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NHKアーカイブスからNHKの一般番組も先生のお手元に
　先生方から、「NHKスペシャルなどのすぐれた番組を授業で使い
たいと思うが、どこかで手に入らないだろうか」などの声を聞くこと
がよくあります。学校教育番組については、「NHKデジタル教材」と
して、インターネットから見ていただくことができます。
　「NHKティーチャーズ・ライブラリー」では、このような声にお応
えして、「NHKアーカイブス」の中から優れた学校教育番組とともに

『NHKスペシャル』『NHK特集』などの一般番組を、無料（送料のみ
実費）で提供いたします。おかげさまで、平成28年度には貸し出し
数が2千数百件と年々増加してきています。今後とも、周囲の先生
方にもご紹介いただき、有効活用していただければ幸いです。

子供の心を動かす高画質・高音質映像をDVDで
　「NHKデジタル教材」の普及に伴い、インターネットで学校教育
番組をご覧いただいている先生も増えてきました。しかし、「大きく
して見せるには画質が粗い。高画質の映像を提供してもらえないだ
ろうか」との要望も多数寄せられています。また、「同じ内容の映像

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

「平和」など各カテゴリーで更新・拡充し、最新の内容にも更新
　平成29年度は、先生方からの要望が強い「平和」の番組の増強
を図るとともに、携帯電話からスマートフォンに変わってきたこと
などをふまえ、人工知能など最新の社会状況を反映する番組を追
加しました。また、『NHKスペシャル　僕はなぜ止められなかったの
か？』など子供たちに生き方を問いかける番組をはじめ、先生方の
要望を受けて、「キャリア」「ともに生きる」「情報」「防災」「環境」「学
ぶ楽しさ」に関する番組も更新・拡充させています。
　是非、21世紀に生きる子供たちに必要な見方・考え方・感じ方を、次
期学習指導要領で目指すアクティブ・ラーニングで育むために、NHK
ティーチャーズ・ライブラリーを活用していただければ誠に幸いです。

高画質映像で
子供を突き動かす

NHKの名作をぜひ、皆さまの教室でご覧ください
　NHKスペシャルなど見応えのある番組をDVDで無料貸し出しするテーチャーズ・ライブラリー。今年度で9年目になりました。ご
提供できる番組は200本を超え、小学校・中学校・高校そして大学でも年々利用が進んでいます。テーマも幅広く、「平和」、「キャリ
ア」、「ともに生きる」、「情報」、「防災」、「環境」、「学ぶ楽しさ」の7つになりました。複雑で先の見えない時代にあって、現代社会の重要
なポイントをより詳しく、そしてわかりやすく、伝えられればと思います。教室での視聴体験が、子供たちの心に届き、感動や共感を
得、そしてさらに新たな学びのきっかけになっていただければ幸いです。
　現役の先生方のご協力もいただき、どんな番組が求められているのか、授業にどのように役立てるのかなど検討を加え、その使い
方や授業での展開の仕方などをこの冊子にまとめました。今回さらに先生方のご要望から、部分的な視聴がしやすいようにと番組
の流れに即したチャプターをつけました。授業での使い勝手を良くして、さらに利用していただきたいと考えています。まだ使ったこ
とがない先生にはぜひご紹介ください。さらに多くの教室で利活用していただくことを願っています。

NHK知財センター　菅野利美

監修		
鳴門教育大学大学院
准教授　藤村裕一

向日市立勝山中学校
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指導教諭　森　浩三

千葉県立袖ヶ浦高等学校
教諭　永野　直
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教諭　氏家洋治

沼津市立内浦小学校
教諭　加納　真



ご案内

4

NHKティーチャーズ・
ライブラリーとは

平和

広島・長崎・沖縄など、
平和学習や修学旅行
の事前学習などにおす
すめ

ともに生きる

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

キャリア

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

情報

情報化社会を生きる
知恵と、表現やコミュ
ニケーションの技術を
育む

環境

地球温暖化、生態系破
壊など、環境問題の実
態を学べる教材

学ぶ楽しさ

いつもの「勉強」とは一
味違う切り口で、学ぶ意
欲をかきたてる

防災

自然災害のしくみや実
態を扱った番組、防災
意識を高めるために役
立つ番組

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

　NHKの番組を無料で学校現場にお届けします

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

　7つのカテゴリー

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

●  ホームページにあるメールフォームからの申し込みもできます。

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

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

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

　貸し出し番組は210タイトル
●  貸し出し番組は、学校教育に必要とされるテーマについて現場の先生方のご意見を伺い、利用された方の要望も

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

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

番組の選び方や授業の展開例など
	 	 	 活用のヒントが盛りだくさん！

セット貸し出し

貸し出し番組を探す

申し込みはここ！

ティーチャーズ・
ライブラリー通信

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

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

・  最新情報
・  教室の声
・  ランキング
・  おすすめ番組

大好評！
「番組活用のポイント
� ・学習展開例」

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

「大変参考になりました 」
と大好評の番組活用ツー
ルです。

番組活用事例

展開例を参考にする

利用方法

問い合わせ

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

キャリア

平和学習・修学旅行など
（長崎・広島・沖縄）・
国語・英語

平和

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

ともに生きる

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

情報

 防災訓練・自然災害・
住まい・理科・生活科

防災

  数学・理科・国語（古典）
など

学ぶ楽しさ

環境学習・社会（地理・現代）・
理科（生物）・地球環境

環境

番組のシリーズ名から
選びたい方はこちら

番組別

教科や授業のテーマに合う
番組を探したい方はこちら

カテゴリー別

学年に合わせた番組を
選びたい方はこちら

対象学年別

ホームページ

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

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

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

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

その他、ご不明な点は「よくある質問」（P.9 ）へ

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

利用枚数・期間　
単	品  ・1回（1人）につき、3タイトルまでの貸し出し。

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

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

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

送料　
DVDの貸し出しは無料です 　送料のみ負担していただきます。

返却時に往路分送料代の切手（¥360 ）を同封してください。

条件・規約

貸し出し条件

利用規約
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ホームページからも申し込めます　

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

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

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

ング、活用方法を掲載しています。

申し込み　
 利用期間の1か月前から受け付けています。なるべく早めにお申し込みく
ださい。申し込みはホームページ上のメールフォーム、もしくはガイドブッ
ク掲載の用紙（P.62〜P.63）をFAXしてください。電話での申し込み
は受け付けておりません。

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

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

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

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

してください。

利用のしかた

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

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

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

DVDを選ぶ1

メール  ホームページ上のメールフォームから送信

FAX   申し込み用紙はホームページ上からダウンロードするか、ガイドブックP.62〜
P.63をご使用ください。事務局宛にFAX（03-3462-7932）してください。

申し込む2

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

在籍確認・貸し出し可否のご連絡3

日本郵便のレターパックで学校の郵便ポストに投函されます。

受け取る4

利用期間終了日必着で、下記を同封してご返却ください。

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

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

返却する5

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

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

てからの延長はできません。

　延長について

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

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

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

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

　番組について

Q.　	事前に試聴して、授業のねらいと合わず、活用し
なかった場合は？

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

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

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

　視聴について

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

NHKティーチャーズ・ライブラリー事務局　TEL：03-3462-7932

　その他

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

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

Q.　利用回数に制限はありますか。
A.　年度中、何回でも利用可能です。

Q.　	同じ学校で複数の教員からの申し込みは可能で
すか。

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

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

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

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

などの施設や営利目的でのご利用はできません。

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

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

　利用方法について

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

平和

NHKスペシャル	 長崎

“あの子”を訪ねて
〜長崎・山里小　被爆児童の70年〜
放送日：2015年8月9日
放送時間：49分	 P.30

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

NHKスペシャル	 本土空襲

終戦60年企画
そして日本は焦土となった
〜都市爆撃の真実〜

放送日：2005年8月11日
放送時間：58分	 P.34

第二次世界大戦では、空からの爆撃で
都市が戦場となり、世界で百万人を超
える市民が犠牲になった。中でも頂点
は、ドイツのドレスデン空襲と、終戦ま
で5か月に及んだ日本焦土作戦だ。目標
を限定した精密爆撃路線が否定され、
国際法が禁じていた都市へのじゅうた
ん爆撃が拡大していった経緯を、米軍
側の資料と元兵士らの証言で描く。

NHKスペシャル	 広島

きのこ雲の下で　
何が　起きていたのか

放送日：2015年8月6日
放送時間：65分	 P.28

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

その時　歴史が動いた	 沖縄

さとうきび畑の村の戦争
〜新史料が明かす沖縄戦の悲劇〜
放送日：2004年3月31日
放送時間：43分	 P.32

沖縄戦では県民の四人に一人、十数万
人もが犠牲となった。2003年にアメ
リカで発見された日本軍の作戦文書
から、男性住民が根こそぎ防衛隊員に
動員されたこと、日本軍が住民に偽装
して米軍を攻撃する計画を立てていた
ことなどが、多くの犠牲者が出た一因
であることが分かった。番組は、犠牲率
が47 ％と県内最 大の西原村（現・西
原町）を舞台に、村人が戦争に巻き込
まれていった過程を検証する。

NE
W

NE
W

NE
W

NE
W

NHKスペシャル	 沖縄

アニメドキュメント　あの日、僕ら
は戦場で〜少年兵の告白〜
放送日：2015年8月11日
放送時間：73分	 P.32

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

NE
W

にっぽん再発見	 沖縄

九州沖縄スペシャル　沖縄戦の絵
〜戦後60年・体験者が描いた戦場〜	

放送日：2005年12月3日
放送時間：43分

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

お
す
すめ

写真提供：中国新聞社　撮影：松重美人
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ＮＨＫスペシャル	 	 広島

オ願ヒ　オ知ラセ下サイ
〜ヒロシマ・あの日の伝言〜

放送日：2000年8月6日
放送時間：49分

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

お
す
すめ

長崎の鐘は鳴り続ける	 長崎

放送日：2000年8月7日
放送時間：43分

医師・永井隆（1908〜 51）は、被爆
後の長崎で、白血病に冒されながらも
平和へのメッセージを書き続けた。永
井 博 士 の50回 忌にあたる2000年、
相次いで未発表の書簡や原稿が見つ
かった。被爆地・長崎のシンボルと言
われる永 井隆 の人 生と平和へ のメッ
セージを見つめ直す。

お
す
すめ

【沖縄】
NHKスペシャル　（以下2番組）

沖縄・戦場の記憶
放送日：1997年8月15日 放送時間：59分

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

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

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

笑う沖縄　百年の物語
放送日：2011年6月18日　放送時間：58分

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

NHKスペシャル　（以下2番組）

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

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

その時　歴史が動いた　（以下2番組）

引き裂かれた村
〜日米戦の舞台・フィリピン〜
放送日：2007年9月5日　放送時間：43分

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

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

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

Lin
e�u
p

NEW

2017年度の新規追加番組

おすすめ

利用数の多い番組

ページ

「活用のポイント」掲載ページ

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

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

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

NHKスペシャル　（以下3番組）　
ヒロシマに一番電車が走った　
〜300通の被爆体験手記から〜
放送日：1993年8月6日　放送時間：55分

原爆投下　10秒の衝撃
放送日：1998年8月6日　放送時間：59分

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

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

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

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

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

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

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

e�u
p
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職業観　 	仕事ハッケン伝

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

セット貸し出しあり!

職業観

ピース又吉×コンビニ業界

放送日：2011年6月9日
放送時間：43分

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

安田大サーカス　
クロちゃん×保育業界

放送日：2011年5月26日
放送時間：43分

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

ワッキー×中華レストランチェーン
〜涙のニラレバ物語〜

放送日：2011年5月12日
放送時間：43分

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

福田充徳×京都老舗料亭

放送日：2013年9月26日
放送時間：48分

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

お
す
すめ

お
す
すめ

お
す
すめ

お
す
すめ

仕事ハッケン伝
　（以下5番組）

博多華丸×IT企業
放送日：2011年5月19日
放送時間：43分

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

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

村井美樹×鉄道会社
放送日：2011年7月7日
放送時間：43分

MEGUMI×花屋
放送日： 2012年5月24日
放送時間：43分

	利用した先生方の感想から

●   話題になっている又吉さんと
いうことで生徒の食いつきも
とてもよかったです。

● 生徒とともに鑑賞して、「どん
な仕事もすばらしい」と思える
すばらしい番組だと改めて感
じました。

● 誠心誠意働く仕事人から生徒た
ちは本能的に学ぼうとするもの
だと、実感した。

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

Lin
e�u
p
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	あしたをつかめ

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

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

平成若者仕事図鑑　
みっくん先生ただいま奮闘中
保育士
放送日：2008年8月2日
放送時間：24分

かつては女性がほとんどだった保育士
の世界に、男性も増えてきた。今回の主
人公は、横浜市の私立保育園に勤める
稲勝路人さん。女性の先輩2人ととも
に、4歳児23人を受け持っている。パ
ワフルで元気な通称「みっくん先生」
は大人気。ケンカの仲裁でも、大人の
理屈ではなく、子供の心に寄り添おう
とする。しかし、そのためにかえって泣
き出す子供も…。新米保育士・みっく
ん先生の奮闘を追う。

平成若者仕事図鑑　
情熱はみかん色　
果物生産者
放送日：2010年12月24日
放送時間：24分

安定して果物を生産するため日々努力
を続ける果物生産者。愛媛県の農業生
産法人で働く松山寛さんは、千葉のサ
ラリーマン家庭に育ったが、小学生の
時の農業体験の楽しさが忘れられず、
今の会社に入社した。2010年は、豪
雨や猛暑など過酷な天候に見舞われ
た。ようやく迎えたミカンの収穫期、収
量は？味は？ミカン作りに打ち込む松
山さんの1年を追い、果物生産者の仕
事のだいご味と喜びを紹介する。

お
す
すめ

お
す
すめ

セット貸し出しあり!

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

ケガも不安もふきとばせ！
スポーツトレーナー
放送日：2007年5月26日

人と犬の幸せのために
ドッグトレーナー
放送日：2008年7月19日

火花を散らす男たち　電車製造技術者
放送日：2008年10月4日

笑顔を支えたい　介護福祉士
放送日：2008年10月18日

定時運航の立役者
グランドハンドリング
放送日：2008年10月25日

なくせ　交通事故　白バイ隊員
放送日：2008年11月15日

町の“動脈”守ります　水道局職員
放送日：2009年2月7日

つくる楽しさ伝えたい　図工教師
放送日：2009年6月2日

私はあきらめない　救命救急医
放送日：2009年6月9日

体の声を聴け　臨床検査技師
放送日：2009年6月16日

真心で握れ　すし職人
放送日：2009年7月21日

牛と農家のパートナー　産業動物獣医師
放送日：2009年9月22日

一髪入魂　理容師
放送日：2009年12月22日

あなたの未来のために
キャリアコンサルタント
放送日：2010年2月16日

僕からテレビ買いませんか　家電販売員
放送日：2010年2月23日

宙高くジャンプ！	　イルカトレーナー
放送日：2010年3月9日

ヒット作への二人三脚　漫画編集者
放送日：2010年5月14日

アイデアをカタチに　CMプランナー
放送日：2010年8月6日

たたいて	直せ！	　自動車板金塗装工
放送日：2010年11月19日

しごともくらしも
美容師
佐藤寛子さんの場合
放送日：2013年6月3日

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
放送日：2013年7月1日

しごともくらしも
地方銀行　融資課
菅野洵子さんの場合
放送日：2013年10月21日

あしたをつかめ　（以下23番組　各24分）

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

e�u
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勤労観
『プロフェッショナル　仕事の流儀』は、さまざまな分野で一流と言われるプロの仕事に密
着、一流ならではの努力・工夫や哲学、仕事の奥深さと喜びを伝える番組です。また『プロ
ジェクトX　挑戦者たち』は、画期的な事業を成し遂げた無名の日本人たちを主人公に、成
功の陰にある知られざるドラマを描いた番組です。勤労観を培う授業や生き方を考える授
業にご活用ください。

勤労観

オトナヘノベル
ブラックバイト　
〜あなたは　大丈夫？〜
放送日：2015年5月7日
放送時間：29分	 P.40

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

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
放送日：2014年11月10日
放送時間：48分	 P.36

明神学武は、10年で4回日本一に輝い
た高知県のカツオ一本釣り漁船の漁労
長。並はずれた分析力でカツオの群れ
を特定し、独自の漁法で水揚げを稼ぎ
出す。しかしかつては、おっとりした性
格から「漁労長らしくない」と言われ、
船員が去っていったこともあった。海
水温の異常や台風で記録的な不漁だっ
た2014年。乗 組 員23人の 生 活を 預
かる明神は、カツオの群れの移動を予
測し、勝負に出た…。

プロフェッショナル　仕事の流儀
“就活”徹底応援SP

放送日：2015年3月30日
放送時間：48分	 P.38

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？

NE
W

NE
W

NE
W

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

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

お
す
すめ

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

放送日：2002年12月3日
放送時間：43分

1970年代、売上げが低迷していたあ
る大手スーパー。窓際の部署にいた社
員が、アメリカで新ビジネスを見つけ
た。小さな店舗に豊富な商品を揃えた
長時間営業の店・コンビニエンススト
アだった。しかし賛同者は少なく、プロ
ジェクトは全くの素人集団。日本の流
通を変えたコンビニの草創期に奮闘し
た社員の姿を描く。

お
す
すめ

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

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

お
す
すめ
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NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

プロフェッショナル　仕事の流儀
食べる楽しみが、希望を生み出す
訪問管理栄養士・中村育子
放送日：2014年10月6日
放送時間：48分

都内の訪問管理栄養士・中村育子は、
認知症・糖尿病・腎臓病など1000人
もの患者の食生活を劇的に改善させ
てきた。2014年夏、中村に困難な依
頼が舞い込んだ。脳出血の後遺症で飲
み込む力が低下した70代の女性が、夫
が作る大根の煮物をもう一度食べたい
と言うのだ。だが、リハビリを始めた直
後、思わぬ難題が…。食と命の営みを見
つめた記録。

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

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

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

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

お
す
すめ

お
す
すめ

お
す
すめ

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
放送日：2010年2月2日
放送時間：48分

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。

お
す
すめ

	利用した先生方の感想から

●   職場体験は清掃から始まるこ
とを伝えるのに大変効果的で
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。

プロジェクトX　挑戦者たち （以下2番組）
厳冬　黒四ダム
〜断崖絶壁の難工事〜
放送日：2002年6月25日
放送時間：43分

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

プロフェッショナル　仕事の流儀 
　（以下8番組）

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

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

いつも心に青空を
ユニセフ職員　杢尾雪絵
放送日：2006年11月30日　放送時間：44分

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

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

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

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

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

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

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

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

ETV特集
小さき命のバトン
放送日：2015年4月25日
放送時間：59分	 P.42

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

NE
W

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
放送日：2003年8月3日
放送時間：55分

ボスニア・ヘルツェゴビナで「国境な
き医師団」の活動に携わった貫戸朋子
は、1999年に「課外授業ようこそ先
輩」に出演、子供たちと真剣に討論し
た。4年後、高校生になった彼らが再び
貫戸のもとに集まり、「戦争と命」につ
いて考える。高校生の優等生的な発言
に激怒する貫戸。戦争を体験したボス
ニアの若者たちとのメール交換。そこ
から「あなたは敵を許せるか？」という
議論が始まった…。

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

重い心臓病を抱える田嶋華子さんは、
「これ以上延命治療はしない」と選択
し、2010年に18歳 で 亡くなった。華
子さんは17歳の時、幼い一人娘を亡く
した経験を持つ野口明子さんと知り合
い、メールを交わすようになった。「いの
ちは長さではない。どう生きていくかが
問題だと思う」「自分らしくふわあっと
生きたい」─700通にのぼるメールを
通して、華子さんの心の軌跡をたどる。

お
す
すめ

お
す
すめ

お
す
すめ

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

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

みんな生きている	（以下9番組・各15分）
　いっしょにがんばるよ

放送日：2005年2月7日

ようこそ！赤ちゃん
放送日：2006年4月11日

命の恵みをいただきます
放送日：2006年6月27日

みんなでいっしょに奏でよう
放送日：2006年10月10日

クラスメートは64才
放送日：2007年6月26日

捨てられる命
放送日：2008年4月23日

ボクとともだちになって
放送日：2008年6月11日

わたしのカムイユカラ
放送日：2008年11月5日

いじめをなくすには
放送日：2008年11月19日

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

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
放送日：1999年4月25日
放送時間：42分

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

共生

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

共生

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

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

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

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

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

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

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

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

お
す
すめ

お
す
すめ

お
す
すめ

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〜
放送日：2013年8月25日
放送時間：49分	 P.44

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。

NE
W

お
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すめ

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

多摩川の河川敷にはホームレスの人々が
数多く暮らす。「実社会」からは姿を消し
てしまったかのように見られがちな彼
らだが、廃品集めなどで懸命に生きてい
る。その彼らが面倒を見る身近な「友」
が捨て猫たち。番組は、写真家・小西修と
ともに多摩川を歩き、ホームレスの人た
ちと猫との、秋から冬にかけての数か月
を取材した。ホームレス襲撃事件、再就職
の失敗、慣れ親しんだ猫の死…命の重さ
を静かに考えさせるドキュメンタリー。

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

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

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

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

お
す
すめ

お
す
すめ

　ティーチャーズ・ライブラリー　校種別利用件数の推移

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

道徳ドキュメント （以下5番組・各15分）
人とつながる　いらなくなったルール
放送日：2006年3月30日

人とつながる　みんなでいっしょに
放送日：2007年7月24日

人生はチャレンジだ　
自分の仕事を見つけるまで
放送日：2009年12月2日

キミならどうする？　
なにを優先するの？優先席
放送日：2010年2月10日

人とつながる　家族ではないけれど
放送日：2011年6月10日

人とつながる　
男らしさ、女らしさって何？
放送日：2015年3月6日

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

花影忍法帳　コミ☆トレ
（以下3番組・各15分）

ねらわれたお頭
〜わかりやすく伝えよう〜
放送日：2009年11月2日

忍びよる悪の手
〜する前に考えよう〜
放送日：2010年1月4日

おいしい修行に気をつけろ
〜心をおちつける〜
放送日：2010年5月24日

時々迷々　クラスの旗
放送日：2010年6月9日
放送時間：15分

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

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

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

情報リテラシー

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

情報リテラシー

オトナヘノベル
突然の“炎上”〜そのとき　どうする!?〜
放送日：2015年4月2日
放送時間：26分	 P.48

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

NHKスペシャル
天使か悪魔か　
羽生善治　人工知能を探る
放送日：2016年5月15日
放送時間：49分	 P.46

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

プロフェッショナル　仕事の流儀
革新は、チームで起こす　
デジタルクリエイター　猪子寿之
放送日：2016年7月11日
放送時間：48分	 P.47

クレヨンで描いた魚が壁を泳ぐ「お絵か
き水族館」、水田風景が足元に広がるミ
ラノ万博の展示…アーティスト集団「チー
ムラボ」代表の猪子寿之は、デジタルアー
トで世界の注目を集める。しかし本人は、
朝寝坊で会議中にも眠り込むなど、「ダメ
人間」を自任する。それゆえ、チームでの
創作を大切にし、自分は「発想」に徹す
る。食物連鎖をテーマにした展示「命の
森」を創る猪子たちに密着、「アートと科
学の融合」という夢の現場を見つめる。

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

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

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

週刊　ニュース深読み　（以下2番組）

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

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

クローズアップ現代　（以下2番組）

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

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

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

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

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

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

表現・コミュニケーション・
プレゼンテーション

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

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

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

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
放送日：2013年10月14日
放送時間：24分

世界が注目のプレゼンテーションを
紹介する番組。ジャック・アンドレイカ

（1997年生まれ）は幼い頃から科学
に興味を持っていた。おじをすい臓が
んで亡くしたことから2012年、インテ
ル国際科学技術フェアでカーボンナノ
チューブを使ったすい臓がんの新たな
検査法を発表、最優秀賞に輝いた。そ
のジャックのプレゼンテーション。

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

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

クローズアップ現代
アイデアが世界を変える
〜TED　究極のプレゼン〜

放送日：2012年7月2日
放送時間：26分

「広める価値のあるアイデア」を聴衆の
前で18分以内で語るプレゼンイベント

「TED」が世界的な人気を集めている。
ビル・ゲイツ、サンデル教授、ジェームズ・
キャメロン監督など名だたる著名人な
ど8000人が参加。動画はネットで全
世界に広がっている。2012年には日
本で初めてのオーディションが行われ
た。TEDとは何かを通して、“伝える力”
を見直す人々の姿に迫る。

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

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

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

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

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

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

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

※ 以上の「伝える極意」7本は、セット貸し出
しもしています。

体験！メディアのABC　
アップとルーズ
放送日：2001年4月23日
放送時間：15分

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

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

その他のラインナップ
詳しい内容はティーチャーズ・ライブラ
リーのホームページに掲載してあります
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地震、津波、台風、水害…。日本列島はさまざまな自然災害に襲われてきました。いざという
時にどのようにして命を守るのか、2011年の東日本大震災を機に防災教育の重要性が叫
ばれ、教育現場やメディアがさまざまな取り組みを始めています。「防災」には、自然災害の
しくみや実態を扱った番組、防災意識を高めるのに役立つ番組をまとめました。

防災

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

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

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

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

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

NE
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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
放送日：2014年12月14日
放送時間：43分

2011年3月11日、福 島 県 新 地 町 で
は101人も が 津 波 の 犠 牲 に なった。
1960年のチリ地震津波の際、潮がひ
いた浜で魚や海藻をとった楽しい思い
出だけが語り継がれ、津波への警戒感
が薄かったのだ。ある集落の人々のこ
の日の行動をつぶさにたどり、たった
一度の津波経験が皮肉にも大きな被
害につながった経緯を描く。

お
す
すめ

お
す
すめ

NHKスペシャル　（以下5番組）
防災力クライシス
そのとき被災者を誰が救うか
放送日：2011年1月17日 放送時間：49分

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

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

被曝治療83日間の記録
〜東海村臨界事故〜
放送日：2001年5月13日 放送時間：49分

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

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

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

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

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

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〜
放送日：2013年2月17日　放送時間：43分

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

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

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

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

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

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

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。

お
す
すめ
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NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

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

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

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。

その時　歴史が動いた
わが会社に　非あり〜水俣病と向
き合った医師の葛藤〜
放送日：2009年1月28日
放送時間：43分	 P.52

公 害 病 の原 点と言 わ れる水俣 病 は、
チッソ水俣工場の排水中の有機 水銀
が原因だった。患者が企業を訴えた裁
判で1973年 の 一 審勝 訴の決め手と
なったのは、チッソの附属病院医師・細
川一（1901〜70）の 証言 だった。奇
病発生を確認し、その原因が自社であ
ることを知った細川は、企業と患者の
間で悩んだ末、患者側の証人となる決
意をしたのだ。細川の葛藤と決断、そし
てその後の水俣病の軌跡をたどる。

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

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。

NE
W

クローズアップ現代
急増する野生動物被害
〜拡大の実態〜
放送日：2014年5月15日
放送時間：26分	 P.54

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。

NE
W

お
す
すめ

お
す
すめ

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

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

サンゴの悲鳴が聞こえるよ
放送日：2008年9月8日
放送時間：49分

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

海のゴミから地球が見える
（環境全体）
放送日：2008年4月9日
放送時間：15分

二酸化炭素はなぜ増える？
放送日：2008年5月14日
放送時間：15分

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

滅びゆく野生生物
放送日：2006年7月13日
放送時間：20分

どうする大量消費社会
放送日：2007年11月3日
放送時間：20分

サイエンスZERO　（以下2番組）
海の森が消える！
“海底砂漠化”のミステリー
放送日：2013年4月21日
放送時間：30分

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

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

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

俳句甲子園2012
〜17音に“思い”をこめて〜

放送日：2012年9月15日
放送時間：45分	 P.56

「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。

NE
W

オイコノミア
“お金”の正体って…　前編
放送日：2014年6月18日
放送時間：24分	 P.58

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

NE
W

鑑賞マニュアル　美の壺
File	216　石畳
放送日：2011年7月21日
放送時間：29分	 P.60

町 を 歩く私 たちの足もとを 彩 る「石
畳」。日本では、社寺の参道を舗装する
ことから始まり、近年は街の装いの隠
し味として注目されている。お寺の石
畳の多くが四角形の石を使っている
理由、和風邸宅に用いられる石畳の知
られざる美の法則、日本屈指の美しさ
を誇る京都のある石畳、古い石畳が見
せる味わい深い表情など、日本ならで
はの石畳の魅力に迫る。南国の風土の
中、宝石のような輝きを見せる沖縄の
石畳も登場。

NE
W
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鑑賞マニュアル　美の壺
File	54　五重塔
放送日：2007年7月6日
放送時間：25分	 P.60

空高くそびえる五重塔は実に日本的な
風景。その源流は古代インドで釈迦の
骨を納めた塔・ストゥーパである。五重
塔の美のツボ、第一は「軒の曲線に木の
技を見よ」。屋根の重みを支えながら優
美な輪郭を生み出す、匠の腕の見せ所
だ。第二は「層が刻むリズムを味わえ」。
下から上へ、各層の比例関係から建築
の奏でる音楽が聴こえてくる！第三は

「塔に込められた祈りを感じよ」。塔を
建てた目的、塔にこめた思想…それはそ
れぞれの時代ごとの日本人の心なのだ。

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

谷原章介オーナーは、GPSは今一つ信
頼できないと言う女性客（西川史子）
に、GPSは電波と時計を使って位置を
確定するものだと説明する。ピタゴラ
スの定理、人工衛星、超精密時計、そし
て時計の進み方に周回速度と重力が
影響するという「相対性理論」…GPS
は古今の数学理論にハイテクを応用
した「神の目」だった！番組では、自動
走行車や無人トラクターなど、最先端
GPSを応用した新技術も紹介する。

NE
W

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

円周率＝πは、いつまでも無限に続く、
どんな方程式の根（答え）にもならな
い、途中にゼロが12桁並ぶ、円とは一見
無関係なところにも姿を現すなど、実
に不思議な数。その真の姿を解き明か
すことに、古今東西の多くの数学者が
人生を捧げてきた。数学者・藤原正彦
さんは「πは神のつくった最高傑作」と
いう。レストランでのドラマを軸に、円
周率を5兆桁まで計算した日本人など
を紹介、πの神秘的な世界に分け入る。

お
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大科学実験
放送日：2010年放送
放送時間：各10分×4本

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

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

お
す
すめ

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

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

Lin
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Rules〜美しい数学〜

放送日：2012年8月21〜23日
放送時間：各10分×3本

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

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

李白や杜甫など古代から日本人に親しまれ、なじ
み深い漢詩の数々を、名優の朗読と舞台となった
土地の映像で紹介するミニ番組。高校の国語総
合で扱われている作品をDVD1枚にまとめて提
供する。収録作品は以下の通り（放送順）。
杜甫『春望』、李白『早発白帝城』、孟浩然『春暁』、白楽天『香爐峯下　新卜山居　草堂初成
　偶題東壁』、李白『山中与幽人対酌』、杜甫『登岳陽楼』、杜牧『江南春』、李白『黄鶴楼送孟
浩然之広陵』、杜甫『登高』、王之渙、王翰『涼州詞』、李白『静夜思』、杜甫『春夜喜雨』、王維『送
元二使安西』、杜牧『山行』、柳宗元『江雪』、王昌齢『芙蓉楼送辛漸』、李白『贈汪倫』、李商隠『登
楽遊原』、杜牧『将赴呉興登楽遊原』

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

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

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

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

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

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

お
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ふしぎがいっぱい

利用のしかた
申し込み条件は「単品」と同じですが、学期末まで利用できます。その際終了日は、利用を開始した学期の最終日になります（DVDタイトル
の学期に関係ありません）。学期の数え方：1学期	3/26〜7/25、2学期	7/26〜12/25、3学期	12/26〜3/25

番組の紹介

NEW は2017年度の新規追加番組　 おすすめ は利用数の多い番組　 ページ は「活用のポイント」掲載ページです。

ふしぎがいっぱい
放送日：2013年放送　放送時間：10分

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

学年 1学期 2学期 3学期

3年

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

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

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

4年

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

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

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

5年

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

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

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

6年

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

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

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

お
す
すめ
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セット貸し出し

番組一覧

白バイ隊員
なくせ　交通事故

産業動物獣医師
牛と農家のパート
ナー

理容師
一髪入魂

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

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

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

地方銀行　融資課
〜しごともくらしも〜

すし職人
真心で握れ

電車製造技術者
火花を散らす男たち

介護福祉士
笑顔を支えたい

保育士
みっくん先生ただ
いま奮闘中

グランドハンドリング
定時運航の立役者

イルカトレーナー
宙高くジャンプ！

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

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

スポーツ用品店　
販売担当〜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

25本
セット

詳しくはP.13

種	類 	 ●「あしたをつかめ」（全25タイトル） ●「仕事ハッケン伝」（全9タイトル）
 ●「伝える極意」（全7タイトル）  ●「大科学実験」（全4タイトル）

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

申し込み手続き 	 ● 単品貸し出しと同様です。P.7を参照してください。

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

申し込みの際の注意 	 ● セット貸し出しは申し込みが混み合う時期があります。以下の点にご留意ください。
 ・授業で利用する予定がない場合はお申し込みをお控えください。
 ・活用する予定のタイトルが3タイトル以下の場合は、単品貸し出しをご利用ください。
 ・申し込みはお早めにお願いします。利用直前の申し込みは、ご希望に添えない場合があります。
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芸能人などが“やってみた
かった仕事”に本気で挑み、
あり得たかもしれない“も
う一つの人生”を体験する
番組。一社員として、ただひ
たすらそ の 仕事 に 打 ち込
み、現場で働くからこその
仕事の醍醐味や、求められ
る能力をハッケンしてゆく。

仕事ハッケン伝
放送時間：43分

安田大サーカス　
クロちゃん×
保育業界

博多華丸×IT企業MEGUMI×花屋福田充徳×
京都老舗料亭

misono×
ディスプレイ業界

ワッキー×
中華レストランチェーン

ピース又吉×
コンビニ業界

内藤大助×宅配業 村井美樹×鉄道会社

9本
セット

詳しくはP.12

表 現 力 が 乏しくコミュニ
ケーション能力に欠けると
指 摘される現 代 の 子 供 た
ち。子供たちにはコミュニ
ケーションの力をつけるた
めのヒントを、先生方には
指導に役立つ情報を、それ
ぞれお届けする番組。

伝える極意
放送時間：15分

ありがとう！の気持
ちが伝わるように
〜お礼状〜

1分間で思いを伝える
〜スピーチ〜

感想がスラスラ書ける
〜感想文〜

聞きたいことを聞き
出すために
〜インタビュー〜

限られた文字数で
事実を伝える
〜新聞〜

ポスターを作ろう！
〜キャッチコピー〜

わかりやすいプレ
ゼン
〜プレゼンテーション〜

7本
セット

詳しくはP.20

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

大科学実験
放送時間：10分

みんなここに集まっ
てくる

太陽で料理しようコップは力持ち音の速さを見てみ
よう

4本
セット

詳しくはP.24
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平和

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
総合 学級活動

既習の知識や教科学習などと関連づけながら横断的に
　歴史の学習やさまざまな資料などを通して、原爆の惨状を知る機会
は多いと思います。しかし、その壊滅地帯で人々がどのように亡くなり、
どのように生き延びたかは明らかになっていません。番組では、写真の
解析や証言、医学的な分析などから、きのこ雲の下で起こったことの
真実に迫ります。単に原爆の知識として学ぶのではなく、既習の知識や
社会科などの教科学習の発展として横断的に扱うとよいでしょう。

修学旅行や平和学習の事前学習として
　平和学習を取り入れた修学旅行の事前学習や、社会科見学の事前学
習として広島について学ぶときに、本番組の活用が考えられます。数々の
証言を聞くことや、CGによって再現された原爆被害の真実を知ることで、
広島を訪れる際の心構えや見学の視点などをもつことができるでしょう。
また、写真が撮影された御幸橋を見学コースに入れることも考えられま
す。御幸橋には現在、番組で紹介された写真が掲げられています。

命の大切さや人間としての尊厳を見つめる学習で
　生と死の境界で撮られた写真。70年経っても人々の記憶から消し去
れない深い絶望、生きたいという願いを断ち切られた子供たち、人間
の尊厳を奪われながら亡くなっていった人。核兵器や戦争が何をもた
らすのか。命の大切さを考える学習で扱うことで、本番組が描く真実
は、子供たちに多くのことを問いかけます。

他の番組とあわせて活用することで、さらに学習を深める
　ティーチャーズ・ライブラリーには、平和に関する関連番組が多数ラ
インナップされています。それらと組み合わせて本番組を活用すること
でさらに学習が深まります。

NHKスペシャル

きのこ雲の下で　
何が　起きていたのか （2015年放送）

鮮明に浮かび上がる当日のドラマ
　1945年8月6日の広 島。原 爆 投
下3時間後、爆心地から2kmの御幸
橋で新聞社のカメラマンが撮影した
写真が、2枚だけ残っています。その
写真を最新技術で分析すると、写っ
ている約50人の中に、火傷で皮膚が
むけた人たちや、横たわって死に瀕

（ひん）した人たちが確認されまし
た。現場にいた人たちの証言と専門
家の分析や監修を基に、写真を3D
化し、動きや色を付けました。その映
像から、あの日、きのこ雲の下で起き
ていたことが鮮明に浮かび上がりま
した。

戦争の無意味さと命の大切さ
　番組では、31人の証言と2枚の写
真から、70年前にきのこ雲の下で
何が起きていたのかに迫っていきま
す。番組の視聴により、原爆被害の
真実や戦争の無意味さ、命の大切さ
などについて、深く考えることがで
きます。

写真提供：中国新聞社　撮影：松重美人
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沼津市立内浦小学校
教諭　加納　真

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間対象校種：小学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

10分

① 広島や原子爆弾について調べたことや知っていること
を発表する。

②番組視聴の目的を確認する。

○ これまでに学習してきたことや、見学に向けての思いを
発表し、番組の内容に結びつける。

○ 原爆について詳しく知るとともに、見学の視点や心構え
をもつことを確認する。

※ 被爆の真実をより鮮明に伝えるために、映像や証言の中
にリアルで衝撃的な内容がある。発達段階や子供の状
況によっては配慮が必要であり、視聴前にその旨を伝え
ておきたい。

65分

③メモを取りながら番組を視聴する。

原爆投下から3時間後。2枚の写
真は、爆心地から約2kmのところ
にある御幸橋の上で撮影された。

当時13歳だった河内光子さんの
証言を基に再現された、赤ちゃ
んをかかえる少女の様子。

強烈な熱線で裂けてただれたと
いう皮膚の色を、原田医師の監
修で再現する。

やけどがもたらす壮絶な光景。
皮膚がめくれ両手を突き出して
歩く、幽霊のような人々。

アメリカで意図的に公開が制限
されたという事実。

○ 印象に残った言葉などを簡潔にメモしながら視聴する
ように伝える。

「死ぬまで忘れない」と語る河内
さん。

「坪井はここに死す」と地面に書
いた坪井さんの見た光景。

「人間が感じる痛みの中で最大
の痛み」であると言う原田輝一
医師。

・「命の選別が行われた」という御幸橋。
・ 原爆投下当日に亡くなった人の中で最も多かったのは
「12〜13歳」であったという事実。
・ 「自分が生きているのが申し訳ない」という証言。

○ 炎で焼かれ深くえぐられた身体を見せながら語る坪井
さんの思いを考えさせたい。

○ 終戦後の情報操作やその後の冷戦など、核廃絶が進ま
ない背景について、補足説明する。

15分

④ グループで感想を伝え合い、見学の視点や心構えを話し
合う。

○ グループごとに感じたことを話し合ってから、見学での
心構えについて考えていくように促す。

○ 修学旅行などで現地を訪れる場合は、御幸橋をコース
に入れることも想定しながら、計画を立てていきたい。

命の大切さ、人間の尊厳とは？
きのこ雲の下の真実から考える 平

和
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平和

この番組の良さ 番組活用のポイント

総合社会
中学校 高校小学校高学年

原爆の恐ろしさを被爆後の苦悩の数々から知る
　永井博士の残した手記『原子雲の下に生きて』は、原爆を体験し奇
跡的に生き残った37人の子供たちによるものです。「ぼくの手はすっか
り焼け、皮がなくなって、赤い肉が出ていた」「一面に血が流れていて、
その中に、母のすっかり変わった顔がありました」など、当時の長崎で
起こったことを生 し々く書いています。NHKはこれらの被爆者を継続
的に取材してきました。今回再び彼らを訪ねて見えてきたのは、70年
たっても癒やされることのない原爆の傷痕でした。手記から原爆の恐
ろしさが伝わり、被爆者の70年の人生に耳を傾けることで、被爆がそ
れぞれの人生にもたらしたものを感じることができます。

グループ協議で被爆者の苦悩について理解が深まる
　番組視聴前に前提として、長崎の原爆について、基本的な事実を伝
えます。視聴後にグループで話し合い、心が揺さぶられたことや、原爆
の恐ろしさを確認します。グループ活動の時間を十分にとることで、被
爆者の心に寄り添うことができるようにします。

修学旅行や平和学習などの教材として
　長崎の平和教育に際しては、原爆投下と永井博士は学ぶ教材として
欠かせないものです。原爆に関する長崎市の施設や永井博士の作品
に触れることで、原爆の恐ろしさや平和の大切さを実感できます。他に
も長崎や広島、沖縄に関する平和教育の映像資料から、真の平和を考
える授業を組み立てることができます。

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年放送）

原爆は被爆者に何をもたらしたのか
　長崎市の山里小学校は、原爆で児
童1300人が命を落としました。奇
跡的に生き残った37人の手記は永
井隆博士によって『原子雲の下に生
きて』として出版され、彼らは「あの
子」と呼ばれて平和への願いの象徴
とされてきました。その37人をNHK
は 継 続 取 材し、2015年 にも18人
に会うことができました。被爆した
ことを周囲に話せずひっそりと生
きる人。家族の一言に深く傷ついた 
人…。「戦争よりも戦 後がつらかっ
た」と語る被爆者の70年を描きます。

生き残った「あの子」らが思うのは…
　被爆者であるという苦しみ、原爆
の悲惨さを伝える難しさ。「原爆で人
生がめちゃくちゃにされた」「戦争よ
りも戦後が苦しかった」「平和である
ためには原爆のことを後世に伝えて
いかなくてはならない」など、戦後70
年という歳月を生き抜いてきた被爆
者の葛藤を聞くことができます。
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宮古島市立
下地中学校
教諭　座間味浩二

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分
①長崎の原爆投下についての説明を聞く。 ○ 原爆に関する他の映像を視聴しておいて、投下の日時や

場所、被害などについて詳しく説明する。

24分

② メモを取りながら番組を視聴する。

原爆の悲劇を忘れないために建
てられた「あの子らの碑」。

(開始〜6分55秒)

38年間被爆者の養護施設「原
爆ホーム」で過ごしてきた山崎千
鶴代さん。

（6分55秒〜15分19秒）

子供のために懸命に生きてきた
難波美智子さん。

（15分19秒〜20分26秒）

被爆体験を語ってほしくないと
妻からいわれている深 堀 輝 行
さん。

（20分26秒〜24分4秒）

○ 必要に応じてメモをとらせながら、番組を部分視聴さ
せる。

○ 被爆後の苦悩を語る3人のエピソードをポイントとして
とらえていく。

21分

③ 被爆者の苦悩について、感じたことや考えたことを話
し合う。

④「原爆は何をもたらすのか」ということを発表する。

○被爆者にはどういう苦悩があったのか話し合わせる。

・ 山崎さんは、弱視とてんかんの発作で仕事を辞めさ
せられ、頼るあてもなく35歳で原爆ホームにやって
きた。

・ 難波さんは、50歳を過ぎ、長男から「一緒に住もう」
といわれたが、「被爆したことは話さないでくれ」と頼
まれた。「それが一番つらかった」という。

・ 深堀さんは、被爆者である自分を妻が支えてくれた。
孫が生まれた際に、「家の 外で原 爆 の話をしないで
ほしい」と言 わ れ た。「つらくは な い けど 寂しい ね」
と語る。

○原爆とはどういうものかを考えさせる。

被爆者の心に寄り添い
原爆の恐ろしさと被爆者の苦悩を知ろう 平

和
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平和平和

この番組の良さ

少年ゲリラ部隊
「護郷隊」
　沖縄戦の半年前、
14歳 〜17歳 の 少
年たちが中心とな
り、故郷を守ること

を目的とした部隊「護郷隊（ごきょうたい）」が結成されま
した。しかし実態は、最前線でアメリカ軍と戦う少年ゲリ
ラ部隊でした。
　番組では、少年たちが本土防衛の最前線として激しい
戦いに巻き込まれていく様子や、沖縄戦の過程を知るこ
とができます。

番組活用のポイント

平和学習はもちろん人権教育の教材として
　「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」
が目標とされる人権教育の視点から、これらの番組を
活用することもできます。
　本番組では、少年たちが、「お国のために」という大義
名分のもと、過酷な訓練を受け、戦闘を繰り返す中で、
徐々に人間らしい気持ちを失い、「妄動」の状態に陥っ
ていく様子をうかがい知ることできます。
　アニメーションでの再現映像や証言映像の視聴を通
して、戦争が少年たちにどのような影響を与えていった
のかを知り、人権と平和、戦争について、より主体的に考
えることができます（P.33参照）。

地歴社会
中学校 高校
総合

小学校高学年
道徳

この番組の良さ

西原村で起こった
沖縄戦の悲劇
　1945 年 9月2
日、日本軍が連合
軍への降伏文書に
調印し、沖縄戦は

公式に終結します。県民の4人に1人、10万人近くの一般
住民が犠牲となりました。番組では、犠牲率が47％と県
内最大であった西原村を舞台に、新たに見つかった史料
や住民の証言から、村人が戦争に巻き込まれた経緯を知
ることができます。

番組活用のポイント

悲惨な沖縄戦を、実感をもって学ぶために
　沖縄戦には、特徴的なポイントがあります。国内最大
規模の地上戦が展開されたこと、多くの一般住民が犠
牲になったこと、そして、少年や高齢者までが戦闘員とし
て巻き込まれたことなどです。
　番組『さとうきび畑の村の戦争』では、これらのポイン
トを西原村（現・西原町）の様子から知ることができます。
村に残っていた男性が、防衛隊員の現地召集で「斬り込
み」攻撃に動員されていったこと。高齢者と女性、幼児
が、南部に追いつめられ集団自決を余儀なくされていっ
たこと。これらの事実を、体験者の証言と合わせて聞くこ
とにより、戦争の激しさや恐ろしさ、悲しみやつらさを、実
感をもって理解することができます。

NHKスペシャル

その時　歴史が動いた

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年放送）

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年放送）
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沖縄県立
総合教育センター
研究主事　甲斐　崇

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間対象校種：小学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分

①現在の生活と、太平洋戦争当時の生活を比べる。
・現在の日常生活や週末の過ごし方
・戦争当時の生活
　
② 沖縄戦では、普通の少年たちが、どのように戦争に巻き

込まれていったのかを予想し、学習課題をまとめる。

〇 戦争中の中学生や高校生の生活はどのようなものだっ
たのかを、自由に想起させたい。その上で、何に困ってい
たのか、何が苦しかったのかを考えさせたい。

〇 ペアやグループなどで話し合い、児童なりの予想を立て
るなど、目的意識をもって番組を視聴させる。

20分

③気付いたことをメモしながら、番組を視聴する。

護郷隊に動員され、過酷な訓練
を受ける少年たちの様子。

（7分43秒〜17分2秒）

アメリカ軍との激しい戦闘の中、
次々と亡くなっていく護郷隊の
仲間。

（45分59秒〜52分38秒）

〇 授業は1時間扱いとし、アニメーションを中心とした部
分視聴を行う。

○左の2つの場面を部分視聴させる。

○ 視聴前や視聴後に、必要に応じて、部分視聴した前後の
番組内容についての補足説明を行ってもよい。

○ 護郷隊の少年たちに何が起きたのかを、整理しながら視
聴させる。

15分

④ 視聴後、少年たちがどのように戦争に巻き込まれていっ
たのかを整理し、確認していく。

⑤ 戦争（沖縄戦）は、少年たちにどのような影響を与えた
のか話し合う。

○ 平和な生活をしていた少年たちが、どのように護郷隊に
入隊したのか、どのような訓練を受けたのか、どのよう
にアメリカ軍と戦ったのかを確認する。

〇 激しい訓練や戦闘の中で少年たちが「妄動」の状態に
陥っていった様子から、戦争が子供たちに与えた影響や
被害について考えさせたい。また、それらから戦争が国
民に与えた影響へとつなげたい。

5分

⑥ 番組の視聴や話し合いから、考えたことや思ったことを
ノートやワークシートにまとめる。

〇 加害者であり、被害者でもある少年たちの姿を通して、
沖縄戦が人々の生活に与えた影響、そして戦争が何を
もたらすのかについて、自分の考えを整理する時間と
する。

〇時間に応じて発表させる。

少年兵から見た沖縄戦、
戦争がもたらした影響について考えよう

　
　体験者の証言を得る資料として、NHK戦争証言アーカイブスの特集「沖縄と太平洋戦争」をぜひご活用ください（http://
www.nhk.or.jp/shogenarchives/special/vol3.html）。併せて、沖縄タイムス社、首都大学東京・渡邉英徳研究室、GIS沖縄研
究室が共同制作し、公開している「沖縄戦デジタルアーカイブ　戦世からぬ伝言」がおすすめです。ここでは、証言・データ・地図
等で、沖縄戦を体系的に理解できます（http://app.okinawatimes.co.jp/sengo70/index.html）。

他の資料を活用して沖縄戦をさらに深く学ぶコラム

平
和
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平和

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校
地歴社会 総合

都市爆撃の作戦の詳細を知ることができる
　第二次世界大戦中、史上最悪の都市爆撃によって40万人以上の日
本の市民が犠牲になりました。アメリカ軍の対日爆撃作戦文書には、
「58万4千人を焼き殺す」「地獄と化す」「今後の戦いの基準となる」など
と記されています。アメリカは、日本の大小さまざまな180の都市の航
空写真をもとに、爆撃エリアを綿密に計画しました。都市爆撃を実施
したアメリカ軍の資料から、爆撃計画とその結果もたらされた大惨事
を学び、平和学習の一環にすることができます。

都市爆撃が激化した歴史から考える
　1922年、「市民を戦争に巻き込んではならない」という考えから、イ
ギリス・アメリカ・日本など6か国の代表がオランダのハーグに集まり、
戦争のルールを話し合いました。そこで合意された空戦法規案には
「市民への爆撃の禁止」「無差別爆撃の禁止」がうたわれました。しか
し1930年代、ナチス・ドイツと日本がまず都市爆撃を行い、国際的に
非難されます。第二次世界大戦では連合軍が、ドイツ国民の士気をく
じくためドイツ東部のドレスデンに無差別爆撃を行いました。アメリカ
は、日本への無差別爆撃をイギリスから勧められたものの、当初は反
対していました。しかし、戦争の早期決着へと戦略を変更、日本が戦
場で行った残虐行為は許せないという意識も手伝って、市街地を標的
とする無差別爆撃に踏み切りました。交戦国同士の報復が報復を呼
び、その結果、主に市民が犠牲者となる都市爆撃が激化していったの
です。戦争は加害者も被害者も深く傷つけるという事実を学ぶことが
できます。

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年放送）

なぜ都市爆撃が行われたのか
　第二次世界大戦では、空からの爆
撃で都市が戦場となり、世界で百万
人を超える市民が犠牲になりまし
た。中でも被害が大きかったのは、ド
イツのドレスデン空襲と、終戦まで5
か月に及んだ日本焦土作戦でした。
目標を限定した精密爆撃路線が否
定され、国際法が禁じていた都市へ
の無差別爆撃が拡大していった経
緯を、米軍側の資料と元兵士の証言
で描きます。

国際法の存在
　第一次世界大戦以前から市民へ
の爆撃を禁止する空戦法規がありま
した。これを最初に破ったのがドイ
ツと日本でした。その爆撃を痛烈に
批判したアメリカも、戦争の早期決
着のために市民への無差別都市爆
撃を計画しました。この番組は、戦争
終結の手段としての都市爆撃や、国
際法との関係について考えるきっか
けとなります。
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宮古島市立
下地中学校
教諭　座間味浩二

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間対象校種：中学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分

①�第二次世界大戦の起因から終戦までの過程を学習する。 ○�教師が「戦争はなぜ起きて、どのようにして終わったの
か」を説明する。

※�沖縄戦や広島、長崎の原爆投下、学習する都市爆撃にも
触れる（どういう人たちがどのくらい犠牲になったのか
など）。

58分

②番組を視聴する。

さまざまな都市の航空写真。爆
撃目標エリアが円で囲まれ、そこ
に焼夷弾を確実に落とし、全て
を焼き払う。

東京大空襲犠牲者の追悼集会。
無防備の市民が都市爆撃によっ
て殺された。

東京と富山で二度の空襲を受け
た中山伊佐男さん。母と妹の死
を目の当たりにした。

爆撃エリア内に民家があり、エ
リア外に軍事工場があることか
ら、市民を標的としているのが
わかる。

○次の点に注意して視聴させる。
・都市爆撃とはどのような計画だったのか。
・なぜ、都市爆撃は実行されたのか。
・爆撃された都市で生き残った人の証言。
・加害者の証言。
※上記の点についてメモをとりながら視聴する。

30分

③戦争における国際法について調べる。

④�「都市爆撃は実施すべき」という立場と、「実施すべきで
ない」という立場に分かれてディベートする。

○調べ学習は、インターネットや図書を使って行わせる。

○�ディベートの立場は、教師が機械的に学級を二分して指
定する。

7分

⑤都市爆撃について自分はどう考えるかを話し合う。 ○�生徒から意見がなければ、国際法には「犠牲者の保護」
「戦闘方法・兵器を規制」するルールがあることを伝える。
○�現在国際法を犯している紛争や戦争があることにも触
れる。

戦争における国際法はなぜ破られ
どういう悲劇を生んだのか 平

和
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キャリア

この番組の良さ   番組活用のポイント

勤労観

漁業について学ぶ
　世界有数の水産物消費国である日本。日本食の代表でもある寿司
や刺身など、古くから魚料理を楽しんできました。また、季節にまつわる
魚の言葉などもあり、魚は日本の風物詩にもなっています。しかし、最
近はこの巨大消費国である日本も、危機的状況を迎えています。
　若い人を中心とした食生活の変化による魚離れ。また、生態系その
ものを破壊してしまう地球温暖化や環境悪化、乱獲によって起こる水
産資源そのものの減少が原因としてあげられます。さらに、日本の漁業
の衰退に追い打ちをかけているのが、漁師の高齢化と担い手の減少
です。
　本番組を視聴することで、日本の特徴的な第一次産業である漁業
について学ぶとともに、日本の文化や食についても見直すことができま
す。そして、日本の伝統を大切にする気持ちを培う学習へとつなげてい
くことができます。

リーダーということは
　働くということは、自分の家族を支えるということです。会社や団体
のリーダーともなると、雇っている人、その家族も含め、たくさんの人の
生活や思いをも背負っています。この番組から経営者としての考え方
や行動の仕方について、学ぶことができます。

職業観や勤労観の涵養に
　さまざまな機材を駆使し、情報を分析し、カツオを追い詰めていく最
新の漁から、職業観の育成につながると考えます。また、自分のため、
家族のため、そしてともに働く人たちのために一所懸命になる姿から、
何のために働くか、働くことと生きがいについて考えることができ、勤
労観の育成にもつながると考えます。

開拓せよ、最強の一本釣り
カツオ漁師　明神学武 （2014年放送）

総合
中学校 高校

学級活動

プロフェッショナル　仕事の流儀

小学校高学年
社会

開拓者であれ
　第83佐賀明神丸を率い、ここ10
年で4度の水揚げ日本一を記録する
若きリーダー・明神学武（みょうじん 
まなぶ）。
　明神が漁に挑むとき、心にとどめ
ているのは「開拓者であれ」という
信念です。カツオは泳ぐルートを変
えるため、見つけるのは困難を極め
ます。明神は型破りの独自の方法で、
潮の流れや海水温を徹底的に研究
します。ハイテク機材と緻密な分析
を武器に、新たな漁場を開拓し、カツ
オ一本釣りの一人勝ちを狙います。

支えてくれる家族
　明神の父は、水揚げ日本一を６度達
成し、豪快な人柄で知られた名漁労長
でした。だが、父とは対照的におとな
しい性格の明神は、父から日本一の
船を受け継いで漁労長になったもの
の、水揚げが低迷し苦悩しました。
　そんな時、支えてくれたのは妻で
した。妻の言葉をきっかけに、独自の
漁を突きつめていったのです。
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海陽町立海部小学校
教諭　溝内正剛

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間対象校種：小学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

10分 ① 魚や釣り、好きな魚料理、また漁業について知っている
ことを発表する。

○ 番組視聴がスムーズにいくよう、また、漁業に興味がも
てるよう、自由に発表させる。

25分

②番組を視聴しながら考える。

ハイテク機材を駆使し、4度の水
揚げ日本一を記録する若き天才・
明神学武。 （開始〜3分8秒）

漁師としての一日の行動や、船
での生活の場面。

（3分8秒〜19分30秒）

○開始から3分8秒の場面で一時停止をする。
○現在の最先端の漁業について確認をする。
・船について。
・機材について。
・漁について。

○ 漁師の仕事について考え、船での生活の様子、家族との
つながり、漁労長の責務についても触れる。

○ 19分30秒の「家族みたいなもんやき。」の言葉の後、一
時停止をする。

10分

③番組を半分視聴後、感想を話し合う。
・漁師の仕事についてわかったことを発表する。
・ 船での生活について考え、自分だったらどう思うか意見

を出し合う。
・家族とのつながりや、リーダーの役割についても考える。

④次時の学習内容を知る。

○自由に意見が言えるよう配慮する。
○ 授業前半は、漁業への職業観が養われるよう考え、授業

を展開する。
○ 自然が相手の仕事なので厳しい部分もあるが、仲間や信

頼関係の大切さ、仕事の面白さややりがいなどに触れ、大
自然の中で働くことのすばらしさについて考えさせる。

○ 次時への課題（努力していることやリーダーとしての資
質）を投げかける。

5分 ①前時の学習を振り返る。 ○前時の学習を振り返り、本時の学習につなげる。

30分

②番組を視聴しながら考える。

魚が釣れずに悩み、リーダーとし
ての責任感の重さを感じる場面。

（19分30秒〜29分47秒）

カツオの記録的不漁を克服して
いく場面。

（29分47秒〜最後）

○19分30秒あたりから視聴を再開する。
○ 魚が釣れずに悩む時の心情や、家族の温かい言葉や行

動について考えながら視聴するよう促す。
○ 29分47秒の「その信念はこの時揺るぎないものに

なった。」のナレーションの後、一時停止をする。

○ 釣れない困難な状況をいかに克服していくのかに注目
して、番組を視聴するよう声掛けをする。

○番組の最後まで視聴を行う。

10分

③番組視聴後、感想を話し合い、意見をまとめる。
・魚が釣れずに悩む時の心情について考える。
・苦しい状況をどう乗り越えていったのか、話し合う。

④振り返りと、まとめをする。

○自由に意見が言えるよう配慮する。
○ 授業後半は、勤労観が養われるよう考え、授業を展開する。
○ 家族の温かい言葉や行動について考えさせる。
○ 現在の状況を詳しく分析し、打開策を考えていく姿に注

目するよう促す。

○ 自分を信じ、自分の特長を活かし、信じた道を突き進む
ことのすばらしさについて考えるよう促す。

最新の漁業とは
怖がるな、ドキドキしていけ

キ
ャ
リ
ア
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キャリア

この番組の良さ   番組活用のポイント

勤労観
総合
中学校 高校

学級活動

見せるポイントを絞って
　この番組は、面接の攻略法など就活を目前に控えた学生向けの内
容と、社会人になる将来を見据えて働くことの意味を考える内容の2つ
から構成されています。どちらに焦点を当てて見せるかを考えた上で
授業を計画しましょう。どの時期に見せるかで、生徒に考えさせたいポ
イントが変わってきます。

まずは自分を知る
　人材採用支援のプロ森本千賀子さんは、就活で大切なことは、「自分を
知る」「会社を知ること」の二つだと言います。自分を知るためによく行わ
れるのが「自分史作り」です。森本さんはそれに、“気持ちの浮き沈みをあ
らわす線”を書き入れるよう提案しています。そうすることで、自分がどん
なことに興味をもち、どんなことに喜びを感じるのかなどの傾向が見える
からです。また、友人や家族など周りが自分をどう評価するか調べること
も大切だと森本さんは言います。番組視聴をきっかけにして、「自分史作
り」など自分を知る活動に取り組ませるといいでしょう。グループで活動
すれば、今まで気付かなかった自分の新たな一面を発見できるでしょう。

求められる人材とは？
　会社が求める人材については、3人のプロフェッショナルがアドバイ
スをします。2人の経営者は採用したい人材について、1人のサラリー
マンはともに働きたいと思う同僚について、自らの体験に基づいて語り
ます。彼らの言葉から、振る舞い、物事に取り組む姿勢など、若いうちに
身に付けるべきことが浮かび上がってきます。また、「異なる文化と接す
る」など「学生時代にやっておくべきこと」も語られます。これを聞けば、
学生生活を充実させることが、就活を成功させる大切なコツであるこ
とが理解できるでしょう。

“就活”徹底応援SP
（2015年放送）

プロフェッショナル　仕事の流儀

就活に臨む人への熱いエール
　これから就活を始める学生には
さまざまな不安があるでしょう。「面
接でどんな質問をされるのか」と
いった実際的な問題から、「なぜ働
くのか」「自分に向いた仕事は何か」
といった大きな問題まで、悩みはつ
きないものです。そんな学生に対し
て、就活のプロが丁寧に答えてくれ
ます。

勤労観を考えるきっかけに
　番組には、これまで『仕事の流儀』
に登場したプロフェッショナルたち
が登場します。その道を究めた彼ら
が語る言葉は、長年の苦心と豊かな
経験に基づいており、とても説得力
があります。「なぜ働くのか？」「天職
とは？」「キャリアとは？」などこれか
ら社会人になる生徒にとって、自分
が生きていく上でのヒントがいっぱ
いです。
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向日市立勝山中学校
教頭　廣川伸一

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間

時間
配分 学習活動 教師の支援

15分

①  小学生の頃なりたいと思っていた職業について交流
する。

②  現在なりたいと思っている職業を発表する。
③  ①と②でどんな違いがあるか考える。
④  将来自分にぴったりの仕事に就くにはどうすればいい

か、考えを述べる。

○ 小学生の頃は種類が少ない、今は現実的になっている
などの違いが考えられる。

○違いが生まれる理由も考えさせる。

○ 「就職のプロはどう考えていると思いますか？」と番組
視聴につなげる。

8分

⑤番組を視聴する。

自分史に浮き沈み曲線を書き込
むと、自分の興味と傾向が見えて
くる。 （開始〜4分51秒）

家族や友人から自分を評価して
もらうと、新しい自分が見つかる。

（4分51秒〜7分34秒）

○注目させたいポイント
・就活で大切なのは
　「自分を知ること」「会社を知ること」の2つ
・気持ちの浮き沈みを書き込んだ自分史を作成
・周囲からの評価と自分の評価のギャップに注目

27分
⑥ 番組を参考に「自分史」を作る。
⑦「自分史」に「浮き沈み曲線」を書き加える。

○書きやすいようシートを用意しておく。
○ 浮き沈み曲線を書き込んで気付いた自分の特性につい

て、文章にまとめさせる。

10分

⑧ 会社が求める人物象についてメモをとりながら番組を
視聴する。

プロフェッショナルが語る“求
められる人物象”と“学生時代に
やっておくべきこと”。

（7分34秒〜17分59秒）

○ 番組視聴後、印象に残った言葉や人物について交流する。

24分

⑨ 番組の最後の部分を視聴して、働くことの意味について
考える。

苦しい日々を乗り越える心構え。
（24分11秒〜最後）

○注目させたい言葉
・ 「常に自分で（チャンスを）拾えるように準備しておく」 
（山本昌）

・ 「必ず誰かが見てくれている」（岡崎義和）
・「どんなときも失望しない」（井上眞一）
・ 「“合わない”じゃなくて、自分が“合わせるんだ”」 
（小野次郎）
○ 苦労を重ねながらも、あきらめずに続けることで気付く

こと、見えてくるものがあることを感じさせたい。

16分 ⑩ 学習を通して考えた「働くことの意義」「自分の将来の
仕事」について文章にまとめる。

働くことについてじっくり考えよう！
プロフェッショナルが語る仕事への思い

キ
ャ
リ
ア
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キャリア

この番組の良さ   番組活用のポイント

勤労観
総合

高校
学級活動

大学

再現ドラマでの勤務労働条件から考える
　番組では、ブラックバイトユニオンの坂倉昇平さんが、再現ドラマで
提起される疑問に対して的確なアドバイスをします。法を踏まえたコメ
ントを通して、問題解決の糸口を学ぶことができます。
　再現ドラマ内の、労働条件通知書をもらっていないことや、シフトの
問題、自腹での買い取りなど、勤務労働条件に反すると思われる問題を
取り上げ、複数で意見交換したりすると効果的です。意見を共有するこ
とで、より身近な課題として捉え、アルバイトでの不当な扱いに屈しない
態度や自ら課題を解決しようとする態度等の育成につながる授業が展
開できます。

「ブラックバイト」をイメージさせる
　アルバイト経験のない者には、「ブラックバイト」がどのようなものな
のか、イメージしにくいと考えられます。番組では「10代が陥りやすい
ブラックなポイント」をはじめ、重要なキーワードや法に基づいた対処
法などがわかりやすく示されています。ポイントとなる部分について、テ
ロップでの強調表示やフリップボードを使うなど、気付きを促す仕掛け
が満載です。「なぜアルバイトが必要か？」、「ブラックバイトへの対応を
どうするか？」など、社会人・職業人としての自立を促す視点から学び
を深めることもでき、学習活動の可能性が拡がります。

勤務を記録することで身を守る
　番組では、不当な扱い等に対応するため、勤務記録を取るように勧
めています。
　勤務時間を正確に1分単位で記録すること、仕事の内容や起きたこと、
自分がいやな思いをしたことなど、記録の項目等をグループで考えてまと
めるのも、有効な対処法を身に付ける上で効果的です。

ブラックバイト　
〜あなたは　大丈夫？〜 （2015年放送）

オトナヘノベル

勤務労働条件について考える
　賃金未払いや不正な労働条件で
学生を働かせるなどの「ブラックバ
イト」の問題が注目されています。厚
生労働省は2016年4月より「ブラッ
クバイトから学生を守る」取り組みを
開始しています。
　本番組は、ブラックバイトの現状
や対応の仕方など、これからバイト
を始めようとする人だけでなく、大学
などへ進学する人のための事前学習
として、幅広く活用できる番組です。

体験に基づいたドラマ仕立ての演出
がわかりやすい
　実際の経験に基づいた再現ドラマ
と、専門家や芸人を交えたトークな
ど、興味をひく番組構成です。再現ド
ラマでは、アルバイトで不当に扱わ
れている様子がリアルに再現されて
おり、どう喝系タイプや責任感をあ
おるタイプの店長に対して、タイプに
合わせた対処法や、勤務記録など法
に基づいた対処の仕方等を身につ
けることができます。
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大分県立
津久見高等学校
指導教諭　森　浩三

執
筆
者学習展開例 対象校種：高校 授業時間

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分

①本時の学習について確認する。

②「ブラックバイト」について知っていることを発表する。

○ 本時のねらい（身に付けさせたい力）を踏まえ学習活動
を説明する。

○ 「ブラックバイト」ということばを知っているか、またそ
れはどんな内容か、発表させる。

○ 気になる点や疑問に思う点など、メモを取るように指示
する。

30分

③番組をまるごと視聴する。
④気付いたことなどメモを取る。

コンビニでのアルバイトの様子。

アルバイトが原因で、本来学校で
やらなければならないことが制
限されている状況。

○番組を視聴させる。

○以下の点に留意させる。
・何が問題なのか？
・当事者としてどのような気持ちになるか？
・不当な扱いに対して、どのような対処が効果的か？

10分

⑤ 番組での不当な扱いへの対処法を踏まえ、グループで
他に「ブラックバイト」から身を守る方法がないか話し
合う。

⑥討議した内容をまとめる。

⑦数グループがまとめたものを発表する。

○ 「ブラックバイト」について、番組の対処法を踏まえ、グ
ループで、他に不当な扱いに対して身を守るにはどんな
方法があるか、話し合わせる。

○  働く前に店とどのような打ち合わせをすればいいかな
ど、場合によってグループへ声掛けし、討議の活性化を
促す。

・4、5人のグループ編成をさせる。
・司会や記録を決めさせるとよい。
・時間設定し話し合わせ、時間内にまとめさせる。

5分

⑧ 「ブラックバイト」に遭遇しないように、また実際に不当
な扱いを受けた場合の対処の仕方など、ブラックなポイ
ントを踏まえ確認する。

○ 番組のフリップボード等を再度表示し、本時のポイント
を確認させる。

ブラックなポイントをまとめた
ボード。

　
　厚生労働省が平成27年11月に『大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果』（http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/0000103577.html）を公表しています。労働条件通知書等が交付されていない（58.7％）、労働条件等で何らかの
トラブルがあった人（60.5％）など、資料からさまざまな課題が読み取れます。授業資料として活用することで、ブラックバイトの
意識が高まり、学びが深まることが期待されます。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果」を活用するコラム

不当な扱いから勤務労働条件を
考え、ブラックバイトから身を守る

キ
ャ
リ
ア



42

ともに生きる

この番組の良さ   番組活用のポイント

命・生き方

中学校 高校
総合 学級活動 道徳

小学校高学年

「いのち」の教育の教材として
　熊本市の慈恵病院の蓮田太二院長は2007年5月、「遺棄されて亡くな
る赤ちゃんの命を救うため」に日本初の“赤ちゃんポスト”、「こうのとり
のゆりかご」の開設へと踏み切りました。「ゆりかご」の開設と同時に始
めたもう一つの試みが、妊娠中の女性たちのSOSを24時間365日、無料
で受け付ける電話相談です。新生児相談室の田尻由貴子さんをはじめ
とするスタッフが“予期せぬ妊娠”をした女性を支えます。
　中高生の妊娠、性暴力被害による妊娠、「お金がなくて病院に行くこ
とができない」など8年間で8千件もの相談が寄せられました。さらに
この病院は新たな試みとして、“予期せぬ妊娠”をした女性が、育てるこ
とができない赤ちゃんを「新しい家庭」へと託す「赤ちゃん縁組」を始
めました。これまでに200組余りの新しい家族が誕生しました。
　電話相談や「赤ちゃん縁組」を通してつながる小さな命と家族、そ
れを支える病院のスタッフ、それぞれの思いに寄り添うことで「いのち」
についていろいろな面から考えさせることができます。

これからの社会における家族のあり方を考える
　「赤ちゃん縁組」によって生まれた新しい家族。命のバトンを託された
家族には乗り越えていかなくてはならないハードルがあります。子育て
の様子や真実告知に注目し、血のつながらない家族からたくさんの愛
情を注がれてすくすく育っている子供の姿に目を向けることで、これか
らの社会における多様な家族のあり方を考えさせることができます。

授業での取り扱い
　総合的な学習の時間で、「いのちのつながり」「いのちの尊さ」「人間
としての生き方」を学ぶ命の教育の資料として、道徳で「生命の尊さ」
について学ぶ資料としての活用が考えられます。

小さき命のバトン
（2015年放送）

ETV特集

命の尊さを伝える番組
　熊 本の 慈 恵病院は2007年、棄
てられた赤ちゃんの命を救うための

“赤ちゃんポスト”「こうのとりのゆり
かご」を開設しました。また、女性た
ちのSOSを受け付ける電話相談や、
母親が育てられない赤ちゃんを新し
い家庭に託す「赤ちゃん縁組」にも
取り組んでいます。病院に半年間密
着取材し、縁組で子供を授かった夫
婦や救われた子供自身の声も紹介
して、命の大切さ、養子縁組など多様
な家族のあり方について問題提起し
ます。

「いのち」「家族」を考える
　生まれたばかりのかけがえのない
命を前に、「愛しているよ」「健康で幸
せになってね」と声をかける産みの
親と「この子は私たちが一生守る」
と誓う育ての親。「産んでくれてあり
がとう」と笑顔の子供。番組は「いの
ち」をつなぐことの大切さや家族の
多様なあり方について考えさせてく
れます。
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学習展開例 対象校種：高校 授業時間対象校種：中学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分 ① 「いのちが大切だ」と思った経験を話し合う。 ○ 「いのちが大切だ」と思った経験を発表させる。

25分

②番組を視聴する。

産みの親から育ての親へ「命の
バトン」が手渡された。「赤ちゃん
縁組」を通してつながる小さな
命と家族。 （開始〜24分40秒）

○「命のバトン」という言葉を意識させながら視聴させる。

20分

③ 「命のバトン」をつないだ育ての親と産んだ女性、2つ
の感動の涙について考え、話し合う。

○ 赤ちゃん縁組で、子供が生まれたときの、養親（ようし
ん＝育ての親）と実親（じつおや＝産んだ女性）、2つの
感動の涙を取り上げ、その時の気持ちを考えさせること
で、「命のバトン」が手渡される意味を見つけさせる。

○ 個人で考えた後、話し合わせる。

5分
① 前時を振り返る。 ○ 前時の「命のバトン」について振り返る。前時と時間が空

く場合は、番組タイトルまで（約4分）をもう一度視聴さ
せる。

8分

②番組を視聴する。

命のバトンを渡された家族の様子。
真実告知というハードル。

（28分17秒〜36分11秒）

○ 「赤ちゃん縁組」で子供を授かった家族の子育てや真
実告知について、気が付いたことをメモしながら視聴さ
せる。

25分

③ 家族の絆とは何なのか、家族にとって本当に大切なもの
は何か考え、話し合う。

・血縁？
・その子を思う気持ちや愛情？

○ 家族の絆について、大切にしたいものについて、真実告
知する親の立場でロールプレイングした後、養子縁組さ
れた子供の立場で考え、話し合わせる。

12分

④番組を視聴する。

産みの親へのメッセージ
「産んでくれてありがとう」って
言っといて！ （53分11秒〜最後）

⑤ 実際に養子縁組された子供のインタビューを見て、考え
たことを発表する。

○番組を見た感想を発表させる。

家族の絆、本当に大切なものは何？
「赤ちゃん縁組」から考える

安来市立広瀬中学校
教諭　瀬崎邦博

執
筆
者

と
も
に
生
き
る
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ともに生きる

この番組の良さ   番組活用のポイント

共生

中学校 高校
学級活動

いじめ問題学習の教材として
　この番組の中で「中学生への聞き取り調査から、20人に1人が一学
期の間にいじめられたと感じている」と報告されています。いじめがひ
と事ではなく、とても身近なことだと気付かされます。
　いじめは、時として被害者だけでなく“傍観者”にも大きな心の傷
を残します。小島さんは自分の経験から訴えます。「友達を表立ってか
ばえないなら、メールでもいいから真っ向から相談に乗り、見えないと
ころで支えてあげるべき。くだらないことも過剰に接するくらいに受け
止めよう。もう二度といじめを最悪の結果で終わらせることがないよう
に。」と。

傍観者の心に寄り添った道徳の教材として
　この番組は、学習指導要領道徳の内容「4（2）だれに対しても差別
をすることや偏見をもつことなく公正，公平にし，正義の実現に努め
る。」（小学校高学年）、「4（3）正義を重んじ，だれに対しても公正，公平
にし，差別や偏見のない社会の実現に努める。」（中学校）をねらいとし
て、傍観者の立場だった小島さんの心情に寄り添って授業を展開する
ことが考えられます。小島さんと同じような経験について話し合うと、
効果的に活用できます。

『いじめをノックアウト』から子供の変容を促す
　『いじめをノックアウト　どんな勇気なら出せるのだろう…？』（2016
年度　NHK for Schoolで配信）は、本番組と違う視点から、いじめ問
題への対処法を扱った番組です。番組に届いた“いじめの空気を変え
た”おたよりを基に、“勇気の出し方”について考える内容です。この番
組を併せて活用すると、いじめ問題での子供の変容を促すことができ
ます。

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年放送）NHKスペシャル

いじめ問題に正面から向き合った
番組
　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
とです。小島萩司（しゅうじ）さんは
14歳の時、いじめを受けていた友
人・篠原真矢（まさや）さんから「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
りました。篠原さんはその直後自ら
命を絶ち、小島さんは「何かできた
はずだ」と悔やみ続けています。番
組は、いじめが止められなかった経
緯をドラマで再現、篠原さんの両親
と小島さんとの交流をドキュメント
で追っていきます。

いじめ問題について考えるきっかけ
　実名で番組に出て訴えてくれた小
島さん。「もう二度といじめを最悪の
結果で終わらせることがないように」
という彼の思いが伝わってきます。
　番組の視聴が、いじめについて
考え、行動を起こすきっかけになり
ます。

小学校高学年
道徳
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学習展開例 対象校種：高校 授業時間対象校種：中学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

33分

①番組を視聴する。

いじめを止めに入る子供が学年
が上がるにつれ減り、逆にいじめ
に対して何もできない傍観者が
増えていく。 （開始〜32分13秒）

【再現ビデオ】教室や廊下で繰り
返し行われたいじめ。しかし止
めに入る同級生はほとんどいな
かった。

○番組を視聴させる。

○視聴のポイント
・「あいつ、キモくて嫌だ」というメールが来たとき。
・ 応援団長の教科書をカッターでズタズタに切ったと、真

矢さんから打ち明けられたとき。
・ 「もう恨んでないよ」という最後のメールを受け取った

とき。

17分 ② 自分の経験から気付いたことや考えたことを基に、話し
合う。

○被害者ではなく、傍観者の立場で考え、話し合わせる。

5分 ①前時を振り返る。 ○ 前時と時間が空く場合は、番組タイトルまで（約5分）を
もう一度視聴させる。

10分

② 『いじめをノックアウト　どんな勇気なら出せるのだろ
う…？』を視聴する。

番組に届いた“いじめの空気を
変えた”おたよりを基に、“勇気の
出し方”について考える。

○ 『いじめをノックアウト　どんな勇気なら出せるのだ
ろう…？』を丸ごと視 聴させる。（http://www.nhk.or.jp/
tokkatsu/ijimezero/?das_id=D0005170364_00000）

35分

③ いじめを止める勇気をもてるかどうか、本音で話し合う。
・もてる
・もてない
・もとうとしない

④ いじめを止める勇気をもてないままでいいのか、話し
合う。

・もたなければいけない
・どんな勇気ならもてるか

⑤ 自分がいじめられたらどんな勇気をもてばいいのか、考
える。

⑥ 話し合ったことを基にそれぞれが「決意表明」を書いて
発表する。

○ あなたは本当にその勇気をもてるのか、問いかける。必
要なら、篠原さんはいじめを止めてもらえなかったため
に死んだこと、小島さんはそのことを深く悔やんでいる
ことを思い出させる。

○ 一人一人に、自分ならどんな勇気をもてるか、考えさせる。

○ いじめられたら自分はどんな勇気をもてばいいのか、考
えさせる。

親友にあの時何ができたのか
今も考え続ける元同級生の思いに、どう応えますか？

安来市立広瀬中学校
教諭　瀬崎邦博

執
筆
者

と
も
に
生
き
る
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この番組の良さ 		番組活用のポイント

総合技術 情報
中学校 高校

授業展開のヒント

情報リテラシー

人工知能とシンギュラリティ
　これまでの人工知能は、人間がプログラムによってコンピュータに判
断基準を与え、その基準に則って処理していました。近年、人工知能の
研究は急速に進展し、大量のデータをコンピュータに与えることによっ
て、判断に必要な「基準」自体をコンピュータが学習するようになってき
ています。つまり、これからの人工知能は人間とは異なる基準から物事
を判断する可能性が出てくるということになるのです。
　本番組のメインのトピックでもある「アルファ碁」というプログラムも
そのような仕組みの人工知能です。これまでの囲碁の常識とは異なる
手を打つため、解説者も序盤では「基本がわかっていないひどい手だ」
とコメントしています。しかし局面が進むにつれて、人間が思いつきもし
ない一手だったと判明します。
　碁だけではなく、人工知能が人間の能力を超え、あらゆる場面で人
間の常識が通用しなくなるとき（技術的特異点＝シンギュラリティ）が
来るといわれています。シンギュラリティが実際に起こるかどうかはわ
かりませんが、人工知能について考えるときの重要なキーワードです
ので、押さえておくと視聴中の考えが深まるでしょう。

人工知能が発達した未来について考える
　人工知能やロボットが今後も発展し続けていくことに、期待と同時
に、どこか不安を感じる人も多いでしょう。
　例えば番組に登場する、病気を見つける技術については歓迎する人
が多いと思いますが、人工知能の判断基準用のデータとして国民の生
活パターンを収集するという例には、不安をもつ人が多いでしょう。他
にも「ロボットに感情をもたせる」などは意見が分かれるところかもし
れません。どちらも「人工知能に支配されることなく、今後も人が人ら
しく生きることができるか」がポイントだと思われます。「人らしく生き
る」とはどういうことなのか、道徳の時間などにも利用できるでしょう。

天使か悪魔か　
羽生善治　人工知能を探る

（2016年放送）

NHKスペシャル

人工知能とはなにか
　2016年、コ ン ピュー タ プ ロ グ
ラムが囲碁のプロを破ったという
ニュースが世界で話題となりました。
このプログラムはこれまでの人工知
能とは異なり、プログラム自身が自
己学習することによって次の手を決
定していました。
　番組では、この対局の行方をベー
スに、人工知能と、今後の医療、交通
システム、行政などとの関係につい
ても描いています。新世代の人工知
能がどんなものであるかをわかりや
すく理解できます。

テクノロジーの進化がもたらすもの
　人工知能の進化は、人々の生活を
便利かつ効率的にする反面、人間社
会を脅かすものになるのではないか
と危惧されています。番組は、その
両面が考えられるように構成されて
います。
　これからの時代を生きる今の生徒
たちにとって、人工知能と人類の将
来について、ひと事としてではなく考
える機会が必要です。
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千葉県立
袖ヶ浦高等学校
教諭　永野　直

執
筆
者情報

		番組活用のポイントこの番組の良さ

リテラシー

デジタルクリエイターとは
　これまで、ものづくりには広い場所、大規模な設備や資材が不可欠でし
た。しかしインターネットとプログラミングによって、誰もが世界を舞台に
情報を発信したり新たな価値を生み出せたりする時代になりました。人
工知能、ロボット、センサー、3Dプリンタなどのデジタル技術と現実の世界
の結びつきがより強まると考えられています。物体とデジタル技術の融合
による、新たな表現やものづくりの視点に気付くきっかけになるでしょう。

多様性とチームワーク
　猪子寿之（いのことしゆき）さんは、小学生のころ皆と違うことを考
えて先生に怒られたといいます。もちろん、正解としての答えや基礎的
な知識は重要ですが、ユニークな発想や考え方、疑問などをもつこと
について、生徒が萎縮しないように心掛けたいものです。
　グループワークなどを行う際、うまくいかないこともあるかもしれま
せんが、それも重要な経験です。自己主張だけをする、あるいは他人任
せにしてしまうのではなく、多くの意見の違いの中で、チームとしての最
適解を見つける学習は、社会に出ていく上で良い学びとなるでしょう。

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年放送）

創造することの価値
　「もの」があふれる現代、お金を出
せば大抵のものが手に入ります。し
かし、他者が作ったものを消費するだ
けでなく、自らの手で価値を生み出す

「ものづくり」も重要であり、そこにク
リエイティビティ（創造性）は欠かせ
ません。今後は「デジタル」的なもの
づくりや表現が大きな価値を生むと
いわれています。クリエイターにとっ
てアイデアと熱意が重要であること、
創造することの苦しさと楽しさの両
面を感じ取ることができます。

　人工知能やロボット技術によって、人間の仕事が半減するといわれていますが、これまでにない新たな職業がたくさん生まれると
いうことでもあり、IT産業だけでなく農業など、あらゆる産業がテクノロジーと深く関わってきます。働き方は多様化し、また誰もが
世界を舞台にクリエイティブな表現を発信できるようになるでしょう。技術の進歩について、いたずらに不安感を強調するのではな
く、より人間の可能性や表現力を高めるというポジティブな側面も子供たちに感じ取ってほしいものです。

すべての人が考えていかなければならない「未来」コラム

　ゲームで遊ぶのが好きな子は多いでしょうが、作ったことのある人は少ないでしょう。
プログラムを作成すると言っても、難しいコードを打たなくても作れます。Scratch（ス
クラッチ）やViscuit（ビスケット）など、小学生から扱える無料のプログラミング環境が
たくさんあります。クリエイティブな学習活動として、デジタル作品作りにチャレンジする
のもいいのではないでしょうか。 Scratch：https://scratch.mit.edu/（写真）／ Viscuit：http://www.viscuit.com/

（『NHK for School　Why?プログラミング』の番組サイト：http://www.nhk.or.jp/gijutsu/programming/）

プログラミングでデジタル作品作りに挑戦授業展開のヒント

情
報
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情報

この番組の良さ   番組活用のポイント

リテラシー
社会

中学校 高校小学校高学年 大学
情報 道徳技術

情報モラル教材として
　総務省の情報通信白書（2015）によると、SNS利用者は20代以下
が最も多く、そしてSNSトラブルの発生も多いのが実態です。また、ネッ
ト上で大勢の人たちに注目してもらいたいという思いから、節度のない
投稿をしてしまう人もいます。本番組の視聴を通して、SNSの良さと怖
さ、トラブルの防ぎ方について学んだり、SNS依存の問題について考
えたりすることができます。

情報発信と情報受信の関係を学ぶ教材として
　情報を発信した側の意図したことが、情報を受け取る側に正確に伝
わるとは限りません。それは、人間はそれぞれで価値観が異なり、考え
方も異なるからです。特に、文章やスタンプ表現が原因となった誤解が
挙げられます。SNSを利用して投稿する場合、不特定多数の人物が受
信する可能性が高く、その中には、意図的に炎上を起こし、相手に嫌が
らせをしようとする人も含まれます。どのような情報を発信するとどの
ような誤解を招く可能性があるのかを推測することで、トラブルは減ら
せます。本番組を視聴することで、情報発信と情報受信の関係を学ぶ
ことができ、情報発信のルールやマナーについて考えるきっかけとして
活用することができます。

肖像権・著作権・迷惑行為を学ぶ教材として
　最近、面白い画像をSNSに投稿する目的で、肖像権や著作権の許可
なく撮影したり、人の迷惑を考えずに行動して撮影したりして投稿する
問題が起きています。本番組の中のドラマでは、カメラで他人を無断
撮影し、公開したことがきっかけとなり“炎上”が起こります。肖像権・
著作権や迷惑行為について考える教材としても本番組を活用すること
ができます。

オトナヘノベル

突然の“炎上”
〜そのとき　どうする!?〜

（2015年放送）

リアルなSNS炎上！
　本番組は、普通の女子高生が、遊
び心で撮影した1枚の写真をSNSに
投稿したことがきっかけとなり炎上
が始まります。“炎上”はさらに続き、
個人情報が拡散され、追い詰められ
ていく主人公の苦悩の様子から、“炎
上”の怖さを感じることができます。
たった1枚の写真によって起きた“炎
上”。これは、SNSを利用している者
にとっては起こりうることです。本番
組を通して、“炎上”の怖さやSNSの
利用マナーについて学ぶことができ
ます。

SNSとの付き合い方を考える
　本番組には、炎上する可能性のあ
る危ない投稿について、タイプ別にわ
かりやすく解説をしている場面や、番
組出演者がSNS投稿をする際に気
をつけていることについて話す場面
があります。女子高生の“炎上”ストー
リー以外にも、さまざまなSNSとの
付き合い方を学び、自分にあった利
用方法を考えることができます。



49

江別市立
大麻泉小学校
教諭　前多香織

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：高校対象校種：小学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分

① 「SNSの利用率」と「SNS上でのトラブル経験の有無」
を見て、何が問題なのかを発見する。

② 発見した問題を発表しあい、どうしたらSNSのトラブル
を防ぐことができるか、考える。

○ 総務省『社会課題解決のための新たなICTサービス・技
術への人々の意識に関する調査研究』（2015）から、

「SNSの年代別利用率」、「SNS上でのトラブル経験の
有無」を提示して、問題発見をさせる。

26分

③番組をまるごと視聴する。

知らない人の面白い様子を無断
で撮影し、SNSに投稿する。

“炎上”が始まり、個人情報が拡
散していく。

自分で反省し、“炎上”の解決のた
めに行動をしていく。

○ 下記の（1）〜（3）に気をつけて、メモをとらせながら視
聴させる。

（1）どのようなトラブルか 
（2）トラブルになった理由 
（3）大事だと思ったこと

14分

④ 視聴前に提示した（1）〜（3）についてクラス全体で発
表し合う。

⑤ SNSで気をつけたいことを、一人1つ考え、クラス全体
で交流する。

⑥ 学習を振り返り、自分のSNSルールを最低3つ作る。

○トラブルの内容、理由、大事なことは何かを問う。

○ 一人一人が、カードに気をつけたいことを書き、黒板に並
べて交流する。

○ 考えたSNSルールは、学級内に掲示し、保護者（家庭）
に伝える。

より深く考える学習展開にするために
　本授業案は、小学校45分（1コマ）で作成しました。児童が主体的に学び、より深く考える学習展開にするために 
2コマ（45分×2）扱いで授業を設計してもよいでしょう。その場合、番組視聴後に児童同士が意見を交流する場面や
全体で発表する場面、自分で学習を振り返る場面の時間を長く設定することができるので、児童自身の考えがより広
がったり、深まったりすることが期待できます。

“炎上”から学ぶ
自分のSNSルールを考えよう

　
　ティーチャーズ・ライブラリーでは、情報リテラシー番組として、『スマホ・リアル・ストーリー』（2015年度版P.48）のDVD貸し出
しも行っています。小学生の主人公に起きるネットトラブルの番組です。小学校児童（低学年〜高学年）におすすめです。ぜひご活用
ください。

関連した番組の紹介コラム

情
報
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防災

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校
総合 学級活動

大学

防災と災害医療の課題について
　外科部長で、宮城県の災害医療コーディネーターも務める石井正医
師。そして、今回の大震災を受けて救命救急チームのリーダーに抜擢
された小林道生医師。想像を超える事態が連続する中、二人の医師は
不眠不休で奮闘しながら、常に冷静沈着に緊急時のリーダーシップを
発揮しました。
　現在もなお、被災者は命を脅かされ、また心のケアを必要としていま
す。そして、現場で苦闘を続ける医師たちが向き合う、地域の医療崩壊
といった現状や災害医療の課題も、この番組を通して考えさせられま
す。被災者のかけがえのない命を守るために、政府や地域行政にはど
んな形の支援が求められるのかを考えるきっかけとなります。

防災意識を高める工夫（防災マニュアル）とその取り組み
　番組中で石井医師は、「後世に伝えるには、何が正しくて何が良くな
かったのかを分析し次の災害の備えをしていくことが必要だ」と語っ
ています。この番組を通して、限られた状況で何ができるのかを考え、
行動に移す姿勢を学べます。さまざまな困難に医師たちはどう立ち向
かったのか、そしてその経験から何を学ばなければならないか、学び
得るかを話し合ってほしいと思います。
　災害発生から驚異的な速さで医療体制を整え、トリアージエリアの
設置が完了しました。そのスピードを可能にしたのが、精緻に作成さ
れたマニュアルでした。その重要性やマニュアル内容を学び、マニュア
ルにはない想定外の事態が発生した時、試練を知恵へと変える方法
を石井医師の行動から探り考えてほしいと思います。番組の視聴を、
防災を意識し、災害対策を考えるきっかけにすることができます。防災
を支える社会基盤、命を守る新たな仕組みについて学びを発展させ
ていきましょう。

果てなき苦闘　
巨大津波　医師たちの記録

（2011年放送）

NHKスペシャル

災害時の医療現場
　2万3千人を越える死者・行方不
明者を出した東日本大震災。宮城県
石巻市は、巨大津波で医療機関のほ
ぼ全部が機能停止、唯一残った石巻
赤十字病院が、地域20万人の命を
守り、支え続けました。最前線の災害
医療活動の貴重な記録です。

医療従事者の活動と献身
　津波による低体温症、ガソリンが
肺に入って起きる「津波肺」という肺
炎、避難所の食料不足や劣悪な衛生
環境…病院は、日本の災害医療がか
つて経験したことのない事態に直面
しました。地震直後の病院内の映像
とNHKの3か月間の取材から、災害
弱者を支え続けた石巻赤十字病院
の苦闘をたどります。
　本番組を通じて、マニュアルには
ない想定外の事態に、どう考え、何を
しなければならないかを話し合い、
防災学習につなげていきましょう。
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東北学院中学校・
高等学校
教諭　氏家洋治

執
筆
者学習展開例 授業時間対象校種：高校

時間
配分 学習活動 教師の支援

10分

①事前に災害時のマニュアルについて調べておく。
・ 避難方法や避難場所の確認、災害に対する備えについて

話し合う。

○ 現在住んでいる地域の災害時のマニュアルについて
話し合う（マニュアルの重要性について意見を述べさ
せる。存在しない場合は、そのことの問題点について
考えさせる）。

29分

②番組を視聴しながら気付いたことをメモし考える。

　
トリアージの準備：救急患者に治
療の優先順位をつけ色分けする。
 （開始〜13分3秒）

医療以前に食料についての改善
を訴える石井医師。
 （13分3秒〜28分48秒）

○ 番組で気付いたことや自分の考えを可能な範囲でメモ
させる。

○視聴の中で注目させたいポイント
・ マニュアルがあったからこそ迅速な準備ができたことを

確認させる。
・通常の15倍の患者や生活の場を失った被災者への対応。
・低体温症、津波肺などのさまざまな症状の治療。
・ローラー作戦（アセスメント）。
・食料不足の問題や限られた医療資源の扱い方。
・食料配給システム。
・医療スタッフの多くが被災者であること。

11分 ③番組を視聴して、気が付いたことを話し合う。 ○番組を視聴し、考えたことなどを話し合わせる。

15分 ①前時の学習を振り返る。 ○前時の学習を振り返り、本時の学習につなげる。

21分

②番組を視聴しながら気付いたことをメモし考える。

　
転院患者を見送る小林医師。
 （28分48秒〜37分54秒）

マニュアルのあり方について問
う石井医師。
 （37分54秒〜49分37秒）

○ 番組で気付いたことや自分の考えを可能な範囲でメモ
させる（28分48秒〜49分37秒まで視聴）。

○視聴の中で注目させたいポイント
・感染症、肺炎、胃腸炎患者が次々に来院（通常の5倍）。
・患者を被災地以外へ転院。
・衛生問題（劣悪な衛生環境、感染爆発の恐れ）。
・行政によるインフラ整備（追いつかない）。
・ 国際赤十字からの給水システム（難民キャンプで使用さ

れるもの）。
・福祉の崩壊、災害弱者をどう助け支えるか。
・地域医療の再建築という課題。

14分

③番組を視聴して気が付いたことを話し合う。
・マニュアルの重要性について改めて考える。
・ マニュアルにはない事態が発生した時どうするかを話し

合う。

○番組を視聴し、考えたことなどを話し合わせる。
○自分ができること（防災）とは何かを考えさせる。
○ さまざまな自然災害にどのような対策をしているか、防

災学習や避難訓練を通した発展学習、防災意識を高める
工夫・取り組み方に導く。

（※視聴に関しての注意：津波の映像が含まれています）

マニュアルにはない事態が
発生した時、あなたはどうする？

防
災
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環境

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
総合 学級活動社会

時代背景を考える
　「もはや戦後ではない」と経済白書が記した昭和31年（1956年）、日
本の都市部では経済発展がもたらした繁栄を享受し始めていました。
その豊かな暮らしを支えた一つが、重化学工業です。
　当時の時代背景を知ることにより、経済発展の中で犠牲になった人々
の生活や生命の尊さについて、理解を深めることができるでしょう。

一人の人間として考える
　細川医師は、分け隔てなく患者を受け入れ、信頼を得ていました。昭
和31年4月21日、事件が起こります。5歳の女の子が全身をけいれんさ
せ病院に運び込まれました。1週間後には、妹も同じ症状で運び込ま
れてきます。「同じような病気の人が近所には何人もおります。」そう母
親が告げました。
　チッソは隠蔽に走りますが、細川医師は「真実を確認できるのはチッ
ソの内部にいる、自分だけ。」と一人で行動を始めます。
　医師としての信念を大事にし、水俣病と向き合い続けた細川医師。そ
の苦悩を考えることで、一人の人間としてどう行動したらよいか深く考え
ることができます。

企業の社会的責任について考える
　当時の水俣市の人口およそ5万人のうち、チッソに勤める人は就業人
口のおよそ半分。さらに市の税収の半分以上がチッソからもたらされ
ていました。市はまさに、チッソの企業城下町でした。唯一の総合病院
も、チッソの附属病院でした。
　院長である細川医師は、企業側の人間でありながら、この水俣病を
最初に発見し、明らかにした人々の一人です。企業の社会的責任という
視点からも、この問題を考える必要があります。

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年放送）

水俣病とは
　我が国の公害病の原点といわれ
る水俣病。手足の感覚がなくなり、身
体が震え、話すこと見ることさえも
できなくなる病気です。重症になる
と死に至ります。その原因は、化学工
場が海に垂れ流していた工場排水に
含まれる毒性の強い物質・有機水銀
でした。

細川一とは
　この事実を、企業の側にいながら
明らかにしようと苦しんだ、一人の医
師がいます。企業の附属病院の院長
である細川一（はじめ）医師です。「私
には会社に忠実である前に、医者と
しての天命がある。」─そう考えた細
川医師は、企業側の人間でありなが
ら、未曽有の病の原因究明に乗り出
します。
　詳細な調査と実験を繰り返し、つ
いに病気の原因が、自らの会社であ
るチッソ（新日本窒素肥料株式会社）
にあることを突き止めたのでした。
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学習展開例 授業時間対象校種：高校

もはや戦後ではない　人命は
生産より優先するということを、企業全体に要望する

海陽町立海部小学校
教諭　溝内正剛

執
筆
者対象校種：小学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

10分 ①公害について、知っていることを発表する。 ○ 我が国の四大公害病や環境破壊、環境汚染等の原因や問
題について、知っていることがあれば発表するよう促す。

20分

②番組を視聴しながら考える。

水俣病の症状と原因、そして医
師としての責任を全うしようと
した一人の医師を紹介する場面。

（開始〜3分3秒）

高度経済成長期の日本と、公害
問題との対比や、細川医師の苦
悩の場面。

（3分3秒〜20分30秒）

○開始から3分3秒の場面で一時停止をする。
○ 水俣病の原因や、患者や家族の苦悩などを考えながら

視聴させる。

○ 細川医師の立場（一人の医師として、また会社の附属病
院の医師として）について、必要であれば説明を付け加
え、理解した上で視聴できるようにする。

○ 当時の時代背景（高度経済成長期であり、環境より経済
発展が重視されていた時代）について考えながら、視聴
するよう促す。

○ 20分30秒の「細川は悩みます。」のナレーションの後、
一時停止をする。

15分

③番組を半分視聴後、感想を話し合う。
・水俣病について考える。
・細川医師の苦悩について考える。

○自由に意見が言えるよう配慮する。
○ 水俣病の原因や、症状について、また、患者や家族の苦し

みについて、意見が出るよう働きかける。
○ 「工場が白か黒かを見極めるのは会社の医師としての

責任だ。」と言った、細川医師の思いについて考えられる
ようにする。

○ 水俣病患者をどう救い、家族をどう守ればよいのか、問
題提起を行う。

5分 ①前時の学習を振り返る。 ○ 前時の学習時のキーワード（水俣病／チッソ／高度経済
成長）を提示し、本時の学習につなげる。

25分

②番組を視聴しながら考える。

公害問題に対する社会的意識の
高まりと、証拠隠蔽に走る企業。

（20分30秒〜25分27秒）

チッソを退職し、故郷に帰った細
川医師と、病に倒れ、臨床尋問を
受ける場面。

（25分27秒〜最後）

○20分30秒あたりから番組を再開する。
○ 原因がわかっても、十分な対策を講じない会社について

考えるよう促す。
○ 25分27秒の「11年前のことでした。」のナレーション

の後、一時停止をする。

○ 高度経済成長の影の部分に気が付くよう呼びかける。
○ 病床にあっても真実を語ろうとした、細川医師の決断に

ついて、考えながら視聴するよう話す。
○番組の最後まで視聴を行う。

15分

③番組視聴後、感想を話し合い、意見をまとめる。
・水俣病訴訟の勝訴について考える。
・これからの企業のあり方について考える。

④環境を守るために、今後自分たちがすべきことを考える。

○自由に意見が言えるよう配慮する。
○ 患者側の勝訴で終わったが、亡くなった方や、その家族の痛

みは癒えないこと、今も苦しみは続いていることを話す。
○ 「人命は生産より優先する」という言葉の重みを、考える

よう話す。

○この問題を今後も風化させないよう、考えさせる。

環
境
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環境

この番組の良さ 番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
理科 総合公民社会

身近な場所で起きている野生動物の被害と関連づけて考える
　番組で示されているサルによる農作物の被害や人的被害、シカによ
る食害の実態をより実感するために、あらかじめ自分たちの住んでい
る地域や近隣の市町などの実情を調べておくとよいでしょう。
　野生動物との境界が近くなっているさまざまな原因や背景について、
自分たちの住んでいる地域の実態を思い浮かべながら視聴し、対策に
ついて考えていくことで、番組をより有効に活用することができます。

野生動物から現代社会がかかえる課題について考える
　野生動物の激増や人的被害の増加の原因として、里山の開発、農
山村の過疎化や高齢化などが挙げられます。問題点を整理し議論す
ることで、これらが人間の暮らしの変化に起因していることに気付く
ことができます。ここでは、番組の内容について話し合うだけではな
く、5年社会科「日本の農業生産のかかえる問題」や「環境問題」、 
6年社会科「戦後の急激な発展」、6年理科「生物のつながりと環境」
など、各教科で学んだことと関連づけ、横断的に扱うことで、より深く考
えられるように計画するとよいでしょう。

見出した課題から、人間と野生動物との共存について考える
　発達段階や子供の実態に合わせて、有害な野生動物はいない方が
がいいのか、人間と野生動物の共存は難しいのか、話し合ってみましょ
う。さらに、野生動物の数を管理する方法にはどんなものがあるか、世
界の実例や過去の歴史を自分たちで調べて発表し、討論することで、
問題解決的に考えることもできるでしょう。ともすると、人間か野生動
物かというように対立的に見てしまいがちですが、「共存の道を探る」と
いう視点で議論していくとよいでしょう。

急増する野生動物被害
〜拡大の実態〜

（2014年放送）

クローズアップ現代

野生動物による被害の実態を知る
　番組では、全国各地で急増する野
生動物による被害について、その実
態を明らかにしていきます。サルに
かまれた人の証言やシカの食害に
よりあらわになった山肌の映像など
は、たいへん衝撃的です。

深刻な状況を招いたのは
　農作物の被害にあった農家の証
言、凶暴化した野生動物に襲われた
住民らの体験談、拡大する野生動物
の分布域のデータなどから、野生動
物に今何が起きているのかを知る
ことができます。また、野生動物が
集落に出没するようになった原因や
生息域を拡大した背景について迫っ
ていくことで、人と野生動物の境界
とその変化について考えることがで
きます。どうしてこのような深刻な
状況を招いたか、人間のくらしの変
化と野生動物とのつながりを考える
きっかけになります。
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学習展開例 授業時間対象校種：高校

人と野生動物の境界とは？
急増する野生動物との共存は可能か

沼津市立内浦小学校
教諭　加納　真

執
筆
者対象校種：小学校

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分

①野生動物被害について知っていることを発表する。 ○ 地域で実際に野生動物被害があればそれを扱い、なけ
ればニュースなどで見た経験や知識を話し合う（事前に
調べ学習を進めておくとよい）。

○ 番組に登場するサルとシカに限らず、イノシシやハクビ
シン、放流した稚魚を食べてしまう魚など、身近な問題
であることを実感できるようにする。

5分

②番組の冒頭を視聴する。

住民を襲ったサルにかけられた
懸賞金のポスター。

（開始〜1分41秒）

③問題となっていることが何なのか話し合う。

○ 番組の冒頭を視聴し、急増する野生動物による被害が
拡大している実態をつかめるようにする。

○ サルとシカについて取り上げている番組であることを
確認し、構造的に板書する。

○ 視聴後に、なぜ被害が拡大しているのか、被害拡大の背
景や原因について焦点化し問題意識を高めていく。

25分

④続きを視聴する。

サルと人間の境界線の変化が個
体数の増加につながっている。

（1分41秒〜最後）

サルと人間の距離が近づいてい
る上に、繁殖力が高まっている。

2000年以降、3倍に急増した
長野県のシカの生息数。

冬場、シカが必要とする塩分を
供給しているのは人間であった。

○ サルとシカそれぞれについて、被害の急増の実態と背景
などをメモしながら視聴するように伝える。

○ 野生動物の被害や、急増の原因、対策についてのキー
ワードをあらかじめカードに書き、用意しておく。

・農業被害：4年連続200億円
・生息域の拡大
・人的被害の増加
・中山間地の過疎化・高齢化
・糖度の高い農作物
・境界線の変化と個体数の増加
・電気柵、犬、捕獲
・環境異変と観光業への影響
・思わぬ要因
・ハンターの減少
・野生動物との共存
・若手や人材の育成
　など

○ 視聴中に子供たちのつぶやきがあれば、それを板書して
いくとよい。

10分

⑤ 野生動物による被害の拡大と人間生活との関係につい
て話し合う。

○ 視聴を通して考えたことを基に問題点を整理し、「野生
動物との共存は可能か」ということに絞って話し合いを
進める。

○ キーワードをつなぎながら、人間生活や社会構造の変
化など、現代社会がかかえる問題点や課題ついて、みん
なで考えを広げる。

環
境
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学ぶ
楽しさ

この番組の良さ   番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
国語

俳句で感性を磨く
　俳句は、季節感を表す季語を含めた五・七・五の十七音で構成され
ています。この文字数の制約が、聞き手に鋭く深く伝わる言葉や組み合
わせを選び出すことにつながり、心揺さぶる俳句を生み出しています。
また、そこに削られた言葉、風景、気持ちは何かと想像を生むことで、
十七音で表された言葉の世界をふくよかなものにし、より生きたものに
します。番組を通じて、このような俳句や言葉の面白さに触れることが
でき、人に伝わる表現力や感性を磨くことのすばらしさについて、理解
を深めることができます。

五感を使った俳句作り
　番組では、高校生の俳句作りの様子が紹介されています。愛媛県立
伯方（はかた）高校では、実際に海へ行き、目で見て、音を聞き、におい
を感じ、手や足で触り、海水を味わうなどして、そこで感じた自分だけ
の発見や感じたこと、伝えたい思いを俳句として紡ぎ出していきます。
五感を使った俳句がどのように生み出されていくのかを学ぶことがで
きます。自分の感性を大事にし、思いを俳句に表していくことの楽しさ
やすばらしさを伝えてくれます。

言葉についての見方、考え方、感じ方を育てる学習
　本番組に合わせて、自分の身の回りのものを見直し、そこに見つけた
自分の大切な思いを込めて俳句を作っていく活動や、俳句に込めた思
いを話し合う活動を取り入れると効果的です。また、句会などを開き、
俳句や言葉について楽しむ場を設定すると、より効果を上げることが
できます。大切なのは、俳句の出来ではなく、言葉についての多様な見
方、考え方、感じ方を交流する活動を取り入れ、人それぞれの感性の違
いを楽しむ活動を取り入れていくことです。

俳句甲子園2012
〜17音に“思い”をこめて〜

（2012年放送）

「俳句甲子園」とは
　全国高校俳句選手権大会（通称：
俳句甲子園）は、毎年8月19日（俳句
の日）頃に開催されている、高校生
を対象とした俳句コンクールです。
俳人である正岡子規や高浜虚子など
の出身地であることから、1998年
から愛媛県松山市で開催されてい
ます。
　全国大会には、地方大会及び投句
審査によって選出された36チーム
が出場できます。本番組は、2012
年の全国大会の様子を収めたドキュ
メンタリー番組です。

2012年の「俳句甲子園」の良さ
　本番組は、2012年の放送ですが、
俳句甲子園の良さが詰め込まれてい
ます。メインイベントである決勝戦や
準決勝をクローズアップしたり、生
徒の作句ノートやたくさんの短冊を
紹介したりするなど、俳句の作り手
である高校生に焦点を当てながら、
俳句作りの面白さを伝える内容に
なっています。
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学習展開例 授業時間対象校種：高校

17音の言葉の響き、美しさ
見方、考え方、感じ方を豊かにしよう

西条市教育委員会
指導担当専門員　
山内雅博

執
筆
者

対象校種・授業時間：	小学校	
中学校、高校

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分

①俳句作りで大切なことは何かを話し合う。 ○ 文字数、季語など、俳句の基本的な内容について確認
する。

〇 番組を視聴する視点として「俳句作りで大切なことは
何か」を意識できるようにする。

45分

②番組を視聴しながら考える。

俳句甲子園・準決勝のディベー
トの様子。

吟行をする愛媛県立伯方高校の
皆さん。

○ 番組を視聴する中で、大切なことだと感じたことや気付
いたことがあれば、メモを取るよう指示する。

〇 俳句甲子園は、俳句の出来栄えだけを競うのではなく、
その俳句に込められた思いを伝えるディベートも大事
であり、それらを含めて勝敗が決まることを確認する。

〇 高校生の俳句作り（吟行）の場面から、俳句作りで大切
なことについて考えるよう声掛けする。

〇 五感を使って感じ取り、自分が感じたことを確かめて俳
句に表していく様子に注目するよう声掛けする。

10分

③ 俳句作りで大切なことについて、番組を見ての感想や気
付きを基に、話し合う。

○ ペアやグループで、番組を見ての感想や気付いたこと
を話し合うことで、俳句作りで大切なことについて、考
えをまとめることができるようにする。

○俳句作りで大切なこと
・季節を表す季語を取り入れる。
・五感を使い、感じたことや思いを表す。
・自分の気付きや感性を大事する。
・言葉の響きや美しさ、リズムを意識する。
・何を伝えるのかをしっかりと考え、俳句に表す。
・言葉を吟味し、自分の思いを伝える。　など

（小学校）
25分
／

（中学校
・高校）
35分

④ 俳句を作り、俳句とその俳句に込められた思いを話し
合う。

〇 どんな気付きや思いを込めて俳句を作ったのかを、ペ
アやグループで紹介し合うことで、それぞれの感じ方の
違い、表し方の違い、その良さに気付くことができるよ
うにする。

〇 時間が取れるのであれば、ミニ句会などを開き、俳句や
言葉について楽しむ場を設定する。

5分
⑤今日の学習の振り返りを書く。 ○ 今日の学習で学んだことをノートなどに書く。時間があ

れば、振り返りや感想を交流し、いろいろな考え方に触
れることができるようにする。

　
　愛媛県松山市には、俳句だけでなく、文化的な建物や資料館が多数あります。その中でも、子規記念博物館には、6万点近くの子
規関係の収蔵資料と幻と呼ばれた子規自筆の選句集『なじみ集』の一部などがあります。子規記念博物館は、道後温泉のすぐ近く
にありますので、ぜひ温泉を楽しみながら一句ひねってみてください。なお、松山市には、俳句を投稿することのできる投句ポスト
もたくさんあります。ぜひ、おいでなもし。（子規記念博物館のHP：http://sikihaku.lesp.co.jp/index.html）

俳句の文化にふれようコラム

学
ぶ
楽
し
さ
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この番組の良さ   番組活用のポイント

中学校 高校小学校高学年
公民社会 商業

紙幣と貨幣の違いから学ぶ
　番組は又吉さんが虫眼鏡で貨幣や紙幣をじっくりと見る場面から始
まります。500円に刻まれた「日本国」と1万円札に印刷された「日本銀
行券」の違いを明確にし、「お金の正体」を明らかにしていきます。
　番組内で又吉さんが「なぜだろう？」、「ちょっとわかりません」と悩
む場面が数か所あるので、視聴を一時停止して、答えを予想させるなど
の活用が効果的です。また、普段意識せずに使っているお金がどのよ
うに作られているのか？ 1円玉1枚を作るのにどのくらいのコストがか
かるのか？ 貨幣鋳造収入って？ たくさんのお金を発行すると国がもう
かる？「紙幣＝国債」？ など、番組内での疑問を取り上げ、調べ学習や
グループで話し合いをさせる場面等を設定すると、児童生徒の主体的
な学びが期待できます。

教科書の言葉のイメージを拡げる
　日本銀行や国債など、日常生活では利用する機会がほとんどないた
め、なかなかイメージしにくいのが現状です。番組では日本銀行や民
間銀行、政府や印刷局について、図やモデルを使って説明します。国債
の動きや税金との関連を具体的に説明しているのでとてもイメージし
やすく、説明の場面で補足的に番組を活用することで「知識・理解」が
深まります。
　また、進んだ学習として、市場に出回るお金の量を調整し、安定した
物価の実現に努める日本銀行の役割や、紙幣を発行する発券銀行とし
ての役割、政府の資金管理の役割なども扱えます。インフレやデフレ
といった状況を招く背景や、経済政策について考えるなど、部分視聴に
よっては校種に応じた課題設定が可能なので、幅広くお金に関する学
習が可能であり、興味をもって学べる教材となります。

“お金”の正体って…　前編

（2014年放送）

オイコノミア

経済を身近に感じる番組
　この番組は、日常生活の中での経
済について、芸人で作家である又吉
直樹さんが、コメンテーターとのや
り取りを通しておもしろく、そして楽
しく学んでいく番組です。
　番組の随所に興味を引く仕掛け
が施されており、24分という番組の
長さが教材としても使いやすく、さま
ざまな教科で活用できます。特に、
視聴者にも考えさせる場面が多数
設定されており、身近なものから経
済を感じ、「人々がどのように生きれ
ば皆で一緒に幸せになれるのか？」
を考えさせられます。

貴重な映像が満載
　番組には、お金の製造過程など普
段目にすることのできない貴重な映
像が満載です。「お金の正体」を探る過
程からさまざまなつながりが見えて
きて、思わず「なるほど！」と言いたく
なります。特に番組内の「なぜ？」に対
してすぐに答えを出さない構成なの
で、参加型の学びができる番組です。



59

学習展開例 授業時間対象校種：高校

「お金の正体」から
日本銀行の役割を考える

大分県立
津久見高等学校
指導教諭　森　浩三

執
筆
者

時間
配分 学習活動 教師の支援

5分
①お金について知っていることを発表する。
・紙幣と硬貨がある。
・国によってお金が違う。　など

○お金について知っていることを発表させる。

20分

②番組を視聴する。
・「貨幣鋳造収入」など、気付いたことをメモしておく。
・ペアやグループで意見交換する。

③ 紙幣の正体について、考えたこと・予想したことを発表
する。

虫眼鏡で500円硬貨と10,000
円 札 を 観 察し、違 い に 気付く 
様子。

紙幣と硬貨の違いとは？

※必要に応じてメモを取らせる。
○ 13分29秒で一時停止し、「紙幣の正体」について全員に

考えさせる。
○ 数人に問いかけてみる。答えは出なくてよい。発言を促

すヒントを出すと効果的である。
○ 数人やグループで討議させるとさまざまな意見が出や

すい。

25分

④番組を最後まで視聴する。
・気付いたことをメモしておく。
・わからない言葉等はチェックする。

街頭での聞き取り調査の様子
難しい質問に首をかしげている。

⑤ 紙幣と国債の流れ、政府と日本銀行のつながりについ
て、視聴で気付いたことなどを参考に意見をまとめて発
表する。

○ 「紙幣の正体」が「日本銀行の借用書」であることを踏
まえ、政府と日本銀行とのつながりを考えさせる。

○ 図やモデルで、紙幣や国債の流れを説明している場面
については一時停止し、紙幣や国債の流れについて確
認させる。

モデルを使用し、紙幣や国債の
流れと、政府と日本銀行とのつな
がりを説明している。

　
　番組では貨幣の発行や紙幣の正体に着目していましたが、地域通貨や電子マネー、ビットコイン（仮想通貨）など、お金に代わっ
て使用され始めている「通貨」を取り上げ、そのしくみや既存の紙幣や貨幣とのつながりを学んでいくことで、進んだ学習として授
業の幅も広がっていくでしょう。

紙幣や貨幣以外のお金を考えるコラム

学
ぶ
楽
し
さ
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		番組活用のポイントこの番組の良さ

中学校 高校小学校高学年
総合図工 美術

校外学習の事前学習に
　修学旅行などの校外学習で訪れることの多い京都や奈良。見学コー
スに必ずと言っていいほど入っているのが神社や寺の歴史的建造物
です。中でも五重塔は、その大きさと形の美しさから印象に残りやす
い建物です。現地で直接見る前に、この番組を視聴して鑑賞の「ツボ」
を押さえておきましょう。どんな部分に注目すればいいのか、番組では 
3つの「ツボ」が提示されます。そのうち1つめと2つめは塔の造形とシ
ルエットについての「ツボ」です。ノートに控えるなどさせて、記憶にと
どめさせます。現地で2つの「ツボ」を思い起こさせながら、五重塔の
美をじっくり味わわせるようにしましょう。

日本の美を再認識するきっかけに
　五重塔のように目立ちませんが、石畳も代表的な日本の美です。足
元にあるため気にとめにくい存在なので、番組を視聴させて、その美し
さに気付かせたいものです。東京日本橋の商店街の人は、路面をアス
ファルトから石畳にする際、シンプルな四角型の石の組み合わせを選
びました。東京神楽坂の扇模様の石畳は、花柳界の人々の「粋」の表
れだと地元の人は説明します。一方、京都の表千家不審菴の庭にある
石畳は山道を行くかのような自然な配列、そこには千利休の美学が込
められていると言います。このように、石畳にはそれぞれ、そこに住む人
の思いがこもっていることを番組は教えてくれます。校外学習でこれら
の場所を訪れる予定があれば、事前に番組を見せて、足元に隠れた日
本の美に興味をもたせましょう。

File 54　五重塔

（2011年放送）

鑑賞マニュアル　美の壺
（2007年放送）

File 216　石畳
鑑賞マニュアル　美の壺

鑑賞のためのマニュアル
　器、家具、着物、料理、建築などさ
まざまな物の美しさをどう味わう
か、その方法を教えてくれる、「美の
鑑賞マニュアル」とでもいうべき番
組です。鑑賞方法が「ツボ」として整
理して示されるので、この番組を見
れば、素人でも「通」のように鑑賞で
きるようになります。

旅先でよく見る物の美しさ
　「五重塔」と「石畳」、どちらも旅先
で見かけることの多い物です。番組
で鑑賞の「ツボ」をマスターしてか
ら現地に行けば、対象の美しさをよ
り深く味わうことができるでしょう。
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学習展開例 授業時間対象校種：高校

修学旅行で五重塔を鑑賞する
「ツボ」を押さえよう

向日市立勝山中学校
教頭　廣川伸一

執
筆
者

時間
配分 学習活動 教師の支援

4分 ① 修学旅行で訪れる先にある五重塔について、番組を見て
学習することを知る。

○ 五重塔を鑑賞するポイントが「ツボ」として示されるの
で、しっかり見るように指導する。

16分

② 気付いたことをメモしながら、番組を視聴する。

お釈迦様の骨を納めたお墓（ス
トゥーパ）が姿を変え、日本で発
達したのが五重塔。実用的な住
居でなく、信仰の対象として建て
られた。 （開始〜3分44秒）

翼を広げたような軒の曲線。
木の性質を知り抜いた宮大工の
技に支えられた造形美。

（3分44秒〜10分00秒）

最下層から最上層までの大きさ
の変化が生む独特のリズム＝逓
減率（ていげんりつ）によりプロ
ポーションを分析。

（10分00秒〜15分55秒）

○メモを取りながら番組を部分視聴させる。

○注目させたいポイント
・五重塔の起源
・作られた目的

鑑賞のツボ その1 
「軒の曲線に木の技を見よ」

鑑賞のツボ その2 
「層が刻むリズムを味わえ」

5分

③2つのツボを中心に、鑑賞する際の着眼点を確認する。 ○ 鑑賞のポイントしっかり整理させ、修学旅行で現地に
行ったときに、ツボを意識しながら五重塔の美しさを
味わうよう指導する。

※ 場合によっては番組の残りの部分を視聴させてもよい
が、それにより2つのツボの印象が薄れないよう配慮が
必要である。

　『File 54　五重塔』は、国語科の補助教材としても使えます。中学2年生の国語教科書に『五

重塔はなぜ倒れないか』（著：上田篤、光村図書）という説明文が載っています。実物の五重塔

を見たことのない生徒にイメージをつかませるのに本番組を活用できます。

　『File 216　石畳』は美術の授業で活用できます。美術科の「鑑賞」分野に「日本の美術や

伝統と文化」の学習があります。日本的な模様、日本人の美意識を理解させるのに最適な番組

です。

　2本の番組をきっかけとして、自分たちで美の壺を探す、「マイ美の壺さがし」という学習展

開も考えられます。小学校で図工と総合を関連づけた学習を計画してはいかがでしょうか。

教科での活用例コラム

学
ぶ
楽
し
さ
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