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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。

サイエンスＺＥＲＯ
巨大空間発見！�
解き明かされる秋芳洞のヒミツ

国内有数の規模を持つ山口県の秋芳洞
で2017年、新しい巨大空間が見つかった。
発見した秋吉台科学博物館のスタッフ、
地質学者、洞窟写真家、測量の専門家ら
が未踏の空間に挑む。そこは秋芳洞の本
体よりも前にできた洞窟で、かつては水で
満たされ、しかも9万年前の阿蘇の火砕
流も堆積していた!最奥部にあった金属
片の正体、予想されるさらなる洞窟…1世
紀にわたる秋芳洞探査の最新情報。

２０１８年４月２９日　３０分

オイコノミア
お世話になっています！
宅配の経済学

ネットでの買物が増えて今や宅配の量は
年40億個、運送会社の過重負担が問題に
なっている。最後は荷物を一軒ごとに配る
ため、「規模の経済」が働かないのだ。対
策としてドローンでの配達、共同宅配ボッ
クスなどが研究されている。番組は、配
送センターでのさまざまな工夫を紹介す
る。配達日時設定の意外なサービスとは? 
個別配送コストはだれがどう負担すべ
き?…経済学の原理から見つめ直す。

２０１８年２月２１日　４３分

オイコノミア
遊園地とテーマパークの経済学！

大人にも人気の遊園地やテーマパーク
が各地に登場、売上総額は6650億円と
過去最高になった。今や、訪れた本人が
楽しむ以上に、写真やコメントのSNS映
えが人気の鍵。お客を大きく増やす価格
設定、プールをシーズンオフに○○に転
用など、遊園地側の試みに隠れた「経済
学的な仕掛け」を探る。キーワードは「範
囲の経済」「地位財」「価格弾力性」「機会
費用」。行列をなくす経済学的コツとは?

２０１７年１１月２２日　４３分

驚き！地球！グレートネイチャー
GREAT NATURE
目撃！世界初の“雷”
～オーストラリア・ノーザンテリトリー～

オーストラリア北部のノーザンテリトリー
は、世界的な雷多発地帯。90分で2000回
という落雷記録があり、雷の種類の多様
さでも知られる。2万分の1秒の超高速度
カメラで、肉眼では見えない雷の先駆け=
ステップトリーダ、地上から雲に伸びる稲
妻、巨大積乱雲を撮影。さらに世界で初
めて「ダートリーダ」（雷と雷の間に発す
る光）の撮影に成功した!壮大な雷の真の
姿を初めて伝える。

２０１３年４月２０日　２９分
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驚き！地球！グレートネイチャー
GREAT NATURE
チリ　連続大噴火の謎に迫る

105もの活火山がある南米のチリでは、
南部でこの10年に9つの火山が噴火し
た。2015年に壮大な溶岩噴泉を見せたビ
ジャリカ火山では、日本人研究者と共に
初めて火口に登り、灼熱の溶岩湖や火映
現象を目の当たりにする。2008年に噴火
したチャイテン火山では溶岩ドームに登
り、岩石の採取に挑戦。噴火の多発には、
チリに沈み込む海洋プレートの「断裂帯」
と水が関係しているらしい…。

２０１７年１０月１３日　２９分
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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
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オイコノミア
遊園地とテーマパークの経済学！
２０１７年１１月２２日　４３分

オイコノミア
お世話になっています！宅配の経済学
２０１８年２月２１日　４３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

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５分×１７本（DVD１枚）

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

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

驚き！地球！グレートネイチャー
GREAT　NATURE
目撃！世界初の“雷”
～オーストラリア・ノーザンテリトリー～
２０１３年４月２０日　２９分

驚き！地球！グレートネイチャー
GREAT　NATURE
チリ　連続大噴火の謎に迫る
２０１７年１０月１３日　２９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

サイエンスＺＥＲＯ
巨大空間発見！�
解き明かされる秋芳洞のヒミツ
２０１８年４月２９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

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

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

頭がしびれるテレビ
神はπに何を隠したのか　

今回取り上げるのは円周率・π。無限に続
くπは超越数と呼ばれ、その姿を解き明
かそうと多くの数学者が人生をささげて
きた。数学者・藤原正彦さんは「πは神の
創った最高傑作」という。繰り広げられる
ドラマを軸に、πの神秘的な世界を堪能
する。

２０１１年５月４日　４３分

\ おすすめ /

\ おすすめ /

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
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ふしぎエンドレス
2018年放送　10分

小学校理科の10分番組。大自然や動植物、人体の実写映像や実験の映像をまとめ、子供たちの興味・関心を
引き出す。「ふしぎモンスター」と一緒に「ふしぎ」を見つけ、予想を立て、調べた結果を考察する構成になって
いる。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　ふしぎを見つけるには？
第2回　タネのふしぎ
第3回　虫のたまご
第4回　植物の育ち方とからだ
第5回　虫の育ち方
第6回　虫のからだ
第7回　動き方がかわる？

第8回� 虫はどこにいる？
第9回� 花がさいたあと
第10回� かげのふしぎ
第11回� 日なたと日かげ
第12回� 光はどこから？
第13回� 日光を集めると？
第14回� 音のふしぎ
第15回� あかりをつけるには？

第16回　あかりがつくものは？
第17回　じしゃくに引きよせられるもの
第18回　じしゃくのふしぎ
第19回　形がかわると？
第20回　重いのはどれ？

4年

第1回　春になると？
第2回　春の1日の変化
第3回　電池カーの速さのひみつ
第4回　ツバメがあらわれた！
第5回　夏になると？
第6回　校庭にふった雨はどこへ？
第7回　夏の星空

第8回� 満月は時間がたつと？
第9回� 人のうでの中は？
第10回� うではどうやって動く？
第11回� 水てきはどこから？
第12回� すずしくなると？
第13回� とじこめられた空気
第14回� 空気をあたためると？
第15回� 冬の星空

第16回　寒くなると？
第17回　水から出るあわは？
第18回　金ぞくのあたたまり方
第19回　水のあたたまり方
第20回　生き物の1年

5年

第1回　調べてみるには？
第2回　発芽させるには？
第3回　子葉は必要？
第4回　植物が大きく育つには？
第5回　実をつけるには？
第6回　たまごの記録をとってみよう
第7回　おなかの赤ちゃんはどう育つ？

第8回� 天気の変化に決まりはある？
第9回� 台風はどう進む？
第10回� 雨の川に土が混ざるのは？
第11回� 洪水（こうずい）を防ぐには？
第12回� 水に塩を入れると？
第13回� たくさんとかすには？
第14回� とけたものを取り出すには？
第15回� とけたものはどこにある？

第16回　ゆれ方がちがうのは？
第17回　電磁石を強くするには？
第18回　電磁石の実験を改善しよう
第19回　モーターを回すには？
第20回　どうして前へ進むの？

6年

第1回　燃えると？
第2回　火が消えるのは？
第3回　でんぷんはどこから？　実験計画編
第4回　でんぷんはどこから？　考察編
第5回　水は葉にどう届く？
第6回　葉で使われなかった水は？
第7回　人の体のしくみ　消化・呼吸編

第8回� 人の体のしくみ　考察編
第9回� 生き物どうしのつながりは？
第10回� なぜ酸素はなくならない？
第11回� なぜ月の形がちがう？
第12回� 月の形が変わるしくみは？
第13回� �消えたアルミニウムのなぞ� �

実験計画編
第14回� �消えたアルミニウムのなぞ� �

考察編
第15回� 遠くはなれた地層のひみつ

第16回　地層から歴史を探れ！
第17回　�てこの決まりを探れ！　実験計画編
第18回　てこの決まりを探れ！　考察編
第19回　なぜ電気を使う？　手がかり編
第20回　なぜ電気を使う？　考察編

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。その際返却日は、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

番組の紹介

ふしぎ
エンドレス

※従来の『ふしぎがいっぱい』も引き続き貸し出し可能です。内容についてはホームページでご確認下さい。
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