る。床ずれのできた老犬の介護や、交通
事故で両足を失った野良猫のリハビリも
…。動物たちの食事作り、健康チェック、そ
して連続夜勤に挑む森の前に、感動的な
命のドラマが繰り広げられる！

２０１２年９月１３日　４３分

プロフェッショナル　仕事の流儀
どんな絶望にも、光はある
自殺対策NPO代表　佐藤久男

長年自殺率ワースト1だった秋田県はこ
こ10年で自殺者が半減した。その立役者
が命の相談員・佐藤久男。彼のもとには、
経済的な事情や病気などで自殺を考え
る人々が駆け込んでくる。佐藤はあえてア
ドバイスせずに苦しみを一つ一つ吐き出
させ、相談者の言葉の中から問題解決の
手段を探る。そしてさまざまな分野の専
門家につなぐのだ。「秋田モデル」と呼ば
れる佐藤の取り組みを紹介する。

２０１６年５月９日　４８分

NHKスペシャル
ばっちゃん
～子どもたちが立ち直る居場所～
２０１７年１月７日　４９分

課外授業　ようこそ先輩
戦争を学ぶ　命を考える
国境なき医師団・貫戸朋子
１９９９年４月２５日　４２分

課外授業　ようこそ先輩
スペシャル
17歳。戦争を学ぶ　命を考える
２００３年８月３日　５５分

ＥＴＶ特集
小さき命のバトン
２０１５年４月２５日　５９分

仕事ハッケン伝
森泉×動物救急病院
２０１２年９月１３日　４３分

プロフェッショナル　仕事の流儀
どんな絶望にも、光はある
自殺対策NPO代表　佐藤久男
２０１６年５月９日　４８分

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～
２００１年２月７日　４３分

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～
２００６年７月１２日　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～
２００８年３月２４日　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
２０１１年７月２２日　４８分

みんな生きている
いっしょにがんばるよ
２００５年２月７日　１５分

みんな生きている
ようこそ！赤ちゃん
２００６年４月１１日　１５分

みんな生きている
命の恵みをいただきます
２００６年６月２７日　１５分

みんな生きている
みんなでいっしょに奏でよう
２００６年１０月１０日　１５分

みんな生きている
クラスメートは64才
２００７年６月２６日　１５分

みんな生きている
捨てられる命
２００８年４月２３日　１５分

みんな生きている
ボクとともだちになって
２００８年６月１１日　１５分

みんな生きている
わたしのカムイユカラ
２００８年１１月５日　１５分

みんな生きている
いじめをなくすには
２００８年１１月１９日　１５分

さわやか3組
おばあちゃんと人形
２００５年１月１４日　１５分

ラインアップ一覧 
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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ともに生きる
共生

「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。

その時　歴史が動いた
神々のうた　大地にふたたび
～アイヌ少女・知里幸恵の闘い～

明治時代、新政府が北海道開拓を進める
中、アイヌ民族は差別され、生活の場と
固有の文化を失っていった。そんな中、ア
イヌの少女・知里幸恵は、民族の復権を
めざして立ち上がる。語り聞かされてきた
アイヌの神話・伝承を『アイヌ神謡集』と
いう本にまとめたのだ。しかし完成直前、
彼女を重病が襲う…。アイヌ文化を通し
て人間の本当の豊かさとは何かを問い
かけた知里幸恵の闘いを描く。

２００８年１０月１５日　４３分

BS1スペシャル
平和の使節を“世界の記憶”に
～朝鮮通信使　登録への道～

江戸時代に朝鮮から日本を訪れた朝鮮
通信使の資料群が2017年、ユネスコの

「世界の記憶」に選定された。日韓が民
間レベルで12回もの会合を重ねての共
同提案だったが、歴史認識の違いから激
しい議論となり、企画自体が挫折する危
機もあった。それを乗り越え、「2世紀にわ
たる平和構築と文化交流」をアピールし
てゆく過程を会議の録音からたどり、国
際的な相互理解について考える。

２０１８年１月２１日　４８分

渡辺謙アメリカを行く
“9・11テロ”に立ち向かった日系人

2001年の同時多発テロ直後、アメリカで
はアラブ系の人々への偏見・差別が高
まった。しかし時の運輸長官ノーマン・ミ
ネタは、アラブ系イスラーム教徒に対する
空港での荷物チェックなど、人種による
選別・差別を厳禁した。太平洋戦争中、日
系2世として強制収容された経験からで
ある。イスラーム差別に抗して行動する
日系人たちを俳優・渡辺謙が訪ね、自由・
平等・人権について考える。

２０１１年８月１５日　７３分

道徳ドキュメント
キミならどうする？
ちがうことを　ふつうに

中谷全宏さんは、顔に大きなアザがある
ため幼稚園のころからいじめられてい
た。小学校・中学校と孤立感は深まり、自
殺さえ考えたという。しかし、ある本との
出会いから徐々に人生が開き始める。そ
して、38歳になった中谷さんは、積極的
に人前に出ようとするまでになった。偏見
によるいじめ・差別の悲惨さを描くととも
に、それに悩みながらも前向きに生きる
人たちの姿を描く。

２０１１年５月２７日　１５分

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～
２０１３年８月２５日　４９分

探検バクモン
ハンセン病を知っていますか
２０１５年６月１０日　２５分

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（1）
２０１３年１月１８日　５０分

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（2）
２０１３年１月１９日　４９分

BS1スペシャル
平和の使節を“世界の記憶”に
～朝鮮通信使　登録への道～
２０１８年１月２１日　４８分

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～
２００８年４月１６日　４３分

その時　歴史が動いた
神々のうた　大地にふたたび
～アイヌ少女・知里幸恵の闘い～
２００８年１０月１５日　４３分

渡辺謙アメリカを行く
“9・11テロ”に立ち向かった日系人
２０１１年８月１５日　７３分

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

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
２０１６年１２月７日　２９分

ハートネットＴＶ
シリーズ「暮らしと憲法」　第1回　女性
２０１７年１月４日　２９分

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
２００９年１０月４日　２９分

ラインアップ一覧 
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

★P.43
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道徳ドキュメント　人とつながる
いらなくなったルール
２００６年３月３０日　１５分

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

道徳ドキュメント　人とつながる
みんなでいっしょに
２００７年７月２４日　１５分

道徳ドキュメント　人生はチャレンジだ
自分の仕事を見つけるまで
２００９年１２月２日　１５分

道徳ドキュメント　キミならどうする？
なにを優先するの？優先席
２０１０年２月１０日　１５分

道徳ドキュメント　キミならどうする？
ちがうことを　ふつうに
２０１１年５月２７日　１５分

道徳ドキュメント　人とつながる
家族ではないけれど
２０１１年６月１０日　１５分

道徳ドキュメント　人とつながる
男らしさ、女らしさって何？
２０１５年３月６日　１５分

中学生日記
いじめなくしたい!PROJECT　決意（前編）
２００７年２月１９日　２９分

中学生日記
いじめなくしたい!PROJECT　決意（後編）
２００７年２月２６日　２９分

ともに生きる
共生

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

わたしが子どもだったころ
政治学者　姜尚中
２００７年１０月１７日　４４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～
２００９年７月１５日　４３分

花影忍法帳　コミ☆トレ
ねらわれたお頭
～わかりやすく伝えよう～
２００９年１１月２日　１５分

花影忍法帳　コミ☆トレ
忍びよる悪の手
～する前に考えよう～
２０１０年１月４日　１５分

花影忍法帳　コミ☆トレ
おいしい修行に気をつけろ
～心をおちつける～
２０１０年５月２４日　１５分

時々迷々
クラスの旗
２０１０年６月９日　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～
２０１３年７月２７日　２９分

道徳ドキュメント　人とつながる
男らしさ、女らしさって何？

同性愛や、体と心の性が異なる「性別違和」
などの性的マイノリティーの人たちは20人
に1人いるとされるが、社会に正しい知識が
普及していないことから、いじめや暴力を受
ける、不登校、自殺願望などの例が少なく
ない。番組では、「セクスチェンジデー」で男
女の服を取り替えて「当たり前」を問い直し
た高校、性別違和の生徒の生き方を認め
た中学校、同性愛を親に告白した高校生、
性的マイノリティーの人たちの催しなどを
取材、皆が「自分らしく」生きる道を考える。

２０１５年３月６日　１５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～

横浜市のいちょう団地にはベトナム、カン
ボジア、ラオスなどアジア各地から来た
人々が多く暮らす。しかし、日本で生まれ
育った子供たちは、親たちが祖国でどん
な体験をしてきたのか、自分がなぜ日本
にいるのかをよく知らない。一方で親たち
は、わが子が日本語を話し、「日本人」に
なってゆくのを複雑な思いで見守ってい
る。自分のルーツに思いをはせながら将
来を考え始めた子供たちを見つめる。

２００９年７月１５日　４３分

\ おすすめ /

\ おすすめ /

ラインアップ一覧 
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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NHKスペシャル
人工知能　天使か悪魔か　2017

人工知能が次々に社会に進出している。
名古屋のタクシー会社では客がいる場
所を指示する人工知能を導入し、乗車率
が大きくアップした。さらに、退職の予兆
がある人を事前に察知したり、アメリカで
は犯罪者の再犯リスクを弾き出したりす
るなど、人間を評価するという分野にも
進出している。羽生善治が、進化をひた走
る人工知能が社会に何をもたらすのかを
改めて思索していく。

２０１７年６月２５日　４９分

BS1スペシャル
“フェイクニュース”を阻止せよ
～真実をめぐる攻防戦～

意図的な嘘のニュース＝フェイクニュー
スは、アメリカ大統領選挙でその害悪が
大きな問題となった。危機感を抱いたフ
ランスの新聞社リベラシオンは、フェイク
ニュースを検証するプロジェクトチーム
を立ち上げた。記事が出るとすぐに真実
か嘘なのかを調査、結果をネットに公開
するのだ。フランス大統領選がらみのフェ
イクニュースを摘発するチームに密着、
真実を伝える努力を追う。

２０１７年６月２４日　４９分

情報
情報リテラシー

「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。

NHKスペシャル
民族浄化
～ユーゴ・情報戦の内幕～
２０００年１０月２９日　４９分

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

NHKスペシャル
人工知能　天使か悪魔か　２０１７
２０１７年６月２５日　４９分

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１月３１日　３０分

BS1スペシャル
“フェイクニュース”を阻止せよ
～真実をめぐる攻防戦～
２０１７年６月２４日　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～
２００７年９月１６日　３０分

クローズアップ現代
コピペ～「ネットの知」とどう向き合うか～
２００８年９月１日　２６分

クローズアップ現代
数字のカラクリ・データの真実
～統計学ブームのヒミツ～
２０１３年７月３日　２６分

頭がしびれるテレビ
デジタルって何？
２０１２年４月３０日　２９分

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

週刊 ニュース深読み
つつぬけ？丸見え？
ネット時代の“個人情報”
２０１３年７月６日　４３分

週刊 ニュース深読み
JK（女子高生）があぶない
知ってほしいスマホの世界
２０１３年１０月２６日　４１分

スマホ・リアル・ストーリー　5本
２０１４年７月２８日〜８月１日
１０分×５回

オトナヘノベル
突然の“炎上”～そのとき�どうする！？～
２０１５年４月２日　２６分

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
２０１６年７月１１日　４８分

ラインアップ一覧 
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
表現

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。

課外授業ようこそ先輩
おしゃべりマジックで強くなろう

とぼけたギャグが持ち味のマジシャン・マ
ギー司郎が母校・茨城県下館の養蚕小
学校で、「マジックをしながら自分のだめ
なところを表現して、笑いをとろう」と後
輩にうながす。「劣等生だった自分はそ
うやって個性的なマジシャンになれたの
だ」と言う。発表の日、緊張してせりふを
忘れてしまう子にマギーは、「途中で止め
なかったのはえらい」と優しく励ます。そ
の結果はまさにマジック！

２００４年５月２３日　３２分

課外授業ようこそ先輩
おしゃべりマジックで強くなろう
２００４年５月２３日　３２分

課外授業　ようこそ先輩
伝わる地図を描く
２００７年４月１４日　２９分

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
２０１１年５月２１日　３０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
２０１３年３月９日　２３分

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～
２０１２年７月２日　２６分

スーパープレゼンテーション
プレゼンの名手登場！
２０１２年４月２日　２４分

スーパープレゼンテーション
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
２０１３年１０月１４日　２４分

伝える極意
ありがとう！の気持ちが伝わるように
～お礼状～
２００８年３月３１日　１５分

伝える極意
1分間で思いを伝える
～スピーチ～
２００８年４月２２日　１５分

伝える極意
感想がスラスラ書ける
～感想文～
２００８年６月２４日　１５分

伝える極意
聞きたいことを聞き出すために
～インタビュー～
２００８年９月３０日　１５分

伝える極意
限られた文字数で事実を伝える
～新聞～
２００８年１０月２１日　１５分

伝える極意
ポスターを作ろう！
～キャッチコピー～
２００８年１２月２日　１５分

伝える極意
わかりやすいプレゼン
～プレゼンテーション～
２００９年２月１７日　１５分

体験！メディアのABC
アップとルーズ
２００１年４月２３日　１５分

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

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！

２０１１年５月２１日　３０分

\ おすすめ /

ラインアップ一覧 
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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防災 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。

NHKスペシャル
“夢の丘”は危険地帯だった
～土砂災害　広島からの警告～

2014年8月、広島市で豪雨による土砂災
害が同時発生、74人が亡くなった。被災し
たのは主に、高度経済成長期以降に谷筋
に開発された住宅地。夢のマイホームが
土石流に襲われ、宅地開発の危険が浮か
び上がった。開発はどのように進んだの
か、危険性は認識されなかったのか、何
が被害を拡大させたのか、再発は防げる
のか…全国に共通する土砂災害の危険
性を、被災地の取材から考える。

２０１４年１０月３１日　４９分

ETV特集
忘却に抗う～福島原発裁判・
原告たちの記録～

福島第一原発の事故は、7年を経ても被
災者に大きな影を落としている。地元の
魚を扱えないスーパー、父親が自殺した
農家、放射能汚染された新築の自宅、離
婚して遠く沖縄に転居した女性…事故は、

「愛する故郷で、地元の産物を糧に平穏
に暮らす」という当たり前の人生を変えて
しまった。国と東電の責任を問う集団訴
訟の原告たちの現状と肉声から、事故後
長期にわたる被害の実態を描く。

２０１８年３月１０日　５９分

NHKスペシャル
果てなき苦闘
巨大津波　医師たちの記録

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。

２０１１年７月２日　５０分

サイエンスZERO
大火災に備えよ！消防技術最前線

年間4万件もの火災が発生している日
本では今、消防の研究が進み、画期的な
新技術が次々生まれている。石油コンビ
ナートや住宅密集地での巨大火災に対
応するため、消防庁は人工知能を使った
世界初のロボット消防システムを開発。
また、建物内の火災に有効な、特殊な「空
気」で消火する消防車も開発された。さら
に、お酢を使った新タイプの家庭用消火
器まで、消防技術の最前線を紹介する。

２０１７年７月２日　３０分

証言記録　東日本大震災
第60回　岩手県大船渡市
町よ甦れ！　ガレキとの総力戦

東日本大震災の大津波で、岩手県大船渡
市はガレキに覆い尽くされた。その処理
のためガレキをセメントに再生する案が
出されたが、肝心の地元のセメント工場
は大破、電気も停まっていた…。震災の
経験を持つ大阪の廃棄物処理業者、地元
の建設業者、セメント工場、そして市民が
連携し、唯一残った焼成炉で遂に世界初
のプロジェクトを成功させる。ガレキによ
る被災地復興、感動の記録。

２０１７年１月２９日　４３分

\ おすすめ /

\ おすすめ /

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～

2014年9月の御嶽山噴火は60人を超え
る死者・行方不明者を出し、火山の猛威
を見せつけた。番組では、生還した登山
者からの映像と証言で、噴火の実態、高
速で落下する噴石の危険を明らかにす
る。いつ発生するか分からない噴火にど
う備えるのか、登山者でにぎわう山々で
緊急時に命を守るにはどうすればいいの
か…御嶽山噴火から火山防災を考える。

２０１４年１０月３日　２５分

★P.60

★P.49★P.48

★P.49
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防災

課外授業 ようこそ先輩
記事にしよう　未来のふるさと
石巻日日新聞　武内宏之
２０１２年７月１６日　２３分

クローズアップ現代
子どもたちが綴った大震災
２０１１年６月２３日　２６分

クローズアップ現代
首都直下�震度7の衝撃～どう命を守るか～
2012年4月19日　26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～
２０１１年５月１５日　８９分

ETV特集
忘却に抗う～福島原発裁判・
原告たちの記録～
２０１８年３月１０日　５９分

アインシュタインの眼
津波TSUNAMI～迫り来る水の恐怖～
２０１０年６月６日　４４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～
２０１１年９月１９日　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
２０１２年３月１１日　５０分

NHKスペシャル
被曝治療83日間の記録
～東海村臨界事故～
２００１年５月１３日　４９分

NHKスペシャル
汚された大地で
～チェルノブイリ20年後の真実～
２００６年４月１６日　４９分

NHKスペシャル
防災力クライシス
そのとき被災者を誰が救うか
２０１１年１月１７日　４９分

NHKスペシャル
巨大津波　“いのち”をどう守るのか
２０１１年５月７日　７３分

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

NHKスペシャル
巨大津波が都市を襲う
～東海・東南海・南海地震～
２０１１年９月１日　４９分

NHKスペシャル
“夢の丘”は危険地帯だった
～土砂災害　広島からの警告～
２０１４年１０月３１日　４９分

課外授業 ようこそ先輩
火山はすごい！　火山学者　鎌田浩毅
２００９年２月８日　２９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
２０１２年８月２６日　３０分

サイエンスZERO
大火災に備えよ！消防技術最前線
２０１７年７月２日　３０分

証言記録　東日本大震災
第14回　宮城県南三陸町
～高台の学校を襲った津波～
２０１３年２月１７日　４３分

証言記録　東日本大震災
第36回　福島県新地町
津波は知っているつもりだった
２０１４年１２月１４日　４３分

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～
２０１５年２月２２日　４３分

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
２０１６年１２月４日　４３分

証言記録　東日本大震災
第60回　岩手県大船渡市
町よ甦れ！　ガレキとの総力戦
２０１７年１月２９日　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～
２０１４年１０月３日　２５分

ラインアップ一覧 
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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環境 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。

サイエンスZERO
ウナギはどこへ行った？

食材としてなじみ深いウナギは、最近ま
で産卵場所も稚魚の食物も不明だった。
判明した生まれ故郷は日本から2500km
も離れたグアム島沖。稚魚はそこから、
フィリピン沖を経て半年かけて日本へ
やってくるのだ。しかし最近産卵場所がわ
ずかに南へずれ、稚魚は黒潮に乗れず多
くが死んでしまうようになった。日本に着
いても、川に大問題が…。ウナギ激減の
背景と完全養殖の試みを紹介する。

２０１２年８月１９日　３０分

キミたちの未来　僕たちの選択
〜時任三郎
世界エネルギーの旅〜

脱原発を決断したドイツ、自然エネルギー
100％を目指すデンマーク、世界初の核
廃棄物処理に挑むフィンランドを俳優・時
任三郎が訪ねるエネルギー問題のリポー
ト。地域で自前の電力会社を設立した女
性、厄介な強風を電力資源に変えた経済
学者など変革の主役たちに話を聞き、地
下400mに作られた核廃棄物の最終処分
場を訪ねる。『地球イチバンミニ』はデン
マーク・ロラン島の風力発電を紹介。

２０１２年４月３０日・２０１２年１１月２３日
４３＋９分

サキどり↑
電気をためて暮らしを変える！
“蓄エネ”最前線

太 陽 光や風 力 などの再 生 可 能エネル
ギーはここ数年大きく普及が進んでいる。
その一方、送電線不足や発電量の変動の
大きさなどが原因で、作った電気が活用
できない状況も生まれている。そこで注
目されているのが、大量に発電した電気
を蓄えておく「蓄エネルギー技術」。曲が
り角に立つ再生可能エネルギーの普及
の起爆剤となるか、蓄電池や水素燃料生
産など「蓄エネ」技術の最前線を探る。

２０１６年７月１０日　３０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～

明治後半、栃木県足尾銅山の鉱毒が渡
良瀬川に流れ込み、農漁業に大きな被害
を出した。地元選出の代議士・田中正造
は農民とともに立ち上がり、問題を国会
で取り上げたが、富国強兵を優先する政
府は被害農民を弾圧する。田中は議員を
辞職、1901年12月10日、明治天皇に直訴
に及んだ。世論は沸騰し、被害民救済の
運動が一気に盛り上がる。直訴に至るま
での田中正造の生涯、そして事件のその
後を描く。

２００２年２月２０日　４３分

NHKスペシャル
気候大異変　第1回　異常気象
地球シミュレータの警告
２００６年２月１８日　５１分

NHKスペシャル
気候大異変　第2回
環境の崩壊が止まらない
２００６年２月１９日　５２分

NHKスペシャル
サンゴの悲鳴が聞こえるよ
２００８年９月８日　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～
２００２年２月２０日　４３分

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７月２１日　４３分

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～
２００９年１月２８日　４３分

ティーンズTV　地球データマップ
汚染される惑星
２００６年４月４日　２０分

ティーンズTV　地球データマップ
滅びゆく野生生物
２００６年７月１３日　２０分

ティーンズTV　地球データマップ
どうする大量消費社会
２００７年１１月８日　２０分

ど〜する？地球のあした
川はゴミ箱!?
２００７年９月２７日　１５分

ど〜する？地球のあした
海のゴミから地球が見える
２００８年４月９日　１５分

ど〜する？地球のあした
二酸化炭素はなぜ増える？
２００８年５月１４日　１５分

ラインアップ一覧 
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

★P.52

★P.51

★P.50



NEW： ����年度の新規追加番組 \ おすすめ /： 利用数の多い番組 ★P.��： 「活用のポイント」掲載ページ28

サイエンスZERO
ウナギはどこへ行った？
２０１２年８月１９日　３０分

サイエンスZERO
海の森が消える！
“海底砂漠化”のミステリー
２０１３年４月２１日　３０分

サイエンスZERO
最新報告！どうなる地球温暖化
２０１３年１１月２４日　３０分

サイエンスZERO
待ったなし！
地球温暖化対策　最前線
２０１４年３月２３日　３０分

サイエンスZERO
最新報告
チェルノブイリと福島　～環境編～
２０１７年３月１９日　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～
２０１４年５月１５日　２６分

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！
２０１２年６月３日　２８分

キミたちの未来　僕たちの選択
〜時任三郎　世界エネルギーの旅〜
２０１２年４月３０日・２０１２年１１月２３日
４３＋９分

サキどり↑
電気をためて暮らしを変える！
“蓄エネ”最前線
２０１６年７月１０日　３０分

環境

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～

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。

２００９年１月２８日　４３分

サイエンスZERO
最新報告！どうなる地球温暖化

2013年に発表された地球温暖化に関す
るIPCCの最新報告では、厳しい未来予想
が示された。何も対策を行わなければ、
今世紀末には最大で世界の平均気温が
4.8℃、海面が82cm上昇、豪雨や干ばつ
が増えるというのである。さらに、気温が
ある「しきい値」を超えると、気温上昇が
止まっても陸上の氷の融解は止まらな
いという。番組は、地球全体での海洋の
水温調査、極端現象と温暖化との関係な
ど、温暖化研究の最前線に迫る。

２０１３年１１月２４日　３０分

ラインアップ一覧 
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

\ おすすめ / \ おすすめ /

\ おすすめ / \ おすすめ /

クローズアップ現代
急増する野生動物被害
～拡大の実態～

全国でサルやシカなどの野生動物が急増
して分布域を拡げ、被害が深刻になって
いる。近年の農作物被害は年間220億円
以上。本来人間を恐れるはずの野生動物
が凶暴化して住民を襲う事態も起きてい
る。激増の背景としては、過疎化や狩猟
者の減少だけでなく、糖度や栄養価の高
い農作物や、道路の凍結防止剤の影響も
指摘されている。人間社会に押し寄せる
野生動物の実態に迫る。

２０１４年５月１５日　２６分

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！

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。

２０１２年６月３日　２８分
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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。

NHKスペシャル
世紀の発見！日本の巨大恐竜

近年、日本で恐竜の化石が続々と発見
されている。そんな中、北海道むかわ町
で大発見があった。全長8mもの大型恐
竜「むかわ竜」のほぼ全身の骨格が見つ
かったのだ。番組では、14年をかけて全
身の発見に至った化石愛好家や地元学
芸員のドラマ、大がかりな発掘とクリーニ
ング作業、CGで復元したむかわ竜の姿、
共に出土した化石から推測される滅亡の
原因など、むかわ竜のすべてに迫る。

２０１７年５月７日　４９分

サイエンスZERO
カガクの“カ”＃1
旬！な現場に潜入

旬な科学の現場を取材した特集。第1は、
日本の土木施設の老朽化対策に開発さ
れたレーザー技術。ある工夫で橋などの
さびを短時間で除去、寿命を大幅に伸ば
す！第2は、日本初の国際的地質年代名と
して審査中の千葉の地層・チバニアン。分
析の結果、約77万年前の地磁気逆転の
際、1万年間も地磁気が弱まったことが判
明した。しかし、その時期の花粉やプラン
クトンからは意外な事実が…？

２０１８年４月１５日　３０分

大人のピタゴラスイッチ
数ピタ！　たのしい数学

人気の番組のおとな向け特番。図形が転
がるとどんな軌跡を描くか、2本のジグザ
グの線の長さを簡単に比べるコツは、5
枚の皿から1枚だけ重さの違うものを見
分ける測り方は…？「変換する」「関係を
見つける」など数学ならではの考え方を、
ピタゴラ流の斬新な映像と分かりやすい
解説で紹介する。解説の間に登場するお
なじみのピタゴラ装置、今回はNG続出場
面も紹介。

２０１５年１月２日　４０分

サイエンスZERO
“折り紙”大進化！
宇宙から医療まで

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！

２０１６年１０月２日　３０分

スーパープレゼンテーション
18分でわかる！宇宙の歴史

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。

２０１４年４月１６日　２４分

\ おすすめ / \ おすすめ /

\ おすすめ /

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

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。

２０１７年４月１日　４９分

★P.61 ★P.55

★P.54
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大科学実験
音の速さを見てみよう
２０１０年３月３１日　１０分

大科学実験
コップは力持ち
２０１０年４月１４日　１０分

大科学実験
太陽で料理しよう
２０１０年４月２１日　１０分

大科学実験
みんなここに集まってくる
２０１０年１１月２４日　１０分

漢詩紀行　17本
１９９０年〜９６年　各１０分×１７本

漢詩紀行
愛・友情をうたう／故郷をうたう
１９９２年１月２日・１９９２年１月５日
各２５分×２本

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
２００９年１０月１１日　２９分

頭がしびれるテレビ
神はπに何を隠したのか
２０１１年５月４日　４３分

頭がしびれるテレビ
GPS　神の目からは逃れられない
２０１２年５月２８日　２９分

大人のピタゴラスイッチ
数ピタ！　たのしい数学
２０１５年１月２日　４０分

学ぶ
楽しさ

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
２０１７年４月１日　４９分

NHKスペシャル
世紀の発見！日本の巨大恐竜
２０１７年５月７日　４９分

サイエンスZERO
“折り紙”大進化！　宇宙から医療まで
２０１６年１０月２日　３０分

サイエンスZERO
カガクの“カ”＃1　旬！な現場に潜入
２０１８年４月１５日　３０分

スーパープレゼンテーション
18分でわかる！宇宙の歴史
２０１４年４月１６日　２４分

鑑賞マニュアル　美の壺
File�54　五重塔／File�216　石畳
２００７年７月６日・２０１１年７月２１日
２５分＋２９分

俳句甲子園2012
〜17音に“思い”をこめて〜
２０１２年９月１５日　４５分

オイコノミア
“お金”の正体って…　前編
２０１４年６月１８日　２４分

Rules〜美しい数学〜
♯1　数／♯2　形／♯3　秩序
２０１２年８月２１〜２３日　各１０分×３本

考えるカラス〜科学の考え方〜
セレクション（10番組）
２０１３年放送　各１０分×１０本

ラインアップ一覧 
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

鑑賞マニュアル　美の壺
File�54　五重塔

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。

２００７年７月６日・　２５分

俳句甲子園2012
〜17音に“思い”をこめて〜

「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。

２０１２年９月１５日　４５分

\ おすすめ /

\ おすすめ /
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ふしぎがいっぱい
2013年放送　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

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

ふしぎが
いっぱい
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セット貸し出し

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

28本
セット

詳しくは P.17

種 類 � ●「あしたをつかめ」（全28タイトル）� ●「仕事ハッケン伝」（全10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.11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

観光協会職員� �
しごともくらしも

セット貸し出し

番組一覧
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10本
セット

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

森泉×動物救急病
院

詳しくは P.16

7本
セット

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～

詳しくは P.24

4本
セット

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

詳しくは P.30
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この番組の良さ 番組活用のポイント

NHKスペシャル
スクープドキュメント
沖縄と核
放送日：2017年9月10日　放送時間：50分

●  現在と過去の沖縄米軍基地問題
を考える

　現在、沖縄には米軍基地の7割（面積）が集中
し、普天間基地の移転問題などがニュースとなっ
ています。番組は、この基地にもかつて核兵器が
配置され、核ミサイルの弾薬庫や発射基地が設置
されていた事実を伝えます。沖縄県民は核兵器の
存在を知らされていませんでした。また、核戦争を
想定した基地のために土地を強制的に接収され
た例もありました。

●  今まで公表されていない 
沖縄の過去が明らかになる

　NHKの今回の取材によって、今まで明らかにさ
れていなかった新事実が幾つも明らかにされま
す。沖縄には核兵器が最大時には1300発存在し
ていたこと、那覇の近くで核兵器の事故が起きて
いたこと、米軍と日本政府が1960年の改定日米
安保条約締結の際に核兵器の沖縄配備を認めて
いたこと、沖縄返還後も緊急時には沖縄に核を持
ち込む密約を交わしていたことなどです。

●  なぜ沖縄に1300発もの核兵器が 
配置されたのか考える

　1300発という数の核兵器は、当時の全世界を破壊できるもの
でした。なぜ沖縄にそれだけの核兵器が配備されたのか、その
理由を当時の世界情勢から多面的に考えることができます。朝
鮮戦争など米ソの対立、ソ連の大陸間弾道ミサイル開発、台湾
をめぐる米中の対立などです。つまり、東西冷戦の中で、沖縄は
アメリカの最前線基地とされていたことを理解することができま
す。日本本土で基地反対運動や原水爆禁止運動が盛り上がった
結果、国内の基地の多くが沖縄に移されたという経緯も、番組か
ら知ることができることでしょう。

● 沖縄の住民の置かれた立場を考える

　当時の海兵隊員の「沖縄の住民は、我々がどんな訓練をやっ
ているかを知らなかったはず」、米軍と基地交渉にあたった元琉
球政府の責任者の「核兵器の存在や訓練があったことは聞いた
ことがない」、米軍の訓練中の事故で亡くなった人の遺族が米軍
に宛てた手紙の、「ばかげた戦争や演習はもうやめてください。
9か月になる子供を抱えてどうして暮らしていけと言われるので
すか。」という言葉など、生々しい証言が番組の随所に見られま
す。これらの証言から、太平洋戦争終結後も続いた人々の苦難
や現在に至る基地問題を考えさせることができます。

● 核兵器・核戦争の恐ろしさを再認識する

　番組は、核ミサイルの誤発射により海中に核ミサイルが沈ん
だこと、その事故が隠蔽されていたことを明らかにします。当時
の兵士の「これが爆発していたら那覇が吹き飛んでいた」との証
言が衝撃的です。また、1962年のキューバ危機の際の、核ミサイ
ル発射可能な状態を表す「HOT」という文字が映像で流れ、核
戦争寸前という緊迫感を感じることができます。これらのことか
ら、現在の平穏な自分の生活と照らし合わせ、核兵器や核戦争
の恐ろしさを学ぶことができます。

平和

執筆者
能代市立能代南中学校
教諭 嵯峨静人

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　社会　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・過去・現在において日本に核兵器は存
在したことがあるか聞く。

・1300の数字を提示し、なぜ沖縄のみに
核兵器を配置したのか疑問が出るよう
に配慮する。

・車が右側通行している写真を提示し、
沖縄が1972年までアメリカに統治され
ていたことを確認する。

・戦後の年表を参照し、過去の歴史と関
連させて考えられるようにする。

・視聴前に、番組では多くの新事実が明
らかになったことを伝え、興味付けを図
る。

・視聴中に映像からわかったことを箇条
書きするように促す。

・当時の関係者の証言が多数あることに
注目し、沖縄県民の置かれた立場を知
る。

・教科書を参考に沖縄の米軍基地の現
在の様子を知り、過去とのつながりを
考えるようにする。

・これら分かったことから被爆国としての
日本はこれからどうしていくべきか話し
合い、発表する。

【思考・判断・表現】
被爆国としての立場を踏まえて、今後、
核兵器とどのように向き合うかを、自分
の言葉でまとめることができる。

35

なぜ沖縄に核が1300発も配備されたか
  対象校種  　中学校　高校　　  対象教科  　社会　総合

［授業時間 50分×2］　まるごと視聴

平和

コラム 明日世界が終わるとしても　核なき世界へことばを探し続ける～在外被爆者　サーロー節子～

13歳の夏、広島で被爆したサーロー節子さんは、目の前で多くの人が亡くなった悲惨な経験を、世界中の学校などで語ってきました。「日本では原爆
で10数万人が亡くなったが、アジア全体では、中国人などの多くの人がそれ以上に死んでいる」と批判されることもあったサーローさんは、原爆を日
本の被害として語るのではなく、一人一人の命を奪った悲劇として語るようになります。史上初の核兵器禁止条約採択に際して国連で演説したサー
ローさん。核なき世界へと人々を動かす言葉を探し求めるその努力に強く心を動かされます。小中高の社会科、高校の地理歴史科の第二次世界大戦
前後の学習や道徳の「命の尊さ」「国際貢献」の題材としての活用が考えられます。

日本は被爆国だから存在
しなかった

他に持って行く
所がない

アメリカ軍の
考えは？

当時はアメリカと共産圏が
争っていて、沖縄を核攻撃の拠点と
したんだな。韓国に核兵器を持ち込
むにも都合が良かったのか。

沖縄の人々は怒りや
悲しみを感じてきた。

日米安保条約や沖縄返還交渉の際の
密約により、沖縄の核を黙認し、緊急時
に核を持ち込むことも認めてい

たんだな。

ソ連や中国に対
抗するため

歴史的背
景と世界情勢

は？

政府が決めた
から

沖縄の人々の
思いは？

当時アメリカの
占領下のため

日本政府の考
えは？

日本は作れなかったが米軍が
持ち込んだ

なぜ1300も必要？ なぜ沖縄に配備した？

沖縄には、冷戦下のアメリカが共産圏への攻撃拠点として核兵器を配備
した。日本は、非核三原則があったにもかかわらず、黙認した。

番組まるごと視聴（50分）

今まで日本に核兵器は存在したことがあっただろうか？

なぜ、沖縄に核兵器が1300発も配備されたのだろうか

存在した！

これから核兵器とどのように向き合えばいいのか、周辺国が核兵器を持っ
ている現状についてもどう考えるかを話し合う
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この番組の良さ 番組活用のポイント

あしたをつかめ
～しごともくらしも～
観光協会職員　白鳥由佳の場合
放送日：2013年4月15日　放送時間：24分

●  地域活性化に奮闘する 
観光協会職員

　主人公の白鳥由佳さんは、島根県の隠岐諸島
にある海士町の観光協会職員として赴任しまし
た。これまで島根に来たことのない白鳥さんは、
大学卒業後ドイツに渡りアルバイトで生活をして
いましたが、友人から「あなたは何も持っていな
い」と言われた一言がきっかけで日本へ戻ります。
その時に観光協会の仕事を知り、海士町の活性
化に向けて白鳥さんの奮闘が始まります。
　何も分からないまま半分好奇心で島に渡った
白鳥さんですが、島の人たちと関わりを深めなが
ら地域活性化に励む姿を、番組は描きます。

● 白鳥さんの生き方から自己を考える

　白鳥さんの島でのさまざまな経験は、自己を見
つめ直すことにもつながっています。白鳥さんの
生き生きと活躍している様子は、視聴者に、自身を
見つめ直すきっかけを与えてくれることでしょう。
　勤労観を育む教材としても、生き方を考える番
組としても活用できます。

●  新天地である島での仕事や暮らしを選択した
理由から、自己のあり方生き方について考える

　白鳥さんは観光協会職員として赴任する以前、大学卒業後、
ワーキングホリデーでビザを取得して、ドイツでアルバイトをしな
がら生活をしていました。ドイツで生活しているとき、よく「日本は
どんなところか？」と聞かれましたが、自分自身が日本のことをよ
く知らないことに気付かされ、「日本のことをよく知りたい」、「人と
関わる仕事がしたい」との思いから、一度も行ったことのない島根
県の海士町観光協会職員募集に応募し、観光協会職員として島
に渡りました。そして、島の住人の一人としての生活が始まります。
　海士町に来て、島の人とのつながりや関わり、触れ合いから、
人のありがたさを実感します。番組内で「自分自身が好きなっ
た」、「生きていく喜びを島が教えてくれた」と明るく話す白鳥さん
の表情から、島での充実した仕事や生活の様子が伺えます。
　文部科学省の示す「総合的な学習の時間」における、自己のあ
り方・生き方や進路について考察する学習活動として、主体的で
創意工夫を生かした取り組みが期待できます。

● キャリア教育として働き方を考える

　地方創生が叫ばれる中、白鳥さんは活性化に向けたさまざま
な取り組みに挑戦しています。海士町活性化イベントの企画や
島の資源紹介、ツアーガイド、ＵＩターンナビゲーターなど、「伝
える仕事は面白い」と言います。また観光のオフシーズンには、
島のタクシー会社に事務員としても勤務しています。観光タク
シー自体が情報の発信源になるのではと、タクシー内で見るこ
とのできる手作り観光案内パンフレットも作成しています。
　日常の生活においては、島の人から地元の歴史を学ぶなど、
常に町の活性化につながるヒントを探し続けています。そんな背
景には、「今は仕事を頑張って、人との関わりの中でこれからの
自分を探したい」、「島へ恩返しをしなければ」という白鳥さんの
島への強い思いがあるのかもしれません。
　人とのつながりを大切にして仕事に励む白鳥さんの姿から、
キャリア教育として、観光職員としての仕事を考えるきっかけと
なる職業観の教材としても活用できます。

キャリア 職業観

執筆者
大分県立津久見高等学校
指導教諭 森　浩三

  対象校種  　中学校　高校  
  対象教科  　学級活動　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・将来どんなところで働いてみたいか聞く。
（理由も聞いてみる）

・やりたい仕事ならどこでも働けるか？�
仕事に対する気持ちを引き出していく。�
出された意見を板書する。

・「観光協会職員はどんな仕事をしてい
るのだろうか？」� �
番組を通して観光協会の仕事を具体的
に映像で見る。
・番組内に出てくる専門用語等について
補足説明をして、より番組に集中できる
ようにする。
・町の人とのつながりを大切にしている
ことに気付けるようにする。

・番組から、観光協会の仕事の内容につ
いて自分で整理できるよう促す。

・「知らない土地で不安はないのだろう
か？観光協会職員の仕事の魅力とは？」�
周囲の人と意見交換することで、他者
の考えを聞き、自分の考えをまとめる。
・数人に発表してもらうことで、さまざま
な考えを共有する。

・町の魅力を紹介できる。人と関わる仕
事がしたい。地域に根ざした取り組み
…など、番組内での白鳥さんの言葉を
踏まえる。

【学びに向かう力・人間性】� �
自分の進路を踏まえ、さまざまな仕事
のあり方を考えようとしている。

・�知り合いもいない
島で、住人として
仕事に励む人がい
る。なぜだろうか？
自分の考えを踏ま
え番組視聴につな
げる。
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観光協会職員として活躍する姿から
仕事の魅力を考える

キャリア 職業観
  対象校種  　中学校　高校　　  対象教科  　学級活動　総合

［授業時間 50分］　まるごと視聴

地元？ 県外？ 都会？ 海外？

観光
ＰＲ

イベントの
企画・運営

観光情報
収集・発信

ツアー
ガイド

知らない土地では友達や
家族がいないので不安？ 仕事の魅力？　やりがい？

町の魅力を紹介できる！ 人と関わる仕事がしたい！ 地域に根ざした取り組み！

知り合いもいない島に移住して仕事に励む人がいる。
なぜだろうか？

将来は自分自身を成長させる仕事、面白いと言える仕事に就きたい！

番組まるごと視聴（25分）

島での活動の様子
くらし・しごと・くらしごと

一週間スケジュール
散歩も情報収集の手段

島の人とのつながりを
大切にした活動

白鳥さんの観光協会職員としての仕事内容は？

観光協会職員の仕事を通じて、地域の人とのつながりが自分自身を
成長させてくれる。情報を発信する、伝える仕事はおもしろい！

「町おこし」を推進する観光協会職員の仕事の魅力って何だろうか？

周りの人と話してみよう！
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この番組の良さ 番組活用のポイント

プロフェッショナル　仕事の流儀
子供を鍛える、母の給食
管理栄養士　佐々木十美
放送日：2012年1月16日　放送時間：48分

●  手間をかけて本物を作る 
「給食の鬼」

　北海道置戸町の小中学校の管理栄養士・佐々
木十美さん（現置戸町食のアドバイザー）は、全国
で名高い“給食の鬼”。献立に基づき、地元の旬の
食材を仕入れ、調理員を指揮し手間をかけて調理
を行い、最後の味を決めるまで、そのすべての過
程に責任を負います。番組では、佐々木さんが、単
に栄養価を満たす食事ではなく、「本物の味」を出
すことにこだわる様子が描かれます。決して妥協
せず、手間をかけて給食を作る姿から、佐々木さ
んの仕事に対する熱意を感じると共に、働くこと
の大切さや意義について考えることができます。

● 子供の味覚を広げるために

　 佐々木さんは、子 供たちが苦 手 なニンジン、
ピーマンや、酢のものや骨付きの魚を、切り方や
調理法、味付けを変えて何度も出し続けます。そ
れは、「味覚を広げてほしい」という願いからです。
子供にこびずに本物を出し続けることが、食生活
を豊かにし、将来の食事を選ぶ基準となっていく
との思いをこめて、献立や給食を作ります。番組を
通して、食生活を振り返り、食の大切さや望ましい
食習慣について考えることができます。

● 給食作りの工夫や苦労について考える

　キャリア教育は、児童・生徒に将来の生活や社会、職業などと
の関連を意識させる学習であることから、その実施に当たって
は、職場見学や社会人講話などの機会の確保が不可欠だと言
われています。そのため「社会に開かれた教育課程」の理念のも
と、幅広い地域住民等の連携・協働が求められていますが、学校
の実情として実施が厳しい場合もあります。そこで、本番組「プ
ロフェッショナル仕事の流儀」の活用をお薦めします。
　番組では、管理栄養士の佐々木さんが、子供たちの味覚を磨
くため地元産の食材にこだわり、1年を通じて同じメニューは作
らないことを自分のルールにして献立を考える様子や、手間を
かけるがゆえに負担がかかる調理員を気遣いながら協力して給
食を作る様子が描かれます。そんな佐々木さんの姿を通して、毎
日の給食を提供する過程、工夫や苦労、給食作りへの思いや願
いについて、具体的に考えることができます。また、仕事に対して
自分の役割を果たし、力を合わせて働くことの大切さ等につい
ても考えることができます。

●  困難に立ち向かい、  
努力して物事をやり抜くために

　小学校道徳科の授業として、例えば「5　希望と勇気　努力と
強い意志」、「14　勤労、公共の精神」等の項目としても本番組
は活用できます。
　佐々木さんは、調理したうどんが食べる頃には冷め切ってぶ
よぶよにのびていたことや、自信をもって出した手作りのパンが
食べられずにたくさん返ってきた経験をします。しかし、その都
度、どうすればおいしいと言ってもらえるか、何を子供たちに提
供すべきかを真摯に考え、安全でおいしい献立を考え、妥協なき
給食作りを目指しました。その姿から、希望をもつことの大切さ
や、希望をもつがゆえに直面する困難を乗り越える人間の強さ
について考えることができます。 

キャリア 職業観

執筆者
うるま市立川崎小学校
教頭 甲斐　崇

  対象校種  　小学校　中学校
  対象教科  　道徳　学級活動　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・ふだん食べている給食の印象やイメー
ジ、考えを聞く。

・「給食」を提供してくれている栄養士や
調理員がいることを改めて想起するこ
とで、その方々の工夫や苦労について
学習問題を設定し、板書する。

・当たり前にある給食の裏側や意外性を
踏まえ、番組を見る必然性を持たせる
ようにする。

・佐々木さんが、新人の梶原さんに献立の
作り方について伝える場面までを部分
視聴する。2時間設定できる場合は、給食
づくりへの思いを語る場面まで（22分20
秒）見せたい。

・視聴後、「仕事内容」「工夫や気をつける
こと」「大変なこと」の3つの視点から、
佐々木さんの仕事について整理し、ど
のような仕事をしているのかまとめる。

・佐々木さんの仕事の内容、工夫や気を
つけていることを踏まえ、なぜ、何のた
めにそのようなことをしているのか、
佐々木さんの給食を作る思いや願いに
焦点を当てて話し合いを行なうように
する。

・それぞれ考えたことを発表し、管理栄
養士の仕事についてまとめていく。

・学校の実情に応じて、給食を提供してく
ださる栄養士等の工夫についても着目
するようにする。
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キャリア 職業観
管理栄養士の仕事とは？
給食作りの工夫や苦労について考えよう

  対象校種  　小学校　　  対象教科  　学級活動

［授業時間 45分］　部分視聴

コラム プロフェッショナル仕事の流儀「曳家職人　石川憲太郎」

建物を解体せずに移動しなければならない時に用いられる、古くから伝わる土木工法「曳家」。曳家職人である石川憲太郎が、青森県にある国の重要
文化財・弘前城天守の曳家を任されます。100年に一度の大工事と言われ、世間から注目を集める中、老朽化が著しい天守を傷つけることなく移動
するために奮闘する姿を描きます。本番組は、小学生でも内容がつかみやすく、勤労観を学ぶ資料として活用できます。既にティーチャーズ・ライブラ
リーにラインナップされている『プロフェッショナル　仕事の流儀』と併せて活用を検討してください。

好き、おいしい！

たくさん作るから
大変そう

・子供たちにおいしい
給食を提供したい

・献立を考える
・調理する

・全体を管理する

嫌いなものが
出るからいやだ

毎日の献立ってどう
やって作るのかな

・栄養バランスに
気を付ける

・地元の食材を使う

どんな仕事をしているのだろう。どんな工夫や苦労が
あるのかな。知りたいな。番組を見たい。

給食を作るために、毎日いろいろな
工夫や努力をしているんだ！

ファストフードみたいな
ものでいいのに

給食が残されたら嫌な
気持ちになるかな

・地域の食材や食文化
を知ってほしい

・時間に追われる
・蒸し風呂の調理場

・気を遣う

給食を作ってくれるのは誰なんだろう。
そこではどんな仕事をして、どんな工夫や苦労があるのだろうか？

番組部分視聴（10分19秒：2分58秒〜13分17秒）

仕事内容 工夫や気をつけること 大変なこと

どうしてこのような工夫や努力をしているのだろうか？

事後の活動として、各学校で給食を提供している給食センター等の
管理栄養士や調理員の工夫について調べたり、発表したりする

管理栄養士は、食べてくれる子供たちのために、地元の新鮮な食材を使う
等、おいしくて安全な給食になるよう工夫して作っている

・安全な給食を作りたい
・栄養をつけてほしい
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この番組の良さ 番組活用のポイント

仕事ハッケン伝
森泉×動物救急病院

放送日：2012年9月13日　放送時間：43分

● いのちと真剣に向き合う

　東京都渋谷区にある24時間・365日対応の動
物救急病院で、芸能界屈指の動物好きの森泉さ
んが、動物看護師の仕事に挑戦します。必死に生
きようとする動物との出会いと別れの中で、森さ
んは何を感じ、何を学んだのでしょうか。番組を通
じて、いのちの尊さに真剣に向き合い、考えを深
めることができます。

● 人と動物との関わり方

　動物救急病院では、犬や猫、ウサギなどを中心
に24時間365日、休むことなく1日100件もの診察
をしています。けが、腫瘍、異物誤飲、熱中症など、
動物の症状はさまざまです。森さんは、新米の動
物看護師として、外来から2日間連続の夜勤まで
経験し、改めて人と動物との関わり方やいのちに
ついて考えます。いのちを大事にするとはどういう
ことか、動物看護師の姿から学ぶことができます。

● いのちへの理解を深め、畏敬の念を育てる

〔道徳の場合〕
　新学習指導要領で「特別の教科　道徳」が全面実施されます。

「特別の教科　道徳」の趣旨の一つとして、全国で起こってい
るいじめの未然防止が挙げられます。いじめを防ぐには、いのち
への理解を深め、畏敬の念を育てることが重要です。その際、い
のちについての多面的な理解が必要です。いのちは人間だけに
あるものではありません。生き物すべてに宿っています。本番組
は、動物のいのちに焦点を当て、本当にいのちを大切にするとは
どういうことかについて考えることができます。
　いのちについて学ぶには、教科書の読み物資料だけでは十分
ではありません。多様な資料を活用しながら、体験活動や問題
解決的な学習の中で議論し考えることを通して、見方や考え方
を深めていくことが大事です。この番組と併せて、ティーチャー
ズ・ライブラリーの他の番組で、食べるために尊い命を「いただ
く」ことについて考える『命の恵みをいただきます』などを活用す
るとより効果的に学べます。

●  かけがえのないいのちを大切にする 
動物看護師のすばらしさ

〔キャリア教育の場合〕
　動物救急病院には、交通事故に遭った野良猫、介護の必要な
老犬、熱中症にかかったウサギなど、さまざまな症状の動物が運
び込まれてきます。森さんは7日間の動物看護師体験の中で、病
状に応じてきめ細かに対応し、人間に対するのと同様に接する
医師や動物看護師の態度を見て、人間も動物もなくかけがえの
ないいのちを大事にしていることに気付きます。動物看護師の
姿から、いのちの尊さやいのちあるものを大切にする仕事につい
て、改めて考え、勤労観・職業観を培うことができます。

ともに生きる 命・生き方

執筆者
西条市教育委員会
指導担当専門員 山内雅博

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　道徳　学級活動　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・今まで動物を飼ったことがあるか聞く。

・動物がけがや事故、病気になったら、どう
するか聞く。

・動物病院には、獣医と動物看護師が仕事
していることを確認し、そこで働く動物看
護師は、どのような気持ちで、何を大事に
して仕事に取り組んでいるか聞く。必要で
あれば、動物看護師の仕事内容について
も簡単に説明する。

・「一番大事にしていることは何か」予想
し、意見交換する場を設定する。

・森さんが、7日間動物救急病院で看護師
体験をする番組があることを伝える。

・児童生徒の求めに応じて、番組を紹介し、
全視聴する。

・番組視聴では、動物看護師が一番大事に
していることは何か考え、メモしながら視
聴するよう伝える。

・人も動物も関係なくいのちを大事にして
いるという動物看護師の仕事に気付くよ
うにする。

〔道徳の場合〕
・自分の生活を振り返り、自分はいのちを大
事にしているかを聞く。その後、これから
の生活で気を付けたいことについて聞く。

〔キャリア教育の場合〕
・動物看護師ならではの仕事としての良さ
を聞く。

【道徳的意欲と態度】
・いのちがかけがえのないものであること
を改めて認識し、いのちあるものを敬い、
大切にしようとする態度を育てることが
できたか。
（生命の尊さ）
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ともに生きる 命・生き方
いのちあるものを敬い、
大切にするには。

  対象校種  　小学校　　  対象教科  　道徳

［授業時間 45分×2］　全視聴

犬を飼っていた
ことがあるよ。
猫を飼っている。

前に飼っていたけど、
病気で死んじゃった

飼ったことがない。
飼ってみたい。

けがや事故、病気になったら、動物病院へ行く。　　　　　　　
自分や家族で看病する。

番組を見たい

動物を世話する動物看護師が、一番大事にしていることは
何だろうか？

・�話ができない動物の気持ちを汲み取り、心と体に負担をかけないようにする。
・�病気やけがを治すだけでなく、元気になった後、しっかり生きることができ
る力を付ける。
・�必要な処置は、動物が嫌がってもきちんとする。
・�病状を伝えられない動物にとって、目を離すことはいのちに関わる。しっ
かり看て守る。

「身体」について 「心」について

手当て いのち
動物の
気持ち

家族の
気持ち

病院に来た動物　・顔を咬まれた猫�
・車にひかれ両足を切断した猫�
・熱中症で亡くなったウサギ�
・寝たきりで介護が必要な犬

自分の生活の中で、自分はいのちを大事にしているかを振り返る。
これから自分が気を付けたいことを考えて全体で発表する（数人）。

いのちを大事にして、これからも生活していきたい

いのちはかけがえのないものだ。人も動物も関係なくいのちを大事にする
動物看護師は、すばらしい仕事だ。

番組まるごと視聴（43分）
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この番組の良さ 番組活用のポイント

道徳ドキュメント
キミならどうする？
ちがうことを　ふつうに
放送日：2011年5月27日　放送時間：15分

● 自分を知り、よりよく生きる

　現在、自分の顔にあざや傷をもつ人は全国に
80万人以上いると考えられており、自分の顔にコ
ンプレックスを感じている人も少なくありません。
本番組は、自分の顔に大きなあざや傷があるため
に、いじめを受け、偏見をもたれ、生きることをや
めたいと追い詰められた中谷さんの思いが語ら
れている実話です。特に、長い間、いじめや偏見に
苦しんできた悲しみを語る場面や中谷さんの母親
の苦しみを聞く場面では、どうしようもできない辛
さを感じて胸が痛くなります。中谷さんが自分の
コンプレックスと向き合い、気持ちを表現できるよ
うになり、夢をもって生きようする姿には、よりよく
生きるための気付きやヒントがあります。

●  見た目の違いによる差別をなくす
活動

　中谷さんが影響を受けた人物である石井さん
は、見た目のことで悩む人たちの相談を聴き、差
別をなくすための活動をしています。その活動の
様子を視聴することにより、人との関わり方につ
いてより深く考えることができるようになります。

● いじめや偏見を考える

　全国の学校では「いじめ」は大きな問題となっています。文部
科学省の調査によると、いじめを認知した件数は増加しており、
いじめの積極的な発見と対策が学校現場に求められています。
いじめ調査の実態で最も多いのは「冷やかしや悪口」などの言
葉の暴力です。
　番組の主人公の中谷さんは、幼稚園に入った頃から「変な顔、
気持ち悪い、近寄るな。」と言われ、ずっといじめを受けてきまし
た。学校を卒業しても、いじめや偏見に苦しみ、生きることをや
めたいと思うまで追い詰められました。中谷さんの心痛を感じる
ことにより、「いじめや偏見」について、より深く考えることができ
ます。見た目の違いがきっかけになって「いじめ」が起きた事実
から、もし自分が中谷さんと同じ学級にいたらどうしたのか、ど
うすべきかについても考えることができます。

● 自分を知り、他人の良さを知る

　外見にコンプレックスを感じている人は多くいると思われま
す。それは、自分の良さをよく理解していないからかもしれませ
ん。自分の良いところを考えることにより、他人の良さを理解す
ることの大切さにも気付くことができます。

●   「ちがうこと」は当たり前！ 
人との関わり方を考える

　「人を見た目で判断してはいけない」と思っていても、大人で
も人との関わり方に戸惑うこともあります。日頃からいろいろな
人の存在を知り、積極的に関わる気持ちをもち、見た目が違う
人、体が不自由な人等、いろいろな人との関わり方を考える学習

（シミュレーションやイメージ）が大切であり、その積み重ねが
行動する自信に変わります。本番組は、多様な人々が共に生き
る社会について考える題材としても活用することができます。

ともに生きる 共生

執筆者
江別市立大麻泉小学校
教諭 前多香織

  対象校種  　小学校　中学校　高校
  対象教科  　道徳　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・児童に自分の見た目で気になるところは
あるか聞く。

・生まれつきのあざが原因で「生きることを
やめたい」と思うくらい辛い生活をしてい
た中谷さんが、前向きに生活していること
を知らせ、その理由を聞く。

・児童の求めに応じて，番組を紹介し、部分
視聴する。

・番組視聴では、「どんな姿に変化したか
（変容）」と「変容のきっかけは何か」の２
つの視点から整理する場を設定し、板書
する。

・中谷さんや中谷さんの周りにいた人たち
のすごいところは何かを問いかけ、自分
のコンプレックスと向き合い、偏見をなく
そうとする活動をしていることに注目でき
るようにする。

・コンプレックス克服方法について考えて
いることを聞く。

【道徳的意欲と態度】
・授業の初めに、同じ悩みをもつ人がいた
ことに気付き、自分も前向きに生活しよう
と思ったか。
（よりよく生きる喜び）
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自分がよりよく生きるための
ヒントは何だろう

  対象校種  　小学校　　  対象教科  　道徳

［授業時間 45分］　部分視聴

コラム その時　歴史が動いた　神々のうた　大地にふたたび　〜アイヌ少女・知里幸恵の闘い〜

元来文字を持たない民族であったアイヌの文化伝承の歴史を変えた、一人のアイヌの少女の活躍がわかりやすくまとめられた番組です。本番組は、アイヌ
民族や歴史学習の資料として、文化伝承を扱う教材・資料として、活用することができます。また、既にティーチャーズ・ライブラリーに入っている番組『わた
しのカムイユカラ』では、知里幸恵の著作を基に、今でもアイヌ文化を受け継いでいる取り組みを紹介しています。この番組も併せてご利用ください。

自分の目の形が気に入らない 足が短い

　　　　　　　コンプレックスがある中谷さんは、
　　　　　　　なぜ、前向きに生活できるようになったのだろうか？

中谷さんの場合はどうなのだろうか。番組を見たい。

自分自身で

自分自身で

周りの人

周りの人

心の変化 サポート 仲間

番組部分視聴（8分27秒：6分33秒～最後）

自分のコンプレックスを克服するためには
どうするか考えて全体で発表する（数人）

私と同じ悩みの人がいた。でも楽しそうだ。私も前向きに生活しよう。

コラム 『ＢＳ１スペシャル　平和の使節を “世界の記憶”に　〜朝鮮通信使　登録への道〜』

江戸時代、朝鮮王朝から外交使節団・朝鮮通信使が日本を訪れ、各地で日本人と平和・友好のために交流しました。その記録が、日本と韓国に遺っています。本
番組は、両国の学者を中心とした民間団体が共同し、この文化記録をユネスコの「世界の記憶」に申請して選定されるまでの経緯を詳しく描きます。双方が歴史
認識について白熱した議論をする場面が多くあり、意見の違いと、にもかかわらず互いを尊重し合い、相違を乗り越えて合意に至る経緯を知ることができます。
異文化を学んだり、異文化理解を学んだりする際の資料として、この番組の活用をお薦めします。

自信をつけた

・自分の顔を隠さないようになった
・家の外へ出て、いろいろな人と関わるようになった
・自分の病気を知ってもらい、偏見をなくす活動をするようになった
・自分の夢（整体師）に向かって努力するようになった

前
向
き

中谷全宏さんは、自分と同じ悩みをもつ人に出会い、前向きに活動する姿
を見て、明るく生活できるように変わった

・石井さんからのアドバイス
・同じ悩みの人と交流
・職場の人、お客さんとの交流

・本を読んで変化
・�自分と同じ悩みの人と
出会って変化
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この番組の良さ 番組活用のポイント

BS1スペシャル
“フェイクニュース”を阻止せよ
～真実をめぐる攻防戦～
放送日：2017年6月24日　放送時間：49分

● フェイクニュースとは何か

　フェイクニュースとは、事実ではない報道のう
ち「故意」のものを指し、広義にはあらゆるメディ
アで起こりうるものです。本番組では、SNSやブロ
グなどを用い、虚偽の情報で世論の誘導を行うな
ど、高い政治性をもつ虚偽情報をフェイクニュー
スとして扱っています。情報社会において、情報が
グローバル化し、発信者が多様化し、影響力が大
きくなっていることが分かります。

● フェイクニュースとの闘い

　番組は、フランスのある新聞社で組織された、
虚偽のニュースを暴く専門チームの動きを追った
内容です。フランス大統領選挙を背景に、対抗候
補にマイナスイメージを植え付けるため、フェイク
ニュースが発信され続けます。彼らは事実関係を
示す証拠や発信者などを追求し、真実を伝えよう
とします。膨大な虚偽の情報を使って政治まで誘
導しようとする、現代社会における情報のもつ力
と、その恐ろしさも実感することができます。

● 情報社会で不可欠となる資質・能力

　スマートフォンの普及によって、子供たちが触れる情報量は以
前とは比べものにならないほど増えました。しかし、簡単に情報
を得ることはできても、「ネットで見た」情報をすぐに信じてしま
うと、虚偽の情報に振り回されてしまうこともあります。情報を
吟味し、判断力を身に付けることが必要です。本番組は、今後の
情報社会を生きる上で必須の資質・能力を育てる教材として活
用できます。

● 自分のこととして考える

　この番組ではフランス大統領選をめぐるフェイクニュースが扱
われていますが、決して外国だけの話や他人事ではありません。
国内で、そして子供たちもさまざまなフェイクニュースにさらさ
れている現状があります。18歳選挙権、インターネットでの選挙
運動も始まり、ネット上の情報と社会生活への影響等について
自分のこととして捉え、どのように判断すべきか、各自が真剣に
考えてゆく必要があります。また、情報の受信者としてだけでな
く、発信者としての心構えも同時に考えると効果的でしょう。

● 何を判断基準にすべきか

　情報の信憑
ぴょう

性については、発信者を確認したり、複数のメディ
アを比較したりすることが基本といえます。ネット上の情報は他
のメディアに比べて発信者が多様であることから、その内容も
質もさまざまです。ただし、「ネットの情報は全て信用できない」
ということは決してありません。誰もが発信できるからこそ、大
手メディアで報道されない貴重な情報が得られる場合もあるの
です。偽情報を防ぐために、取締りや罰則を強化すれば良いと短
絡的に考えず、表現の自由と信憑

ぴょう

性の関係について、深く考察す
ることもできます。

情報 情報リテラシー

執筆者
千葉県総合教育センター
研究指導主事 永野　直

  対象校種  　高校  
  対象教科  　情報　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・ネット上の情報の印象、惑わされたこと、
役立ったことなどについて聞く。生徒は
ネットを最も日常的な情報源としている
はずである。率直な意見を述べられる場
になるよう働きかける。

・なぜ、信用できない情報があるのだろうか、
どう見分けていくべきなのか、問いかける。

・ネットを通じたフェイクニュースについ
て番組を視聴する。フェイクニューサーは
「表現の自由」を理由に虚偽の情報発信
を正当化している。表現の自由があれば、
どんなことを発信してもいいのだろうか。
各自で考える時間を設定する。

・ネットの特性について考察する場を設定
する。これらの特性は、メリット、デメリッ
トの双方に関わることに気付かせたい。

・自分のこととして捉えるために、身近な
話題を提示して考えてみるのも有効であ
る。例えば、SNSに「あのラーメン屋はおい
しくない」と投稿するのはどうだろうか。
個人の感想は禁止されるべきものではな
い。しかし、誹謗中傷や「この店には行か
ない方がよい」などと書いた場合、業務妨
害と判断される可能性もある。一概に良
い・悪いと簡単に判断はできない。

・情報収集は簡単になったが、その判断は
簡単ではない。
・固定のニュースメディアに偏らず、多様な
情報にアクセスすること。
・他者に精神的、金銭的損害を与えないこと。
・発信者としても責任をもつこと。
等を基本としながら、各自が判断しようと
する意識をもつことが最も重要である。

【主体的に学習に取り組む態度】� �
情報の発信・受信について自ら考え、判断
してゆこうとする態度で取り組むことがで
きたか。
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情報 情報リテラシー
あやしい情報をどう見分ける？   対象校種  　高校　　  対象教科  　情報

［授業時間 50分×2］　まるごと視聴

ネット上の情報は他のメディアと比べて信用できる？　できない？

確かに詐欺やデマなどの
話をよく聞く

ネットの情報は怪しい
から信用しなければいい

自分の考えを
述べる権利がある

発信者や情報源を調べる

でも新聞やテレビは
正しいといえるの？

他のメディアや
他の人の意見も聞く

事実は立場で変わる

ネットだけに頼らない

情報が速くて便利だし、
実際役に立っている

誰が発信しているかが
重要では？

多様な意見があるのが
重要

うかつに拡散しない

信用できる情報とできない情報はどうやって見分けたら良いだろうか？

なぜフェイクニューサーはネットを利用するのか、理由を考える

フェイクニューサーの言い分はどんなものだったか発表する

情報を発信する側にとって、
「自由なこと」と「してはいけないこと」を各自で考え、発表する

情報を受信する側にとって、フェイクニュースに惑わされないように
するにはどうしたら良いだろうか？グループでディスカッションする。

番組まるごと視聴

速く、広く拡散する 世界中に伝えられる 誰でも発信できる 特定されにくい

でも、これらは事実のニュースについても言えることではないか？

でも、他の情報と比較して、逆の意見をすぐに信じてしまったら、
結局同じことでは？

否定的なことは、とにかく発信
しなければ良いということかな？

自分の考えを発信する自由はあるはず。
でも、嘘や誹謗中傷はいけないだろう。

多様な意見を比較すること、事実、推測、意見・解釈の違い、発信者の立場、
一次情報の発信元はどこかなど、情報を判断する知識と技能を身に付け、

自ら判断してゆかなければならない。
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この番組の良さ 番組活用のポイント

課外授業ようこそ先輩
おしゃべりマジックで
強くなろう
放送日：2004年5月23日　放送時間：32分

● 自分自身と深く向き合うきっかけに

　とぼけた語り口が持ち味のマジシャン・マギー
司郎さんが、母校・茨城県下館市の養蚕小学校を
訪ねます。「マジックをしながら自分のだめなとこ
ろを表現して、笑いをとろう」と後輩に促し、「劣等
生だった自分は、そうやって個性的なマジシャン
になれたのだ」と伝えます。マギーさんのエピソー
ドや課題に挑戦する6年1組の子供たちの姿に触
れることで、自分自身と深く向き合うきっかけにな
ります。

● 短所も自分の個性として受け止める

　「自分の欠点や弱みを口に出すことによって人
は強くなれるのだ」と説くマギーさん。自分の短所
から目を背けず、自分の個性として受け止めると
共に、それを表現することで、短所も自分の特徴
の一側面であることを理解することができます。

● 自分自身を深く見つめる

　「個性の伸長」とは、自分の良さを生かしさらにそれを伸ばし、
自分らしさを発揮しながら調和のとれた自己を形成してゆくこ
とです。自分自身を見つめ、長所だけではなく短所にも目を向け
てゆくことは、簡単なことではありません。本番組では、登場する
子供たちに共感しながら視聴することにより、自分自身の生き
方を深く見つめることができます。また、自分の欠点を認めて、さ
らけ出してこそ、相手の欠点も許容できるということに気付くこ
ともできます。「だめな自分」と向き合う6年1組の子供たちに自
分を重ね合わせながら、自分の特徴を多面的・多角的に捉えて
いくようにしてゆくことが大切です。

● 短所の捉え方を広げる

　苦手なことや人に知られたくないこと、自分の嫌いな部分を
人前でさらけ出すことは、誰にとっても避けたいことです。しか
し、苦手なことを隠そうとするほど、自分の良さを伸ばしていくこ
とを妨げることにもつながります。「だめな自分」に向き合い、そ
れを表現することによって成功のきっかけをつかんだマギーさん
のエピソードや、自分と向き合い一所懸命に表現しようとする子
供たちの様子に焦点を当てることで、短所の捉え方や短所への
向き合い方を考えるきっかけにしていくと良いでしょう。

● 肯定的に捉える

　自分を見つめたり物事を前向きに考えたりすることが苦手な
子に対しては、自分自身を否定しすぎたり、自己肯定感を下げた
りしないような配慮が必要です。番組に登場する6年1組の子供
たちが、「だめな自分」を言葉にして伝え、壁を乗りこえていく姿
を価値付け、自分もそうありたいと思えるようにしていくと良い
でしょう。心の奥底からかみしめるように出てくるマギーさんの
言葉かけの一つ一つが、子供たちの胸に響くことでしょう。

情報 表現

執筆者
沼津市教育委員会
指導主事 加納　真

  対象校種  　小学校高学年　中学校
  対象教科  　道徳　学級活動



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・自分の内面（長所や短所、好きなところや
嫌いなところなど）の特徴を伝え合う活
動を設定する。

・自己肯定感の低い子を見守り、良さを言
葉で伝えながら、心の中にある「だめな自
分」を引き出していく。
・自分と向き合うことや、内面を人に伝える
ことが難しいことを確認した上で、「だめ
な自分をみんなに言うことで強くなれる」
というマギーさんの言葉を板書する。

・マギーさんの言葉の意味について自由に
話し合いながら問いを醸成し、番組の視
聴につなげてゆく。

・冒頭と最後の部分を除いた番組の大半
を、途中で区切ることなく通して視聴す
る。

・視聴中、鍵となる場面やマギーさんの言
葉を板書していく。

・番組視聴後、感じたことを話し合う中で、
マギーさんの言葉の意味に迫っていく。

【道徳的意欲と態度】
短所も自分の特徴の一側面であることを
捉えた上で、自己を高めようとする考えを
もつことができたか。（個性の伸長）
・改めて自分の特徴を見つめ直し書き表す
ことで、自己の内面を多面的・多角的に
捉える場とする。
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情報 表現
「だめな自分をみんなに言うことで

強くなれる」ってどういうことだろう
  対象校種  　小学校　　  対象教科  　道徳

［授業時間 45分］　部分視聴

明るく元気 嫌なことを後回しにしてしまう

勉強が苦手 自分と向き合うって、難しい

怒りっぽい

「だめな自分をみんなに言うことで強くなれる」ってどういうことだろうか？

人に言うことで�
気が楽になるってこと？

マギーさんが人気者で�����
あるわけが分かった

自分のだめな部分も、しっかり
と受け止めていきたい

苦手を克服することに�����
つながるのかなあ？

だめな自分を表現することが
マジックでは有効だった

苦手なことや短所で悩んでい
る方が、もったいない

どうしてわざわざだめな自分をさらけ出すのだろう。
マギーさんの言葉の意味を知りたい。

番組部分視聴（25分30秒：3分23秒〜28分53秒）

短所は隠しておくのではなく、明るく言葉に出してしまえば、案外どうって
ことないのかもしれない。短所であってもそれを生かすことで自分の力と
なり、自信にもつながる。だめな部分にも目を向け、受け止めていきたい。

自己の生き方を見つめ、自分の特徴を改めて考える

あるけど、あまり言いたくない
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この番組の良さ 番組活用のポイント

サイエンスZERO
大火災に備えよ！
消防技術最前線
放送日：2017年7月2日　放送時間：30分

● 消防技術の最前線に迫る

　日本では、年間約4万件の火災が発生し、1500
人前後の人が命を落としています。火災による年
間被害額は約1000億円にのぼります。火災現場
では必死の消火活動が行われますが、大規模火
災では火元に近づくことができないため、鎮火ま
でに時間がかかり、被害が大きくなってしまうのが
現状です。番組では、これらの課題を克服すべく開
発された最新の技術を紹介しています。

●  人命を救うための技術の進歩を 
知る

　人工知能搭載のロボット消防システム、機械を
熱から守る耐熱カバー、効果的に火元に届く放水
技術、酸素濃度を下げて消火する空気消防車、一
般家庭にある「酢」を利用した消火器など、人命を
救うための技術が日々進歩していることを知るこ
とができます。

● 火災について考える大切な機会として

　毎年、多くの火災が発生し、甚大な被害が出ています。2016年12
月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災では、火の勢いに消
火が追いつかず、鎮火までに30時間を要しました。通常学校では、
避難訓練で火災について学習する機会がありますが、避難経路な
ど安全に避難することに重点が置かれています。番組を視聴する
ことで、インパクトのある映像を通して火災の恐ろしさをしっかりと
認識すると共に、防災の大切さについて改めて考える機会とすると
よいでしょう。なお、自分や近親者が実際に被災している児童生徒
がいる可能性もあります。そのような場合には配慮が必要です。

● 「しくみ」を理解する大切さ

　番組では、火災発生の4つの要因として、「可燃物」「酸素」「高
温」「燃焼の連鎖反応」を挙げています。その中で「酸素」に着目
し、酸素濃度を下げることで火を消したり、火事の発生を防いだ
りする技術や、油の燃焼を防ぐための特殊な消火剤=「強化液」
が紹介されます。技術開発の土台として、「火災のしくみ」の理解
が必要です。番組を通して、物事を考える時に全体の構造やしく
みを理解する大切さについて考えることができます。

● 科学技術が人の命を救う

　大規模火災においては、高温のため消防士が火元に近づけ
ないため、直接的な消火活動を行うことができません。また、突
然爆発が起こるなど、大きな危険が伴います。このように、これ
までの人による消火活動には限界がありました。しかし、人工知
能を搭載したロボットシステムなど、最新技術を使うことで、そ
の限界を乗り越えることが可能になりました。
　火災現場において要救助者の命を救おうとする消防士たちの
使命感と、その消火活動を支える最新テクノロジーが、火災被害
者の減少に大きく貢献しています。映像を通してそのことを実感
することで、学びに向かうきっかけや学び続ける意欲につなげる
ことができるでしょう。

防災

執筆者
向日市立寺戸中学校
教諭 鈴木英太

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　社会　学級活動　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・火災について知っていることを聞く。

・火災が起こった時の消火、避難について
知っていることを話し合う。

・番組内で紹介されている最新の放水技術
の写真を提示し、他に考えられる消防技
術を予想し、話し合う。

・新しく知った消防技術の最前線とその詳
細についてメモをとりながら視聴するよ
うに助言する。

・一番印象に残った技術とその理由をグ
ループで交流、発表する場を設定する。

【思考・判断・表現】
消防技術の最前線を知ることから、技術
の進化の裏にある人の思いやしくみ・理
論の理解について考えることができたか。

・消防技術開発の根本には、人の命を救い
たいという「思い」があることに着目でき
るようにする。
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防災
消防技術の最前線を知り、
人の命を救う科学技術に迫る

  対象校種  　中学校　　  対象教科  　学級活動

［授業時間 50分］　まるごと視聴

コラム 原発事故の長期にわたる被害の実態から問われていることとは
　　　　『ＥＴＶ特集　忘却に抗う　～福島原発裁判・原告たちの記録～』

福島第一原発の事故は、発生から７年を経た番組放送時にも被災者に大きな影を落としていました。地元の魚を扱え
ないスーパー、父親が自殺した農家、放射能汚染された新築の自宅、離婚して沖縄に転居した女性。事故から年月が経
つにつれ、被害の実態は復興の名のもとに忘れ去られています。被災者の肉声を通して知る、今なお続く事故の影響
は、番組を見る者に大きな衝撃を与えます。また、「風評被害」という言葉のもつ意味と危うさについても考えさせられ
ます。私たちが忘れてはいけないこと、事故から学ぶべきことが学べる番組です。

歴史上の大火
近年の大規模火災

放火事件

避難の方法　　避難の留意点

他にどんな技術があるのだろうか？

人の命を守る技術についてもっと調べたり、考えたりしたい

火災が起こった時、
消火活動はどのように
行われるのだろう

消防服 ロボット 人工知能 通報機能 消防車の�
機能

消防技術の最前線について知りたい

番組まるごと視聴（30分）

人工知能 耐熱カバー 放水技術 空気での消火 酢の消化器

解決したい問題� 技術
・火元に近づけない� ・人工知能、熱を冷やす耐熱カバー
・泡が届かない� ・二重構造のホース
・水がない� ・酸素濃度を利用した消火
・油が再発火する� ・「強化液」

・�放水技術の他にも、人工知能を使ったロボット消防システムや酸素濃度
をコントロールする空気での消火などの技術がある。
・�新しい消防技術は、「解決したい問題を明確にすること」、「しくみ・理論を
理解すること」によって進化してきた。科学技術の進歩と人命を助けたい
という「思い」が合わさって、人命を救う技術が発展する。

しくみ・理論
の理解

コラム 東日本大震災における被災地復興、感動の記録
　　　　『証言記録　東日本大震災　第60回　岩手県大船渡市　町よ甦れ！　ガレキとの総力戦』

東日本大震災の大津波で、岩手県大船渡市はガレキに覆いつくされてしまいました。
復興のためには大量のガレキを処理しなければなりません。ガレキをセメントに再生する案が出されましたが、被災し
た地元のセメント工場への送電網は壊滅的な状態でした。阪神淡路大震災の経験を踏まえて挑戦する大阪の産業廃
棄物処理業者、地元の建設業者、セメント工場、市民が連携し、不可能と思われるプロジェクトを成し遂げます。復興に
は「技術」と「強い気持ち」の両方が必要であることを教えてくれる番組です。
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この番組の良さ 番組活用のポイント

キミたちの未来  僕たちの選択
～時任三郎  世界エネルギーの旅～
地球イチバンミニ
自然エネルギーイチバンの島デンマーク・ロラン島
放送日：2012年4月30日・2012年11月23日　放送時間：43＋9分

● 世界エネルギーの旅

　本番組では、新しいエネルギー政策で注目を
集めているヨーロッパの3つの国が紹介されてい
ます。脱原発を決断したドイツ、自然エネルギー
100%をめざすデンマーク、原発で出る放射性廃
棄物の世界初の処理に挑むフィンランドです。
　俳優の時任三郎さんが、地域で自前の電力会
社を設立した女性、厄介な強風を電力資源に変え
た経済学者など変革の主役たちに話を聞き、それ
ぞれの国の人々がどんな思いをもってエネルギー
の未来を選択したのか、決断の背景に迫ります。

● デンマーク・ロラン島の決断

　デンマークのロラン島は沖縄本島とほぼ同じ
面積で、人口は6万5千人、島内には600基の風
車があり、主に風力で全ての電気をまかなってい
ます。国民の決断で原発を導入しない選択をし、
現在では、風力発電・自然エネルギーの先進地と
なっています。自然エネルギーを選択したことは、
自分たちの生き方とどう関わっていくのか、番組
で明らかになっていきます。

● エネルギー環境に関する教育として

　2018年7月、日本は4年ぶりに第5次エネルギー基本計画を閣議
決定しました。基本計画には、エネルギー全般の政府方針が示され
ています。将来のエネルギー選択について、国民一人一人が現状を
知り、エネルギーについて考えることが重要とされています。
　学習指導要領では、社会科や理科、技術・家庭科を中心にエ
ネルギー問題と地球環境問題を総合的な観点から取り扱うこと
とされています。
　本番組をきっかけにして、未来のエネルギー環境を自ら考え
判断することの重要性に気付き、エネルギーについて考える意
識を高めることができます。

●  日本のエネルギーの未来を考える 
手かがりとして

　ドイツは、2022年までにすべての原子力発電を止めると決め
ました。またデンマークは、原発を導入しないと決め、現在は自
然エネルギー先進地となっています。フィンランドは原発を作り
続けてきましたが、原発から出るすべての放射性廃棄物を国内
で処分すると決めました。2020年から最終処分を始める予定で
す。こうした国々は、エネルギーの選択をしただけでなく、自分た
ちの生き方も選択したと言えます。
　しかし、日本では原発をどうするか、まだはっきり決められて
いません。こうした国々の生き方を手かがりに、私たちのエネル
ギーの未来や生き方について考えることができます。

●  エネルギーについて、 
より多面的な見方や考え方を育む

　エネルギーについて、より多面的な見方や考え方を育むため
に、他のティーチャーズ・ライブラリーの番組を活用すると効果
的です。コラムで紹介している「蓄エネルギー技術」を分かりやす
く紹介した番組『サキどり↑電気をためて暮らしを変える！“蓄エ
ネ”最前線』を活用することで、これからの日本のエネルギー問
題について、より深く多面的に考えることができます。

環境

執筆者
安来市立広瀬中学校
教諭 瀬崎邦博

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　理科　社会　技術　家庭　総合

２分２７秒



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・日本のエネルギーの現状について、知っ
ていることを聞く。

・エネルギーの現状に解決すべき問題があ
ることを確認する。

・これからのエネルギーについて、どういう
選択をしたらよいか、自分の考えをノート
に書き、発表する場面を設定する。

・これは日本だけの問題なのだろうかと問う。

・番組視聴で分かったそれぞれの国の選択
の考え方、3国の共通点について、グルー
ブで共有した後、学級全体で交流する。

・改めて自分の選択について、考える。

【技術的意欲と態度】
・生活や社会における事象を、技術との関
わりの視点で捉え、社会からの要求、安全
性、環境負荷や経済性等に着目して技術
を最適化することができたか。
（技術の見方・考え方）
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環境
未来のエネルギー選択。
あなたはどうする？

  対象校種  　中学校　　  対象教科  　技術

［授業時間 50分×2］　まるごと視聴

コラム 『サキどり↑　電気をためて暮らしを変える！“蓄エネ”最前線』

本番組は「蓄エネルギー技術」を分かりやすく紹介した番組です。風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーは近年普及が進んできています
が、送電線の不足や、発電量が天候に左右されるなど、作った電気が活用できないという状況も生まれています。この課題を解決するのが「蓄エネル
ギー技術」であり、再生可能エネルギー普及の鍵を握っています。「蓄エネルギー技術」の最前線を知り、これからの日本のエネルギー問題を考える手
がかりとして、番組を活用することをお薦めします。

東日本大震災後、
多くの原発が止まっている

自然エネルギー（太陽光・
風力）の利用が増えている

２０１８年、地震や台風により
北海道や静岡で

大規模停電が起きた

家庭で発電した電気を
買い取ってもらえたり、発電会社を

選べるようになったりした

私たちはこれから、エネルギーの未来をどう選択したらよいのだろうか？

ドイツの場合
・�チェルノブイリの事故の経験→原発の電気
を使いたくない
・�電気の無駄遣いがあるから原発はなくな
らない→節電
・�自分たちが使う電気は自分たちが選んで
暮らしていきたい
・�２０２２年までに国内の原発をすべて停止
する

・�政府は原発について賛成・反対論の公平
な資料を作り、国民に選択の機会を与え
た→議論の結果、自然エネルギーを選択
・�２０５０年までに国全体を１００％自然エ
ネルギーにすると決めた

・�原発を作り続けてきた
・�核廃棄物の処分を具体的に決め、実行す
ることが原発を利用する条件
・�夢物語を言っても仕方ない
・�現実的に最も安全な方法で解決する

デンマークの場合 フィンランドの場合

太陽光 風力等 組み合わせ 原子力 火力

他の国は、この問題についてどうしているのだろうか？

番組まるごと視聴（43分）

７分５９秒 ２０分５２秒 ３１分３９秒

再生可能エネルギー バランスを考える 現行のエネルギー

ヨーロッパの３国は、自分たちの未来について
国民が議論し、そして選択した

社会からの要求、安全性、環境負荷や経済性等を考え、社会全体で話し
合って決める必要がある。

自分の選択について、選択と理由を考える。
全体で発表する（数人）。

エネルギー問題について、これからもきちんと向き合っていきたい
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この番組の良さ 番組活用のポイント

サイエンスZERO
ウナギはどこへ行った？

放送日：2012年8月19日　放送時間：30分

● ウナギ激減の原因は?

　価格の高騰が止まらないウナギ。いったいどう
してしまったのでしょうか。実は、日本にやってくる
シラスウナギは、1963年に比べてわずか数十分
の1にまで激減しているのです。
　二ホンウナギの故郷は、西マリアナ海嶺という
海底山脈です。川から海に下り、はるか2500km
も太平洋を泳いで産卵します。そこで生まれた稚
魚は、海流に乗ってはるばる日本へとやってきま
す。ところが、最近ある異変が起きました。産卵場
所がわずかに南へずれた結果、稚魚たちが海流に
うまく乗れず、死滅している事実が分かったので
す。ウナギ激減の原因に番組は迫っていきます。

● 原因は日本国内にもあった！

　さらに、私たちの住む日本の河川の変化も関係
していました。防災や治水のために造られた堰や
人工の護岸が、ウナギの生息環境を奪っていたの
です。ウナギが激減した原因は、実は私たち人間
にもあったのです。

● 身近な問題としてとらえる

　ウナギは、蒲焼や鰻丼など日本の食文化に深く根付き、私たち
になじみ深い魚です。しかし意外にも、その生態はほとんど知ら
れていません。研究者の間でも、最近まで産卵場すら正確には
把握されていなかったのです。生態に関してもいまだに分から
ないことが多く、謎に満ちた生物です。そして、古くから日本人と
深い関わりをもつこの魚が今、絶滅の危機に瀕しているのです。
　ウナギは、食用の99%が養殖です。しかしその養殖方法は他
の魚と違い、稚魚のシラスウナギを川で捕まえ、大きく育ててか
ら出荷するというものです。乱獲や環境の変化によりシラスウナ
ギの漁獲は年々激減し、ついに2014年、ニホンウナギは絶滅危
惧種に指定されてしまいました。また、日本が輸入してきたヨー
ロッパウナギも、ここ20年でなんと90%も減少しました。この
ままでは絶滅してしまう恐れがあるとして、2009年からはヨー
ロッパウナギの国際取引はワシントン条約によって規制されて
います。
　本番組ではウナギを通して、大きな環境問題である地球温暖
化やエルニーニョ現象、また堰や人工的な護岸の是非などを、自
分たちの身近な問題としてとらえることができるでしょう。

● これからの子供たちにとって必要な力

　資源回復の切り札は、人の手によるウナギの完全養殖です。
2010年に世界で初めて、人工孵化したウナギの稚魚を成魚まで
育て、卵を採取し、孵化させることに成功しました。国を挙げた
研究が始まってから、なんと40年目の成果です。
　完全養殖の一番の問題が、稚魚が何を食べているのかが分か
らないことでした。答えが見えない中、わずかな手がかりを基に
調査が続けられてきました。
　番組後半で紹介される調査・研究の方法から、理科学習等に
おいて答えのない問題に取り組むときの仮説の立て方や条件
の絞り込み、継続的な研究の大切さを学ぶことができます。そし
て、核心に迫っていく探求法について学ぶことができます。

環境

執筆者
海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛

  対象校種  　小学校４～６年　中学校　高校  
  対象教科  　理科　社会　国語　総合



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・開始から2分経ったところで一時停止し、
レプトセファルス（ニホンウナギの稚魚）
について、この魚は何か意見を聞き、興
味・関心を高める。
・日本でとれた、シラスウナギ漁獲量の推
移グラフ（左ページのグラフ等）を見せ、
課題意識を持たせる。

・さまざまな意見が発表できるよう、子供た
ちの多様な考えを引き出す。

・2分〜16分28秒の「背景にはもっと大きな
黒幕がいるのです。」のナレーション後、一
時停止する。

・生態系の微妙なバランスの上に成り立っ
ている命について、番組にそってまとめて
いく。

・産卵場所の変化以外の、ニホンウナギ激
減の大きな黒幕について、理由を考え発
表するよう話す。

・22分のトリビアの前で、一時停止をする。
・幾つかの要因について、項目ごとに整理
し板書を行う。

・実は、堰や人工の護岸等、人間による川の
環境破壊が大きな原因であることをまと
める。
・日本古来の食文化についてふれる。
・河川の氾濫等から生活を守るという、防
災の観点からも考えられるようにする。
・ウナギも守り、私たちの生活や食文化も
守れる方法について考えるよう話す。

・私たちの手で、地球上から貴重な種を消
してしまうことは、大変な罪であることを
話す。

【学びに向かう力・人間性】
・ウナギの謎から自然環境にも目を向け、
進んで改善策を考えようとしたか。
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二ホンウナギが激減したのはどうしてだろうか？

環境
なぜニホンウナギは激減して
しまったのだろうか

  対象校種  　小学校５年　　  対象教科  　理科

［授業時間 45分］　まるごと視聴

番組視聴（開始〜2分）
謎の魚について発表する

シラスウナギの漁獲量が激減している理由が知りたい。
番組の続きが見たい。

番組視聴（2分〜16分28秒）

番組視聴（16分28秒〜22分）

番組視聴（22分〜最後）

しかし、減少の背景には他にも原因がある

原因を作ったのは、実は私たち人間だった

・二ホンウナギはもともと深海魚の一種だった
・�西マリアナ海嶺の塩分フロントと呼ばれる塩分濃度の境目で、数万匹が産
卵する
・地球温暖化等によって、雨が降る地域が以前とずれてきた
・その結果、海流にうまく乗れず、「死滅回遊」が起きている

水質の悪化 捕食動物の増加 人間による乱獲 エサ不足

川を元の状態に戻す 食べるのを控える 調和のとれた環境にする

ウナギが激減した理由は産卵場所の変化もあるが、
環境破壊も大きな原因である。

豊かな自然環境を守るのは、私たち人間の責務である。
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大人のピタゴラスイッチ
数ピタ！
たのしい数学
放送日：2015年1月2日　放送時間：40分

● 数学に対する興味・関心を高める

　子供たちに人気の番組の大人向けの特番です。
身の回りの事象を扱い、問題解決のための考えや
解法などを、子供が親しみやすいキャラクターを用
いて、数学が苦手な人に対しても分かりやすく視
覚化した構成になっています。大人気のピタゴラ
装置の舞台裏に焦点を当てたコーナーもあり、達
成感を疑似体験できる工夫もあって、算数・数学に
対する興味・関心を高める番組となっています。

● 数学の考え方を伝える番組

　「変換する」「関係を見つける」など数学的な見
方・考え方を、身の回りの分かりやすい事象や興
味深い事柄を題材として扱い、ピタゴラ流の斬新
な映像と理解しやすい解説で紹介します。そのた
め、視聴する児童・生徒にとって、解決のための手
段を分かりやすく捉えられる番組構成になってい
ます。

● 「変換する」という数学的な見方・考え方から

　番組の『回転していく図形が通り抜ける穴の形について』では、
『スレスレの穴はどんな形？』という課題を、『1周させてカットす
ると、どんな形？』に変換する視点を与え、考えさせます。『どっち
の線が長い？』では、一見長さを比べることの難しい、直線と折
れ曲がった線を、鏡などを使って2つの直線に変換し、たやすく長
さを比べられるようにします。
　「変換する」ことは、数学において大変重要な見方・考え方で
す。特に図形領域においては、平面図形や立体図形を捉えるた
めに、ある側面だけから考えるのではなく、多面的に捉え直すこ
とで、その図形の性質を統合的に理解することができます。そう
いうことが図形の性質の普遍性に気づくことにつながります。
　「変換する」課題等を扱う関数や図形領域の授業において、本
番組の活用をお薦めします。

● 「規則性を見出だす」という見方・考え方から

　番組の『一筆書きができるかについて』では、通るマスの色を
変換することで、通る順序を確認できます。つまり、色の配列から
規則性を見いだし、一筆書きが可能か判断することができます。
このことが解決の手立てとなります。
　事象の中から一側面だけを見て「規則性を見出だす」ことは
難しいことです。しかし、他の側面から捉え直すことで「規則性を
見出だす」ことができるようになります。
　「マッチ棒で正方形を作る時の正方形の個数とマッチ棒の総
数」や「正多角形の対角線の本数」、「数列」などの学習で、本番
組を活用することで、事象に関する興味・関心を高め、学習者の
主体的な活動につなげることができます。

学ぶ楽しさ

執筆者
宮古島市教育委員会
教育研究所
指導主事 座間味浩二

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　算数　数学

この番組の良さ 番組活用のポイント



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・回転体がどうやってできるのかということ
と、その断面についての興味・関心を、番
組を見ることでもたせるようにする。

・視聴後、回転体の説明をする。「ある図形
を、軸を中心に回転させてできる立体の
ことを回転体という。」

・身の周りにどんな回転体があるのか聞く。

・回転体がどうやってできるのかを聞く。

・左の4つは生徒が挙げた身の周りの回転
体例

・回転する図形と回転軸、出来上がった回
転体の見取り図を用いて、身の周りの回
転体について説明を考える。

・回転体の見取り図や回転体の投影図（立
面図）などの活用から断面の図形などを
イメージできているか確認し、ノートに記
入するように促す。

・出来上がる回転体の説明を、ペアまたは
グループで共有を促す。

・「平面図形の名称や回転軸を用いて説明で
きたかどうか」を評価基準にもつと良い。

【数学的な見方・考え方】
�空間図形を、直線や平面図形の運動に
よって構成されるものと捉えることがで
きたか。
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学ぶ楽しさ
身の周りの回転体は
どうしたらできるのだろうか？

  対象校種  　中学校　　  対象教科  　数学

［授業時間 50分］　部分視聴

コラム 『サイエンスＺＥＲＯ　カガクの“力”♯１　旬！な現場に潜入』

自然科学にあまり興味がない人にも興味がわくように分かりやすくまとめられた番組です。番組前半では、土木施設の老朽化という問題に対応して
開発されたレーザー技術が紹介されています。この技術を活用することで、今後の土木建築の仕事内容やイメージが変わる可能性が出てきました。
後半では、千葉県にある地層「チバニアン」の分析結果から判明した知見が扱われています。中学校理科・技術、高校地学の各領域の単元導入でご活
用ください。

�番組部分視聴（6分13秒：2分20秒〜8分33秒）
回転する直線が、平面の紙のくりぬいた部分をすり抜ける

球状の立体
ボールなど

球の断面は
円だ

円柱状の立体
コップやトイレット
ペーパーなど

円柱の断面は
長方形

円錐状の立体
カラーコーンなど

円錐の断面は
二等辺三角形

複合した立体
花瓶やフラスコなど

複雑な立体の
断面は複雑

回転体はどんな平面を回転させればできるのだろうか？

回転体の断面を考えれば良い

断面が線対称の図形になっているから　　　　　　　　
回転させる平面はその半分だ

ボール コップ カラーコーン 花瓶

回転体の断面を考えればどのようにして回転体ができるのかが分かった。
ある平面を回転の軸を中心に回転させたら回転体ができることが分かった。

身の周りの回転体の説明をペアまたはグループで共有する
発表例「図形□□の○○を軸にして回転させて△△が出来上がる」

番組のように変わった
回転体は作れないかな？

複雑な平面を回転させたら
どんな回転体ができるのかな？
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この番組の良さ この番組の良さ

番組活用のポイント

番組活用のポイント

ともに生きる 命・生き方

その時　歴史が動いた
シリーズ日本降伏　前編
焦土に玉音が響いた～8月15日・終戦決定までの道程～
放送日：2008年9月3日　放送時間：43分

● 1人1人が「平和」を築くために

　終戦から70年以上が経過し、戦争を経験した世代が減り、
「戦争」という言葉にリアリティを感じない世代が増えてい

ます。『シリーズ日本降伏　前編　焦土に玉音が響いた』で
は、終戦の詔勅を伝える玉音放送が国民のもとに届くまで
の詳細を知ることができます。教科書や資料集からは読み
取れない、終戦に至る経緯を振り返ることで、そこから浮き
彫りになる歴史の教訓を考えることができます。

●  終戦の過程を教訓に、 
戦争の悲劇について考える

　1945年8月15日正午、4分37秒の天皇の玉音放送によ
り、国民に終戦が伝えられました。その3週間前、日本政府は
連合国に、日本占領、軍隊の武装解除、戦争犯罪人の処罰
などを含む降伏勧告・ポツダム宣言を突きつけられていまし
た。これを受け入れた場合に「国体」=天皇制を守れるのか
どうかをめぐり、日本の指導者たちの意見は対立します。戦
争の継続は不可能、天皇制は維持できるとして、一刻も早く
宣言を受け入れたいとする和平派、天皇制が守られる保証
がないのなら受け入れられないと徹底抗戦を主張する強
硬派。双方が議論を続けている間も、空襲や原爆投下、ソ連
の参戦などにより犠牲者が増え続けました。この番組では、
終戦までのこうした過程を理解することができます。議論
に時間が費やされる間に多くの命が失われていく悲
惨、終戦直前まで起こる戦争の悲劇を知り、歴史か
ら得られる教訓を考えるとよいでしょう。

● １人１人が「平和」を築くために

　「ペリーの道～元米国防長官の警告～」では、長年アメ
リカの軍事戦略に関わった元国防長官ウィリアム・ペリー
へのインタビューから、核戦争に対する強い危機感を知る
ことができます。両番組は、若い世代に「平和」を築くため
のヒントを与えてくれます。

●  「核なき世界」に向けた、次世代への願い

　番組では、第二次世界大戦から東西冷戦とその終結、テ
ロとの戦いなど、元米国防長官ペリーの人生を追う形で、
核兵器の危険性について考えることができます。実体験に
基づいて「核戦争は人類の終焉になる」と信じるペリーの
危機感が伝わってくる一方で、核を不要にするために通常
戦力の強化を推し進めてきたことが正しかったかどうかを
考えさせられる場面もあり、答えのない問いを迫られる内
容です。
　北朝鮮の核開発やテロの脅威についてはふだんから
ニュース等で知っていると考えられますが、番組視聴を通
してそれらとアメリカの軍事戦略との関連も理解すること
ができます。
　８０代になってから「核なき世界」を訴え始めたペリー
は、世界の危機について私たちが「思考停止」になるので

はなく、大きな動きを起こす必要があると説きます。「核
なき世界」のために自分に何ができるのかを考える

良い機会となります。

平和

執筆者　向日市立寺戸中学校　教諭 鈴木英太

  対象校種  　中学校　高校  
  対象教科  　社会　学級活動 総合

BS1スペシャル
ペリーの道
～元米国防長官の警告～　前後編
放送日：2018年3月2日　放送時間：50＋49分
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この番組の良さ 番組活用のポイント

プロフェッショナル　仕事の流儀
どんな絶望にも、光はある
自殺対策NPO代表　佐藤久男
放送日：2016年5月9日　放送時間：48分

●  自殺者を半減させた男 
失敗体験は任せろ

　本番組は、自殺対策NPO代表の佐藤久男さん
の活躍を描いたものです。命の相談員である佐藤
さんは、秋田県の小さな相談所から、自殺者を減
らすための組織的で先進的なネットワーク（秋田
モデル）を作り上げ、長年自殺率全国ワースト1で
あった秋田県の自殺率を半減させました。
　佐藤さんのもとには、経済的な問題や精神的な
病気などで自殺を考える人が駆け込んできます。
佐藤さん自身も失敗体験から自殺を考えた一人
ですが、その体験を活かし、一人一人に丁寧に向
き合います。どんな状況でも決して諦めない佐藤
さんの姿から、「自殺を考える人を何とか救いた
い」という強く熱い思いが伝わってきます。

●  佐藤さんの仕事に対する姿勢から
考える

　「人がやらないことでも、やれると信じて懸命に
頑張り通す」という佐藤さんの言葉から、仕事に対
する信念を感じとることができます。熱意をもって
仕事にむかう姿勢に、キャリア教育としての活用
も期待されます。

● 「 秋田モデル」を作り出す熱意と佐藤さんの
思いから学ぶ

　自殺を考えるまでに追い込まれる原因の多くは、経済的な困
難、人間関係、精神的な病気などです。どんなに複雑に問題が絡
み合っていたとしても、佐藤さんは自らの教訓である“暗闇に一
筋の光を探す”を念頭に置いて、「たとえ1%でも希望があれば、
人は生きていける」と信じて取り組んでいます。
　佐藤さんは、たくさんの専門家（弁護士、司法書士、臨床心理
士など）と連携し、問題解決に向けて組織的に取り組んでいこう
とネットワークを作り上げてきました。それにとどまらず、自治体
や大学、メディアなど多方面に連携を広げ、さまざまな問題への
対応を可能にしています。「ここに来たら、あなたを死なせない」
という佐藤さんの強い信念が、自殺対策としての「秋田モデル」
に盛り込まれています。そのような佐藤さんのNPO法人代表と
しての姿勢から、仕事への熱意を感じ取り、働くことについての
考えを深めることができます。

● 「 どんな絶望にも、光を見出せる力」について
考える

　事業に失敗し、家族に借金を残したくないなど、追い詰められ
た人をどう救うか？佐藤さんは、暗闇にいる人と向き合うとき大
切にすることは“鏡に徹すること”だと言います。あえてアドバイ
スはせず、 「苦しみをただひたすら聞くことが人間の光になる」
と信じ、聞き役に徹します。「絶望と希望は紙一重、だからこそど
んな絶望にも光はある」と、突破口を見出していきます。
　佐藤さん自身も、会社が倒産し自己破産したことで、従業員
への罪悪感や家族への思いから、追い詰められ、自殺を考えた
時期があります。そして、同じ経営者仲間である友人が自殺する
など、失意のどん底を味わいます。しかしその死がきっかけとな
り、秋田県の自殺対策に向けて一人で立ち上がりました。
　相談者の心の深い苦しみに触れ、心が悲鳴を上げる時もある
と言いますが、そういう時こそ自分を奮い立たせ、苦しみをひた
すら聞くことに努めます。
　生きることの意味を考え、挫折から立ち直るヒントを与えてく
れる教材として、活用の幅が広がります。　

ともに生きる 命・生き方

執筆者
大分県立津久見高等学校
指導教諭 森　浩三

平和

  対象校種  　中学校　高校  
  対象教科  　道徳　総合



58

この番組の良さ 番組活用のポイント

情報 情報リテラシー

渡辺謙アメリカを行く
“9・11テロ”に
立ち向かった日系人
放送日：2011年8月15日　放送時間：73分

● 人権・自由・平等について考える

　2001年の同時多発テロ直後、アメリカではアラ
ブ系の人々への偏見・差別が高まりました。しか
し、時の運輸長官ノーマン・ミネタさんは、アラブ
系イスラーム教徒に対する空港での荷物チェック
などの、人種による選別・差別を厳禁しました。ま
た、日系3世キャシー・マサオカさんの呼びかけを
受け、多くの日系人たちがイスラーム差別に抗し
て行動を起こしました。人権・自由・平等について
深く考えることができる番組です。

●  正しいことを貫く強さについて 
考える

　「努力を怠らず正しい行動をしようとするのが、
日本人の精神文化だ」と語るノーマン・ミネタさん
は、幼少期に日本人強制収容所で理不尽な扱い
を受け、過酷な生活を経験しました。アメリカを自
由と平等を守る差別のない国にしたい…被害者
への謝罪を求めてミネタさんが提出した法案は、
支持を集め、政府を動かします。アメリカ政府は
過ちを認め、強制収容への謝罪や補償を約束しま
した。正しいことを貫くミネタさんの心の強さに触
れることで、子供たちの心を揺さぶることができま
す。

● 「自分のこと」として捉える

　生徒たちにとって、アメリカにおける日本人の強制収容や同
時多発テロは、歴史上の出来事に過ぎないかも知れません。し
かし、その背景にある人間の意識や行動の危うさは、決して過去
のものではありません。移民や外国人労働者などは、国際社会
のみならず日本国内においても、大きな課題となっており、学校
における偏見や差別、いじめ、LGBTなどの問題も、決して他人
事ではありません。本番組の活用に際しては、日系人として全米
本土で初の国会議員となったノーマン・ミネタさんの行動を、遠
い世界の昔の話と捉えるのではなく、自分たちの周りにも起きう
る「自分のこと」として捉えることが大切です。

● 歴史の学習や社会問題と関連付ける

　戦争やテロが生み出す憎しみや恐怖心は、人々の差別や偏見
の意識を高めます。そして、その差別や偏見は受けた人の心の
傷となって永遠に残ります。ノーマン・ミネタさんの言動や、忘れ
たい過去の記憶を語ることを決意した日系人たちの思いをより
深く理解するためには、戦争やテロの原因や背景を学んでおくこ
とが必要となります。本番組を活用するためには、歴史で学習し
たことや世界中で起きているさまざまな社会問題と関連付ける
と良いでしょう。

● 人権感覚を磨く

　本番組の活用により、自分の中にある外国人への差別・偏見
の意識と向き合い、克服していこうとする気持ちを養っていくこ
とが期待できます。差別や偏見に対する問題意識を高め、番組
を通して話し合いを深めていく際、思考のベースが、愛国心や日
本人の精神性といったことに偏り過ぎないようにすることが肝
要です。特に、授業を行う際には、イスラーム教徒に限らず、外国
人や、人種・宗教・習慣などへの適切な理解を促すことが必要と
なります。

ともに生きる 共生

執筆者
沼津市教育委員会
指導主事 加納　真

  対象校種  　中学校　高校  
  対象教科  　社会　道徳　総合
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NHKスペシャル
人工知能
天使か悪魔か　2017
放送日：2017年6月25日　放送時間：49分

● 天使か悪魔かシリーズ第2弾

　近い将来、「人工知能（以下AI）が人々の仕事を
奪う」などという研究結果が公表されたこともあ
り、AIは何か不気味な、恐ろしいイメージをもつ人
が多いかもしれません。本番組では、AIの仕組み
など高度な技術の解説ではなく、将棋や産業界な
どでの実例とそこに関わる人々のコメントを通し
て、現代のAIの状況について紹介しています。本
シリーズは2016、2017、2018年と現在3本放送さ
れており、2016年放送分もティーチャーズ・ライブ
ラリーに含まれています。そちらも参考にしてくだ
さい。

● 産業や政治の世界にまでAIが

　第1作と同様、今回も将棋の電王戦が取り上げ
られています。もはや人間が太刀打ちできないレ
ベルになっており、たった1年で将棋AIがすさまじ
い進歩を遂げていることが分かります。その他、タ
クシーの乗車場所予測、アメリカでの犯罪者の再
犯予測、企業の人事評価、AI政治家の構想など、
世界中のさまざまな場面でのAI活用の事例が紹
介されています。

● 人工知能はもはや未来の話ではない

　今後、人工知能やロボット、IoT（Internet of Things：身の回
りのあらゆるモノがインターネットにつながり、相互に情報交換
する仕組み）などのテクノロジーが社会を大きく変えると言われ
ています。しかし「そうは言っても、どうも実感が持てない」とい
う人が多いと思います。今後の社会では、知識だけでなく、人な
らではのコミュニケーション力や想像力、そして創造性が不可欠
となります。学習指導要領でも、未知の変化に対応する思考力・
判断力・表現力を育成する必要が述べられています。本番組の
視聴を通して、これからまもなく訪れる、「人と人工知能の社会」
を実感することができるでしょう。

● テクノロジーを生かすも殺すも人間

　「テクノロジーの進化は止まることがありません」と番組内で
も述べられています。一歩間違えば、AIやロボットは確かに人間
の脅威となりうる危険性もはらんでいます。今後、人工知能の
技術はさらに発展していきます。番組視聴を通して、人工知能を
人々の豊かな暮らしのために生かしていくことは、人間の重要な
責務であると感じ取ることができます。

● 自ら考えること、社会の主体者であること

　子供たちは生まれた時からテクノロジーに囲まれ、日常的に
インターネットを利用していますが、ほとんどが娯楽目的の利用
となっているのが現状です。しかし、これからの社会を生きる子
供たちは、AI等のテクノロジーを安全に、より良く活用して社会
を良い方向に動かしていこうとする態度を育てなければなりま
せん。本番組などを通して未来の社会について考え、情報モラル
教育と共に、誰かが社会を創っているのではなく、自分たちが未
来の社会を創っていくのだという主体性や創造性をもつ子供た
ちを育てていかなければならないでしょう。

情報 情報リテラシー

執筆者
千葉県総合教育センター
研究指導主事 永野　直

ともに生きる 共生

  対象校種  　高校  
  対象教科  　情報　総合
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学ぶ楽しさ
NHKスペシャル
“夢の丘”は危険地帯だった
～土砂災害　広島からの警告～
放送日：2014年10月31日　放送時間：49分

● 夢の丘が、なぜ危険地帯に

　2014年8月、広島市で豪雨による土砂災害が
同時発生し、74人もの住民の命を奪うという甚大
な被害をもたらしました。
　一見どこにでもある丘の住宅街が、土石流に
押し流されてしまいました。宅地開発はどのよう
に進み、何が被害を拡大させたのでしょうか。そし
て、災害対策はなぜ生かされなかったのでしょう
か。番組を通じて、明らかになっていきます。

● 土砂災害の危険とどう向き合うか

　 土 砂 災 害 の 大きな 要 因 の 一つは 、１時 間 に
100mmを超える豪雨です。近年、このような豪雨
は全国で頻発しています。私たちは、いつ、どこで
危険にさらされるか分からない状況です。自分の
こととして土砂災害に向き合い、危険を回避する
ために、何を知り、どう判断すればいいのでしょう
か。番組を活用することで、災害への向き合い方
を考えることができます。

● 災害と人の生活との関わりを学ぶ

　本番組は、広島の土砂災害について3つの問いかけに答える
形で構成されています。「なぜ被害は拡大したのか」「なぜ危険
な山裾に家が」「なぜ教訓は生かされなかったのか」の3つです。
事前の学習で、この3つの問いかけに対応した調べ学習や問題
意識を高めることや、関係者の切実な「悔い」の言葉「じくじたる
思いがありますね」「自分が鬼になれたかどうかという問題です
ね」を取り上げることによって、災害と人の生活との関わり、災害
への人の向き合い方をより深く学ぶことができます。

● 土砂災害のメカニズムを知り、生活に生かす

　番組では、表土の崩壊による土砂災害だけでなく、近年多発
している、豪雨が原因のパイピング崩壊による土砂災害につい
ても、発生のメカニズムや危険性を解説しています。防災とは、
自然現象そのものをなくすことではなく、それが大きな災害につ
ながらないようにすることです。土砂災害のメカニズムと発生し
やすい場所を正しく理解することで、災害を最小限に食い止める
方法を自分で考えて判断することの大切さを学ぶ学習へつなげ
ることができます。

●  防災・減災についての学習を 
より深く行うために

　防災について、より多様な見方・考え方を深めていきたい場合
は、他のティーチャーズ・ライブラリーの番組を活用すると効果的
です。『証言記録　東日本大震災　宮城県女川町～「巨大防潮
堤は要らない」決断のわけ～』、NHKスペシャル「巨大津波が都
市を襲う～東海・東南海・南海地震～」などの番組活用が効果的
です。これらの番組と本番組を組み合わせて活用することで、よ
り多面的に防災・減災についての見方や考え方を学ぶことがで
きます。

防災

執筆者
西条市教育委員会
指導担当専門員 山内雅博

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　総合
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この番組の良さ 番組活用のポイント

NHKスペシャル
世紀の発見！
日本の巨大恐竜
放送日：2017年5月7日　放送時間：49分

● 世紀の大発見！ 

世界が注目！世界でも珍しい恐竜の全身骨格化
石が、北海道むかわ町で発掘されました。日本の恐
竜研究の上で最大の発見である、むかわ竜です。
　日本では、これまで恐竜の全身化石はほとんど
見つかっていませんでした。この発見は、7200万
年前の恐竜時代の日本の環境を教えてくれる重
要な手がかりになります。番組では、最新の映像
技術で恐竜の生きていた時の姿を再現します。

● 再発見

むかわ竜の化石は、最初は地元の愛好家が一
部を発見したものでした。しかしそれは7年間放置
され、ある日ひょんなことから再発見されました。
そして14年をかけて全身骨格の発見に至ったの
です。
　大がかりな発掘とクリーニング作業、CGで復元
したむかわ竜の姿、共に出土した木の化石から推
測されたむかわ竜の最期など、番組はむかわ竜の
すべてに迫ります。

● 「続きはどこですか？」…執念と努力が実を結ぶ

　尻尾だけで終わってもおかしくなかった今回の発見ですが、
小林快次さんはこの尻尾に続く胴体があるはずだと言いまし
た。この一言が世紀の大発見へとつながっていったのです。
　尻尾の化石は、7200万年前には沖合10kmの海底だったとこ
ろの地層から見つかりました。そこから小林さんは大胆な仮説
を立てました。尻尾だけではすぐに沈んでしまいますが、全身だ
と沈まずに沖合まで流されていくと考えたのです。この大胆な仮
説が、尻尾の続きを探す発掘へとつながっていきます。
　この番組を視聴することで、物事はさまざまな視点から考える
ことが大切であり、それには多くの経験や知識が必要であること
を教えられます。また、継続して努力することのすばらしさも学
ぶことができます。この大発見により、子供たちの夢や希望もま
すます広がっていくことでしょう。

● 多くの仲間がいたから

堀田良幸さん、櫻井和彦さんは大発見の扉を開きましたが、
化石はいったん倉庫へしまわれ、忘れ去られたかに見えました。
しかし、佐藤たまきさんによって物語は再び動き出します。その
発見を飛躍させた小林快次さん。そして研究は現在、西村智弘
さんへと受け継がれています。もちろん、発掘に携わった多くの
人、協力者など、たくさんの仲間がいたからこそ奇跡の発見がで
きたのです。
　番組視聴から、それぞれの興味と知識をつなげ、仲間の力が
大きな原動力となり、探求が共に進んでいく面白さやすばらし
さ、何より仲間の大切さを再認識させられることでしょう。一人
では成し遂げられないことでも、それぞれの得意なことを生か
し、多くの仲間と歩めば大きくジャンプできる…そんなことを考
えさせられる番組です。

学ぶ楽しさ

執筆者
海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛

防災

対象校種  　小学校６年　中学校　高校  
対象教科  　理科　社会　総合
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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ティーチャーズ・ライブラリー ガイドブック 2019［VOL.11］
2019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：イエズミ印刷株式会社

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

NHK放送総局知財センター

NHK for School 
ウェブサイト

小学校～高等学校、幼稚園・保育所で役立つ
番組約2,000本、動画クリップ約7,000本、指導用資料を配信

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～高校約2,500校、
のべ8万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

NHKティーチャーズ・ライブラリーは、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。

プログラミング教育を題材とした番組
「Why!? プログラミング」を授業に
活用するための“先生向け講座”を開催

NHK for School
「Why!? プログラミング」授業活用講座




