
 はじめに
1959（昭和34）年1月10日（土），日本最初

の教育専門テレビ局としてNHK東京教育テレ
ビジョン放送局（以後「NHK教育テレビ」と表
記）が開局した 1）。

その後，1959年2月に日本教育テレビ（NET，
現在のテレビ朝日），1964年4月に東京12チャ
ンネル（現在のテレビ東京）が教育専門局とし
て開局したが，両局とも1973年11月に総合番
組局に移行，教育専門局として公共放送と民
間放送とが併存する期間は15年弱で終わる。

その後，NHK教育テレビは唯一の教育専
門局として，全国放送を基本としつつ「教育番
組75%以上，教養番組15%以上」という編成
比率で，60年間放送を続けている2）。

本稿では，このNHK教育テレビ60年の歴
史を，NHKが毎年度策定・公表している「国
内放送番組編集の基本計画」（以後「番組編

集基本計画」と表記）3）をもとに，各年度の放
送番組時刻表，NHK放送文化研究所（以後

「NHK文研」と表記）の調査や論考 4），NHK
教育テレビ開局周年記念番組の内容（付表2）

などを参照しながら分析する。
14頁の付表1に示す番組編集基本計画の変

遷をみると，「教育テレビジョンの編成を刷新」
「新たな教育テレビ像の確立」などと記され，
編成が大きく変わった年度として，1976年度，
1982年度，1990年度，1999年度，2003年度，
2011年度などが挙げられる。

本稿では学校教育番組 5）を中心に番組が
編成されていた1959年度の放送番組表を起
点に，生涯学習番組が増加した1982年度，
1990年度から始まる「ゾーン編成」6）を徹底し
た2003年度の放送番組表を示しながら，「開
局（1959年）からの20年」「開局20年（1979年）
からの20年」「開局40年（1999年）からの10
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教育テレビ60年
生涯学習波への広がりと
インターネット展開

メディア研究部  宇治橋祐之　

1959年1月，日本初の教育専門局として開局したNHK東京教育テレビジョンは2019年で60年を迎える。
当初は学校放送番組や語学番組などの講座番組が中心であったが，1980年代には社会全体が生涯学習を志向
するようになったこともあり，子ども向け番組や，社会人と高齢者を対象とした番組が増え，90年代からは

「ゾーン編成」が取り入れられる。2000年代になると，さらに多様な番組を展開するとともに学校放送番組や
趣味実用番組を中心に，インターネットへの展開を積極的に進めている。2009年，教育テレビ開局50年には

「ETV50 学ぶ冒険」をテーマに特別番組を放送したりイベントを開催したりした。2011年には「Eテレ」という
愛称を採用，「未来を志向するチャンネル」として番組を改変し，2017年からは「みつかるEテレ」をキャッ
チコピーとして，さまざまなキャンペーンやイベントを展開している。

本稿では教育テレビ60年の歴史を，各年度の「国内放送番組編集の基本計画」と放送番組時刻表をもとに，
NHK放送文化研究所の調査や論考，教育テレビ開局周年記念番組の内容などを参照しながらみていく。



年」「開局50年（2009年）からの10年」の4つ
の時代の編成をみていく。

1959年の開局からの20年は，放送時間全
体が増える中，特に学校教育番組が増えてお
り，「学校教育波」の時代といえる。

続く1979年からの20年は，社会全体が生
涯学習を志向する中，子ども向け番組や，社
会人と高齢者を対象とした番組が増えていく

「生涯学習波」の時代に移行する。特に1982
年度の改定で生涯教育番組や趣味実用番組
が増え，1990年度からは「母と子のテレビタイ
ム」として夕方に子ども向け番組を集中編成し，

「ゾーン編成」が始まる。
1999年度からの10年は「ゾーン編成」を広

げるとともに，専門番組の総合編成という色彩
が濃くなる。特に2003年度に編成を大きく変
えた。

開局50 年の2009 年は「ETV50 学ぶ冒険」
というキャッチコピーを掲げ，年間を通じて「も
う一度見たい教育テレビ」のリクエストを受け
付ける。2011年度からはチャンネルの愛称を

「Eテレ」として，個性的な番組群を並べたり，
ウェブサイトやSNS，データ放送などのデジタ
ル展開を進めたり，いじめや発達障害などの
キャンペーンやイベントを進めるなど，放送番
組を中心とした多様な展開をしている。

教育専門局という特性を生かしつつ，時代に
対応してきたNHK教育テレビの60年をみる。

月 火 水 木 金 土 日
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（再）ぼくらの実験室
（小学校高学年）

（再）たのしい教室
（小学校中学年）

（再）テレビの旅
（小学校高学年）

（再）かんさつノート
（小学校中学年）

（再）くらしの歴史
（小学校高学年）

（再）わたしたちのくらし
（小学校中学年）

フィラー
理科教室小学校5年生 理科教室小学校6 年生 理科教室中学校1年生 理科教室中学校 2年生 理科教室中学校3年生 理科教室高等学校
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みんないっしょに（幼稚園）大きくなる子（小学校低学年） 人形劇（幼稚園） はてなはてな（小学校低学年） おててつないで（幼稚園） かずとことば（小学校低学年）
テレビ見学

（小学校高学年）
（再）芸術の窓

（中学校）
（再）保健と体育

（中学校）
（再）科学ノート

（中学校）
（再）世界と日本

（中学校）
（再）英語教室

（中学校）
たのしい教室

（小学校中学年）
テレビの旅

（小学校高学年）
かんさつノート

（小学校中学年）
くらしの歴史

（小学校高学年）
わたしたちのくらし
（小学校中学年）

ぼくらの実験室
（小学校高学年）

テスト・パターン，
レコード

テスト・パターン，
レコード

テスト・パターン，
レコード

テスト・パターン，
レコード

テスト・パターン，
レコード

テスト・パターン，
レコード
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0 おしらせ

1
芸術の窓（中学校） 保健と体育（中学校）科学ノート（中学校）世界と日本（中学校） 英語教室（中学校） 教師の時間 日曜見学　または

NHK日曜大学母親から教師から
2

6
おしらせ

7
音楽の窓 楽しい工作 人間のあゆみ 体育教室 君も考える テレビ昆虫記 職業展望
英語会話 英語会話 英語会話 英語会話 英語会話

今週のニュースから 日本の課題
8

動物の生態 化学の世界 今日の医学 写真の科学 科学の話題
生活の設計 くらしの科学 西洋の美術 こどもの心 日本の文学 世界と日本

芸術劇場
（音楽，舞踊，演劇）9

農業講座
－園芸－ 工場管理講座 農業講座

－村のくらし－
商業講座

－栄える商店－
技能講座

－テレビ自動車学校－
音楽夜話高等学校講座（初級）

数学Ⅰ－幾何－
高等学校講座（初級）

数学Ⅰ－代数－
高等学校講座（初級）

数学Ⅰ－幾何－
高等学校講座（初級）

数学Ⅰ－代数－
高等学校講座（初級）

数学Ⅱ

10

高等学校講座（上級）
理科

高等学校講座（上級）
数学Ⅲ

高等学校講座（上級）
英文法・作文

高等学校講座（上級）
数学（演習）

高等学校講座（上級）
英文解釈 絵画教室 原子力時代の物理学

ドイツ語初級講座 フランス語初級講座 ドイツ語初級講座 フランス語初級講座 国語研究室 日本の頭脳 マスコミ入門
おしらせ

※『NHK年鑑1960』『昭和34年度学校放送テキスト』をもとに作成
※ 空欄は放送なし
※ 火曜日1:00 ～ 1:20，水曜日11:15 ～ 11:35『保健と体育』（中学校）は『職業と家庭』（中学校）と隔週で放送
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表1　1959年10月 NHK教育テレビ 番組時刻表
曜日

時間

57

20

25

15

35

55

55

57

30

30

30

30
57

30

15

57

20



 1. 開局（1959年）からの 20年

1959年1月10日のNHK教育テレビ開局の日
に放送された記念式典では，岸信介内閣総理
大臣や郵政・文部大臣と並び，学校放送番組
の利用，研究を進める放送教育研究会全国連
盟の山崎匡輔理事長が列席，「生きた教材を提
供される教育テレビジョン」への期待を述べた。

1959 年度の「番組編集基本計画」でも「教
育放送網の拡充をうながすとともにこれに対
応して，学校放送のほか，各種教育番組を拡
充強化」するとされ，開局当初のNHK教育テ
レビは学校放送番組を中心として編成が行わ
れた。

表1の1959年度の番組表では平日の午前と
午後の早い時間に小学校，中学校対象の学
校放送番組が編成されている。特に理科番組
は学年ごとに対応していた。また，1台のテレ
ビを複数のクラスが交代で使って同じ番組を見
られるように，再放送枠も設定されていた。

午後7時以後の時間帯は，語学番組や高校
講座，農業講座などの社会教育番組，科学や
文学などの教養番組を編成。土曜の午後と日
曜は芸能番組や『日本の課題』などの社会番
組が編成された。

NHK教育テレビの1日あたりの放送時間は，
1959年度の6時間20 分が，1967年度には18
時間まで増えるが編成の大枠はあまり変わらな
い。午前中の早い時間に語学番組などの講座
番組が放送されたあと，午前と午後の早い時
間に学校放送番組が，夕方から夜にかけて講
座番組や教養番組が，土曜の午後と日曜には
芸能番組や特集番組が編成されている。

なお，1959年に放送開始の『おかあさんと
いっしょ』は，1985年にNHK教育テレビでの

再放送が始まるまでは総合テレビだけで放送
されており，人形劇やアニメなどの子ども向け
の番組も1980年代までNHK教育テレビでの
放送はなかった。

開局5周年，10周年の記念番組も「学校や
職場などでの利用」の様子が紹介されており，
NHK教育テレビは学校教育を中心とする講座
番組のチャンネルと位置づけられていた。

学校放送番組や語学番組，高校講座など
の講座番組は，番組と連動したテキストが出
版されているのも特徴的である。テキストの発
行は，放送の計画や内容を事前に周知する目
的 7）もあるが，視聴者が放送中に内容を確認
するだけでなく，放送後に学習したり，実際
に試してみたりする際の付加情報を提供する目
的もあった。

1970年代は放送のカラー化も進められた。
71年の総合テレビの全放送カラー化に続いて，
教育テレビも77年に全放送がカラー化される。
70年代後半には家庭でも学校でもカラーテレ
ビの普及率が100%近くに達し，テレビは最も
身近で影響の大きいメディアとなっていく。

こうした時代背景の中，1976年度の「番組
編集基本計画」では，「総合・教育2波の有効
活用」が示され，「学校放送をはじめ各種教育
番組を中心に編成」しつつ「教育・教養番組
を充実・刷新する」と示されている。総合波と
異なる教育波の特徴があらためて求められた
といえる。この年から『日曜美術館』や，一般
成人向けの教養番組『NHK文化シリーズ』が
放送開始，『NHK文化シリーズ』は，その後の

『NHK教養セミナー』『ETV8』『ETV特集』に
つながっていく。1977年度には『聴力障害者
の時間』も新設され，80年代以後の福祉番組
の増加につながっていく。

4 JANUARY 2019



 2. 開局20年（1979年）からの 20年

NHK教育テレビ放送開始20周年の特別番
組として，1979年1月10日に放送された『新し
いふれあい 教育テレビの時代』は，鈴木健二ア
ナウンサーと漫才の春日三球・照代が総合司会
を務め，それまでの周年番組とやや異なる柔ら
かい演出であった。また，特別番組のシリーズ
として放送されたのは『パーソナル現代史「有沢
広巳・戦後経済を語る」』と『NHK文化シリーズ

「日本の風景」』で，どちらも教養番組であった。
1980年代は日本人の平均寿命が75歳を超

え，生涯学習の重要性が指摘された時代であ
る。こうした時代背景の中，1982年度にNHK
教育テレビの大改定が行われる。「番組編集
基本計画」では，「高まる生涯教育への多様な
要望にこたえて，これに資する幅広く魅力ある
番組を，教育テレビジョンとラジオ第2 放送を
中心に編成する」としている。

表2に示すように，平日の朝7時30 分から
の45分間は，81年度まで放送されていた『大
学講座』に代わり『NHK市民大学』が，夜8
時からの45分間は『NHK教養セミナー』が編
成された。また夜7時30 分からの『趣味講座』
も放送本数を増やし，『初歩のヨーガ』や『マイ
コン入門』など，時代に即した新しいテーマを
扱うようになった。土曜夜10時30 分には，司
会・糸井重里，タイトル画・大友克洋，テーマ
曲・坂本龍一の“若者のための若者の番組”

『YOU』が始まり話題を集めた。
こうしてNHK教育テレビは徐々に生涯学習

波へと移行していったが，学校放送番組の利
用率も順調に増加していた。1980 年代に小
学校では95%以上，中学校や高校でも60～
70% 程度に達したが，一方で利用のピークを

迎えてもいた 8）。
1990年度の「番組編集基本計画」では，「教

育テレビジョンは，生涯学習チャンネルとし，
学校放送番組を含む幅広い文化・教育番組や
少数者を対象とする番組を提供して，知的欲
求や心の豊かさを希求する時代の要請にこた
える」として，初めて「生涯学習チャンネル」と
いう言葉を前面に出した。

さらに，1990年度には子ども番組の拡充と
ゾーン編成を導入し，午後4時台を「母と子の
テレビタイム」として，『母と子のテレビ絵本』『え
いごであそぼ』などの番組を新設，1991年度
には朝8時台にもゾーンを広げ，『ひとりででき
るもん !』などの番組を編成した。

開局35周年の1994年の記念番組をみると
『35年目の教育テレビ～その役割と未来』とし
て，「教室の中のテレビ」（学校放送番組），「青
春を探し続けて」（青少年向け番組），「福祉・
ささえあう社会へ」（福祉番組），「“知”のアンテ
ナをめざして」（教養番組）の4本シリーズを放
送，NHK教育テレビの多様な編成を示してい
る。

生涯学習波への移行が進められた1988年
から1998年にかけて，NHK文研では4度の

「教育テレビに関する調査」を実施している9）。
1998年の調査からは，「趣味番組，生活実用
番組，幼児・子ども向け番組などがよく見られ
ていること」「『教育テレビは目的があるときに
見るチャンネルだ』というイメージが浸透してい
ること」「教育テレビを必要だと考える人は8割
に達しており，気軽に学んだり教義を身につけ
られる番組への要望が多いこと」などの結果
が得られている。

生涯学習波への移行は，視聴者にも受け入
れられていたといえる。
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月 火 水 木 金 土 日

6

高等学校講座

あすの村づくり生物Ⅰ 化学Ⅰ 地理Ｂ 世界史 日本史 古典Ⅰ乙（古文）

ドイツ語講座 フランス語講座 ロシア語講座 ドイツ語講座 フランス語講座 ロシア語講座

7
英語会話Ⅰ 中国語講座 スペイン語講座 英語会話Ⅰ 中国語講座 スペイン語講座 英語会話Ⅱ

NHK市民大学

ビジネスネットワーク

英語会話Ⅲ

記紀・万葉の心／
太平記の世界

国際社会と法／
家族と社会

地図の科学／
新しい宇宙像

シルクロード文化史／
都市と人間

シェークスピアの人間像／
西洋近代と音楽

こころの時代
～宗教・人生～8

名曲アルバム

（再）テレビ体操

お達者くらぶ
障害幼児とともに （再）ことばの治療教室

当世あまから問答 ハガキでこんにちは 長寿列島 北南 やってみましょう

9

理科教室小学校 2年生 理科教室小学校1年生 （再）おとぎのへや
（小学校低学年国語）

ワンツー・どん
（小1音楽）

（再）うたって・ゴー
（小2 音楽）

ぴょん太のあんぜんにっき
（小学校低・中学年）

日曜美術館

（再）ばくさんのかばん
（幼保）

（再）川の子クークー
（幼保）

（再）できるかな
（幼保）

（再）にんぎょうげき
（幼保）

（再）なかよしリズム
（幼保）

（再）みんなのせかい
（幼保）

たのしいきょうしつ
（小学校低学年）

たのしいきょうしつ
（小学校高学年）

みんなのしごと
（小2 社会科） （再）理科教室小学校 2年生 大きくなる子

（小学校低学年道徳）
（再）うちのひとがっこうのひと

（小1社会科）

みんななかよし
（小学校中学年道徳） 理科教室小学校3年生 （再）たのしいきょうしつ

（小学校低学年）
（再）たのしいきょうしつ

（小学校高学年）
（再）わたしたちのくらし

（小 4 社会科）
（再）みんなのしごと

（小2 社会科）

10

うちのひとがっこうのひと
（小1社会科）

あいうえお
（小1国語）

いちにのさんすう
（小1算数）

（再）みつめる目
（小学校低学年） （再）理科教室小学校1年生 （再）大きくなる子

（小学校低学年道徳）

テレビスポーツ教室
ぼくのまちわたしのまち

（小3 社会科）
書きくけこくご
（小 4国語） 理科教室小学校4 年生 （再）みんななかよし

（小学校中学年道徳）
（再）数とかたち

（小 4算数）
（再）ふえはうたう

（小3音楽）

川の子クークー（幼保） できるかな（幼保） にんぎょうげき（幼保） なかよしリズム（幼保） みんなのせかい（幼保） ばくさんのかばん（幼保）

数の世界（小5算数） （再）くらしの歴史
（小6 社会科）

（再）テレビの旅
（小5 社会科） （再）理科教室小学校5年生 （再）理科教室小学校6 年生 （再）明るいなかま

（小学校高学年道徳）

11

みつめる目
（小学校低学年）

おとぎのへや
（小学校低学年国語）

うたって・ゴー
（小2 音楽）

（再）いちにのさんすう
（小1算数）

（再）あいうえお
（小1国語）

（再）ワンツー・どん
（小1音楽）

将棋の時間

わたしたちのくらし
（小 4 社会科）

数とかたち
（小 4算数）

（再）ふえはうたう
（小3音楽）

（再）ぼくのまちわたしのまち
（小3 社会科） （再）理科教室小学校3年生

（再）ひろがる教室
（小学校中・高学年）ふえはうたう

（小3音楽）
（再）ぼくのまちわたしのまち

（小3 社会科）
（再）なにぬねノート

（小5国語） （再）理科教室小学校4 年生 （再）書きくけこくご
（小 4国語）

くらしの歴史
（小6 社会科） 理科教室小学校5年生 （再）理科教室小学校6 年生 明るいなかま

（小学校高学年道徳）
（再）テレビの旅

（小5 社会科） （再）理科教室小学校3年生

後
0

Look and Learn
（中学校1年）

Let's Try
（中学校 2年） （再）理科教室中学校1年生 （再）理科教室中学校 2年生 （再）理科教室中学校3年生 （再）わたしたちのくらし

（小 4 社会科）

高等学校特別シリーズ
高校生の広場

（再）みどりの地球（小学校高
学年・中学校／理科・社会科）

囲碁の時間

地球から宇宙へ／力学実験
／エネルギーの科学

反応の世界／大気の科学／
金属の科学

くらしの科学／絵巻物の世界
／明治の西欧技術

英語表現入門（1）／これから
の住居／英語表現入門（2） （再）福祉の時代

農業新時代 漁業新時代

1

（再）ギターをひこうあすの市民
（中3 社会科） 理科教室中学校1年生 理科教室中学校 2年生 理科教室中学校3年生 （再）中学時代

（中学校特別活動）

なにぬねノート
（小5国語）

テレビの旅
（小5 社会科） （再）理科教室小学校5年生

ひろがる教室
（小学校中・高学年）

（再）理科教室小学校4 年生
（再）あすの村づくり

（後1:30～2:30）
理科教室小学校6 年生 みどりの地球（小学校高学年・

中学校／理科・社会科）
（再）くらしの歴史

（小6 社会科）
（再）数の世界

（小5算数）

30
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表2　1982年度 NHK教育テレビ 番組時刻表
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2

中学校特別シリーズ
高校生の科学 生物 新しい世界

（中1社会科 ） （再）あすの村づくり
（後1:30～2:30）

（再）ビジネスネットワーク

書写入門／体育教室
／技術教室

日本の楽器／交通機関の歴史
／美術の世界

古典芸能入門／日本の作家
／万葉の世界

名曲アルバム ミクロの世界 名曲アルバム ミクロの世界 名曲アルバム

中学時代
（中学校特別活動）

中学生の数学
（中学校1・2年）

わたしたちの歴史1年
（中学校社会科）

わたしたちの歴史 2年
（中学校社会科）

日本新地図
（中学校 2年社会科）

（再）ＹＯＵ国語Ⅰ
（高等学校共通必修）

現代の社会
（高等学校共通必修）

（再）高等学校講座

3

理科Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ

（再）こころの時代
～宗教・人生～

（再）なかよしリズム（幼保）（再）みんなのせかい（幼保）（再）川の子クークー（幼保） （再）できるかな（幼保） （再）にんぎょうげき（幼保）

おかあさんの勉強室
（再）サラリーマンライフ0歳からの成長 幼児の世界 小学生前期 小学生後期 十代のこころ

4

（再）NHK教養セミナー （再）科学ドキュメント名曲アルバム

科学と人間 ふるさと歴史紀行 20 世紀の群像 現代社会の構造 日本語再発見
（再）邦楽百選 （再）歴史への招待テレビコラム

5

（再）婦人百科
（再）商店経営

（再）テレビスポーツ教室

（再）趣味講座
釣り専科／ザ・ゴルフいけばな・俳句入門ほか 服飾・手工芸 服飾・手工芸 陶芸・書道・絵画ほか

教師の時間
（再）障害幼児とともに ことばの教育相談 福祉の時代 （再）趣味講座

マイコン入門幼児教育 小学校の授業研究

6
ピアノのおけいこ リコーダーとともに／

バイオリンのおけいこ ギターをひこう （再）筝のおけいこ／
尺八のおけいこ 三味線のおけいこ （再）バイオリンのおけいこ／

リコーダーとともに サラリーマンライフ

ジュニア大全科 （再）尺八のおけいこ／
筝のおけいこ 聴力障害者の時間

7

（再）英語会話Ⅱ （再）英語会話Ⅰ （再）中国語講座 （再）スペイン語講座 （再）英語会話Ⅰ （再）中国語講座 （再）スペイン語講座

趣味講座

健康クリニック テレビ気象台 （再）フランス語講座（再）フランス語講座初歩のヨーガ／自然観察
入門／ペットの飼い方／

話し方書き方
釣り専科／
ザ・ゴルフ マイコン入門

8

NHK教養セミナー 海外
ドキュメンタリー （再）日曜美術館

ふるさと歴史紀行 20 世紀の群像 現代社会の構造 日本語再発見 科学と人間

テレビコラム
（再）くらしの
経済セミナー

芸術劇場／
Ｎ響アワー

9

（再）きょうの料理
料理入門

（再）きょうの料理
そうざい

（再）きょうの料理
和・洋風・中国料理

（再）きょうの料理
クッキング相談

邦楽百選
訪問インタビュー （再）高等学校講座

古典Ⅰ乙（古文）
高等学校講座

10

（再）高等学校講座
日本史

数学Ⅰ 英語Ⅰ 数学Ⅰ 英語Ⅰ （再）地理Ｂ

高等学校講座

理科Ⅰ （再）生物Ⅰ （再）化学Ⅰ 物理Ⅰ （再）世界史

ＹＯＵ（再）NHK市民大学

11
記紀・万葉の心／

太平記の世界
　国際社会と法／

家族と社会
地図の科学／
新しい宇宙像

シルクロード文化史／
都市と人間

シェークスピアの人間像／
西洋近代と音楽

（再）ロシア語講座 （再）ドイツ語講座 （再）英語会話Ⅲ （再）ロシア語講座 （再）ドイツ語講座 商店経営

※『NHK年鑑1983』『昭和57年度学校放送テキスト』をもとに作成
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 3. 開局 40年（1999年）からの10年

1998年度の「番組編集基本計画」で「放送
開始40周年を機に，新たなNHK教育テレビ
像の確立を目指します」としたうえで，1999年
度の「番組編集基本計画」では「豊かな心を
育む波」「人生を豊かにする波」「文化を育てる
波」という3つの柱が掲げられた。

さらに1999年度は1967年度から31年間続 
いてきた1日18時間の放送を21時間に増や
し，朝5時から深夜 2時までの編成としてい
る。ゾーン編成もさらに進められ，朝5時台の

「早朝・心のゾーン」の新設，午後 6 ～ 7 時台 
の「少年少女アワー」の充実，午後 8～ 9 時台 
の「生活文化・趣味ゾーン」，土曜午後 0 ～ 1
時台の「伝統芸能番組ゾーン」の設置など，
NHK教育テレビは視聴者の多様な要望に応
える「専門番組の総合編成波」となってくる。

1999年度の開局40周年記念番組では，「教
育テレビ」でなく，「ETV」40周年というタイト
ルがつけられ，「学校放送番組」「幼児番組」「語
学番組」の40年を振り返るミニ番組が制作され
たほか，『巻頭言―ETV40周年―「ETVをめ
ぐるA to Z」』をはじめ，40年間の放送で取り
上げられてきたインタビューを読み解く『テレビ 
が記録した知性たち』，美術番組や音楽番組の
アーカイブを再編成した『巨匠たちのアトリエ』
や『20世紀の名演奏』が放送され，教育専門局
として40年間放送を続けてきた蓄積を示した。

2000年度には放送時間をさらに3時間増
やして24時間放送となる。そして2003年度の

「番組編集基本計画」では，「子どもに親しま
れ，暮らしに役立つ波」という新たな柱のもと，

「教育テレビの抜本的刷新」が行われ，ゾーン
編成がさらに徹底される。

表3に示すように，「あつまれ！わんパーク」
（幼児こどもゾーン）は朝7時10 分から9時と
午後4時から6時に拡大，午後6時からの「少
年・少女ゾーン」も8時までに拡大するなど，
子どもたちに向けた番組の充実が図られる。
学校放送番組も基礎・基本を重視した小学校
向けの『わかる国語』『わかる算数』などのシ
リーズが新設された。また深夜0 時台を「最先
端情報ゾーン」として，先端科学情報番組『サ
イエンスZERO』，先端人物紹介番組『トップ
ランナー』などの番組が始まった。

NHK文研では2002年から2008年にかけ
ても，3度の「教育テレビに関する調査」を実
施している10）。2008年の調査からは，「ふだん
教育テレビを見ている人（中略）は57%」「もっ
とも見られているのは『趣味番組』」「チャンネ
ルイメージ」としては「役立つ情報の多い」「番
組の対象がはっきりした」「目的があるときに見
る」などを挙げる人が多く，「教育テレビは“必
要”が 7割」といった結果が得られている。

2000年代は，番組のインターネット展開も
積極的に進められる。学校放送番組は，番組
のインターネット配信とあわせて関連動画やク
イズやゲームなどの双方向教材，教師向けコン
テンツをトータルに提供する「NHKデジタル教
材」を2001年度からスタート，『高校講座』で
も2008年度から番組のインターネット配信を始
める。また趣味実用番組や健康情報番組のイ
ンターネット展開も進められ，『きょうの料理』

『きょうの健康』『趣味の園芸』などの番組が，
番組で紹介したレシピや健康法を紹介するウェ
ブサイトを展開する。こうした番組はテキスト
が発行されていたことや，長年の番組情報の
蓄積があったことで，インターネット展開を先
駆的に進められたといえる11）。
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 4. 開局 50年（2009年）からの10年

NHK教 育テレビ開局50年の2009年は，
「ETV50 学ぶ冒険」をテーマとして，「Mr.脳」
をキャラクターに，特別番組やイベントが展開
される。1月3日放送の『クイズ 学ぶ冒険―
ETV50プロローグ―』から12月31日放送の

『ETV50もう一度見たい教育テレビ フィナー
レ』まで，1年を通じて“ETV50 もう一度見た
い教育番組”リクエストが行われ，50年間に
わたり放送されてきた「若者番組」「子ども番組」

「学校放送」「教養番組」「趣味・実用番組」な
どが紹介された。最終的にリクエストが最も多
かった番組は学校放送社会科番組『たんけん
ぼくのまち』であった。

また，『教育テレビが見つめた・くらしまるご
と半世紀』『ETV50キャラクター大集合 とど
け！みんなの元気パワー』などの特集番組や，

『連続人形劇 新・三銃士』『子どもサポートネッ
ト』などの定時番組が放送された。

2011年になると衛星放送が2波に再編成さ
れ，テレビ4波の役割の明確化が求められる。
BS1は“国際情報・スポーツ情報”，BSプレミ
アムは“本物志向の教養・娯楽”チャンネルと
して位置づけられた。
「教育テレビ」も2011年度から「Eテレ」とい

う愛称を採用，「番組編集基本計画」でも「未
来を志向するチャンネル」として，“未来を生き
る子どもたち”“明日を担う若者”を対象とした
番組の強化を進める。特に平日午後6時台の

“少年・少女ゾーン”“ティーンズゾーン”の充実・
強化を進め，『大！天才てれびくん』を視聴者
参加型番組に刷新し，中高生の本音を引き出
していく『Rの法則』を新設する。さらに夜10
時台に現代を出発点に日本史を学び直す『さ

かのぼり日本史』，古今東西の“名著”のエッセ
ンスを読み解く『100 分de名著』などの放送を
始めた。

2010年のNHK文研の調査でも，NHK教育
テレビのチャンネルイメージが“目的があるとき
に見る”という利用イメージ，“対象がはっきり
した”“役立つ情報の多い”といった利用者か
らみて〈有用なチャンネル〉としてのイメージが
浸透してきたとされている12）。

2010年代もインターネット展開はさらに進めら
れ，2015年度からは「番組編集基本計画」にも

「インターネットとの連携を深め」という方針が示
されるようになる。学校放送番組のポータルサイ
ト「NHK for School」，語学番組のポータルサ
イト「NHKゴガク」，最先端の医療情報を届ける

「NHK健康ch」，暮らし情報サイト「らいふ」など，
Eテレの専門的な番組群をベースとしたポータ
ルサイトが多くのアクセス数を集めるようになる。

また，Eテレの番組をベースにしたさまざまな
キャンペーンや特集番組の展開も，2010年代に
進められている。学校放送番組『いじめをノッ
クアウト』をベースにしたいじめを考えるキャン
ペーン13），福祉番組『ハートネットTV』と福祉
情報総合サイト「NHKハートネット」をベースに
した「#8月31日の夜に 生きるのがつらい10代
のあなたへ」14）や，総合テレビで放送の番組も
含めて展開している「発達障害プロジェクト」15）

などがある。
2017年度からは「みつかるEテレ」をキャッ

チコピーとして，「『知る』『学ぶ』楽しみを届け
るだけでなく，『体験する』『使う』『つながる』
楽しみまで提供できる。これからEテレが目指
すのは，そんな新しいチャンネルの姿」として，
Eテレはウェブサイトや，キャンペーンなどで新
たな展開を進めている。

9JANUARY 2019



月 火 水 木 金 土 日

5

早
朝
・
心
の
ゾ
ー
ン

（再）漢詩紀行 （再）名曲アルバム選
こころの時代

～宗教・人生～

いろはに邦楽 さわやか自然百景（再）技～極める （再）ふだん着の温泉 （再）五七五紀行 （再）百歳バンザイ！
（再）芸能花舞台名曲アルバム

　（再）きらっといきる （再）日本の伝統芸能 （再）NHK俳壇 （再）NHK歌壇 （再）21世紀ビジネス塾

6

朝
の
語
学
ゾ
ー
ン

　（再）ドイツ語会話 （再）スペイン語会話 （再）中国語会話 （再）フランス語会話 （再）イタリア語会話 （再）ロシア語会話 （再）アンニョンハシムニカ
～ハングル語講座～

テレビ体操
NHKプレマップ

NHK歌壇

NHKプレマップ
ミニ英会話・とっさのひとこと

ライオンたちとイングリッシュ （再）NHKみんなの手話 （再）聴覚障害者のみなさんへ
（再）英会話

エンジョイ！スピーキング
（再）英会話

ドラマでリスニング （再）実践・ビジネス英会話

7 あ
つ
ま
れ
！
わ
ん
パ
ー
ク

　 はじめ人間ゴン
NHK俳壇 えいごリアン　 テレビ絵本

ひとりでできるもん！ ドキドキキッチン
（再）100語でスタート！

英会話
セサミストリート

ブルーナの絵本ほか
英語であそぼ

8

にほんごであそぼ
いない いない ばあっ！

（再）いまから出直し英語塾プチプチ・アニメ

おかあさんといっしょ 趣味の園芸
NHKプレマップ

9

学
校
放
送
（
幼
稚
園
・
保
育
所
・
小
学
校
向
け
）

ドレミのテレビ
（小1・2 音楽）

それゆけこどもたい
（小1・2生活科）

（再）はじめてのこくご
ことばぁ！（小1・2国語）

（再）ざわざわ森のがんこちゃん
（小1道徳）

（再）バケルノ小学校
ヒュードロ組（小2道徳）

（再）うたっておどろんぱ
（幼保）

新日曜美術館
（再）つくってあそぼ（幼保）（再）ピタゴラスイッチ（幼保）（再）しぜんとあそぼ（幼保） （再）こどもにんぎょう劇場

（幼保，小1国語） なんでもＱ（幼保）

週
末
キ
ッ
ズ
タ
イ
ム

科学大好き土よう塾ざわざわ森のがんこちゃん
（小1道徳）

バケルノ小学校ヒュードロ組
（小2道徳）

（再）ドレミのテレビ
（小1・2 音楽）

さわやか３組
（小3・4道徳）

（再）ふしぎいっぱい
（小3 理科）

いってみようやってみよう
（特別支援） ストレッチマン2（特別支援）（再）いってみようやってみよう

（特別支援）
（再）ストレッチマン2

（特別支援）
（再）びっくりか

（小 4理科）

10

はじめてのこくご ことばぁ！
（小1・2国語）

わかる算数4 年生
（小 4算数）

わかる国語だいすきな20 冊
（小 4 ～ 6国語）

はじめてのさんすうマテマティ
カ（小1 ～ 3算数）

（再）スーパーえいごリアン
（小5・6総合）

ぴりっとＱ

将棋の時間

（再）ドラマ愛の詩スーパーえいごリアン
（小5・6総合）

おはなしのくに
（小2・3国語）

えいごリアン
（小3・4総合）

（再）わかる算数4 年生
（小 4算数）

（再）わかる国語だいすきな
20 冊（小 4 ～ 6国語）

こどもにんぎょう劇場
（幼保，小1国語） つくってあそぼ（幼保） ピタゴラスイッチ（幼保） しぜんとあそぼ（幼保） うたっておどろんぱ（幼保）

（再）中学生日記ふしぎいっぱい
（小3 理科）

まちへとびだそう
（小3 社会科）

びっくりか
（小 4理科）

（再）しらべてまとめて伝えよう
（小3・4総合）

（再）くらし探偵団
（小 4 社会科）

11

みんな生きている
（小3 ～ 6 生命教育） おこめ（小5・6総合） （再）川（小 4・5総合）

（再）インターネットスクール
たったひとつの地球

（小5・6総合）
体験！メディアのABC

（小5・6総合）

（再）真剣10 代しゃべり場川（小 4・5総合） しらべてまとめて伝えよう
（小3・4総合）

インターネットスクールたった
ひとつの地球（小5・6総合）

（再）おこめ
（小5・6総合）

（再）みんな生きている
（小3 ～ 6 生命教育）

にんげん日本史
（小6 社会科） くらし探偵団（小 4 社会科） （再）虹色定期便

（小5・6道徳）
（再）日本とことん見聞録

（小5 社会科）
（再）3つのとびら

（小6 理科）
日本とことん見聞録

（小5 社会科）
虹色定期便

（小5・6道徳）
3つのとびら
（小6理科）

サイエンス・ゴーゴー
（小5理科）

（再）にんげん日本史
（小6 社会科） 週間手話ニュース

後
0

（再）100語でスタート英会話
（再）たべもの新世紀 テレビスポーツ教室

囲碁の時間

英会話 
エンジョイ！スピーキング 英会話 ドラマでリスニング 実践・ビジネス英会話 いまから出直し英語塾

（再）趣味悠々

伝
統
芸
能
ゾ
ー
ン

日本の伝統芸能名曲アルバム選
みんなのうた NHKプレマップ

1

NHK手話ニュース
芸能花舞台（再）きょうの健康 （再）すくすく子育て（再）福祉ネットワーク

障害者くらし情報 こころの相談室 こどもの相談室 めざせ介護の達人
（再）わくわく授業
～わたしの教え方～ 日本の話芸

暮らしの健康ファイル まいにちスクスク
名曲アルバム

2

NHK人間講座 NHK高校講座

（再）こころの時代
～宗教・人生～

（再）課外授業ようこそ先輩NHKプレマップ 地学 生物
N
H
K
高
校
講
座

NHK高校講座
歴史でみる世界 歴史でみる日本 世界くらしの旅 物理 化学 みんなの童謡

（再）大草原の小さな家

3

NHK高校講座

日曜アンコール
（後3:00～5:00）

数学Ⅰ 英語Ⅰ 理科総合A・B 家庭総合 情報 A
学
校
放
送

ティーンズTV
世の中なんでも現代社会 NHK映像科学館 わたしの生きる道 デジタル進化論

～コンピューターの物語～ GO!GO!ボランティア （再）ライオンたちと
イングリッシュ10min.ボックス

7:00-7:02 ゾーンガイド，7:02-
7:12（ 再 ）えい ご で あ そ ぼ，
7:12-7:15（再）ハーイ！エリック

英
語
集
中
ゾ
ー
ン
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表3　2003年度 NHK教育テレビ 番組時刻表
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曜日
時間
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15
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30
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55

05

15
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50
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20

10

45

45
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40

50

55

45

15

40
45

50

10
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4

あ
つ
ま
れ
！
わ
ん
パ
ー
ク

（再）いない いない ばあっ！
（再）セサミストリート

日曜アンコール
（後3:00～5:00）

プチプチ・アニメ
（再）おかあさんといっしょ

ブルーナの絵本ほか みんなのうた
ピタゴラスイッチ・ミニ つくってワクワク ぴりっとＱ ピタゴラスイッチ・ミニ

5

クインテット①

ニャンちゅうと
いっしょ

あつまれ！
みんなの広場

（再）英語であそぼ
クインテット②

英語であそぼ ハーイ！エリック
（再）ひとりでできるもん！ ドキドキキッチン

クインテット③
（再）にほんごであそぼ

クインテット④
アニメ・おじゃる丸 （再）アニメ・おじゃる丸 みんなのうた

6 少
年
・
少
女
ゾ
ー
ン

アニメ・忍たま乱太郎
健
康
福
祉
ア
ワ
ー

きらっといきる人形劇・プリンプリン物語

天才ビットくん
天才てれびくんMAX NHKみんなの手話

こども手話ウィークリー 暮らしの健康ファイル

7

アニメ・モンタナ アニメ・十二国記 アニメ・カスミン アニメ・学園戦記ムリョウ

金曜かきこみTV

ドラマ愛の詩 青
少
年
ゾ
ー
ン

サンダーバード
海外少年少女ドラマ

中学生日記 ひょっこり
ひょうたん島サブリナ ハイスクール・ウルフ ボーイ・ミーツ・ワールド ヤングスーパーマン

いろはに邦楽 みんなのうた みんなの童謡ほか
まいにちスクスク ETVガイド

E
T
V
ワ
イ
ド
ス
ペ
シ
ャ
ル
（
年
間
随
時
編
成
）

NHK手話ニュース

8

健
康
福
祉
ア
ワ
ー

福祉ネットワーク
きょうの健康Q&A NHKジュニアスペシャル・

未来への航海ほか
（再）新日曜美術館

障害者くらし情報 こころの相談室 こどもの相談室 めざせ介護の達人
きょうの健康

NHK手話ニュース845 （再）大希林
いろはに邦楽

9

今
夜
も
あ
な
た
の
パ
ー
ト
ナ
ー

きょうの料理
今夜もあなたのパートナー 

もっと知りたい暮らしのQ&A
21世紀ビジネス塾

N響アワー今夜もあなたのパートナー まる得マガジン
おしゃれ工房 世界美術館紀行

今夜もあなたのパートナー まる得マガジン ミニ英会話・とっさのひとこと 地球は歌う

10

趣味悠々 （再）食彩浪漫

ETVスペシャル
芸術劇場／

劇場への招待

NHK人間講座 わくわく授業
～わたしの教え方～ （再）趣味の園芸

視点・論点

11
中国語会話

100語でスタート英会話
英会話 エンジョイ！

スピーキング 英会話 ドラマでリスニング 実践・ビジネス英会話 いまから出直し英語塾

フランス語会話 アンニョンハシムニカ
～ハングル語講座～ ドイツ語会話 スペイン語会話 真剣10 代しゃべり場

土曜フォーラム

前
0

イタリア語会話 サイエンスZERO （再）ロズウェル・
星の恋人たち トップランナー

しゃべり場ホームページ

芸能花舞台
みんなのうた

ロシア語会話 （再）NHK日本語講座ハッチポッチあんこーる
NHKプレマップ

1

N
H
K
高
校
講
座

（再）NHK高校講座

（再）NHK人間講座
情報 A 数学Ⅰ 英語Ⅰ 理科総合A・B

（再）NHK高校講座
家庭総合 歴史でみる世界 歴史でみる日本 世界くらしの旅

2 ETVライブラリー（随時）

学校放送ライブラリー（随時）
3

NHK高校講座ライブラリー
4

※『NHK年鑑 2004』『平成15 年度学校放送テキスト』をもとに作成
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すくすく子育て

ワンポイント手話
ワンポイントリハビリ・介護
聴覚障害者のみなさんへ

15
20
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30

30

30

30

25

25

25

25

15
25

30

30
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50

50
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40
45
55

10

30

35

50
55

01

14
11

17
32
35

55

55

55
50

55

50

55
45

45

40

50

50



 まとめ

NHK教育テレビ60年の歴史を「国内放送
番組編集の基本計画」と放送番組時刻表，そ
して，NHK文研の調査や論考，NHK教育テ
レビ開局周年記念番組の内容などをもとに概
観してみた。

あらためて60年を整理すると，NHK教育テ
レビの波の性格が，学校放送番組を中心とし
た「学校放送波」から，幼児から成人・高齢者
までを対象とする「生涯学習波」，さらに，「多
種多様な専門番組の総合編成波」へと変化し，
インターネットに展開していった様子がうかが
える。

特に近年は，「みつかるEテレ」のキャッチコ
ピーに見て取れるように，視聴者が放送番組
から情報を受け取るだけでなく，実際に学んだ
知識を使えるように，インターネットやイベント
も含めたトータルな展開が進められているとい
える。こうしたNHK教育テレビの特徴を4点
に整理してみる。

1点目は，それぞれの番組が明確な対象を
設定して情報を発信していることである。もと
もとNHK教育テレビは学校放送番組を中心に
始まったが，その学校放送番組は，学年・教
科ごとに対象を明確化する方向で番組数を増
やしていった。

さらに，その対象となる視聴者の生活様態
に合わせて同種の番組を編成するゾーン編成を
1990年代から取り入れたことで，時間帯ごとに
より明確な対象に向けて放送をしている。

2点目はそれぞれの番組が有益適切な情報
を発信し，視聴者もまた，それを求めていると
いうことである。見ているときに楽しいだけで
なく，見たあとに実際に役に立つことが求めら

れており，それに応える形で初期にはテレビ番
組に加えてテキストが，1990年代以後は番組
ウェブサイトがその役割を果たしている。

テレビ番組は強い印象を残し，全体像をつ
かむのには向いているが，自分のペースで確認
したり試してみたりするのにはあまり向いてい
ない。語学番組で実際に発音してみる，料理
番組でレシピを確認してみる，といった際に役
立つのが，いつでも見られるテキストやウェブ
サイトである。NHK教育テレビの番組はウェブ
サイトへの展開がしやすく，分野ごとのポータ
ルサイトも早くからできている。

3点目は，組織的かつ継続的に番組が制作
され，長寿番組も多いことから，アーカイブさ
れた情報に価値があることである。NHK教育
テレビの周年番組の中にもアーカイブされたイ
ンタビューや演奏などをもとにした番組がみら
れた。料理のレシピや医療情報などの特定の
テーマを，シリーズとしてトータルに蓄積するこ
とで価値が高まっていくといえる。

4点目は，視聴者同士が番組を通してつな
がる可能性，コミュニティーを形成する可能性
があることである。対象が明確化されている
NHK教育テレビだからこそ，番組を通してコ
ミュニティーを形成できる可能性が高いと考え
られる。いじめや発達障害などのキャンペーン
を通じて，制作者と視聴者，視聴者同士のつ
ながりがつくられている。

NHK教育テレビ（Eテレ）の歴史を振り返る
と，教育専門局という特性を生かしつつ，新し
いジャンルの番組を制作したり，視聴者が利用
しやすい編成にしたり，インターネットへの展
開を進めてきたりした。こうした歴史を知った
うえで，次の時代に向き合うことが大事である
と考える。 　　　　　　     （うじはし ゆうじ）
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注：
 1） 開局は当初東京と大阪だけであったが，仙台・

広島（1960年度），名古屋（1961年度），札幌・
松山・福岡・熊本（1962年度）と開局が続き，
1964年4月には全国の90%以上の地域でNHK
教育テレビの受信が可能になった。

 2） NHK総合テレビや主な民放などの総合番組局
も「教育番組20%以上，教養番組10%以上」の
編集および放送が免許要件となっている。

 3） 「放送番組の編集に関する基本計画」について
は，放送法第6条の3で「放送事業者は，番組
基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定
め，又はこれを変更しようとするときは，審議
機関に諮問しなければならない」と定められて
いる。

 4） 古田尚輝（2009）「教育テレビ放送の50年」『NHK
放 送文化 研究 所 年 報 2009』第53集，pp.175-
210など。

 5） 放送法では教育番組を「学校教育または社会教
育のための放送番組」（第2条の29）と定めてい
る。学校教育番組には，学校の授業で利用され
る学校放送番組のほかに，高校講座・大学講座
などの通信教育番組，教師や保護者向けの番組
も含まれる。

 6） 時間帯のコンセプト，視聴者像を明確にして，
同種の番組をまとめて編成する手法。

 7） 放送法では教育番組について「放送の計画及び
内容をあらかじめ公衆が知ることができるよう
にしなければならない」（第106条の2）として
いる。

 8） 小平さち子（2014）「調査60年にみるNHK学
校教育向けサービス利用の変容と今後の展望～

『学校放送利用状況調査』を中心に～」『NHK放
送文化研究所年報2014』第58集，p.102

 9） 鈴木泰（1989）「人々は教育テレビをどう受け
止めているか－三十周年をむかえた教育テレ
ビ」『放送研究と調査』1989年3月号，pp.24-29
鈴木泰（1991）「人々の学習ニーズと教育テレ
ビ－90年教育テレビに関する調査結果報告」

『放送研究と調査』1991年2月号，pp.12-17
松沢宏光，白石信子（1994）「教育テレビに

対する関心と期待～『教育テレビに関する調
査』から～」『放送研究と調査』1994年12月号，
pp.36-41
荒牧央「『子ども番組』『生活実用番組』『趣味
番組』に高い評価～『教育テレビに関する調
査』から～」『放送研究と調査』1998年8月号，
pp.34-43

 10） 白石信子（2002）「“求められる”少子高齢化へ
の対応～平成14年4月『教育テレビに関する世
論調査』～」『放送研究と調査』2002年9月号，
pp.62-71
増田智子，宮本克美（2007）「減少した“見る人” 

“学ぶ人”～平成18年12月『教育テレビに関す
る調査』から～」『放送研究と調査』2007年5月
号，pp.44-55
白石信子（2009）「50周年を迎えた教育テレビの
見られ方 ～2008年11月および2009年1月『教育
テレビに関する世論調査』から～」『放送研究と
調査』2009年5月号，pp.38-49

 11） 宇治橋祐之，大野敏明（2018）「『料理』『健康』
『園芸』Eテレ長寿番組のメディア展開」『放送
研究と調査』2018年1月号，pp.2-25

 12） 白石信子（2010）「『Eテレ』教育テレビ，次の
半世紀に向けて～ 2010年1月『教育テレビに
関する世論調査』から～」『放送研究と調査』
2010年6月号，pp.106-115

 13） http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/
 14） https://www.nhk.or.jp/heart-net/831yoru/
 15） https://www.nhk.or.jp/kenko/special/hattatsu  

/sp_1.html

13JANUARY 2019



年度 番組編集の基本計画（抜粋） 1日の
放送時間 編成の割合

1959 「教育放送網の拡充をうながすとともにこれに対応して，学校放送のほか，各種
教育番組を拡充強化」 6時間20 分

1960 学校放送強化・教師向け番組充実，通信教育番組新設，科学技術教育番組強
化，職能・技能教育等の教育番組充実など 6時間50 分 教育番組 75％以上，教養（芸能を含む。）番組 

15％以上のほか，報道番組若干

1961 「学校放送等の教育番組および高度の教養番組を強化」「語学講座等の再放送を
拡充」。「ろう児のための特殊教育番組」などの充実・強化 8時間50 分 教育番組 75％以上，教養（芸能を含む。）番組 

15％以上，以上の合計 95%以上，報道番組若干

1962 「視聴覚教育のための学校向け教育番組」「高等学校教育課程通信教育番組（新
設）」など10項目の充実刷新 10時間30 分 教育番組 75％以上，教養番組 15％以上，以上

の合計 95%以上，報道番組若干

1963 「学校教育の効果をあげるための教室向け番組」「勤労青少年を対象とする高等
学校教育課程通信教育番組」などの充実刷新 12時間00 分 教育番組 75％以上，教養番組 15％以上，あわ

せて95%以上，報道番組若干

1964 「教室における利用に即した学校放送番組」「勤労青少年を対象とする高等学校
通信制課程番組」などの充実刷新 13時間30 分

1965 「勤労青少年のための通信高校講座および大学通信講座」「特殊児童のための特
殊教育番組」などの新設拡充 15時間00 分

1966 「通信高校講座の基本形態を確立」。「社会人ならびに通信制大学生のための高度
の講座番組」の新設，婦人学級番組の拡充など 16時間30 分 教育番組 75％以上，教養番組 10％以上，報道

番組若干

1967 「語学講座番組を拡充」。「高度の教育番組を新設」「効果的に再放送し，放送利
用の促進をはかる」など 18時間00 分

1968 「放送教育研究会など教育関係の行事，催し物の中継などを随時ローカル編成」
「大学講座の科目の増設」など

教育番組 75％以上，教養番組 15％以上，報道
番組若干

1969 「学校放送番組の充実」と学校放送番組の「利用促進を図るとともに，学習指導
要領の改定に備える」。社会教育番組のいっそうの充実など

1970 「学校放送番組の充実」「社会教育番組の充実」

1971 「学校放送番組の充実」「小学校向け番組のカラー化を促進」。「社会福祉に関す
る番組を新設」

1972 「生涯教育に資する大学教育番組」を充実。小学校向け番組カラー化完了。中学
校向け番組カラー化推進など 教育番組 75％以上，教養番組 15％以上

1973 学校放送は高等学校向け番組を中心に充実・刷新。通信高校講座の再編成。生
涯教育に資する大学程度の教育番組の充実など

1974 学校放送は小学校向け音楽番組を再編成。通信高校講座は一部科目の内容を
改定。学校放送番組を中心にカラー化を推進

1975 学校放送は小学校向け番組を中心に充実。教養番組を充実。スポーツの振興を
図るため中継番組を編成。カラー化推進

1976 教育テレビジョンの編成を刷新。総合・教育2波の有効活用。「学校放送をはじ
め各種教育番組を中心に編成」「教育・教養番組を充実・刷新する」

1977 学校放送は小・中学校向け番組を中心に充実・刷新。福祉関連は聴力障害者向
け番組を新設。カラー化を年度内に完了

教育番組 75％以上，教養番組 15％以上，報道
番組若干

1978 学校放送は幼稚園・保育所向け番組を一部刷新・充実。一般教育番組の一部刷
新。教養番組は夜間視聴好適時間の番組を開発

1979 学校放送は学習指導要領の改定に対応。社会教育は母親向け教育相談番組新
設。教養番組は夜間視聴好適時間の番組を一部刷新

1980 学校放送番組全般の編成を刷新。高齢者向け番組を新設。夕方の子ども向け番
組を刷新。社会教育番組，教養番組の一部刷新

1981 学校放送は中学校向け番組を中心に刷新。社会教育は障害幼児を持つ家庭向け
番組を新設。気象情報番組を新設

1982 生涯教育に資する教育・教養番組の新設・刷新。学校教育番組の刷新。青年・
こども向け番組の刷新。再放送の有効活用

1983 成人向け教育番組，趣味・おけいこ番組の一部刷新。学校放送番組は高等学校
向け番組を中心に刷新。再放送の有効活用

1984 新しい語学講座を開設。趣味実用番組を増設。学校放送番組は小学校向け番
組を一部刷新。再放送の有効活用

1985 夜間の編成を見直し，教育やビジネスをテーマにした番組を新設。高齢者向け番
組を刷新。学校放送番組は中学校向け番組を大幅に刷新

1986 学校放送番組は小学校・中学校向け番組を一部刷新。趣味・実用番組等と高齢
者向け番組を充実

1987 学校放送番組は幼稚園・保育所向け番組，小学校向け番組を中心に刷新。趣味・
実用番組，若い世代向け番組を刷新

1988 学校放送番組は幼稚園・保育所向け番組，小学校向け番組の一部を刷新。中高
年向け番組の新設および刷新
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付表１　NHK「国内放送番組編集の基本計画」（教育テレビジョン 〈1959 ～ 2018年度〉）



1989 「学校放送番組，生涯教育番組などを充実」。産業番組の内容を強化。趣味講
座や市民大学講座の内容を充実

1990 「教育テレビジョンの抜本的な刷新」。「生涯学習チャンネル」提唱。平日夕方に
幼児から小学生，母親を対象とした番組を集中編成

1991 「文化・生涯学習チャンネル」。夜間の文化・教養番組を刷新。平日夕方の子ども
向け番組を拡充。福祉に関する番組の充実

1992 「文化・生涯学習チャンネル」。ハイレベルの文化・教養番組を新設。系統的な教
養講座番組を新設。少年少女のための時間帯を新設

1993 「文化・生涯学習チャンネル」。『ETV 特集』を新設。少年少女を主な対象とする
時間帯を拡充

1994 「学校教育番組を含む文化・生涯学習波」。時代に合った多様な学習番組の開発。
ボランティア社会の確立に資する情報番組の新設

1995 「文化・生涯学習波」。時間帯ごとに視聴対象を明確にし，わかりやすく利用しや
すい編成を推進

1996 「文化・生涯学習波」「心の豊かさをはぐくむ番組」「知的欲求にこたえる番組」。
土曜夜間をスペシャル感のある教養ゾーンとして強化

1997 「文化・生涯学習波」「心の豊かさをはぐくむ番組」「知的関心に応える番組」。知
的関心に応える教養番組ゾーンを強化

1998 「新たな教育テレビ像の確立」「文化・生涯学習波」「心の豊かさをはぐくむ番組」
「知的関心に応える番組」。「母と子のテレビタイム」拡充

1999 「40年を迎えた教育テレビ番組の充実と展開」「豊かな心を育む波」「人生を豊か
にする波」「文化を育てる波」 21時間00 分

2000 「豊かな心を育む」使命，「人生を豊かにし，文化を育む波」。21世紀をになう子
どもたちに向けた番組をさらに強化 24時間00 分

2001 「豊かな心を育て，人生を豊かにし，文化をはぐくむ波」。未来を担う子どもたち
を対象とした番組や親の世代に向けた番組を強化

2002 「豊かな心を育て，人生を豊かにし，文化をはぐくむ波」。学校週5日制を受けて，
土曜午前の時間帯を大きく刷新

2003 「教育テレビの抜本的刷新」「子どもに親しまれ，暮らしに役立つ波」。“ゾーン編
成”をさらに徹底

2004 「子どもに親しまれ，暮らしに役立つ波」「本格的デジタル時代を見すえた教育番
組の充実」「ゾーン編成のいっそうの定着」

2005 「ゾーン編成をよりいっそう充実・強化」「少年少女の知的好奇心にこたえる時間
帯を充実」「“ともに生きる社会”をめざした福祉関連番組」

2006 「“ともに生きる社会”の実現をめざす福祉番組」「子どもたちの豊かな情操を育む
番組」「“学びたいは終わらない”にこたえる生涯学習番組」 21時間00 分

2007 「人生サポート波」「“豊かな心”を育てる」「“ともに生きる社会”の実現をめざす」
「“学びたいは終わらない”に応える」

2008 3つのキャッチフレーズ「大きく伸びろ！子どもたち」「ともに生きる社会」「心豊か
な暮らし」。「子ども・若い世代向け番組」の強化

2009 「人生を豊かにする波」「文化を育てる波」。3 本柱「大きく伸びろ！子どもたち」「と
もに生きる社会」「心豊かな暮らし」

2010 「人生を豊かにする波」「文化を育てる波」。3 本柱「大きく伸びろ！子どもたち」「と
もに生きる社会」「心豊かな暮らし」

2011 Ｅテレという愛称を採用。「“未来を志向するチャンネル”」。3本柱「大きく伸びろ！
子どもたち」「ともに生きる社会」「心豊かな暮らし」

2012 「“未来を志向するチャンネル”」。3 本柱「大きく伸びろ！子どもたち」「ともに生き
る社会」「心豊かな暮らし」 20時間00 分

2013 青少年・子どもの健全な育成に資する番組。人々の知的関心に応える番組。文化・
芸術の継承・発展に資する番組。福祉番組などを編成

2014 青少年・子どもの健全な育成に資する番組。人々の知的関心に応える番組。文化・
芸術の継承・発展に資する番組。福祉番組などを編成

2015 幅広い世代の“知りたい”“学びたい”に応え，多彩な番組を編成。インターネット
との連携を深め，新しい番組サービスを開始

2016 幅広い世代の「知りたい」「学びたい」に応える多彩な番組。「2020 年東京」に向
けてEテレならではの国際交流などに役立つ情報提供

2017 幅広い世代の“知りたい”“学びたい”に応える。番組とインターネットとの連携を
より充実させ子ども・若者の視聴拡大を図る

2018 幅広い世代の“知りたい”“学びたい”に応える。番組とインターネットとの連携を
より充実させ子ども・若者の視聴拡大を図る

※空欄は前年度に同じ
※表内のカッコ書きは「国内放送番組編集の基本計画」からの引用を表す
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放送日 番組名 番組詳細
開局記念
1959年 1月10日（土）午後3:00 ～午後4:05 NHK東京教育テレビジョン放送局開局記念式典実況～

NHKホールから～　
野村秀雄（日本放送協会会長），岸信介（内閣総理大臣），寺尾豊（郵政大臣），橋
本龍伍（文部大臣）ほか

1月10日（土）午後7:00 ～午後8:30 NHK東京教育テレビジョン放送局開局記念特集 1.式辞 日本放送協会会長 野村秀雄ほか  2.テレビを生活に生かすには
開局1周年

1960 年 1月10日（日）午後7:00 ～午後7:50 成長する教育テレビ 放送開始1周年公開放送 出演:西本三十二（国際基督教大学教授）ほか

開局5周年
1964 年

1月10日（金） Ｇ午後10:00 ～
午後10:30 教育テレビ5年の歩み（様々な利用とNHK） 学校や職場などで，教育テレビ放送が利用される姿を紹介

開局10周年
1969年 1月10日（金）午後8:00 ～午後8:59 教養特集『教育テレビジョン十年の歩みと課題』　 出演:茅誠司（東京大学），西本三十二（帝塚山学院大学），坪井忠二（東京大学）

ほか

開局20周年
1979年

1月8日（月）～ 11日（木）午後7:30 ～
午後8:00

パーソナル現代史〈NHK教育テレビジョン放送開始20
周年特別番組〉「有沢広巳・戦後経済を語る」

（1）―恐慌と戦争の時代―
（2）―復興とインフレーションの時代―
（3）―技術革新時代の明暗―
（4）―経済大国の時代―

1月8日（月）～ 11日（木）午後8:00 ～
午後8:45

NHK文化シリーズ〈NHK教育テレビジョン放送開始20
周年特別番組〉「日本の風景」 （1）―樹への回帰―   （2）―海の変幻―   （3）―神々の山―   （4）―街の生と死―

1月10日（水） G午後1:45 ～午後1:59 ニュースの窓 「教育テレビ20 年」 出演:小尾圭之介
1月10日（水） G午後10:00 ～
午後10:59

新しいふれあい〈NHK教育テレビジョン放送開始20周
年特別番組〉

『教育テレビの時代』　司会：鈴木健二，春日三球・照代 出演:加藤寛（慶応義塾
大学），犬養智子（評論家），森敦（作家）ほか

開局25周年
1984 年 1月8日（日）午前8:00 ～午後 2:00 教育テレビフェスティバル―教育テレビ放送開始25周年

―〈第1部〉
教育テレビを読もう『映像メディアの可能性』※『人間は何をつくってきたか』などを
再放送

1月8日（日）午後 2:00 ～午後8:00 教育テレビフェスティバル―教育テレビ放送開始25周年
―〈第2部〉 教育テレビの歩み―なつかしの番組集―※『山の分校の記録』などを再放送

1月8日（日）午後8:00 ～午後9:30 教育テレビで学ぶ人・考える人 出演:永井道雄（朝日新聞社），東京都・放送利用グループ，函館市・語学研究会
“YOU”の会

1月8日（日）午後9:30 ～午後10:50 長時間討論「みんなで話そう　教育テレビはいま…」 出演:永井道雄，竹内均（東京大学），池田理代子（漫画家），糸井重里（コピーライ
ター）ほか

1月10日（火） G午後10:00 ～
午後10:59 みる人・でる人・つくる人―教育テレビ・25歳の素顔― ～教育テレビ開局25周年記念番組～ ○意外な人が意外な教育テレビ番組の愛好

者
1月11日（水） G午後10:00 ～
午後10:59 仏像のはるかな旅―ガンダーラを語る― ～教育テレビ開局25周年記念番組～出演:陳舜臣（作家），樋口隆康（京都大学）

ほか
開局30周年

1989年 1月7日（土）午後9:00 ～午後10:30 子どもの未来・大人の生きがい「生涯学習時代とテレビ」 ―教育テレビ30周年記念―　出演:大江健三郎（作家），河合隼雄（京都大学）ほか

1月15日（日）午後8:45 ～午後11:57 出会い 二つの伝統―西洋の音・日本の音― ～教育テレビ放送開始30周年記念～　○テレビが文化に果たす役割についての長
時間討論

1月16日（月） G午前10:50 ～午前11:29 レッツ・エンジョイ・らいふ―教育テレビ30周年記念― 出演:Ｃ.Ｗ.ニコル，渡辺貞夫，古舘伊知郎
開局35周年

1994 年 3月21日（月）午後8:00 ～午後8:45 35年目の教育テレビ～その役割と未来（1）
「教室の中のテレビ」

出演: 森毅（京都大学），多田俊文（東京学芸大学），工藤秀明（元九艘泊小・中学
校校長）

3月22日（火）午後8:00 ～午後8:45 35年目の教育テレビ～その役割と未来（2）
「青春を探し続けて」

○若者番組が描いてきた青春群像 出演:山根一眞，糸井重里，中部博，田原総一
朗

3月23日（水）午後8:00 ～午後8:45 35年目の教育テレビ～その役割と未来（3）
「福祉・ささえあう社会へ」

出演:山田洋次（映画監督），一番ケ瀬康子（日本女子大学教授），山根一眞（ノンフィ
クション作家）　

3月24日（木）午後8:00 ～午後8:45 35年目の教育テレビ～その役割と未来（4）
「“知”のアンテナをめざして」

出演:柏木博（東京造形大学），鈴木健次（大正大学），山根一眞（ノンフィクション
作家）

開局40周年
1999 年 1月1日（金）午後0:00 ～午後0:15 ETV40周年もっと人にやさしいテレビへ 出演:三井ゆり，石澤典夫，田中寅彦

1月1日（金）午後0:15 ～午後1:30 巻頭言 －ETV40周年－「ETVをめぐるＡｔｏＺ」 出演:井上ひさし（作家），大江健三郎（作家），市川團十郎（歌舞伎俳優），蜷川幸
雄（演出家）ほか

1月1日（金）午後6:00 ～午後7:14 ドラマ愛の詩「いちご同盟」―教育テレビ40周年番組― 原作:三田誠広 脚本:金子成人 出演:梨本威温，田淵帝次，黒須麻耶，三田村邦彦，
星野知子ほか

1月2日（土）午後0:00 ～午後 2:00 初夢テレビ99スタジオパークからおめでとう 教育テレビ40周年，子ども番組の歴史をふり返る　出演:高見映，久保田雅人ほか

1月3日（日）午後0:00 ～午後1:59 おもしろ俳句・短歌塾―ETV40周年特集― 出演:三井ゆり，石澤典夫，稲畑汀子（俳人），金子兜太（俳人），岡井隆（歌人），
佐佐木幸綱（歌人）ほか

ETV40周年～学校放送編  1月1日（金）午前8:00 ～午前8:05，ETV40周年～語学番組編  1月2日（土）午前8:00 ～午前8:05，ETV40周年～幼児番組編  1月3日（日）午前8:00 ～
午前8:05
1月4日（月）～ 6日（水）午後10:00 ～
午後10:59

テレビが記録した知性たち（1）～（3）
※ETV40 年のインタビューを読み解く

「中村雄二郎 東西文明の彼方へ～パラダイムの冒険」「関川夏央 文学の意味～近代
文学の顔」「佐高信 混沌からの出発～抵抗と異端の発想」

1月7日（木）午後10:00 ～午後11:00 巨匠たちのアトリエ―画業に老いなし― 出演:梅原龍三郎（洋画家），福沢一郎（洋画家），奥村土牛（日本画家），中川一政
（洋画家）ほか

1月8日（金）午後10:00 ～午後11:00 巨匠たちのアトリエ―造形への闘魂― 出演:棟方志功（板画家），池田満寿夫（版画家・画家），浜田庄司（陶芸家），松田
権六（漆芸家）ほか

1月9日（土）午後7:00 ～午後9:00 20 世紀の名演奏―第一夜―「衝撃の初来日～それはカ
ラヤンから始まった」

フルニエ，ゼルキン，コーガン，セゴビアほか ○NHKが記録した世界的に貴重な
映像と証言

1月10日（日）午前9:00 ～午後11:00
※14時間生放送

日本の学校・ここを変えて！～ 21世紀に生かせ子どもた
ちの声～

第1部「先生たちに聞きたい！言いたい！」，第2部「ききたい！小学生の言い分」，
第3部「先生たちも言いたい」，第4部「文部大臣と話そう！」，第5部「子どもたちの
声にどう答えるのか」

1月17日（日）午後9:30 ～ 18日（月）
午前0:00

20 世紀の名演奏―第二夜―「黄金の歌声～イタリア・オ
ペラからバイロイトまで」 デル・モナコ，テバルディ，ニルソンほか ○世界的歌手の来日公演の記録

1月24日（日）午後9:30 ～ 25日（月）
午前0:00

20 世紀の名演奏―第三夜―「伝説の巨匠たち～ベーム，
ミュンシュ，ストコフスキー」 ○世界的に貴重な映像でつづる演奏芸術の歴史 ○各国オーケストラ初来日

3月21日（日）午後9:30 ～午後11:00 20 世紀の名演奏―第四夜―「情熱 夢 憧（あこが）れ…
名演の生まれた時代」 マリア・カラス，山田耕筰，カサドシュ，ミュンシュほか　○戦後日本と伝説の名演
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付表２　教育テレビ開局周年記念番組一覧（1959～2018年）



5月1日（土）午後8:00 ～午後9:30 声なき声に耳かたむけて『“NHKチャイルドライン”が映
した子どもの危機』 ～ ETV40周年～　出演:河合隼雄（国際日本文化研究センター）ほか

8月15日（日）午後11:00 ～ 16日（月）
午前0:30

20 世紀の名演奏―第五夜・不滅の名唱～映像に刻まれ
た大歌手の系譜― ホッター，ヒュッシュ，ブリテン＆ピアーズ，イタリア歌劇団ほか

10月10日（日）午後10:00 ～午後11:30 20 世紀の名演奏―第六夜・永遠のカリスマ～激動の世
紀を生きた大指揮者たち― カラヤン，チェリビダッケほか

開局50周年
2009年 1月3日（土） G午後6:05 ～午後6:48 クイズ 学ぶ冒険－ETV50プロローグ－ 司会 :城島茂，渡邊あゆみ　○50周年を迎える教育テレビをクイズで振り返る

1月4日（日） G午後10:20 ～
午後10:39 いま　学ぶ冒険へ！－山の分校・2009－ ○1960 年11月放送の『山の分校の記録』の土地で今も受け継がれる「学ぶ冒険」

1月5日（月）午後8:00 ～午後8:44 ETV50 もう一度見たい教育テレビ「青春のテレビ～若
者番組～」 司会 :いとうせいこう，小林千恵　○『YOU』などの若者番組の系譜をたどる

1月5日（月）午後9:00 ～午後10:59 ETV50「教育テレビが見つめた・くらしまるごと半世紀」 司会 :三宅裕司，江崎史恵　出演:城戸崎愛（料理研究家），江尻光一（園芸研究家）
ほか

1月6日（火）午後8:00 ～午後8:44 ETV50 もう一度見たい教育テレビ「初めて出会うテレビ
～子ども番組～」 出演:高見のっぽ（俳優）　○『ブーフーウー』から『ピタゴラスイッチ』まで

1月6日（火）午後9:00 ～午後10:59 ETV50「教育テレビの逆襲～よみがえる巨匠のコトバ～」 キャスター :爆笑問題，出演:加山雄三（俳優），立花隆（評論家・ジャーナリスト）
ほか

1月7日（水）午後8:00 ～午後8:44 ETV50 もう一度見たい教育テレビ「教室で見たテレビ
～学校放送～」 出演:チョー（俳優）  ○『たんけんぼくのまち』など，各教科の名作番組を紹介。

1月7日（水）午後9:00 ～午後10:59 ETV50「こどものきもち24じ」 ○大人のインタビューはいっさいなしのドキュメント。50歳の東京タワーが耳を傾ける。

1月8日（木）午後8:00 ～午後8:44 ETV50 もう一度見たい教育テレビ　「人生を豊かにする
テレビ～教養番組～」 ○手塚治虫の珠玉の言葉，フジコ・へミングの『ETV特集」など

1月8日（木）午後9:00 ～午後10:59 ETV50「青春集合アラハタのすべて」 司会 :藤井隆，塚原愛 出演:谷村奈南（シンガー），浅利陽介（俳優），土田晃之（タ
レント）ほか

1月9日（金）午後8:00 ～午後8:44 ETV50 もう一度見たい教育テレビ「くらしに役立つテレ
ビ～趣味・実用番組～」 ○テレビの調整の方法を紹介した『技能講座』や『きょうの料理』の時代の変化など

1月9日（金）午後9:00 ～午後10:45 ETV50 クラシック・アーカイブ～和洋名演名舞台～－第
1部・時超至芸鑑－

○豊竹山城少掾の車引，中能島欣一の岡康砧，歌右衛門の隅田川など名人たちの
貴重な映像

1月9日（金） G午後10:00 ～
午後10:49 ETV50 子どもサポートネット「親と子の現場から」 ○子ども，そしてその親たちが抱えるさまざまな“生きづらさ”の現場を見つめるド

キュメント
1月9日（金）午後10:45 ～ 1月10日（土）
午前0:30

ETV50 クラシック・アーカイブ～和洋名演名舞台～－第
2部・世紀の名演奏－ ○デル・モナコのオテロ，シェリングのシャコンヌなど，伝説の巨匠たちの名演

1月10日（土）午後8:00 ～午後11:00 ETV50 子どもサポートネット「親と子を支えるために」 出演:重松清（作家），東ちずる（女優）  ○さまざまな悩みを抱える親と子を迎え，
語り合う。

5月2日（土）午後9:00 ～午後10:59 ETV50 子どもサポートネット 「親の悩み“どうすればよ
い？”編」

○NHK公共放送キャンぺーン「子どもサポートネット」の特設掲示板上に寄せられ
た親の声

5月4日（月）午後8:00 ～午後8:30 ETV50 もう一度見たい教育テレビ こどもスペシャル『お
かあさんといっしょ』 ○1967年放送『おかあさんといっしょ』『ブーフーウー』最終話

5月5日（火）午前9:00 ～午前11:00 ETV50 こどもの日スペシャル「もう一度みたい教育テレ
ビ　第2弾」 ○2008 年11月から始まった『もう一度みたい教育テレビ』リクエストの中間発表

5月5日（火）～ 8日（金）午後8:00 ～
午後8:30 ETV50 もう一度見たい教育テレビ こどもスペシャル 

1984 年放送『たんけんぼくのまち』「作るぞ！チョーさんのひみつ地図」，1983年 4月
放送『おーい！はに丸』「（1）あなたと私」，1991年 4月放送『ひとりでできるもん！』
第1回，1977年12月放送『はたらくおじさん』「でんしゃこうじょう」，1986 年 4月放
送『ふえはうたう』「たのしいリコーダー（1）」，『ハッチポッチステーション』，1990 年
3月放送『できるかな』 最終回

6月12日（金）午前10:06 ～午前10:38 ETV50 アンコール『ブーフーウー』　 3匹の子豚が登場する懐かしの番組

8月2日（日）午後10:00 ～午後11:59 ETV50 青春プレイバック ～もう一度見たい教育テレビ 
第3弾～ ○『若い広場』『YOU』などの“10 代，20 代の若者たちのメッセージを発信する番組”

8月3日（月）～ 7日（金）午後8:00 ～
午後08:42 ETV50 もう一度見たい教育テレビ ～若い広場＆YOU ～

1980 年2月放送『若い広場～矢沢永吉からのメッセージ～』，1982年1月放送『若
い広場～オフコースの世界～』，1982年 4月放送『YOU ～第1回～』司会 :糸井重里，
1983年6月放送『YOU ～ＹＭＯの音楽講座～』，『YOU ～ＲＣふたたび～』出演:Ｒ
Ｃサクセション

8月8日（土）午後10:00 ～午後10:59 ETV50 子どもサポートネット 「“きずな”求めて」 ○虐待，貧困，家族の崩壊。心に深い傷を抱えている子どもに求められる支援

9月21日（月）午前9:00 ～午前10:15 ETV50 キャラクター大集合 とどけ！みんなの元気パ
ワー　

～輝け！こども番組元気だ！大賞～　○人気こども番組がコラボレーションした夢
の舞台

9月22日（火）午前9:00 ～午前10:15 ETV50 天才てれびくんＭＡＸ 「Ｄｒｅａｍｉｎｇ～時空
をこえる希望の歌～」 司会 :照英，西山茉希，にしおかすみこ 出演:大沢あかね，前田公輝，中田あすみ

10月25日（日）午前9:00 ～午前09:44 ETV50 学ぶ冒険 ～もう一度見たい教育テレビ 第4弾～ ○蜷川幸雄，養老孟司，瀬戸内寂聴のインタビューから伝える「学ぶ冒険」の世界

10月26日（月）～ 30日（金）午後8:00
～午後8:44 ETV50 もう一度見たい教育テレビ～教養番組アンコール

1985年6月放送『ビッグ対談』「舞台は人生　人生は舞台　杉村春子・森繁久彌」，
1999年2月放送『ETV特集』「フジコ～あるピアニストの軌跡～」，1986 年5月放送

『ETV8』「司馬遼太郎 雑談“昭和”への道」，1986 年8月放送『ETV8』「世界の児
童文学者に聞く　ミヒャエル・エンデ」，1986 年9月放送『ビッグ対談』「幸福のあ
りか・知のゆくえ　瀬戸内寂聴・久野収」

10月30日（金）午後10:25 ～午後11:40 ETV50 美の贈り物 ～美術番組ベストセレクション～ ○ETVで放送された2,000本の美術番組からとっておきの映像を一挙紹介
10月31日（土）午前9:50 ～午前11:15
午後0:40 ～午後0:45午後1:00 ～午後
5:00

生放送！ETV50 学ぶ冒険～ NHK教育フェア2009 ～ ○放送センター（東京・渋谷）で行われている「教育フェア2009」を5時間半生放送。
「シャキーン！」など人気番組のショー，「囲碁・将棋講座」のミニ道場など

10月31日（土）午後8:00 ～午後9:59 ETV50 子どもサポートネット 「世界の“子ども支援”～
日本はどうする？～」 ○海外の事例を参考にしながら，これからの“子育ち”支援について議論

12月31日（木）午後4:00 ～午後6:55 ETV50 もう一度見たい教育テレビ フィナーレ ○「もう一度見たい教育テレビ」リクエストのベスト50を紹介
　　　　　※NHKクロニクルをもとに作成
　　　　　※Gは総合テレビでの放送
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