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はじめに

開局60年を迎えた教育テレビの番組を，グ
ループ分けして網羅的にみていく「シリーズ 教
育テレビ60年」の2回目は，「趣味・実用番組」

「婦人・育児番組」「教育教養講座」の変遷をみ
ていく。

対象となる番組のグループ分けについては，
教育テレビ40年の際に『放送研究と調査』に
シリーズで掲載された論考1）をもとに，時代の
変化に伴う番組内容の変化を考慮して追加・
修正を行った 2）。

教育テレビは開局当初から，時間帯ごとに
視聴対象を明確にするとともに，組織的・系
統的な学習に役立ててもらうために，同一時
間帯には同種の番組を編成してきた。日中の
時間帯は学校の授業で教師と子どもたちが
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開局60 年を迎えた教育テレビの番組をグループ分けして網羅的にみていく「シリーズ 教育テレビ60 年」の2回目
は，「趣味・実用番組」「婦人・育児番組」「教育教養講座」の変遷をみる。

教育テレビは，時間帯ごとに視聴対象を明確にするとともに，組織的・系統的な学習に役立ててもらうために，
同一時間帯には同種の番組を編成してきた。「シリーズ 教育テレビ60 年①」で取り上げた，「高校講座」や「語学
番組」，『NHK放送文化研究所年報 2019　第63集』で取り上げた「学校放送番組」とともに，「趣味・実用番組」
や「教育教養講座」も平日の同時間帯に編成されてきた。

それぞれの番組グループの変遷をみると，「趣味・実用番組」は初期の『技能講座』や「おけいこ番組」に，総
合テレビで放送されていた『きょうの料理』や『趣味の園芸』などが加わり，幅広い視聴者の興味や関心に対応し
てきた。「婦人・育児番組」は初期の『NHK婦人学級』が 70 年代に終了後，90 年代からは育児をテーマとした番
組として続いている。「教育教養講座」は，初期の『日曜大学』から80 年代の生涯学習ニーズの高まりに対応した

『NHK市民大学』を経て，知る楽しみを伝える番組に変化してきている。
それぞれの番組の内容の変遷とともに，放送時間帯の変化もみながら，NHK教育テレビが生涯学習社会に果

たしてきた役割を考える。
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視聴する学校放送番組 3），夜間の時間帯は一
般の成人を対象とした「語学番組」や，通信
制高校生を主な対象に高校の学習内容を扱う

「高校講座」を放送してきた 4）。
こうした平日の同時間帯に帯状に編成され

た番組と合わせて，本稿で扱う「趣味・実用
番組」「婦人・育児番組」「教育教養講座」も，
開局当時から週1回程度の放送が始まり，だ
んだんと放送時間を増やしていった。

開局当初，「趣味・実用番組」では，職業
技能を扱う番組として『趣味講座』の前身と位
置づけられる『技能講座』，さらに『絵画教室』

『体育教室』などの番組が週1回，夜の時間帯
に30 分間放送された。「婦人・育児番組」では，
後述するように，総合テレビで平日に帯編成さ
れた生活実用的な番組の『婦人百科』とは別
に，集団視聴と話し合いを意識した『NHK婦
人学級』の放送が週1回30 分，教育テレビで
始まる。「教育教養講座」としては，日曜の夜
に1時間，一般市民に専門知識をわかりやす
く伝える『日曜大学』の放送が行われた。
「趣味・実用番組」は1960 年代，「教育教

養講座」は70 年代から，平日に帯編成され，
教育テレビが「生涯教育に資する教育・教養
番組」の新設・刷新を打ち出す80 年代に隆盛
期を迎える 5）。90 年代には「婦人・育児番組」
のシリーズが帯編成となった時期もある。しか
し，2010 年代以後は，視聴者の要望の多様
化に合わせて，番組も帯編成ではなく，個別
のタイトルで放送する傾向がみられる。

こうした番組の変遷を『NHK年鑑』や「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）や関係者のヒアリングを
もとにみていく。

1. そろばん，ゴルフからスマホ，美筋ボディー  
    まで ～「趣味・実用番組」の変遷～

本章では「趣味・実用番組」を，大きく4つ
に分類した。1つ目は，『技能講座』から始ま
り，『趣味講座』そして『趣味どきっ！』に至る，
数か月単位でテーマを変えながら趣味やけい
こごとを扱うシリーズである。2つ目は，当初
は総合テレビで放送されていたが，1970 年代
以降は教育テレビに移設された『きょうの料
理』『婦人百科』『趣味の園芸』などの生活実
用的な内容を通年で扱う番組である。3つ目
は，ピアノ・バイオリン，囲碁・将棋，短歌・
俳句などの具体的なテーマを1年単位で継続
的に扱う番組である。そして4つ目はスポーツ
のルールや実技指導，見る楽しさを伝える『テ
レビスポーツ教室』である。

本稿では1つ目のシリーズを中心に，番組で
扱ったテーマを時代の変遷とともにみていく。
なお，2つ目の『きょうの料理』と『趣味の園芸』
については，それぞれ総合テレビで放送が始
まった時代からの歴史をまとめた論考がある
ので参照されたい 6）。番組の変遷は28ページ
の表1，扱ったテーマについては32ページか
らの表3にまとめた。

1-1 『技能講座』の始まり 

『技能講座』の始まりは1959 年1月。最初
のテーマは「テレビ技術入門」で，電波の伝わ
り方やテレビ受信機の構成などが扱われた。
59 年 4月からは「テレビ自動車学校」が加わ
る。運転免許をとろうとする人や自動車の整備
を行う人を対象に，「構造編」「運転編」「法規
編」「整備編」のシリーズを放送した。モータ
リゼーションの時代にマッチして，番組は好評
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表 1　「趣味・実用番組」番組の変遷（教育テレビ）

で，60 年度からは『テレビ自動車学校』として
独立した番組となり，68 年度まで放送が続く。

『技能講座』はその後，「計算尺」や「簿記」な
どをテーマに79 年度まで放送が続き，『そろば
ん教室』と合わせて，技能や資格の取得を目
指す人に向けて放送された。

こうした番組とともに，けいこごととしてピア
ノやバイオリンなどが扱われた。さらに囲碁・
将棋関連の講座番組も日曜午後に1時間30 分『教育テレビ 5 年の歩み』（1964.1.10 放送）より

『テレビ自動車学校』の収録風景（1960 年代）

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

技能講座（62 ～ 79） 趣味講座（81 ～ 89） 趣味百科（90 ～ 96） 趣味悠 （々97 ～ 09） （個別番組） 趣味Do楽
（12 ～ 14） 趣味どきっ！（15 ～）

三味線のおけいこ
（80 ～ 83） まる得マガジン（03 ～）

テレビ自動車学校（60 ～ 68） コンピュータ講座（69 ～ 75） 熱中ホビー百科
（96 ～ 98）

金曜アクセスライン
（99 ～ 02）

住まい自分流～ DIY
入門～（05 ～ 08）

そろばん教室（60 ～ 67）
住まい自分
流アルファ

（09 ～ 10）
スーパーレッスン

（06 ～ 10）
○○の国の

王子様
（08 ～ 09）

グレーテルのかまど（11 ～）

ピアノのおけいこ（62 ～ 82） NHK俳壇（94 ～ 04） NHK俳句（05 ～）
   バイオリンのおけいこ（62 ～ 82） NHK歌壇（97 ～ 04） NHK短歌（05 ～）

絵画教室（59 ～ 64） ギター教室（66 ～ 72） ギターをひこう（73 ～ 84） 俳句王国がゆく（12 ～）
フルート

教室
（71 ～ 72）

フルートとともに（73 ～ 81）

囲碁将棋講座（64 ～ 74）
囲碁将棋
の時間

（75 ～ 76）

囲碁の時間（77 ～ 10） NHK杯テレビ囲碁トーナメント（11 ～）

将棋の時間（77 ～ 10） NHK杯テレビ将棋トーナメント（11 ～）

囲碁講座（85 ～ 90） 囲碁フォーカス（12 ～）

将棋講座（85 ～ 90） 将棋フォーカス（12 ～）

きょうの料理（76 ～）

男の食彩（93 ～ 96） きょうの料理ビギナーズ（07 ～）

婦人百科（76 ～ 92） おしゃれ工房（93 ～ 09） すてきにハンドメイド（10 ～）

ガールズクラフト（14 ～）
きれいの魔法
（10 ～ 12）

趣味の園芸（84 ～）

趣味の園芸ビギナーズ（08 ～ 15）

趣味の園芸 やさいの時間（08 ～）

ことばテレビ（94 ～ 98）

体育教室
（59 ～ 60） テレビスポーツ教室（62 ～ 16）

筝のおけいこ（82 ～ 83）

職業技能講座（61）
技能講座（59） 趣味・技能講座（80）

アマチュア無線講座（60 ～ 61）

ピアノとともに（83）

テレビでおけいこ（60 ～ 61）

たのしい工作（61）

趣味講座 囲碁・将棋（63） 囲碁将棋講座（84）

趣味講座 囲碁（62）

体育講座（61）

趣味講座 将棋（62）

みんなのコーラス（65）

尺八のおけいこ（82）

バイオリンのABC（83）

リコーダーとともに（82）

実践・はなしことば講座（87 ～ 89）
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から2時間の長時間で編成され，教育テレビ
の分野の1つとして定着していく。

1-2 「技能」から「趣味」へ

1976年の番組編集基本計画は「教育テレビ
ジョンの編成を刷新」，82年は「生涯教育に資
する教育・教養番組の新設・刷新」を行うとさ
れ，「趣味・実用番組」の編成も変化を迎える。

まず，総合テレビで放送されていた「趣味・

実用番組」の『きょうの料理』『婦人百科』が
76 年度，『趣味の園芸』が84 年度から教育
テレビでの再放送を始め，次第に教育テレビ
を中心とした放送となる。そして，81年度か
ら，技能講座の流れとけいこごとの番組の流
れを合わせた形で『趣味講座』の放送が始ま
る。余暇時代を迎え，「生活を豊かにする趣味
や暮らしに役立つ実用的な技術を入門レベル
で，楽しみながら習得してもらう」（『NHK年鑑』

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

技能講座（62 ～ 79） 趣味講座（81 ～ 89） 趣味百科（90 ～ 96） 趣味悠 （々97 ～ 09） （個別番組） 趣味Do楽
（12 ～ 14） 趣味どきっ！（15 ～）

三味線のおけいこ
（80 ～ 83） まる得マガジン（03 ～）

テレビ自動車学校（60 ～ 68） コンピュータ講座（69 ～ 75） 熱中ホビー百科
（96 ～ 98）

金曜アクセスライン
（99 ～ 02）

住まい自分流～ DIY
入門～（05 ～ 08）

そろばん教室（60 ～ 67）
住まい自分
流アルファ

（09 ～ 10）
スーパーレッスン

（06 ～ 10）
○○の国の

王子様
（08 ～ 09）

グレーテルのかまど（11 ～）

ピアノのおけいこ（62 ～ 82） NHK俳壇（94 ～ 04） NHK俳句（05 ～）
   バイオリンのおけいこ（62 ～ 82） NHK歌壇（97 ～ 04） NHK短歌（05 ～）

絵画教室（59 ～ 64） ギター教室（66 ～ 72） ギターをひこう（73 ～ 84） 俳句王国がゆく（12 ～）
フルート

教室
（71 ～ 72）

フルートとともに（73 ～ 81）

囲碁将棋講座（64 ～ 74）
囲碁将棋
の時間

（75 ～ 76）

囲碁の時間（77 ～ 10） NHK杯テレビ囲碁トーナメント（11 ～）

将棋の時間（77 ～ 10） NHK杯テレビ将棋トーナメント（11 ～）

囲碁講座（85 ～ 90） 囲碁フォーカス（12 ～）

将棋講座（85 ～ 90） 将棋フォーカス（12 ～）

きょうの料理（76 ～）

男の食彩（93 ～ 96） きょうの料理ビギナーズ（07 ～）

婦人百科（76 ～ 92） おしゃれ工房（93 ～ 09） すてきにハンドメイド（10 ～）

ガールズクラフト（14 ～）
きれいの魔法
（10 ～ 12）

趣味の園芸（84 ～）

趣味の園芸ビギナーズ（08 ～ 15）

趣味の園芸 やさいの時間（08 ～）

ことばテレビ（94 ～ 98）

体育教室
（59 ～ 60） テレビスポーツ教室（62 ～ 16）

資格☆はばたく（11）

スーパーフラワーレッスン（11）

囲碁・将棋フォーカス（11）

ごちそう賛歌
（01 ～ 02）

スタイルアップ（09 ～ 10）

スーパーピアノレッスン（05）

住まい自分流（09 ～ 10）20歳の趣味講座（95）

短期集中講座
（90） 特選趣味百科（94）

リビングナウ（90）

今夜もあなたのパートナー もっと知りたい！
暮らしQ&A（03 ～ 04）

俳句王国（11）

グラン・ジュテ～私が跳んだ日（09 ～ 12）

ことばおじさんのナットク日本語塾（06 ～ 09）

あぁ ! 言い違いすれ違い（10 ～ 11）

趣味の園芸 京も一日陽だまり屋（16 ～）

ことばは変わる（92 ～ 93）

実践はなしことば（90 ～ 91）

囲碁講座（11）

将棋講座（11）
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表 2　『今夜もあなたのパートナー』番組構成
（1999 年度）

〈1982〉）番組として，「ベストゴルフ」「ベストス
キー」などのスポーツに親しむ番組，「俳句入
門」や「短歌入門」「書道に親しむ」など，伝統
文化の入門番組，さらに「ピアノでポップスを」
やロックの歴史を扱った「ベストサウンド」など，
新しい切り口の番組も放送された。

90年度からは『趣味百科』としてリニューア
ル。「さだまさし音楽工房」「安野光雅 風景画
を描く」「ナポレオンズのマジック道場」などの
出演者名をタイトルにした番組，「はじめてのパ
ソコン」「やさしいパソコン活用法」「パソコン
で遊ぶ」など，急速に普及し始めたパソコンに
ついての番組などが放送される。

また，94年度にNHK衛星第2放送で『日
本百名山』が放送されたあと，95年度から「中
高年のための登山学」が放送されたことで，百
名山ブームが広がることになった。

97年度には『趣味悠々』と改題，「サトウサ
ンペイと楽しむ海外旅行術」「千葉麗子の親子
で入門インターネット」など，これまでに扱って
こなかったテーマを取り上げたり，「羽生善治の

“将棋はむずかしくない!”」など，若い視聴者
向けの番組を放送したりするようになった。

また84年度の『趣味講座』から放送が続い
てきた俳句・短歌に関する番組は『NHK俳壇』

（94 ～ 04年），『NHK歌壇』（97 ～ 04年）とし
て独立する。若者に対象を広げた『20歳の趣
味講座』（95年），『熱中ホビー百科』（96 ～ 98
年）も放送され，テーマや対象をさらに広げて
いった。

1-3 生放送ワイド化とインターネットへの展開 

1993年度に『婦人百科』からリニューアルし
た『おしゃれ工房』が，それまでの夕方の時間
帯から夜に移設，97年度からは『趣味悠々』

『きょうの料理』『おしゃれ工房』が夜8時台，9
時台に編成され「趣味・実用ゾーン」として位
置づけられる。

そして，教育テレビ開局40年の99年度，『きょ
うの料理』『おしゃれ工房』をワイド化，平日の
夜8時から10時までを『今夜もあなたのパート
ナー』として刷新する。表2に示すように，『今
夜もあなたのパートナー』第1部はオープニング
トークのあとに『きょうの料理』を放送，続け
てスタジオパートをおいた。『NHK手話ニュー
ス845』後の第2部も同様に『おしゃれ工房』
の前後にスタジオパートをおくことで，番組の
連続性をもたせた。

99年度にはさらに，金曜夜8時から10時
に生放送のスタジオ番組『金曜アクセスライ
ン』が始まる。「最新のデジタル技術を使った
双方向の「未来志向型」番組」（『NHK年鑑』

〈2000〉）として，インターネット，FAX，電話
などで視聴者とやりとりをする番組であった。
8時台は『きょうの料理～全国うまいもの名鑑』
を中心にスタジオと各地域を結び，その地域に
在住の文化人が出演するスタイルで，地域放
送局と連携した番組であった。

番組ウェブサイトでは「広瀬光治の編み物

後8:00 今夜もあなたのパートナーⅠ オープニング 5分

8:05 『きょうの料理』 25分

8:30 今夜もあなたのパートナーⅠ 15分

8:45 『NHK手話ニュース845』 15 分

9:00 今夜もあなたのパートナーⅡ 2分

9:02 『おしゃれ工房』 25分

9:27 今夜もあなたのパートナーⅡ 8分

9:35 『趣味悠々』 25分
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フォーラム」のような関連情報と合わせて，「イ
ンターネットゲスト」として視聴者に登録しても
らい，「料理なんでも教えて掲示板」などの交
流の場も設けられた。

このスタイルの番組は2002年度で終了する
が，03年度からミニ番組『まる得マガジン』が
スタート，暮らしに役立つ情報をコンパクトにま
とめ，番組と番組をつなぐ役割を果たすように
なる。『まる得マガジン』は5分×8本が1シリー
ズで，「洗濯のコツ」「防災」「きれいな字の書き
方」などの基本的なテーマから，近年では「み
そ玉で簡単！毎日のおかず」（2015），「セスキプ
ラスαでピカピカ！激落ち掃除術」（2016）など
のテーマも扱っている。

1-4 ライフスタイルの提案へ

教育テレビ開局以来続いてきた技能や趣味
を扱う番組シリーズは2009年度に終了，10年
度からは個別番組の『チャレンジ！ホビー』『中
高年のためのらくらくパソコン塾』『あなたも
アーティスト』『直伝 和の極意』の4 番組を通年
で放送した。

12年度からは再び『趣味Do楽』として共通
タイトルとなる。「毎日の暮らしを豊かに」をコ
ンセプトに，「押尾コータローのギターを弾きま
くロー！」などの実践的講座，「落語でブッダ」
などの教養エンタメ講座，「わたしと野菜のお
いしい関係」などの女性のライフスタイル提案
講座，そしてスマホやタブレットを扱うデジタ
ル講座といった，幅広いテーマを取り上げた。

15年度からは『趣味どきっ！』としてリニュー
アル。中高年だけでなく30 ～ 40 代の女性を
ターゲットに，「明日使える！お弁当大百科」

「きょうから発酵ライフ」「体の中からキレイにな
る! 美筋ボディーメソッド」など，定番のゴルフ

やスマホだけでなく，食とライフスタイルを提
案するシリーズを放送している。

また17年度から総合テレビで放送が始まっ
た『ごごナマ』とともに開設されたウェブサイト

「NHKらいふ」では，料理，園芸・ガーデニン
グ，住まい，美容，健康，ファッションなど，「趣
味・実用番組」で放送された番組の1分程度の
動画を公開している。

1-5 スポーツ教室，囲碁・将棋番組の変遷

最後に個別番組についてみてみる。
教育テレビ開局時に始まった『体育教室』は

「青少年のもっとも親しみやすいスポーツを通
じて，青少年の健全な心身の発達に役立つよ
う解説指導する番組」（『NHK年鑑』〈1960〉）
であった。番組名を変えつつも1980 年代まで
は中学生・高校生を主な対象に，陸上や水泳，
野球やバレーボールなど年間40 種目に及ぶ競
技の基本指導や練習方法を紹介してきた。89
年度から放送時間を60 分から30 分にして，
対象を小学生から高齢者までに広げ，小学生
向けのミニバスケットボールや，太極拳なども
扱うようになった。

囲碁・将棋は50 年代からNHK杯が行われ，
ラジオ第2で放送されていたこともあり，トー
ナメント戦の様子を紹介するシリーズ 7）と，講
座番組を放送してきた。2012年度からは『囲
碁フォーカス』『将棋フォーカス』として，講座
と合わせて囲碁界・将棋界のタイムリーな話題
も扱う総合情報番組となっている。

このほかに87年度から放送の『実践・はな
しことば講座』など，NHKのアナウンサーが
言葉について伝えるシリーズも放送されてきた。

多様化が進むライフスタイルに合わせて，番
組で扱うテーマも広がってきている。
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年度 シリーズ名 テーマ
1959 技能講座 テレビ技術入門 テレビ自動車学校
1960 （個別番組）→ テレビ自動車学校
1961 職業技能講座 計算尺 理美容 洋裁 簿記 ラジオ・テレビの故障修理
1962 技能講座 計算尺 簿記 ラジオ・テレビの故障修理
1963 計算尺 簿記 テレビの故障修理
1964 計算尺 簿記 テレビの故障修理
1965 簿記 自動車整備 テレビの故障修理 アマチュア無線
1966 テレビジョン技術 自動車整備 簿記
1967 テレビジョン技術 自動車整備 簿記
1968 テレビジョン技術 統計実務 計算尺 簿記
1969 テレビジョン技術 統計実務 計算尺 簿記
1970 テレビジョン技術 自動車整備 簿記
1971 テレビジョン技術 自動車整備 建築士
1972 テレビジョン技術 自動車整備 建築士
1973 テレビジョン技術 自動車整備 建築士
1974 テレビジョン技術 自動車整備 建築士
1975 テレビジョン技術 自動車整備 建築士
1976 テレビジョン技術 オーディオ入門
1977 テレビジョン技術 オーディオ入門
1978 家庭大工入門 オーディオ入門
1979 家庭大工入門 オーディオ入門
1980 趣味・技能講座 家庭大工入門 釣り入門 カメラ技法入門
1981 趣味講座 家庭大工入門 釣り入門 カメラ技法入門
1982 初歩のヨーガ 釣り専科 マイコン入門

話し方・書き方 ベストゴルフ
自然観察入門
ペットの飼い方

1983 書道に親しむ 釣り専科 たのしいマイコン
絵画入門 ベストゴルフ ベストテニス

1984 ビデオカメラ入門 ベストスイミング 釣り専科 俳句入門・短歌入門
書道に親しむ～かな～ ベストテニス レッツ・ダンス

イラスト入門
1985 油絵入門 ベストゴルフ ベストサウンド 俳句入門・短歌入門

書道に親しむ～行書・草書～ ベストスイミング ビデオカメラ入門
ベストスキー

1986 ベストサウンドⅡ ベストゴルフ マイコン通信入門 俳句入門・短歌入門 油絵入門
第九をうたおう ベストゲートボール 文章表現入門 書道に親しむ～かな～
民謡をうたおう 釣り専科 新・レッツダンス

1987 ベストサウンドⅢ ベストゴルフ 陶芸入門 俳句入門・短歌入門 書道に親しむ～行書・草書～
スキューバダイビング クラシックバレエ入門 水墨画入門 新・レッツダンス
ビリヤード入門
ベストスキー

1988 ピアノでポップスを ベストゴルフ 書道に親しむ 俳句入門・短歌入門 陶芸入門
アウトドアライフの楽しみ ベストテニス 油絵入門Ⅱ 水墨画入門
ベストサウンドⅣ ベストスキー・中級編

1989 ピアノでポップスをⅡ ベストゴルフ イラスト入門Ⅱ 俳句入門・短歌入門 書道に親しむ
魅惑のステップ・ラテン専科 新体操入門 仕舞入門 油絵入門Ⅱ
コーラスでポップスを ベストスキー・中級編 木彫入門

1990 趣味百科 魅惑のステップ　モダン専科 近未来写真術 書道に親しむ 俳句・短歌 ママさんバレー・トレーニング
入門

仕舞入門Ⅱ 陶芸入門 木彫入門 へら鮒釣り専科
カラオケ演歌歌唱法 絵画に親しむ ベストテニス
ピアノでモーツァルトを ベストスキー～応用編

1991 カラオケポップス歌唱法 少女コミックを描く 水彩画入門 俳句・短歌 ハンググライダー入門

ピアノでポップスをⅢ 人形をつくる 茶の湯 ルアー＆フライ・フィッシング
入門

第九をうたおう 近未来写真術 書道に親しむ ベストゴルフ
レッツダンスⅢ ペットとくらす ベストスキー～応用編

1992 カラオケ演歌歌唱法Ⅱ はじめてのパソコン 人形をつくる 俳句・短歌 気功専科
ピアノでポップスをⅢ 少女コミックを描く 茶の湯 魅惑のステップ　モダン専科
さだまさし音楽工房 ペットとくらす 絵画への誘い 沖釣り専科
ショパンを弾く やきものをたのしむ 書道に親しむ ベストゴルフ

1993 カラオケ演歌歌唱法Ⅲ 俳画～季節を描く はじめてのパソコン 気功専科Ⅱ ベストテニス
さだまさし音楽工房 茶の湯入門 家庭水族館 ウッドクラフト　 沖釣り専科
アイラブクラシック 絵画への誘い やきものをたのしむ やさしいマジック ベストゴルフ

表 3　「趣味・実用番組」タイトル一覧（教育テレビ）
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年度 シリーズ名 テーマ
1993 エアロビクスをたのしむ 木版画に親しむ レッツダンスⅣ ベートーベンを弾く ベストスキー
1994 英語ポップス歌唱法 書道に親しむ ヨーガ健康法 自然を楽しむアウトドアライフ

レッツダンスⅢ 茶の湯入門 やさしいパソコン活用法 手軽な家庭大工
ピアノで名曲を　 ガラス工芸への招待 ナポレオンズのマジック道場 ベストスキー
魅惑のジャズダンス 写経～般若心経を書く 安野光雅　風景画を描く ベストゴルフ

1995 英語ポップス歌唱法Ⅱ 水墨画への招待 パソコンで遊ぶ フィットネススイミング

安野光雅　風景画を描く 中高年のための登山学 レッツダンス─ラテン─，─モ
ダン─ クルマを楽しむ

書道に親しむ フラワーアレンジメント ピアノ連弾の楽しみ ベストゴルフ
油絵を描く　 盆栽専科 茶の湯・道具の扱いと鑑賞 あなたも映像作家

1996 ポピュラーピアノを楽しむ ペン習字入門 陶芸に親しむ　 レッツ・スポーツエアロビック

健康サイクリングを楽しむ はじめてのコンピューターグラ
フィックス 茶の湯・はじめての茶会 中高年のための登山学

アコースティックギター入門 実用書道～楽しい暮らしの書 水墨画への招待 ベストゴルフ～100を切るために

中高年のためのスキー術 植物画を描く～ボタニカルアー
トの楽しみ ハーブを楽しむ シューベルトを歌う

年度 シリーズ名 テーマ

1997 趣味悠々 司とみどりのはじめてのダンス サトウサンペイと楽しむ海外旅行術 榊原るみとつくる優雅な和紙ちぎり絵 グアムでレッスン　レジャーダイビング
入門

千葉麗子の親子で入門インターネット あなたが奏でるセレナード～フルート
入門

茶の湯・家元指南　お点前拝見
茶の湯　茶事・事始め

中高年のための登山学～日本百名山を
めざす

夢枕獏といくルアーフィッシング　 佐々木久行の実戦パワーゴルフ 羽生善治の“将棋はむずかしくない！” 中高年のためのスキー術

きものを楽しむ 犬と楽しく暮らそう 織作峰子の写真術入門～人を美しく撮
る

リチャード・クレイダーマンのピアノレッ
スン

あなたも夢中レディース囲碁 おしゃれにつくるミニガーデン 心を贈る　絵手紙入門

1998 ワールドカップを100 倍楽しむ方法 福嶋晃子のパワフルゴルフ 田崎真也とみつける自己流ワインの楽
しみ アロハ　フラ！フラダンス入門

松岡修造とレッツエンジョイテニス～
キーワードで夢をひらく 自然満喫！自分だけのログハウス 茶の湯・豪快武家点前

茶の湯～はじめての茶会・客の心得 山下洋輔のジャズの掟（オキテ）

中高年のための登山学～日本百名山を
めざすⅡ 山本容子のエッチング入門 ホームページはむずかしくない～イン

ターネット徹底攻略法 バイオリンは友だち

暮らしを彩るフラワーデザイン 楽しさ発見！はじめてのスノーボード 手づくりパン工房 いろはに学ぶ書の心　かなの美
親子のための星空観察 心を贈る　絵手紙入門 愛しのテディベア 男のためのそば打ち入門

1999 とびっきりガーデニング　自分流AtoZ 髙木ブーのいますぐ始めるウクレレ お菓子まるごと大全集 世界に学ぶ　ザ・ゴルフレッスン

親子で遊ぶネイチャーウオッチング 茶の湯～茶道具ものがたり
茶の湯～抹茶の歴史を味わう ウノ！ドス！トレス！情熱のフラメンコ 中高年のための登山学～日帰り登山で

基本を学ぶ
とびっきりガーデニング　自分流AtoZ
パート２ 花を2倍楽しむ　押し花アート いますぐ始める　お父さんのためのピ

アノ講座 西村公朝のほとけの造形

レッツ！ファミリーボウリング 英国式ティーパーティーの愉しみ 手づくりパスタ工房　 木版画で描く港町・神戸
窯場めぐりでやきものに親しむ

2000 とびっきりガーデニング　パート3 ゴスペルをうたおう！～ボイストレーニ
ング入門～ 書を楽しむ～漢字編～ 坂田信弘のザ・ゴルフレッスン

親子で楽しむアウトドアクッキング 茶の湯～茶の湯ってなんだろう～ いまからでも遅くない！インターネット
入門 歴史みち　らくらくウォーキング

指編みから始めよう！広瀬光治のあみ
もの塾 谷川晃一の自由デッサン塾 家族で楽しむ海釣り～魚料理もマス

ターしよう お菓子まるごと大全集・パート2

インドアで楽しむガーデニング 京都狂言紀行 もう一度吹いてみよう　ハーモニカ

中国茶の愉しみ 茶の湯・初釜に招かれて はじめてつくるウッドファニチャー～木
のある暮らしを自分の手で

上村淳之のはじめよう日本画

2001 手軽に楽しむベジタブルガーデン くらしの中の書 生活空間をアートしよう！かんたんペイ
ンティング

歴史みち　らくらくウォーキング　パー
ト2

古文書を読んでみよう～文書で知る江
戸の農村の暮らし～ 茶の湯・もてなしの心　入門 おいしさの神秘　スパイス大研究 光や風をことばに　はじめての俳句

和菓子まるごと大全集 アンサンブルで楽しむリコーダー 骨董市で遊ぼう ダンス！ダンス！ダンス！基礎から踊ろう

アメリカンキルトものがたり 懐石の心にふれる あなたもチャレンジ　中高年のための
パソコン教室

くらしイキイキ！インテリアコーディネー
ト塾

古都　ほとけ　出会い旅 茶の湯・冬の夜長を楽しむ～武者小
路千家～
渡辺香津美のアコースティックギター入門

2002 花を描く　中島千波の日本画基礎講座 あなたもできる　天気予報入門 大人が遊ぶサイエンス 日帰り登山で自然を写す

中国茶の愉しみ 茶の湯・薄茶を楽しむ～藪内家～ 夏だ！祭りだ！踊りに行こう とってもやさしい！中高年のためのパソ
コン講座

秋元康の陶芸入門～和太流で土と遊
ぶ～ 楽譜が苦手なお父さんのためのピアノ塾 犬は大事なパートナー～上手な飼い方，

しつけ方～ 大物に挑戦　豪快 !!海釣り

江連忠の出直しゴルフレッスン 樹木ウオッチング 大人が作って遊ぶ木のおもちゃ 篠原ともえのウキウキ！百人一首

はじめてみよう茶の湯を～裏千家～ 和の楽しみ　本條秀太郎の三味線ち
んちり連

中高年のためのパソコン講座　デジタ
ルカメラにチャレンジ！

自然派志向のパンづくり 覚えて楽しい！似顔絵教室
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年度 シリーズ名 テーマ

2003 岡本光平の文字を楽しむ書 とってもやさしい！中高年のためのパソ
コン講座 今夜もあなたとタンゴを踊ろう 水中散歩を楽しもう

茶の湯との出会い～武者小路千家 中高年のためのパソコン講座　とって
もやさしい！インターネット ホームバーで素敵にカクテル！ 草花ウオッチング

鶴太郎流　墨彩画塾 中高年のためのパソコン講座　パソコ
ンで絵をかこう 水槽で楽しむ小さな自然 大空へ！模型飛行機を飛ばそう

自然の色を楽しむ　やさしい草木染 中高年のためのパソコン講座　パソコ
ンで音楽を楽しもう

楽譜が苦手なお父さんのためのもっと
やさしいピアノ塾

やる気のあるゴルファーにおくる中嶋
常幸のスイング・プレゼント

自宅でできるガラスアート ワープロソフトでここまでできる キムチへの旅 目指せ200点！スポーツボウリングの
世界

茶の湯・表千家～炉・正午の茶事 香りを楽しもう
2004 新　鶴太郎流墨彩画塾 中高年のための携帯電話ABC １から始める　梅沢由香里の碁 レッツフィット　エアロビック　

茶の湯・藪内家・心の旅へのいざない こんなに簡単！デジタルビデオを使い
こなそう サンディーの優しいフラレッスン 中高年のためのらくらくツーリング入門

つくって遊ぶ！からくり玩具 とってもやさしい！中高年のためのパソ
コン活用術入門 假屋崎省吾の暮らしを彩る花スタイル “強くてキレイ”をめざすカンフー・

フィットネス

時実新子のハッピー川柳塾 中高年のためのパソコン講座　ホーム
ページをつくろう 大人の遊び　ダーツ＆ビリヤード入門 今日から始めるランニング

石飛博光のたのしい暮らしの書道 とってもやさしい！中高年のためのパソ
コン活用術入門　 初めての社交ダンス 中高年のためのゴルフが生きがい

暮らしの中の茶

2005 樹脂粘土クラフト　てのひらで咲く小
さな花

中高年のためのとってもやさしいデジ
タルカメラ入門

あの素晴らしいフォークをもう一度～
ギター弾き語り入門

沢松奈生子が贈る中高年のためのたの
しいテニス

茶の湯　武者小路千家　茶事へのい
ざない 中高年のためのパソコン出直し塾 かっこよく弾く　簡単ピアノレッスン 中高年のための楽しい卓球レッスン

続　鶴太郎流墨彩画塾　風景を描く 中高年のためのもっと知りたい携帯電
話ABC 犬と暮らしを楽しもう はじめての里山歩き

こだわりの　そば打ち入門 パソコンではがき絵・年賀状をつくろう 市田ひろみのはじめてさんの着物塾 パパイヤ鈴木のENJOYダンシング！
山田香織のミニ盆栽でつくる小さな景色 中高年のためのパソコン出直し塾 大正琴で弾く！ 森口祐子の女子プロに学べ
茶の湯　表千家　茶をたしなむ

2006 日帰りで楽しむ風景スケッチ　 デジタル一眼レフ撮影術入門 楽しく弾こう！大人のエレキ・ギター 中高年のらくらくスイミング　ゆったり
きれいに気持よく

茶の湯　裏千家　涼を見つける ブログに挑戦してみよう！ 西村由紀江のやさしいピアノレッスン
　世界の名曲を弾いてみよう 中高年のためのアウトドア入門

はんなり書道入門　魅せる“かな”を
書く もっと楽しめる！パソコンライフ 四国八十八ヶ所　はじめてのお遍路 中高年のための楽しいサイクリング生

活入門
暮らしを彩る花の演出　川崎景太のフ
ラワーデザイン入門 パソコンアートを楽しもう！ 落語をもっとたのしもう 中高年のためのゴルフのこころと技を

教えます

はじめての写経～般若心経を書く～　 もっと楽しめる！パソコンライフ ようこそ！鉄道模型の世界へ～レイア
ウト制作入門～ 木彫りでつくる野鳥　バードカービング

茶の湯　藪内家　五感で味わう茶の湯

2007 色鉛筆で楽しむ日帰り風景スケッチ デジタル一眼レフ風景撮影術入門 遺跡ウオッチング～古代のロマンを訪
ねて

増田明美のウオーキング＆ジョギング
入門

茶の湯　表千家　京に楽しむ夏の茶 中高年のための携帯電話活用術入門 今日から弾き始めよう　荘村清志のギ
ターで世界の名曲を

中高年のための楽しいバドミントン入
門

仏のこころを彫る 中高年のためのいまさら聞けないパソ
コンABC おくのほそ道を歩こう 服部名人直伝　はじめての海釣り

カシャッと一句！ フォト五七五 パソコンだからここまでできる！手作り
カード・年賀状 簡単！ソックリ！似顔絵塾 氷上に心おどる！アイススケーティング

　滑る楽しさを体感しよう

茶の湯　武者小路千家　初釜を楽しむ 中高年のためのいまさら聞けないパソ
コンABC はじめよう！社交ダンス 石渡俊彦のスコアアップクリニック

石飛博光のステップアップ現代書道

2008 鉄道模型でつくる思い出の風景～Ｎ
ゲージ・レイアウト制作入門～

中高年のためのパソコンシリーズ　イ
ンターネット活用術入門

国府弘子の今日からあなたもジャズピ
アニスト 太極拳でかっこいいカラダになれ！

お気に入りをとじる～やさしい製本入
門～

中高年のためのパソコンシリーズ　パ
ソコンソフト活用術入門　

植物画の世界へようこそ　ボタニカル
アート入門 ひと味違う！ダッチオーブン入門

茶の湯藪内家　涼を楽しむ入門編 シーン別デジタルカメラ撮影術入門 ペーパークラフトを楽しもう！ はじめての水墨画

地形図片手に日帰り旅 中高年のためのパソコンシリーズ　パ
ソコンソフト活用術入門 はじめての西国三十三所巡り 骨董を楽しもう

すぐに弾ける！たのしいウクレレ 万華鏡　鏡の中の宝石 阪田哲男のトップアマ　ゴルフの流儀
秋元康　にっぽん作詞紀行 茶の湯　裏千家　点前を楽しむ

2009 水彩で描く　にっぽん絶景スケッチ紀行 疑問解決！やりなおしパソコン講座 心も体もリフレッシュ　ヨガで元気に！ 石川鷹彦のもう一度はじめよう！フォー
クギター再入門

里山へようこそ　今森光彦のすてきな
切り紙

安心安全！使いこなそうインターネッ
ト・メール

茶の湯　武者小路千家　茶の湯のあ
る暮らし

指１本からはじめる！小原孝の楽しい
クラシックピアノ

動物を描く～竹内浩一の日本画入門～ 年賀状もＸマスカードもアニメも　デジ
タル写真徹底活用術 山で元気に！田部井淳子の登山入門 デジタル一眼レフで巡る　ローカル線

の旅
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年度 シリーズ名 テーマ

2009 筆で味わう雅の世界　小倉百人一首を
書こう 疑問解決！やりなおしパソコン講座 リコーダーで奏でる懐かしのオール

ディーズ
楳図かずおの今からでも描ける！４コ
マ漫画入門

やきものの里で陶芸に親しむ めんそ～れ！知名定男の三線（さんし
ん）入門　 悩めるゴルファーのかけこみ道場

茶の湯　表千家　一期一会
2010 （個別番組）→ チャレンジ！ホビー 中高年のためのらくらくパソコン塾 あなたもアーティスト 直伝　和の極意
2011 （個別番組）→ チャレンジ！ホビー 中高年のためのらくらくパソコン塾 あなたもアーティスト 直伝　和の極意

年度 シリーズ名 テーマ
2012 趣味Do楽 ３か月でフルマラソン！ 人気番組で旅する

茶の湯　表千家　もてなしのために 京都で磨く　ゆかた美人
藤田寛之　シングルへの道 思い出を残そう！達人が教えるデジタルカメラ
柿沼康二　オレ流　書の冒険　 誰でも歌はうまくなる！～広瀬香美のボーカル・レッスン～
パティシエ青木定治とつくる　あこがれのパリ菓子 彫刻家・籔内佐斗司流　仏像拝観手引
藤田寛之　シングルへの道 KYOTOで極めるハンサムウーマンライフ

2013 押尾コータローのギターを弾きまくロー！ 籔内佐斗司流　仏像拝観手引　日本列島巡礼編 なるほど便利！くらしで使えるスマホ＆タブレット
城戸真亜子の油絵って楽しい！ 田中雅美×中村格子のビューティースイミング 思い出を残そう！達人が教えるデジタルカメラ
藤田寛之　続・シングルへの道 わたしと野菜のおいしい関係～知って，作って，食べて～ 柿沼康二　オレ流　書の冒険
荒井良二の絵本じゃあにぃ スマホでもＯＫ！写真から年賀状まで自由自在 歩く旅をしよう～気ままにロングウオーク～

落語でブッダ めざせカラオケ王（キング）！　広瀬香美のボーカル・
レッスンPART2 スマホでもＯＫ！写真から年賀状まで自由自在

茶の湯　裏千家“茶の湯と出会う” ＫＯＢＥで極める！世界のパン スマホ＆タブレット　使いこなそう！便利なアプリ

2014 籔内佐斗司流　ほとけの履歴書～仏像のなぞを解きほ
ぐす～ ゼロからはじめるデジタル講座　くらしのタブレット 仲宗根梨乃の美楽（ミラ）クール　ダンス！

ボールペンだけで描ける！簡単＆かわいいイラスト 京都で磨く　ゆかた美人 わたしと野菜のおいしい関係～知って，作って，食べて～
茶の湯　藪内家“織部も親しんだ茶の魅力” はじめての四国遍路旅 スマホ＆タブレット　使いこなそう！便利なアプリ　

塩谷哲のリズムでピアノ ニコライ・バーグマンが贈る　北欧スタイル　花のある
暮らし

ゼロからはじめるデジタル講座　ネットでコミュニケー
ション

３か月でフルマラソン　めざせ！サブ４ にっぽんの布を楽しむ～訪ねて・ふれて・まとう～ いただきます　お寺のごはん～心と体が潤うレシピ～
今さら聞けない！ゴルフの基本 レンズで見つける！わたしの京都～カメラで女性力アップ～ 使える！タブレット　アプリとことん活用術
茶の湯　武者小路千家“春の茶事を楽しむ”

2015 趣味どきっ！ 簡単＆かわいく　ペットを描こう 国宝に会いに行く　橋本麻里と旅する日本美術ガイド ゼロからスタート　もう怖くない！スマホ
現代テニスで再デビュー～ラク楽“エース”を決めよう 美しい文字で　心をつかめ！ 塩谷哲のリズムでピアノ
チーム芹澤に学ぶゴルフ～ 90 切りへの近道～ 一声入魂！アニメ声優塾 ボールペンだけで描ける！簡単＆かわいいイラスト

スマホで簡単！動画のプレゼント 女と男の素顔の書～石川九楊の臨書入門 ニコライ・バーグマンが贈る　北欧スタイル　花のある
暮らし

開け！世界遺産　日本史タイムカプセルの旅 パソコンで絆深めよう　年賀状からSNSまで 恋する百人一首
茶の湯　表千家　はじめて楽しむ茶の湯 お城へ行こう！～名将の素顔をお城が“語る”～ 楽しくスマホ　脱初心者への道

2016 ココロの犬塾～空気の読めるワンちゃんをめざせ！ 旅したい！おいしい浮世絵 きょうから発酵ライフ～体の真ん中から健・幸・美～
はじめてのスマホ　バッチリ使いこなそう わたしの部屋の小惑星～アクアリウムとテラリウム～ 私の朝活　おいしいスタイル
茶の湯　裏千家　茶の湯を楽しむ お寺の知恵拝借 歩く旅をしよう～気ままにロングウオーク～

全米No.1 男が斬る！損してまっせ　あなたのゴルフ 国宝に会いに行くⅡ～橋本麻里と旅する日本美術ガイド
～ お城へ行こう！～名将の素顔をお城が“語る”～

あったかボディーでリラックス～カラダを整える温活術～ 姫旅～華麗なる戦国ヒロイン紀行～ 幸せになる　暮らしの道具の使い方。
はじめてのスマホ　バッチリ使いこなそう 明日使える！お弁当大百科 中村獅童の　いざ歌舞伎へ

2017 体の中からキレイになる！　美筋ボディーメソッド 三都・門前ぐるめぐり きょうから発酵ライフ～体の真ん中から健・幸・美～

海・山・町を再発見！おとなの歩き旅 スパイスでおいしくヘルシー　もっとディープに！カレー
の世界 わたしの夜時間

茶の湯　武者小路千家　残暑から初秋を楽しむ茶会 体が硬い人のための柔軟講座 プロの知恵で　カラダ喜ぶベジらいふ
今どきっ！ゴルフはシンプル＆スタイリッシュ 国宝に会いに行く　橋本麻里と旅する日本美術ガイド 家で楽しむ　私のカフェスタイル
はじめようスマホ あなたもカラオケマスター 簡単！極上！ヘルシー！わたしにご褒美スープ
福を呼ぶ！ニッポン神社めぐり 明日使える！お弁当大百科 幕末維新メシ
茶の湯　藪内家　茶の湯五〇〇年の歴史を味わう

2018 体の中からキレイになる！　美筋ボディーメソッド 私の好きな民藝（みんげい） カラダ喜ぶ　春ベジらいふ
簡単！便利！いまからスマホ 続・体が硬い人のための柔軟講座 うまい！はやい！ヘルシー！毎日さかな生活
幸せのプリン ぐっと身近に！アジアごはん カラダが変わる！自律神経セルフケア術
茶の湯　表千家　清流無間断 おひさまライフ 海・山・町を再発見！　おとなの歩き旅　秋
不思議な猫世界　ニッポン　猫と人の文化史 幸せになる　暮らしの道具の使い方。 心も体もぽっかぽか　鍋の王国
暮らし彩るデコスタイル 人と暮らしと，台所 私の好きな民藝（みんげい）

2019 そろそろスマホ 旅したい！おいしい浮世絵 メリハリ美筋ボディー
楽しく防災！はじめてのキャンプ 家で楽しむ　私のカフェスタイル もっと知りたい！つくりたい！パンのある幸せ
スパイスでおいしくヘルシー　もっとディープに！カレー
の世界 京都・江戸　魔界めぐり カラダが変わる！自律神経セルフケア術
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2. 『婦人学級』から『すくすく子育て』へ
     ～婦人・育児番組の変遷～

NHKが婦人を対象としたテレビ番組を始め
たのは1953年2月，テレビ開局時にスタートし
た『ホームライブラリー』である。生活に密接
な衣・食・住で役に立つことを目標にした『ホー
ムライブラリー』の一部が57年度に独立して

『きょうの料理』となる。
59年度は婦人向け番組が強化される。4月

に家庭婦人向け教養実用番組として『婦人百
科』，10月に『テレビ婦人の時間』の放送が始
まる。『婦人百科』は生活実用的な内容で「フ
ランスししゅう」「ペン習字」などのテーマを扱
い，『テレビ婦人の時間』は社会教養的な内容
で「主婦の美術館」「たべものの歴史」などが
テーマであった。

こうした総合テレビの番組と合わせて，教
育テレビ開局時に始まった婦人を対象とした番
組が『こどもの心』である。こどもの心理を把
握し，どう伸ばしたらよいかを考えるもので，

「チャンバラ」「ままごと」「お手伝い」「ひとりっ
子」などのテーマが扱われた。
『こどもの心』の内容は60年度から総合テレ

ビの『テレビ婦人の時間』に加えられた。61年
度からは，その『テレビ婦人の時間』で水曜日
に放送されていた「婦人学級」が教育テレビの
婦人向け番組として始まる。

しかし，71年度でこうした婦人向け番組は
終了。1980年代は働く女性向けに，総合テレ
ビで放送された番組を再編成する『ファミリー
ジャーナル』が放送される。そして90年度の

『育児カレンダー』から『すくすく子育て』に至る
育児番組へとつながっていく（表4）。

2-1 『婦人学級』の始まり

1961年度から週1回30 分，夜間に放送が始
まった『NHK婦人学級』（62年度からは『婦人
学級』）は，「小グループのための共同学習のた
めの素材提供番組。利用者の便宜を図るため，
一定時間に放送。テーマ（ラジオと共通，委
員会で決定する）：3か月ごとのシリーズとして系
統だて，専門の講師の出演を依頼した」（『NHK
年鑑』〈1963〉）という番組であった。

番組を視聴して学習を行う小集団の「NHK
婦人学級」は，『NHK年鑑』（1969）によると
69年3月末時点で約3万グループ，約33万人を
数え，東京では毎月1回NHKホールで集いが
開かれるほか，札幌や仙台などの各中央放送
局単位でも交歓の場がもたれた。こうした集ま
りは，講師がグループに助言をするほか，放
送への注文や希望などを直接視聴者から聞き
取る場でもあった。
『婦人学級』は，71年度に『家庭学級』とし

て一般向け社会教養番組としてリニューアルさ
れるが，1年で終了。婦人向け番組は総合テレ

表 4　「婦人・育児番組」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） 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

婦人学級（62 ～ 70）
育児カレ
ンダー（90

～ 91）
すくすく赤ちゃん（92 ～ 98） すくすくネットワーク

（99 ～ 03） すくすく子育て（04 ～）

ファミリージャーナル
（85 ～ 89） まいにちスクスク（02 ～）

家庭学級（71）

こどもの心（59）
NHK婦人学級（61）



37NOVEMBER 2019

ビの「趣味・実用番組」である『婦人百科』と
教養番組『女性手帳』，そして，保護者向けに
教育をテーマとする『おかあさんの勉強室』な
どに引き継がれていく8）。

2-2 育児番組の変遷

1980年代の教育テレビでは，働く女性向け
に総合テレビで放送された番組を『ファミリー
ジャーナル』として再編成したり，同じく総合テ
レビの『くらしのジャーナル』を再放送したりし
ていた。

育児をテーマにした新番組『育児カレンダー』
が始まるのは1990年度。保護者向け番組『お
かあさんの勉強室』で86 ～ 89年度に金曜日
のテーマとして放送された「すくすく赤ちゃん」
の流れを引き継いだものであった。

90年度は「母と子のテレビタイム」としてゾー
ン編成が始まった年でもある。『育児カレンダー』
は，月曜日から金曜日の午後4時30 分～ 5時
に帯編成された。番組の対象は，「妊娠・出産
から授乳，赤ちゃんの病気，そして4 ～ 5歳児
になるまでの幼児を育てる母親」（『NHK年鑑』

〈1991〉）とされた。
92年度には『すくすく赤ちゃん』としてリ

ニューアルされる。番組は「赤ちゃんと母親に
対象を絞り，3歳児までの育児をめぐる問題を
さまざまな視点から取り上げた」（『NHK年鑑』

〈1993〉）というものであった。

99年度からは「育児に不安を抱える現代
ファミリーに実用情報を提供する番組。妊娠
中から就学前の5歳児までの親子関係を対象」

（『NHK年鑑』〈2000〉）とする『すくすくネット
ワーク』となる。番組はFAXや電子メールなど
を使って，視聴者とやりとりをするインタラク
ティブなスタイルであった。

そして，2004年度から『すくすく子育て』が
始まる。子育てをしている男女のタレントが司
会をするスタイルで，「育児ビギナーのパパ・マ
マに基本的な情報を提供する番組。0 ～ 6歳
児の親を対象」（『NHK年鑑』〈2005〉）として
いる。番組は土曜日の夜に編成された。

02年度からは5分番組『まいにちスクスク』
が月曜日から金曜日に編成される。番組では，
子育てに関する悩み解決法や，赤ちゃんにお
すすめの料理レシピなどを紹介している。さら
に07年度から，子育てで困ったこと・悩んだ
ことを解決した工夫や知恵を視聴者から募集
して年間で大賞を選ぶ「すくすくアイデア大賞」
が始まる。取り上げられたアイデアは99年度開
設の番組ウェブサイトや，NHKエデュケーショ
ナルが運営する子育て応援サイト「すくコム」

（2015 ～）などで公開されている。
婦人の共同学習のために始まった婦人向け番

組は，少子化や核家族化が進む中，育児に関
する情報を，テレビとインターネットで双方向に
展開する育児番組に特化する形で続いている。

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

婦人学級（62 ～ 70）
育児カレ
ンダー（90

～ 91）
すくすく赤ちゃん（92 ～ 98） すくすくネットワーク

（99 ～ 03） すくすく子育て（04 ～）

ファミリージャーナル
（85 ～ 89） まいにちスクスク（02 ～）

くらしのジャーナル（90）

くらしのジャーナル（93）
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3. 『日曜大学』から『知るを楽しむ』へ
     ～「教育教養講座」の変遷～

教育テレビ開局時に始まった『日曜大学』か
ら連なる，一般市民に専門知識をわかりやすく
伝えることを目的としたシリーズの番組グルー
プを，本稿では「教育教養講座」としている。
その分野の第一人者が出演，テキストが発行
されることが多く，取り上げられたテーマにつ
いて体系的に学べるようになっている。

番組の構成は似ているが，指定された番組
を視聴して，リポートを提出することで単位取
得につながる「大学講座」9）とは異なり，学習
者がテーマを選んで自主的に学ぶ番組である。

本章では，1959年度の『日曜大学』開始時
からの「大学講座」と併存する時期，82年度
放送開始の『NHK市民大学』からの生涯学習
のニーズに応える時期，2005年度から放送の

「大人の幅広い知的好奇心に応える肩の凝らな
い教養番組」（『NHK年鑑』〈2006〉）である『知
るを楽しむ』に変容していく時期の3期に分け
て番組の内容をみていく。なお，番組の変遷
については表5，番組で扱ったテーマは40ペー
ジからの表6にまとめた。

3-1 『日曜大学』の始まり

「一般市民に大学の門戸をひろく開放するこ
とを目標に，高度な専門的知識をわかり易く説

明」（『NHK年鑑』〈1960〉）するために始まった
のが『日曜大学』である。1959年の大学進学
率は10.1%10）。多くの視聴者にとって遠い存在
であった大学で教えられている内容を，放送
で毎月テーマを変えながら伝えた。59年度の
テーマは「物理の実験」「裁判」といったベー
シックなものから，「ロケット」「人工頭脳」と
いった最先端のものまであった。
『日曜大学』は65年度に放送を終了，66年

度からは大学での単位取得も可能な通信講座
の『大学講座』だけの放送となる。

70年度からは新番組『市民大学講座』が始
まる。この番組は「複雑な現代社会に生きる
ための市民的教養，および行動の原理を求め
る知的要求にこたえる」（『NHK年鑑』〈1971〉）
ものであった。

タイトルがよく似ているが，『大学講座』は通
信制大学生を対象，『市民大学講座』は一般
市民対象の番組とされ，番組を利用した講座

テレビ利用の市民大学講座（1970年代）

表 5　「教育教養講座」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） 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

日曜大学（59 ～ 65） 市民大学講座（70 ～ 75） NHK文化シリーズ（76 ～ 81） NHK市民大学（82 ～ 89） NHK人間大学（92 ～ 98） NHK人間講座（99 ～ 04） 知るを楽しむ
（05 ～ 08）

NHK教養セミ
ナー（82 ～ 84）
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が各地で行われた。『市民大学講座』は76 年
度に『NHK文化シリーズ』としてリニューアル
するが，70 年度から81年度までは，NHKで
は大学通信教育としての番組と，生涯学習とし
ての講座番組の両方が放送されていたのであ
る。

その後，通信制大学生を対象とした『大学
講座』は番組を単位取得対象とする大学がなく
なったこと，そして放送大学の設立が決まった
ことなどから，81年度に放送を終了する11）。

3-2 生涯学習番組の時代へ

1982年度の番組編集基本計画では「生涯教
育に資する教育・教養番組」の新設・刷新が
示され，「教育教養講座」として『NHK市民大
学』と『NHK教養セミナー』の放送が始まる。

81年度の『大学講座』と『NHK文化シリー
ズ』の1週間の放送時間の合計が6時間15分
であったのに対して，82年度は『NHK市民大
学』と『NHK教養セミナー』の放送時間の合
計は18時間へと大幅に拡大，生涯教育に対応
した教育テレビのイメージを確立した。
『NHK市民大学』は，『大学講座』の成果を

引き継ぐ番組と位置づけられ，当初は6か月編
成の年間10シリーズとして放送され，テキスト
も発行された。

また，『NHK教養セミナー』は曜日ごとに「ふ
るさと歴史紀行」「20世紀の群像」「現代社会

の縮図」「科学と人間」「日本語再発見」などの
テーマを設定，月単位のシリーズごとに専門家
が出演する形で編成された。

こうして82年度から84年度までは「教育教
養講座」が2シリーズ放送されていたが，『NHK
教養セミナー』はよりいっそうタイムリーな企画
を柔軟に編成することを目的として，85年度に
曜日別の縦割りテーマを排した『ETV8』として
リニューアルする。
『NHK市民大学』も85年度から番組の編成

を変える。例えば85年度の4 ～ 6月期は，月
曜日「現代社会と市民の法」（加藤一郎ほか），
火曜日「新・アフリカ学」（米山俊直），水曜日

「地震」（宇佐美龍夫），木曜日「現代人の心理
構造」（小此木啓吾），金曜日「情報科学と人間」

（菊池誠）としたほかに，最終週の月曜日から
金曜日を連続の特別シリーズとして，「風景と
の出会い」（東山魁夷）を放送した。この特別
シリーズが好評で，その後，三笠宮崇仁殿下，
大来佐武郎元外相などが出演した。

92年度からは『NHK人間大学』が始まる。
「各分野のせき学や第一級の研究者を講師陣
に迎え，もっとも不思議な“人間”を総合テー
マにして森羅万象を語っていただく」（『NHK
年鑑』〈1993〉）番組であった。出演者は作家
の五木寛之，瀬戸内寂聴，広告批評家の天
野祐吉，元国際連合事務次長の明石康など多
彩な顔ぶれで，テーマも多岐にわたった。

知る楽（09）

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

日曜大学（59 ～ 65） 市民大学講座（70 ～ 75） NHK文化シリーズ（76 ～ 81） NHK市民大学（82 ～ 89） NHK人間大学（92 ～ 98） NHK人間講座（99 ～ 04） 知るを楽しむ
（05 ～ 08）

NHK教養セミ
ナー（82 ～ 84） NHKウィークエンドセミナー（90）

NHKセミナー（20 世紀の群像）（90）
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表 6　 「教育教養講座」タイトル一覧（教育テレビ）
日曜大学 60 分，週1回　

1959 物理の実験（中谷宇吉郎ほか） アジアの近代化（板垣与一） 現代建築の系譜（藤島亥治郎） ロケット（糸川英夫） 裁判－民事（中川善之助ほか）
裁判－刑事（植松正他ほか） 人工頭脳（茅野健ほか） 交通政策（今野源八郎ほか） 日本の財政（井藤半弥ほか）

1960 日本の資源（安芸皎一） 理性と感情（島崎敏樹ほか） 自然科学概論（田中実ほか） ルネサンス（摩寿意善郎） 電波の応用と超短波（森田清ほか）
美の本質（富永惣一） 遺伝（田島弥太郎ほか） 憲法（宮沢俊義ほか） 国民所得（中山伊知郎） 数学（矢野健太郎）
古代の日本（岡正雄）

1961 都市と人口（磯村英一ほか） “がん”のすべて（井坂英彦ほか） 源氏物語の世界（阿部秋生ほか） 海の科学（新野弘ほか） アフリカ（西野照太郎ほか）
日本の気象（毛利圭太郎ほか） 日本人の宗教（小口偉一ほか） 生物の進化（岡田要ほか） ギリシャ悲劇（呉茂一ほか） 結婚（中川善之助）
石油（崎川範行） 日本経済の現段階（山田雄三）

1962 現代心理学（時実利彦ほか） 文化人類学（石田英一郎ほか） 人間の遺伝（古畑種基ほか） 世界の古典（五味智英ほか）
1963 宇宙と生物（江上不二夫ほか） 日本資本主義発達史（安藤良雄ほか） 現代の数学（矢野健太郎） 刑罰の理念（木村亀二） 地球の科学（竹内均ほか）

近代日本文学の系譜（中村光夫） 電子頭脳（森口繁一ほか） 明治大正の画壇（河北倫明ほか） 素粒子の世界（西川哲治ほか） 先史時代の日本（八幡一郎ほか）
ビールス（川喜田愛郎ほか） 日本の財政（遠藤湘吉ほか）

1964 静かな太陽（宮地政司ほか） 国際経済入門（堀江忠男） 造船（吉識雅夫ほか） 人間行動の心理（相良守次） 宇宙工学（糸川英夫）
ギリシャの美術（富永惣一） 生命の化学（江上不二夫） 現代のジャーナリズム（城戸又一ほか） プラスチック（堤繁ほか） 鎖国（奈良本辰也）
脳の病理（白木博次ほか） ヒトラー（村瀬興雄ほか）

1965 風土と人間（木内信蔵ほか） 国家論（猪木正道） 精神分析（宮城音弥） 日本銀行（吉野俊彦ほか） 軍縮と平和（渡辺誠毅）
近代絵画（今泉篤男ほか） コミュニケーション（加藤秀俊） シルク・ロード（岩村忍ほか） 国民所得（都留重人） 原敬（林茂ほか）
民間信仰（堀一郎ほか） 地方自治（柴田徳衛）

市民大学講座 60 分，〈70 ～ 71年度〉 週1回，〈72年度〉週 3回，〈73年度～〉週4回

1970 情報と現代（林雄二郎ほか） 都市の未来（柴田徳衛ほか） 行動科学（吉村融ほか） 経済発展への視点（ポール・Ａ・
サミュエルソンほか）

現代の宇宙像と生命像（早川幸男
ほか）

1971 アメリカの文明と社会（本間長世ほか） 現代人の精神構造（島崎敏樹ほか） 経済と計画（建元正弘ほか） 歴史と文学「中国文明と中国文学」
（吉川幸次郎ほか）

歴史と文学「西洋近代文学の人間
像」（桑原武夫ほか）

環境と人間（吉良竜夫ほか） 日本の古代（上田正昭ほか） 契約と社会（甲斐道太郎ほか） 国際社会の形成（宇野重昭ほか）
（ジャンル）（人文科学） （社会科学，自然科学） （自然科学）

1972 歴史と人間（奈良本辰也ほか） 現代憲法の思想（和田英夫ほか） 現代の科学（鈴木潔ほか）

日本の詩歌（山本健吉ほか） 科学と社会（藪内清ほか） 現代の科学「人間を測る」（滝沢武
久ほか）

民具の思想（吉田光邦ほか） 気象の科学（駒林誠ほか） 現代の科学「地球の定員」（田中恒
男ほか）

演劇と風土（山崎正和ほか） 国際経済と日本（紅林茂夫ほか） 現代の科学「不安の時代」（石川中
ほか）

れい明期の日本列島（芹沢長介ほか） 王朝文学の世界（松村博司ほか） 現代の科学「われらをめぐる海」
（奈須紀幸ほか）

東洋文明と日本～世界史の中で～
（岩村忍ほか） 確からしさの世界（丘本正ほか） 現代の科学「新しい健康管理」（日

野原重明ほか）
東洋文明と日本　「日本文化と中
国」（上山春平ほか）

言語と知識～人間にとって言葉と
は～（沢田允茂ほか）

現代の科学「１00 年の自然誌」（吉
良竜夫ほか）

未開と文明（埴原和郎ほか） 生命の未来像（渡辺格ほか）
日本人のすまい（川上貢ほか） 空想の世界（ロジェ・カイヨワ）

「変革期」―ヨーロッパの形成―（堀
米庸三ほか） 古代史における日本と朝鮮（金元龍）

「変革期」―ヨーロッパの変革―（河
野健二ほか） 国学の思想（松本三之介）

「変革期」―歴史と現代―（ジョフ
リー・バラクロウほか） 法と市民（潮見俊隆ほか）

（ジャンル）（Ⅰ）人文科学 （Ⅱ）社会科学，自然科学 （Ⅲ）自然科学 （Ⅳ）人文・社会・自然
1973 道の文化（村井康彦ほか） 人間の本性とその由来（松永英ほか） 都市廃棄物の資源化（原田久ほか） 法と経済社会（正田彬ほか）

日本語（金田一春彦ほか） 現代社会と税（北野弘久ほか） 化学療法時代（砂原茂一ほか） 精神風土と文化（谷嶋喬四郎ほか）

瀬戸内文化論（吉田栄夫ほか） 学校と社会―教育改革の課題―
（平原春好） 新昆虫記（岸本良一ほか） 漢詩のこころ（吉川幸次郎ほか）

無意識の世界（星野命ほか） 風土と農耕文化―照葉樹林帯をめ
ぐって―（中尾佐助ほか） 海の幸を測る（花岡資）

変革期（堀米庸三ほか） 生命の未来像（渡辺格ほか） 不安の時代（石川中ほか）

日本の炭鉱（三好宏一ほか） 現代病への挑戦（ジョセフ・ウォル
ビほか）

日本の近代化と西欧技術（原田実
ほか）

日本国家の起源（森貞次郎ほか） 国際社会と法（田畑茂二郎ほか） 日本の原子力発電（小野周ほか）
漂泊詩人の系譜（片桐洋一ほか） 住民参加と地方自治（佐藤竺ほか） 未来を考えなおす（大谷幸夫ほか）
中国の現代思想（相浦杲ほか） 時間の思想（桑原万寿太郎ほか） ビールスと病気（福見秀雄ほか）

日本人と祭祀（桜井徳太郎ほか） ルネ・デュボスの思想（ルネ・デュ
ボスほか） モデルと現実（相馬清二ほか）

日本の歌謡（直木孝次郎ほか） 市民社会の思想（増田四郎ほか）
古墳文化（森浩一） クラークの系譜（伊藤秀五郎ほか）
近代日本の絵画（隈元謙次郎） 集合論（矢野健太郎）

1974 地図の思想（織田武雄ほか） 経済理論の変革者たち（早坂忠ほか） サルと人間（今西錦司ほか） 都市と生活（日笠端ほか）

沖縄文学の世界（西郷信綱ほか） 日本人の経済行動とその論理（尾
藤正英ほか） 空から測る（丸安隆和ほか） 市民と政治（綿貫譲治ほか）



41NOVEMBER 2019

1974 食物と文化（石毛直道ほか） 流れと制御（寺野寿郎ほか） 土と水（本谷耕一ほか） 平家物語の世界～動乱期の人と文
学（水原一ほか）

鉄の文化史（門脇禎二ほか） 柳田国男の世界（神島二郎ほか） 氷河を語る（樋口敬二）
宗門改帳と歴史人口学（速水融ほか） 星と人間（藪内清ほか） 鯨の世界（大隅清治ほか）
船の記録（清水潤三ほか） 現代と近代（斉藤孝ほか） 旧石器の世界（芹沢長介ほか）
町衆文化（森谷尅久ほか） 街道の都市（藤岡謙二郎ほか） 治水の思想（高橋裕ほか）

敗者の文学（渥美かをるほか） 公害（宇井純ほか） 新しい医学の視野・免疫（大沢仲
昭ほか）

日本の民衆芸能（三隅治雄ほか） 私塾（中野光ほか） 世界の原子炉技術（今井隆吉ほか）

日本人のユートピア（五来重ほか） 生活空間の論理（西山夘三ほか） リハビリテーション工学（加藤一郎
ほか）

低温の世界（孫野長治ほか） 西洋からの衝撃～幕末・維新海外
交渉史～（小西四郎ほか） 地球観の変遷（竹内均ほか）

キリシタンの伝来（片岡弥吉ほか） 東南アジアの社会（渡部忠世ほか） コンピューター再考（後藤英一ほ
か）
人間を診る（吉利和ほか）

1975 民話～伝承と創造の世界～（益田
勝実ほか）

現代人の生活意識～その変遷と要
因～（伊藤善市ほか） 日本列島の謎（村内必典ほか） 生活文化の交流（加藤秀俊ほか）

大衆文学（佐藤忠男ほか） 近世社会と法（林董一ほか） 事故と教訓（村上彰男ほか） 江戸～ 1,000万都市の原型～（小
木新造ほか）

島～瀬戸内からの考察～（石田寛
ほか） 現代道具考（栄久庵憲司ほか） 農耕文化の伝来（中尾佐助ほか） 伊勢物語～愛と叙情の文学～（森

野宗明ほか）
情報と大衆の行動（山本明ほか） 戦後経済と企業集団（大内秀明ほか） 新しい遺伝現象（三橋進ほか）
木の文化（吉田光邦ほか） 文字と社会（西田龍雄ほか） 二つの地変（飯田汲事ほか）

イメージの世界（河合隼雄ほか） 経済政策の時代（辻村江太郎ほ
か） 気候変動（高橋浩一郎ほか）

翻訳と日本人（小西甚一ほか） 刑罰の思想（平場安治ほか） 科学と私（佐々学ほか）
美の発見（高階秀爾ほか） くらしと地方財政（高橋誠ほか） 地下水（榧根勇ほか）
日本の酒（加藤百一ほか） 事実と認識（小田稔ほか） 新しい宇宙像（小尾信弥ほか）

仏教文学の世界（梅原猛ほか） 日本の政治文化（神島二郎ほか） ネアンデルタールの世界（鈴木尚
ほか）

琉球文化～伝統と心～（仲松弥秀
ほか） 上方文化（原田伴彦ほか） 大陸棚（佐藤任弘ほか）

漁労文化（倉田亨） 21世紀のエネルギー～核融合～
（武井満男ほか）
アメリカの科学と技術（田中正武
ほか）
生と死（岡田節人ほか）
1975年度ノーベル賞受賞者は語る

（ジェームス・レインウォータ）
科学と私（河合雅雄ほか）

NHK 文化シリーズ 45分，週6回
（ジャンル） 生活の中の日本史　11 現代社会のしくみ　8 現代の科学　15 歴史と文明　7 文学への招待　6 美をさぐる　20

1976 働く女性の記録（金原左門
ほか） あなたの食卓（唯是康彦ほか） 世界を変えた1冊（小尾信彌

ほか） 金の世界史（筑波常治ほか） 「万葉集」（土橋寛） いい絵とつまらない絵（針生
一郎）

江戸の庶民生活（加藤秀俊
ほか） 道路と生活（副田義也ほか） 小さな生物からの報告（垰田

宏ほか） 文明の衝突（三浦一郎ほか） 近松文学～出世景清～（信
多純一） 修業時代（針生一郎）

健康法今昔（近藤正二ほか） くらしの中の数字（岡崎陽一
ほか）

がんの中間子治療（ルイス・
ローゼンほか）

産業革命にみる現代（角山
栄ほか） 漱石文学（猪野謙二ほか） 絵が語るもの（菅井汲）

縄文の知恵（楠本政助ほか） 高齢化社会の現実（桐木逸
朗ほか） 農薬を考える（後藤真康ほか） 城は語る（板倉勝正ほか） 樋口一葉（前田愛ほか） 私は何を描くか（針生一郎ほか）

上方商売往来（宗政五十緒
ほか） 自治体貧乏物語（高橋誠ほか） 原因追求の医学・疫学（重

松逸造ほか） ルネサンス群像（西村貞二ほか） 小倉百人一首（安田章生） 美の移り変わり（斉藤義重ほか）

近世食事物語（高取正男ほか） ゴミの値段（寄本勝美ほか） 科学と私（木原均ほか） 神話の世界（大林太良ほか） 東海道中膝栗毛（浜田啓介） 絵のある空間（粟津潔ほか）

現世ご利益（高取正男ほか） ローン時代（矢島保男ほか） 月への招待（武田弘ほか） ガラスの文化史（大八木義
彦ほか）

かっこいい自転車―工業デザイ
ンの世界―（小池岩太郎ほか）

日本人のすまい（内藤昌ほか） 新実学時代（堀内守ほか） 未知へのいざない（野田春
彦ほか）

今年の流行色は藤色？―色彩
とデザイン―（水野正夫ほか）

冠婚葬祭（深作光貞ほか） もう一つの文明（江藤淳ほか） 「こちら非常口」―シンボル
マークの世界―（大橋正ほか）

異国文化と長崎（越中哲也
ほか）

第三の家畜・実験動物（鈴
木潔ほか）

街角の美術館（10）―ポスター
のこころ―（水谷元彦ほか）

瀬戸内今昔（地井昭夫ほか） 生命科学の新しい波（外村晶） 瞬間への挑戦―写真とは何
か―（長野重一ほか）

災害史の証言～見直される地
変の記録（宇佐美龍夫ほか）

記録から表現へ―写真のめ
ざすもの―（篠山紀信ほか）

人類の履歴（香原志勢ほか） 真実との対話―写真家の世
界―（大辻清治ほか）
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1976 1976 年度ノーベル賞受賞者
は語る（カールトン・ガイジュ
セクほか）

夢の美女たち―日本人形の
伝統に生きる―（北村哲郎
ほか）

私のフィールドノート（和崎洋
一ほか）

しぐさと表情と―人形芝居
の魅力―（竹田喜之助ほか）
新しい人形を求めて（辻村
ジュサブロー）
版画（小野忠重ほか）
民芸（金子貞雄ほか）
染めと織り（三宅一生ほか）
紙の造形（佐藤秀太郎ほか）

（ジャンル） 生活の中の日本史　11 現代社会のしくみ　10 現代の科学　15 歴史と文明　10 文学への招待　10 美をさぐる　9

1977 スポーツの大衆化（神田順治
ほか） 給料明細書（小林謙一ほか） 深海底をさぐる（竹内均ほか） 古代からのメッセージ（矢島

文夫ほか） 枕草子（玉上琢彌ほか） 女性を描く（宮永岳彦ほか）

鉄道から車へ（原田勝正ほか） 宅地と住宅（鶴田俊正ほか） 走査線はえがく～探査と診断
（土屋清ほか） 花の文化史（村井康彦ほか） お伽草子の世界（岡見正雄） 風景を描く（福王寺法林ほか）

雨具今昔（中山千代ほか） 水を考える（富山和子ほか） 広域化する光化学汚染（太
田保夫ほか） 時間と人間（青木国夫ほか） 今昔物語集（阪倉篤義） やきもの（近藤濶ほか）

近世商人物語（武野要子ほか） 環境をはかる（猿田勝美ほ
か）

グリーンエネルギー～光合成
の再発見（須之部淑男ほか）

アメリカの歌とこころ（猿谷
要ほか）

東海道中膝栗毛（浜田啓介
ほか） 自然を描く（上村松篁ほか）

川の歳月（小池喜孝ほか） くらしと家計簿（三東純子ほ
か）

備蓄の技術と思想（田村真
八郎ほか）

古代からのメッセージ（矢島
文夫ほか）

芭蕉・漂泊の旅（大谷篤蔵
ほか） 木の工芸（長澤氏春ほか）

道具の知恵（吉田光邦ほか） 不況時代をさぐる（金子美雄
ほか）

災害史の証言～見直される地
変の記録（宇佐美龍夫ほか） 竹の世界（岩田慶治ほか） 蕪村の世界（島居清ほか） 旅の画帳（東山魁夷ほか）

和紙礼賛（久米康生ほか） 教科書（永原慶二ほか） 科学と私（佐貫亦男ほか） 海峡の叙事詩（別枝達夫ほか） 宮沢賢治の世界（天沢退二
郎ほか） 染織とデザイン（森口邦彦ほか）

山の人生（宮本常一ほか） 広告（山本明ほか） がんをさぐる（平山雄ほか） 埋もれた古代都市（板倉勝
正ほか）

わが青春の石川啄木（黒井
千次ほか） ふるさとの工芸（津田梅ほか）

碑の記録（中島陽一郎ほか） くらしと教育産業（黒羽亮一
ほか）

省エネルギー（増川重彦ほ
か） 征服者の光芒（大牟田章ほか） 谷崎潤一郎の世界（野口武

彦ほか） アイヌの文様（更科源蔵ほか）

信仰巡歴（新城常三ほか） 年功序列（孫田良平ほか） 予防接種（宍戸亮ほか） 狼への挽歌（吉田敦彦ほか） 平安後期の物語から（大槻
修ほか）

絵馬秘史（山本茂美ほか） 動物園再発見（小原秀雄ほか）
資源と微生物（東四郎ほか）
沙漠を知ろう（小堀巌ほか）
心で見る世界（植村恭夫ほか）
科学と私（梅沢浜夫ほか）

（ジャンル） 文学への招待　10 歴史と文明　10 現代の科学　17 現代社会のしくみ　11 生活の中の日本史　11 美をさぐる　10

1978 源氏物語の世界（玉上琢彌
ほか）

壁画・生と死の賛歌（木村重
信ほか）

ノーベル賞受賞科学者は語
る（ロザリン・ヤローほか） 株（志村嘉一ほか） 絵馬秘史（山本茂美ほか） やきもの紀行（大西勇ほか）

新古今和歌集（谷山茂ほか） 美の墓碑銘（本間長世ほか） 南極海の処女資源（神田献
二ほか） 危険への補償（金澤理ほか） 幕末の教育ブーム（西山松之

助ほか）
街角は美術館（浦辺鎮太郎
ほか）

近代俳句の旗手（久保田正
文ほか） ミクロの侵略者（立川昭二ほか） こどものカルテ（高野陽ほか） 流通戦争（田内幸一ほか） 浮世戯評（吉原健一郎ほか） 光と色の工芸（早川義一ほ

か）
雨月物語～執着の文学～（浅
野三平ほか） 海賊物語（谷口幸男ほか） ＳＦ複製人間登場（岡田節

人ほか） 新・余暇時代（佐橋滋ほか） 女たちのうた（松永伍一ほか） メルヘンの創造～絵本の画
家たち（田島征三ほか）

好色五人女（真下三郎ほか） 爭乱の作物史（椎名重明ほか） ＳＦプルトニウム社会（小野
周ほか） 乱世出版界（清水英夫ほか） 天地大変の記（須藤雅美ほ

か）
現代のインテリア（倉俣史朗
ほか）

与謝野晶子～ひとすじの道～
（馬場あき子ほか） 湖の星霜（長沢和俊ほか） ＳＦ奇病上陸（大谷明ほか） 低成長下の就職戦線（西功

ほか） 暦は語る（岡田芳郎ほか） 異形の神 （々石野守一ほか）

仮名手本忠臣蔵（吉永孝雄） 民族学博物館を訪ねて（石
毛直道ほか）

ＳＦ人工衛星時代（安田嘉純
ほか）

鉄の冷えるとき（飯田賢一ほ
か） 御禁制破り（岩町功ほか） 京の名園（矢内原伊作ほか）

王朝の女流歌人たち（清水
好子ほか） 悪の研究（秀村欣二ほか） ソーラーハウス（木村建一ほか） 日本のＧメン（佐藤竺ほか） 明治救民の記（小川京子ほか） ユーモアの造形（久里洋二

ほか）
詩人と風土（伊藤信吉ほか） 聖地巡礼（前嶋信次ほか） こどものカルテ（高野陽ほか） 当世借金考（上田昭三ほか） 海・山に唄う（角田直一ほか） 冬の海を描く（小野具定ほか）
有島文学と北海道（高山亮
二ほか）

伝説の生まれるとき（野口俊
一ほか） 150 億年の宇宙史（小尾信彌） 増税時代（石弘光ほか） ちまたの医療史（吉田光邦ほか） ふるさとの工芸（菅野新一ほか）

科学と私（大河千弘） 新住宅戦争（林泰義ほか） 平安祈願（森谷尅久ほか）
江戸・遊びの科学史（高木
純一ほか）
動物における男と女（日高敏
隆ほか）
航空事故（柳田邦男ほか）
長寿の構造（松崎俊久ほか）
ロボットの目と耳（南雲仁一
ほか）
アインシュタイン生誕100 年

（佐藤文隆ほか）
（ジャンル） 文学への招待　13 歴史と文明　13 現代の科学　11 現代社会のしくみ　11 生活の中の日本史　11 美をさぐる　11

1979 平家物語の群像（永積安明） 反乱の鎮魂歌（土井正興ほか） 侵略の生態学（宮下和喜ほか） 映画はよみがえるか（野村芳
太郎ほか）

明治のベストセラー（星新一
ほか） 西洋館紀行（長谷川堯ほか）
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1979 土佐日記（渡辺実ほか） 馬・世界を駆ける（岩村忍ほか） 海外科学ドキュメンタリー
（伊藤惣一ほか）

もうひとつの教育現場（小沢
有作ほか）

泣き笑い繁昌記（藤本義一
ほか）

いま，絵本は…（長谷川集平
ほか）

泉鏡花（村松定孝ほか） 炎の詩（林健太郎ほか） 犯罪と鑑定（木村康ほか） 弁護士（原後山治ほか） 諸国農民秘話（鎌田道隆ほか） 人間・沈黙の風景（相笠昌
義ほか）

思い出の女流歌人（馬場あき
子ほか） 開かれた地峡（酒井傳六ほか） 自然エネルギー（堀米孝ほか） 70年代の軌跡（新崎盛暉ほか） 海に生きる（杉浦明平ほか） ふるさとの染めと織り（田中

郷次ほか）

童心の文学（紅野敏郎ほか） 西洋怪奇譚（茂在寅男ほか） 人間にとって個性とは何か
（大沢文夫ほか）

働く女性はいま…（沖藤典子
ほか）

水利　水難の記（勝尾金弥
ほか） 書の魅力（尾崎邑鵬ほか）

世間胸算用（宗政五十緒ほ
か） 秘密結社（常盤新平ほか） ブラウン管新時代（安田寿

明ほか） 石油（富館孝夫ほか） 旅宿往来（亀井千歩子ほか） ビデオアートへの招待（松本
俊夫ほか）

大江健三郎“私の子規”（大
江健三郎）

条理なき審判（渡辺一民ほ
か）

くだものの履歴書（城山桃
夫ほか）

医療保険制度（小山路男ほ
か）

なりわい風土記（小野一成ほ
か） 西洋庭園（進士五十八ほか）

牧水紀行（佐佐木幸綱ほか） 橋のバラード（渡辺昌美ほ
か）

隕石が語る地球史（大島泰
郎ほか）

食品戦争のゆくえ（石川弘義
ほか）

諸国出かせぎ衆（山口祐造
ほか） 茶の造形（村井康彦ほか）

西行～旅そして歌（奈良本辰
也ほか）

民族学博物館を訪ねて（守
屋毅ほか）

私たちはどこへ？ＳＦから見
た未来（石川喬司ほか）

80 年代企業の条件（武貞岩
夫ほか） 信心由来記（藤井正雄ほか） 京の画伯・その歳月（池田遥

邨ほか）

作家の日記（福田清人ほか） ふたつの第九（小松雄一郎
ほか） 脳の中の言語（岩田誠ほか） 病める心の時代（川合洋ほか） 民謡紀行（浅野建二ほか） ふるさとの工芸（境野三次ほか）

名詩　名訳（小海永二ほか） 長征行（弓削達ほか） 科学映画の半世紀（高木純
一ほか）

テレビのうちそと（青木貞伸
ほか） 伊勢豪商伝（藤本義一ほか） 障壁画　伝統と創造（上田

篤ほか）
長塚節・愛の歌人（久保田
正文ほか） 暗殺の構図（金沢誠ほか）

伊藤整～青春の軌跡（小笠
原克ほか） 歴史家登場（松平千秋ほか）

（ジャンル） 文学への招待　11 歴史と文明　10 現代の科学　12 現代社会のしくみ　11 生活の中の日本史　10 美をさぐる　10

1980 王朝才女の肖像（山村美紗
ほか）

動乱に生きた女性たち（高山
一彦ほか）

技術は支配する～テクノロ
ジー・ポリティックス（斎藤
成文ほか）

雑誌新地図（副田義也ほか） 愛唱歌物語（大悟法利雄ほか） 現代美術の工房から（加納
光於ほか）

伊勢物語～みやびの世（渡
辺実ほか） 会議は踊る（遅塚忠躬ほか） 海外科学ドキュメンタリー スペシャリスト志願（松浦敬

紀ほか）
少年雑誌三代（尾崎秀樹ほ
か）

現代の絵師たち（門脇俊一
ほか）

幻の女流作家（黒井千次ほか） 魅惑の栽培植物（宇賀田為
吉ほか）

自然エネルギーはどこまで
利用できるか（堀米孝ほか）

キャンパスの生活白書（池田
信一ほか） 民謡紀行（高橋貞子ほか） 旅の画帳（下保昭ほか）

中原中也（吉田凞生ほか） 新考・西洋冒険ロマン（安斎
和雄ほか）

石炭はよみがえるか（神谷佳
男ほか）

スポーツブームの裏表（川本
信正ほか） 開化往来秘話（高橋裕ほか） ふるさとの染めと織り（山下

めゆほか）

山本周五郎（尾崎秀樹ほか） 対決・ライバルたちの軌跡
（越智武臣ほか） 45億人の地球（高崎正義ほか） 新・宅地白書（福本英三ほか） 風雪の鉄路・ローカル私鉄史

（滝真子ほか）
風景のなかの造形（飯田善
国ほか）

ある心の風景・梶井基次郎
（高田宏ほか） 西洋料理史綺談（辻静雄ほか） 新薬の周辺（長野泰一ほか） 自動車王国の攻防（吉田信

美ほか） 諸国殖産物語（宮本常一ほか） わたしの風景写真論（岩宮
武二ほか）

現代詩の青春（宗左近ほか） 解読・言葉への挑戦（酒井
傳六ほか）

縄文時代を推理する（芹沢
長介ほか） 絵画の値段（瀬木慎一ほか） 舶来文化考（小島美子ほか） 琳派～伝統と現代（源豊宗

ほか）

江戸川柳（浜田義一郎ほか） メルヘンの巨人（高橋健二ほか） 免疫をあやつる遺伝子（多田
富雄ほか）

消費者運動は今……（高田
ユリほか） 明治開墾の記（岩本由輝ほか） 上方絵師の系譜（長谷川貞

信ほか）
伝奇ロマンの旗手たち（中井
英夫ほか）

醒酔の社会史（本間長世ほ
か）

物質と宇宙の起源を求めて
（森田正人ほか） ＩＣの時代（増田祐司ほか） 学び舎の譜（吉田栄一ほか） 現代の陶工たち（鈴木蔵ほか）

大阪の恋の物語（水上勉ほか） 革命に消ゆ（岩間徹ほか） “2000 年の地球”研究（田中
努ほか）

新レコード事情（小池聡行ほ
か） 港の風雪（飯田勇ほか） 巨匠たちの映像表現（佐藤

忠男ほか）
尾崎一雄・あの日この日（尾
崎一雄ほか） 画像診断（尾上守夫ほか） 神戸式都市経営法（河野仁

彦ほか）
二つの自然災害（大沢胖ほか）

（ジャンル） 文学への招待　11 歴史と文明　11 現代の科学　11 現代社会のしくみ　11 生活の中の日本史　10 美をさぐる　11

1981 田辺聖子の源氏物語（田辺
聖子ほか） 抵抗の歌声（加藤登紀子ほか） 遺伝子工学（長野敬ほか） 女性パートの周辺（孫田良平

ほか） 農民騒動記（長倉保ほか） 写真がひらく絵画の世界（中
原佑介ほか）

方丈記（佐竹昭広ほか） 神と科学のはざまで（村上陽
一郎ほか）

海洋エネルギー作物（服部
明彦ほか）

競馬人気の舞台裏（石川喬
司ほか）

開化余聞～江戸と東京のは
ざま（小木新造ほか）

ブック・デザインの世界（杉
浦康平ほか）

徒然草（佐竹昭広ほか） 妻たちの肖像（木村絹子ほか） 男と女・性の分岐点（大島清
ほか）

食糧管理制度（今村奈良臣
ほか） 民謡紀行（岡本おさみほか） 歴史の中の女人を描く（福沢

一郎ほか）

夏の日の閃光（大牟田稔ほか） 帆船黄金時代（杉浦昭典ほか） 本能の探究（堀田凱樹ほか） 81観光戦線（生内玲子ほか） 信仰巡歴（長部日出雄ほか） 切り紙・きりえの世界（徳江
元正ほか）

永井荷風（野口冨士男ほか） 戦士たちの挽歌（藤沢房俊
ほか）

恐怖の覚せい剤（後藤彰夫
ほか）

大地震！その時都市は（村上
處直ほか） 風雪の鉄路（竹本恵子ほか） びいどろぎやまんの煌き（由

水常雄ほか）

青春の輝き（虫明亜呂無ほか） 古時計の証言（角山栄ほか） 古代の先端技術（渡辺茂ほか） 金・ゴールド（久保田晃ほか） 国産第1号物語（久保田清
二ほか）

巨匠たちの映像表現（佐藤
忠男ほか）

内田百閒（内田道雄ほか） 西部劇の実像（猿谷要ほか） 産業用ロボット（石井威望ほか） 新・就職事情（大野明男ほか） 農民騒動記（金原左門ほか） イラストの世界（山口はるみ
ほか）

小倉百人一首（久保田淳ほか） 雪原の悲劇（両角良彦ほか） 生命の演出者　ＤＮＡ（小関
治男ほか） “中古”新時代（日下公人ほか） 鍛冶職人の歳月（村松貞次

郎ほか） 京の現代陶芸（楠部彌弌ほか）

風土と作品（宮川寅雄ほか） 女帝・美と力（小林一宏ほか） 井上ひさし・科学対談（岡田
節人ほか）

日本企業の活力（飯田経夫
ほか） 昔話のこころ（滑川道夫ほか） ふるさとの工芸（吉岡常雄ほ

か）
中世の笑い～狂言の人物像

（小林責ほか）
ヒーローたちの原像（清水阿
やほか）

光がひらく情報新時代（白
根禮吉ほか） 企業の文化戦略（寺門克ほか） 開港場風俗誌（荒尾親成ほか） わたしの舞妓像（広田多津

ほか）

大佛次郎（尾崎秀樹ほか） 幕末・明治～ニッポン見聞録
（横山俊夫ほか）

万国博にみる科学技術史（村
上陽一郎ほか） 自転車受難時代（山川仁ほか） 舞台美術への招待（朝倉摂

ほか）
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NHK市民大学 45分，週5回，〈82 ～ 83年度〉6か月×2本，〈84 ～ 89年度〉3か月×4本，〈85 ～ 89年度〉特別シリーズあり（※の行）

1982 記紀・万葉のこころ（梅原猛） 国際社会と法（山本草二） 地図の科学（中野尊正） シルクロード文化史（長沢和俊） シェークスピアの人間像（小田島雄
志）

太平記の世界（永積安明ほか） 家族と社会（湯沢雍彦） 新しい宇宙像（小田稔） 都市と人間（柴田徳衛） 西洋近代と音楽（遠山一行）
1983 日本の古墳文化（森浩一） 情報化時代と法（堀部政男） 日本人のこころ（河合隼雄） 江戸の比較文化史（芳賀徹） 史記の世界（増井経夫）

ヨーロッパ文化史～伝統と現代（木
村尚三郎） 近代日本の女たち（芳賀登） 技術文明と人間（石井威望） 東南アジア世界の構造（矢野暢） 歌への招待（馬場あき子）

1984 乱世の人間像（笠原一男） 日本人と法（三ケ月章） 動物の行動（日高敏隆） 詩の発見（大岡信） 東西文明の接点・ガンダーラ（樋口
隆康）

東洋のこころ（中村元） 戦後日米関係の文脈（神谷不二） 流れの科学（佐藤浩） 音楽の人類学（藤井知昭） 西行の世界（久保田淳）
世界経済をみる目（西川潤） 沖縄の歴史と文化（外間守善） 森と人間の文化史（只木良也） 日本の近代陶芸（乾由明） 新モーツァルト考（海老沢敏）

生命科学の世界（渡辺格） 中世都市・鎌倉（貫達人ほか） 心の病理（宮本忠雄） 万国博覧会～その歴史と役割（吉田
光邦） 芭蕉～その生涯と芸術（今栄蔵）

1985 現代社会と市民の法（加藤一郎ほ
か） 新・アフリカ学（米山俊直） 地震～そのメカニズムと防災～（宇

佐美龍夫） 現代人の心理構造（小此木啓吾） 情報科学と人間（菊池誠）

禅とは何か（古田紹欽） 東南アジアのこころ（岩田慶治） 水と人間の文化史（高橋裕） 詩の発見（大岡信） 文化人類学の視角（山口昌男）

転換期の日本経済（伊東光晴） 日本人の自画像（副田義也） “粉”の文化史～石臼からハイテクノ
ロジーまで～（三輪茂雄）

日本の近代絵画～伝統と創造（桑
原住雄ほか） 西行の世界（久保田淳）

現代中国への視点（竹内実） 身体の履歴書（香原志勢） 宇宙の科学史（中山茂） 歌舞伎の美～そのダンディズム～
（杉本苑子） 一茶～生涯と作品～（金子兜太）

※ 風景との出会い（東山魁夷） 良寛を歩く（水上勉） 人生の四季（日野原重明） 日中往還（陳舜臣）

1986 “法”を考える（長尾龍一） 中東への視角（浅井信雄） 家族関係の病理（大原健士郎ほか） ニューメディア社会の構図（白根禮
吉ほか） 祈りの造形（西村公朝）

大衆社会のゆくえ（西部邁） 地方の時代の経済学（清成忠男） よみがえる中世ヨーロッパ（阿部謹
也） 生命科学の世界（渡辺格） 民族芸術への招待（木村重信）

日本の外交（細谷千博） 森と人間の文化史（只木良也） アメリカンヒーローの系譜（本間長
世） 空間を造る（鈴木博之） 万葉びとの歌ごころ（前登志夫）

日本人の秩序像（京極純一） 釈迦とその弟子たち（奈良康明） ラテンアメリカ・その歴史と風土（加
茂雄三）

災害の科学～天変地異から都市型
災害へ～（中島暢太郎） 新モーツァルト考（海老沢敏）

※ 音のこころ・音の姿（團伊玖磨） 日本経済を語る（Ｗ・レオンチェフ
ほか） わたしの最澄論（梅原猛） 科学と人間（ジョセフ・ニーダムほか） 古代エジプトの神 （々三笠宮崇仁）

1987 円とドル（吉野俊彦） 現代デザインの源流（柏木博） 生命システムと情報（清水博） 歴史の中のイエス像（松永希久夫） 子規山脈（坪内稔典）
すまいの思想（三村浩史） 祈りの造形（西村公朝） 老年期（柄澤昭秀） 唐詩の世界（鈴木修次） ルネサンスの人と文化（樺山紘一）
北・中央アジアの歴史と文化（加藤
九祚）

舞踊・その愛のしぐさ（三隅治雄ほ
か） ロボットと人間（加藤一郎） 雇用と労働（花見忠） 地方からの日本史（高橋富雄）

黄金郷への旅（増田義郎） 紙と日本文化（町田誠之） 家族関係の病理（大原健士郎） 女性と社会（原ひろ子） 宮沢賢治の世界（天沢退二郎）
※ 時代とジャーナリズム（草柳大蔵） 独創の回路（西澤潤一） サルの社会ヒトの社会（河合雅雄） 経済から時代を読む（大来佐武郎）
1988 医療の文明史（中川米造） 西洋文明の衝撃と日本（平川祐弘） アジア，その成長と苦悩（渡辺利夫） バロック音楽（礒山雅） 古代朝鮮史（井上秀雄）

トレーニングを科学する（宮下充正） 密教とマンダラ（頼富本宏） 日本人の秩序像（京極純一） 俳句・そのこころ（山下一海） ホワイトハウスの政治史（有賀貞）
知力をさぐる（波多野誼余夫） 食文化からみた東アジア（周達生） 現代を読む経済学（正村公宏） 世阿弥の演劇論（堂本正樹） 博物学の世紀（荒俣宏）

生命科学と人間（中村桂子） 染と織の文化史（切畑健） 戦後政治二つの軌跡～西ドイツと日
本（大嶽秀夫） 日本の女歌（竹西寛子） ルネサンスの人と文化（樺山紘一）

※ ゆらぐ心の絆（小此木啓吾） 安全へのテクノロジー（山本善之ほ
か） 江戸の町人文化（西山松之助） 最新・恐竜学（長谷川善和）

1989 土を科学する（岩田進午） メディアの中の人間（中野収） フランス革命 200 年（河野健二ほか） 日本人のうたと死生観（岡野弘彦） 日本人の笑い（織田正吉）
川と湖の科学（森下郁子） 近代国家と個人（田中浩） 博物学の世紀（荒俣宏） 児童文学の主役たち（神宮輝夫） 写真表現の150 年（伊藤俊治）

時と暦の科学（永田久） 家族の法を考える（利谷信義） 日本の仏教と民俗（山折哲雄） 子規山脈（坪内稔典） フォルクローレ～南米の魂を聴く（濱
田滋郎）

人間と技術の文明論（中岡哲郎） 豊かな人間の経済学（井原哲夫） 田中正造～民衆からみた近代史～
（由井正臣） 岩倉使節団の西洋見聞（芳賀徹） 世紀末の美術～華麗な近代の分岐

点（中山公男）

※ おくのほそ道を読む（尾形仂） “救い”の構造～日本人の魂のありか
（真継伸彦） 宇宙の起源（佐藤文隆） 万葉・源氏の香り（尾崎左永子ほか）

NHKセミナー（20世紀の群像） 45分，週4回，各シリーズ4本

1990 レーニン～世界戦争と革命（和田春
樹） フロイト～人間の探求（小此木啓吾） 夏目漱石～自我の追求（加賀乙彦） アインシュタイン～核時代の学問と

平和（豊田利幸）
ピカソ～スペインの巨きな子ども（神
吉敬三）

ガンジー～民族自立の思想（山折
哲雄）

ウェーバー～近代化の逆説（三島
憲一）

平塚らいてう～“女の時代”の開拓
者（もろさわようこ）

Ｍ.Ｌ.キング～平等への闘い（猿谷
要）

斎藤茂吉～現代短歌の先駆者（塚
本邦雄） ケインズ（飯田経夫） 孫文～近代中国の父（野村浩一） カフカ・謎ときの楽しみ（池内紀）

ル・コルビュジエ～建築をめざして
（鈴木博之）

シェーンベルク～音楽史の曲がり角
（柴田南雄） 柳田国男（赤坂憲雄） ローレンツ～動物行動学の父（日高

敏隆）
ホー・チ・ミン～詩でつづる民族解
放～（川本邦衛）

ヘミングウェイ～戦火の中の作家
（佐伯彰一） キャパ・戦場の証言（石川文洋） ファーブル（奥本大三郎） 南方熊楠～森羅万象へのまなざし

（荒俣宏）
マーラー～交響曲・その継承と解体

（朝比奈隆） ロマン・ロラン（清水茂） 内村鑑三～苛烈なる信仰を生きる
（武田清子）

ユング～未知なる自己への旅（樋口
和彦）

トーマス・マン・ドイツ知識人の遍歴
（山下肇）

ヘンリー・ムーア～現代彫刻の人間
像（飯田善国）

チャップリン・20 世紀の三大発明～
映画・無意識・ファシズム（加藤幹郎）

棟方志功～生命の画業（長部日出
雄）

サン＝テグジュペリ～星空に消えた
詩人（畑山博）

チャーチル～勝利と悲劇（河合秀
和） 毛沢東～革命の中の素顔（竹内実） オーウェル～人間らしい生きかたを

求めて（長田弘） 岡倉天心（大久保喬樹）
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1990 宮沢賢治～野の人として（山尾三省） チトー～東ヨーロッパの狭間で（木
戸蓊）

魯迅～中国近代文学の父（尾崎秀
樹） 鈴木大拙（秋月龍珉）

与謝野晶子～世界の詩の中へ（竹
西寛子）

シケイロス～メキシコ・壁画・革命（加
藤薫）

ハイゼンベルク～量子力学の父（山
崎和夫）

ブレヒト～懐疑する弁証家（岩淵達
治）

エイゼンシュテイン～革命映画の虚
実（篠田正浩）

手塚治虫～現代の表現者（桜井哲
夫）

コナン・ドイル～正義を貫いたジェ
ントルマン（小林司）

ケストナー～ナチズムへの抵抗（鳥
越信）

ボーヴォワール～幸福への追求（朝
吹登水子）

吉田茂～戦後日本の形成者（北岡伸
一）

ノイマン～コンピューターの父（品川嘉
也）

ド・ゴール～国家自立の思想（河野
健二）

NHK人間大学 30 分，週4回，各シリーズ12本

1992 日本の面影（ドナルド・キーン） 日本の国家デザイン～天皇制の創出（上山春
平） ヒトはいつから人になるか（養老孟司） 書のこころ（榊莫山）

あの世と日本人（梅原猛） 明治を創った人 （々江藤淳） 独創の系譜（西澤潤一） 時代と人間（堀田善衛）
文学再入門（大江健三郎） 日本文化を掘る（佐原眞） 生物の発生～生と死のドラマ（岡田節人） 絵画を読む（若桑みどり）
現代人と日本神話（河合隼雄） 現代アメリカの素顔（本間長世） 数学・文化・人生（森毅） 孫悟空との対話（中野美代子）

1993 蓮如・聖と俗の人間像（五木寛之） 漢字・生きている古代文化（阿辻哲次） ウイルスとの闘い～がん・エイズは克服できるか
（畑中正一） 虫の文学誌（奥本大三郎）

死とどう向き合うか（アルフォンス・デーケン） 思想としての近代経済学（森嶋通夫） 宇宙はどこまでわかっているか（池内了） 少女へのまなざし（本田和子）
ヒトと技術の倫理（加藤尚武） 日本人と異界（小松和彦） 建築・集落からの教え（原広司） 文学・この人生の愉しみ（中村真一郎）
古代日本人の宇宙観（中西進） 秦の始皇帝（陳舜臣） 地球・海と大陸のダイナミズム（上田誠也） 音楽からみた日本人（小島美子）

1994 昭和・私たちの同時代史（澤地久枝） 民族の時代（山内昌之） 森と文明（安田喜憲） 日本人の写真・歴史と現在（飯沢耕太郎）
劇的ということ（木下順二） 日本の水を考える（宇井純） デジタル時代・情報技術と文明（猪瀬博） ラフカディオ・ハーン～漂泊の魂（工藤美代子）
長編小説の楽しみ～世界の名作を読む（加賀
乙彦） ポスト冷戦の国際社会（高坂正堯） 新素材の拓く世界～セラミックスの展開を中心

に（柳田博明） 上方芸能・笑いの放送史（澤田隆治）

鷗外・茂吉・杢太郎（加藤周一） 日本の政治をどう見るか（ジェラルド・Ｌ・カー
ティス） サルからヒトへの進化（河合雅雄） 茶の湯文化史（熊倉功夫）

1995 イエス・キリスト～その生と死と復活（小川国夫） 韓国の古代文化（韓炳三） 生物のデザイン～形・大きさ・時間（本川達雄） オペラは世界だ～小さな歌劇場への誘い（林
光）

鎮めの文化～欲望社会と日本人のこころ（大村
英昭） 円の戦後史（香西泰） 漢方・生薬の謎を探る（難波恒雄） 私説　広告五千年史（天野祐吉）

日本の風土性（オギュスタン・ベルク） 山東京伝と江戸のメディア（田中優子） バイオテクノロジーへの招待（木村光） 映画はついに100歳になった（四方田犬彦）

立身出世と日本人（竹内洋） 日本史再考～新しい歴史像の可能性（網野善
彦） 庭園との対話（野田正彰） 現代民話～その発見と語り（松谷みよ子）

1996 宮沢賢治＂宇宙羊水＂への旅（畑山博） 日本人の宗教感覚（山折哲雄） 素粒子の世界～原子の中の小宇宙（本間三郎） かたち誕生（杉浦康平）
知の現在～限りなき人間へのアプローチ（立花
隆） 近代日本史・陰の主役たち（三好徹） 人類のルーツを探る（瀬戸口烈司） マンガはなぜ面白いのか～その表現と文法（夏

目房之介）
蕪村の風景（森本哲郎） 地方分権を考える（新藤宗幸） オーロラ・極地の科学（赤祖父俊一） ガラスと文化（由水常雄）
戦国武将の素顔～毛利元就の手紙を読む（永
井路子） 死を看取る医学（柏木哲夫） 新しい科学史の見方（村上陽一郎） 書という芸術への招待（石川九楊）

1997 源氏物語の女性たち（瀬戸内寂聴） 21世紀・日本経済はよみがえるか（野口悠紀雄） オスとメス・性はなぜあるのか（長谷川眞理子） 日本人と西洋音楽（團伊玖磨）

子どもに教わったこと（灰谷健次郎） 華人ネットワークの時代（渡辺利夫） マルチメディア・21世紀の見取り図（長尾真） 景観から歴史を読む～地図を解く楽しみ（足利
健亮）

“知”の自由人たち（山口昌男） 共生社会への道（堀田力） 森と文明～環境考古学の視点（安田喜憲） ひとはなぜ服を着るのか（鷲田清一）
太宰治への旅（長部日出雄） 古代国家の胎動（都出比呂志） 免疫・＂自己＂と＂非自己＂の科学（多田富雄） 愛の詩人ゲーテ（小塩節）

1998 舞台・夢を紡ぐ磁場～“ロミオとジュリエット”
を演出する（蜷川幸雄）

都市と大学の世界史～新しい大学像を考える
（樺山紘一）

庭園の美・造園の心～ヨーロッパと日本（白幡
洋三郎）

装飾美術・奇想のヨーロッパをゆく～ケルトから
日本へ（鶴岡真弓）

万葉の女性歌人たち（杉本苑子） 異文化理解への12章～現代世界を読み直す
（青木保） 家族の闇をさぐる～現代の親子関係（斎藤学） 宇宙を空想してきた人々～ＳＦ史に見るイメージ

の変遷（野田昌宏）
ピラミッド文明・新たなる謎～ナイル川古代遺
跡の旅（吉村作治） 体験的国際平和論（明石康） 建築探偵・近代日本の洋館をさぐる（藤森照信） 百花繚乱・女たちの中国史（井波律子）

西鶴よみがえる～私の創作論（藤本義一） “豊かな国”のゆくえ～新しい経済学への模索
（飯田経夫） 群れる・離れるの動物学（伊澤雅子） 謎解き日本史・絵画史料を読む（黒田日出男）

NHK人間講座 30 分，週4回，各シリーズ12本

1999 私のギリシャ神話（阿刀田高） 21世紀型民富論～日本経済の見取り図（竹中
平蔵）

生命誌の世界　私たちはどこから来てどこへ行
くのか（中村桂子）

フィレンツェ・美の謎空間～フレスコ壁画への旅
（宮下孝晴）

歌謡曲って何だろう（阿久悠） 近代はアジアの海から（川勝平太） 20 世紀の化学物質～人間が造り出した＂毒物＂
（常石敬一）

1998ノーベル賞・21世紀への英知～文学賞
（ジョゼ・サラマーゴ）

漂泊の俳人たち（金子兜太） 論語紀行～孔子の素顔を探る（坂田新） ロボットから人間を読み解く～バーチャルリアリ
ティの現在（舘暲）

狂言ってどんな芝居～庶民が生んだ笑いの芸能
（茂山千之丞）

パリ・奇想の20 世紀（荒俣宏） 宮本常一が見た日本（佐野眞一） 東アフリカ・色と模様の世界～無文字社会の豊
かな創造力（福井勝義） 文珍流・落語への招待（桂文珍）

2000 釈迦と女とこの世の苦（瀬戸内寂聴） 漱石先生の手紙（出久根達郎） 沖縄からアジアを見る（陳舜臣） 建築に夢を見た（安藤忠雄）
現代に生きる聖書（曾野綾子） 21世紀の倫理を求めて（加藤尚武） 謎とき昆虫記（矢島稔） 徳川三代の人間学（童門冬二）
追悼もまた文学なり（嵐山光三郎） 戦争のない世紀のために（入江昭） トラウマの心理学（小西聖子） 自画像を描くまなざし（粟津則雄）

女歌の百年（道浦母都子） 宇宙からの贈りもの～ユニバソロジの世界観
（毛利衛）

養生訓の世界～人生の達人・貝原益軒（立川昭
二） 日本人の法と正義（中坊公平）

2001 言葉の力・詩の力（ねじめ正一） “きれい社会”の落とし穴～人と寄生虫の共生
（藤田紘一郎） 朝鮮通信使～江戸 日本への善隣使節（仲尾宏）
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2001 作家の誕生（猪瀬直樹） 地中海都市のライフスタイル（陣内秀信） 日本人とスポーツ（玉木正之）

天才の栄光と挫折～数学者列伝（藤原正彦） サムライたちの海（白石一郎） 音のかなたへ～京都・アジア・ヨーロッパの音
風景（中川真）

清張さんと司馬さん～昭和の巨人を語る（半藤
一利） ものづくりの時代～町工場の挑戦（小関智弘） 現代によみがえる歎異抄（コ・サミョン）

人間をみつめる～医師の眼・作家の眼（渡辺
淳一）

“学歴社会”という神話～戦後教育を読み解く
（苅谷剛彦） 日本人の創った色（吉岡幸雄）

生命の未来図（柳澤桂子） 超・美術鑑賞術～見ることの突飛ズム（森村泰
昌） 反骨のジャーナリスト（鎌田慧）

2002 “豊かさ”はどこへ行くのか～日本経済の百年を
考える（堺屋太一） イスラーム世界を読む（小杉泰） 進化の隣人・チンパンジー～アイとアユムと仲間

たち（松沢哲郎）
大好きな韓国（四方田犬彦） “日本人論”再考（船曵建夫） 発酵は力なり～食と人類の知恵（小泉武夫）

“終戦日記”を読む（野坂昭如） 女性俳人の系譜（宇多喜代子） 武士道の思想～日本型組織と個人の自立（笠谷
和比古）

敗者から見た明治維新（早乙女貢） 住まいから家族をみる（藤原智美） 茶の文化史～喫茶のはじまりから煎茶へ（小川
後楽）

戦場から届いた遺書（辺見じゅん） 宇宙からみる生命と文明～アストロバイオロ
ジーへの招待（松井孝典） 絵本のよろこび（松居直）

人はなぜ歌うか 六輔流・日本音楽史（永六輔） 新・魯迅のすすめ（藤井省三） 風景を愉しむ　風景を創る（中村良夫）

2003 国際コンクールの光と影（中村紘子） 真理への旅人たち～物理学の20 世紀（米沢富
美子） 空海～平安のマルチ文化人（頼富本宏）

映画を見る眼～映像の文体を考える（小栗康
平） 生涯現役をめざして（清家篤） 虫たちの地球（海野和男）

森から未来をみる～黒姫高原で考えたこと
（Ｃ.Ｗ.ニコル） 若者の心のＳＯＳ（斎藤環） “男らしさ”という神話（伊藤公雄）

美は時を超える（千住博） 文明共存の道を求めて（高山博） “古（いにしえ）の武術”に学ぶ（甲野善紀）
こんにちは一葉さん（森まゆみ） 南極大陸～その自然を読み解く（渡辺興亜） 日本語を問いなおす（石川九楊）

三国志の英傑たち（北方謙三） “ユビキタス社会”がやってきた～人とコン
ピューターの未来（坂村健）

みやこの円熟　江戸期の京都文化史再考（芳
賀徹）

2004 いまを生きるちから（五木寛之） 可能性の建築～人間と空間を考える（岡部憲
明） 京料理千二百年　和の味の追求（熊倉功夫）

私のジャズ物語～ロング・イエロー・ロード（秋
吉敏子）

おもかげの国　うつろいの国～日本の編集文化
を考える（松岡正剛） 患者が主役～命によりそう医療（鎌田實）

人を動かす組織を動かす（星野仙一） 数学の愛しかた（ピーター・フランクル） 茶のこころ世界へ（千玄室）

絵とイマジネーション（安野光雅） いま平和とは～“新しい戦争の時代”に考える
（最上敏樹） 大局を観る～米長流・将棋と人生（米長邦雄）

ようこそ“マザーグース”の世界へ（鷲津名都江） 人間性の進化史～サル学で見るヒトの未来（正
高信男） だます心　だまされる心（安斎育郎）

人生・愛と美の法則（美輪明宏） “共生経済”が始まる（内橋克人） ウイルス　究極の寄生生命体（山内一也）
知るを楽しむ 25分，週4回

（ジャンル）この人この世界　 6 私のこだわり人物伝　 12 なんでも好奇心　 12 日本語なるほど塾　 12

2005 個性がプロ野球を救う（佐々木信也） 池波正太郎～人生の職人に学ぶ（山本一力） 横浜中華街～人・街・食の歴史物語（山崎洋子
ほか）

想いが通じる！コミュニケーションレッスン（山
田ズーニー）

日本一多くの木を植えた男（宮脇昭ほか） 藤沢周平～日本人が美しかった頃（黒土三男） 京都モダン（中川理） 日本語に魅せられて（リービ英雄）
夢枕獏の奇想家列伝（夢枕獏） 向田邦子～女と男の情景（太田光） 漱石・江戸っ子が歩いた東京（半藤一利ほか） ヒット曲でつづることば物語（大塚明子）
わが“サル学”一代記（河合雅雄） 市川雷蔵～華麗なる翳り（村松友視） 米朝の上方歌舞伎案内（桂米朝ほか） 留学生から見たニホンゴのトホホ（佐々木瑞枝）
禁断の科学　軍事・遺伝子・コンピューター（池
内了） 美空ひばり　泣くことの力（山折哲雄） ＴＯＫＹＯ1945 ～接収された建物とお屋敷の

物語（工藤美代子） イキで勝負！東京ことば（林えり子）

脳を鍛える（川島隆太） 古今亭志ん生～えー，人間とォいうものは（山
本晋也） ワイナリーへいらっしゃい（森田美由紀ほか） 沖縄ことばチャンプルー（藤木勇人ほか）

談志が語る手塚治虫～天才の条件（立川談志） 縄文ミステリーツアー～教科書にのらない文明
人たち（小山修三ほか） にほんごの立役者　漢字の力（阿辻哲次ほか）

岡本太郎～あしたの神話（石井竜也） 京菓子を遊ぶ（山口富蔵ほか） 知って納得！数え方レッスン（飯田朝子ほか）

江戸川乱歩～幻影城へようこそ（大槻ケンヂ） 瀬戸内寂聴　世阿弥の佐渡を歩く（瀬戸内寂
聴） ムダ口のススメ（荻野アンナほか）

山田風太郎～大ウソが語る“真実”（鹿島茂） 極私的 骨董入門～本当の“目利き”になりたい
（尾久彰三ほか） 私の母語は津軽弁（伊奈かっぺいほか）

白洲正子～目利きの肖像（細川護熙） 本物の温泉（松田忠徳） リンボウ先生の手取り足取り書き方教室（林望
ほか）

柳田国男～詩人の魂（吉増剛造） パトリス・ジュリアンの“精進料理”を学ぼう（パ
トリス・ジュリアンほか） あなたの知らない語感の力（黒川伊保子ほか）

（ジャンル）この人この世界　6 私のこだわり人物伝 　12 人生の歩き方　 12 歴史に好奇心　 12

2006 日本サッカーが世界一になる日（川淵三郎） 寺山修司～私と彼のただならぬ関係（美輪明
宏） 孤独という道づれ（岸惠子） 日本刀なるほど物語（牧秀彦）

アフガニスタン・命の水を求めて（中村哲） 松田優作～アニキの呼び声（リリー・フランキー） いのちのスープ（辰巳芳子） 明治美人帖（佐伯順子）

だから失敗は起こる（畑村洋太郎） チャップリン　なぜ世界中が笑えるのか（大野
裕之） ど真剣に生きる（稲盛和夫） お金で買えない商人道（藤本義一）

ギョッとする江戸の絵画（辻惟雄） モーツァルト　神か天才か，それともアホか（桂
小米朝） ダメな奴なんていない（萩本欽一） 拝見・武士の家計簿（磯田道史）
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2006 長寿の謎を解く（家森幸男） ジャイアント馬場　巨人伝説（香山リカ） きれいの哲学（佐伯チズ） 江戸時代・夏の一日（中島満ほか）
アンコール遺跡・残された歴史のメッセージ（石
澤良昭） 円谷英二　特撮の神様（唐沢俊一） 中古美品？（赤瀬川原平） 黄金島・ジパング～謎解き・金の日本史（荒木

信義）
三波春夫　わが愛しの日本人（森村誠一） 死こそわが友（なかにし礼） 江戸の教育に学ぶ（小泉吉永）
折口信夫　古代から来た未来人（中沢新一） 夜間中学校は僕らのふるさと（見城慶和） 西洋料理と日本人（勝見洋一）
種田山頭火　遙か見る無頼人生（仲畑貴志） まいにち　ばらいろ（田辺聖子） 京都名庭　こう見てよし！（白幡洋三郎ほか）
不肖宮嶋　白瀬矗先生に捧ぐ（宮嶋茂樹） 僕が居場所を見つけるまで（宮本亜門） 日本酒なるほど物語（小泉武夫）

佐治敬三　良く稼ぎ，良く使え（堺屋太一） 死ぬまで生き直せる（池田理代子） 江戸の何でも見てやろう～絢爛！博物誌の世界
（大石学ほか）

武満徹　音の森への旅（篠田正浩） わが仕事人生（新藤兼人） 京都きもの玉手箱（鳥居本幸代ほか）
（ジャンル）この人この世界　6 私のこだわり人物伝　12 人生の歩き方　12 歴史に好奇心　12

2007 ほとけさまが教えてくれた（籔内佐斗司） オードリー・ヘップバーン　永遠のアイドル（神
田紅ほか） 人生は一度かぎり（都はるみ） 日中二千年・漢字のつきあい（加藤徹）

日本語のカタチとココロ（金田一秀穂） マイルス・デイビス　帝王のマジック（菊地成孔）“挫折”が生んだノーベル賞（小柴昌俊） 漢方なるほど物語（小曾戸洋）
虫の目になりたい（栗林慧） 開高健　悠 と々して急げ（重松清） 男と女の旅路（加藤登紀子） あの人は何を食べてきたか（豊島秀範ほか）
ニッポン近代化遺産（清水慶一） 夏目漱石　悩む力（姜尚中） 子どもの命みつめて（細谷亮太） 京都花街　歴史をつくった奥座敷（相原恭子）

長寿企業は日本にあり（野村進） 城山三郎“昭和”と格闘したサムライ（杉浦有
一ほか） 美味しゅうございます（岸朝子） 〈再〉拝見・武士の家計簿（磯田道史）

悲劇のロシア（亀山郁夫） 植木等　世の中スイスイ“無責任”（大林宣彦
ほか） “雑草”がつかんだ日本一（春口廣） 江戸っ子に学ぶお金の使い方（石川英輔）

〈再〉白洲正子～目利きの肖像（細川護熙） 常識との闘い（見城徹） お伊勢参り　ニッポン観光事始め（金森敦子）
澁澤龍彥眼の宇宙（四谷シモンほか） “なりゆき”を生きる（玄侑宗久） 明治サイエンス事件帳（長山靖生）

チェ・ゲバラ　革命への旅（戸井十月） こどもたちへの伝言（宮城まり子） 映画王国・京都　カツドウ屋の100 年（中島貞
夫）

久世光彦　昭和を愛した不良（樹木希林ほか） 流転の歳月（宮本輝） 古今東西カレンダー物語（岡田芳朗ほか）
白川静　漢字に遊んだ巨人（松岡正剛） 逆転の発想（野村克也） 嫉妬の劇場（山内昌之）
色川武大　穏やかにアウトロー（柳美里） 戦場を撮る　人間を撮る（石川文洋） 〈再〉明治美人帖（佐伯順子）

（ジャンル）この人この世界　6 私のこだわり人物伝　12 人生の歩き方　12 歴史に好奇心　12
2008 源氏物語の男君たち（瀬戸内寂聴） カラヤン　時代のトリックスター（天野祐吉） 一人では歩けなかった（仲代達矢） いつなぜ　日本の選挙制度（玉井清ほか）

オペラ偏愛主義（島田雅彦） グレン・グールド　鍵盤のエクスタシー（宮澤淳
一ほか） 顔がイノチ！（荒木経惟） 日本　コレクション奇譚（瀬木慎一ほか）

神になった日本人（小松和彦） 横溝正史　日本を見つめた探偵小説家（真山
仁） 百歳まで生きるでしょう（水木しげる） 江戸の色恋ものがたり（田中優子）

孟嘗君と戦国時代（宮城谷昌光）　 愛しの悪役レスラーたち　昭和裏街道ブルース
（森達也） 子どもの命みつめて（細谷亮太） 大江戸グルメ考（服部幸應ほか）

ロボット未来世紀（浅田稔） 永井荷風　“お一人さま”の天才（坪内祐三ほ
か） 声なき声を聞く（澤地久枝） 〈再〉日中二千年・漢字のつきあい（加藤徹）

“顔”って何だろう？（馬場悠男） 伊丹十三　カメレオン男のトリック（村松友視
ほか） 生きものの豊かな田んぼ（岩澤信夫） “水滸伝”から中国史を読む（北方謙三）

中原中也　口惜しき人（町田康） 正義の味方はカッコ悪い！（やなせたかし） あ～極楽の銭湯史（町田忍）
阿久悠　時を刻んだ詞（秋元康ほか） “少年”の心得（横尾忠則） 万葉びとに恋愛を学ぶ（上野誠）
マハトマ・ガンディー　現代への挑戦状（中島
岳志） “血”の咆哮（梁石日） ナナメ読み忠臣蔵（山本博文）

松下幸之助　哲学した経営者（北康利） 虚と実を生きる（三國連太郎） 戦国名軍師列伝（小和田哲男）
小篠綾子　92年　生涯青春（元生茂樹ほか） 私はあきらめへん（井村雅代） 野望の“錬金術”　百年の興亡（朝倉喬司）
星野道夫　生命へのまなざし（今森光彦ほか） 人形が教えてくれた（辻村寿三郎） 〈再〉日本　コレクション奇譚（瀬木慎一ほか）

知る楽 25分，週4回
（ジャンル）探究この世界　6 歴史は眠らない　12 こだわり人物伝　12 仕事学のすすめ　12

2009 松井今朝子　極付歌舞伎謎解（松井今朝子） 県境の謎を行く（藻谷浩介） 伝説になった横綱たち　“品格”の系譜（デー
モン小暮閣下） 藤巻幸夫　人心巻きこみ力（藤巻幸夫）

原武史　鉄道から見える日本（原武史） 韓流シネマ　抵抗の軌跡（李鳳宇） ヴィクトル・スタルヒン野球がパスポートだった
（門田隆将） 林文子　おもてなし販売論（林文子）

なかにし礼　不滅の歌謡曲（なかにし礼） 智慧の結晶　お経巡礼（ひろさちや） 花菱アチャコ　“笑いの神様”はお人好し（桂
三枝） 柳井正　わがドラッカー流経営論（柳井正）

池澤夏樹の世界文学ワンダーランド（池澤夏樹） 裁判員制度への道（青木人志） 緒形拳　振り子を大きく（垣井道弘） 藤原和博　スピード突破力（藤原和博）
〈再〉松井今朝子　極付歌舞伎謎解（松井今
朝子） 日本くじら物語（秋道智彌） 〈再〉グレン・グールド　鍵盤のエクスタシー

（宮澤淳一ほか）
勝間和代　働く女性　課題克服仕事論（勝間
和代）

中野京子“怖い絵”で人間を読む（中野京子） 戦後日本　漢字事件簿（円満字二郎） 森有正　還っていく場所（片山恭一） 佐々木常夫“ワーク・ライフ”超両立論（佐々木
常夫）

ニッポン借金事情（井原今朝男） 太宰治　女（わたし）が愛した作家（角田光代
ほか）

木山啓子　国際支援流　危機乗り切り力（木
山啓子）

暗い時代こそ笑いとばせ！（小沢昭一ほか） 松本清張　孤高の国民作家（阿刀田高ほか） 新井良亮　現場流　スーパー人事力（新井良亮）

〈再〉裁判員制度への道（青木人志） 岡部伊都子　弱き者へのまなざし（佐高信ほ
か）

佐藤可士和　人を動かすデザイン力（佐藤可士
和）

ニッポン　母の肖像（香山リカ） 小津安二郎は落語だ！（立川志らく） 〈再〉藤巻幸夫　人心巻きこみ力（藤巻幸夫）

〈再〉戦後日本　漢字事件簿（円満字二郎） 孤高のフォークシンガー　高田渡（南こうせつ
ほか）

〈再〉勝間和代　働く女性　課題克服仕事論
（勝間和代）

“貧困”国家　日本の深層（内橋克人） 〈再〉森有正　還っていく場所（片山恭一） 岡野雅行　誰にも負けないものづくり術（岡野
雅行）
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3-3 講座番組から『知るを楽しむ』へ

1999年度，『NHK人間大学』は『NHK人間
講座』に改題される。「学問文化の優れた研究
者が，「人間」に関わる様々なテーマで，高度
な内容をやさしく興味深く語っていく」（『NHK
年鑑』〈2000〉）ものであった。番組は月曜日か
ら木曜日の夜11時台に編成され，3か月ごとに
テーマを変え，年間16シリーズが放送された。

99 年度4月から6月期のテーマは，月曜日
「私のギリシャ神話」（作家・阿刀田高），火曜
日「21世紀型民富論～日本経済の見取り図」

（慶應義塾大学教授・竹中平蔵），水曜日「生
命誌の世界　私たちはどこから来てどこへ行く
のか」（生命誌研究館副館長・中村桂子），木
曜日「フィレンツェ・美の謎空間～フレスコ壁
画への旅」（金沢大学教授・宮下孝晴）（肩書
きはいずれも当時）というものであった。

1980年代の『NHK市民大学』のころと比べ
ると，番組がリニューアルするごとにテーマが
多様化し，出演者もさまざまな分野に広がって
いることがわかる。生涯学習社会の進展ととも
に，さまざまなテーマの知識を専門書だけでな
く新書から得たり，インターネットで情報を集め
たりできる時代となり，大学の講義内容を一般
市民に伝える講座というよりも，視聴者が学び
たい内容を多様な選択肢から選べる番組が求
められる時代に対応してきたためと考えられる。

2005 年度にリニューアルした『知るを楽し
む』では，タイトルから“講座”という名称が
なくなる。番組は「幅広い知的好奇心に応
える肩の凝らない教養番組」（『NHK年鑑』

〈2006〉）と位置づけられ，月曜日から木曜日
まで曜日ごとにテーマを変え，それぞれメイン
となる出演者が案内するスタイルとなる。

05年度のテーマは月曜日から順に「この人こ

の世界」「私のこだわり人物伝」「なんでも好奇
心」「日本語なるほど塾」で，4月の出演者は
順に，「個性がプロ野球を救う」（佐々木信也），

「池波正太郎～人生の職人に学ぶ」（山本一力），
「横浜中華街～人・街・食の歴史物語」（山崎洋
子ほか），「想いが通じる！コミュニケーション
レッスン」（山田ズーニー）というものであった。

09 年度にはタイトルを『知る楽』に改題，月
曜日から順に，「探究この世界」「歴史は眠らな
い」「こだわり人物伝」「仕事学のすすめ」を放
送する。10 年度には共通タイトルがなくなり，

『極める！』『歴史は眠らない』『こだわり人物伝』
『仕事学のすすめ』が前年度と同時間帯に放
送されるようになる。11年度にはこれらの番組
は「趣味・実用・教養ゾーン」として編成され
るようになる12）。

19 年度現在，テキストを発行する教養番組
の流れをくむものとして『100 分de名著』があ
るが，シリーズとしての「教育教養講座」は，
より現代的で個別のニーズに対応した番組に
変容していったと考えられる。

4. 帯編成番組の時間帯の変遷

ここまで扱ってきた「趣味・実用番組」と「教
育教養講座」，そして「シリーズ教育テレビ60

『知るを楽しむ』（2005年度）
池波正太郎～人生の職人に学ぶ（山本一力）
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年①」で扱った「高校講座」「大学講座」「教
師・保護者向け番組」は，平日の同時間帯に
帯状に編成されてきた。50ページの表7はこ
れらグループの番組が編成された時間帯を朝
5時から4時間ごと，6つに分けて示したもの
である。

本章では少し視点を変えて，それぞれの年
代の編成の特徴をみていきたい。なお，これ
らの番組の変遷の特徴をみるために，学校放
送番組や幼児向け番組は表から外してある。

〈59 ～71年〉

教育テレビ開局時の放送時間は6時間程度，
66年度までは午後に放送休止の時間帯もあっ
た。この時期の番組編成をみると，朝の時間
帯は仕事に出かける前の人に向けて「語学番
組」『大学講座』，そして保護者に向けた『おか
あさんの勉強室』が編成された。表には示して
いないが午前から午後にかけて多くの時間帯
に学校放送番組が編成されたあと，『教師の時
間』が放送される。在宅者が増えてくる夕方の
時間帯からは「語学番組」「趣味・実用番組」，
夜の時間帯に学習する人に向けて「高校講座」

「語学番組」が放送された。
〈72 ～ 81年〉

72年度から『市民大学講座』が帯編成となっ
た。また76年度からは「高校講座」が早朝の
時間帯にも始まり放送時間が増え，教育教養
を扱う講座番組が増えていった。

〈82 ～ 89年〉

82年度は教育テレビの編成が大きく変わっ
た年である。「教育教養講座」の『NHK市民
大学』を朝と夜に放送，また夕方の時間帯に
は総合テレビから移設された『婦人百科』が始
まり，76年度から放送の『きょうの料理』と合
わせて，「趣味・実用番組」も充実してくる。

〈90 ～ 96年〉

90年度からはゾーン編成が積極的に進めら
れるようになる。生涯学習の重要性が指摘さ
れた時代で，朝と夜に放送されていた「教育
教養講座」の時間帯が変更になり，『NHKセミ
ナー』は午後と夜に，「趣味・実用番組」の『趣
味百科』も午後と夜に編成され，成人の学び
に対応した。また，93年度に「高校講座」が
夜の遅い時間に移動する。そして，朝と夕方は

「母と子のテレビタイム」として幼児から青少年
向けの時間として定着していく。

〈97 ～ 03年〉

開局以来，学校放送番組が放送されてきた
午前9時から正午までの時間帯に，97年度から

『趣味悠々』，98年度から「語学番組」の放送
が始まる。99年度からは『今夜もあなたのパー
トナー』（30ページ）が始まり，夜8時から10時
は生活文化・趣味ゾーンとして位置づけられた。

〈04 ～ 09年〉

長く「高校講座」が放送されてきた朝の時間
帯に，『NHK人間講座』が放送されるように
なったのは04年である。「高校講座」は，午
後の放送のほかは録画利用を想定した，深夜
の放送に定着していった。

〈10年～〉

朝は「語学番組」，午前に「趣味・実用番
組」と「語学番組」，午後に「高校講座」，夜
間に「趣味・実用番組」と「語学番組」という
編成となる。表には示していないが，幼児から
青少年向けの番組は朝と夕方に，福祉番組と
健康番組が夜に編成されている。

60年間の変遷をみると，時間帯ごとに対象
を明確にすることは変わらないが，対象者が
利用しやすい時間帯への移動が行われてきた
ことがわかる。
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表 7 講座番組（平日）の帯編成の変遷（教育テレビ）

前5時～ 8時 9時～ 0時 後1時～ 4時 5時～ 8時 9時～ 0時 前1時～ 4時
1959 ～ 60 『教師の時間』 「語学番組」 「高校講座」

「語学番組」
1961 ～ 63 『教師の時間』 「語学番組」 「高校講座」

「趣味・実用番組」 「語学番組」
1964 「語学番組」 『教師の時間』 「語学番組」 「高校講座」

「趣味・実用番組」 「語学番組」
1965 「語学番組」 『教師の時間』 「語学番組」 「高校講座」

『おかあさんの勉強室』 「趣味・実用番組」 「語学番組」
1966 「語学番組」 『教師の時間』 「語学番組」 「高校講座」

『大学講座』 「趣味・実用番組」 「語学番組」
『おかあさんの勉強室』

1967 「語学番組」 『教師の時間』 『おかあさんの勉強室』 「高校講座」
『大学講座』 「語学番組」 「語学番組」
『おかあさんの勉強室』 「趣味・実用番組」

1968 ～ 71 「語学番組」 『教師の時間』 『おかあさんの勉強室』 「高校講座」
『大学講座』 「語学番組」 「語学番組」
『おかあさんの勉強室』 「趣味・実用番組」 『大学講座』

1972 「語学番組」 『教師の時間』 『おかあさんの勉強室』 「高校講座」
『大学講座』 「語学番組」 「語学番組」
『おかあさんの勉強室』 「趣味・実用番組」 『大学講座』

『市民大学講座』
1973 ～ 75 「語学番組」 『おかあさんの勉強室』 「語学番組」 「高校講座」

『大学講座』 『教師の時間』 「趣味・実用番組」 「語学番組」
『おかあさんの勉強室』 『市民大学講座』 『大学講座』

1976 ～ 81 「高校講座」 『おかあさんの勉強室』 「趣味・実用番組」 『きょうの料理』
『大学講座』 『教師の時間』 「語学番組」 「高校講座」
「語学番組」 『NHK文化シリーズ』 「語学番組」

『大学講座』
1982 ～ 84 「高校講座」 「高校講座」 『婦人百科』 『きょうの料理』

「語学番組」 『おかあさんの勉強室』 「趣味・実用番組」 「高校講座」
『NHK市民大学』 『NHK教養セミナー』 「語学番組」 『NHK市民大学』

『NHK教養セミナー』 「語学番組」
1985 ～ 89 「高校講座」 「高校講座」 「語学番組」 『きょうの料理』

「語学番組」 『おかあさんの勉強室』 「高校講座」 『NHK市民大学』
『NHK市民大学』 『婦人百科』 『趣味講座』 「高校講座」

「語学番組」
1990 「高校講座」 「高校講座」 「高校講座」 『きょうの料理』

「語学番組」 『育児カレンダー』 『趣味百科』
『NHKセミナー』 「語学番組」
『趣味百科』 『NHKセミナー』
『婦人百科』

1991 「高校講座」 「高校講座」 「高校講座」 『きょうの料理』
「語学番組」 『趣味百科』 『趣味百科』

『婦人百科』 「語学番組」
『育児カレンダー』

1992 「高校講座」 「高校講座」 「高校講座」 『きょうの料理』
「語学番組」 『NHK人間大学』 「語学番組」 『趣味百科』

『趣味百科』 「語学番組」
『婦人百科』 『NHK人間大学』
『すくすく赤ちゃん』

1993 「高校講座」 『NHK人間大学』 「語学番組」 『きょうの料理』
「語学番組」 「高校講座」 『趣味百科』

『趣味百科』 『おしゃれ工房』
「語学番組」
『NHK人間大学』
「高校講座」

1994 「高校講座」 「語学番組」 「語学番組」 『きょうの料理』
「語学番組」 「高校講座」 『趣味百科』

『趣味百科』 『おしゃれ工房』
『NHK人間大学』 「語学番組」

『NHK人間大学』
「高校講座」
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前5時～ 8時 9時～ 0時 後1時～ 4時 5時～ 8時 9時～ 0時 前1時～ 4時
1995 ～ 96 「高校講座」 「語学番組」 『きょうの料理』

「語学番組」 「高校講座」 『趣味百科』
『NHK人間大学』 『おしゃれ工房』
『趣味百科』 『NHK人間大学』

「語学番組」
「高校講座」

1997 「高校講座」 『趣味悠々』 「語学番組」 『趣味悠々』 『きょうの料理』
「語学番組」 「高校講座」 『おしゃれ工房』

『NHK人間大学』 『NHK人間大学』
「語学番組」
「高校講座」

1998 「高校講座」 『趣味悠々』 「高校講座」 『趣味悠々』 『きょうの料理』
「語学番組」 「語学番組」 『NHK人間大学』 『おしゃれ工房』

『NHK人間大学』
「高校講座」
「語学番組」

1999 ～ 02 「高校講座」 『趣味悠々』 「高校講座」 『きょうの料理』 『おしゃれ工房』 「高校講座」
「語学番組」 「語学番組」 「語学番組」 『趣味悠々』

『NHK人間講座』 『NHK人間講座』
「高校講座」
「語学番組」

2003 「語学番組」 「語学番組」 『NHK人間講座』 『きょうの料理』 「高校講座」
『趣味悠々』 「高校講座」 『おしゃれ工房』

『趣味悠々』
『NHK人間講座』
「語学番組」

2004 『NHK人間講座』 「語学番組」 『きょうの料理』 『きょうの料理』 「高校講座」
「語学番組」 『趣味悠々』 『おしゃれ工房』 『おしゃれ工房』

「高校講座」 『趣味悠々』
『NHK人間講座』
「語学番組」

2005 ～ 07 『知るを楽しむ』 「語学番組」 『きょうの料理』 『きょうの料理』 「高校講座」
「語学番組」 『趣味悠々』 『おしゃれ工房』 『おしゃれ工房』

「高校講座」 『趣味悠々』
『知るを楽しむ』
「語学番組」
「高校講座」

2008 『知るを楽しむ』 『きょうの料理』 「高校講座」 『きょうの料理』 「高校講座」
「語学番組」 『おしゃれ工房』 『おしゃれ工房』

「語学番組」 『趣味悠々』
『趣味悠々』 『知るを楽しむ』

「語学番組」
2009 『知る楽』 『きょうの料理』 「高校講座」 『きょうの料理』 「高校講座」

「語学番組」 『おしゃれ工房』 『おしゃれ工房』
『趣味悠々』 『趣味悠々』
「語学番組」 『知る楽』

「語学番組」
2010 ～ 11 「語学番組」 『きょうの料理』 「語学番組」 『きょうの料理』 「高校講座」

「高校講座」 「語学番組」
2012 ～ 14 「語学番組」 「語学番組」 「高校講座」 『きょうの料理』 「語学番組」

『きょうの料理』 『趣味Do楽』
『趣味Do楽』 「語学番組」

2015 ～ 19 「語学番組」 「語学番組」 「高校講座」 『きょうの料理』 「語学番組」
『きょうの料理』 『趣味どきっ！』
『趣味どきっ！』 「語学番組」

注1：学校放送番組，幼児向け番組，福祉番組を除く，週3日以上，同時間帯に放送がある番組を対象とした。
注2：網かけ部分は新規に放送を開始したか，あるいは放送枠が移動した番組。同じ時間帯で，番組名だけ変わった場合は網かけはない。
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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2回として，開局当初から放送が始
まった「趣味・実用番組」「婦人・育児番組」

「教育教養講座」の3つのグループの変遷をみ
てきた。

最後に，本稿で取り上げた番組グループに
ついて共通する項目を3点にまとめたい。

1点目は，「趣味・実用番組」「教育教養講
座」とも，60 年の間にテーマが拡大し，多彩
になってきたことである。

これは，社会全体が多様化，複雑化する
中，従来の学問の体系や実用的なノウハウを
伝えるだけではなく，より時代に即した内容
の番組が求められるようになったことが考えら
れる。結果として，趣味，実用，教養の境界
がはっきりしなくなりつつあり，複数の要素を
含む番組が生まれてきている。

2点目は，高度な内容を専門家が伝えるより
も，人々の興味・関心に合った内容を身近な
出演者がわかりやすく伝える方向に番組のスタ
イルが変化していったことである。『技能講座』
が『趣味どきっ！』，『NHK婦人学級』が『すく
すく子育て』，『日曜大学』が『知る楽』とタイト
ルが変わっただけでなく，出演者が視聴者に
教えるスタイルから，ともに学ぶスタイルの演
出をとるようになってきている。

3点目は，テキストが発行される番組は減っ
てきたが，書籍化やムック化される番組は変わ
らずにあり，またウェブサイトへの展開が進ん
でいることである。本稿で触れた「NHKらい
ふ」のほかに，『きょうの料理』や『すくすく子
育て』などはウェブサイトの充実に力を入れて
いる。また，NHKエデュケーショナル運営の

「みんなのきょうの料理」「すくコム」，NHK出
版運営の「みんなの趣味の園芸」などの会員制
ウェブサイトでは，視聴者同士の情報交換も行
われている。

超高齢化社会を迎え，今後，仕事だけでな
く趣味や教養のために時間を割くことができる
人の増加が予想される。人々のニーズに応え
る教育テレビの番組やウェブサイトはどうある
べきなのか。60年の歴史を振り返るとともに，
NHK放送文化研究所で80年代から90年代
に継続的に実施した「学習関心調査」13）で得ら
れた知見も踏まえながら，今後の方向性を考え
ていきたい。

 （うじはし ゆうじ）

注：
 1） 教育テレビ40年の変遷の概要については，参考

文献の古田（1998，1999a，1999b）を参照。
 2） 「シリーズ教育テレビ60年」の番組のジャンル分

けについては，参考文献の宇治橋（2019c）を参
照。

 3） 「学校放送番組」の変遷については参考文献の
宇治橋（2019b）を参照。

 4） 「語学番組」「高校講座」の変遷については，参
考文献の宇治橋（2019c）を参照。

 5） 1982年度の「番組編集基本計画」の教育テレビ
ジョンの項目には，各番組の編成について，ほか
の年度に比べて詳しい計画が記されている。
○成人向け教育番組：歴史・社会・科学など各

分野にわたる成人の知的欲求にこたえる番組，
大学レベルの高度な教育番組を刷新する。

○趣味・生活実用・おけいこ番組：多様な要望
にこたえる趣味番組，健康保持などくらしに役
立つテーマを扱う番組を視聴好適時間に編成
するとともに，おけいこ番組を刷新する。

○婦人向け家庭教育番組：幼児から高校生まで
のこどもの発達段階に応じた家庭教育のあり
方について知識を提供する番組を編成する。

 6） 参考文献の宇治橋，大野（2018），大野（2018）
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を参照。
7） 「NHK杯将棋トーナメント」「NHK杯囲碁トーナ

メント」は，持ち時間が少ない早指し戦である。
将棋は1951年，囲碁は1953年に創設，ラジオ
第2放送『室内遊戯の時間』で放送された。62
年度から将棋・囲碁とも教育テレビで放送されて
いる。

8） 『おかあさんの勉強室』については，宇治橋
（2019c）を参照。

9） 「大学講座」と通信制大学については宇治橋
（2019c）を参照。

 10） 「日本の長期統計系列」（総務省統計局）の「第
25章教育」「25-12就学率及び進学率」による。
https://www.stat.go.jp/data/chouki/25.html

（URLは2019年9月1日確認）
 11） 古田（1999a）を参照
 12） 詳細は，本誌における「シリーズ 教育テレビ

60年③」の「文化・教養番組の変遷」で扱う予
定である。

 13） 学習関心調査に関する文献には下記がある。
第1回調査『放送研究と調査』
　1983年5月号，10月号
第2回調査『放送研究と調査』
　1986年3月号，4月号，9月号，11月号
第3回調査『放送研究と調査』
　1989年5月号，6月号，8月号，10月号
第4回調査『放送研究と調査』
　1993年9月号，1994年2月号
第5回調査『放送研究と調査』
　1998年9月号，10月号，11月号，12月号

参考文献：
・NHKエデュケーショナル（2019）『NHKエデュケー

ショナル30周年記念誌』※非売品

・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』68（1），2-25

・宇治橋祐之（2019a）「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」『放送研究と調査』
69（1），2-17

・宇治橋祐之（2019b）「教育テレビ60 年 学校放送番
組の変遷」『NHK放送文化研究所年報 2019　第
63集』131-193

・宇治橋祐之（2019c）「シリーズ 教育テレビ60 年①
高校講座，語学番組の変遷」『放送研究と調査』69

（10），52-75
・大野敏明（2018）「NHK文研フォーラム2018 シンポ

ジウム 『きょうの料理』60 年の歴史とこれから～“老
舗”番組から考えるコンテンツの未来～」『放送研究
と調査』68（7），72-89

・藤岡英雄（2005）『おとなの学びの行動学・第1部
学びのメディアとしての放送―放送利用個人学習の
研究』学文社

・古田尚輝（1998）「教育波から文化・生涯学習波へ
～教育テレビ40 年 編成の分析～」『放送研究と調
査』48（12），2-21

・古田尚輝（1999a）「教育テレビ40 年 学校教育番組
の変遷 その2 通信講座番組」『放送研究と調査』
49（8），30-53

・古田尚輝（1999b）「「技能講座」から「趣味講座」へ
～教育テレビ40 年 生涯学習番組の変遷～」『放送
研究と調査』49（11），40-71

上記のほかに下記を参照した。
・『NHK年鑑』（各年度）
・NHK「国内放送番組編集の基本計画」（各年度）
・「NHKクロニクル 番組表ヒストリー」

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


