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無 料で貸し出すサービスです。

ライブラリーティーチャーズ

スマートフォンでもご覧いただけます
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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

してきた多様な番組の中から学校教育にも活用できるもの

を選りすぐり、DVDとして無料で貸し出して授業などに利用

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、新学習

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

目次
目次　 　�
NHKティーチャーズ・ライブラリーとは　 　 �
センター長と委員挨拶　 　 �
ティーチャーズ・ライブラリーで「主体的・対話的で深い学び」を実現！　 　 �
ティーチャーズ・ライブラリーが道徳の授業で活用されています！　 　 ��
条件・規約　 　 ��
申し込みから返却までの流れ　 　 ��
よくある質問　 　 ��

単品利用申し込み書　 　��

セット利用申し込み書　 　 ��

● 平和　 　��
● 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　 　ETV特集 アメリカと被爆者 “赤い背中”が残したもの + コラム 証言記録 ぼくたちは兵器を作った 大阪砲兵工廠　 　��
● キャリア　 　千年支える釘を打つ　 　 ��
● ともに生きる　 　クローズアップ現代　左手のピアニスト・舘野泉　 　 ��
 　いじめをノックアウト選　 　 ��
● 情報　 　オトナヘノベル ネットの“悪”もうだまされない！ + コラム クローズアップ現代＋“バイトテロ”の深層　 　 ��
 　NHKスペシャル 人工知能天使か悪魔か ����　 　 ��
 　クローズアップ現代＋　AIがうまいコメ作った！　 　 ��
 　Why!?プログラミング　 　 ��
● 環境　 　クローズアップ現代＋ “リサイクル破綻”どう解決？　 　 ��
● 学ぶ楽しさ　 　サイエンスZERO　解き明かされる秋芳洞のヒミツ　 　 ��
 　オイコノミア　遊園地とテーマパークの経済学！　 　 ��

 　プロフェッショナル 仕事の流儀 銃よ、憎しみよ、さようなら 
● キャリア（コラム）　 　オトナヘノベル　ブラックバイトに　負けない！ 
 　＃ジューダイ　高校生がプロデュース／高校生がガチ対決！　

 　 ��

● ともに生きる（コラム）　 　ＮＨＫ特集　妻へ飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ　 　 ��
 　プロフェッショナル　仕事の流儀　昆虫写真家　栗林慧　 　 ��
 　目撃！にっぽん　クマヤマ　 　 ��
 　君が僕の息子について　教えてくれたこと 
 　ＮＨＫスペシャル　“ともに、生きる”　　　　 　 ��

 　証言記録・東日本大震災　希望をつなげ　壁新聞 
● 防災（コラム）　 　証言記録・東日本大震災　液状化の衝撃　　　　　 　 ��
 　クローズアップ現代＋　検証・西日本豪雨 
● 学ぶ楽しさ（コラム）　 　オイコノミア　宅配の経済学　 　 ��
 　グレートネイチャー　目撃！世界初の“雷”  
 　グレートネイチャー　チリ連続大噴火の謎に迫る

　 　 ��

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
　 約�� �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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NHK知財センター長　梶 原  均

　ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリーは、ＮＨＫスペシャルなどのドキュメンタリー番組を中心に、教育現
場で活用していただきたい番組をラインアップしています。先生方のご要望も聞きながら、今年も、教科書と
関連した『ＮＨＫ特集　妻へ飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ』、『千年支える釘を打つ　～古代道具復元・白鷹幸
伯さん～』などの番組を新たに追加しました。
　映像には、ついつい見入ってしまう力があります。子供たちも、映像だと関心を持つことが多いのではない
でしょうか。しばしば、放送は受け身のメディアだと言われます。しかし授業では、みんなで番組を視聴し、
意見を交わすことができます。番組は情報量も豊富です。番組を題材に対話し、主体的に考えることで、新た
な学びにつなげることができるのではないでしょうか。
　編集委員の先生方に執筆していただいた学習展開例を参考にして、ぜひ授業でＮＨＫティーチャーズ・ライ
ブラリーの番組を利用していただき、学校教育における番組活用の可能性を広げていただければ幸いです。

編集委員会委員長
鳴門教育大学准教授

本年度は、小学校の新学習指導要領完全実施、中学校はその1年前、高等
学校は2年前に当たるなど、主体的・対話的で深い学び（いわゆるアク
ティブラーニング）への移行がより求められる年となっています。主体
的・対話的で深い学びにとって最も重要なのは、児童生徒が心や知的好
奇心を揺さぶられ、主体的に学習を進め多様な考えを練り合うことです。
児童生徒をそのように突き動かす上で、学習スタート時の教材として、
学習を深める教材として、高画質・高音質で良質なＮＨＫの各種番組の
良さが再認識され、道徳・社会・理科・学級活動・総合的な学習の時間
等、多種多様な教科・領域での活用が広がっています。
本年度も、「こんな番組を使いたい！」という皆さんの声により、新し
い番組が多数加わりました。

藤 村  裕 一
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藤 村  裕 一
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新学習指導要領の目標に対応して
　NHKティーチャーズ・ライブラリーは、NHKの優れた一般番組を先生方が授業等でお使いいただけるようにDVDで貸し出すサービスです。

　2020年度は、新学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」への転換、知識重視から能力重視への転換、問題発見・解決能力等の

学びの基盤となる力の育成を実現する必要があります。今後は、変化の激しい社会にも対応できる人材を育成する教育（学校ver2.0）から、人

間ならではの強みを生かし想定外にも対応できる「学校ver3.0」の実現をも指向します。

ティーチャーズ・ライブラリー 編集委員会・藤村裕一委員長からのアドバイス

究

究

究
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ティーチャーズ・ライブラリーが 道徳の授業で活用されています！
　小学校に続き中学校でも、2019年度から「特別の教科　道徳」
が始まりました。「主たる教材として，検定教科書を使用す
ること」とされた一方、評価に際しては、「他者の考え方や
議論に触れ，自律的に思考する中で，一面的な見方から多面
的・多角的な見方へと発展しているか」を重視するべきだと
され、先生方は授業案作りや効果的な教材探しにいろいろと
苦心されていることと思います。
　ティーチャーズ・ライブラリーのラインアップには、この
「他者の考え方や議論に触れる」ことや、「多面的・多角的な
見方へと発展」させることに役立つ番組が多数あり、これま
でも道徳の授業で活用されています。映像教材は、登場人物
が肉声で自分の体験や感情を語ることで、強い情動性で子供
たちの心を揺さぶり、「主体的・対話的で深い学び」への導
きとなりえます。教科書と関連させながら視聴させることで、
より充実した授業ができるのではないでしょうか。
　道徳の授業に活かせる番組と、実際に活用した先生方の感
想をご紹介しましょう。

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

中学校　
本学年では「誠実」という学年目標を掲げていますが、新津
さんの生き方から誠実の意味がしっかりつかめてきた気がし
ています。また、中国残留孤児についての学習にもつながり
ました。

教科書に載っている『私は清掃のプロになる』を学習後、学
年で一斉にＤＶＤを視聴しました。教科書だけでは分からな
かった部分を学習できました。視聴後すぐに清掃活動を行い
ましたが、清掃に取り組む子供たちの姿勢が明らかに違いま
した。

翌日の清掃から、「新津さんに負けない」とつぶやきながら
トイレを拭き上げる姿も見られました。

生徒たちは、見た目の華やかさではなく本当のかっこうよさ
を感じたようです。

高等学校
人間にしかできないってこういうことなんだと思った。　

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

中学校
「公正、公平、社会正義」を主題に据え、多くの命を救うこ
との大切さ、苦労を実際に体験した貫戸さんの話を聞き、強
いインパクトを感じ、印象に残る道徳の授業となった。授業
の展開も、ＤＶＤを参考に、ディベート形式で、活発な意見
交流ができた。

道徳地区公開講座で、教科書を使い、ＤＶＤを一部見せた。
映像の力は大きく、生徒には文章だけでは感じとれない緊迫
感を伝えることができた。それぞれ意見が違うこと、相手の
意見を聞くことの大切さも理解したようだった。

高等学校
倫理的な問題提起に対して臆することなく活発に意見を言
い合う小学生の姿が印象的で、触発された生徒が多くいま
した。

ＥＴＶ特集 小さき命のバトン

中学校
「命のバトン」という言葉から食物連鎖を想像する生徒が多く、
見終えた時「こんな命のバトンがあるのか」と驚いていた。
妊娠から出産、成長するまでに多くの人の思いがあるのだと
いうことに生徒が気付けるすばらしい番組だった。

定時制高等学校　
普段はドキュメンタリー番組をほとんど見ない生徒が多いの
で、60 分という視聴時間が長いような気がしていたが、実
際には熱心に最後まで見ている生徒が予想以上に多かった。

「このビデオを見せてもらって本当に良かった」という意見
を聞くことができた。

その時　歴史が動いた　6000人の命を救った
外交官～杉原千畝ビザ大量発給決断の時～

中学校
8/6 に急遽道徳の授業をと言われ、テーマに選んだ。この番
組は理路整然と時代背景や時間の流れが理解でき、緊迫感や
不安、そして決断が語られる中で、生徒の心も一緒に動いて
いる様子だった。このＤＶＤで初めて杉原千畝の功績を理解
できた生徒が多かった。

彼が行った「国際貢献」について生徒たちがより深く理解す
るには、教科書に掲載されていることだけでは不十分だった。
「ただ目の前の命を救いたい」という、相手を大切に思う気持
ちが国際貢献につながることを深く理解させることができた。

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～

中学校
いじめを題材としたものは、「いじめは絶対してはならない」
という視点で指導を展開するものが多いですが、「もし親友
がいじめられていたらどうすればよいか」という切り口から
考えさせることができる点も、全ての児童生徒に自分のこと
としてとらえさせやすい番組だと感じました。

いじめはいけないという当たり前のことで終わるのではなく、
傍観者を作らずどうやって寄り添えるのか、手を差し伸べら
れるのかを考えた。中１にしては内容が少し高度かもしれな
いと思っていたが、大変よく見て発言していた。

探検バクモン ハンセン病を知っていますか

小学校
ハンセン病の差別と隔離が国の方針によって行われてきたこと
を、『もののけ姫』から考えてきた。ハンセン病という言葉すら
知らなかった子供たちが、資料を読み解いていく中で、差別の
怖さと国の過ちを考えることができた。ＤＶＤで、その現実や恢
復者の方の話を聞いたことで、一層学習が深まったように思う。

高等学校　
平沢さんと爆笑問題のインタビューは特に衝撃が大きく、
「もっとハンセン病について、療養所の今について知りたい」
「なぜ差別は起きるのか」といった感想が見られました。そ
の後それぞれの関心に基づき調べ学習を行い、この世から差
別をなくすためには何が必要なのかを考えるディスカッショ
ンを行う予定です。

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？

小学校　
初任の教員４人をＤＶＤで指導しました。教員の理解があるか
どうかで生徒の生き方が変わってしまうと話し合いました。ど
の先生も「目から鱗です」と言うほど、インパクトのある動画です。

中学校　
20 人に１人の割合で自分の性に素直になれない人がいると
いう事実に生徒たちは驚いていた。たくさん考えさせられる
場面があり、生徒たちも必死になって考えていた。

授業前は、制服の交換等は生徒の中で笑いが起きるかもしれ
ないと予想し、そこからの授業展開も考えていたが、良い意味
で予想を裏切られ、ほとんどの生徒が真剣に考える姿が見ら
れた。この題材は、生徒よりも教師の方に偏見が多いと感じた。
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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。

※『ふしぎエンドレス』『ふしぎがいっぱい』の返却日は、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.33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.14）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（¥370）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.16〜35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。

受取希望日の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.66〜P.67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。

受取希望日までに、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。

返却日までに到着するように、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（¥370）
・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、受取希望日の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。
 該当するかどうか判断がつかない場合は、事務局へお問い合わせください。
 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到着から返却日1週間前までの間に、事務局にご相談ください。 

なお、返却まで1週間を切っ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。

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

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
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

【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

★P.37

★P.36

ＮＨＫスペシャル
“ヒロシマの声”がきこえますか
～生まれ変わった原爆資料館～

2019年4月、広島の原爆資料館が展示内
容を一新した。「被爆」を「あの日、キノコ
雲の下にいた人間の目線」から捉え、遺
品や資料に「持ち主のエピソード」や「残
された家族の思い」を記したのだ。番組
は、野球選手にあこがれた少年のシャツ
が語るあの日の惨状、息子の革ベルトに
込められた母の悲しみ、被爆した母と生
まれた子の写真の秘話など、遺品から被
爆者一人一人の体験と思いに迫る。

２０１９年８月６日　４９分

証言記録　市民たちの戦争
ぼくたちは兵器を作った
大阪砲兵工廠

大阪城公園には終戦まで、アジア最大と
言われた軍需工場・大阪砲兵工廠があ
り、大砲など大型兵器を製造していた。働
いていた6万人の中には、10代の工員や
学徒動員の若者たちが1万人以上おり、
女学生までが風船爆弾の製造に携わっ
ていた。終戦の前日、工廠は大規模な空
襲を受け、400人近くの命が失われた。事
前に米軍が予告のビラをまいていたとい
う。若者たちを襲った悲劇の記録。

２００９年１２月１３日　２５分

ＥＴＶ特集
シリーズ　アメリカと被爆者
第2回　“赤い背中”が残したもの

アメリカ人作家スーザン・サザードが長崎
の5人の被爆者を取材した『NAGASAKI』
が世界で高く評価されている。この本は

「赤い背中」で知られる被爆者・谷口稜
曄をはじめ、ユーモアや気力で戦後を生
き抜いた被爆者の人生を活写している。
番組は、この本を授業に取り入れた米中
西部の大学を取材、「原爆投下はやむを
得なかった」と教えられてきた若者たちが
本から何を考えるのかを探る。

２０１８年８月１１日　５０分

\ おすすめ /\ おすすめ /

世界・わが心の旅
中国　ありがとう屋根裏の日々

漫画家・ちばてつやには、中国に50年以
上探し続けてきた命の恩人がいる。旧満
州の奉天（現・瀋陽）で暮らしていたちば
一家は、終戦後、反日感情の中で市内を
転々とした。彼らを一冬屋根裏部屋にか
くまってくれたのが、父親の同僚だった。
屋根裏で幼い弟たちに描いてやった絵物
語が、最初の「漫画」だったという。恩人を
探し求めるちばは、かつての日本と中国
の不幸な関係に思いを向けてゆく…。

２０００年１月１５日　４４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
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】
ＮＨＫスペシャル
“ヒロシマの声”がきこえますか
～生まれ変わった原爆資料館～
２０１９年８月６日　４９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

【長崎】
ＥＴＶ特集
シリーズ　アメリカと被爆者　
第２回　“赤い背中”が残したもの
２０１８年８月１１日　６０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】
証言記録　市民たちの戦争
ぼくたちは兵器を作った　大阪砲兵工廠
２００９年１２月１３日　２５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
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
福田充徳×京都老舗料亭
２０１３年９月２６日　４８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
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
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

\ おすすめ /\ おすすめ /

\ おすすめ /

＃ジューダイ
高校生がプロデュース　“地元特産
品”で挑む商品開発！／
高校生がガチ対決！　“食の商品”
ナンバー１決定戦

高校生が企業と協力して、地元特産品を
使った食品を商品化する全国コンテスト

「フードグランプリ」を取材。山梨の「うど
ん部」は地元の味に欠かせない薬味「す
りだね」を開発。奈良の女子高生は豆乳
プリンに賭けるが、協力企業からNGが!
全国大会は、仙台の謎の菓子「みそギ
モーヴ」、岡山の幻のニラを使ったたれ、
三重のカツオハムなど7校が競う!食品開
発の現場の苦心とやりがいを伝える。

2018年9、10月　24分×2本 ★P.58



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 19

『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　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

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

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

＃ジューダイ
高校生がプロデュース
　“地元特産品”で挑む商品開発！
高校生がガチ対決！
　“食の商品”ナンバー１決定戦
２０１８年９月２０日、１０月１８日　２４分×２本
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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
銃よ、憎しみよ、さようなら　
武装解除　瀬谷ルミ子

NGO日本紛争予防センター事務局長の
瀬谷ルミ子は、世界の紛争地でDDR＝武
装解除・動員解除・社会復帰という難事
業を担う。この年2月、内戦が続いてきた
アフリカ・スーダンで史上最大の事業が
始まった。まだ暴力が残る現地に入った
瀬谷は、争いの原因や今必要なものをつ
かむと共に、数万人もの少年兵の社会復
帰を重視した。「人生は自分の手で変えら
れる」と信じる瀬谷の活動を追う。

２００９年４月２１日　４８分

\ 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
撮って、僕らのこころ　
昆虫写真家　栗林慧

長崎県平戸市に住む写真家・栗林慧は、
「虫の目」レンズなどの自作の機材で昆

虫の細部や動きを表情豊かに捉え、内外
での受賞歴も多い。写真家として軌道に
乗った頃、人生最大のスランプに陥った。
その時、ある昆虫の営みが自分の使命を
教えてくれたという。2018年夏、ホタルの
大乱舞の撮影に挑む栗林を取材、「まだま
だ前向きに撮り続けていることを示した
い」という79歳の挑戦を描く。

２０１８年８月２７日　４５分

千年支える釘を打つ
～古代道具復元・白鷹幸伯
（しらたかゆきのり）さん～

白鷹幸伯（1935〜2017）は、槍鉋や手斧、
和釘など、日本の伝統的な大工道具を専
門に手がけた鍛冶師。宮大工の西岡常
一との出会いがきっかけで、薬師寺西塔
再建の際の和釘作りを引き受けた。鉄鋼
メーカーの協力で純度の高い古代の鉄を
再現、ふいごを駆使して手作業で七千本
の釘を作り上げた。「千年耐える物を作る」
を信条に薬師寺講堂復元に向けて仕事
に打ち込む白鷹幸伯さんの姿を伝える。

１９９６年３月２０日　２９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

東京・新橋にある日本料理店の店主・西
健一郎。名だたる食通たちに愛され、漫画

『美味しんぼ』にも実名で登場した伝説
の名料理人だ。その料理は素朴にして絶
品。素材の味が最大限に引き出された奥
の深い味だ。2008年の年末、体力の限界
と闘いながらさらなる高みを目指す名料
理人の入魂のおせち作りにカメラが初め
て密着した。

２００９年２月２４日　４４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

鉄道の運行計画を立てる仕事をする通称
「スジ屋」。東京の地下鉄のスジ屋・牛田

貢平は、列車ダイヤを秒単位で操る凄腕
である。ダイヤの遅れで知られた東西線
も、この男が手をつけてから、乗客の苦情
が10分の1に激減、業界中を驚かせた。実
際に駅に足を運び、徹底的に現場にこだ
わる牛田の、サラリーマンとしての生き様
に密着する。

２０１０年２月２日　４８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

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

★P.58 ★P.60 ★P.38



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

NEW

21

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
銃よ、憎しみよ、さようなら　
武装解除　瀬谷ルミ子
２００９年４月２１日　４８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
　
プロフェッショナル　仕事の流儀
撮って、僕らのこころ
昆虫写真家　栗林慧
２０１８年８月２７日　４５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
　
千年支える釘を打つ
～古代道具復元・白鷹幸伯
（しらたかゆきのり）さん～
１９９６年３月２０日　２９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
　
オトナヘノベル
ブラックバイトに　負けない！
２０１６年５月１２日　２９分

\ おすすめ /\ おすすめ /

オトナヘノベル
ブラックバイトに　負けない！

残業代不払い、商品の買い取り強制、辞
めさせてくれないなど、学生が学生らし
い生活を送れないほど過酷な労働を強
いる「ブラックバイト」。番組では、10代の
バイトが多い「飲食」の現場での問題事例
をドラマ化、環境改善のために自ら立ち
上がった高校生が団体交渉にのぞむ姿
を描くとともに、スタジオで具体的な対処
法を紹介する。ゲストは30種類ものアル
バイトを経験した横澤夏子。

２０１６年５月１２日　２９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

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.58

プロフェッショナル　仕事の流儀
“就活”徹底応援ＳＰ

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？

２０１５年３月３０日　４８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。

クローズアップ現代
音楽にすべてをささげて
左手のピアニスト・舘野　泉

ピアニストの舘野泉は2002年に舞台で
脳出血を起こし、右半身不随になった。 
しかしその後2年かけて左手だけの奏法
を習得し、「左手のピアニスト」として復活
した。左手の親指と人差し指で旋律を、
残りの指で和音を弾くなど独自の奏法
で、新たなレパートリーを開拓したのだ。
2012年から2年かけて左手の音楽のツ
アーに取り組む館野を取材、音楽を諦め
ず制約を美に変える挑戦を伝える。

２０１２年５月２２日　２６分

ＮＨＫ特集
妻へ飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ

1979年、将来を嘱望された医師・井村和
清さんがガンのため32歳で亡くなった。彼
には、1歳半の長女飛鳥ちゃんと、二人目
の子を身ごもった妻の倫子さんがいた。
ガンが再発し、残された時間がわずかし
かないことを知った井村さんは、妻と娘、
そしてまだ見ぬ子に宛てて手記を綴り始
めた…。死の直前まで書き続けた手記を
元に、医療に真摯に取り組み、家族を愛し
た井村和清さんの生きた証をたどる。

１９８１年２月２３日　４９分

ＮＨＫ特集
妻へ飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ
１９８１年２月２３日　４９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

クローズアップ現代
音楽にすべてをささげて　
左手のピアニスト・舘野　泉
２０１２年５月２２日　２６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

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

プロフェッショナル　仕事の流儀
撮って、僕らのこころ
昆虫写真家　栗林慧
２０１８年８月２７日　４５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

目撃！にっぽん　
クマヤマ
２０１８年６月２４日　３４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

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.40

★P.59
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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。

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

ＮＨＫスペシャル
“ともに、生きる”　
障害者殺傷事件　２年の記録
２０１８年７月２１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

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

君が僕の息子について
教えてくれたこと

日本の自閉症の青年・東田直樹の書いた
エッセイが20か国以上で翻訳され、ベスト
セラーとなっている。英訳したのは、アイル
ランド在住の作家デイヴィッド・ミッチェル。 
息子が重度の自閉症を抱えるミッチェル
は、東田さんの本を読んでまるで息子が語
りかけているように感じたと言う。その訳書
は、自閉症の子供を持つ世界の家族に希
望を与えた。二人の出会いと対話から、自
閉症の人の心に迫る。

２０１４年８月１６日　５９分

★P.62

ＮＨＫスペシャル
“ともに、生きる”　
障害者殺傷事件　２年の記録

19人が亡くなった2016年の相模原の障害
者施設殺傷事件から2年。命を狙われた入
所者たちは、本人の意思を尊重する新たな
形の支援を受けて平穏な生活を回復しつ
つある。「意思疎通できない障害者は『心失
者』で不幸しかもたらさない」と主張し続け
る被告に接見で向き合う人々、自分も被告
と同じ考えではと思いつつ、障害児支援の
道に進んだ人…2年の記録から事件の意
味を見つめる。

２０１８年　７月２１日　４９分

いじめをノックアウト選
いじめをノックアウト×6本
ココロ部�みんなに合わせる“友情”

「いじめって何？」「いじめが起きたらどうす
ればいい？」…いじめについて子供たちに
高橋みなみと一緒に考えてもらう小学校
向け番組。「いじめをなくすのは難しくても、
いじめ自殺はゼロにできる！」を合言葉に、
お互いに意見し合うことで「いじめが起きに
くいクラス作り」に役立てる。『その“いじり”、
大丈夫？』など６本と、関連する『ココロ部み
んなに合わせる“友情”』を収録した選集。

２０１８年　１０分×７本

★P.62

★P.42

\ おすすめ /

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～

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。

２０１３年８月２５日　４９分
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君が僕の息子について　
教えてくれたこと　
２０１４年８月１６日　５９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

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

ともに生きる
共生

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

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　４５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

いじめをノックアウト選　7本
２０１８年　１０分×７本

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

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

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
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クローズアップ現代＋
ＡＩがうまいコメ作った！　
“農業革命”最前線

2018年、米どころ新潟で米作りに革命が
起きた。田植えから稲刈りまでのビック
データをAIに解析させ、最上級の米を作
るのだ。AIは、土壌の成分や稲の生育状
況を分析して追肥などを的確に判断、お
いしい米作りに成功した。一方北海道で
は、人気小説のモデルとなった研究者が、
無人ロボット・トラクターの実用化に挑
む。それは人手不足の解決になるのか?
農業でのAI活用の最前線を追う。

２０１８年１０月３１日　２５分

オトナヘノベル
ネットの“悪”　もうだまされない！

いつでも人とつながれるネットで友人を
作る10代が少なくない。だが、知らない人
ともつながれるため、ネットを利用したな
りすまし・詐欺は後を絶たない。過去にほ
とんど投稿履歴のないSNS、個人情報の
勝手な送り付けは要注意!偽商品の画像
に惑わされるな!…ネット詐欺にだまさ
れないコツ、自分の個人情報を守る方法
を、チケット詐欺を扱ったドラマと、高校
生制作のクイズゲームで学ぶ。

２０１６年３月１０日　２９分

クローズアップ現代＋
“バイトテロ”の深層
～なぜ無くならない？不適切動画～

飲食店などのアルバイトが悪ふざけを撮
影した動画をSNSで拡散、企業に甚大な
被害を与える事例が頻発している。高額
の賠償請求も検討されているが、再発防
止のため厳罰を支持する立場と、正社員
不在の中で低賃金で働くアルバイトに過
度な責任は問えないという立場が対立し
ている。番組では、労働者、企業の立場の
論者、ネットの専門家が、SNS時代の「バ
イトテロ」をどう見るか、討論する。

２０１９年２月１４日　２５分

NHKスペシャル
人工知能　天使か悪魔か　2018
未来がわかる　その時あなたは

人工知能＝AIの進化で精度を増している
のが犯罪予測。アメリカの警察は続々AI
を導入、犯罪が大きく減少している。また
天気予報に今後の雨雲の分布を予測す
るAIを導入することで、予測も正確化、迅
速化している。さらにAIは、人間が近い将
来認知症などの病気を患う確率や、患者
の余命まで数値予測するようになった。
予測はするがその根拠は示さないブラッ
クボックス＝AIの最前線を追う。

２０１８年９月１５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。

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.48 ★P.44

★P.45★P.46

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

NHKスペシャル
人工知能�天使か悪魔か�2018�未来がわかる�その時あなたは
２０１８年９月１５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

クローズアップ現代＋
“バイトテロ”の深層～なぜ無くならない？不適切動画～
２０１３年７月３日　２６分

クローズアップ現代＋
ＡＩがうまいコメ作った！　“農業革命”最前線
２０１８年１０月３１日　２５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

オトナヘノベル
ネットの“悪”　もうだまされない！
２０１６年３月１０日　２９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。

Ｗｈｙ！？プログラミング
収録回
1、2、5、10、11、12、14、19、20回

プログラミング言語でできた仮想の世界
でプログラムに不具合が発生、世界が変
になってしまった!天才プログラマー少女
ラムと弟プログ、新人隊員ジェイソンの
三人がプログラムを直してゆく…。MITが
開発した教育用プログラミング言語・スク
ラッチを使い、子供たちにプログラミング
的思考と能力を身につけてもらう番組。
特選した第1、2、5、10、11、12、14、19、20
回を収録。

２０１６年　１０分×９本

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４月８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

Ｗｈｙ！？プログラミング　9本
２０１６年　１０分×９本

\ 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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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
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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。

証言記録・東日本大震災
第58回　千葉県浦安市
液状化の衝撃　水と闘った1か月

埋め立て地の多い千葉県浦安市は、東日
本大震災の際市の3/4で深刻な液状化が
起きた。大量の泥が噴出、家は傾き、体調
も悪化。上下水道も随所で破壊され、トイ
レは使えず、病院の治療にも支障が。市
は自衛隊の給水船で水を確保、「1か月」
と期限を切って、新技術で下水管の泥の
除去に挑んだ。しかし、再発を防ぐための
地盤改良案にも費用などの問題が…。液
状化に立ち向かった町の姿を描く。

２０１６年１１月２０日　４３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

クローズアップ現代＋
検証・西日本豪雨
～何が生死を分けたのか～

2018年夏の西日本豪雨は、死者が200
人を超えた。大規模な浸水で51人が犠
牲になった岡山県倉敷市真備町では、
その9割が高齢者 だった。行政の避難
情報だけでは避難が進まない実態があ
る。また、犠牲者が最多だった広島県で
は、4年前の土砂災害を教訓に対策を進
めていた地域で被害が起きた。それはな
ぜか、生死を分けたのは何だったのか、
避難情報のあり方、住民の日頃の自覚
などを考える。

２０１８年７月３１日　２５分

証言記録　東日本大震災
第74回　宮城県石巻市　
希望をつなげ　壁新聞

東日本大震災で4000人が犠牲になった
宮城県石巻市。石巻日日新聞は津波で
社屋が冠水し輪転機も止まったが、手書
きの壁新聞を避難所に届けると決断、
通信・交通が途絶する中、記者たちは水
につかって奔走した。掲げた編集方針は

「被災者の心を励ます記事」。しかし現実
には、「壊滅」や「五千人行方不明」という
情報が次々に…。「地元紙として伝えるべ
き真実」とは何か、7日間の葛藤の記録。

２０１８年５月２７日　４８分

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

石巻日日新聞の武内宏之報道部長は、
東日本大震災直後、印刷ができない中
で手書きの壁新聞を発行、被災者たちに
希望を与え続けた。母校・石巻市立住吉
小学校での授業の課題は、震災から立ち
直った8年後の石巻を想像して新聞にす
ること。子供たちは、「町の現状はどうか」

「何が復興の課題か」を考えつつ、仮設
住宅・商店街・市役所を取材する。「復興
の仕上げをするのはこの子供たちだ」…
武内さんの思いが授業にこもる。

２０１２年７月１６日　２３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

群馬大学の片田敏孝教授は、岩手県釜
石市で小中学生3000人が大津波から避
難した「奇跡のサバイバル」を生んだ、防
災授業の第一人者である。和歌山県田辺
市の中学校で行われた“いのちを守る特
別授業”で片田教授は、中学生たちに釜
石の子供たちの避難ぶりを伝え、「災害の
時にちゃんと逃げる自分を作ろう」「想定
にとらわれるな」「最善を尽くせ」「率先避
難者たれ」と語る。

２０１２年３月１１日　５０分

\ おすすめ /\ おすすめ /

\ おすすめ /
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防災

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
　
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
　
クローズアップ現代＋
検証・西日本豪雨
～何が生死を分けたのか～
２０１８年７月３１日　２５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
　

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
　

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

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58回　千葉県浦安市
液状化の衝撃　水と闘った1か月
２０１６年１１月２０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
　
証言記録　東日本大震災
第74回　宮城県石巻市　
希望をつなげ　壁新聞
２０１８年５月２７日　４８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

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。

クローズアップ現代＋
“リサイクル破綻”どう解決？　
～脱プラスチック社会への模索～

脱プラスチックを目指す動きが加速して
いる。外国の企業が次々とストロー廃止
を発表、環境省もレジ袋有料化の方針を
打ち出した。背景には、プラスチックゴミ
による生物への深刻な被害と、破綻寸前
のリサイクルがある。日本はプラスチック
のかなりを中国に輸出してきたが、2017
年に中国が輸入を禁止、大量のプラス
チックが行き場を失って溢れているのだ。
預かり金制度など、解決の道を考える。

２０１８年１１月１日　２５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

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

クローズアップ現代＋
“リサイクル破綻”どう解決？　
～脱プラスチック社会への模索～
２０１８年１１月１日　２５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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

\ おすすめ /\ おすすめ / \ おすすめ /

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

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

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
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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

\ おすすめ /

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

★P.54 ★P.64

★P.65

★P.56

★P.65

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。

NEW
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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.19

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）�

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.13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.18

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.26
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この番組の良さ 番組活用のポイント

ＥＴＶ特集
シリーズ アメリカと被爆者
第２回 “赤い背中”が残したもの
放送日：2018年8月11日　放送時間：60分

●  被爆者の人生は、我々に生きる  
勇気を与えてくれる

　谷口稜曄さんの赤い背中の映像は衝撃的で、
核兵器の恐ろしさを如実に伝えてくれます。「私は
自分のためにじゃなくて人のために生きなきゃい
けない」「いくら苦しくても生きなきゃいけない」と
いう言葉に、世界平和のためにという谷口さんの
決意と生き方が表れています。その他、右耳を失っ
ても明るくエネルギッシュに生きる吉田勝二さん
や、全身に被爆しながらも、会社初の女性管理職
になった堂尾美禰子さんの生涯を目の当たりにし、

「生きるとは何か」を考えさせてくれる番組です。

●  日本人とアメリカ人の核兵器への
考え方の違いが浮き彫りになる

　2発の原爆が投下され、大きな被害を被った日
本人と、核兵器を投下したアメリカ人の、核兵器
に対する考え方の違いに驚かされます。アメリカ
では原爆投下について、「戦争を早く終結させ、こ
れ以上の犠牲者を出さずに済んだ」という肯定的
な意見が多数を占めていました。しかし、スーザ
ン・サザードさんの著作により、一般市民に多大
な犠牲者が出た事実がアメリカでも明らかとな
り、核兵器への見方が少しずつ変化し始めている
ことを理解することができます。

●  長崎の3人の被爆者の生き方を考える

　原爆について、教科書などでは広島の被害状況を写真と共に
掲載していることが多いですが、長崎についての記述は少ない
と言えます。本番組は、長崎への修学旅行の事前学習での利用
が考えられます（総合）。
　番組に登場する被爆者は、長崎で被爆し、奇跡的に生き延び
て、それぞれの人生を歩みました。長崎から核廃絶を発信した
り、核兵器の恐ろしさを全国で講演したりと、心と体に傷を負い
ながらも全力で生きる姿に感銘を覚えずにはいられません。私
たちは日々悩みや不安を抱えて生きていますが、被爆者の方々
は屈強な精神力で逆境を乗り越え生きてきました。映像からは、
人間の「生き方」「生きる姿勢」はどうあるべきかを考えることが
できます。道徳の「希望と勇気、努力と強い意志」の内容項目で
の活用が考えられます。

●  なぜ、原爆投下について異なる考え方がある
のか考察する

　アメリカの国立空軍博物館では、原爆投下に使われた爆撃
機の前でスタッフが、「この爆撃機は200万~250万の人命を救っ
た。侵攻の必要がなくなったからです」と声高らかに話していま
した。しかし、スーザン・サザードさんの著作を基に議論を重ねて
いる学生たちの半数以上は、博物館の説明に対して疑問の声を
上げています。なぜこのような考え方の違いが生まれたのか、そ
の背景にあるものは何なのかを考えさせることができます。中
学校社会科、高校の歴史分野で太平洋戦争を扱う際に活用する
と効果的でしょう。
　また、核兵器の問題は日々ニュースになっています。2019年
に中距離核戦力全廃条約が失効してアメリカとロシアが再び核
軍拡競争を始めかねない現状や、2017年に採択され、批准国が
増えている核兵器禁止条約について考えるきっかけにできる教
材です。

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　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

・原爆について知っていることを聞く。

・赤い背中の画像を提示し、「この人のその
後の人生がどうなったと思うか」と聞く。

・生存し、86歳まで生きたことを伝える。

・そのような非人道的な原爆について、
「アメリカ人はどう考えているだろう
か」と問う。

・生徒の求めに応じて、3人の日本人被爆
者の人生についての部分の番組を視聴
する。

・画像や映像のインパクトが強いものが
あることを事前に伝える。

・アメリカ人の考えについての部分を視
聴する。

【思考・判断・表現】
被爆者の生き方の良さを、現在の自分
と照らし合わせながら考察し、発表でき
たか。また、アメリカ人の核兵器に関す
る考え方の変遷から、核兵器を今後ど
うすべきか、自分の言葉でまとめること
ができたか。
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身体に後遺症が
ありながら、

核廃絶運動に努力した

顔に
後遺症を負い、

周囲の目に苦しんだが、
明るくエネルギッシュに

生きた

全身を
被爆しながら、

それを乗り越えて、会社で
女性初の管理職と

なった

長崎のきのこ雲の下にあったもの
  対象校種  　中学校　高校　　  対象教科  　社会　道徳

［授業時間 50分×2］　部分視聴

平和

コラム 『証言記録　市民たちの戦争　ぼくたちは兵器を作った　大阪砲兵工廠』

アジア最大の兵器製造工場と言われた大阪砲兵工廠では、6万人の人々が常時働き、10代の学徒動員の工員が1万人いました。戦局が悪化する中、
砲兵工廠の上空にビラがまかれ、8月14日に空襲すると予告されました。しかしそれは厳重な命令で回収され、工員たちには秘密にされました。そし
て終戦前日の8月14日に空襲は現実のものとなり、382人の命が失われました。学徒動員で働いていた人の生々しい証言が当時の状況を浮かび上が
らせます。アメリカ本土に向けて風船爆弾を製造していた話など興味深いものです。小中高の太平洋戦争時の学徒動員の学習や、道徳の「命の尊さ」
を考える題材としての活用が考えられます。

長崎の被爆者は一生残る被害を受けたが、逆境を強い精神力で乗り越え、充実した人生
を送った。また、被爆の経験を決して忘れず、平和な社会のために活動した。スーザン・サ
ザードの著作により、アメリカ人の原爆についての考え方が、肯定から否定へと少しずつ
変わりわり始めている。

長崎の被爆者は、どのような人生を送ったのだろうか。
また、アメリカ人は原爆投下をどう考えているのか。

この赤い背中の人は、この後どうなったのだろうか話し合う

アメリカ人は原爆投下をどう考えているのかを推測し、話し合う

映像をふまえて、「原爆投下は正しかった」という意見について議論する

番組部分視聴49分49秒～54分33秒

番組部分視聴7分28秒～26分52秒

堂尾さん吉田さん谷口さん

最初に広島に落とされ、
その後長崎に落とされた

やけどがひどいので
亡くなったかもしれない

残虐な結果を残したので、
今後は絶対に使うべきではない

残忍だがアメリカが負けると
大きな被害を受ける

3人とも逆境を乗り越えて、前を向いて人生をより良く生きた

核兵器の世界的な現状について調べてみたい

一瞬のうちに廃墟となり、
たくさんの人が亡くなっている

生き延びても後遺症で、かなり
つらい思いして生きたのでは？

戦争だから、アメリカが勝つに
は使用は仕方なかった

日本が仕掛けた戦争だから
原爆投下も仕方ない

原爆投下は
戦争を早く終らせるため有効と

思っていたが、被害を見て間違いだと
気付いた

約3割は原爆投下は
正しかったったと考えている。理由は
　　 ①戦争を早く終わらせるため

②国の安全を守るため



38

この番組の良さ 番組活用のポイント

千年支える釘を打つ
～古代道具復元・白鷹幸伯

（しらたかゆきのり）さん～
放送日：1996年3月20日　放送時間：29分

●  古代道具復元に挑む

　白鷹幸伯さん（1935~2017）は、和釘など日本
の伝統的な大工道具を専門に手がけた鍛冶師で
す。宮大工の西岡常一氏との出会いがきっかけ
で、薬師寺西塔再建の際の和釘作りを引き受けま
した。鉄鋼メーカーの協力を得て、純度の高い古
代の鉄を再現し、ふいごを駆使して手作業で7000
本の釘を作り上げました。

● 自分は仕事とどう関わるか

　白鷹さんは、「千年耐える物を作る」を信条に、
仕事に取り組みます。手作業で7000本もの釘を
打ち出す、気の遠くなるような作業の中で、なぜ白
鷹さんがこの仕事に取り組むのか、どのような気
持ちで仕事に取り組んでいるのかが伝わってきま
す。白鷹さんの仕事への関わり方を通して、自分
と仕事との向き合い方や生き方について考えるこ
とができます。

●  「すごい」で終わらせず、深く考える展開を!

　この番組を生かし切るには、白鷹さんの努力や生き方を番組で
視聴した後、もう一段深い問いについて、一人一人が考える場を
設定することが重要です。例えば、「どうして白鷹さんは、あんなに
懸命に仕事に打ち込むのか」「人生をかけて仕事に取り組むこと
をどう思うか」など、自分自身のキャリアや生き方について考える
場面を設定することが大切です。
　このような問いを一人一人が考え、グループや全体で共有する
ことで、仕事についての多様な考え方に気付いたり、自分の考え
を見つめ直したりすることができます。番組視聴後、自分自身の考
えを深める問いを教師が投げかけることで、子供たちが「自分ご
と」として考えることができ、「主体的・対話的で深い学び」へとつ
なげていくことができます。

● 生き方は、自分で決められる

　人の生き方はさまざまです。そこに正解はありませんが、後か
ら振り返った時に悔いのない生き方をするためには、仕事にど
のように自分が関わっていくのかが、極めて重要なことです。
　そのような仕事について深く考えるきっかけとして、本番組だ
けでなく、後のコラム（P.58）で紹介している4つの番組を活用す
ると効果的です。
　これらの番組を通じて、理想を実現するために仕事に打ち込
む生き方について考えたり、理不尽な仕事への対処方法や高校
生が挑戦した商品開発について知ったりすることで、さらに勤労
観を醸成することができます。ぜひ、児童生徒の実態に合わせて
活用してください。

キャリア 職業観

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

執筆者
西条市教育委員会
指導担当専門員 山内雅博



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・「仕事」についてのいろいろなイメージ
を聞き、人によって捉え方が違うことを
確認する。

・白鷹さんの釘の映像を提示し、感想を
聞く。この釘は、千年支える釘と言わ
れ、大変な手間をかけて手作りされて
いることを伝える。そして、この釘を約
7000本手作りしたのが、白鷹幸伯さん
だということを伝える。

・「このような大変な仕事に取り組んでい
るのはなぜか」を予想し、意見交換する。

・白鷹さんが、千年支える釘作りに取り
組んでいるドキュメンタリー番組がある
ことを伝える。

・児童生徒の求めに応じて、番組を紹介
し、部分視聴する。

・番組視聴では、白鷹さんが釘づくりに取
り組んでいる理由を考え、メモしながら
視聴するように伝える。

・白鷹さんのように、仕事に取り組むこと
をどう思うか問い、グループで話し合う
場を設定する。

・「仕事」とは何か、もう一度問い、自分の
考えを書く時間を設定する。

・時間があれば意見交流し、「仕事」につ
いての見方や考え方を広げる。

【学びに向かう力・人間性】
・白鷹さんの仕事への取り組み方や生き
方から、仕事への見方や考え方を広げ
るとともに、自分は仕事にどう向き合っ
ていくかを考えることができたか。
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仕事にどのように向き合っていくか

キャリア 職業観
  対象校種  　小学校　　  対象教科  　総合的な学習の時間

［授業時間 45分］　部分視聴

生活していくために
必要なこと 働いてお金を稼ぐこと

古代道具復元という大変な仕事に取り組んだ、
白鷹幸伯さんという人がいる

 白鷹さんは、日本の建物や文化を守るために、千年支える釘など、
 古代道具の復元に取り組んでいる。

 そして、職人の技術と魂を受け継いでいきたいと考えている。

白鷹さんが、どうして千年支える釘づくりに
取り組んでいるのか知りたい！

自分の夢を仕事にする

自分しかいない
〔責任感〕

世の中のため
〔奉仕〕

お金や地位の
ため〔利益〕

挑戦したかった
〔夢・希望〕

大変だと思う
が、悔いのない

生き方だ

自分の仕事が
世の中の役に立って

すばらしい

自分の夢や
やりたいことを仕
事にしていてうら

やましい

仕事に誇りを
もっていて、
すごいと思う

どうして、白鷹さんは、このような大変な仕事に
取り組んだのだろうか？

一生をかけて成し遂げたいことを仕事にするのは、世の中の
役に立つだけでなく、自分の幸せにもつながる

番組部分視聴（冒頭～２２分まで）

仕事は自分の生活のためにすることも大事だが、自分の夢と希望をかなえ、
社会に役立てることも大事だ。それこそが生きがいにつながる。

白鷹さんの仕事への関わり方と生き方についてグループで話し合う

自分はこれからの生活の中で、どのような仕事をしたいか、
どのような生き方をしたいか考え、話し合う
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この番組の良さ 番組活用のポイント

クローズアップ現代
音楽にすべてをささげて
左手のピアニスト・舘野　泉
放送日：2012年5月22日　放送時間：26分

● 左手のピアニスト　舘野泉の生き様

　広い音域と豊かな音色から“楽器の王”と称さ
れるピアノ。その300年以上に及ぶ歴史に、左手
一本で新たなページを刻み続けるピアニストがい
ます。舘野泉さんです。脳出血で倒れ右半身不随
になりましたが、左手だけの奏法を習得し、「左手
のピアニスト」として復活しました。その音楽に魅
了された国内外の作曲家たちが舘野さんのため
に「左手の曲」を次々と作曲しています。豊かで多
彩な「左手の音楽」は今、国際的に注目されるま
でになりました。この番組は舘野さんの生き方に
迫ります。

● 音楽の本質に左手でせまる

　番組では、左手だけで奏でられる美しいピアノ
曲が何曲も流れます。その曲を「木で言うと太い
幹だけで音楽ができているような、音楽が本当に
芯へ芯へといくような気がする」と、ピアノの教授
は評します。舘野さんの情熱に刺激され、左手の
曲を作り、音楽の本質に迫る挑戦をする音楽家た
ちや、こうした新しい作品が世に認められてほし
いと願う舘野さん。番組から、音楽の新しい世界
があることを知ることができます。

● 舘野泉さんの生き方から考える

　2002年、65歳の舘野さんは、フィンランドでのコンサートで演
奏を終えた直後にステージで倒れ、右半身にまひが残りました。
ピアニストとしてステージに上がることは二度とできないと医師
に宣告され、世界が一転して、色あせて見えたといいます。
　「音楽が欲しくて…、自分で弾きたい…、たまらない飢え…。」
　1年ほど経った頃、転機が訪れました。20世紀初頭のイギリス人
作曲家が作った左手のためのピアノ曲の楽譜を、息子さんが持っ
てきたのでした。頭の中に旋律が流れ始めた途端、両手で弾いて
いたときには気が付かなかった音楽の本質が何か見えたように感
じました。左手だからこそできる音楽があるのではないか…舘野
さんは国内外の音楽家たちに左手の新しい曲を作ってほしいと猛
烈な勢いで依頼してゆきました。舘野さんの情熱は多くの音楽家
を刺激し、新たな左手の曲が次々と生み出されていったのです。
　「自分が生きるということは弾くことだ」と話す舘野さん。
　左手のピアニストとして新しい音楽の世界を切り拓き続ける
舘野さんの姿に、どんな時も諦めない心の強さを感じます。

●  道徳や総合的な学習の時間の教材として

　中学校道徳科の授業で、例えば「4 希望と勇気、克己と強い意
志」の項目として本番組を活用することができます。困難にぶつ
かりながらも左手のピアニストとして復活した舘野さんの生き
方から、理想や目標をもち、困難や失敗を乗り越えて挑戦し続け
ることの大切さを学ぶことができます。また、「5 真理の探究、創
造」の項目として、左手1本の新しい音楽を創造していこうという
姿から、工夫して新しいものを生み出すための見方・考え方を学
ぶことができます。
　道徳の教科書に掲載されている読み物資料を主教材として
使う場合には、最後のインタビューを生徒に視聴させるとよいで
しょう。
　 総合的な学習の時間では、障害者福祉で、右手にハンディ
キャップをもつ舘野さんが一流のピアニストとして、社会の第一線
で活躍している姿に注目させて視聴させるとするとよいでしょう。

ともに生きる 命・生き方

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

執筆者
安来市立広瀬中学校
教諭 瀬崎邦博



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・今までくじけてしまった経験や、これから
頑張れるか不安なこと、その理由を聞く。

・番組冒頭の舘野さんの演奏の音声だけを
流す。（画面を布などで隠す）

・音楽から感じることを聞く。

・同じ番組冒頭の舘野さんの演奏を、今度
は画像付きで見せ、一時停止しておく。

・この曲が左手だけで演奏されていること
を知らせる。左手だけでしか演奏できなく
なった理由を説明する。自分なら左手だ
けで演奏していこうと思うか、尋ねる。

・停止していたところから再生する。

・視聴後、「病気で右手が動かせなくなり、
演奏できなくなった舘野さんの気持ち」
「息子さんが持ってきた楽譜を見た時の
舘野さんの気持ち」「現在の舘野さんの音
楽に対する思い」の3つの視点から整理す
る。

・自分の夢や理想を実現するために何が必
要か問う。そのために必要な生き方を考
え、ノートに書くように促す。

【道徳的意欲と態度】
・ より高い目標を設定し、その達成を目指
し、希望と勇気をもち、困難や失敗を乗り
越えて着実にやり遂げようとする態度を
育てることができたか。  
（希望と勇気、克己と強い意志）
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・つらい
・ 音楽を弾きたい。  
人に聴いてもらいたい。

・ 世界が色あせたよう

・ 左手でやっていけば  
いいんだ

・ 音楽の本質が何か  
見えたように感じた

・ 左手の音楽は  
ハンディーを持っている
人の音楽じゃない

・ 左手の音楽の世界を  
皆に知ってもらいたい

ともに生きる 命・生き方

困難を乗り越えるには
  対象校種  　中学校　　  対象教科  　道徳

［授業時間 50分］　部分視聴

どうして舘野さんは、左手だけでこんな風にすばらしい曲が
弾けるようになったのだろうか？

番組視聴（58秒～15分58秒）

番組視聴（最初～57秒・画像なし）

番組視聴（最初～57秒・画像あり）

演奏できなくなった
時の気持ち 音楽に対する思い楽譜を見た時の

気持ち

定期テストの
勉強にくじけてし

まった

力強い感じが
する

習い事を途中で
やめてしまった

独特な感じ なめらかで
心地よい

志望する高校に
行けるかという不安

優しい音色
繊細な感じ

どんなことがあっても諦めない気持ちをもって生きていきたい

絶望しても自分のめざすものをしっかりもち、諦めないで頑張れば、
夢はかなえることができる

左手だけで弾いているとは思わなかった。自分にはできない

自分の夢や理想を実現するために何が必要だろうか
そのために大切なことは何か考え、全体で話し合う

家で漫画や
スマホを我慢して
勉強できるか、

不安

音楽に対する強い思いがあったからだ。
諦めないで頑張ることは大切だ。



42

この番組の良さ 番組活用のポイント

いじめをノックアウト選
■いじめをノックアウト
ガマンしちゃダメ！／その“いじり”、大丈夫？
いじめが起きにくいクラスって？／LINEのトラブルをさけるには？
いじめの“空気”変えるには？／友達からのSOS！あなたは何を伝える？

■ココロ部
みんなに合わせる“友情”

放送日:2018年　放送時間:各10分

● いじめについて真剣に考える

　この番組では、MCの高橋みなみさんが、自分が
経験したいじめやその時の思いを本音で語りなが
ら進行し、最後に「自分だったらどうするか」とい
う問いをもつことができます。本番組の良さは、い
じめ防止、いじめ撲滅のために児童・生徒たちが
真剣に語り合い、学級全体でいじめを考える場面
が数多く収録されていることです。番組視聴を通
して、現場で実際に行われている、いじめに関わ
る授業や取り組みを知ることができます。自分の
学校・学級でのいじめ対策の参考として活用でき
ます。

● 「いじめの発見」のきっかけに

　番組の中には、MCの高橋さんや全国の児童・
生徒が、いじめ経験やいじめにつながる行為につ
いて語る場面があります。番組視聴をきっかけに、
自分と同じつらい思いをしている人がいることを
知り、言い出せなかった体験や思いを語りやすくす
る効果が期待できます。また、いじめられている側
の気持ちを知ることで、友達との関わり方を考え
るきっかけになります。

●  「いじめの芽」「いじめの兆候」を見逃さない 
 学級・学校に

　いじめは、どの学校でも、どの子供にも起こり得る問題です。
平成30年度に全国で実施されたいじめ調査では、過去最多の
認知件数という結果が発表されました。特に小学校での認知件
数が急増しています。学校内外での友達関係で肉体的・精神的
につらいと感じたものをすべて「いじめ」として認知し、報告した
ことが、件数が増えた要因です。
　『いじめをノックアウト選』には、いじめが起こりにくい学級集
団づくりの取り組みや、日常の友達関係でよくある「いじり」を取
り上げています。いじめにつながる行為を学級全員が見逃さな
いための防止対策や、起こってしまった時の指導場面で活用す
ることができます。特に、クラス替えをしたばかりの新学期や、子
供同士がより良い関係をつくれるよう指導する際に、本番組を活
用することができます。

●  いじめられている人の気持ちを知り、何をす
るべきかを考える

　『ガマンしちゃダメ!』、『いじめの“空気”変えるには?』、『友達か
らのSOS!あなたは何を伝える?』では、実際にいじめを受けた子
供がその時の気持ちを語る場面が多くあります。子供たちの話
を視聴するだけでも、つらい気持ちが伝わり、憤りを感じます。い
じめられた人のつらさを知り、自分はどのように行動するべきか
を考えるきっかけとして活用することができます。いじめている
側に同調したり、知らないふりをしたりすることで、いじめられて
いる友達がさらにつらい思いをする…そのようなことがないよう
考える場面での活用をお勧めします。

● SNSとの付き合い方を考える

　『LINEのトラブルをさけるには?』、『みんなに合わせる“友
情”』では、SNS上での言葉によるトラブルやグループ外しを取り
上げています。相手に誤解されない言葉遣いや、SNSとの付き
合い方を考えるきっかけとしましょう。

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４年生以上　中学校　高校
  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

・今までどんなことが原因で泣いたのかを
聞く。（その時の気持ちも聞く）

・谷川俊太郎「なくぞ」の泣く原因を意識し
ながら部分視聴する。

・つらい思いを「泣く」という方法で表現す
ることで問題は解決すると思うか聞く。

・つらい思いを伝えるためには、どんな方
法があるのかについて、他ペア交流で考
えさせ、全体で交流する。

・拓君のことを紹介し、部分視聴する。

・拓君の作文を大きく提示し、つらい思いの
キーワードを板書する。

・もし自分が拓君と同じ学級のクラスメー
トだったらと仮定し、拓君の作文を聞い
て自分はどう感じたかを交流する。

・今日の学習を通して、学んだことや気付
いたことを学級全体で交流する。

【思考・判断・実践】
・豊かな学校生活をつくるために、課題に
ついて話し合い、自分のあった解決方法
を考えることができたか。  
（望ましい人間関係の形成）
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ともに生きる 共生
辛い思い、どんな方法で伝える？
番組：『ガマンしちゃダメ！』

  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

泣くことで、何かを伝えている

嫌なことがある

文章 表情話す

辛い

泣いても原因が何かはわからないよ。
泣いてもつらい思いは解決しない。

つらい思いをみんなに伝えるためには、どうしたらいいだろう

拓君はある思いをこの方法で伝えたよ。何をどんな方法で伝えたの？番組を見たい。

悲しい時 痛い時 つらい時 うれしい時

泣くことでつらい思いを表現している

・手がガサガサ ・通るとキャーと言われる ･治らない手荒れ
・差別されている ・悲しくなった ・やめてほしい

つらい思い

番組部分視聴① 谷川俊太郎『なくぞ』
1分48秒～2分53秒（1分5秒）

番組部分視聴② 拓君が作文を読む
3分57秒～5分32秒（1分35秒）

人は言葉にしないと伝わらない。「見てわかるでしょ」では伝わらない。

番組部分視聴③クラスメートの感想
　5分32秒～最後（2分28秒）

・いじめだと思っていなかった
・遊びのつもりだった
・つらい気持ちがよく伝わった

・傷つけてごめんね
・もうしないようにする
・仲良くしたい
・悪いと反省する

もしもクラスメートだったら・感想

高橋みなみさんの感想

実際のクラスメートの感想

つらい思いは言葉にしないと相手に伝わらない。自分は遊びのつもりでも、
相手は嫌な思いをしていることもあるから気を付けないといけない。

 ※拓くんが書いた作文（一部）
https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/teacher/2013_011_01_shidou.html
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この番組の良さ 番組活用のポイント

オトナヘノベル
ネットの“悪”
もうだまされない！
放送日：2016年3月10日　放送時間：29分

● ネットを悪用したトラブルを知る

　インターネットの普及により、私たちの生活は
以前と比べて格段に便利になってきています。し
かし、それに伴ってネットを悪用したトラブルが増
えているという現実もあります。インターネットを
利用して多くの人とつながり、自分の欲求を満た
すことができると安易に考えがちな私たち。番組
では、ネットを悪用したトラブルの例について具体
的なストーリーで学ぶことができます。

● 「使わない」ではなく「だまされない」

　インターネットを利用する良さを考えると、トラ
ブルを恐れてインターネットを使わないという選
択は現実的ではありません。インターネットを使
用しつつもトラブルに巻き込まれないスキルをも
つことが重要です。番組では「だまされない」ため
のポイントについて考えることができます。

● インターネットの利便性と危険性

　私たちは、インターネットを利用することで、簡単に情報を収
集・発信したり、商品を購入したりすることができます。気軽にコ
ミュニケーションをできるようになったことから、疎遠になってい
た人とも簡単に連絡を取れるようになりました。しかし、便利さ
の裏には危険が伴います。簡単に情報を得たり、発信したりでき
るということは、情報の真偽や曖昧さ、情報流出などの問題が起
こる可能性があるということです。気軽なコミュニケーションは、
誤解などのトラブルやいじめ、詐欺などの危険を含みます。
　番組を視聴することで、インターネットの利便性と危険性の両
面について考えることができます。

● 「ネットの“悪”」にだまされないためには

　残念なことですが、インターネットの世界には“悪”が存在しま
す。私たちの生活に迫る「ネットの“悪”」にだまされないために、
具体的な「対策」が必要です。番組では、詐欺を想定した映像と、
だまされないための対策について紹介しています。番組を視聴
することにより、知らなければ防ぐことのできない詐欺の巧妙な
手口について知り、ネット詐欺を身近に感じることができます。
また、詐欺に対する具体的な対策を知ることで、だまされないた
めに自分がとるべき行動について掘り下げて考える機会となり
ます。「ネットの“悪”」による危険を「わがこと」として受け止め、
自らの行動に変容を促すことができます。

● 自ら意見を持ち、判断する力の必要性

　日常生活でスマートフォンやパソコンなどインターネットを活
用することは当たり前の時代となっています。世代を問わず、私
たちの生活スタイルは少し前からは想像もつかないほどの変
化の中にあると言えますが、これから先の時代は新しい技術が
次々に開発され、これまで以上に予測不可能な社会になってい
くと考えられます。新しい時代を力強く生きるため、必要な情報
を取捨選択し、自らの意見をもち判断していくことの重要性につ
いて考えることができます。

情報 情報リテラシー

  対象校種  　中学校　高校
  対象教科  　情報　学級活動

執筆者
向日市立寺戸中学校
教諭 鈴木英太



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・インターネットの使い方について聞く。

・インターネットの良い点と悪い点につい
て知っていることを話し合い、その対策に
ついて聞く。

・現代では、生活の中で多くの人がインター
ネットを活用していることを確認する。

・ネットによるトラブルについて知っている
具体的な例について聞く。

・番組を視聴しながら、詐欺だと分かりそう
なポイントについてメモをとるように助言
する。

・詐欺だと気付くポイントや手口、だまされ
ないためにはどうすれば良いかグループ
で交流、発表する場を設定する。

・番組を視聴し、ネット詐欺対策の例を知
り、改めて自分なりの対策を考えてノート
に書き、話し合う場を設定する。

【思考・判断・表現】  
ネット詐欺の具体的な例を知ることで、安
全にインターネットを活用するための留
意点について考えることができたか。

・これからの時代、私たちの生活とインター
ネットは切り離すことはできないという現
実を受け止め、ネットを使用しないのでは
なく、安全にインターネットを活用しよう
とする視点に着目できるようにする。
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情報 情報リテラシー

ネットの“悪”にだまされないために
  対象校種  　中学校　　  対象教科  　学級活動

［授業時間 50分］　部分視聴

部分視聴（8分47秒～14分10秒）

部分視聴（15分10秒～16分58秒）

インターネットでコンサートチケット
を購入して詐欺にあう場面

ネット詐欺
対策の例

インターネットを利用することで、詐欺などの「ネットの“悪”」が身近に 
迫るという現実がある。　
だまされないためには、相手確認やサイト確認、安易に行動しないなどの
対策をとることが必要である。

安全なインターネットの活用法についてもっと調べたり、考えたりしたい

コラム 『クローズアップ現代＋　“バイトテロ”の深層～なぜ無くならない？不適切動画～』　

アルバイト中の不適切な動画をSNSに投稿する“バイトテロ”が相次いで起きています。こうした若者の行動につい
て、企業・アルバイト・ネットの専門家が徹底討論します。アルバイト店員のモラルの問題か、それとも企業側の管
理・監督責任なのか、視聴者からのアンケート結果にも触れながら議論が進められます。Twitterによって同様の問
題が起きた過去と比較し、アプリケーションがInstagramに替わっていることや、再発防止のための教育体制の確
立・スマートフォン所持禁止などの対策にも言及しています。“バイトテロ”をどう捉えるか、個人的観点、社会的観
点から考えることができます。

情報収集　ゲーム
情報発信　ネットショッピング

情報の漏洩
だまされる可能性

良い点 悪い点

インターネットのトラブルってどんなことがあるのだろう？
また、どんな対策をしたらよいのだろう？

ウィルス
個人情報の漏洩 いじめ ネット依存出会い系

詐欺　課金

身近なネットトラブルの実際を知り、対策を考えたい

電話番号や
代引きで信用させる 中が見える封筒個人のSNS

相手確認
サイト確認

安易に行動しない

詐欺にあわないためには
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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
人工知能 天使か悪魔か 2018
未来がわかる その時あなたは
放送日：2018年9月15日　放送時間：49分

● 人工知能シリーズ第３弾

　人工知能を扱う本番組は、2016、2017年に続
くシリーズ3作目となります。1作目・2作目では囲
碁や将棋の世界における人工知能の躍進が多く
取り上げられていました。
　今回は、人々の日常生活や生命の問題と人工
知能との関わりが扱われています。
　本シリーズは、ガイドブックVOL.9、11でも紹介
しています。ホームページ掲載の学習展開例も参
考にしてください。

● 人工知能の現状がわかる

　人工知能はここ数年でより多くの場面や目的で
活用されるようになってきており、今後あらゆる社
会生活に影響を及ぼすことが予想されます。人工
知能の主たる目的の1つは「未来の予測」です。例
えば現在では気象予測などに利用されています。
この技術がさらに進み、人生や命の予測まで行わ
れようとしている実例が、番組で紹介されます。
　人工知能が単に「便利」という枠を超え、人の命
や人生にまで影響を与え始めていることに気付く
ことができるでしょう。

● 人工知能と私たちの生活

　数年前、囲碁や将棋の世界で人工知能（AI）が人間に勝利した
ことが話題になりました。既に囲碁将棋のAIは、ほぼ人間の勝
ち目がないほど進化しています。現在AIの活用は、私たちの生活
のさまざまな分野に広がっています。例えばインターネットの検
索、買い物サイトのお勧め機能、スマートフォンの音声認識と文
字変換や音声による操作、株価予測、天気予報、災害予測、コー
ルセンターの自動応答、ロボット掃除機等、実は意識しないうち
に、私たちは既に人工知能を多くの場面で利用しているのです。
番組を通して、AIはもはや未来の技術ではないことを実感する
ことができます。

● 「未来がわかること」は良いことなのか

　大量のデータからさまざまな未来の事象を予測するAI。番組
では、心臓移植を希望する患者のうちどの患者を優先するか、AI
が判定しています。また、将来犯罪に関わる可能性の高い人への
警告、2年以内にアルツハイマー病になる可能性が高い人への
告知などの話題も扱われています。AIの予測を対象者に伝える
ことが本当に良いのか、ジレンマに陥るような問題が取り上げら
れ、人間とAIとの関係を深く考えていくための素材になります。

● 我々はAIをどう活用すべきか

　自然災害や犯罪がAIによって予測され、防ぐことが可能にな
れば、歓迎すべきことです。しかし、「あなたの寿命はあと○年で
す」とAIに予測されたら、人々は納得できるのでしょうか?
　「命に関わるAI予測はすべきではない」のか、あるいは「予測
に基づいて、治療方針の参考にするべき」なのか、「そもそも予
測にどれだけの根拠があるのか」など、人によってさまざまな考
えがあるでしょう。この問いへの明確な答えはありません。しか
し、今後起こりうるであろう、AIと「命や人生」との関係について、
誰もが考えていく必要があるのではないでしょうか。

情報 情報リテラシー

  対象校種  　高校
  対象教科  　情報　総合

執筆者
千葉県総合教育センター
研究指導主事 永野　直



生徒の思考の流れと活動の流れ 教師の支援と評価

・AIは世の中でどんなことに使われている
か聞く。自由に発言できるような場を設定
する。

・AIに「あなたの寿命はあと10年です」とい
われたらどう思うか、聞く。

・AIの発達で、人間の寿命や人生そのもの
に関する予測もできるようになるかもし
れない。今後のAIのあり方について、各自
が考えていくように問題提起する。

・番組の後半部分を視聴する。

・犯罪予測、移植の優先度の判定、それぞ
れの事例について、どんな内容であった
か、それぞれの賛否について、理由ととも
に各自の考えを記しておくようにする。

・賛成、反対、それぞれの考えについて、な
ぜそう思ったか、各自の考えをグループの
メンバーに説明する。

・「AIはどのように予測をするのか」という
部分に関心を持つことは重要である。教科
「情報」で、AIの仕組みについて学習する
ことも考えられる。

【主体的に学習に取り組む態度】
 AIと自らの生活、今後のAIと社会のあり
方について考え、情報社会に主体的に参
画しようとする態度で取り組むことができ
たか。
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賛成の意見例：

AI技術を使えば
寿命が延ばせるかもしれない

主観や思い込みがない分
AIの方が公平に判断できる

反対の意見例：

たとえ予測されても
一切知りたくない

人生に関わる予測は
させないほうが良い

情報 情報リテラシー

ＡＩと「命・人生」の関係を考える
  対象校種  　高校　　  対象教科  　情報

［授業時間 50分×2］　部分視聴

AIはこれから、人々の命や社会生活とどのように関わっていくのだろうか？

AIはデータを基にした予測を行い、さまざまなことに利用されている

番組視聴（18分14秒～）命や人生と関わるAIの利用

   

AIによる人の命や人生に関する予測については個人ごとに異なる考えが
ある。AIががどんなに発達しても、「人それぞれの意思が尊重される社会」
を皆で構築していかなければならない

天気予報
地震予測

ロボット掃除機
自動運転の車

囲碁・将棋
ソフト

スマホの
アシスタント機能

そんなことわかるの？
信用できない

病気の早期発見
など、役立つのでは？

寿命がわかれば
病気の対策ができる

AIやロボットに人生を
決められたくない

聞きたくない
聞いた人は怒ると思う

命の予測は
させない方が良い

AIによる人の命や将来の予測について、下記の2点について考える

グループ・ディスカッションし、賛成と反対の意見をまとめ、発表する

犯罪予測について 移植優先度・病気の進行について
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この番組の良さ 番組活用のポイント

クローズアップ現代＋
ＡＩがうまいコメ作った！
“農業革命”最前線
放送日：2018年10月31日　放送時間：25分

● 技術革新がもたらす農業革命

　日本の主食であるお米。しかし、近年、日本全体
の米の生産量は、米の消費量と共に下がり続けて
います。多くの米農家で高齢化が進み、後継ぎ問
題や人手不足による耕作放置地の増加等、深刻
な悩みを抱えています。これらの問題を解決する
ために、農業界でも技術革新が進んでいます。
　番組では、田植えから稲刈りまでの農作業にド
ローンや人工衛星などを活用し、米作りに関する
あらゆるデータを収集してAIで分析し、最上級の
ブランド米を作ろうとする挑戦を追いかけます。
　
● AIを生かした米作りへの工夫や努力

　猛暑や度重なる長雨、日照不足、そして台風な
どの相次ぐ異常気象は、米の品質低下をもたらし
ています。それに対し、AIなどの技術で品質確保が
できるのではないかと注目されています。番組を
通して、最新技術を活用しておいしいお米を作ろう
とする農家の工夫や努力を知ることができます。

● 機械化による米作りの効率化について知る

　社会科の第5学年の学習内容の一つである食料生産では、農
業など食料生産の盛んな地域の具体的事例を通して調べるこ
と、その際に、国民の主食を確保する上で重要な役割を果たして
いる「稲作」については必ず取り上げるように、学習指導要領解
説編で述べています。特に、生産の過程や技術の向上などに着
目して食量生産に関わる人々の工夫や努力を捉え、その働きを
考え、表現することが明記されています。しかし、教科書で紹介
されている取り組みは決して最新技術というわけではなく、現状
と合わないことも少なくありません。そこで本番組の活用をお勧
めします。
　番組では、農業を始めて12年になる新潟市の米農家・加藤誉
士寛さんが企業の協力を得て最新技術を導入し、田植えから稲
刈りまで1年を通じて収集したビックデータをAIに解析させ、最
上級のブランド米作りに挑戦する様子が描かれます。ベテラン農
家の経験や勘が、AIやビッグデータによって読み解かれ、「先人
の優れた技」として「見える化」され活用される様子から、機械化
による効率化や省力化の一端などを知ることができます。

● 開発者の工夫や苦労を捉える

　人が乗らずに刈り取りなどの農作業を自動で行う技術を搭載
した「無人農業ロボット」は、後継者不足に悩む日本の農業のあ
り方を変える突破口になりうるものです。番組後半では、この無
人ロボットトラクターを商品化するための開発が取り上げられ
ます。日本の農業の危機的状況である人手不足を解消して農業
を守ろうとする取り組みからは、開発に向けた技術者の工夫や
苦労を捉えることができます。

情報 情報リテラシー

  対象校種  　小学校高学年　中学校
  対象教科  　社会　情報　総合

執筆者
うるま市立川崎小学校
教頭 甲斐　崇



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・米作りの苦労や農家が困っていることに
ついて聞く。

・困っていることを解決するための方法やで
きることを予想し、話し合う場を設定する。

・問題意識をもって番組を視聴できるよう、
技術化について焦点化し、必然性をもつ
ことができるようにする。

・冒頭から、佐々木さんの米が１等米として
合格し、全国に出荷されている場面まで
の部分視聴をする。さらに時間を取れる
場合は、解説部分まで（13分01秒まで）見
せてもよい。

・視聴後、番組の展開に合わせて、米作りの
生産過程で活用されていた最新技術とそ
の効果についてまとめていく。

・これらの最新技術が、米づくりや農家のか
かえる問題をどのように解決したのか考
える。

・農家の仕事ぶりや米づくりの過程を振り
返り、農家の願いや思いについて焦点化
して話し合いを行う。

【思考・判断・表現】
米作りのかかえる問題を解決するための
最新技術について調べたことをもとに、
米作りに携わる人々の生産を続けていく
努力について考え、表現している。

・他の問題についても、解決できる工夫や
取り組みがないか考える場を設定し、調
べる意欲をもてるようにする。
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情報 情報リテラシー
米作りのかかえる問題を解決するための取り組みとは？
米作りを変える最新技術に迫る

  対象校種  　小学校　　  対象教科  　社会科

［授業時間 45分］　部分視聴

米作りや米作り農家のかかえるさまざまな問題を解決するには
どうすればよいだろうか？

農家の問題を解決するための新しい技術や工夫は、
他にどんなものがあるか調べてみたい

米作りに携わる人々は、AIやドローンなどの最新技術を活用することで、
安全で質の良い米を生産したり、作業の効率化を図ったりしている

天候に左右される

米を使った
商品開発

生産量も消費量も
減っている

後継ぎがいない、
人手不足

楽に作業が
できる機械化

作業が大変、
きつそう

番組部分視聴　冒頭～9分21秒

おいしくて安全な
米を作る

農業の楽しさを
伝える

問題を解決できるような技術には
どんなものがあるのだろう？番組を見たい！

・機械化で以前より手間がかからず、効率が良くなった
・ベテランしかできなかったことが経験の浅い農家でもできるようになった
・最新技術で「見える化」できたことで、これまでより作業しやすくなった

土壌センサーが
付いた田植え機

↓
田んぼの養分を

均一にする

・ もっと米を  
たくさん作りたい。  
食べてほしい。

AIと連動した
ドローン

↓
生育状況を撮影し、
必要なところに

肥料をまく

・ 安全でおいしい  
米を提供したい

人工衛星
（赤外線カメラ）

↓
刈り取る適切な
時期を見極める

・ 日本の主食である  
米作りを守りたい

農家の方々の願いや思いとはどのようなものか話し合う

田植え 収穫（稲刈り）追肥
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この番組の良さ 番組活用のポイント

Ｗｈｙ！？プログラミング
第1回 壊れた魚を動かせ（プログラムの基本）
第2回 スクラッチを始めよう（入門）
第5回 北極の子ぐまを救え（中学校・技術）
第10回 スクラッチ動物園を救え（小学校・図工）
第11回 自分だけの楽器をつくれ（小学校・音楽）
第12回 奇跡のチョウを直せ（小学校・算数）
第14回 スーパーロボット　ワンだふぉーを直せ（小学校・理科）
第19回 うさぎとかめのCMを作れ（小学校・国語）
第20回 はかりスパイダーを直せ（小学校・算数）

放送日：2016年　放送時間：各10分

● プログラミングの世界へようこそ

　ここはスクラッチ・ワールドです。アメリカ・マサ
チューセッツ工科大学（MIT）メディアラボが開発
した初心者向けのプログラミング言語スクラッチ
でできています。しかし最近、プログラムの不調が
発生しています。この危機を救おうとレスキュー
隊が結成されました。天才プログラマーのラム、弟
のプログに、新人のジェイソンさんが加わりまし
た。

● さまざまなミッション

　番組では、3人が中心となって、スクラッチ・ワー
ルドで起きた問題を解決してゆきます。
　また、プログラミングされた身近な機器を見た
り、「ジェイソンをプログラミング」のコーナーで
ジェイソンさんの行動をプログラミングしたりしな
がら、プログラミングの概念や思考を学ぶことが
できます。
　番組の最後には、スクラッチャーによる作品紹
介もあり、スクラッチを使った楽しいプログラミン
グを視聴できます。

● プログラミング的思考とは

　プログラミング的思考とは、コンピューターに命令を出す場合
のように、手順を論理的・創造的に考える思考法です。プログラ
ミングでは、一つずつ順序立てて指示する必要があります。ゴー
ルを設定し、順番を考え組み合わせ、実行に移します。不具合が
あれば改善し、どうすれば意図した通りになるかを考えてゆきま
す。
　なぜ、このような力が求められるのでしょうか。第1には、社会
背景として、現代そしてこれからの未来社会がどんどんデジタ
ル化していくからです。デジタル機器を活用して新たな時代を生
き抜く力を、子供たちにつけさせることが大切になってきます。　
第2に、人と関わる機会が増えていくからです。グローバル化が
進み、誰に対しても誤解なく伝わるよう、論理的なコミュニケー
ションが求められています。第3に、さまざまな課題に対応する
ためです。現状を分析し、論理立てて考え、創造的に解決策を練
る…これからの社会を生きていく上で、プログラミング的思考が
欠かせないからです。本番組を視聴することで、このような概念
を自然と身に付けることができます。

● これからの子供たちにとって必要な力

　本番組は、単に視聴するのではなく、実際にプログラミングに
取り組みながら視聴することで、効果的に活用できるような構成
になっています。プログラムのどこをどのように変更すれば自分
が意図したように改善されるのかを体感でき、さらに本番組等
の作品をリミックスしたり、作品を投稿したりと、自分の世界が
広がっていく仕掛けが盛りだくさんです。

■ 子供たち用に  
https://www.nhk.or.jp/school/programming/

■ 教員用に  
https://miraino-manabi.jp

　などのサービスがあります。番組視聴を通して学習したことを
生かし、プログラミングの世界を広げてゆきましょう。

情報 表現

  対象校種  　小学校３～６年　中学校
  対象教科  　総合  理科  算数  音楽  図工  国語  技術

執筆者
海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・魚の体の特徴や動きについて知っている
ことを発表したり、実際に動きで表現した
りして、魚の泳ぎ方の特徴について自由
に話し合い、発言を板書していく。

・プログラミングで魚の動きを表現すること
を伝える。

・生き生きと動くプログラムができるように
することが、本時のめあてであることを確
認する。

・開始~2分15秒の「ミッション　学ぶワザ」
の字幕後一時停止し、本時の課題を確認
し、板書を行う。

・3分24秒で一時停止を行い、番組通りにス
クリプトを置いてみる。

・動きを予想するために、3分34秒の「いきます
よ。」のナレーション後、再び一時停止する。

・予想することで、プログラミングの基本であ
る順次処理や反復といった命令に慣れる。

・4分32秒で一時停止し、番組と同じように
命令を置き、プログラムを実行する前に
魚の動きを予想するように促す。

・スクリプトを置いたら実際に動かしてみる。

・4分54秒のスクリプト画面の後、再び一時
停止し、プログラムの修正を行う。

・番組視聴中に、魚の動きを生き生きとさせ
るにはどのように表現したら良いのか問
うことで、次の創作へのきっかけとなる発
言を行うようにし、9分12秒まで再生する。

・絵にあまりこだわらず、スムーズに作業が
できるよう促す。

・次時へつながるよう、発言を引き出す。
・時間があれば、番組最後まで視聴する。

【思考・判断・表現】
動きを予想し、適切に命令を配置するな
ど、スクラッチを使い自分の考えが表現で
きたか。

  対象校種  　小学校　　  対象教科  　総合
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情報 表現
第１回　壊れた魚をなおせ
生き生きと魚を動かそう ［授業時間 45分］　部分視聴

生き生きと魚を動かすには、どのようにプログラミングしたら良いのだろう？

口をパクパクさせたり泳いでいるように動かしたりするなど、いろいろ試し
修正を行うことで、自分が意図したように魚が動く

魚は
えらがある　うろこがある　ヒレがたくさんある　口をパクパクさせる

プログラムを実行してみる

プログラムを完成させる

※事前にタブレット端末などを用意し、why_programming_1のスタジオ https://scratch.mit.edu/studios/1937850/ を開いておくことをお勧めします。

命令は
どうやって組むの

移動する距離を大きく
してみよう

魚の数を増やしたい

初めてなので
難しそう

繰り返したら
良いのでは

動きをもっと工夫したい

ゲームはどのように
作られているの

思ったように
動かないな

自分で魚を描きたい

ミッションと学ぶワザの確認の場面
番組視聴（冒頭～2分20秒）

とりあえず動かしてみる場面
番組視聴（2分20秒～3分34秒）、（3分24秒～3分43秒）

完成したプログラムの場面
番組視聴（4分54秒～9分12秒）

動きのおかしいプログラムを修正する場面
番組視聴（4分32秒～4分54秒）

繰り返しを利用したプログラミングの場面
番組視聴（3分43秒～4分32秒）
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この番組の良さ 番組活用のポイント

クローズアップ現代＋
“リサイクル破綻”どう解決？
～脱プラスチック社会への模索～
放送日：2018年11月1日　放送時間：25分

● 最新のプラスチックごみ対策を知る

　海洋での新たな環境問題が浮かび上がってき
ました。プラスチック製品が海洋生物の体内に入
り死んでしまう、マイクロプラスチックの人体への
影響が懸念されるなど、便利で恩恵を受けている
と思ったものがマイナスの面をもっていたことに
気付かされます。対策として国や外食産業、個人
レベルの具体的な取り組みが始まっています。環
境問題を身近なことと捉え、何に取り組んでゆけ
るのかを考えさせる番組になっています。
　
● リサイクル促進への取り組み

　2050年には海のプラスチックごみは全ての魚
の重さを超えるという予測があります。今まで日
本は、プラスチックごみの処理を中国に頼っていま
した。しかしこの道が断たれてしまい、プラスチッ
クごみを国内で減らしていかなければならなくな
りました。番組後半では、リサイクルや処分の現状
や課題について知ることができます。

● 「 プラスチックごみを減らす」というゴールに
向かうには?

　最近、ニュースなどでプラスチックごみによる海洋汚染の現状を
目にすることが多くなっています。当たり前のことですが、プラスチッ
ク製品は使用するとごみになっていきます。ごみとなってからのプラ
スチックの流通過程を考えることが、「プラスチックごみを減らす」と
いうゴール（目標）を見出すことにつながります。
　番組を視聴することで、プラスチックごみを生まない努力、リサイ
クル、処分の取り組みを理解し、さまざまな対策を考えることができ
ます。
　個人で考えた対策をグループで共有したり比較検討したりする
ことで、より具体的な取り組みに行き着くような授業展開が望まれ
ます。個人・家庭レベルや自治体レベルでの取り組みなど、番組に
出てきたことを実践するだけでなく、周りに発信できるような活動
に結びつくと、子供たちの達成感につながります。

● 持続可能な開発目標SDGsの観点から

　SDGsとは「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載さ
れた2016~30年までの国際目標で、2015年9月の国連サミットで
採択されました。17のゴールを定めており,その目標14は【海の豊
かさを守ろう　持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する】です。
　海洋の環境保全のためには、プラスチックごみ削減の持続可能
な取り組みを授業で考えることが大事です。
　一過性に終わらないよう、取り組みに際して起こりうる障害を予
測したり、その障害を乗り越える対応策・改善策を考えて共有した
りする機会を、学習の中で子供たちに与えることが望まれます。総
合的な学習の時間で、環境教育をテーマにした探究的な活動とし
て扱うとよいでしょう。

環境

  対象校種  　小学校　中学校　高校
  対象教科  　社会　総合

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



児童生徒の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・海に行った経験や海のイメージを聞く。

・番組内にあるプラスチックゴミの写真を
見せ、気づいたことを聞く。

　2分5秒の画像 

・これを見てみんなはどう思うかを聞く。

・ごみを減らす方法を自分で取り組んでい
ることと地域でやっていることを聞き、取
り組みを整理する。

・プラスチックごみを減らす手段を4Rで整
理し,発表する場面を設定する。考えに意
見がある場合についても発表できるよう
にする。

・今日の学習を通して、自分の考えをグルー
プで交流する。

【主体的に学習に取り組む態度】
実社会や実生活の中から問いを見い出
し、主体的・協働的（協同的）に課題の解
決に取り組み、学習したことを自己の生
き方に生かし、積極的に次の課題に取り
組もうとしている。
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環境
プラスチックごみを減らすには
どうしたらよいだろうか？

  対象校種  　中学校　　  対象教科  　総合

［授業時間 50分］　まるごと視聴

プラスチックごみはどうすれば減らすことができるのだろうか？

リサイクル

・ リサイクル意欲向上のため
にポイント還元する

・ ペットボトルからペットボト
ルへリサイクルする

・ストローを使わない
・マイバックを使用する。

・ 依存していた中国の受け入
れ拒否

・処分場の少なさ
・処分コストを上げる

ごみを出さない 処分

プラスチックゴミばかりだ。このままではいけない。

減らすには限界・無理があるのだろうか？
どういう難しさがあるのだろうか？

できる取り組みを積極的に考えていくことが必要だ

番組まるごと視聴（25分）

自分たちでできることは積極的に取り組み、できないことは自治体・国・
企業などと連携して継続可能な取り組みを考えることが必要である

自分の考えをノートにまとめる

海の生物が食べて
しまい死んでしまう

細かくなって浜に
流れ着いてしまう

自分たちに害は
ないのだろうか

海水浴

レジ袋が
漂っている

Recycle
再利用

永遠に
リサイクルできる？

バーベキュー

ストローが
浮いている

Reuse
再使用

何回も
使うのって汚い

人混み

ペットボトル
が浮いている

Reduce
排出抑制

ストローとか
レジ袋は？

きれい

外国からのごみが
流れ着いていた

Refuse
発生回避

プラスチック製品
だらけ



54

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
放送日：2018年4月29日　放送時間：30分

● 新たな発見が解き明かすヒミツ

　2017年、国内有数の規模をもつ山口県の秋芳
洞で新たな巨大空間が見つかりました。発見され
た洞窟には、かつては水で満たされていたことを
示す証拠や、約9万年前の阿蘇の火砕流の堆積が
確認されました。穴に吸い込まれる線香の煙、最
奥部で見つかった動物の骨と金属片の正体など
次々に発見される新事実から、秋芳洞のヒミツが
解き明かされてゆきます。

●  研究者がつなぐ科学のバトンと  
広がる知見

　科学技術が発達した現代でも、地下空間につい
ては未知の部分が多いのが現状です。秋芳洞探
検は、研究者によって1世紀にわたり受け継がれ
てきました。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、自分の体重
と重い機材を1本のロープに託し、未踏の巨大空
間に挑みます。初めて人類が足を踏み入れる空間
にわくわくしながら、学ぶ楽しさを実感することが
できます。

● 理科の学習の発展として

　理科の学習で、土地のでき方や土地を変化させるさまざまな
現象について学習した子供の中には、地学分野に興味をもった
り、身の回りの自然に関心を広げていったりする子がたくさんい
ます。秋芳洞の巨大地下空間に思いを巡らせながら本番組を視
聴することで、膨大な時間の積み重ねによる自然の営みや地球
のスケールの大きさを実感するきっかけになります。
　理科の学習で本番組を活用する際は、発展的な学習として、
子供たちの知的好奇心を刺激し、新たな興味や関心を引き出し
ながら、学ぶ喜びを感じられるように学習を展開していくと良い
でしょう。また、近くにカルスト台地や鍾乳洞などがある場合は、
フィールドワークや見学を組み合わせ、実感を伴った理解につ
なげてゆくと効果的です。

● 探究の手法、科学的なアプローチを学ぶ

　秋芳洞では、美祢市秋吉台地域が2015年に日本ジオパーク
に認定されたことを機に、新たな調査が始まりました。困難な
ミッションを解決しながら、科学的な目で地下空間を捉え、ヒミ
ツを解き明かしていく様子は、子供たちの探究心をかき立てるこ
とでしょう。本番組は、科学的な仮説の立て方や論理的な追究の
仕方、事実から仮説を検証する手法など、科学的なアプローチ
を学ぶきっかけとして活用することができます。
　自ら課題をもち、主体的に探究する態度を育てることは重要
なことです。博物館のスタッフや学者などの専門家が、それぞれ
の得意分野でのスキルを発揮しながら、チームで問題を解決し
ていく姿は、子供たちが主体的かつ協働的に問題を解決してい
く力を磨くことにつながります。

学ぶ楽しさ

  対象校種  　小学校高学年　中学校　高校  
  対象教科  　理科　

執筆者
沼津市教育委員会
指導主事 加納　真

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

・これまでの学習を振り返り、土地はどのよ
うにできるのか確認する。

・秋芳洞の写真（百枚皿や黄金柱など）を
提示し、思ったことを自由に話し合う中
で、不思議に思う気持ちを共有し、子供た
ちの秋芳洞に対する興味を高めていく。

・秋芳洞を探検しながら、調べている人た
ちがいることを伝え、どのように秘密を解
き明かしていくのだろうかという問いを醸
成し、番組の視聴につなげる。

・映像や出演者の言葉に集中するために、
メモは取らないようにしたい。

・番組を視聴して思ったことをペアやグ
ループで自由に話し合い、探究の手法や
科学的なアプローチの仕方について焦点
化してく。

【学びに向かう力、人間性】
 科学的な視点で問題を捉え、多面的に調
べる面白さを感じている。

・地域に鍾乳洞などの特徴的な地形があ
る場合は、見学につなげてもよい。

55

学ぶ楽しさ
探究・発見・解明！
科学の力でヒミツを解き明かす！

  対象校種  　小学校　　  対象教科  　理科

［授業時間 60分］　まるごと視聴

コラム 『ＮＨＫスペシャル　世紀の発見！日本の巨大恐竜』

北海道むかわ町で、全長８ｍもの大型恐竜の全身骨格化石が発見されました。化石愛好家や地元学芸員のドラマ、明らかになったむかわ竜の姿か
ら、物事をさまざまな視点から考えることの大切さや、協働的に問題を解決していくことのすばらしさを実感することができる番組です。本番組と組み
合わせて活用すると、学ぶ楽しさをより味わうことができます。

秋芳洞の秘密はどのように解き明かされていったのかな？

新たな発見を元に仮説を立てて粘り強く研究し、秘密を解き明かしていた。
さまざまな分野の専門家が、それぞれの力を発揮し協力して問題解決していた。

この方法は、
他のことでも使えそうだ

地球や自然のことを
もっと調べてみたい

○○市にある○○洞に
行ってみたい

地層の多くは、
流れる水の

はたらきでできる

仮説を立てて
追究していた

秋芳洞は、どうやっ
てできたのだろう

言い伝えや本

火山のはたらきに
よっても地層は

できる

困難なことが
あっても、諦めず
粘り強く研究を
続けていた

地下にあるのに、
どうやって見つけたの

だろう

センサーやロボットを
使う

一度できた土地も、
水や火山、地震など
によって変化する

さまざまな分野の
専門家が協力して、
チームで問題を
解決していた

人間が作ったように
も見える。すごい。

ひたすら歩き回る

秋芳洞を調べている人たちが、どのように
調べているのか考え、話し合う

土地のでき方や変化の要因は他にもあるのかな？

どうやって調べているのか分からない

番組まるごと視聴（30分）
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オイコノミア
楽しいだけじゃない？
遊園地とテーマパークの経済学
放送日：2017年11月22日　放送時間：43分

●  遊園地・テーマパークから経済を
学ぶ

　この番組は、お笑い芸人で小説家でもある又
吉さんが、社会のさまざまな場面・事象を身近な
テーマとして捉え、経済の視点を通して分かりや
すく考えます。
　番組では、家族連れで行くイメージの強い遊園
地やテーマパークが、少子化の時代になぜ好調な
業績を上げているのか、経済の視点から解き明か
します。
　例えば、プールを冬の期間に釣り堀として活用
するなど、発想の転換を行って遊休資産を有効活
用している様子がよく分かります。

●  経済学ポイントやクイズが関心を
高める　

　番組では、経済学の視点に関する場面にきた際
に、大竹文雄教授が「経済学ポイント」と書かれた
パネルを提示します。またクイズ形式で経済の視
点を踏まえた質問を出題するなど、難しいイメージ
の経済学に親しみを持てるよう工夫されています。
　授業での活用でも、番組を一時停止しクイズに
対してグループで回答や理由を考えるなど、楽し
く経済を学ぶ場面が設定できます。

● 遊園地・テーマパークを運営側から考えてみる

　経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」（2016年）で
は、遊園地・テーマパークの売り上げが過去最高額の約6650億
円と報告されています。好調な要因の一つとして、『発想の転換』
が挙げられます。
　都内のプールでは、冬はプールを釣り堀として営業し、ロッカー
ルームをフットサル場として貸し出すなど、発想を転換して遊休
資産を有効活用することで生産性の向上につなげています。
　価格差別や価格弾力性として、子供と大人でそれぞれ利益が
最大になる価格（入場料）を設定していることや、行列について
経済学の機会費用の観点で捉え、追加料金を設定して行列をな
くすなど、遊園地・テーマパーク利用者（消費者）の立場では見
えない運営側（経営する側）の視点がよく分かり、教材として活
用しやすい番組です。
　経済用語もたくさん出てきますが、又吉さんとコメンテーター
の大竹教授が映像や事例を用いて分かりやすく解説するので、
経済学の専門用語を意識せずに視聴することができます。笑い
のあるトークも、楽しく経済を学べる要素となっています。

●  SNSと遊園地・テーマパークの好調の  
関連性について学ぶ

　
　遊園地・テーマパークでは、「SNS映え」を意識した仕掛けを
取り入れるなど、社会・時代の移り変わりを踏まえ、顧客のニー
ズに積極的に対応しています。経済学の視点から見ると、SNS
の登場で遊園地・テーマパークでの消費の意味が変わってきて
いると言われます。楽しい思い出をSNSを通じて発信することで
満足を得るようになり、非地位財（他人と比較しても自分にとっ
て価値が変わらないもの）である遊園地が、地位財（他人と比較
することで自分にとっての価値が変わるもの）へと変化してきて
いるのです。地位財になって他人より貴重な体験をしていないと
自分の満足度が上がらなくなったとも言われます。その要因に
ついて公民や情報などと関連付けて考察を深めれば、さまざま
な教科との関連を踏まえた学習となり、生徒の経済への興味・
関心を高めることにつながるでしょう。

学ぶ楽しさ

  対象校種  　中学校　高校  
  対象教科  　社会　商業

執筆者
大分県立津久見高等学校
指導教諭 森　浩三

この番組の良さ 番組活用のポイント



学習者の思考と活動の流れ 教師の支援と評価

・夏場にぎわうプール等、季節を限定され
るエンターテインメント施設は、冬の時期
に何をしているのか聞く。

・聞いたことがあることや知っていること、
また思いつくことなど、出された意見を
『営業している』・『営業していない』に分
類して板書する。

・「遊休資産」について、休ませておくだけ
では維持管理の費用が発生し、利益が発
生しないことなど、「発想の転換」を踏ま
え、番組を8分2秒まで視聴する。

・「遊休資産」について、「範囲の経済」な
ど、同じ資源や技能を使って複数の事業
を展開して有効活用し、利益を増やして
いることを確認する。

・番組冒頭の「遊園地の売り上げが好調で
あること」の一つの要因であることを確認
することで、次の学びにつなげる。

・経済産業省の　「特定サービス産業動態
統計調査」（2016）のデータを、ICTを用い
て処理・活用して、遊園地やテーマパーク
の売り上げが好調であることを説明する。

・なぜ少子高齢化といわれている今、売上
高が過去最高額を記録するほど好調な
のかについて話し合い、さまざまな考えか
ら自分の考えを再構築する。

・自分の考えを踏まえ、番組を最後まで視
聴する。

・視聴中、経済学のポイントで示される好調
の鍵となる経済用語等を板書しておく。

・SNSが好調の一つの要因であり、遊園地や
テーマパークでの楽しい体験を発信する
ことで消費者が満足を得ていることなど
について、番組視聴後に確認する。

・非地位財から地位財への変化を補足す
る。

【主体的に学習に取り組む態度】
経営側の経済的な視点を通して、自身の
生活や地域と関連付けて考えるなど、主
体的に学んでいる。
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学ぶ楽しさ
遊園地・テーマパークを
運営する側の視点で考える

  対象校種  　中学校　高校　　  対象教科  　社会

［授業時間 50分×2］　分割視聴

番組を冒頭から8分2秒まで視聴する

番組を8分3秒以降から最後まで視聴する

遊園地やテーマパークは，子供が少なくなってきた時代に
なぜ売上高を伸ばし、好調なのだろうか？

夏にぎわう屋外プールは、冬は営業しているのだろうか？

〇範囲の経済である遊休資産の活用や、地域割引や価格弾力性などの
工夫が、コスト削減と利益につながっている　

〇SNS利用者の非地位財から地位財へ変化や、顧客満足度を向上させる
ための行列で待ち時間をなくす工夫などが好調につながっている

釣り堀やフットサル場など有効活用して利益につなげていると分かった

身近な施設にもいろんな工夫があるはずだ、もっと調べてみたい！

範囲の経済 価格差別 SNSの普及 体験型イベント 待ち時間の
工夫

利益がないけどどうしているの？
施設は休んだまま？

やっぱり何か営業しているの？

会社は、施設を休ませておくより
活用して利益を得た方がいい。

釣り堀？スケートリンク？

客が来ないから営業していない 違う使い方で営業している

今、遊園地やテーマパークが、売上高を伸ばし
好調であることを資料で確認する

どんな工夫があるのか周りの人と話してみよう！

料金の割引、
特典？

広報活動の
強化？

アトラクション
の新設？

施設の
リニューアル？

イベントの
工夫？
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ともに生きる 命・生き方

プロフェッショナル 仕事の流儀
銃よ、憎しみよ、さようなら
武装解除　瀬谷ルミ子
放送日：2009年4月21日　放送時間：48分

オトナヘノベル
ブラックバイトに負けない！
放送日：2016年5月12日　放送時間：29分

＃ジューダイ
高校生がプロデュース“地元特産品”で挑む商品開発！
放送日：2018年9月20日　放送時間：24分

＃ジューダイ
高校生がガチ対決！“食の商品”ナンバー１決定戦
放送日：2018年10月18日　放送時間：24分

　NGO日本紛争予防センターの瀬谷ルミ子事務局長は、世界の紛争地でDDR（武装解除・動員解除・社会復帰）という事業に取り組んでいます。まだ暴力が
残る危険な現地で、瀬谷さんは、争いの原因や必要なものをつかみ、数万人もの少年兵の社会復帰への行動を起こします。そして、瀬谷さんの勇気ある行動
で、少しずつ世界が変わってゆきます。
　「人生は自分の手で変えられる」という信念で仕事に携わる瀬谷さん。瀬谷さんは、なぜそのような信念を貫いているのでしょうか。番組を通じて、瀬谷さん
の生き方を知り、自分自身の生き方を見つめ直すきっかけを得ることができます。

　「ブラックバイト」とは、残業代不払い、商品の買い取り強制、辞めさせてくれないなど、学生が学生らしい生活を送れないほど過酷な労働を強いるアルバイ
トのことです。
　番組は、10代のアルバイトが多い「飲食」の現場でのブラックバイト事例をドラマ化しています。仕事・キャリアについて理解を深めるだけでなく、現状を改善す
るためにどのようにしたらよいか考えることができます。そのことから、自分の生き方、職業との関わり方について考える活動へとつなげてゆくことができます。

　高校生が地元特産品を使った食品を開発し、企業と協力して商品化する全国コンテスト「フードグランプリ」の取り組みを紹介します。
　山梨からは、地元の味・吉田のうどんに欠かせない薬味「すりだね」を開発する高校生、奈良からは、糖尿病の人向けに里芋やゴボウ入り豆乳プリンの開発
に取り組む高校生が紹介されます。命と健康に関わる食品を開発するやりがいと難しさを知ることができます。

　高校生が地元特産品を使った食品を企業と協力して商品化、地域色豊かな食品で競う「フードグランプリ」の全国大会の様子を伝えます。山梨の「うどん部」
の薬味、仙台の謎の菓子「みそギモーヴ」、岡山の幻のニラを使ったたれ、三重のカツオハム、兵庫の「カキ味のふりかけ」など7校が登場。味やパッケージの他
に地域への貢献度も審査する大会を通じて、食に関わる仕事の大切さや、やりがいについて知ることができます。

キャリア コラム

  対象校種  　中学校　高校  

  対象校種  　中学校　高校  

  対象校種  　中学校　高校  

  対象校種  　中学校　高校  

  対象教科  　道徳　学級活動　総合

  対象教科  　学級活動　総合

  対象教科  　技術　家庭　学級活動　総合

  対象教科  　技術　家庭　学級活動　総合

執筆者
西条市教育委員会
指導担当専門員 山内雅博

自分の仕事と生き方について考え、
勤労観・職業観を高めるために  
活用できる４つの番組
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この番組の良さ 番組活用のポイント

ＮＨＫ特集
妻へ飛鳥へ
そしてまだ見ぬ子へ
放送日：1981年2月23日　放送時間：49分

●  井村和清さんの生き方

　医師・井村和清さんは1977年に大阪府内の病
院に赴任しました。長女・飛鳥さんの誕生直後、右
膝に悪性腫瘍が見つかり、転移を防ぐため右脚を
切断、リハビリを経て職場に復帰しました。腫瘍の
肺への転移が見つかり、わずかな時間しか残って
いないことを知った井村さんは、妻と娘、そしてま
だ見ぬ子に宛て手記を綴りはじめます。井村さん
が1979年に亡くなる寸前まで書き続けた手記を、
俳優の宇野重吉さんが朗読、医療の仕事に真摯
に取り組み、家族を愛した井村和清さんの生きた
証をたどります。

●  医師としての井村和清さんの思い

　 番 組 は 1 9 8 1 年に放 送されたもので、ティー
チャーズ・ライブラリーのラインアップの中でも古
い番組です。番組の中で語られる、子供を思う親と
しての気持ち、医師として患者に寄り添い、医療そ
のもののあり方を考える井村さんの姿は、現在で
も番組を観る者の心を強く揺さぶります。

● 手記に記された井村和清さんの思いに触れる

　あと半年の命であると自ら判断した医師の井村和清さんは、
強い意志を持ち、亡くなるまでに幾つかのことを成し遂げまし
た。医師として働ける限り現場で働き続けること、第二子を授か
ること、妻や子供たちに手記を残すことなどです。手記は井村さ
んが亡くなった後に出版され、社会で大きな反響を呼びました。
　手記には、「心の優しい、思いやりのある子に育ちますように」

「倒れても、倒れても、自分の力で起き上がりなさい」など、二
人の子供を思う父親としての思いがつまっています。
　病人にとって一番苦しいことは、「自分の病気を案じてくれる
人がいないこと」であるという井村医師。「患者が頼りにするの
は医者」、「医者と患者の人間関係ほど大切なものはない」、「お
互いが信じられなくなるような世界になってほしくはない」と述
べています。
　井村和清さんの親としての思い、医師としての思いに触れ、人
間の生きる意味や医療のあり方について考えさせられる番組で
す。

● 道徳の教材として

　中学校道徳科の授業で、例えば「14　家族愛、家庭生活の
充実」の項目や「4　希望と勇気、克己と強い意志」の項目、「19　
生命の尊さ」の項目として本番組を活用することができます。
　子供たちに宛てた手紙に綴られた思いに焦点を当て、手紙に
込められた、子供たちを深い愛で包む井村さんの心情に触れる
ことで、親の深い愛情に気付かせ、家族との関係を大切にしよう
とする態度を育てる題材として活用することができます。
　番組では取り上げられていませんが、井村さんは『あたりま
え』という詩を書いています。これまでも道徳の授業の導入や終
末でよく使われてきたものです。出版されている井村さんの手記

『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ』(祥伝社)の中にあります。参考
にするとよいでしょう。

ともに生きる 命・生き方キャリア コラム

  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

執筆者
安来市立広瀬中学校
教諭 瀬崎邦博
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この番組の良さ 番組活用のポイント

ともに生きる 命・生き方

プロフェッショナル　仕事の流儀
撮って、僕らのこころ
昆虫写真家　栗林慧
放送日：2018年8月27日　放送時間：45分

● 生き物の生きる姿

　カマキリのような大型三輪バイクで疾走する栗
林慧さんは、国際的な科学写真賞を数多く受賞
し、今も昆虫写真の第一線で活躍し続けていま
す。
　「昆虫の世界に入っていけたらいい」…そう願う
栗林さんは、ありきたりの機材では自分だけの一
枚は撮れないと、虫の目レンズやセンサーカメラ
等、撮影機材も手作りにこだわっています。
　昆虫の感情まで伝わってくるその写真は、圧倒
的な躍動感と美しさに溢れ、昆虫嫌いな人をも一
瞬で変える魅力をもっています。

● 永遠の昆虫少年

　栗林さんは、自然豊かな長崎県平戸市で、今も
四季を通じ、愛と命に満ちた写真を撮り続けてい
ます。
　初夏、生涯最高の一枚を狙って挑んだのが、ホ
タルの大乱舞です。だがそこに、思わぬ壁が立ち
はだかります。永遠の昆虫少年の執念は実るので
しょうか?

● 小さな命に温かなまなざしを送る

　子供たちにとって最も身近な自然といえば、自宅の庭や近所
の公園、空き地や畑、校庭などが挙げられます。それらの環境の
中で生きている身近な命の一つである昆虫。番組から伝わってく
る自然のすばらしさや栗林さんの昆虫にかける情熱から、小さ
な命である昆虫に興味や関心をもてることでしょう。
　そして、栗林さんが昆虫を撮影する様子から、予想や仮説を
もって行う、生き物の観察の方法や記録の取り方について学ぶ
ことができます。
　番組視聴後、理科等で行う昆虫や植物の観察・調査を通じて、
命や自然環境の大切さに触れ、生き物のことをもっと調べてみ
たいと思う気持ちになることでしょう。

● あきらめない努力

　栗林さんが語る「あきらめない努力…それが一番大切だと
思っている。」という言葉やその生き方から、自分が決めたことを
最後までやり抜く大切さを感じ取ることができます。
　番組後半の、写真家人生の集大成をかけたホタルの写真撮影
の現場や栗林さんの言葉から、困難を乗り越えてゆく力や作品
にかける強い思いを知ることができます。苦労の末撮影された
一枚の写真には、ホタルが命の炎を燃やして最後に灯す光が水
面で瞬く様が撮影されており、見る者に命の美しさと尊さを語り
かけてくれます。
　この番組を視聴することにより、自分の使命とは何かを考え、
そして、今の状況に満足せず、さらに前に向かって進んでゆこう
という気持ちを高めることができるでしょう。

ともに生きる 命・生き方

  対象校種  　小学校　中学校　高校
  対象教科  　理科

執筆者
海陽町立海部小学校
教諭 溝内正剛
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この番組の良さ 番組活用のポイント

目撃！にっぽん　
クマヤマ
放送日：2018年6月24日　放送時間：34分

●  マタギの計 算された狩 猟 方 法 を
知ることができる

　「クマヤマ」とは、秋田県に暮らす狩猟民マタギ
が、冬眠から目覚めるクマを集団で追う伝統猟で
す。番組では、クマを追手と待手の二手に分かれ
てはさみ撃ちするシーンが見られます。2回目の
撮影では超大型のクマの足跡を発見した後、マタ
ギの言葉で言う「タカブ」＝「どうしてもこっちにい
きたいと思う方向に進むと獲れること」が現実と
なり、体重200kg以上のクマを仕留めることがで
きました。
 
●  マタギの伝統文化と、近年のクマ

の生態の変化を学ぶことができる

　ゼンマイを採る際は「男ゼンマイ」を採らないこ
と、山から持ち帰ったおにぎりを食べると風邪を
ひかないこと、クマの胆のうの使い方、「マタギ勘
定」という、獲物を皆で平等に分ける集落の掟な
ど、脈々と受け継がれてきたマタギ伝統文化を知
ることができます。一方で、近年クマが大型化し、
人里に下りてくることが増えたなど、人間がクマ
の生態にもたらした変化についても考えさせられ
ます。

● 狩猟民の伝統文化を学ぶことができる

　狩猟民マタギに代々受け継がれてきた狩猟方法や作法など
を、今回初めて許された密着取材の映像から、詳細に学ぶこと
ができます。これは、道徳の「伝統と文化の尊重」や小中学校の
社会科における「地域の伝統文化」、理科の「生物と環境」の学
習で活用できます。
　マタギの数は激減し、クマの狩猟だけでは生活できず、出稼ぎ
に出て収入を得る人たちもいます。それでも「クマヤマ」の時期
になると必ず地元に帰ってきて狩猟を行う理由を、マタギの副頭
領が明瞭に語ってくれます。このことから、地域の伝統文化を守
り続けることの意義について考えることができます。

●  近年問題となっているクマの出没について  
知ることができる

　 2017年度、秋田県でのクマの目撃件数は1303件で、クマの
生活環境に異変が起きていると言われています。杉の植林でク
マの食べ物がなくなったことや、民家に放置された柿や栗が栄
養豊富なエサとなっていることなどです。人を襲うこともしばし
ばで、マタギの役割も、かつての山中での狩猟から檻に捕らえ
て殺す「有害駆除」へと変化してきました。「檻に入った弱ったク
マを至近距離で撃ちたくない」「できれば有害駆除はやりたくな
いが、困っている人がいればしかたがない」と話すマタギの言葉
に、クマへの愛情や畏敬の念を感じます。
　「なぜクマが民家の近くに出没するのだろうか」と生徒に発問
することで、近年の地球温暖化などによる環境変化や少子高齢
化による限界集落の出現など、多面的に考えさせることができ
ます。それが理科や社会科などの横断的な学習につながるとい
う良さがあります。

ともに生きる 命・生き方ともに生きる 命・生き方

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

執筆者
能代市立能代南中学校
教諭 嵯峨静人
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防災 コラムともに生きる コラム
  対象校種    高校  大学  教員研修　    対象校種    高校  大学　    対象教科    学級活動  総合   対象教科    学級活動  総合  福祉

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

君が僕の息子について
教えてくれたこと　

放送日：2014年8月16日　放送時間：59分

● 自閉症の当事者と家族の思いをつなぐ

　東田直樹さんのエッセイ『自閉症の僕が跳びはねる理由』を
読んだことをきっかけに、アイルランド在住のイギリス人作家
デイヴィッド・ミッチェルさんをはじめ、自閉症の子供をもつ多く
の親がわが子への理解を深めていく様子が描かれています。
自閉スペクトラム症に共通する特性を理解するとともに、人が
人を理解するために必要な視点について学ぶことができます。

●  「思考」と「表現」は違う

　多くの人は、感じたことや考えたことについて、ある程度表現
することができると考えています。番組では、考えていることを
簡単には表現できない東田さんが、文字盤やキーボードを使う
ことで自分の思考を表現する姿を紹介します。初めて東田さん
を知る人は衝撃を受けるかもしれません。東田さんについて理
解することから、番組に登場する自閉症の子供たち一人一人の
行動にそれぞれの感情や思考が伴っていることを理解できま
す。

●  自閉スペクトラム症の理解と支援

　東田さんは、重度の自閉症にもかかわらず、環境調整により
自分の考えを適切に表現することができます。番組では、東田
さんには発語失行が見られること、脳のＭＲＩ検査から他人の
気持ちを理解する部位に特異的な発達が見られることや、思考
と表現をつなぐ脳部位に何らかの問題がある可能性が示され
ます。自閉症の特性はスペクトラム（連続）しているものと考え
られており、通常の学級に在籍する児童生徒にも多く見ら
れることが分かっています。東田さんのケースがすべて
の自閉症者に当てはまるわけではないことを前提と
して、自閉スペクトラム症の理解と支援について考え
ることができます。

● “ともに、生きる”とは

　19人の命が奪われ、27人が重軽傷を負った2016年の相模
原市の障害者殺傷事件。事件を起こした植松被告は「意思疎
通できない障害者は不幸しかもたらさない」という考えを変え
ていません。事件のあった津久井やまゆり園の当事者や家族
の姿、事件をきっかけに社会に芽生えた変化についての２年
間の記録から、本当の「共生」のあり方について考えることが
できます。

●  被告との対峙

　事件直後から新聞やインターネットで発言を続けてきた社
会学者で、重い障害のある娘さんをもつ最首悟さん、事件を起
こした理由を問うＮＨＫのディレクター、短大で社会福祉を学
び始めた佐藤彩水さんがそれぞれ、被告と接見します。被告の
考え方が決して特異なものではなく、今の私たちの社会の中に
広くあるという現実とその危うさ、社会の成熟とは何かを考え
させられる内容です。

●  人の「意思」と向き合う

　事件後神奈川県は、障害者への支援について、本人の意思
を尊重するという新たな方針を打ち出しました。事件前、人員
が足りないため見守りが難しいと判断され、身体拘束が続いて
いた智子さんは、意思を示さなくなっていました。しかし、本人の
意思を尊重する支援を受ける中で変化が現れます。どんな人
にも意思があること、それを理解しようとすることの大切さを学

ぶことができます。
また番組後半では、障害のある人と一緒に作り上げる

日々が私たちに気付かせてくれることは何なのかを考
え、話し合うことができるでしょう。

執筆者　向日市立寺戸中学校　教諭 鈴木英太

ＮＨＫスペシャル
“ともに、生きる”　
障害者殺傷事件　２年の記録
放送日：2018年7月21日　放送時間：49分
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防災 コラムともに生きる コラム

執筆者
鳴門教育大学
准教授 藤村裕一

証言記録・東日本大震災
第58回 千葉県浦安市
液状化の衝撃　水と闘った1か月
放送日：2016年11月20日　放送時間：43分

証言記録・東日本大震災
第74回 宮城県石巻市
希望をつなげ　壁新聞
放送日：2018年5月27日　放送時間：48分

クローズアップ現代＋
検証・西日本豪雨
～何が生死を分けたのか～
放送日：2018年7月31日　放送時間：25分

　東日本大震災で、一自治体として最も多い４千人が犠牲になった宮城県石巻市。石巻日日新聞は津波で社屋が冠水し輪転機も止ま
りましたが、手書きの壁新聞を避難所に届けると決断しました。記者たちは通信や交通手段も途絶する中、水につかって奔走し、今こそ
地域に役に立つ情報を発信しなければならないと、手書きの壁新聞をはり出します。最初は記者たちが取材した被害情報をできるだけ
詳しく載せましたが、壁新聞第３号を出すに当たって、これまでの内容をガラリと変えます。被災して不安な日々を生きる人たちの気持
ちに寄り添い、少しでも希望が持てる情報を発信することを選んだのです。大規模災害時の正確な情報の大切さと、前向きに考えるこ
との大切さについて考えることができます。

　市の3分の2を埋め立て地が占める千葉県浦安市は、東日本大震災で世界最大級の液状化現象に見舞われました。大量の泥が噴出
し、道路は割れ、家は傾き、住宅街は無残な姿に一変しました。しかし、最も深刻な被害は、地下のいたる所で破壊された上下水道だっ
たのです。約１万世帯が、断水ばかりか、下水の被害によりトイレも使えない日々を耐え忍びました。自衛隊の給水船派遣と、前代未聞
の復旧工事に挑んだ延べ２千人の下水道のプロたちの必死の努力で、不可能と思われた1か月以内の復旧を実現しました。一方、再液
状化を防ぐための地盤改良工事をめぐっては、住民間の対立も生まれました。都市型の災害であるライフライン被害に対する事前の備
えと、支え合うコミュニティの人間関係の重要性について考えることができます。

　死者が200人を超え、平成最悪の水害となった西日本豪雨。大規模な浸水のために51人が犠牲になった岡山県倉敷市真備町では、亡
くなった人の９割が高齢者。行政が避難情報を出すだけでは高齢者を救いきれないという、厳しい実態が見えてきました。また、最も犠
牲者が多かった広島県では、４年前の土砂災害を教訓にさまざまな備えを進めていた地域でも被害が起きていたことが分かりました。
　「これまで大丈夫だったから」という正常性バイアス、「みんなも逃げていないから」という同調性バイアスの危険性、避難勧告などの
情報を正しく生かす姿勢の重要性、災害弱者を含めて守るコミュニティ防災の、現象後追い型から事前対応型への防災対策転換の必
要性などについて考えることができます。

防災について考えるために活用できる３つの番組
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この番組の良さ 番組活用のポイント

学ぶ楽しさ
オイコノミア
お世話になっています！
宅配の経済学
放送日：2018年2月21日　放送時間：43分

● 未来の物流が見える

　オイコノミアは、お笑い芸人で小説家でもある
又吉さんが、身近な話題や事象を経済の視点から
捉え、コメンテーターやお笑い芸人たちのトーク
を交え、経済を分かりやすく解説する番組です。
　今回は宅配をテーマとして、宅配業界が抱える
課題や未来の宅配などについて解説しています。
　ドローンによる宅配や自動運転の宅配車など、
未来がすぐそこまで来ていることを実感でき、未来
の私たちの生活を考える教材として最適です。

● 視聴者を飽きさせない番組構成

　番組では、グラフや関連映像など視覚に訴え
る資料もたくさん使用しています。また、ドラマ仕
立てで宅配に関する疑問を分かりやすく解説した
り、ネット通販の経済システムについてフリップ・
アニメーションを使って説明したりするなど、とて
も分かりやすい演出になっています。
　視聴する側を飽きさせない工夫・理解しやすい
工夫が満載の番組です。フリップについては、この
部分だけを取り上げても教材として活用できるで
しょう。小学校高学年から高校まで、校種を問わず
楽しく経済について学ぶことができる番組です。

●  宅配サービスの現状を知り、  
宅配の未来を考える

　国土交通省によれば、2017年度の宅配便取扱個数は42億
5100万個、2018年度は43億701万個にのぼります。取扱個数
が増加した要因の一つとして、インターネット通販などの販売
サービスの需要拡大が挙げられています。その反面、宅配業界の
人員不足、宅配件数全体の2割を占める再配達、トラックの排気
ガスによる環境問題、過重労働などが社会問題となっています。
　これらの社会問題について、規模の経済や機会費用など踏ま
えてその解決策を考える学習や、『未来はものを運ぶ仕事はどう
なるのか?』などを討議テーマとして学習課題を設定するなど、身
近な社会を知ることから経済を考える専門的な学習まで、生徒が
主体的に取り組むさまざまな学習活動の展開が期待されます。

● 「 あえて急がない宅配」や送料の自由化・  
再配達問題など、業界の抱える問題から  
学びを広げる

　細かく時間を設定した夜間配達が若い世代のライフスタイル
に適合することや、全体の約3割が宅配を急がないというアン
ケート結果が紹介されます。あえて急がない宅配を提案するな
ど、宅配業界はスピード重視だけでなく、利用者のニーズに合っ
たサービスを取り入れ始めました。急がないことで作業の平準
化が期待できるとも言われています。こういった取り組みが宅配
の未来を考えるきっかけとなります。
　宅配会社ごとの取り組みを調べてみるのも学びの広がりにつ
ながります。また再配達は大きな社会問題であり、それによる二
酸化炭素排出増なども社会的・経済的損失を生むことになりま
す。配達時間を指定するなど利用者側が意識しなければ、再配
達コストがさらにかかり、サービスが維持できなくなることも考
えられます。番組と共に、消費者庁の『宅配サービス受取方法の
現状と消費者意識』や、国民生活センターの『消費者行動の変化
と宅配サービス』、『宅配便の再配達をめぐる現状と課題』などの
ウェブサイトも教材として活用できます。社会・経済にまつわる
問題について、ひとごとでなく自分のこととして問題を捉えるこ
とで、消費者・利用者としての意識の向上につながります。

学ぶ楽しさ

  対象校種  　中学校　高校
  対象教科  　社会　商業

執筆者
大分県立津久見高等学校
指導教諭 森　浩三
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学ぶ楽しさ学ぶ楽しさ

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

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～
放送日：2013年4月20日　放送時間：29分

● 雷多発地帯で撮影された驚異の映像

　雷は身近な気象現象ですが、一瞬の現象で、しかも危険
を伴うため、じっくり観察するのは難しいことです。この番
組は、オーストラリア北部の雷多発地帯で、積乱雲や多様
で壮大な雷を撮影、超高速度カメラなどを駆使して、雷が
発生するしくみを見事に映像に捉えています。子供たちの
情動に訴え、もっと見たい、知りたいという意欲を引き出す
とともに、雷について科学的に学ぶ際の「参照性」も具えて
います。「自然のすばらしさや不思議さに感動し」という道
徳の目標にも役立つでしょう。

●  雷発生のしくみを目で見て理解する

　雷を発生させる積乱雲は、小学~高校の理科・地学で扱
われます。番組によって、オーストラリア北部で巨大積乱雲
が発達することや、積乱雲の内部で活発に放電が起きてい
ることも理解できます。
　番組には、ステップトリーダ、ダートリーダという2つの放
電現象が登場します。ステップトリーダは、雷雲から最初に
枝分かれして伸びてくる弱い光の放電です。その一つが地
面に達すると、同じ経路で瞬間的に上向きに放電が起きま
す。強い光を放つ「帰還雷撃」、いわゆる落雷です。その後
上空から、第二の先行放電=ダートリーダが伸びてきて地
表に達すると、第二の帰還雷撃が起きます。0.07秒という
ごく短い時間に雲と地表の間で放電が往復し、「多重雷」を
作っているのです。ダートリーダは今回初めてテレビカメラ
に捉えられました。
　物理分野で扱う「放電」が大気中でどのように起きるの
か、視覚的に実感するためにも活用できます。

● 火山国チリで活火山に肉迫

　日本は111の活火山がある世界的な火山大国ですが
（2020年現在、北方領土を含む）、太平洋を挟んだ南米の
チリにも105の活火山があります。どちらも、海洋プレート
の沈み込みによってできた安山岩質の火山が大半を占め
ます。番組は、日本の研究者と共にチリの二つの活火山に
登り、溶岩湖や溶岩ドームに肉迫します。噴火の貴重な画
像も紹介され、火山とはどんなものなのかを体感でき、自
然の驚異への好奇心や学ぶ意欲がかき立てられます。

● マグマ・火山・海洋プレートの関係を探る

　中学の理科や高校の地学では、火山の形・噴火・火山岩と
マグマの性質との関連を学ぶことになっていますが、チリと
日本の火山の比較、溶岩湖と溶岩ドームの違いなどを意識
できるように視聴させると、この点の理解が深まるでしょう。
　火山に関してはティーチャーズ・ライブラリーに『課外授
業　ようこそ先輩　火山はすごい!』と『特報首都圏  御嶽
山噴火の衝撃』があります。校種・教科に応じてこれらの番
組と併せて活用すると、より理解が深まり、防災教育にも
つなげられるでしょう。
　また番組では、近年チリで火山活動が活発化した要因と
して、海洋プレートの「断裂帯」の影響を指摘しています。
沈み込み帯の地下でマグマができる際に、海洋プレート中
の水分が重要な役割を果していることは知られています
が、この点について大学などでより深く考察してゆく際に、
番組は有益でしょう。

  対象校種  　中学校　高校　   対象教科  　理科　地学　物理

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
放送日：2017年10月13日　放送時間：29分
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学校住所：

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。

利用します。

ファックスの送り先

◆ 利用期間（最大1か月）：受取希望日は申し込み日から7日後（休業日を除く）以降かつ1か月以内
※『ふしぎエンドレス』『ふしぎがいっぱい』は受取希望日の直近の学期末（7月、12月、3月の各25日）を返却日としてください。

返却日受取希望日

申し込み回数 ： □初回申し込み　□２回目以降　前任校で利用した場合の前任校名
　　　　　　　　※初めての申し込みの方には、事務局から学校に電話で在籍確認をします。

　受取希望日から逆算して事務局から発送します。返却日は事務局必着の日付です。

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します。

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）

（注意）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

セット用

　　　　 　年　　　　 月　　　　 日　～　返却日　　　　　 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：

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（28本セット）  □  仕事ハッケン伝（10本セット）
 　　　□  伝える極意（7本セット）   
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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。

ファックスの送り先

◆ 利用期間（最大2か月）：受取希望日は申し込み日から7日後（休業日を除く）以降かつ1か月以内

受取希望日から逆算して事務局から発送します。返却日は事務局必着の日付です。

申し込み回数 ： □初回申し込み　□２回目以降　前任校で利用した場合の前任校名
　　　　　　　　※初めての申し込みの方には、事務局から学校に電話で在籍確認をします。

受取希望日



1回／3枚まで

〒　　　- 都道
府県

市
郡

町
村

（ふりがな）

姓

（ふりがな）

名

学校住所：

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。

利用します。

ファックスの送り先

◆ 利用期間（最大1か月）：受取希望日は申し込み日から7日後（休業日を除く）以降かつ1か月以内
※『ふしぎエンドレス』『ふしぎがいっぱい』は受取希望日の直近の学期末（7月、12月、3月の各25日）を返却日としてください。

返却日受取希望日

申し込み回数 ： □初回申し込み　□２回目以降　前任校で利用した場合の前任校名
　　　　　　　　※初めての申し込みの方には、事務局から学校に電話で在籍確認をします。

　受取希望日から逆算して事務局から発送します。返却日は事務局必着の日付です。

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します。

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）

（注意）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

セット用

　　　　 　年　　　　 月　　　　 日　～　返却日　　　　　 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：

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（28本セット）  □  仕事ハッケン伝（10本セット）
 　　　□  伝える極意（7本セット）   

〒　　　- 都道
府県

市
郡

町
村

（ふりがな）

姓

（ふりがな）

名

学校住所：

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。

ファックスの送り先

◆ 利用期間（最大2か月）：受取希望日は申し込み日から7日後（休業日を除く）以降かつ1か月以内

受取希望日から逆算して事務局から発送します。返却日は事務局必着の日付です。

申し込み回数 ： □初回申し込み　□２回目以降　前任校で利用した場合の前任校名
　　　　　　　　※初めての申し込みの方には、事務局から学校に電話で在籍確認をします。

受取希望日



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。
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NHK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


