


2

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、無料で番組DVDを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。
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貸し出し番 組一覧

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
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NHK知財センター長　遠 藤  理 史

　NHKティーチャーズ・ライブラリーのガイドブックを手に取って下さってありがとうございます。教育現場
でNHKスペシャルなどの番組を活用していただけないでしょうか。現在���本を超える番組をご用意し、年間
����件ほどの皆さんにご利用いただいています。学習展開例も参考に掲載しています。
　今年も先生方のご要望を伺いながら��本の番組をラインナップに加えました。いまも世界で尊敬される
緒方貞子さんや中村哲さんの生きざまに触れる番組。キャリア教育に役立つ「プロフェッショナル 仕事の流
儀」や「人生デザインU-��」といった番組。そして偏見や差別を越え共に生きることを考える番組などを充
実させています。特にキャリア教育については、新型コロナの影響で校外学習が難しくなったことを受け「課
外授業ようこそ先輩」「あしたをつかめ平成若者仕事図鑑」などをインターネットでもご覧いただけるように
しています。
　教育現場のIT環境が大きく変わり動画の視聴がしやすくなってきた今こそ、ぜひNHKティーチャーズ・ライ
ブラリーをお使いいただければ幸いです。

コロナ禍の修学旅行のバス車内で「仕事ハッケン伝」を視聴しました。距
離を取り静かに過さなくてはならない状況でしたが、生徒はタブレット端
末で心に残ったことを共有していました。今後のGIGAスクールもティー
チャーズ・ライブラリーを活用した新しい授業ができそうでワクワクします。

編集委員会委員長
鳴門教育大学准教授

本年度は、新学習指導要領が目指す、主体的・対話的で深い学び（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

NHKティーチャーズ・ライブラリーは、子供たちの心をつかみ、心を動かす
映像にあふれています。今までの授業に、NHKの豊富な映像コンテンツを
プラスしてみませんか。

NHKスペシャル、プロフェッショナル仕事の流儀など、NHKの魅力ある番
組を、ただ見せるだけではもったいないです！　ティーチャーズ·ライブラ
リーのホームページやガイドブックには、子供たちの興味・関心を高め、問題
意識を大事にした授業改善のヒントがいっぱいです。ぜひ、ご活用ください！

中学３年社会科公民の、人権の学習での活用が効果的でした。「日本国憲法
の第��条は��歳のアメリカ人女性ベアテさんが原案を作った」という事実が
生徒に衝撃を与えます。番組視聴から、第��条の原案にあった「給料の男女
平等」や「妊婦は最大の保護を受ける」などの条文が削除されたことを知り、

「もし憲法を改正するとしたら男女平等をどうするか」を考えることで授業に
深まりが見られました。
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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。

　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

個別最適な学び

「主体的・対話的で深い学び」を支援する番組と、
学校ver.3.0対応指導案
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利用案内

その他、ご不明な点は「よくある質問」（P.12）へ

貸し出し条件

●学校などの教育機関（著作権法第35条規定）

●学校での授業や教育活動での利用

●教員の利用

●利用規約への同意

貸し出し規則

「単品」	 1回1人につき3枚まで	 期間最大1か月	※同タイトル複数枚希望の場合は「よくある質問」へ

「セット」	1回1人につき1セット	 期間最大2か月

※単品とセットの同時貸し出し可能

受取希望日	…	申し込み日より7日（事務局休業日を除く）後以降かつ1か月以内

返却期限	…	受取希望日より単品は最大1か月　セットは最大2か月

※『ふしぎエンドレス』『ふしぎがいっぱい』の返却期限は利用開始の学期末（7月・12月・3月の各25日）

利用規約

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.	利用報告書の提出は必須です。

3.	コピーは厳禁です。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。往路送料は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.	返却期限を超過して返却した場合は、以降のご利用をお断りすることがあります。

7.	実際に利用する方が申し込んでください。事務局から申込内容の確認など連絡させていただくことがあります。

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。

利用料金

事務局から発送（往路）にかかる送料（370円）と返却時にかかる送料をご負担ください。

DVDの貸し出しは無料です



11

申し込みから返却までの流れ

お問い合わせ
NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局
TEL：03-3462-7932　平日10：00〜18：00（時間が変更になる場合があります）
www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

4．返却
返却期限（当日消印有効）までに下記を事務局宛てにお送りください。
・DVD
・往路送料370円分の未使用切手
・利用報告書（同封またはメール送付）

《注意》DVDの取り扱いについて
・盤面の文字は滲みやすいので濡らさないようにしてください。
・記録面を持つと不具合に繋がりますので記録面は持たないようにお願いします。
・紛失・毀損は弁償をしていただきます。

１．DVDを選ぶ
ガイドブックP.14〜35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。

2．申し込み
ホームページの「申し込みフォーム」よりお申し込みください。
受取希望日の1か月前から受け付けています。
※電話・FAXでの申し込みはできません。

3．受付から発送
申し込み後数日中に事務局より受付完了メールを送信します。（自動送信ではありません）
　※事務局からのメールを受信できるように必ずドメイン指定をしてください。
　※受付の前に内容確認のためのメールや電話をすることがあります。
受取希望日までに日本郵便のレターパックライト（郵便ポストへの投函）で学校へ発送します。
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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.	 受取希望日よりも前に送ってもらえませんか？
A.	 	早期発送には対応しておりません。ゆとりをもっ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。ただし必要最小限でお願いします。

Q.	 同じ学校で複数の教員から申し込んだのですが、同送していただけますか？
A.	 	同日のお申し込みかつ受取希望日が同じであれば同送できます。	 	
ただし、枚数によっては1件でお送りできない場合があります。

Q.	 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お申し込みの前に事務局へご相談ください。

Q.	 	現在1枚借りていますが、あと2枚追加で借りられますか？
A.	 	追加の申し込みはできません。利用中のDVDを返却後に改めてお申し込みください。

Q.	 	DVDを返却したのに次の申し込みを断られたのはなぜですか？
A.	 	送料の未納または利用報告書が提出されていない場合は貸し出し中となります。	 	
次の申し込みはできません。

Q.	 	利用回数に制限はありますか？
A.	 	何回でも利用できます。

Q.	 	申し込みましたが受付完了メールが届かないのはなぜですか？
A.	 	受付完了メールは自動送信ではありません。

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合せください。	 	
なお、公民館などの社会教育施設や学習塾など営利目的での利用はできません。

Q.	 	NHK放送局でのDVD受け取りや、自宅へ発送してもらうことは可能ですか？
A.	 	できません。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.	 	できません。返却後に改めてお申し込みください。
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▶　番組について

▶　視聴について

▶　その他

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

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.	 	授業で利用しなかったのですが、利用報告書の提出は必要ですか？
A.	 	必要です（利用規約第2項）。	 	
未視聴または授業で利用されなかった場合はその理由を記入してご提出ください。	 	
また、授業のための事前視聴や研究目的で利用された場合はその感想を記入してご提出ください。

Q.	 DVDが途中で止まったり、映像が乱れたりするのですがどうしたらいいですか？
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不具合が生じる場合もあります。他の再生機でもお試しください。	
それでも再生が難しい場合は事務局へご相談ください。

Q.	 	学習展開例や番組活用例をプリントアウトしてもいいですか？
A.	 	学校での授業など、教育活動で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.	 スマートフォンでも同じようにホームページを閲覧できますか？
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。

Q.	 ガイドブックがほしいのですが、どこでもらえますか？
A.	 	事務局へご連絡ください。
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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

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 /\ おすすめ /\ おすすめ /

\ おすすめ /\ おすすめ /

\ おすすめ /\ おすすめ /

ＢＳ１スペシャル
隠された“戦争協力”　
朝鮮戦争と日本人　前後編

1950〜53年の朝鮮戦争中、平和憲法下
の日本人が戦闘に参加していた！当時米
軍が行った、日本人70人への尋問の記
録が発掘され、長年埋もれていた事実が
明らかになった。米軍は、基地で働いて
いた日本人を通訳などの支援業務のた
め朝鮮半島に送り、戦闘が激化すると武
器を与えて戦わせたのである。番組は、
彼らの戦場体験を尋問調書から探ると
共に、初めてこの事実を知った遺族の思
いを描く。

２０１９年８月１８日　５０+４９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

【海外】
ＢＳ１スペシャル
隠された“戦争協力”　
朝鮮戦争と日本人　前後編
２０１９年８月１８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

＃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、１０月　２４分×２本

\ おすすめ /\ おすすめ /\ おすすめ /\ 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

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

あしたをつかめ　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
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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
新型インフルエンザを食い止める
ＷＨＯメディカルオフィサー　
進藤奈邦子

WHOのメディカルオフィサー・進藤奈邦
子は2009年、新型インフルエンザ危機対
策チームの統括を務めた。その役割は、
世界各国の臨床データを収集して治療や
対策の指針を決め、発信すること。患者
が多数出たタイ政府からの要請で進藤
は現地に入る。殺到する患者たち、初期
段階での治療の遅れ…。疲弊した医師た
ちを進藤はどう励ましたのか…特別に許
可を得ての密着取材による緊急特集。

２００９年９月２９日　４８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

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 /\ おすすめ / \ おすすめ /\ おすすめ /

プロフェッショナル　仕事の流儀
あなたらしく、笑顔で生きて
～精神科医・本田秀夫～

信州大学の精神科医・本田秀夫は、“見え
にくい障害”と呼ばれる発達障害（自閉ス
ペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障
害など）の専門医。乳幼児期から成人期ま
で長年診察を続け、自信を失った人々の
生き方を肯定し、寄り添う。「発達障害は優
劣ではなく、病気とも限らない、あなたの
個性そのもの」と信じる本田と受診者の
交流から、「“普通”とは何か？」「幸せに生
きるとは？」を問い直す。

２０１９年１０月２９日　５０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

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

人生デザインＵ-２９　
鍵屋

28歳の山本慶さんは過去5回の転職を経
てきた。これが最後の機会と飛び込んだ
のは高知の老舗鍵屋。そこは、0.1ミリ以内
という正確さと1秒を争う速さが求められ
る職人の世界だった。「センスがなく不器
用」と社長に言われる山本さんだが、遂に

「カギ開け」に挑むことになった。多くの若
者がここで挫折するという難関だ。後輩に
先を越された山本さん、2時間の悪戦苦闘
の末に気付いたこととは？

２０１４年５月１９日　２４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
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プロフェッショナル　仕事の流儀
あたり前が一番むずかしい
パティシエ　杉野英実

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

２００６年１月２４日　４３分

プロフェッショナル　仕事の流儀
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

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
　
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
　
プロフェッショナル　仕事の流儀
新型インフルエンザを食い止める
ＷＨＯメディカルオフィサー　進藤奈邦子"
２００９年９月２９日　４８分
　
プロフェッショナル　仕事の流儀
あなたらしく、笑顔で生きて
～精神科医・本田秀夫～
２０１９年１０月２９日　５０分
　
人生デザインＵ-２９
鍵屋
２０１４年５月１９日　２４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

ラインアップ一覧 
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してあります

プロフェッショナル　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。

ハートネットＴＶ
中絶という、痛み　
見過ごされてきた心と体のケア

日本では年間16万件以上の中絶が行わ
れている。女性の多くは、周囲に相談でき
ないまま決断を迫られ、体に大きな負担
のかかる手術を受け、罪悪感も背負いこ
む。しかし彼女たちの体や心の痛みへの
ケアは、社会や医療現場でも重視されて
こなかった。背景には中絶を道徳の問題
として扱い、自業自得とみなしてきた歴
史がある。年間千件超の中絶を行う大阪
の診療所で、女性たちの声に耳を傾ける。

２０１９年５月８日　２９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

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

ハートネットＴＶ
中絶という、痛み　
見過ごされてきた心と体のケア
２０１９年５月８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

ラインアップ一覧 
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーの
ホームページに掲載してあります

\ おすすめ /\ おすすめ /

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
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ともに生きる
共生

みんな生きている
いつまでもいっしょだよ

横幕航平くんは3人兄弟の長男。4歳の時
に白血病と診断され、治療が始まったが、
11か月後に世を去った。航平くんは闘病
中も弱音を吐かず、会えない弟たちへの
愛情を欠かさなかった。母の真紀さんは
航平くんの姿を撮って弟たちに見せ、一
方で弟たちの成長の様子を航平くんに見
せ続けた。航平くんの死から4年、映像を
通して育まれ続けた家族の絆、航平くん
の懸命に生きた日々を描く。

２００７年７月１０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

\ おすすめ /\ おすすめ /

ＮＨＫスペシャル
自閉症の君が教えてくれたこと

自閉症の作家・東田直樹さんは、日常会
話は不可能だが、文字盤で意思を伝える
能力を持ち、次々に著作を生んでいる。一
方、東田さんを取材してきた丸山ディレク
ターはガンを患った。「自分が死んだら命
のリレーがつなげなくなる」と悩む丸山、
認知症を患う東田さんの祖母、自閉症の
息子を持つアイルランド在住の作家デイ
ヴィッド・ミッチェルと東田さんとの対話
を通して、東田さんの人生観を描く。

２０１６年１２月１１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

\ おすすめ /\ 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

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年の記憶
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

ＮＨＫスペシャル
自閉症の君が教えてくれたこと
２０１６年１２月１１日　４９分

みんな生きている
いつまでもいっしょだよ
２００７年７月１０日　１５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”
２０１８年　１０分×７本
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ともに生きる
共生

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

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

ＥＴＶ特集
すべての人々に尊厳を
～緒方貞子が遺（のこ）したもの～
２０２０年１月１８日　５９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

ＢＳ１スペシャル
鳴門の第九　
歌声がつなぐ日独の１００年

徳島県鳴門で1918年、アジアで初めて
ベートーヴェンの交響曲「第九」が演奏さ
れた。第一次大戦で板東俘虜収容所に
いたドイツ兵捕虜たちの楽団によるもの
だった。収容所の松江豊寿所長は、捕虜
を人道的に扱うという信念を持っていた。
以来第九を通して日独の絆が育まれ、百
年目の2018年には、捕虜と所長の子孫が
鳴門で出会った。「すべての人は兄弟」の
歌詞を体現する日独の交流を描く。

２０１８年８月４日　４９分

クローズアップ現代＋
ルポ　外国人労働者の子ども
～受け入れ拡大のかげで～

外国人労働者が急増する中、学校教育を
受けられない子供たちの問題が各地で
深刻化している。日本の義務教育の対象
ではないため、いじめや語学力不足、あ
るいは家庭の事情などでいったん学校に
通えなくなると、制度からこぼれおちてし
まうのだ。外国人生徒の比率が15%を超
えた岐阜県可児市の中学校の生徒指導
を軸に、彼らが学校から離れた理由、学
校や地域社会の取り組み、当事者の思い
を探る。

２０１９年９月１８日　３０分

ＥＴＶ特集
静かで、にぎやかな世界
～手話で生きるこどもたち～

都内にある明晴学園は、耳の聞こえない
子供たちが幼稚部から中学部まで57人
通う。全国のろう学校では長年、「口話教
育」など、聴者の社会に適応することを重
視してきたが、明晴学園では、ろう者の言
葉である「日本手話」だけで授業する。日
常会話も教科書の学習も歌も、手話で豊
かにやり遂げる子供たち。その“静かで、
にぎやかな世界”と、聴の世界に足を踏み
出した卒業生の生き方を見つめる。

２０１８年５月２６日　５９分

ＥＴＶ特集
すべての人々に尊厳を
～緒方貞子が遺（のこ）したもの～

緒方貞子（1927〜2019）は、民族紛争が
相次いだ冷戦後の時代に国連難民高等
弁務官を務め、人道支援の枠組みを大
胆に変えて難民救済に貢献、世界の尊敬
を集めた。「先進国は自国の利益にこだ
わって内向きになってはいけない」…そう
訴え続けた緒方の業績を資料映像で振
り返りつつ、国際社会を動かした言葉、貫
いた現場主義、そして知られざる素顔を、
生前親交のあった人々が語り合う。

２０２０年１月１８日　５９分

「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。
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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

こころの時代～宗教・人生～
アーカイブス　長き戦いの地で

アフガニスタンで40年近く医療や農村復
興のための井戸掘りに献身してきた医師
の中村哲さんが、2019年12月に現地で
銃撃され亡くなった。中村哲さんが、2001
年のアメリカでの同時多発テロとアフガ
ニスタンへの空爆開始直後に語った言
葉を、19年を経て改めて聞く。ソ連侵攻や
その後の内戦でゲリラとして闘ってきた
人々の深い心の傷、民族や国籍を超えた
普遍的な人間性への信頼を語る。

２０２０年２月９日　６０分

バリバラ�
ＢＬＡＣＫ�ＩＮ�ＢＵＲＡＫＵ（前・後編）

被差別部落の話題はタブーにされがち
で、過去の事と見る人も多いが、今も問
題は続いている。差別を受けた歴史を持
つアフリカ系アメリカ人たちが大阪市内
の部落を訪ね、地域の歴史と暮らす人た
ちの思いを聞く。またスタジオには、部落
にルーツを持つ若者たちが出演、ネット
の書き込みに受けたショック、結婚忌避
に打ちのめされた悔しさなどを赤裸々
に語る。部落問題の基本と今が分かるシ
リーズ。

２０２０年２月６日、１３日　２９分×２本

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

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

こころの時代～宗教・人生～
アーカイブス�長き戦いの地で
２０２０年２月９日　６０分

バリバラ 
ＢＬＡＣＫ ＩＮ ＢＵＲＡＫＵ（前・後編）
２０２０年２月６日、１３日　２９分×２本
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ハートネットＴＶ
障害者殺傷事件から半年
次郎は「次郎という仕事」をしている

三重県に住む白岩次郎さん（22）は知的
障害があり、言葉はほとんど話せない。
数年前から次郎さんは、一人で町に出て
買い物するようになった。母の佳子さんは

「親は何をやっているんだ」との非難を恐
れていたが、地域の人々は次郎さんを助
け、次郎さんはそんな人々を信頼してい
る。アナウンサーが次郎さんに同行、「障
がい者と健常者の間にある重い扉を開け
る」次郎さんの「仕事ぶり」を紹介する。

２０１７年１月２６日　２９分

あの日　あのとき　あの番組 
共に生き共に支える
～多様性社会へのメッセージ～良司
君、旅立ち～全盲大学生・18年の記録～

星加良司さんは5歳の時に小児がんで全
盲になったが、小学校からずっと普通学
校に通い、東京大学に進んだ。その後は、

「障害学」「多様性理解教育」などを研
究している。星加さんが小学校に入る前
から大学入学までを長期取材したのが、
1994年放送の『良司君、旅立ち　〜全盲
大学生、18年の記録〜』。スタジオで星加
さんと共に番組を見ながら、多様性社会
に向けて何が必要か語り合う。

２０２０年３月１５日　５４分

ともに生きる
共生

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

あの日　あのとき　あの番組　
共に生き共に支える
～多様性社会へのメッセージ～
良司君、旅立ち
～全盲大学生・18年の記録～
２０２０年３月１５日　５４分

ハートネットＴＶ
障害者殺傷事件から半年
次郎は「次郎という仕事」をしている
２０１７年１月２６日　２９分

ＢＳ１スペシャル
鳴門の第九　歌声がつなぐ日独の１００年
２０１８年８月４日　４９分

クローズアップ現代＋
ルポ　外国人労働者の子ども
～受け入れ拡大のかげで～
２０１９年９月１８日　３０分

ＥＴＶ特集
静かで、にぎやかな世界
～手話で生きるこどもたち～
２０１８年５月２６日　５９分
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頭がしびれるテレビ　
あなたを守る暗号の秘密

数学を武器に、あなたの頭をしびれさせ
る謎を解明する番組。誰もが気軽にネッ
トショッピングを楽しむ時代。それを支え
る技術が暗号である。入力した個人情報
やクレジットカードの番号から本当に情
報が盗まれる心配はないのか。相談に訪
れたのは歌手・鈴木雅之。ネットショッピ
ングをしたい気持ちはあるが、どうも怖く
て踏み切れない。谷原章介オーナーが、
私たちを守る暗号の仕組みを解き明か
す。現代の暗号を支えているのは、魔性
の数とも言われる「素数」だった！

２０１２年５月１４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

フェイク・バスターズ

フェイク・バスターズとは、司法、医学、IT、
メディアなどさまざまな分野でフェイク
情報を駆逐し、正しい情報を伝えようと
する人々。番組では、彼らの知られざる奮
闘や、「朝起きたら、ネット上で自分が“犯
人”になっていた」「SNSで見た治療法を
試したら病状が悪化した」など、デマや不
確かな情報の被害者を取材。フェイク情
報に負けない社会を作るための制度や
取り組みを考える。

２０１９年１２月１９日　４９分

情報
情報リテラシー

「情報」のカテゴリーには、情報化社会のしくみや危険を
取り上げた番組、表現とコミュニケーションの力を育むた
めの番組を集めました。この「情報リテラシー」のグループ
には、情報リテラシーの分野の中でも、情報の批判的な読
み取り方、ネット社会の落とし穴を考える番組をそろえて
います。

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

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

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

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

頭がしびれるテレビ
あなたを守る暗号の秘密
２０１２年５月１４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

フェイク・バスターズ
２０１９年１２月１９日　４９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

ラインアップ一覧 
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してあります
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防災 地震、津波、台風、水害…。日本列島はさまざまな自然災害に襲われてきまし
た。いざという時にどのようにして命を守るのか、2011年の東日本大震災を
機に防災教育の重要性が叫ばれ、教育現場やメディアがさまざまな取り組み
を始めています。「防災」には、自然災害のしくみや実態を扱った番組、防災意
識を高めるのに役立つ番組をまとめました。
※災害当時の生々しい映像などが含まれます。子供たちのストレスにならな
いか確認のうえ、ご利用ください。

ＮＨＫスペシャル
巨大台風　
“流域型洪水”の衝撃

2019年の台風19号で東日本ではのべ
262もの河川が氾濫、人命や社会基盤、
行政機能に広範囲・甚大な被害が出た。
激しい豪雨はなかったにもかかわらず、
流域全体に大量の雨が降り、それが集ま
る本流で氾濫が起きた川もある。雨が収
まった後に氾濫が始まる「時間差」も被
害を拡大した。海水温上昇で台風が強大
化している今、「流域型洪水」のしくみ、広
域避難など今後の水害対策を考える。

２０１９年１０月１７日　６０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

ＮＨＫスペシャル
“奇跡”の子と呼ばれて
～釜石　震災９年～

東日本大震災で岩手県釜石市の小中学
校が津波にのまれた際、子供たちはいち
早く高台に自主避難してほぼ全員が助
かり、“釜石の奇跡”と報じられて称賛さ
れた。だが、津波で親や友人・隣人を失っ
た子も多く、彼らは震災の記憶を封印す
るように生きてきた。あれから9年、就職
に迷う人、仕事の壁にぶつかる人、親友
の死を今も受け入れられず苦しむ人な
ど、“奇跡”の子たちの素顔を見つめる。

２０２０年３月１４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

学ぼうＢＯＳＡＩ　第２回　
自分の町を知って台風に備えよう

自然災害を正しく知り、命を守るために
どう行動するかを自ら考えてゆくための
番組。その中から10本をラインナップ。
第7回 雷から身を守ろう　
第10回 突然の噴火に備えよう　
第11回 大雪災害に備えよう
第14回 土砂災害から命を守ろう　
第15回 フライトドクター　
第16回 東京消防庁・ハイパーレスキュー
第17回 災害救助犬・指導手　
第19回 火山災害ホームドクター　
第20回  命の大切さを伝える〜震災遺族〜

２０１９年　１０分×１０本

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
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防災

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
　
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
　

NHKスペシャル
被曝治療83日間の記録
～東海村臨界事故～
２００１年５月１３日　４９分
　
NHKスペシャル
汚された大地で
～チェルノブイリ20年後の真実～
２００６年４月１６日　４９分
　
NHKスペシャル
防災力クライシス
そのとき被災者を誰が救うか
２０１１年１月１７日　４９分
　
NHKスペシャル
巨大津波　“いのち”をどう守るのか
２０１１年５月７日　７３分
　
NHKスペシャル
果てなき苦闘
巨大津波　医師たちの記録
２０１１年７月２日　５０分
　
NHKスペシャル
巨大津波が都市を襲う
～東海・東南海・南海地震～
２０１１年９月１日　４９分
　
NHKスペシャル
“夢の丘”は危険地帯だった
～土砂災害　広島からの警告～
２０１４年１０月３１日　４９分
　
課外授業 ようこそ先輩
火山はすごい！　火山学者　鎌田浩毅
２００９年２月８日　２９分
　
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
　

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
　
ＮＨＫスペシャル
巨大台風　“流域型洪水”の衝撃
２０１９年１０月１７日　６０分
　
ＮＨＫスペシャル
“奇跡”の子と呼ばれて～釜石　震災９年～
２０２０年３月１４日　４９分

学ぼうＢＯＳＡＩ　第２回　
自分の町を知って台風に備えよう　ほか
２０１９年　１０分×１０本

ラインアップ一覧 詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーのホームページに掲載してあります
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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。

ＢＳ１スペシャル
“脱プラスチック”への挑戦
～持続可能な地球をめざして～

プラスチックごみによる環境汚染が問題
となり、世界中でレジ袋の禁止など脱プラ
スチックの動きが高まっている。太平洋ご
みベルトでプラごみ回収に挑むオランダ
の若者たち、循環型経済をめざすビジネ
スの最前線、独自のリサイクル技術を売り
込む日本のベンチャーを取材。さらに、気
候変動の危機に警鐘を鳴らすトーマス・フ
リードマン 、ヨハン・ロックストロームの話
から、持続可能な未来を考える。

２０１９年４月１４日　１１０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

エネルギーを大量消費する現代人の生
活は、自然破壊や温暖化、ゴミ問題をひ
きおこしている。そこで、くらしを見つめ直
し、太陽エネルギーや風力を使う人たち
が出てきた。若者の間でも、使い捨ての
箸やペットボトルをやめようという運動
が広がっている。番組は、さまざまな統計
データを地図に表した「データマップ」を
通して大量消費社会の現状を見つめ、ど
うすればよいのかを考える。

２００７年１１月８日　２０分

サイエンスZERO
最新報告！どうなる地球温暖化

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

２０１３年１１月２４日　３０分

ラインアップ一覧 
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラリーの
ホームページに掲載してあります

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
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環境

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

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

ＢＳ１スペシャル
“脱プラスチック”への挑戦
～持続可能な地球をめざして～
２０１９年４月１４日　１１０分

ダーウィンが来た！ 生きもの新伝説
生きていた“絶滅魚”
クニマスを追え！

2010年、絶滅したとされていた淡水魚・
クニマスが山梨県の西湖で発見され、

「奇跡の魚」と呼ばれてニュースとなっ
た。クニマスはかつて世界でも秋田県の
田沢湖だけに棲んでいたが、発電のため
湖に強酸性の水が引かれ、昭和前半に姿
を消してしまった。取材班は、湖底を泳ぐ
クニマスの姿や産卵前後の行動を世界で
初めて撮影、なぜクニマスが西湖で生き
続けてこられたのかその謎に迫る。

２０１２年６月３日　２８分

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

\ おすすめ /\ 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

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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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
“才能＆金＆時間の壮大な無駄遣
い！？伝説のアイデアコンテスト”

アクリル製の球で太平洋を横断！ハン
マーで物体を叩く衝撃で車輪を回す！パ
チンコ玉の入った穴で進行方向が決まる
車？…大手自動車メーカーが1970年か
ら13回開催した伝説のアイデアコンテス
トの例である。毎回5億円をかける壮大
なコンテストで、評価基準は楽しいか、夢
があるか、いかに役に立たないか！　
発案者は本田宗一郎だった。「役に立た
ない傑作」の数々から技術開発の心を考
える。

２０１９年３月３１日　２５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

大人のピタゴラスイッチ
ピーマンとハトと数学

重さがばらばらなピーマン12個をうまく
組合せて150gで袋詰めするには？…現
実に活躍する「組合せ計量装置」の原理
をサイコロを使って説明！　次は、サッ
カーチームの背番号のある謎を、「n個の
物をm個の箱に入れる時、n＞mであれ
ば、少なくとも1個の箱には1個以上の物
が中にある」という「鳩の巣原理」で解明。
さらにこの原理をいろいろ応用してみる。
世界が新鮮に見えてくる数学特番。

２０１７年１月２日　４０分

\ おすすめ /\ 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

俳句甲子園2012
～17音に“思い”をこめて～

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

２０１２年９月１５日　４５分

\ おすすめ /\ おすすめ / \ おすすめ /\ おすすめ /
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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

大人のピタゴラスイッチ
ピーマンとハトと数学
２０１７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

サイエンスＺＥＲＯ
“才能＆金＆時間の壮大な無駄遣い！？
伝説のアイデアコンテスト”
２０１９年３月３１日　２５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

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

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 /

\ 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）。

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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セット貸し出し

電車製造技術者
火花を散らす男たち

保育士
みっくん先生ただい
ま奮闘中

漫画編集者
ヒット作への二人三脚

CMプランナー
アイデアをカタチに

キャリアコンサルタント
あなたの未来のために

家電販売員　僕から
テレビ買いませんか

イルカトレーナー
宙高くジャンプ！

白バイ隊員
なくせ　交通事故

介護福祉士
笑顔を支えたい

グランドハンドリング
定時運航の立役者

水道局職員
町の“動脈”守ります

図工教師
つくる楽しさ伝えたい

産業動物獣医師
牛と農家のパートナー

理容師
一髪入魂

すし職人
真心で握れ

救命救急医
私はあきらめない

臨床検査技師
体の声を聴け

ドッグトレーナー
人と犬の幸せのため
に

地方銀行　融資課� �
しごともくらしも

スポーツトレーナー
ケガも不安もふきと
ばせ！

通訳ガイド
シリーズ旅行の仕事
（2）またおいでやす。

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

あしたをつかめ
しごともくらしも
放送時間：24分

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

あしたをつかめ
平成若者仕事図鑑
放送時間：24分

28本
セット

詳しくは P.17

種 類 � ●「あしたをつかめ」（全28タイトル）� ●「仕事ハッケン伝」（全10タイトル）
� ●「伝える極意」（全7タイトル）�

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。

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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NH
K Teacher's Library Archives DVD 

10本
セット

芸能人などが“やってみた
かった仕事”に本気で挑み、
あり得たかもしれない“もう
一つの人生”を体験する番
組。一社員として、ただひた
すらその仕事に打ち込み、現
場で働くからこその仕事の
醍醐味や、求められる能力を
ハッケンしてゆく。

仕事ハッケン伝
放送時間：43分

安田大サーカス� �
クロちゃん×
保育業界

博多華丸×IT企業MEGUMI×花屋福田充徳×
京都老舗料亭

misono×
ディスプレイ業界

ワッキー×
中華レストランチェーン

ピース又吉×
コンビニ業界

内藤大助×宅配業 村井美樹×鉄道会
社

森泉×動物救急病
院

詳しくは P.16

7本
セット

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

伝える極意
放送時間：15分

ありがとう！の気持ち
が伝わるように
～お礼状～

1分間で思いを伝える
～スピーチ～

感想がスラスラ書ける
～感想文～

聞きたいことを聞き
出すために
～インタビュー～

限られた文字数で事
実を伝える
～新聞～

ポスターを作ろう！
～キャッチコピー～

わかりやすいプレゼン
～プレゼンテーション～

詳しくは P.26



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

Japan Broadcasting Corporation

NHKティーチャーズ・ライブラリー ガイドブック 2021［VOL.13］
2021年3月20日発行／〒150-8001　東京都渋谷区神南2-2-1　日本放送協会

発行・編集：NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局
Design & DTP：イエズミ印刷株式会社

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

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2,100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

https://www.nhk.or.jp/school/

番組や動画クリップを使ったGIGAスクール時代の
授業デザインのしかたを体得できる講座を開催

GIGA スクール実現！
　ＮＨＫ for School 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


