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5-3 「講座」から「会話」へ　
5-4 インターネットへの展開と多様化する番組

おわりに 

はじめに
～教育テレビ 60 年略史と番組分類～

1959（昭和34）年1月10日に日本初の教育
専門テレビ局として開局したNHK東京教育テ
レビジョン（以後「NHK教育テレビ」と表記）
は，2019年で開局60年を迎えた。

NHK教育テレビに続き59年2月に日本教
育テレビ（NET，現在のテレビ朝日），64年4
月に日本科学技術振興財団テレビ局（東京12
チャンネル，現在のテレビ東京）が開局，公共
放送と民間放送で教育専門局として放送が行
われた。しかし，民放 2局は教育放送だけで
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 シリーズ  教育テレビ 60年 ①

高校講座，語学番組の変遷
メディア研究部  宇治橋祐之

1959（昭和34）年1月10日に日本初の教育専門テレビ局として開局したNHK教育テレビは，2019年で開局60
年を迎えた。現在では唯一の教育専門局として「教育番組75%以上，教養番組15%以上」という編成比率で放
送を続けている。

NHK教育テレビ60 年の変遷をみると，開局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。
1980 年代になると，社会全体が高齢化して，生涯学習を志向するようになり，社会人向けや高齢者向けの生涯学
習番組が増加した。1990 年代には対象を明確にして放送枠をまとめる「ゾーン編成」が取り入れられるとともに，
子ども向け番組が増えた。そして2000 年代になると多様な視聴者に向けて，多彩な趣味実用番組や教養番組，
福祉番組などが放送されるとともに，インターネットへの展開が積極的に進められるようになった。
「教育テレビ60 年」を扱う本シリーズでは，開局40 年の際にNHK放送文化研究所で16に分類したグループ分

けに基づきつつ，3回シリーズで番組グループごとの変遷をみる。記述にあたっては，各年度の『NHK年鑑』「国
内放送番組編集の基本計画」「番組時刻表」とともに番組制作者，編成担当者の記録を参照する。

シリーズ第1回の本稿では，「高校講座」「大学講座」「教師・保護者向け番組」「語学番組」の4グループについ
て，放送時間帯や番組時間の長さの変遷だけでなく，視聴者の学習スタイルの変化や，番組の演出の変容も含め
てみていく。
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は経営が維持できないとして73年に総合番組
局に移行，以後はNHK教育テレビだけが教
育専門局として，「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1）。

表１はNHK教育テレビ60年の編成の変遷
をまとめたものである2）。開局当初から1970年
代は学校放送番組，語学番組，高校講座など
の講座番組が中心であった。

1980年代になると，社会全体が高齢化する
とともに生涯学習を志向するようになり，社会
人向けや高齢者向けの生涯学習番組が増加し
ていく。90年代には，時間帯のコンセプトや
視聴者像を明確にして，同種の番組をまとめて
編成する「ゾーン編成」が取り入れられる。90
年度は午後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』
などの番組が新設された。

2000年代になるとゾーン編成はさらに進み，
例えば03年度は「早朝・心のゾーン」「朝の語
学ゾーン」，子ども向けの「あつまれ！わんパー
ク」「少年・少女ゾーン」「健康福祉アワー」など
のゾーンが設けられた。

00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01年度から
番組のインターネット配信と合わせて関連動画
などを提供する「NHKデジタル教材」（11年度
からは「NHK for School」），「高校講座」は
08年度から番組配信と関連教材の提供を始め
る。語学番組のポータルサイトでも外国人ゲス
トの発音が聴けるサービスが行われた。

10年代からはチャンネルのイメージを明確に
出すようになる。11年度の「国内放送番組編集
の基本計画」で教育テレビは「未来を志向する
チャンネル」とされ，「Eテレ」という愛称の使

用を始める。17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」チャンネルを
目指している。

教育テレビで放送された番組についての網
羅的な論考として，「教育テレビ40年」に合わ
せて『放送研究と調査』で5回にわたって掲載
されたシリーズがある。表2の左欄はその際に
分類された16の番組グループである。
「教育テレビ60年」を扱う本シリーズでは，

このグループ分けに基づきつつ，時代の変化
に伴う番組内容の変化を考慮して若干の修正
を加えた（表 2 右側）。具体的には「教育テレ
ビ40年」の「15.体育・健康番組」のうち，『テ
レビスポーツ教室』などを今回は「6.趣味・実
用番組」に，『きょうの健康』などの健康番組を

1950 ～
（昭和25）

NHKテレビ本放送開始（53.2）
NHK教育テレビ放送開始（59.1）
日本教育テレビ放送開始（59.2）

1960 ～
（昭和35）

日本科学技術振興財団テレビ放送開始
（64.4）

1970 ～
（昭和45）

民放の教育専門局が総合番組局へ移行
（73）
「教育テレビジョンの編成を刷新」（76）
教育テレビ全放送カラー化（77.10）

1980 ～
（昭和55）

「生涯教育に資する教育・教養番組の新設・
刷新」（82）

（株）NHKエデュケーショナル設立（89.5）
衛星放送本放送開始（89.6）

1990 ～
（平成2）

「生涯学習チャンネル」の提唱，ゾーン編成
の導入（90）
NHKオンライン公開（95.10）

2000 ～
（平成12）

 

BSデジタル放送開始（00.12）
「教育テレビの抜本的刷新」（03）
ワンセグ放送開始（06.4）

2010 ～
（平成22）

「未来を志向するチャンネル」としてEテレ
という愛称を採用（11）
地上デジタルテレビ放送完全デジタル化

（12.4）
「みつかるEテレ」をキャッチコピーに（17）

注 1：太字はNHK教育テレビに関する項目
注 2：「　　」は「NHK国内放送番組編集の基本計画」からの引用

表 1　教育テレビ 60 年関連年表
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「14.科学・健康番組」に分類した。また，「教
育テレビ40年」の「9.幼児から若者向け番組」
は，「9.幼児向け番組」と「10.青少年向け番組」
の2つに分けている。

本稿ではまず，さまざまな学習の場で利用さ
れることが多い教育テレビの番組の特性を理
解するために，どのような場で番組が見られ，
学習が行われているのかを概説する。そのうえ
で「2.高校講座」「3.大学講座」「4.教師・保護
者向け番組」「5.語学番組」の4グループにつ
いて，60年間の変遷をみていく。

記述にあたっては，各年度の『NHK年鑑』と
「国内放送番組編集の基本計画」を基本としつ
つ，編成担当者や各番組の制作担当者のヒアリ
ングを行った。また，教育テレビの編成と密接に
関わる，ラジオ第2放送の歴史も参照していく。

なお，「6.趣味・実用番組」「7.婦人・育児番組」
「8.教育教養講座」の3グループについては「シ
リーズ教育テレビ60年②」として，「10.青少年
向け番組」「11.文化・教養番組」「12.芸術・芸
能番組」「13.産業・経済番組」「14.科学・健康
番組」「15.高齢者向け・福祉番組」「16.報道番
組そのほか」の7グループについては「シリーズ
教育テレビ60年③」として『放送研究と調査』
に掲載予定である。また「1.学校放送番組」に
ついては『放送文化研究所年報 2019』に掲載
済み，「9.幼児向け番組」の変遷については『放
送文化研究所年報』に掲載予定である。

60年にわたる番組の変遷を網羅的にみてい
くことで，放送を利用した学習のあり方の変化
を整理して，今後の教育テレビの方向性を考え
たい。

シリーズ「教育テレビ40年」 掲載誌 シリーズ「教育テレビ60年」 掲載誌（含予定）
編成の分析 月報 1998年12月号 注1 編成の分析 月報 2019年 1月号

〈学校教育番組〉 〈学校教育番組〉
1 学校放送番組 月報 1999年 7月号 1 学校放送番組 年報 2019
2 高校講座 月報 1999年 8月号 2 高校講座 月報 2019年 10月号
3 大学講座 月報 1999年 8月号 3 大学講座 月報 2019年 10月号
4 教師・保護者向け番組 4 教師・保護者向け番組 月報 2019年 10月号

〈生涯学習番組〉 〈生涯学習番組〉
5 語学番組 月報 1999年11月号 5 語学番組 月報 2019年 10月号
6 趣味・実用番組 月報 1999年11月号 6 趣味・実用番組 月報掲載予定
7 婦人・育児番組 月報 1999年11月号 7 婦人・育児番組 月報掲載予定
8 教育教養講座 月報 1999年11月号 8 教育教養講座 月報掲載予定

〈幼児から若者向け番組〉 〈幼児から青少年向け番組〉
9 幼児から若者向け番組 月報 1999年11月号 注 2 9 幼児向け番組 年報掲載予定

〈教養・芸術・芸能番組〉 10 青少年向け番組 月報掲載予定
10 文化・教養番組 月報 1999年11月号 注 2 〈教養・芸術・芸能番組〉
11 芸術・芸能番組 月報 2001年5月号 注3 11 文化・教養番組 月報掲載予定

〈産業・経済・科学番組〉 12 芸術・芸能番組 月報掲載予定
12 産業・経済番組 月報 1999年11月号 注 2 〈産業・経済・科学番組〉
13 科学番組 月報 1999年11月号 注 2 13 産業・経済番組 月報掲載予定

〈高齢者向け・福祉番組〉 14 科学・健康番組 月報掲載予定
14 高齢者向け・福祉番組 月報 1999年 3月号 注4 〈高齢者向け・福祉番組〉

〈体育・健康番組〉 15 高齢者向け・福祉番組 月報掲載予定
15 体育・健康番組 月報 1999年11月号 注 2 〈報道番組そのほか〉

〈報道番組そのほか〉 16 報道番組そのほか 月報掲載予定
16 報道番組そのほか 月報 1999年11月号 注 2

注1：月報は『放送研究と調査』，年報は『NHK放送文化研究所年報』を示す　 　　注 2：定時番組の系譜の付表のみ
注3：総合テレビ，教育テレビ，R1，R2，FMで放送された伝統芸能番組　　　　  注4：障害者向け番組の系譜のみ

表 2　教育テレビ 番組グループの分類
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1. 放送を利用した学習

図1は放送などのメディアを利用した学習
を，教育内容と学習形態で4つに分類したもの
である 3）。「学校教育」は教育課程に基づいた
内容（国語や数学などの教科等）を学ぶもの，

「社会教育・家庭教育」は公民館や家庭など
学校以外の場で，教育課程以外のものも含め
て学ぶものである。番組視聴の形態としては，
集団で放送を視聴する場合と個人で視聴する
場合がある。

図のAは学校教育の場で行われる集団視聴
である。①教師（T）が放送番組（M）を選択，
②教師と複数の学習者（L）が集団で同時に視
聴，③教師からの問いかけに学習者が答えた
り，④学習者相互で意見交換をしたりしなが
ら，学習が進められる。学校の授業で「学校
放送番組」などを利用する形態がこれにあた
る。

Bは，Aと同様に学校教育の教
育課程に基づくが，通信制高校や
通信制大学などのように，学習者
がそれぞれの場で放送番組を視聴
する形態である。①教師（T）が放
送番組（M）を指定するのはAと同
じだが，教師は同じ場所にいない
ため，②学習者（L）が単独で視聴
し，視聴後に③教師から指定され
た課題に答えたり，教師に質問し
たりするものである。教育課程に
基づいているので，視聴後に課題
に回答したりリポートを提出したり
することで単位を取得することがで
きる。通信制高校での「高校講座」
の利用などがこれにあたる。

Cは教育課程で定められた以外の内容も含
めて，集団で放送番組を視聴するものである。
①教師役がいる場合もあるが，学習者が視聴
する番組を選択して視聴，②学習者同士で集
団学習を行うものである。1970年代に行われ
た「テレビ市民セミナー」や「婦人学級」，公民
館などでの社会教育番組の利用がこれにあた
る 4）。教師（T）が会場にいる場合といない場
合，番組（M）を同じ会場で同時に視聴する場
合と事前にそれぞれが視聴してくる場合がある
が，集団で学ぶ点に特徴がある。

Dは家庭などでの個別視聴である。①学習
者は自分で放送番組を選択，視聴して学習を
進める。個人で「語学番組」や「講座番組」を
利用する形態がこれにあたる。

学校教育ではAが Bより多く，社会教育・
家庭教育ではCよりDが多いと考えられるが，
こうした利用形態についても触れながら，以下，
番組のグループごとに変遷をみていく。

図 1　放送を利用した学習の 4 分類

・藤岡（2005）をもとに作成
注1：Tは教師（Teacher），Mはメディア（Media），Lは学習者（Learner）を示す
注 2：網かけ部分は，同じ時間に同じ場所にいることを示す

T M

L L4

23

T M

L L2

1 T M

L

2
3

M

L

1

1

1

学
校
教
育

集団視聴

「学校放送番組」など 「高校講座」「大学講座」など

「教育教養講座」など 「語学番組」など

A B

C D

個別視聴

社
会
教
育
・
家
庭
教
育



56 OCTOBER 2019

2. 通信制高校生の学びを支える
   「高校講座」の変遷

教育テレビ開局時に期待された番組の役割
は，図1で示したAの学校放送番組とBの通
信教育番組である。それまでの通信教育はテ
キストを読んで課題への回答を郵送する形式
だったので，動く映像が教材となるテレビ番組
への期待は高かった。

本章では次章の『大学講座』も含めた通信
教育の制度の概要と歴史をまずみる。そのうえ
で『高校講座』の変遷を3つの時代に分けて
概説する。最初は，教育テレビ開局に先立つ
ラジオの時代から1981年までの通信制高校の
生徒を対象の中心とする時代，次に82年から
の全日制・定時制高校の生徒も対象として，さ
らに「教育セミナー」として生涯学習への位置
づけが図られた時代，最後に，インターネッ
ト展開を始めるとともに，学び直しへの
対応や新機軸の番組開発を進めている
2003年以後の時代である。

2-1 通信教育の概要と歴史

表3に示すように，日本の通信教育は
1871（明治4）年に創設された近代郵便
制度を利用する形で始まった。東京法学
校（現法政大学），英吉利法律学校（現
中央大学）などが講義の内容をまとめて
校外生に「講義録」という形で送るもの
であった。ただし，これは単位や卒業が
認定されるものではなく，図1のDにあた
る個人の自主的な学習手段であった。

通信教育が正規の教育制度として認め
られるのは1947年4月に学校教育法の第
45条で「高等学校は，通信による教育を

行うことができる」，第70条で「第45条の規
定は，大学にこれを準用する」と定められてか
らである。つまり図1のBにあたる学習形態と
なったのである。その後，50 年に通信教育の
みで大学を卒業できるようになり，55 年には
高校も通信教育のみで卒業できるようになっ
た。

通信制の高校・大学の卒業にあたっては，
設題に対する解答を送付して添削を受ける「添
削指導」と，一定期間通学して授業を受ける

「面接指導（スクーリング）」で必要単位数を取
得することが必要である。その際に，放送番
組を利用することで，「面接指導」を減免でき
るため登校の負担の軽減が可能になる 5）。ま
た，テキストだけでは理解しにくい内容を音声
や映像で確認し，継続的な番組視聴が学習継
続のペースメーカーとなることで，「添削指導」
にも役立てられてきた。

～ 1950
近代郵便制度を使った通信教育開始（1871）
通信教育が正規の教育制度となる（1947）

1950 ～
（昭和25）

通信教育のみで大学卒業が可能となる（50）
ラジオ第2で「宮城県通信教育の時間」ローカル放送（51.8）
ラジオ第2で『NHK高等学校講座』全国放送（53.4）
通信教育のみで高校卒業が可能となる（55）
教育テレビで『高等学校講座』放送開始（59.1）

1960 ～
（昭和35）

通信制高校生向け『高等学校講座』放送開始（60.4）
『通信高校講座』放送開始（63）
NHK学園高校開校（63.4）

1970 ～
（昭和45）『通信高校講座』放送時間減少（76）

1980 ～
（昭和55）『高等学校講座』にタイトル変更（82）

1990 ～
（平成2）『教育セミナー ―NHK高校講座』にタイトル変更（91）

2000 ～
（平成12）

 

深夜編成で「高校講座ライブラリー」（00）
『NHK高校講座』にタイトル変更（03）
番組ウェブサイト開設（03）
全番組でウェブサイト開設（08）
学び直し番組「ベーシック10シリーズ」開始（09）

2010 ～
（平成22）教科番組を30 分から20 分化（11）

注：太字は「高校講座」に関する項目

表 3　通信教育と「高校講座」関連年表
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2-2 『通信高校講座』の始まり

高校の通信教育向けの番組は，1951年8月
にNHK仙台中央放送局がラジオ第2放送で
ローカル向けに放送を開始した「宮城県通信教
育の時間」から始まる。毎週土曜日午後10時
から10時30 分の『青少年の時間』の中で5分
間放送された。当時，宮城県で通信教育を行っ
ていた宮城県仙台第一高等学校と古川高等学
校の教師が，国語と人文地理の2 科目を教える
ものであった。翌52年には週3回各30 分，国
語，社会，地学，英語の4科目にまで拡充さ
れる。

この番組がきっかけとなり，53年4月から
『NHK高等学校講座』のラジオ全国放送が始
まる。月曜日から土曜日の午後7時15分から
15分間，国語，一般社会，英語の3 科目で，
放送に合わせたテキストも発行された。

番組名に通信教育という言葉を入れるかとい
う議論があったが，高校生全体を対象とする
こととなり『高等学校講座』になった。

56年度からは各都道府県の高校教師が出演
するローカル放送として初級の『NHK高校講
座○○県の時間』と，全国向けとして，大学
受験のための番組という側面をもつ『高等学校

講座上級』が放送された。
59年の教育テレビ開局とともに『高等学校

講座』が始まる。ラジオと同様にすべての高校
生を対象として，初級と上級が設けられた。

通信制高校生向けのテレビ番組が始まるの
は60年4月からである。毎週日曜日の午前10
時から1時間，『高等学校講座～通信教育の高
校生のために～』が始まった。

この番組は通信教育の「面接指導」のため
に開発された番組で，放送時間も通信制高校
の生徒が集まり，「面接指導」が多く行われる
日曜日の午前中に設定された。番組では各教
科を扱うとともに，毎月の最終週は各地の通信
制高校の活動を紹介し，孤立しがちな生徒を
励まし共通の話題を提供する場となった。

この背景には55年に「通信教育のみでの卒
業」，57年には「放送視聴による面接指導の
減免」が可能となり，通信教育の場での放送
利用への期待が高まったことがある。

さらに，61年に広域制の高校通信教育が認
められ，63年4月に日本放送協会学園高等学
校（NHK学園高校）が開校すると，番組名も

『通信高校講座』とされ，「通信高校講座4か
年計画」6）が立てられる。計画4年目の66年度
には，教育テレビで月曜日から土曜日の午後9
時から11時台の2時間以上，日曜日に3時間，
週あたり17時間30 分，9教科25科目の番組と
特別教育活動の番組が編成されるまでになっ
た。

しかし76年度の教育テレビの編成の刷新を
機に番組の放送時間は減少していく。背景とし
ては通信制学校の生徒数の減少とともに，生
涯学習番組へのニーズの高まりがあった。

58ページの表4は，放送時間帯の変遷，60
ページの表5は番組の変遷を示している。

『教育テレビ 5 年の歩み』（1964.1.10 放送）より

『通信高校講座』の視聴風景（1960年代）
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平日午前 平日午後 平日夜間 土曜・日曜 番組
数

放送
枠 放送時間 高校講座

ライブラリー
1959 後9:30 ～ 10:30 5 10 5時間

1960 （日）前10:00 ～ 11:00 11 11 6時間

1961

1962 後9:30～10:00，11:00～11:45 （土）後11:00 ～ 11:45，
（日）前10:00 ～ 11:00 10 12 8時間

1963 後9:30～10:00，11:00～11:50 （土）後9:30 ～ 10:00，
（日）前10:00 ～ 11:30 14 14 10時間10 分

1964 後9:00～10:00，11:00～11:50 （土）後9:00 ～ 10:00，
（日）前10:00 ～ 12:00 17 21 12時間10 分

1965 後9:00～10:30，11:00～11:20
（土）後9:00 ～ 10:30，
11:00 ～ 11:20，

（日）前10:00 ～ 12:00，
後1:30 ～ 2:00

19 29 13時間30 分

1966 後9:00 ～ 11:25
（土）後9:00 ～ 11:25，
（日）前10:00 ～ 12:00，
後1:30 ～ 2:30

25 36 17時間30 分

1967

1968 後9:00 ～ 11:00
（土）後9:00 ～ 11:00，
（日）前10:00 ～ 12:00，
後1:30 ～ 2:30

27 30 15時間

1969

1970

1971

1972

1973
（土）後9:00 ～ 11:00，
（日）後1:30 ～ 2:30，
9:00 ～ 11:00

1974

1975
（土）後9:00 ～ 11:00，
（日）後1:30 ～ 2:30，
6:00 ～ 8:00

1976 前6:00 ～ 6:30 後9:30 ～ 11:00 （土）前6:00 ～ 6:30，
後9:30 ～ 11:00 13 24 12時間

1977

1978

1979

1980

1981

1982 （水）～（金）後 2:15 ～ 2:45 後9:45 ～ 10:45 （土）前6:00 ～ 6:30，
後9:30 ～ 10:30 10 21 10時間30 分

1983

1984 （土）前6:00 ～ 6:30，
（日）前6:00 ～ 7:00

1985 後 2:30 ～ 3:00 後7:00 ～ 7:30，11:00 ～ 11:30 （土）（日）前6:00 ～ 6:30 22 11時間

1986

表 4　「高校講座」番組放送時間の変遷（教育テレビ）

注1：斜線は放送なし，空欄は前年度に同じ
注 2：高校講座ライブラリーでは，深夜の時間帯に前年度の番組を再放送
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平日午前 平日午後 平日夜間 土曜・日曜 番組
数

放送
枠 放送時間 高校講座

ライブラリー
1987

1988

1989

1990 前6:00 ～ 6:30 後1:00 ～ 1:30 後7:00 ～ 7:30 （土）（日）前6:00 ～ 6:30 10 17 8時間30 分

1991

1992

1993 後 2:00 ～ 2:30 後11:30 ～ 12:00

1994

1995 （月）～（木）後 2:00 ～ 2:30 後11:50 ～ 0:20 11 16 8時間

1996

1997 （月）～（木）後 2:30 ～ 3:00 後11:55 ～ 0:25

1998 （月）～（木）後11:15 ～ 11:45，
（金）後11:55 ～ 0:25

1999 （月）～（木）後11:30 ～ 0:00
（土）前 0:10 ～ 0:40

2000 6時間

2001

2002

2003 （月）～（水）後 2:30～ 3:30，
（木）～（金）後 2:00～ 3:30 （火）～（金）前1:00 ～ 2:00 12 20 10時間

2004 （月）～（木）後3:00 ～ 4:00
（金）後 2:00 ～ 4:00

2005 （月）後 2:00 ～ 4:00，
（火）～（金）後3:00 ～ 4:00

2006 （水）～（木）前0:00 ～ 1:00，
（金）～（土）前0:30 ～ 1:30

2007 （火）～（金）前0:30 ～ 1:30 13

2008 （月）～（木）後3:00 ～ 4:00
（金）後 2:00 ～ 4:00 12 6時間

2009

2010

2011 （月）～（水）後 2:00 ～ 3:00
（木）（金）後 2:00 ～ 3:30 15 14

2012 16 15

2013 （月）～（木）後 2:00 ～ 3:00
（金）後 2:00 ～ 3:30 17 17 5時間30 分

2014 後 2:00 ～ 3:00 5時間 5時間
30 分

2015 18 5時間

2016

2017

2018

2019 19
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1960（昭和35） 1970（昭和45） 1980（昭和55） 1990（平成2） 2000（平成12） 2010（平成22） （令和元）

年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

シリーズ
名

高等学校講座初級（59-62）

高等学校講座上級
（59-61）

高校実力養成
シリーズ（62-64）

高等学校講座
～通信教育の

高校生のために～
（60 ～ 62）

通信高校講座（63 ～ 81） 　　　　　高等学校講座（82 ～ 89） 教育セミナー（NHK高校講座）（91 ～ 02） NHK高校講座（03 ～）

国語

現代国語1（63 ～ 75） 国語Ⅰ（82 ～ 84） 国語表現（14 ～）

現代国語2（65 ～ 75）

現代国語3（66 ～ 75）

古典乙1（64 ～ 83） 古典
（84） 古典への招待（85 ～ 02）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベーシック国語（13 ～）

ロンリのちから（14 ～）

地理
歴史

世界史 B（65 ～ 73） 世界史（74 ～ 84） 世界の歴史（85 ～ 89） 歴史で見る世界（90 ～ 03） 世界史（04 ～）

日本史（66 ～ 84） 日本の歴史（85 ～ 89） 歴史で見る日本（90 ～ 04） 日本史（05 ～）

人文地理
（62 ～ 63） 地理 B（64 ～ 82） 地理

（83 ～ 84）
世界・人とくらし

（85 ～ 89） 世界くらしの旅（90 ～ 03） 地理（04 ～）

倫理社会・政治経済（66 ～ 78）

数学

数学Ⅲ
（59 ～ 61）

数学
総合
研究

（62）

数学Ⅰ
（63 ～ 65） 通信高校講座 数学Ⅰ（第1部）（66 ～ 81） 数学Ⅰ（82 ～）

数学演習
（59 ～ 61）

数学
演習
ⅠⅡ

（62）
通信高校講座 数学Ⅰ（第2部）（66 ～ 81）

数学Ⅰ
（60 ～ 61）

数学Ⅰ入門（64 ～
67） ベーシック数学（11 ～）

数学Ⅱ
（60 ～ 61） 数学Ⅱａ（64 ～ 81）

理科

物理 A（66 ～ 74） 物理Ⅰ（75 ～ 83） 物理（84 ～ 12） 物理基礎（13 ～）

化学
（62 ～ 63） 化学A（65 ～ 73） 化学Ⅰ（74 ～ 82） 化学（83 ～ 12） 化学基礎（13 ～）

生物（62 ～ 72） 生物Ⅰ（73 ～ 82） 生物（83 ～ 13） 生物基礎（14 ～）

地学（64 ～ 74） 地学Ⅰ（75 ～ 81） 地学（95 ～ 12） 地学基礎（13 ～）

理科（59 ～ 61） 理科Ⅰ（82 ～ 84） 科学と人間（85 ～ 89） ハロー・サイエンス（90 ～ 94） 理科総合A・B（03 ～ 12） 科学と人間生活（13 ～）

ベーシックサイエンス
（16 ～）

保健
体育

体育（63 ～ 72） 体を動かすTV（15 ～）

保健（64 ～ 72）

芸術

音楽Ⅰ（64 ～ 72）

美術Ⅰ（66 ～ 72） 美術（16 ～）

書道（65 ～ 72） 書道（16 ～）

外国語

英語（作文と文法）
（59 ～ 62）

英語Ａ（1）
（63 ～ 64）

英語
A（65） 英語A（1） （66 ～ 81） 英語Ⅰ（82 ～ 12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コミュニケーション英語Ⅰ（13 ～）

英語（英文解釈）
（59 ～ 62）

英語
Ａ（2）

（64）
英語A（2） （66 ～ 81）

英
文
法

（62）
英語A（3） （66 ～ 81） ベーシック英語（12 ～）

家庭
家庭一般（63 ～ 72） おとことおんなの生活学（94 ～ 02） 家庭総合（03 ～）

被服（68 ～ 72）

情報 情報 A（03 ～ 12） 社会と情報（13 ～）

専門
学科

ビジネス基礎（15 ～）

簿記（16 ～）

特別
活動 特別教育活動（63 ～ 72） 教科外課外活動

（73 ～ 75）

物理 B（65）

表 5　「高校講座」番組の変遷（教育テレビ）
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1960（昭和35） 1970（昭和45） 1980（昭和55） 1990（平成2） 2000（平成12） 2010（平成22） （令和元）

年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

シリーズ
名

高等学校講座初級（59-62）

高等学校講座上級
（59-61）

高校実力養成
シリーズ（62-64）

高等学校講座
～通信教育の

高校生のために～
（60 ～ 62）

通信高校講座（63 ～ 81） 　　　　　高等学校講座（82 ～ 89） 教育セミナー（NHK高校講座）（91 ～ 02） NHK高校講座（03 ～）

国語

現代国語1（63 ～ 75） 国語Ⅰ（82 ～ 84） 国語表現（14 ～）

現代国語2（65 ～ 75）

現代国語3（66 ～ 75）

古典乙1（64 ～ 83） 古典
（84） 古典への招待（85 ～ 02）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ベーシック国語（13 ～）

ロンリのちから（14 ～）

地理
歴史

世界史 B（65 ～ 73） 世界史（74 ～ 84） 世界の歴史（85 ～ 89） 歴史で見る世界（90 ～ 03） 世界史（04 ～）

日本史（66 ～ 84） 日本の歴史（85 ～ 89） 歴史で見る日本（90 ～ 04） 日本史（05 ～）

人文地理
（62 ～ 63） 地理 B（64 ～ 82） 地理

（83 ～ 84）
世界・人とくらし

（85 ～ 89） 世界くらしの旅（90 ～ 03） 地理（04 ～）

倫理社会・政治経済（66 ～ 78）

数学

数学Ⅲ
（59 ～ 61）

数学
総合
研究

（62）

数学Ⅰ
（63 ～ 65） 通信高校講座 数学Ⅰ（第1部）（66 ～ 81） 数学Ⅰ（82 ～）

数学演習
（59 ～ 61）

数学
演習
ⅠⅡ

（62）
通信高校講座 数学Ⅰ（第2部）（66 ～ 81）

数学Ⅰ
（60 ～ 61）

数学Ⅰ入門（64 ～
67） ベーシック数学（11 ～）

数学Ⅱ
（60 ～ 61） 数学Ⅱａ（64 ～ 81）

理科

物理 A（66 ～ 74） 物理Ⅰ（75 ～ 83） 物理（84 ～ 12） 物理基礎（13 ～）

化学
（62 ～ 63） 化学A（65 ～ 73） 化学Ⅰ（74 ～ 82） 化学（83 ～ 12） 化学基礎（13 ～）

生物（62 ～ 72） 生物Ⅰ（73 ～ 82） 生物（83 ～ 13） 生物基礎（14 ～）

地学（64 ～ 74） 地学Ⅰ（75 ～ 81） 地学（95 ～ 12） 地学基礎（13 ～）

理科（59 ～ 61） 理科Ⅰ（82 ～ 84） 科学と人間（85 ～ 89） ハロー・サイエンス（90 ～ 94） 理科総合A・B（03 ～ 12） 科学と人間生活（13 ～）

ベーシックサイエンス
（16 ～）

保健
体育

体育（63 ～ 72） 体を動かすTV（15 ～）

保健（64 ～ 72）

芸術

音楽Ⅰ（64 ～ 72）

美術Ⅰ（66 ～ 72） 美術（16 ～）

書道（65 ～ 72） 書道（16 ～）

外国語

英語（作文と文法）
（59 ～ 62）

英語Ａ（1）
（63 ～ 64）

英語
A（65） 英語A（1） （66 ～ 81） 英語Ⅰ（82 ～ 12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コミュニケーション英語Ⅰ（13 ～）

英語（英文解釈）
（59 ～ 62）

英語
Ａ（2）

（64）
英語A（2） （66 ～ 81）

英
文
法

（62）
英語A（3） （66 ～ 81） ベーシック英語（12 ～）

家庭
家庭一般（63 ～ 72） おとことおんなの生活学（94 ～ 02） 家庭総合（03 ～）

被服（68 ～ 72）

情報 情報 A（03 ～ 12） 社会と情報（13 ～）

専門
学科

ビジネス基礎（15 ～）

簿記（16 ～）

特別
活動 特別教育活動（63 ～ 72） 教科外課外活動

（73 ～ 75）

NHK高校講座（90）
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2-3 『通信高校講座』から『高等学校講座』へ

1982年度の「国内放送番組編集の基本計
画」は「生涯教育に資する教育・教養番組，
学校放送番組を大幅に刷新する」としている。
教育テレビは生涯学習波へと移行していく。

63年度から20年近く続いた『通信高校講
座』という番組名も82年度から「通信高校」で
はなく『高等学校講座』となり，通信制高校を
中心に全日制や定時制の生徒も対象とするよう
になった。『NHK年鑑』（1982）でも「（高等学
校講座は）通信制高校生を主たる対象としなが
らも，全日制高校生，一般成人の自宅学習用
にもこたえる」とされている。

この背景には，80年度以後，55ページの図
1のAにあたる高校向けの学校放送番組が変
容，縮小したこともある。高校への録画機器
の普及が進み録画による選択利用が増加し，
各教科の内容を網羅的に扱う「年間シリーズ」
から，特定の単元を扱う「特別シリーズ」に学
校放送番組が移行していったのである7）。その
ため『高等学校講座』は平日午後の時間にも放
送されるようになり，高校向けの学校放送の減
少を補う役割も担うようになった。

さらに90年度に番 組名が『NHK高 校 講
座』となり，翌91年度からは『教育セミナー ―
NHK高校講座』となる。『NHK年鑑』（1990）
でも番組の対象を「通信制高校生だけでなく，
10 代から高齢者」と記している。

91年度の番組編成をみると，午前6時～ 6
時30 分には「数学Ⅰ」「英語Ⅰ」などの教科番
組，午後1時から1時30 分と午後7時から7時
30 分の時間はタイトルを教科名ではなく「歴史
でみる世界」「古典への招待」などとして，生涯
学習の側面を強く出した番組となった。

2-4 演出の変化とインターネットへの展開 

生涯学習の側面が強くなっていった高校講座
を原点に戻し，通信制高校生を対象の中心とす
るとともに，学び直しの側面を強くさせ，さま
ざまな変革を行ったのが2000年代である。こ
の時期，高校生の数が減少する中で，通信制
高校に通う生徒の割合は相対的に増え 8），学び
の場としての役割が再度注目されていた。

2003年度は番組名を『NHK高校講座』へ
戻すとともに，演出形式も大きく変え，番組ウェ
ブサイトも開設する。同年から番組制作を全面
委託されたNHKエデュケーショナルの番組制
作者が，研究者や通信制高校の教師とともに
こうした変革を進めていった。

図2は，高校講座などの講座番組の演出形
式をモデル化したものである。タイプAは，テ
レビスタジオにいる教師（T）が，テレビの前に
いる学習者（L）に直接語りかける形式である。
一般に通信制高校で学ぶ生徒は学校指定の教
科書と，学習書 9）で学習を進めるが，放送番
組で学ぶ場合には，番組とテキスト10）を使って
学んでいく。番組に出演する講師はテキストの
ページも示しつつ講義を行う。学習者（L）は
放送に合わせてテキストを参照しながら学習を
進めていく。

タイプ Bはスタジオに教師（T）はいるが，語
りかける相手がテレビスタジオにいる学習者役

（L）というものである。タイプAと異なり，ス
タジオの学習者役（L）の疑問に教師が答える
双方向形式で，番組は進行する。

タイプCは司会役（H）のタレントがスタジオ
の学習者役（L）と番組を進めていくものであ
る。教師（T）が登場するシーンがある場合も
あるが，学習者が自律的に学んでいくプロセス
を描くことで，自学自習の学習モデルを示して
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いる。2003年度以後の「高校講座」ではタイ
プ BやタイプCの番組が増えていく。

03年度からは番組ウェブサイトの公開も
始まる。ストリーミング配信で番組全編を
見られるだけでなく，番組情報をコンパク
トに整理した「学習メモ」と，各回の番組
内容について選択式で回答する「理解度
チェック」の機能も設けられた。番組を利
用した自学自習のプロセスを示したのであ
る11）。こうした機能をもつウェブサイトは，
NHK出版が発行する従来のテキストに代
わってその役目を果たすことになり，08年
度から全番組で開設され，13年度からは
スマートフォンにも対応，チャプター分けさ

れた項目から必要に
応じて再視聴すること
もできるようになった。

00年代は番組の多
様化も進められた。09
年度からは国語，数
学，英語について，小・
中学校で学ぶ基礎的
な内容を学び直す10
分番組「ベーシック10
シリーズ」が春休みや

夏休みの期間に始まる12）。11年度からは学習
者の要望に合わせて『NHK高校講座』の教科
の番組時間を30 分から20 分として，残りの10
分で新たな番組も編成できるようになり，『ベー
シック数学』などの番組を編成した。

また00年10月から，秋から新しく学習を始
める通信制高校生向けに，「高校講座ライブラ
リー」を深夜の時間帯やマルチ放送で編成し
て，録画利用に対応している13）。

学習者がいつでもどこでも自由に学べるよう
に，放送とインターネットの両輪での提供が進
められているのである。

『NHK 高校講座 日本史』（2019年度）

『NHK 高校講座 日本史』（2019年度）のウェブサイト

図 2　講座番組の演出形式

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/nihonshi/archive/chapter001.html

A

T

L

B C

T

L

L
L

LL
H

L
スタジオの教師が，番組を
視聴する学習者に教える

スタジオの教師がスタジオ
の学習者に教える様子を，
視聴して学ぶ

スタジオで司会者と学習者
が調べたり学んだりする様
子を，視聴して学ぶ

注：Tは教師（Teacher），Lは学習者（Learner），Hは司会者（Host）を示す



64 OCTOBER 2019

3. 放送番組で大学の学びを
     ～「大学講座」の変遷～ 

1960年代は高校に続き，大学でも放送を
使った通信教育への期待の声が高まる。この
章では大学での通信教育の始まりと，『大学通
信講座』（1965），『大学講座』（1966 ～ 81）の
変遷をみる。

3-1 大学での通信教育の始まり

大学での通信制教育が学校教育法で正規に
認められるのは1950年3月である。このとき
に認可されたのが法政大学（法学部，文学部，
経済学部），慶應義塾大学（法学部，文学部，
経済学部），中央大学（法学部），日本女子大
学（家政学部），日本大学（法学部，文理学部，
経済学部，商学部），玉川大学（文学部）の6
大学で，通信制6大学と呼ばれた。

この6大学を中心に設立された私立大学通
信教育協会が，60年にNHKへ通信教育のた
めの放送を要望，両者で協議した結果，61年
度からラジオ第2放送で『NHK大学通信講座』
が始まった。放送は火曜日，木曜日，土曜日
の3日間，1回30 分の放送で，科目は英語と法
学，講師は通信制6大学から選ばれた。この
番組は科目や放送時間が拡充され，75年度ま
で放送が続く。

3-2『大学通信講座』から『大学講座』へ

1965年度から教育テレビでも『大学通信講
座』が始まる。「大学通信教育で学ぶ通信教育
生が，放送によって単位取得ができるように」
するとともに，「放送を通じて一般市民に大学
程度の教育を公開しようとする」（『NHK年鑑』

〈1966〉）番組とされた。初年度は生物1科目の
みで，日曜日午前8時から8時30 分の放送で

1965（昭和40） 1970（昭和45） 1980（昭和55）
（年度） 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

大学通信
講座（65）大学講座（66 ～ 81）

生物（65 ～ 67）
生態学「生
命の連鎖と
人間」（77）

※科目廃 止，半 年編
成，年間12シリーズ

※例えば1978年度は
以下12シリーズを放
送。「政治を見る目」

「日本文学の“素材”」
「物質生命」「“知識”
の哲学」「人間性の
心理学」「杜甫詩抄」

「“経済学”と市民社
会」「明治精神の構
造」「人間の病気と科
学」「生活変動と法」

「近世革新思想の系
譜」「中国古代再発
見」

数学（66 ～ 67）
数学「数学
思想の展開」

（77）
法学（66 ～ 75），法学「現代社会と法」（76）「現代法の課題」（77）

歴史（66 ～ 75）
歴史学「歴
史・民 族・
風土」（76）

思 想史「イ
ンドの思 想
と文化」（77）

社会学（68 ～ 69） 社会学（73 ～ 75），社会学「社会科学における人間」
（76）「『法』の科学理論」（77）

政治学（70 ～ 72）
政治学「政
治学のこと
ば」（76）

心理学（68 ～ 75），心理学「発達のメカニズム」（76）「無意識の世界」（77）
文学（73 ～ 75），文学「比較文学の展望」（76）「文学と社会」（77）

経済学（68 ～ 75），経済学「現代社会と経済学」（76）「経済思想－人とその時代」（77）

教育原理（68 ～ 72） 教育学「日本の近代
と教育」（76 ～ 77）
文 化 人 類 学

「異なる文化へ
の接近」（76）

物理学（68 ～ 70） 自然科学（71 ～ 75），自然科学「ヒトと脳」（76）「システムと情報」（77）
（科目数） 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 12 12 12 12

表 6　「大学講座」番組の変遷（教育テレビ）
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あった（表6）。
翌66年度には『大学講座』と改題，一般か

らの要望が多かった数学，法学，歴史（日本史）
を加えた4科目を月曜日から日曜日まで毎日30
分放送するようになる。また，ラジオ3 科目と
合わせた計 7科目でテキストが発行され，一般
視聴者にはリポートの添削指導も行った。さら
にこの講座を11の通信教育実施大学が正規の
科目履修として認めた。

68年度にはさらに放送拡充が進められ，ラ
ジオ3，テレビ7の10科目となる。生物，数学
の放送は終了したが，新たに社会学，心理学，
経済学，教育原理，物理学が加わった。

しかし，75年度でラジオ放送が終了，76年
度からは半期放送も含めてテレビ10科目となる
とともに，タイトルも「教育学 日本の近代と教
育」「自然科学 ヒトと脳」と，副題がつくよう
になる。さらに78年度から放送が終了する81
年度までは科目名を廃止して，「政治を見る目」

「日本文学の“素材”」といった番組名で，生涯
学習の色合いを強め，半年編成の30 分番組と
して前後期計12講座の放送となった。

番組は55ページの図1に示したBのような個
人での単位取得のための利用とともに，Cのよ
うな集団での利用も行われた 14）。
『大学講座』はラジオ放送が始まった61年

度から81年度までの20年間のみの放送であっ
たが，大学での放送を利用した通信教育の必
要性がなくなったわけではない。例えば NHK
ではNHK学園高校に続く，「NHK放送市民
大学構想」15）を69年から積極的に進めており，
同じ69年には文部省でも放送大学の構想が生
まれていた。

最終的に『大学講座』が終了する81年には
放送大学学園法が成立，大学自ら番組制作と

放送を行う特殊法人として放送大学が生まれ，
85年度からテレビ放送，FM放送で1日18時間，
関東広域圏向けの放送を始めることとなる16）。

そしてNHKでの大学教育程度の講座番組
は，大学の単位と直接結びつかない番組とし
て，82年度放送開始の『NHK市民大学』に引
き継がれる。図1のBではなく，CやDの方向
になるのである。

2019年度現在，放送番組などを視聴するだ
けで卒業が可能な通信制大学は放送大学を
はじめとして40以上あり，インターネットで大
学程度の講義が受けられ，単位取得も可能な
MOOC（大規模公開オンライン講座）も盛んで
ある。大学での映像を利用した教育は形を変
えながら広がってきている。

4. 「教師・保護者向け番組」の変遷

「学校放送番組」「高校講座」「大学講座」と
ともに学校教育番組として位置づけられるの
が，「教師・保護者向け番組」である。その時
代の教育課題とともに，教師には学習指導方
法の改善資料を，保護者には家庭での子ども
の生活や学習態度のあり方を伝えてきた。

教師・保護者向け番組は，教師向けと保護
者向けそれぞれの番組がある時代，教師・保
護者に向けた教育情報番組や授業紹介の番組
の時代，そして保護者に向けた番組に特化し
た時代の3つに分けられる（表7）。

4-1『教師の時間』と『おかあさんの勉強室』

1959年，教育テレビ開局とともに始まったの
が『教師の時間』と『母親から教師から』であ
る。『教師の時間』は84年度まで 17），『母親か
ら教師から』は，65年度に『おかあさんの勉
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強室』として保護者向けにリニューアルして89
年度まで放送された。
『教師の時間』は当初は土曜日（後1:30 ～

2:00）のみの放送であったが，60年度からは月
曜日から金曜日まで（後4:00 ～ 4:30）の放送も
始まり，61年度からは時間の変更はあるが平
日午後の時間帯に放送された。各曜日でテー
マが決められ，例えば61年度には月曜日から
順に，幼児教育講座，職員室の話題，学校訪
問，小学校の授業研究，中学校の自由研究，
学校放送の手引き，を放送した。
『母親から教師から』は土曜日（後1:00 ～

1:30）のみの放送で，母親と教師それぞれの立
場の悩みや意見を聞く内容であったが，『おか
あさんの勉強室』は，月曜日から土曜日までに
放送時間が増えた。曜日ごとに対象の学年が
あり，65年度は月曜日の小学校1年から順に
土曜日の小学校6年まで，各学年の教科の基
本的な考え方や問題点を取り上げた。当初は
小学校の子どもの教育だけが対象であったが，
73年度から幼稚園，82年度からは幼児の教育
も対象に加えていく。

ベビーブームを迎え，子どもの数が増えて
いった1970年代は，「教師向け番組」「保護者
向け番組」とも帯番組として放送されたが，80
年代に相次いで終了。「保護者向け番組」で扱
われた内容の一部は，婦人・育児番組の『すく
すく赤ちゃん』などに引き継がれていく。

4-2 教師と保護者に向けた教育情報番組

1996年4月，しばらく途絶えていた教師と
保護者に向けた番組として，『教育トゥデイ』が
始まる。ジャーナルな教育問題をさまざまな角
度から考えるスタジオベースの番組で，96年
度は中教審一次答申やいじめ問題などを取り
上げた。当初は月1回土曜日夜の放送であった
が，97年度からは学校でのマルチメディアやイ
ンターネット利用が広がる中，『メディアと教育』
の月1回の放送も始まり，98年度からはこの2
番組を合わせて，週1回放送の『教育トゥデイ 
’98』となった。

2002年度からは，子育て中の親の素朴な疑
問・関心を出発点とする『教育フォーカス』が
始まる。優れた授業の実践を紹介する「わくわ
く授業」シリーズが好評を博し，03年度から
は『わくわく授業 わたしの教え方』となる。大
きな反響があった回は，総合テレビでアンコー
ル放送されたり番組が DVD販売されたりして，
話題を呼んだ。

　
4-3 保護者と教育問題を考える番組

2008年度からは子育て中の親を支援する番
組『土よう親じかん』が始まる。子育て中のタ
レントや各テーマに沿った専門家をスタジオに
招き，VTRをきっかけにトークを広げるスタイ
ルは09年度からの『となりの子育て』に引き継
がれた。『となりの子育て』では毎月最終週，
著名人の親の子育てをインタビュー形式で紹介

表 7　「教師・保護者向け番組」の変遷（教育テレビ）
1960（昭和35） 1970（昭和45） 1980（昭和55） 1990（平成2） 2000（平成12） 2010（平成22） （令和元）

年度 1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

教師向け 教師の時間（59 ～ 84）

教師・
保護者向け 母親から教師から（59 ～ 64） おかあさんの勉強室（65 ～ 89） 教育トゥデイ（96 ～ 01）

メディアと教育（97 ～ 99）
わくわく授業 わたしの教

え方（03 ～ 07）

保護者向け 十代の教育相談
（79 ～ 81）

エデュカチオ
（13 ～14） ウワサの保護者会（15 ～）
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する「育てた人にきいてみる」も放送された。
13年度からは小・中学生の子どもをもつ親

を対象に，新たな教育ジャーナル番組『エデュ
カチオ』が始まる。司会は尾木直樹と東山紀
之，13年度は月1回の放送であったが，14年
度からは毎週の放送になる。

そして15年度からは『ウワサの保護者会』
が始まる。ファミレスふうのスタジオセットで，
小・中学生の子どもをもつ保護者「ホゴシャー
ズ」と尾木ママ（尾木直樹）が「発達障害」「過
干渉」「シングルマザー」などをテーマに，VTR
を見て語り合う番組である。
「教師・保護者向け」の番組を概観すると，

当初は教師，保護者それぞれに向けた番組
を体系的に放送してきたが，1990年代からは
教育ジャーナル番組としての方向と，保護者
の身近な疑問をもとに語り合う方向が示され，
2000年代からは後者が中心となる。

子どもの数は減少しているが，近年，教育
環境は大きく変化しており，いじめやネットモラ
ルなどさまざまな課題が増える中，保護者の子
育ての不安を解消し，学校と家庭の接続を図
る番組の必要性は変わらないと考える。

5. 多様な言語を多様な手段で学ぶ
    「語学番組」の変遷

教育テレビ開局時から柱の1つであった語学
番組は，大きく4つの時期に分けられる。1つ

目はラジオ開局時から続く英語に加え，ドイツ
語，フランス語が加わった放送開始初期。2つ
目は1967年度から順次スペイン語，中国語，
ロシア語，ハングル講座と番組が増えていっ
た時期。そして3つ目はタイトルを「講座」から

「会話」に変え，講師とネイティブのアシスタン
トというスタイルだけでなく，タレントが出演す
るなど多様な演出が行われるようになった1990
年代，最後はインターネット展開と番組の多様
化がさらに進んだ00 年代である。

60年間の放送時間帯の変遷については68
ページの表8，番組の変遷については70ペー
ジの表9に示す。

5-1 「語学番組」の始まり 

NHKで語学番組が始まったのは，ラジオ本
放送開始直後の1925年7月の『英語講座』か
らである。岡倉天心の弟の岡倉由三郎（東京
高等師範学校教授）は以後10年間にわたって
番組を担当，語学番組の基礎を築いた。

41年からの4年間は太平洋戦争のために番
組は中断したが，45年11月には『英語会話』
が放送を再開，46年からは，カムカムおじさ
んとして知られるNHKアナウンサーの平川唯
一が講師となり人気を博した。平川はその後，
民放ラジオでも英語番組を担当し，ラジオの
英語教育番組は活況を呈る。

こうした中，53年のテレビ開局とともに，『英
語講座』が放送開始，59年の教育テレビ開局

1960（昭和35） 1970（昭和45） 1980（昭和55） 1990（平成2） 2000（平成12） 2010（平成22） （令和元）
年度 1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

教師向け 教師の時間（59 ～ 84）

教師・
保護者向け 母親から教師から（59 ～ 64） おかあさんの勉強室（65 ～ 89） 教育トゥデイ（96 ～ 01）

メディアと教育（97 ～ 99）
わくわく授業 わたしの教

え方（03 ～ 07）

保護者向け 十代の教育相談
（79 ～ 81）

エデュカチオ
（13 ～14） ウワサの保護者会（15 ～）土よう親じかん（08）

教育フォーカス（02）

となりの子育て（09 ～ 10）
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表 8　「語学番組」 放送時間の変遷（教育テレビ）
平日午前 平日午後 平日夜間 土曜・日曜 番組数 放送枠 放送時間

1959 後7:30～8:00，
（月）～（木）後10:30～11:00 3 9 4時間

30分
1960

1961 後6:30～7:00，10:30～11:30 （ 土）後6:30～7:00，10:30～
11:30 3 18 9時間

1962 （土）後10:30～11:00 3 16 8時間
1963 後6:30～7:00，10:00～11:00 4

1964 前7:30～8:00 後6:00～7:00，10:30～11:00 （土）前7:30～8:00，後6:30～
7:00 4 22 11時間

1965 後 6:00 ～ 6:30，10:30 ～ 11:00，11:20 ～
11:50

（土）前7:30～8:00，後6:00～
6:30，10:30～11:00，11:30～
12:00

4 24 12時間

1966 前6:00～6:30，7:30～ 8:00 後6:00～6:30，11:25～11:55
（ 土 ）前6:00～6:30，7:30～
8:00，後6:00～6:30，11:25～
11:55

1967 後6:00～6:30，7:00～7:30，11:25～11:55
（ 土 ）前6:00～6:30，7:30～
8:00，後7:00～7:30，11:25～
11:55

6 29 14時間
30分

1968 前6:00～6:30，8:00～8:30 後6:00～ 6:30，7:00～7:30，11:00～11:30
（ 土 ）前6:00～6:30，8:00～
8:30，後7:00～7:30，11:00～
11:30

1969
1970
1971
1972

1973 後 6:00 ～ 6:30，7:00 ～ 7:30，11:00 ～
11:30，（火）（木）後7:30～8:00

（ 土 ）前 6:00 ～ 6:30，8:00 ～
8:30，後 5:30 ～ 6:00，7:30 ～
8:00，11:00～11:30，（ 日 ）前
6:00～6:30，後5:30～6:00

7 34 17時間

1974
1975

1976 前7:00～8:00 後 6:00 ～ 6:30，7:00 ～ 7:30，11:00 ～
11:30，（水）（木）後7:30～8:00

（土）前7:00～8:00，後7:00～
7:30，11:00～11:30，（ 日 ）前
7:00～8:00

28 14時間

1977
1978
1979
1980
1981

1982 前6:30～7:30 後7:00～7:30，11:30～0:00
（土）前6:30～7:30，後7:00～
8:00，（日）前7:00～8:00，後
7:00～8:00

1983

1984 前6:30～7:30 後11:30～0:00，（ 月 ）～（ 木 ）後6:00～
7:00，（金）後6:30～7:00

（土）前6:30～7:30，（日）前
7:00～7:30 8

1985 前7:00～8:00 （土）（日）前7:00～8:00
1986
1987
1988
1989

1990 後10:00～11:00
（土）（日）前7:00～8:00，（土）
後6:00～7:00，（日）後7:00～
8:00

9 32

1991 （金）後0:00～0:20 後10:00～11:00
（ 土 ）前6:40～7:20，7:30～
8:00，後0:00～1:50，11:30～
0:00，（日）前6:40～7:20，後
6:30～7:00

11 41 15時間

1992 （月）～（木）前7:00～8:00，（金）前6:40～
8:00

後7:30～ 7:50，（月）～（木）後10:15～
11:00，（金）後10:00～11:00

（土）前6:40～8:00，後0:00～
2:00，11:45～0:15，（日）後
7:00～7:30

14 49 15時間
20分

1993 （月）～（木）前6:55～8:00，（金）前6:40～
8:00

（月）～（木）後7:00～ 7:20，9:55～10:00，
（金）後6:50～7:50，10:40～11:00

（土）前6:40～8:00，後0:00～
2:00，6:50～7:50，11:45～0:15 13 51 14時間

55分

1994 （ 月 ）～（ 木 ）後1:35～
1:55，（金）1:00～1:30

（月）～（木）後7:00～ 7:20，9:55～10:00，
10:40～11:00，（金）後6:50～7:50

（土）前6:40～7:20，後0:00～
1:20，6:50～7:50，11:45～0:15

15時間
5分

1995 前6:40～8:00 （ 月 ）～（ 木 ）後1:35～ 
1:55，（金）3:00～3:30

後9:55～10:00，（月）～（木）後11:10～
11:50，（金）後3:00～3:30

（土）前6:40～8:00，後0:00～
1:20 46 14時間

15分

1996 （ 月 ）～（ 木 ）後1:40～
2:00，（金）3:00～3:30

（ 月 ）～（ 木 ）後10:25～10:30，11:10～
11:50，（金）後3:00～3:30 45 14時間

10分

1997 （ 月 ）～（ 木 ）後1:35～
2:00，（月）後3:30～4:00 （月）～（木）後7:20～7:25，11:15～11:55 （土）前6:40～7:40，後0:00～

1:20，（日）後6:40～7:00 49 14時間
30分

注：斜線は放送なし，空欄は前年度に同じ



69OCTOBER 2019

平日午前 平日午後 平日夜間 土曜・日曜 番組数 放送枠 放送時間

1998 （月）～（水）前6:40～7:30，（金）前6:40～
7:10

（月）～（木）後0:30～
0:55，（金）後0:00～1:00，

（水）後3:30～4:00
（月）～（木）後7:20～7:25，11:45～0:35 （土）前6:40～7:10，後0:00～

1:30，（日）後6:40～7:10 14 38 13時間
30分

1999
（月）～（木）後0:30～0:55，
（月）後3:00～3:25，（火）
～（金）後3:00～3:30

後10:55～11:00，（火）～（金）前0:00～
0:50，（土）前0:40～1:10 （土）（日）前6:40～7:10 39

2000 （土）（日）前6:40～7:10，（日）
前0:15～0:40 40 13時間

55分
2001

2002
（ 月 ）～（ 木 ）後0:30～
0:55，1:40～1:55，（ 月 ）
後3:00～3:25，（ 火 ）～

（金）後3:00～3:30

（月）～（木）後10:55～11:00，（火）～（金）
前 0:00～0:55，（土）前0:40～1:10

（土）（日）前6:40～7:10，（日）
前0:00～0:55 15 48 15時間

2003 前6:00～6:30，（月）～（木）前6:45～7:10 （月）～（木）後0:00～0:30
（月）後11:00～1;00，（火）～（木）後11:00
～0:00，（ 金 ）後9:55～10:00，11:00～
11:30，（土）0:30～0:55

（土）（日）前6:00～6:30，（日）
前7:30～8:30 45 14時間

35分

2004 （月）～（水）後0:00～0:30，
（木）後0:00～0:10

（月）後11:00～1;00，（火）～（木）後11:00
～0:00，（ 金 ）後9:55～10:00，11:00～
11:10，0:30～0:50

（ 土 ）前6:00～6:30，6:40～
7:00，（日）前6:00～6:30，7:25
～8:10

14 45 13時間
55分

2005 前6:00～6:25，（月）～（木）前6:45～7:10，
（金）前5:30～5:55 （月）～（木）後0:00～0:30

（月）後11:00～0;40，（火）～（木）後11:00
～0:00，（ 金 ）後9:55～10:00，11:00～
11:30

（土）前6:00～6:30，（日）前
6:00～6:25 16 43 12時間

45分

2006
（月）～（水）前6:00～6:30，（木）前6:00～
6:25，（金）前5:30～5:55，6:00～6:25，（月）
～（木）前6:45～7:10

（土）前6:00～6:25，（日）前
6:00～6:25，7:00～7:40 49 13時間

10分

2007
（月）～（水）前6:00～ 6:25，6:40～7:00，
（木）前6:00～6:30，6:40～7:00，（金）前5:10
～5:30，5:35～6:30，6:40～7:00

（月）～（水）後11:00～0:25，（木）後11:00
～0:20

（土）前6:00～6:30，6:40～
7:00，後6:55～7:00，（日）前
0:30～1:10，6:00～6:25

16 54 14時間
20分

2008
（月）～（水）前6:00～ 6:25，6:40～7:00，
（木）前6:00～6:30，6:40～7:00，（金）前5:10
～5:30，5:35～6:30，6:40～7:00，11:45～
11:55

（ 月 ）～（ 木 ）後0:00～
0:30，（金）後0:00～0:25

（火）7:25～7:50，（水）7:45～50，（月）～
（水）後11:00～0:25，（木）後11:00～0:20

（土）前6:00～6:30，6:40～
7:00，（日）前0:45～1:35，6:00
～6:25

17 58 15時間
30分

2009 （ 月 ）～（ 木 ）前6:00～6:30，6:40～7:00，
（金）前5:10～5:30，5:35～6:30，6:40～7:00

（月）後0:30～0:55，（火）
～（ 木 ）後0:30～1:00，

（金）後0:30～0:45

（水）後7:45～50，（月）～（木）後11:00～
11:30，（火）～（木）前0:00～1:00，（金）
前0:00～0:55

（ 土 ）前5:30～6:30，6:40～
7:00，後7:45～7:50，10:55～
11:00，（日）前0:50～1:10

19 63 15時間
10分

2010
前6:00～ 6:25，（月）～（木）前6:40～6:55，

（木）5:30～5:35，（金）前5:05～5:25，6:35
～7:00

（月）～（木）後0:30～0:55 （月）～（木）後 11:00～11:30，（火）～（金）
前0:00～0:55，（金）後9:55～10:00

（ 土 ）前5:00～6:25，6:35～
7:00，後0:20～1:00，7:45～50 18 56 14時間

2011
（月）～（水）前6:00～ 6:25，（木）（金）前
5:35～6:25，（月）～（木）前 10:15～10:25，

（金）前11:25～11:30
（ 月 ）～（ 木 ）後1:30～
1:55，（金）11:25～11:30

（月）～（木）後11:00～11:55，（金）後
11:00～11:40，（火）～（水）前0:00～0:25，

（土）0:30～0:50
（ 土 ）前5:00～6:25，9:55～
10:00，（日）前7:55～8:00 52 13時間

2012
（月）～（水）前6:00～6:25，（木）（金）前5:30
～5:55，6:00～6:25，（月）～（木）前 10:15
～10:25，（金）前 10:15～10:30

（ 月 ）～（ 木 ）後0:00～
0:25，0:50～0:55

（月）後10:00～11:25，（火）～（木）後
10:00～11:00，（水）（木）前1:00～1:25

（ 土 ）前5:00～6:25，9:15～
9:25，11:00 ～ 11:25，後 9:50
～10:00，10:50～10:55，（日）
前8:55～9:00，後6:40～7:00，

（月）前0:45～1:25

19 56 14時間
20分

2013
（月）前5:30～5:55，6:05～6:20，（火）前
6:00～6:20，（水）前6:00～6:25，（木）（金）
前5:30～5:55，6:00～6:30，（月）～（木）前 
10:15～10:25，（金）前 10:15～10:30

（水）後7:50～55，（月）後10:00～11:25，
（火）～（木）後10:00～11:00，（水）前1:00
～1:25，（木）前1:00～1:40

（ 土 ）前5:00～6:25，9:55～
10:00，11:00～11:25，（日）後
6:40～7:00，（ 月 ）前0:45～
1:10

15 46 13時間
40分

2014
（月）前5:30～5:50，6:00～6:25，（水）前6:00
～6:25，（ 木 ）前5:30～5:50，6:00～6:20，

（金）前5:30～5:50，6:00～6:30，（月）～（木）
前10:00～10:25，（金）前10:00～10:30

（月）～（木）後0:00～0:25
（月）～（水）後 10:00～11:00，（木）後
10:00 ～ 10:20，10:25 ～ 11:00，11:45 ～
11:55，（火）前1:00～1:40，（水）（木）前
1:00～1:25

（土）前5:00～6:25，前11:00
～11:25，（日）後6:40～7:00，

（月）前0:45～1:10

2015

（ 月 ）前6:00～6:20，10:30～10:55，（ 火 ）
（木）（金）前5:30～5:55，6:00～6:25，（水）
前5:30～5:55，（ 月 ）～（ 木 ）前10:15～
10:25，（月）前10:30～10:55，（金）前10:15
～10:55，11:45～11:55

（金）後1:35～1:50

（月）後10:50～11:00，11:25～11:50，（火）
前0:00～0:25，1:00～1:40，後10:50～
11:25，（ 水 ）前0:00～0:50，1:00～1:40，
後10:25～11:25，（木）前1:00～1:50，後
10:00～10:25，10:50～11:00

（ 土 ）前5:30～5:55，6:00～
6:25，11:00～11:20，（ 日 ）後
6:30～6:50，（ 月 ）前0:45～
1:10

16 51 13時間
55分

2016

（ 月 ）前5:30～5:50，6:00～6:25，10:15～
10:55，（ 火 ）（ 水 ）前6:00～6:25，10:15～
10:25，（ 木 ）前5:30～5:50，6:00～6:25，
10:15～10:25，（金）前5:30～5:50，6:00～
6:25，10:15～10:50，11:45～11:55

（月）～（木）後10:50～11:00，（月）後
11:25～11:50，（ 火 ）前0:00～0:25，1:00
～1:40，後11:25～11:50，（水）前0:00～
0:50，1:00～1:40，後11:30～11:55，（木）
前1:00～1:50，後11:00～11:50

（ 土 ）前5:30～5:55，6:00～
6:25，11:00～11:20，（ 日 ）後
6:30～6:50，（ 月 ）前0:45～
1:10

15 47 13時間
40分

2017
（月）（火）前5:30～5:55，6:00～6:25，（水）
前6:00～6:25，（木）（金）前5:30～5:55，6:00
～6:25，（月）前10:15～10:55，（火）～（木）
前10:15～10:25，（金）前10:15～10:55

（月）～（木）後10:50～11:00，（月）後
11:30～11:55，（ 火 ）前0:00～0:25，1:00
～1:40，後11:25～11:50，（水）前0:00～
0:50，1:00～1:40，後11:30～11:55，（木）
前1:00～1:50，後11:00～11:55，（金）後
7:50～7:55，（土）前1:25～1:50

（ 土 ）前6:00～6:25，11:00～
11:30 49 13時間

25分

2018
（月）（火）（木）（金）前5:30～ 5:55，（月）～
（金）前6:00～6:25，（月）前10:20～10:25，
（火）～（金）前10:15～10:25，（金）前10:25
～10:55

（木）後1:55～2:00，（金）
後1:35～1:45

（ 月 ）～（ 木 ）後10:50～11:00，11:30～
11:55，（ 火 ）前0:00～0:25，1:00～1:40，

（水）前0:00～1:40
（ 土 ）前6:00～6:25，10:30～
11:00，（日）後6:55～7:00 13 41 11時間

25分

2019
（月）前5:30～ 5:50，（火）（木）（金）前5:30
～ 5:55，（月）～（金）前6:00～6:25，（火）
～（木）前10:15～10:25，（金）前10:15～
10:55

（火）後0:45～0:50，（木）
後1:55～2:00，（ 金 ）後
1:35～1:45

（火）後7:50～7:55，（木）後7:40～7:55，
（金）後9:30～10:00，（月）～（木）後11:20
～11:55，（火）（水）前0:00～0:50，（火）
前1:00～1:40

（土）前 6:00 ～ 6:25 26 11時間
15分
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表 9　「語学番組」の変遷（教育テレビ）
1960（昭和35） 1970（昭和45） 1980（昭和55） 1990（平成2） 2000（平成12） 2010（平成22） （令和

元）
（年度） 1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

英語会話（59～62） 英語会話初級（63～75）
英会話
初級

（76～77）
　　　　　　　英語会話Ⅰ（78～93） 英会話（94～02）

いまから出直し
英語塾

（03～06）
① ②

トラッドジャパン
（09～12）

ミニ（09～11）
③ エイエイGO!

（15～18） ④

英語会話中級（63～75）
英会話
中級

（76～77）
　　　　　　　英語会話Ⅱ（78～93）

英会話
上級

（94～97）

英語
ビジネスワールド

（98～02）

実践・
ビジネス
英会話

（03～04）

⑤

テレビで留
学!コロン
ビア大学初
級英語講座

（06～07）

⑥ ニュースで英会話（09～17）
ニュースで英会話プラス（15）

世界へ
発信! 

SNS英語術
（18～）

英語会話Ⅲ（76～83） やさしい英会話（91～98） はじめよう英会話
（99～02）

英会話 
エンジョイ!

スピーキング
（03～05）

リトル
チャロ～
カラダに
しみこむ
英会話

（08～09）

⑦ ⑧

テレビで基礎
英語（12～14）
基礎英語ミニ

（12）

ボキャブ
ライダー
（17～）ドラマで

楽しむ
英会話

（05～06）

マーシャ
の英会話・

6か月
（92～93）

3か月英会話（94～00）

英会話・
トーク＆
トーク

（01～02）

⑨ 3か月トピック英会話（05～13） リトルチャロ（14～19）

ミニ英会話・とっさのひとこと（92～06）
リトル
チャロ

（08～09）

リトル
チャロ2

～英語に恋
する物語

（10～11）

おとなの基礎英語（12～17）
おもてなし
の基礎英語
（18～）

アンコール
3か月英会話
（00～02）

100語でスタート!
英会話（03～05） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ しごとの基礎英語

（13～17）

⑮
ライオンたちと
イングリッシュ

（03～06）

Jブンガク
（09～11）

スーパー
プレゼンテーション

（12～17）
ドイツ語
初級講座

（60～62）
たのしいフランス語（63～75） 　　　ドイツ語講座（76～89） ドイツ語会話（90～07） テレビでドイツ語（08～16.9） 旅するドイツ語

（16.10～）

フランス語
初級講座

（60～62）
やさしいドイツ語（63～75） 　　　   フランス語講座（76～89） フランス語会話（90～07） テレビでフランス語（08～16.9） 旅するフランス語

（16.10～）

　　　　　　　　スペイン語講座（67～89） スペイン語会話（90～07） テレビでスペイン語（08～16.9） 旅するスペイン語
（16.10～）

　　　　      中国語講座（67～89） 中国語会話（90～07） テレビで中国語（08～）

とっさの中国語
（07～10）

ロシア語講座（73～89） ロシア語会話（90～09.9） テレビでロシア語（09.10～17.9） ロシアゴスキー
（17.10～）

アンニョンハシムニカ ハングル講座（84～07）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テレビでハングル講座（08～）

イタリア語会話（90～07） テレビでイタリア語（08～16.9） 旅するイタリア語
（16.10～）

アラビア語会話
（04～07） テレビでアラビア語（08～）

アジア語学紀行
（05～09）

スタンダード
日本語講座
（91～93）

⑯ ⑰
やさしい
日本語

（96～98）

NHK日本語講座
にほんごでくらそう

（99～03）

NHK日本
語講座 

新にほんご
でくらそう

（04～06.9）

エリンが挑戦! 
にほんごできます。

（06.10～10）

どうも!
にほんご
講座です。
（11～13）

使える!
伝わる にほんご
（14～16）プラクティカル

日本語講座
（92～93）
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1960（昭和35） 1970（昭和45） 1980（昭和55） 1990（平成2） 2000（平成12） 2010（平成22） （令和
元）

（年度） 1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

英語会話（59～62） 英語会話初級（63～75）
英会話
初級

（76～77）
　　　　　　　英語会話Ⅰ（78～93） 英会話（94～02）

いまから出直し
英語塾

（03～06）
① ②

トラッドジャパン
（09～12）

ミニ（09～11）
③ エイエイGO!

（15～18） ④

英語会話中級（63～75）
英会話
中級

（76～77）
　　　　　　　英語会話Ⅱ（78～93）

英会話
上級

（94～97）

英語
ビジネスワールド

（98～02）

実践・
ビジネス
英会話

（03～04）

⑤

テレビで留
学!コロン
ビア大学初
級英語講座

（06～07）

⑥ ニュースで英会話（09～17）
ニュースで英会話プラス（15）

世界へ
発信! 

SNS英語術
（18～）

英語会話Ⅲ（76～83） やさしい英会話（91～98） はじめよう英会話
（99～02）

英会話 
エンジョイ!

スピーキング
（03～05）

リトル
チャロ～
カラダに
しみこむ
英会話

（08～09）

⑦ ⑧

テレビで基礎
英語（12～14）
基礎英語ミニ

（12）

ボキャブ
ライダー
（17～）ドラマで

楽しむ
英会話

（05～06）

マーシャ
の英会話・

6か月
（92～93）

3か月英会話（94～00）

英会話・
トーク＆
トーク

（01～02）

⑨ 3か月トピック英会話（05～13） リトルチャロ（14～19）

ミニ英会話・とっさのひとこと（92～06）
リトル
チャロ

（08～09）

リトル
チャロ2

～英語に恋
する物語

（10～11）

おとなの基礎英語（12～17）
おもてなし
の基礎英語
（18～）

アンコール
3か月英会話
（00～02）

100語でスタート!
英会話（03～05） ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ しごとの基礎英語

（13～17）

⑮
ライオンたちと
イングリッシュ

（03～06）

Jブンガク
（09～11）

スーパー
プレゼンテーション

（12～17）
ドイツ語
初級講座

（60～62）
たのしいフランス語（63～75） 　　　ドイツ語講座（76～89） ドイツ語会話（90～07） テレビでドイツ語（08～16.9） 旅するドイツ語

（16.10～）

フランス語
初級講座

（60～62）
やさしいドイツ語（63～75） 　　　   フランス語講座（76～89） フランス語会話（90～07） テレビでフランス語（08～16.9） 旅するフランス語

（16.10～）

　　　　　　　　スペイン語講座（67～89） スペイン語会話（90～07） テレビでスペイン語（08～16.9） 旅するスペイン語
（16.10～）

　　　　      中国語講座（67～89） 中国語会話（90～07） テレビで中国語（08～）

とっさの中国語
（07～10）

ロシア語講座（73～89） ロシア語会話（90～09.9） テレビでロシア語（09.10～17.9） ロシアゴスキー
（17.10～）

アンニョンハシムニカ ハングル講座（84～07）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テレビでハングル講座（08～）

イタリア語会話（90～07） テレビでイタリア語（08～16.9） 旅するイタリア語
（16.10～）

アラビア語会話
（04～07） テレビでアラビア語（08～）

アジア語学紀行
（05～09）

スタンダード
日本語講座
（91～93）

⑯ ⑰
やさしい
日本語

（96～98）

NHK日本語講座
にほんごでくらそう

（99～03）

NHK日本
語講座 

新にほんご
でくらそう

（04～06.9）

エリンが挑戦! 
にほんごできます。

（06.10～10）

どうも!
にほんご
講座です。
（11～13）

使える!
伝わる にほんご
（14～16）プラクティカル

日本語講座
（92～93）

① きょうから英会話（07） ⑦ ギフト～ E名言の世界（10） ⑬ コーパス100！で英会話（09）
② 英会話セレクション（08） ⑧ 実践！英語でしゃべらナイト（11） ⑭ リトル・チャロ東北編
③ リトルチャロ4 英語で歩くニューヨーク（13） ⑨ 英会話 ドラマでリスニング（03） ⑮ マザーグース（92）
④ 知りたガールと学ボーイ（19 ～） ⑩ 新感覚☆キーワードで英会話（06） ⑯ NHK日本語講座（94）
⑤ テレビで留学！ニューヨーク大学英語講座（05） ⑪ 新感覚☆わかる使える英文法（07） ⑰ スタンダード日本語講座（95）
⑥ テレビで留学！（08） ⑫ 英語が伝わる！100のツボ（08） ⑰ プラクティカル日本語講座（95）

①～⑰の番組名

とっさのハングル（02） とっさのビジネス中国語（11）
2PMのワンポイントハングル（12）
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とともに，『英語会話』が曜日ごとに対象を3レ
ベルに分けて始まる。続く60年度からはドイツ
語，フランス語の番組も始まり，平日夜間の帯
番組として定着していった。

5-2 「語学番組」の広がり

1967年度からは，英語，ドイツ語，フラン
ス語に加えて『スペイン語講座』『中国語講座』
の2番組，そして73年度からは『ロシア語講
座』が始まり，テレビ，ラジオとも6言語の番
組が放送されるようになる。

73年度の番組編成をみると，英語は中学校
卒業程度の初級，やや程度の高い会話表現や
語法を扱う中級が，それぞれ週3回，朝6時台
と夜7時台に編成された。ドイツ語，フランス
語，中国語は週3回，スペイン語とロシア語に
ついては週 2回放送。それぞれ同じ回数の再
放送があり，時間を選択して視聴できるように
なっていた。番組は，講師がテキストをもとに
基礎的な文法や会話表現を行う形式であった。

84年度，11年ぶりの新言語として『アンニョ
ンハシムニカ ハングル講座』が始まる。番組
開設の要望は1970年代からあったが，標準と
する言葉や番組名についてさまざまな意見があ
り，最終的に言語名を表示しないタイトルとな
る。こうして80年代の語学番組は7言語にま

で広がっていった。

5-3 「講座」から「会話」へ

1990年代は教育テレビが全体として大きな
変化を迎えた時期だが，語学番組でもさまざ
まな改革が進められた。

1990年度の番組改定では「①2年間で番組
を30 分から20 分に短縮する」「②ハングルを除
く番組名を「講座」から「会話」に変える」「③
8 番目の言語として「イタリア語会話」を開設す
る」という方針が示される。

改定の背景の1つとして，観光目的の海外渡
航者の大幅な増加がある。85年の495万人が
90年には1,100万人にまで増え18），仕事や学業
のために語学を学ぶ人だけでなく，旅行で日常
会話ができることを求める人が増えてきた。
「会話」をタイトルとした新番組『イタリア語

会話』では，「初歩の日常会話や，イタリア旅
行を志す人にすぐに役立つ実用的な番組を目指
した」（『NHK年鑑』〈1991〉）番組制作が行わ
れた。初めてイタリア語を学ぶ日本人女性とネ
イティブ・スピーカーのイタリア人男性が主に番
組を進行した。さらに，「日本国内の外国人人
口の増加と日本語学習熱に対応」（『NHK年鑑』

〈1992〉）するために，91年度から『スタンダー
ド日本語講座』も始まる。

78年から10年以上続いた『英語会話』のシ
リーズも変化の時期を迎える。英語会話の入
門編『やさしい英会話』（91年度），英会話を
短期間でマスターしたいニーズに応える『マー
シャの英会話・6か月』（92年度）や『3か月英
会話』（94年度），そして，5分番組『ミニ英会
話・とっさのひとこと』（92年度）など，難易度，
放送期間，時間の長さの異なる番組が次 と々
始まる。

「語学番組」の収録風景（1960 年代）

『教育テレビ5年の歩み』（1964.1.10放送）より
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98年度からはヨーロッパ言語を中心に基本
表現「スタンダード40」を導入した番組制作が
始まる。使用頻度が高く実用的な40の基本的
な表現を毎週1つ学び，実践的な語学力を養
うというものである。各言語で進められてきた
カリキュラム開発を一元化する試みでもあった。

5-4 インターネットへの展開と多様化する番組

2000年代になると，インターネットへの展開
が急速に進む。1999年度に「NHK外国語講
座 スタンダード40」（www.nhk.or.jp/gogaku）
として開設されたウェブサイトでは，8言語の基
本文型を音声で確認することができた。また，
NHKエデュケーショナル制作のウェブサイト

「ゴガクル」（gogakuru.com）も07年度にスター
ト，登録したフレーズで反復学習を進めたり，
フレーズを共有してソーシャルラーニング
を進めたりできるようになった。

08年度にはテレビ，ラジオ，番組テキ
スト，ウェブサイトそれぞれのメディアの
特性を生かして学習を進められるクロスメ
ディア番組『リトルチャロ』がスタート。09
年度にはNHKワールドの英語ニュースで
学ぶ『ニュースで英会話』も始まり，クロ
スメディア展開が定着していった。

また，09年度にはラジオ第2放送で放
送した語学14 番組を一定期間「NHK語
学番組ホームページ」で公開するサービス
も始まる。

10年代は番組の多様化がさらに進む。
10年度にスタートした欧州4言語の共同
企画「EURO24」では，旅を楽しむ24の
フレーズをナビゲーターのタレントとスタ
ジオで学ぶ形式をとり，16年度からは『旅
する○○語』としてオール現地ロケの番

組になる。
英語番組も大人の学び直し番組『おとなの

基礎英語』（12年度），突然仕事で英語を使わ
ざるをえない状況を想定して英語力を駆使する

『しごとの基礎英語』（13年度），海外からのゲ
ストのおもてなしに役立つ『おもてなしの基礎
英語』（18年度），そして，アメリカのプレゼン
イベント「TEDカンファレンス」を素材とした語
学教養番組『スーパープレゼンテーション』（12
年度），SNS系メディアの達人と学ぶ『世界へ
発信！SNS英語術』（18年度）など多種多様な
番組の放送が始まる。

また，英語番組では子どもから大人まで一
貫して学べる「英語グランドデザイン」を設計，
CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）に基づい
た「A1」から「C2」レベルに，最初歩の「A0」

『世界へ発信！SNS 英語術』（2018 年度）

NHK ゴガク ウェブサイト

NHKゴガク　https://www2.nhk.or.jp/gogaku/
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を加えた7段階の番組を配置するようになっ
た 19）。

14年度には語学番組のポータルサイトを
「NHKゴガク」としてリニューアル，16年度に
は公式アプリも公開している。

文化や価値観の異なる外国人とのコミュニ
ケーションをとる機会が増えていく時代，語学
番組は放送とインターネットで多様なコンテンツ
を提供するようになってきている。

おわりに

教育テレビ60年の番組の変遷を振り返るシ
リーズの第1回として，開局当初から放送が始
まった「高校講座」「大学講座」「教師・保護者
向け番組」「語学番組」の4つのグループの変
遷をみてきた。
「大学講座」は1981年で放送を終了したが，

60年間続いている「高校講座」と「語学番組」
では 5点の変化がみられた。

1点目は放送時間帯の変化である。「高校講
座」「語学番組」とも原則として朝と夜の時間
帯，さらに土曜日や日曜日の午前中など，在宅
して学習しやすい時間に帯編成されている。し
かし，「高校講座」は1980年代に学校放送番
組の役割を担うために午後にも放送されるよう
になり，インターネット配信が始まる2003年度
からは午後の時間帯と録画利用前提の深夜の
時間帯となる。また「語学番組」では90年代
から昼の時間帯に在宅している人向けの放送
も始めた。こうした変化は，自学自習をする学
習者が継続的に視聴できる時間帯を考えて進
められている。

2点目は番組の長さの変化である。当初は
「高校講座」「語学番組」とも30分番組であっ

たが，「語学番組」は90年代，高校講座は
2010年代から20分化が進む。さらに「高校講
座」では「ベーシックシリーズ」などの10分番
組，「語学番組」では「とっさのひとこと」など
のミニ番組が生まれ，視聴者の選択の幅を広
げた。

3点目は番組内容の変化である。「高校講
座」では学習指導要領に基づく教科番組のほ
かに，『ロンリのちから』などの関連番組が生
まれた。「語学番組」では08年度の『リトル
チャロ』以後，『ニュースで英会話』や『世界へ
発信！SNS英語術』など，さまざまなトピック
の番組を放送するとともに，ヨーロッパ言語の
番組は「旅する○○語」シリーズとして実用性
を重視する方向性を示している。

4点目は演出の変化である。「高校講座」「語
学番組」とも教師や専門家がテレビの前の視
聴者に直接語りかけるタイプだけでなく，視聴
者の立場に近い出演者と一緒に学んでいくタイ
プが増えてきた。番組から学習内容を学ぶだ
けでなく，学習方法も学べるようになっている。

なお3点目，4点目については「教師・保護
者向け番組」でも同様の変化がみられた。

5点目はインターネットとの連動である。番組
を放送時間に合わせて視聴する「リアルタイム
視聴」だけでなく，「録画視聴」「ネット視聴」
が増える中，視聴者に継続視聴してもらうため
のコンテンツが開発されている。特に10年代
はスマートフォンへの対応が進められた。

多様化する視聴者に対して，多種多様な番
組を放送してきた教育テレビの変化と今後の方
向性について，引き続き本シリーズで考えてい
きたい。

 （うじはし ゆうじ）
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注：
 1） 総務省「平成30年地上基幹放送局等の再免許」

の別紙2では，NHKの総合放送と民間放送に対
して，「教育番組10％以上，教養番組 20％以上
を確保すること」，NHKの教育放送は「教育番
組75％以上，教養番組15％以上を確保すること」
としている。
http://www.soumu.go.jp/main_content/
000580830.pdf

 2） 教育テレビ60年の編成の変遷については，参考
文献の宇治橋（2019a）を参照。

 3） 図の作成は参考文献の藤岡（2005）p38をもと
に行った。

 4） 神山（1976）を参照。
 5） 文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年

告示）』では，「学校が，その指導計画に，各教
科・科目又は特別活動について体系的に行われ
るラジオ放送，テレビ放送その他の多様なメディ
アを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取
り入れた場合で，生徒がこれらの方法により学習
し，報告課題の作成等により，その成果が満足
できると認められるときは，その生徒について，
その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別
活動の時間数（以下「面接指導等時間数」とい
う。）のうち，10 分の6以内の時間数を免除する
ことができる。」とされている。
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/07/11/1384661_6_1_2.pdf　p16

 6） 「通信高校講座4か年計画」の概略は以下のとお
りである。（古田〈1999a〉p38）
①卒業資格を得るのに必要な基礎的な科目の全

部と職業科目の一部を放送する。
②基礎的な科目はテレビとラジオの両方で，選択

的な科目はメディアの特性を考慮して放送する。
③順次番組を拡充し4年間で完成する。

 7） 詳しい経緯は，教育放送研究会（2012）pp122-
134を参照のこと。

 8） 文部科学省「学校基本調査」によると，高校生
の数は579万人（1990年）から356万人（2010年）
と減少する中，通信制高校の生徒数は同時期に
15万人から19万人に増えている。不登校だった
中学生の入学や，全日制高校からの転入が増加
の原因と考えられる。

 9） 高等学校通信制課程では，教科書に加えて，自
学自習を支援する教材である「通信教育用学習
図書」（「学習書」）の使用が義務づけられている。

 10） 2009年度まではNHK出版から各番組に対応し
たテキストが発行されていた。

 11） 「高校講座」のウェブサイト開発については下記を
参照。
鈴木克明ほか（2004）「NHK高校講座向けWeb
サイトの試作」『教育メディア研究』（日本教育メ
ディア学会）11（1），pp1-10

 12） 2019年度は，ベーシックシリーズとして国語，
数学，英語，サイエンスの4 番組を放送している。

 13） 例えば2018年4月～ 2019年3月に放送した19
番組を，半年後の2018年10月～ 2019年9月に
放送している。

 14） 『NHK年鑑』（1971）によると，山口県下関市の

「大学開放講座」，広島市の「放送アカデミー」な
どのグループで番組を視聴しながら学習が行わ
れていた。

 15） NHKが総合，教育以外の第3の波として「NHK
放送市民大学」の番組を放送するという構想。詳
細は古田（1999a）pp49-53。

 16） その後，放送大学は1998年からスカパー，2011
年からBSデジタルで全国放送を開始，2018年9
月に地上波の放送は終了，BSデジタルの全国放
送に全面移行した。

 17） ラジオ番組『教師の時間』は1968年度から94
年度まで，後継番組の『教育ジャーナル』は96
年度までラジオ第2で放送された。

 18） 日本政府観光局「年別 訪日外客数, 出国日本
人数の推移」参照
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/marketing
data_outbound.pdf

 19） 2019年度のCEFRに基づく英語講座レベル一覧
は下記を参照のこと。
https://eigoryoku.nhk-book.co.jp/cefr

（URLはすべて2019年8月1日確認）
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