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ラジオ第2放送90年 
生涯学習波への広がりと
インターネット展開

メディア研究部  宇治橋祐之

1931年開局のラジオ第2放送は2021年で90周年を迎えた。それまでのラジオ第1放送に加えて，教育放送を目
的として設立されたものである。しかし野球中継が相場の放送（株式市況）で中断されないようにするなど，第2放
送には聴取者の番組選択の幅を広げる目的も強く，同じ時間に，第1と第2で別の番組を放送することから「二重
放送」と呼ばれた。また，戦前の第2放送の発信は東京，大阪，名古屋に限られ，全国放送の第1放送に対して「都
市放送」と呼ばれた。

戦後しばらくの第2放送はスポーツ中継と音楽番組が多かったが，スポーツ中継が第1放送に，音楽番組が
1969年開局のFM放送に移ることで，教育放送として定着していく。教育番組としては，学校放送番組，高校講座，
語学番組が中心であったが，学校放送番組はテレビ放送に順次移行，代わりに，教養番組や福祉番組の放送が加
わり，開局当初から続く語学番組と1953年から放送の高校講座と合わせて，80年代からは生涯学習波としての役
割を果たすようになる。

NHK経営計画（2021～23年度）では，聴取者の意向を考慮しつつ，音声波を現在の3波（R1，R2，FM）から
2波（AM，FM）への整理・削減に向けた検討が始まる。放送波としてのラジオの聴取率は下がっている一方で，
新型コロナ下でインターネットラジオや音声メディアへの関心もみられる。

ラジオ第2放送については70年の節目の2001年に編成の分析についての論考がまとめられているが，90年の節
目にあたって改めて振り返るとともに，特に2000年代からのインターネット展開と，「語学番組」「高校講座」の変
遷についてみていく。
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はじめに
1931（昭和6）年4月6日（月），日本放送協

会東京中央放送局は，教育放送を目的としてラ
ジオ第2放送を始めた。送信は1928年に新設
された新郷放送所（現在は埼玉県川口市）の
10kWの予備送信機から行われた。放送所か
らの電波は関東一円だけでなく，静岡県や山
梨県の一部にも届いた。
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1925（大正14） 日本放送協会 ラジオ放送開始（7月）
1931（昭和6） ラジオ第2放送開始（4月）
1939（昭和14） 都市放送と改称
1941（昭和16） 太平洋戦争開戦と同時に中止（12月）
1945（昭和20）放送再開（9月）

1951（昭和26）
民放ラジオ局として，中部日本放送（現在は
CBCラジオ），新日本放送（現在は毎日放送）
が放送開始（4月）

1953（昭和28）NHKテレビ本放送開始（2月）
1957（昭和32） NHKの東京実験局が FM放送を開始（12月）
1959（昭和34）NHK教育テレビ放送開始（1月）
1968（昭和43）NHKラジオ受信料廃止
1969（昭和44）NHKのFM放送が本放送を開始（4月）

2007（平成19）『NHK高校講座』ラジオ全番組をウェブサイ
ト公開

2009（平成21）「NHK語学番組ホームページ」でラジオ第2
放送の語学14 番組を公開

2010（平成22） ラジオ放送をインターネットで同時にサイマル
配信するradiko開始（3月）

2011（平成23）「NHKネットラジオ らじる★らじる」開始（9
月），スマートフォンアプリ公開（10月）

2017（平成29） radiko 経由で実験配信（関東広域〔1都6県〕
ほか）（10月）

2018（平成30） radiko 経由で第 2 次実験配信（全国対象）
（4月）

2019（平成31） radiko経由でNHKラジオ第1とNHK-FMの
同時配信開始（4月）

第1放送と異なる波長の電波で，同じ時間に
別の番組を放送することから，当時，第2放送
は「二重放送」と呼ばれた。第2放送の開始に
より，東京を中心とする地域では2つの放送を
受信できるようになったのである。

放送開始2年後の33年6月26日からは，大
阪中央放送局と名古屋中央放送局での第2放
送が始まる。しかし，戦前の放送の実施は東
京，大阪，名古屋のみで，放送網の拡充が進
まなかった。そのため39年には第1放送を「全
国放送」，第2放送を「都市放送」と改称する。
そして太平洋戦争開戦とともに，第2放送は41
年12月8日に放送を休止する。

戦後，第2放送は45年9月1日から放送を再
開，放送網の拡充が急速に進められ，52年度
末までにほぼ全国をカバーする。

戦後しばらくは，スポーツ中継と音楽番組が
多かったが，スポーツ中継が第1放送に，音楽
番組が69年に本放送を開始したFM放送に移
ることで，ようやく当初の目的である教育放送
として定着していく。教育番組としては，学校
放送番組，高校講座，語学番組が中心であっ
たが，学校放送番組はテレビ放送に順次移行
し，代わりに，教養番組や福祉番組が加わり，
開局当初から続く語学番組と53年から放送開
始の高校講座と合わせて，生涯学習波として
の役割を果たすようになる。

開局から70年後の2001年にラジオ第2放送
の編成を分析した論考1）がまとめられているが，
本稿では90年の節目にあたって改めて振り返
るとともに，特に2000年代からのインターネッ
ト展開と，語学番組・高校講座の展開について
みていく。関連する年表を表1に示す。

第1章から第3章までは年代ごとの編成をみ
る。第2放送開始10年後の1941年，30年後

の61年，60年後の91年，そして最新の2021
年の番組時刻表を掲載した。第4章から第6
章は番組の変遷をみていく。特に「語学番組」
と「高校講座 」については，番組時間の変遷
と，言語・教科別の番組の変遷を表で示した。
同様の表は2019年に「シリーズ 教育テレビ60
年」2）にも掲載しているので参照されたい。

NHK経営計画（2021～23年度）では，聴取
者の意向を考慮しつつ，音声波を現在の3波

（R1，R2，FM）から2波（AM，FM）への整理・
削減に向けた検討が始まる。放送波としてのラ
ジオの聴取率は下がっている一方，新型コロナ
下でインターネットラジオや音声メディアへの関
心もみられる。今後の生涯学習における音声メ
ディアの果たす役割について，90年の歴史を
振り返りつつ考察する。

表 1　ラジオ第 2 放送 90 年関連年表
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表2　1941年10月 放送事項別放送時刻実施細目表（平日）1.「二重放送」「都市放送」から
　 教育放送へ（1930 ～ 50年代）

ラジオ第2放送は教育放送を目的として開
始された。1930年に日本放送協会が逓信省
に提出した認可申請書には「中學程度の一
般教育および實業教育に必須の學科その他
主として教育放送のため」と明記されている。

しかし教育放送の監督権をめぐって文部
省と逓信省の対立があったため，教育放送と
いう言葉を避け，学校教育に関わる番組は
放送せずに講座番組を中心とすることとなり，

「教養放送とスポーツ中継」を標語とした。
また，第2放送には第1放送を補完する

「二重放送 」として，聴取者の番組選択を
広げるという目的もあった。当時の放送では
野球中継が相場の放送（株式市況）で中断
されることや，逆に野球中継を優先してほ
かの番組が時間どおりに放送されないこと
への苦情があったためである。第2放送の
放送初日の最初の番組が，「全国中等学校
選抜野球大会」の甲子園球場からの中継で
あったのが象徴的である。

表2は41年の全国放送（第1放送 ）と都
市放送（第2放送）の番組編成を示したもの
である。都市放送は『語学講座 』など独自
の番組もあるが，全国放送と同内容の番組
も多い。また臨時講座や臨時実況などが放
送できるように柔軟な編成が行われていた。

戦前の都市放送は講座番組とスポーツ中
継を中心としていたが，戦時体制の強化に
伴い，報道番組や時事性を重視した番組が
増え，開戦とともに放送休止となった。

なお当初の目的であった教育放送につい
ては，33年に大阪中央放送局がローカル放
送で学校放送番組を開始，学校への受信機

時間 全国放送 都市放送

5
ニュース（全中）

話

6

ラジオ体操
ニュース（全中）［9 分］　天気予報［1分］
レコード音楽

語学講座
朝のことば（約15分）インターバルミュージック

時報

7

天気予報
仕事と共に

レコード音楽
話

天気予報　インターバルミュージック 天気予報
ラジオ体操（学校向け兼用）

8

学校放送朝礼（月2回程度，他は休止）
職業指導の時間　その他

全国気象概況，天気予報
講座（随時）

9
厚生の時間（随時）

経済市況
音楽

10
幼児の時間　インターバルミュージック

家庭婦人の時間又は家庭知識・レコード音楽
レコード音楽

11

国民学校放送（低学年中向）

経済市況 （職場への放送）ラジオ体操
時報

後
0

天気予報
音楽演芸 （職場への放送）音楽その他

ニュース　引き続き各局随意　レコード音楽

1
家庭の時間

実況，講演，演芸，
音楽等随時

経済市況
レコード音楽

2
国民学校放送（高学年向）

全国気象概況　天気予報　雷雨概況（随意）

（職場への放送）体操及音楽

3 ニュース
商工業の時間

4
国民学校放送（教師の時間）

経済市況

5

厚生の時間（随時） 厚生の時間（随時）又は
臨時実況

休止又は臨時講座又は
臨時実況

番組予告の時間

6

少国民の時間（シンブンを含む） 休止又は特殊講座又は
臨時実況

地方の時間その他
音楽又は臨時実況演劇，音楽，講演　農家の時間／月水金はローカ

ル（時間配分随意），火木土は全中（20 分と5分）
時報

7
ニュース

政府の時間
音楽演芸

演芸，音楽，講演等8

9 ニュース
時報

10 全国気象概況その他今日のニュース 話
※『ラジオ年鑑1942』をもとに作成　※ 空欄は放送なし
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設置の拡大と相まって好評を得て，35年から
全国放送で放送されることとなった 3）。

戦後のラジオ第2放送は，終戦から2週間余
りあとの45年9月1日に再開する。東京，大阪，
名古屋に加えて，札幌，仙台，広島，熊本で
の放送も始まった。ただし，当初は放送時間も
限られ，大半が第1放送と同内容であった。そ
の後，49年10月のGHQの検閲廃止，同年12
月の「日本放送協会準則」制定を経て，NHK
の編成方針が明確になっていく。聴取者全般
を対象とする総合放送が第1放送，特定対象
者向けの教育放送が第2放送とされた。特に
53年度に学校放送番組がすべて第2放送に移
行して放送時間を拡大したことで，教育放送
として定着していく。

2. 学校教育波から生涯学習波へ
（1960 ～ 90年代）

1960年代からのラジオ第2放送の編成の変
遷については，82～83頁の付表に示す「国内放
送番組編集の基本計画」（以下「基本計画」）4）

をもとにみていく。
61年度の「基本計画」では，「教育番組を中

心として，高度な教養・芸能番組あるいは長時
間にわたるスポーツ番組など比較的特定対象
向けの番組を編成 」としている。58～59頁の
表3「1961年度番組時刻表 」を見ると，午前
9時～ 11時台，午後1時台の学校放送，午後
10 ～ 11時台の「高校講座 」，午前5 ～ 6時台
と午後11時台の「語学番組」などの教育番組
が多いが，土曜日や日曜日の午後はスポーツ中
継や音楽番組が編成されている。

日曜日午前11時の『立体音楽堂 』は，2台
の受信機を左右に配置し，同時間に放送され
るラジオ第1とラジオ第2を同時に受信すること

で立体放送（ステレオ放送）が聞けるというもの
で，音楽ファンから人気を集めた。

しかしスポーツ中継については，64年度に
プロ・スポーツ，65年度にアマチュア・スポー
ツがすべて第1放送に移る。また音楽番組は，
69年から本放送を開始した，高音質でステレオ
放送が聞けるFM放送に順次移設されていく。

代わりに増えていくのが，学校放送番組と通
信高校講座である。付表の「基本計画」に示
すように，76年から番組編成の比率をラジオ
第2放送単独で示すようになるが，「教育番組
75%以上」とされ，ようやく当初の目的どおり
の教育放送になったといえる。

70年代の第2放送は，学校放送番組と通
信高校講座を中心とする学校教育波であった
が，82年度に大きな転換期を迎える。「基本計
画」で「学校教育番組の再編成，生涯教育の
要望にこたえる社会教育番組や魅力ある教養
番組の新設」とされ，編成の割合も「教育番組
65％以上」「教養番組15％以上」となる。この
背景には，高齢化社会を迎え生涯にわたる継
続的な学習の必要が生じたことなどがある。ま
たテレビとラジオの波の役割も見直され，学校
放送番組はテレビが中心となっていった。

60～61頁の表4「1991年度番組時刻表」を
見ると，学校放送番組は午前10時台だけとなり，
午前6 ～ 9時台，午後1 ～ 4時台，6 ～ 7時台，
9 ～ 11時台に語学番組が並び，高校講座も午
前5時台と10時台，午後8時台などに拡充し
ている。また教養番組として，『NHK文化セミ
ナー』が午後3時台と9時台などに編成された。

さらに95年度からは，国際放送を活用した
外国語ニュースが始まる。90年代からのラジオ
第2 放送は，語学番組を中心とした生涯学習
波として定着していった。
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表3　1961年度 ラジオ第2 放送番組時刻表

月 火 水 木 金 土 日

5

中国語初級講座
NHK大学通信講座

（英語）

中国語初級講座
NHK大学通信講座

（英語）

中国語初級講座
NHK大学通信講座

（法学） 朝のしらべ

スペイン語入門講座 スペイン語入門講座 スペイン語入門講座

6

基礎英語講座 東から西から 漁村の皆さんへ
英語会話 海外新聞論調

ラジオ農業学校 ラジオ農業学校
趣味の園芸

NHK教養大学 国際教養大学

7

宗教の時間

名演奏家の時間 大作曲家の時間
ことばの広場

8

療養の時間
教育相談室

ラジオ体操

朝のリサイタル コーラスアルバム 謡曲・狂言

9

気象通報

ラジオ音楽教室
1年生

ラジオ音楽教室
2年生

ラジオ音楽教室
3年生

ラジオ国語教室
1年生

ラジオ国語教室
2年生

ラジオ国語教室
3年生

学芸展望ラジオ国語教室
4 年生

ラジオ国語教室
5年生

ラジオ国語教室
6 年生

ラジオ国語教室
4 年生

ラジオ国語教室
5年生

ラジオ国語教室
6 年生

中学校第1部 国語
1年生

中学校第1部 国語
2年生

中学校第1部 国語
3年生

中学校第1部 
社会科（地理）

中学校第1部 
社会科（歴史）

中学校第1部 
社会科（政・経・社）

10

（再）小学校高学年 
明るい学校

（再）小学校社会科
5年生 マイクの旅

（再）小学校高学年 
このごろのできごと

（再）小学校社会科
6 年生 日本のあゆみ

（再）小学校高学年 
音楽の旅

（再）小学校高学年 
ラジオ図書館

音楽クラブ

小学校低学年 
おはなしたまてばこ

小学校社会科1年生 
よっちゃんのえにっき

小学校低学年 
けんちゃんのたんけん

小学校社会科2年生 
はたらく人びと

小学校低学年 
うたのかばん

小学校低学年 
げんきなこども

小学校社会科3年生 
みんなのくらし

小学校中学年 
たのしい音楽

小学校社会科4年生 
あの村この町

小学校中学年 
ユーちゃんのカレンダー

小学校中学年 
仲よしグループ

小学校中学年 
みんなの図書室

中学校第2部 
わたしたちは考える

中学校第2部 
世界名曲めぐり

中学校第2部 
正男の日記

中学校第2部 
名作をたずねて

中学校第2部 
世界の動き

中学校第2部 
学級の話題

11

（再）小学校中学年 
みんなの図書室

（再）小学校社会科
3年生 みんなのくらし

（再）小学校中学年 
たのしい音楽

（再）小学校社会科
4 年生 あの村この町

（再）小学校中学年 
ユーちゃんのカレンダー

（再）小学校中学年 
仲よしグループ

立体音楽堂
小学校社会科

5年生 マイクの旅
小学校高学年 

このごろのできごと
小学校社会科6年生 

日本のあゆみ
小学校高学年 

音楽の旅
小学校高学年 
ラジオ図書館

小学校高学年 
明るい学校

（再）中学校第2部 
学級の話題

（再）中学校第2部 
わたしたちは考える

（再）中学校第2部 
世界名曲めぐり

（再）中学校第2部 
正男の日記

（再）中学校第2部 
名作をたずねて

（再）中学校第2部 
世界の動き

高等学校 
青年期の探究

高等学校 
今日の科学

高等学校 
Listen to me!

高等学校 
名曲ライブラリー

高等学校 
日本の古典

高等学校 
時の話題 番組予告

後
0

ラジオ体操

アンコールアワー

ひる休みのおくりもの
学校ニュース

株式市況

商品市況

1

中学校第3部 
ラジオ英語教室1年生

中学校第3部 
ラジオ英語教室2年生

中学校第3部 
ラジオ英語教室3年生

中学校第3部 
ラジオ音楽教室1年生

中学校第3部 
ラジオ音楽教室2,3年生

農産物市場案内
水産物市場案内

農産物市場案内
水産物市場案内

邦楽みちしるべ 邦楽演奏会 邦楽百番 邦楽みちしるべ 邦楽演奏会

曜日
時間

ス
ポ
ー
ツ
中
継

ス
ポ
ー
ツ
中
継

名
曲
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

名
曲
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

30

30
20

30

30

30

30

30

30

10

50

10

45

45

45

45

25

25

35

35

55

45

15

15

15

15

15

15

15
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月 火 水 木 金 土 日

2

名曲アワー

3

法人税講座

4 スポーツ教室

5

中学生のおさらい
勉強のさせ方

軽音楽講座 リズムアワー リズムアワー リズムアワー

英語ニュース

6

株式市況 私たちの演奏会 音楽のしおり

工業教室
　ことばと文学

囲碁・将棋の時間産業実務
　　ホームルームの

　　話題そろばん教室

7

（再）基礎英語講座
医学の時間 医学の時間

（再）英語会話

婦人学級 若い世代へ 映画の時間

番組予告

8 教養特集 LPサロン

今日の農（漁）村

青年学級の友へ

9 芸術劇場 舞台中継
物語

音楽のおくりもの 邦楽鑑賞会 NHKラジオ 
リサイタル

NHK
シンフォニーホール

放送詩集

10

気象通報

初級 英語 初級 国語 初級 数学Ⅰ 初級 英語 初級 国語 初級 数学Ⅰ 科学談話室

中級 数学Ⅱ 中級 英語 中級 国語 中級 数学Ⅱ 中級 英語 中級 日本史 スポーツ
ダイジェスト

上級 国語 上級 数学Ⅲ 上級 英語 上級 国語 上級 
数学演習 上級 英語

邦楽の手引き

11
ドイツ語初級講座 フランス語初級講座 ドイツ語初級講座 フランス語初級講座 ドイツ語初級講座 フランス語初級講座

学界だより
音楽鑑賞 現代の音楽 音楽はなしの

くずかご

※『NHK年鑑1962』をもとに作成
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20
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表4　1991年度 ラジオ第2 放送番組時刻表

月 火 水 木 金 土 日

5

四季のうた
（再）国語Ⅰ

NHK高校講座

数学Ⅱ 現代文 数学Ⅱ 現代文 数学Ⅱ 音楽Ⅰ （再）国語Ⅰ

6

基礎英語
（再）国語Ⅰ

続基礎英語

宗教の時間
英語会話

7

ドイツ語講座

（再）NHK
文化セミナー

入門編 応用編

アンニョンハシムニカ～ハングル講座～

入門編 応用編

フランス語講座

入門編 応用編

8

スペイン語講座
（再）

心身障害者とともに
［大阪］

入門編 応用編

中国語講座

（再）視覚障害者の
みなさんへ

入門編 応用編
ラジオ体操

ロシア語講座

9

入門編 応用編 みんなのうた

気象通報

（再）四季のうた

（再）文化講演会

名曲の小箱

　お話でてこい（幼・保）　※火曜，木曜，土曜は再放送

10

ことばの教室1年生 
（小・国語）

ことばの教室2年生 
（小・国語）

ことばの教室3年生 
（小・国語）

ことばの教室4 年生 
（小・国語）

ことばの教室5年生 
（小・国語）

ことばの教室6 年生 
（小・国語）

わたしたちは考える 
（中3・道徳）

ラジオ音楽教室
5年生（小）

ラジオ音楽教室
6 年生（小）

青空班ノート 
（中1・道徳）

昭夫の日記 
（中2・道徳）

（再）ラジオ音楽教
室5年生（小）

NHK高校講座

古典講読英語Ⅱ （再）数学Ⅱ 英語Ⅱ （再）数学Ⅱ 英語Ⅱ （再）数学Ⅱ

学校音楽コンクールの時間

11

（再）自作を語る
（再）こころをよむ （再）古典講読

（再）文化講演会

（再）漢詩をよむ （再）芭蕉をよむ

こころをよむ
（再）歴史をよむ （再）

日本の伝統演劇
（再）はなしことば講座

間奏曲名曲の小箱

後
0

ラジオ体操
はなしことば講座

株式市況 （再）宗教の時間 （再）やさしい
ビジネス英語

（再）やさしい
ビジネス英語（再）今日の医学みんなのうた 名曲の小箱

1

（再）ドイツ語講座 （再）やさしい
ビジネス英語入門編 応用編

（再）フランス語講座 （再）やさしい
ビジネス英語入門編 応用編

（再）スペイン語講座 名曲の小箱
入門編 応用編 今週のまとめ

N
H
K
高
校
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

N
H
K
文
化
セ
ミ
ナ
ー

N
H
K
文
化
セ
ミ
ナ
ー

曜日
時間

30

2020

20

30

30

40

15

15

15
10

30

30

35

55

40

45

40

20

40

45

50

55

20

10

10

40

40

40

45

50

30

50

40
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月 火 水 木 金 土 日

2

（再）基礎英語 （再）やさしい
ビジネス英語

（再）続基礎英語 みんなのうた

教師の時間上級基礎英語

3

（再）ラジオ体操

（再）英語会話 （再）中学生実力養
成講座　数学

（再）NHK文化セミナー

歴史をよむ 般若心経に学ぶ 芭蕉をよむ 日本の伝統演劇 原書で読む
世界の名作 漢詩をよむ （再）中学生実力養

成講座　数学

4

気象通報
イタリア語講座

（再）倫理
入門編 応用編

そろばん教室 （再）英語Ⅱ （再）倫理

5
株式市況

（再）英語Ⅱ （再）国語Ⅱ

（再）英語Ⅱ （再）国語Ⅱ

高校土曜ボックス （再）現代社会株式市況［大阪］

6

（再）基礎英語 （再）現代社会

（再）続基礎英語
邦楽の楽しみ

（再）上級基礎英語

7

（再）英語会話 心身障害者とともに
［大阪］

高校数学入門　※火曜，木曜，土曜は再放送

視覚障害者の
みなさんへ

中学生実力養成講座 イングリッシュ
アワー英語 数学 国語 英語 数学

8

国語Ⅰ （再）現代文 国語Ⅰ （再）現代文 国語Ⅰ （再）音楽Ⅰ

NHK文化セミナー（再）英語Ⅱ （再）数学Ⅱ （再）英語Ⅱ （再）数学Ⅱ （再）英語Ⅱ （再）数学Ⅱ

現代社会 国語Ⅱ 倫理 現代社会 国語Ⅱ 倫理

9

NHK文化セミナー

文化講演会
般若心経に学ぶ 芭蕉をよむ 日本の伝統演劇 原書で読む

世界の名作 漢詩をよむ 歴史をよむ

（再）人生読本
（再）イタリア語講座

入門編 応用編

10

気象通報

（再）上級基礎英語
自作を語る

やさしいビジネス英語

11

（再）アンニョンハシムニカ～ハングル講座～ （再）
はなしことば講座入門編 応用編

（再）イングリッシュ
アワー

（再）中国語講座
入門編 応用編

ロシア語講座
今日の医学

入門編 応用編
※『NHK年鑑1992』をもとに作成
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3.ラジオのインターネット展開
（2000年代～）

ラジオ第2放送の1日の放送時間は，1960
年代から長らく18時間30分を保っていたが，
2000年度後半期から20時間となる。その00
年度の「基本計画」では，「デジタル時代を見
据えて，番組素材の発掘・蓄積」とある。

すでに97年度から放送の『NHKラジオライ
ブラリー』で，往年の名優や作家，学者などが
出演しているシリーズ番組を再編集したアンコー
ル放送が行われていたが，01年度からはFM
放送で人気の『日曜喫茶室 』も編成されるよう
になった。また，特集番組としてETVの放送
をラジオ用に再編集した『ラジオで聴く“真剣
10代しゃべり場”アンコール』『ラジオで聴く
NHK人間講座』なども放送され，波を越えた
素材活用やアーカイブ活用が進められた。

00 年代はインターネット展開が進む。07年
度の基本計画では「講座番組のネット配信と
いう“デジタル時代の新しい学習サービス”」，
10 年度は「ストリーミングによるコンテンツ提
供など魅力的な学習サービス」としている。

後述するように「高校講座」は03年度からス
トリーミング配信を順次開始，07年度には第2
放送の全11番組の配信を開始する。「語学番
組 」も09年度から「NHK語学ホームページ」
で第2放送の14番組を一定期間公開し始めた。

ラジオ放送全体でみると，10年に在京・在
阪民間放送局を中心に，インターネットで放送
のサイマル配信をするradikoを開始，翌11年9
月には，NHKが「NHKネットラジオ らじる★
らじる」（以下「らじる★らじる」）でラジオ第1，
ラジオ第2，NHK-FMの番組のインターネット
配信を開始，10月にはスマートフォン向けアプ
リも公開される。17年には，従来のラジオ3波

のウェブサイトと「らじる★らじる」を統合した
ラジオ放送総合ポータルサイトに刷新。同時
に聴き逃し配信サービスを拡充する。

また，17年10月から18年3月は，関東広域
（1都6県）および福岡県，宮城県，広島県，
愛媛県の5地域で，radikoでのNHKラジオ3
波の実験的配信を実施，18年4月から19年3
月は配信地域を全国に拡大する。そして19年
4月からradikoでのラジオ第1とNHK-FMの
本配信が開始されるが，ラジオ第2は試験的
配信のみで終了となった。

21年現在，ラジオ第2の番組は「らじる★
らじる」ですべての番組のライブ配信と，ほと
んどの番組の聴き逃し配信が実施されている

（「高校講座」と「語学番組」は独自サイト内）。
15年度以後の「基本計画」では，波の性格

を「“生涯学習波”として，多様な知的欲求に
応える番組を編成」と明記するとともに，「イン
ターネットとの連携」が継続的に示されており，
音声メディアとしての特性を生かしたインター
ネット展開に取り組む姿勢を示している。

4.ラジオ学校放送番組，
文化・教養番組，福祉番組の変遷

ここまで年代ごとにラジオ第2放送の編成
をみてきたが，本章からは番組ジャンルごとの
変遷をみる。まず学校放送番組，文化・教養
番組，福祉番組の代表的な番組をみたあとに，

「語学番組 」（第5章），「高校講座 」（第6章）
を詳述する。

4-1  ラジオ学校放送番組の変遷

学校放送番組は1953年度に第2放送に全面
移行してから放送時間を増やし，最も多い72
年度は週あたり23時間にまで達した。しかし
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学校へのテレビ受信機の設置が進み，利用が
増えるとともに，映像の特性を生かせる理科や
社会の番組から順に，教育テレビに移設され
ていく。60～61頁の表4「1991年度番組時刻
表」を見ると，音声の特性を生かせる国語，音
楽，そしてラジオドラマの道徳番組のみとなり，
2021年度現在は，54年度（開始当初はラジオ
第1放送）から続く，幼稚園・保育所向け朗読
番組『お話でてこい』だけとなっている（表5）。

4-2  ラジオ文化・教養番組の変遷

文化・教養番組として2021年度現在まで続
く長寿番組に『宗教の時間』（52年～）と『ここ
ろをよむ』（85年～）がある。『宗教の時間』は，

「宗教によって示された人の生き方，宗教的な
体験，経典や聖典の解説など，さまざまな角
度から宗教に関する話題を取り上げるインタ
ビュー番組」，『こころをよむ』は「文学・哲学・
宗教学といった各分野の第一人者が，現代社
会における老い・家族・環境など，さまざまな
問題を考察し，よりよい未来を構築するための
心の在り方を探る番組」で，両番組ともに継続
してNHK出版からテキストが発行されている。

また，近現代の文学作品を中心にアナウン
サーや俳優が朗読する『朗読 』（62年～ ※FM

のみで放送の時期あり）や，古典の名作を朗読と
解説で構成する『古典講読 』（85年～）など，
ラジオならではの番組も長く放送されている。

このほかにも『NHKカルチャーアワー』（01
～ 08年）と後継番組の『カルチャーラジオ』（09
年～）や，『ことば力アップ』（08 年～）などのテ
キスト発行番組も継続して放送が続いている。

4-3  ラジオ福祉番組の変遷

視覚障害者向け番組としては，『盲人の時間』

（64 ～ 90年），『視覚障害者のみなさんへ』（91
～ 08年），『聞いて聞かせて』（09 ～14年），『視
覚障害ナビ・ラジオ』（14年～）と系譜が続き，
視覚障害に関する最新の情報や，魅力的な人
の生き方などを伝えている。
『社会福祉セミナー』（93年～）は「社会福祉

における『基本概念 』『各分野論 』『介護の役
割・方法 』『現状と課題 』『福祉の歴史 』など
のテーマを，年ごとの制度の変化に応じ専門
家が解説 」する番組で，テキストも発行されて
いる。

4-4  『株式市況』と『気象通報』

ラジオ第2放送に戦前から続く独自の放送と
して，『株式市況』と『気象通報 』がある。
『株式市況 』は，株式市場の相場の模様を

伝える。1925年度にラジオ第1で始まり，その
後，ラジオ第2のみに移行，96年度までは午
前の相場と午後の相場と1日2回放送されてい
たが，2021年度現在は午後の終値を伝える月
曜日から金曜日の午後5 ～ 6時の放送となって
いる。
『気象通報 』は，気象庁が法令に基づいて

発表する，日本とその周辺地域・海域の海上
気象を含む気象情報を伝える。1928年度にラ
ジオ第1で始まり，60年度からは1日3回，ラ
ジオ第1とラジオ第2で放送，63年度からはラ
ジオ第2のみとなる。2014年度からは1日1回，
午後4時から20 分間の放送となった。

この2番組は，生放送でアナウンサーが原稿
を読み上げるスタイルが長く続いていたが，『株
式市況 』は10年度から，『気象通報 』は16年
度から，NHK放送技術研究所が開発した音
声合成を利用した自動放送システムで放送さ
れることとなった 5）。
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表5　2021年度 ラジオ第2 放送番組時刻表

月 火 水 木 金 土 日

6

中学生の基礎英語 レベル１ （再）小学生の基礎
英語 （再）古典講読中学生の基礎英語 レベル2

中高生の基礎英語 in English （再）
ボキャブライダー

ラジオ英会話

こころをよむ
名曲の小箱

7

まいにちドイツ語

（再）英会話
タイムトライアル

まいにちスペイン語
名曲の小箱

まいにちフランス語
視覚障害

ナビ・ラジオまいにちイタリア語

（再）遠山顕の
英会話楽習

8

まいにちハングル講座 （再）小学生の
基礎英語まいにち中国語

英会話タイムトライアル
宗教の時間みんなのうた

ラジオ体操

まいにちロシア語 （再）
ポルトガル語入門

9

（再）ステップアップ
中国語

ボキャブライダー （再）エンジョイ・
シンプル・

イングリッシュ
エンジョイ・シンプル・イングリッシュ

ラジオビジネス英語

お話でてこい おしゃべりな古典教室 音で訪ねる
ニッポン時空旅 アラビア語講座

朗読

10

（再）カルチャーラジオ
NHK

ラジオアーカイブス 歴史再発見 芸術その魅力 文学の世界 科学と人間 漢詩をよむ

日曜カルチャー遠山顕の英会話楽習 ステップアップハングル講座

（再）
ラジオ

ビジネス英語

（再）まいにちハングル講座

11

（再）まいにちフランス語

（再）
まいにち中国語

（再）まいにちイタリア語

（再）まいにちドイツ語

（再）まいにちスペイン語 名曲スケッチ
みんなのうた

後
0

ラジオ体操

みんなのうた 音の風景

（再）英会話タイムトライアル （再）
ボキャブライダー

（再）社会福祉
セミナー（再）ラジオ英会話

（再）ラジオビジネス英語 （再）高校生から始める「現代英語」
ニュースで英語術 名曲の小箱 みんなのうた

1

中国語ニュース
Friends Around 

the World
Friends Around 

the Worldハングルニュース

英語ニュース やさしい日本語 （再）やさしい日本語
ハングルニュース

Plug-in Japan スペイン語ニュース

2

スペイン語ニュース 英語ニュース

ロシア語ニュース
（再）小学生の

基礎英語

名曲スケッチ
音の風景

ニュースで英語術らじるの時間

（再）まいにちフランス語
（再）

ポルトガル語入門（再）まいにちスペイン語
（再）まいにち

ハングル講座
音の風景

3 ラジオ体操
みんなのうた

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

曜日
時間

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

40

40

25

30

30

30

30

30

30

30
40

20

25

25

30

10
05

40

45

45

45

45

55

50

55

55

45

35

45
55

45
50

50
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月 火 水 木 金 土 日

3

（再）まいにちドイツ語
私の日本語辞典 （再）まいにち

ハングル講座（再）まいにちロシア語

遠山顕の英会話楽習 （再）高校生から始める「現代英語」 （再）ことば力アップ

4

気象通報
（再）ボキャブライダー 音の風景

（再）エンジョイ・シンプル・イングリッシュ みんなのうた
（再）まいにちロシア語 （再）高校生から

始める「現代英語」

（再）ラジオ英会話

（再）まいにちイタリア語

5 株式市況
古典講読

ステップアップハングル講座

6

ポルトガル語ニュース

（再）こころをよむ
（再）おしゃべりな

古典教室（再）まいにちハングル講座

（再）英会話タイムトライアル

（再）宗教の時間
小学生の基礎英語 みんなのうた

（再）中学生の基礎英語 レベル１ ポルトガル語入門

7

（再）中学生の基礎英語 レベル2 社会福祉セミナー （再）音で訪ねる
ニッポン時空旅（再）中高生の基礎英語 in English 音の風景

現代文 現代文 コミュニケーション
英語Ⅲ 仕事の現場real 古典 古典 （再）視覚障害

ナビ・ラジオ
現代社会 英語表現Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 倫理 政治・経済

8
カルチャーラジオ

コミュニケーション
英語Ⅱ

コミュニケーション
英語Ⅱ 保健体育 音楽Ⅰ 国語総合 国語総合

カルチャーラジオ

NHK
ラジオアーカイブス 歴史再発見 芸術その魅力 文学の世界 科学と人間 漢詩をよむ 日曜カルチャー

9

（再）中学生の基礎英語 レベル１

（再）遠山顕の
英会話楽習

（再）小学生の
基礎英語（再）中学生の基礎英語 レベル2

（再）中高生の基礎英語 in English （再）エンジョイ・
シンプル・イングリッシュ

（再）ラジオ英会話

（再）朗読

音の風景

10

ステップアップ中国語 ことば力アップ 高校生から始める「現代英語」 （再）高校生から
始める「現代英語」（再）まいにち中国語

ベトナム語ニュース 名曲スケッチ

インドネシア語ニュース みんなのうた

（再）ポルトガル語入門タイ語ニュース

11

（再）英会話タイムトライアル Asian View （再）Asian View
（再）エンジョイ・シンプル・イングリッシュ

（再）ニュースで
英語術

名曲の小箱
（再）ニュースで英語術

（再）
私の日本語辞典

（再）ラジオビジネス英語
（再）ボキャブライダー みんなのうた

現代文 現代文 コミュニケーション
英語Ⅲ 仕事の現場real 古典 古典 （再）ことば力アップ

前
0

現代社会 英語表現Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 倫理 政治・経済 （再）おしゃべりな古
典教室

コミュニケーション
英語Ⅱ

コミュニケーション
英語Ⅱ 保健体育 音楽Ⅰ 国語総合 国語総合

※「NHK2021年度（令和3年度）国内放送番組編成計画」をもとに作成

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座

語
学
講
座
ほ
か

高
校
講
座

高
校
講
座

35

20
30

曜日
時間

15

25
20
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40

40
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5.ラジオ「語学番組」の変遷
本章では戦前のラジオ放送開始当初から続く

「語学番組」についてみる。番組放送時間の変
遷は68 ～ 70頁の表6に，各言語の番組の変
遷は71 ～ 73頁の表7に示した。

5-1  「語学番組」の始まり 
最初のラジオ語学番組『英語講座』が始まっ

たのは1925年7月20日。ラジオ本放送が始まっ
た7月12日から8日後のことである。朝8時か
ら30分間の生放送で，講師は岡倉天心の弟の
岡倉由

よしさぶろう

三郎（東京高等師範教授）であった。
岡倉は以後10年間にわたって『英語講座 』を
担当，ラジオ語学番組の基礎を築いた 6）。
『英語講座 』は翌26年から，旧制中学1年

に相当する「初等科」と旧制中学 4年（新制で
は高校1年）に相当する「中等科」の2番組と
なる。『英語講座 初等科』は33年に『基礎英
語講座 』と改題，2021年現在の『中学生の基
礎英語 レベル1』にまでつながる。英語以外
には1925年に『ドイツ語講座 』『フランス語講
座』の放送も始まった。

31年にラジオ第2放送が始まると「語学番
組 」の移設が進むが，第1放送に戻る時期も
あった。また，番組には講座資料が用意され
ていたが，第2放送開始を機に設立された日本
放送出版協会（2011年からはNHK出版）が一
元的にテキストを発行することとなり，2021年
現在に至っている。

第2放送の「語学番組 」は，太平洋戦争開
戦当日の41年12月8日まで『基礎英語講座 』
が放送されたが，翌12月9日から中断する。
「語学番組」の再開は45年9月，第1放送の

『実用英語会話』からである。連合軍の日本占
領下，すぐに役立つ英語の習得を目的とした。

45年から始まった『英語会話』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
ただいち

一が講師となり人気を博した 7）。平川はその
後，民放ラジオでも英語番組を担当，英語教
育番組は活況を迎える。

この時期の「語学番組 」は基本的には第1
放送であった。48年度から一部の番組の第2
放送での再放送（録音再生）が始まり，53年
度から原則としてすべての「語学番組 」が第2
放送のみとなる。

5-2  「語学番組」の広がり

53年は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とともに，『英
語会話』が3シリーズで始まる。会話の状況を
映像で示したり，話者の口元を映したり，テロッ
プで文字を表せるテレビ番組が始まることで，
ラジオ番組との役割が徐々に整理されてきた。

この時期のラジオ第2放送では，英語以外の
「語学番組」も増えていく。52年度からは「ド
イツ語講座」と「フランス語講座」，53年度か
らは「中国語入門講座」，56年度からは「ロシ
ア語入門講座」「スペイン語入門講座」，そして
一時中断するが「イタリア語入門講座 」と7言
語の番組が放送されるようになった。

58 ～ 59頁の表3「1961年度番組時刻表」を
見ると，『基礎英語講座 』と『英語会話 』の2
番組が月曜日から金曜日の午前6時台と午後7
時台（再放送）に編成され，『ドイツ語初級講
座』『フランス語初級講座』がそれぞれ週3回，
月曜日から土曜日の午後11時台に交互に編成
された。また朝5時台は通年で週3回『スペイ
ン語入門講座 』，半年ごとに週3回『ロシア語
入門講座』と『中国語初級講座』が編成されて
いる。
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84年度には新言語として『アンニョンハシム
ニカ ハングル講座 』がラジオ第2放送と教育
テレビで同時に始まる。教育テレビは通年で週
1回30 分の放送であったが，ラジオ第2放送
は20 分番組で週6回の放送であった。月曜日
から木曜日の「入門編」は，初心者を対象に
半年編成（後期は再放送）で，金曜日と土曜日
は「応用編」として「現代文講読」（前期），「中
級会話」（後期）が放送された。

5-3  学習者のレベルに合わせた番組

90年代の語学番組ではさまざまな改革が進
められた。テレビとラジオの役割も整理され，
英語以外のテレビ語学番組の番組名を「講座」
から「会話」として，現地の映像なども入れて
視聴者に興味をもってもらう構成にする一方，
ラジオは従来どおりの基本的な表現や文法を
扱うこととした。

60頁の表4「1991年度番組時刻表 」を見る
と，英語番組が『基礎英語』『続基礎英語』『上
級基礎英語』『英語会話』の段階別の4シリー
ズとなり，その他の言語も曜日で入門編と応用
編に分かれ，聴取者がレベルに合わせて学べ
るように工夫された。

また95年度からは，NHK国際放送のNHK
ワールド・ラジオ日本の，英語とポルトガル語
の外国語ニュースがラジオ第2で始まる。2021
年度は，英語，スペイン語，ロシア語，中国語，
ハングルなどが放送されている。日本在住の
外国人を主な対象としているが，生の言語を聞
けるので，語学番組と合わせて語学学習者の
利用も広がっている。

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。07年度にNHKエデュケーショナ
ルが語学番組を活用した独自のウェブサイト

「ゴガクル」を公開する。学習目標を設定，登
録したフレーズで反復学習を進めたり，フレー
ズ集を共有したりしてソーシャルラーニングを進
めることができる「ゴガクル」は，11年度に日本
e-Learning大賞の経済産業大臣賞を受賞する。

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
の英語ニュースを学ぶ『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。

14年度にはウェブサイト「NHKゴガク」がス
タート。理解度チェックのドリル，ラジオ番組の
ストリーミングなどの学習サービスが利用できる
ようになり，16年度には公式アプリも公開され
た。

2000 年代はラジオ第2の語学番組も多様化
する。英語は基礎英語シリーズ3 番組を中心
に，ビジネス英語まで段階的に学べる「英語
グランドデザイン」を11年度から設計，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」を加
えた7段階の番組を配置するようになった。

英語以外の言語も多様化が進む。03年度に
アラビア語，08年度にポルトガル語の番組が
始まる。また08年度からはドイツ語，フランス
語，スペイン語，ロシア語，イタリア語，中国
語，ハングル講座については，『まいにち○○
語』と継続聴取を促すタイトルとされた。さら
に中国語とハングルではレベルアップや，おも
てなしのためのシリーズも放送された。　　

21年度の週間放送時間は70 時間を超え，
多様な学習者のニーズに応えようとしている。
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表6　「 語学番組」 放送時間の変遷（ラジオ第2）

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

1931 前6:00～7:00 （土）前6:00～7:00 6 12 6時間

1932 後6:30～7:00

1933
1934
1935 後6:25～6:55

1936
1937
1938
1939
1940
1941 前6:30～7:00 前6:30～7:00 2 12 3時間
1942

放送中止1943
1944
1945
1946
1947
1948 前6:00～6:30 後10:15～10:30

1949
1950
1951 前6:15～6:30 後6:30～6:45 （土）前6:15～6:30 2 11 2時間45分

1952 前6:00～6:30 後7:15～7:30，9:45～10:00 （土）前6:00～6:30，後7:15～7:30 4 23 5時間45分

1953 前6:00～7:00 （土）（日）前6:30～6:45 5 22 5時間30分

1954 前6:00～7:15 （土）前6:30～6:45，7:00～7:15，（日）前6:30～6:45 7 28 7時間

1955 （土）（日）前7:00～7:15 27 6時間45分

1956 前 6:00 ～ 6:30，6:45 ～
7:15 （土）（日）前6:00～7:00 8 24 6時間30分

1957 前 5:40 ～ 6:30，6:45 ～
7:15 （土）前5:40～6:00 7 26 7時間

1958 前5:40～6:30 後11:00～11:30

1959
1960 後7:00～7:30，11:20～11:35 （土）前5:40～6:00，11:20～11:35 22 6時間

1961 前6:00～6:30，（月）（水）
（金）前5:30～6:00 後7:00～7:30，11:20～11:35 （土）前11:20～11:35 32 8時間

1962 前 5:30 ～ 5:45，6:10 ～
6:40，7:00～7:20 後7:00～7:30 （土）前5:30～5:45，7:00～7:20，（日）前5:30～5:45 33 9時間20分

1963 前5:30 ～ 5:45，6:05 ～
6:40，7:00～7:20 後6:40～7:15 （土）前5:30～5:45，6:05～6:40，7:00～7:20 35 10時間10分

1964 前6:05 ～ 6:40，7:00 ～
7:20

後 6:20 ～ 6:55，11:00 ～
11:30

（土）前6:05～6:40，7:00～7:20，後7:15～7:30，11:00
～11:30 41 11時間40分

1965  

1966 前6:05 ～ 6:40，7:00 ～
7:40 後3:10～4:00 後6:20～6:55，7:15～7:30，

11:00～11:40
（土）前6:05～6:40，7:00～7:40，後3:10～4:00，6:40
～6:55，7:15～7:30，11:00～11:40 8 71 21時間10分

1967
1968

1969 前6:05 ～ 6:40，7:00 ～
8:20 後3:10～4:00，4:20～5:00 後6:20～6:55，7:15～7:30，

11:20～0:00
（土）前6:05～6:40，7:00～8:20，後3:10～4:00，4:20
～5:00，6:40～6:55，7:15～7:30，11:00～11:40 95 29時間10分

1970 後3:10～4:00，4:20～5:00，
5:20～6:00 107 33時間10分

1971
（土）前6:05～6:40，7:00～8:20，後3:10～4:00，4:20
～5:00，6:40～6:55，7:15～7:30，11:00～11:40，（日）
後5:00～6:00

9 109 34時間10分

1972
（土）前6:05～6:40，7:00～8:20，後3:10～4:00，4:20
～5:00，6:40～6:55，7:15～8:00，11:00～11:40，（日）
後7:30～8:00

1973
後1:00～1:15，3:10～4:00，
4:20～5:00，5:20～6:00，

（月）（火）後2:00～2:30
後6:20～6:40，6:45～7:00，
7:15～7:30，11:20～0:00

（土）前6:05～6:40，7:00～8:20，後3:10～4:00，4:20
～5:00，6:45～7:00，7:15～8:00，11:00～11:40，（日）
後7:30～8:00，11:00～0:00

119 37時間40分

1974
後2:00～2:30，3:10～3:30，
4:20 ～5:00，5:40 ～6:00，

（木）（金）後2:30～3:00
107 34時間10分
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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

1975

1976 前6:05 ～ 7:20，7:40 ～
8:20，8:35～8:55

後2:00～2:55，3:10～3:30，
4:20～5:00

後6:20～7:00，7:15～7:30，
11:00～0:00

（土）前6:05～7:20，7:40～8:20，8:35～8:55，後2:00
～2:55，3:10～3:30，4:20～5:00，6:40～7:00，7:15～
8:00，11:00～0:00，（日）後7:30～8:00，11:00～0:00

117 38時間10分

1977
（土）前6:05～7:20，7:40～8:20，8:35～8:55，後2:00
～2:55，3:10～3:30，4:20～5:00，6:20～7:00，7:15～
8:00，11:00～0:00，（日）後7:30～8:00，11:00～0:00

118 38時間30分

1978
1979
1980
1981 10

1982 前6:05～8:40 後1:20～2:55 後6:20～7:15，11:00～0:00
（土）前6:05～8:40，後1:20～2:55，6:20～7:15，7:30
～8:00，11:00～0:00，（日）後8:30～9:00，11:00～
0:00

1983
（土）前6:05～8:40，後1:20～2:55，6:20～7:15，7:30
～8:00，11:00～0:00，（日）後7:00～8:00，11:30～
0:00

1984 前6:05 ～ 8:40，8:50 ～
9:10 後1:00～2:55

（土）前6:05～8:40，8:50～9:10，後1:00～2:55，6:20
～7:15，7:30～8:00，11:00～0:00，（日）後7:00～8:00，
11:30～0:00

11 130 42時間30分

1985
（土）前6:05～8:40，8:50～9:10，後1:00～2:55，6:20
～7:15，7:30～8:00，11:00～0:00，（ 日）後11:30～
0:00

10 128 41時間30分

1986

1987 後6:20～7:15，11:00～0:00，
（月）～（木）後10:20～11:00 12 144 46時間50分

1988
1989 後1:00～2:55，3:10～3:50 後6:20～7:15，10:20～0:00 148 48時間10分

1990 前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:10

後1:00～3:00，3:10～3:30，
4:20～4:40

後6:00～7:20，9:40～10:00，
10:20～0:00

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，後1:00～3:00，3:10
～3:30，4:20～4:40，6:00～7:20，7:35～8:00，9:40
～10:00，10:20～0:00，（日）後0:15～2:25，11:15～
11:40

13 165 55時間10分

1991
1992

1993
（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，後1:00～3:00，3:10
～3:30，4:20～4:40，6:00～7:20，9:40～10:00，10:20
～0:00，（日）後0:15～2:25

12 163 54時間20分

1994 13 181

1995 前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:10，9:30～9:50

後1:00～2:00，2:15～3:00，
3:10～3:30，4:20～4:40

後6:25～7:45，9:40～10:00，
10:20～11:00，11:20～0:00

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，後1:00
～2:00，2:15～3:00，3:10～3:30，4:20～4:40，6:25～
7:45，9:40～10:00，10:20～11:00，11:20～0:00，（日）
後0:00～2:00

1996
後0:10～0:45，1:20～2:00，
2:15 ～ 3:00，3:10 ～ 3:30，
4:20～4:40

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，後0:10
～0:45，1:20～2:00，2:15～3:00，3:10～3:30，4:20～
4:40，6:25～7:45，9:40～10:00，10:20～11:00，11:20
～0:00，（日）前10:30～0:30

1997
後0:10～0:45，1:20～2:00，
2:15 ～ 3:00，3:10 ～ 3:30，
4:20～5:00

後6:25～7:45，10:20～11:00，
11:15～11:55

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，後0:10
～0:45，1:20～2:00，2:15～3:00，3:10～3:30，4:20～
5:00，6:25～7:45，10:20～11:00，11:15～11:55，（日）
前10:30～0:30

1998
後0:40～1:00，1:20～2:00，
2:15 ～ 3:00，3:10 ～ 3:45，
4:20～5:00

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，後0:40
～1:00，1:20～2:00，2:15～3:00，3:10～3:45，4:20～
5:00，6:25～7:45，10:20～11:00，11:15～11:55，（日）
前11:00～1:00

1999
2000
2001

2002
後0:40～1:00，1:20～2:00，
2:15 ～ 3:00，3:10 ～ 3:40，
4:20～5:00

後6:30～7:45，10:25～10:55，
11:15～11:55

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，後0:40
～1:00，1:20～2:00，2:15～3:00，3:10～3:40，4:20～
5:00，6:30～7:45，10:25～10:55，11:15～11:55，（日）
前11:00～0:30

186 53時間30分

2003 後6:20～7:35，10:30～11:00，
11:15～11:55

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，後0:40
～1:00，1:20～2:00，2:15～3:00，3:10～3:40，4:20～
5:00，6:20～7:35，10:30～11:00，11:15～11:55，（日）
前11:00～0:30

14 188 54時間30分

2004
2005 16
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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

2006
前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:10，9:30 ～ 9:50，11:30
～0:00

後0:10～1:00，1:20～2:00，
2:15 ～ 2:50，3:10 ～ 3:45，
4:20～5:00

後6:20～7:35，9:00～9:30，
10:30～11:00，11:15～0:00

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，11:30～
0:00，後0:10～1:00，1:20～2:00，2:15～2:50，3:10～
3:45，4:20～5:00，6:20～7:35，10:30～11:00，11:15
～0:00，（日）前11:00～0:30

15 220 63時間

2007
前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:10，9:30 ～ 9:50，11:10
～11:55

後0:10～1:00，1:20～2:00，
2:30 ～ 2:50，3:10 ～ 3:45，
4:20～5:00

後6:30～7:30，9:00～9:30，
10:20～0:00

（土）前6:00～8:40，8:50～9:10，9:30～9:50，11:10～
11:55，後0:10～1:00，1:20～2:00，2:30～2:50，3:10
～3:45，4:20～5:00，6:30～7:30，9:00～9:30，10:20
～0:00，（日）前11:00～0:30，後2:40～4:00

227 65時間25分

2008 前6:00 ～ 8:30，8:50 ～
9:10，11:00～0:00

後0:20～1:00，1:20～1:50，
2:30 ～3:00，3:15 ～ 4:00，
4:30～5:00

後6:30～7:15，8:45～10:00，
10:20～11:55

（土）前6:00～8:30，8:50～9:10，11:00～0:00，後0:20
～1:00，2:45～3:00，8:45～9:55，10:20～11:55，（日）
前9:30～0:30，後2:30～4:00，4:45～6:00，10:20～
11:50

25 238 63時間55分

2009 前6:00 ～ 8:35，8:50 ～
9:10，11:00～0:00

後0:10～1:00，1:20～1:50，
2:30 ～3:00，3:10 ～ 4:00，
4:30～5:00

後6:45～7:30，9:00～10:00，
10:20～11:50

（土）前6:00～8:30，8:50～9:10，11:00～0:00，後0:10
～0:55，6:55～7:10，10:20～10:40，11:00～11:50，

（日）前9:05～9:10，9:30～0:30，後2:30～4:00，4:30
～5:45，10:25～10:40，11:00～0:00

26 274 63時間30分

2010
後0:10～0:55，1:15～1:50，
2:30 ～3:00，3:10 ～ 4:00，
4:20～4:25，4:30～5:00

後6:45～7:30，9:00～10:00，
10:20～11:30

（土）前6:00～8:30，8:50～9:10，10:45～0:00，後0:10
～0:55，6:55～7:10，10:20～10:55，11:00～11:30，

（日）前9:05～9:10，9:30～0:30，後2:30～3:45，4:30
～5:45，10:20～10:40，11:00～11:35

281 62時間25分

2011 後6:45～7:30，9:00～10:00，
10:20～10:55，11:00～11:35

（土）前7:00～8:40，8:50～9:10，9:30～10:00，11:00
～0:00，後0:40～0:55，6:30～6:45，9:45～10:00，

（日）前11:00～0:15，後2:30～3:45，4:20～4:25，4:30
～5:45，10:20～10:55，11:00～11:35

284

2012 前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:05，10:30～0:00

後0:15～0:55，1:15～1:50，
2:30 ～3:00，3:10 ～ 4:00，
4:30～5:00

後6:45～7:30，9:00～10:00，
10:20～11:35

（土）前7:00～7:50，8:15～8:40，8:50～9:05，9:30～
10:00，10:30～0:00，後0:40～0:55，6:30～6:45，9:45
～10:00，（日）前9:30～10:00，11:00～0:15，後2:30～
3:45，4:30～5:45，10:20～11:40

25 269 62時間5分

2013
（土）前7:00～8:15，8:50～9:05，9:30～10:00，10:30
～0:00，後0:10～0:55，4:30～5:00，6:30～6:45，9:45
～10:00，（日）前9:30～10:00，11:00～0:15，後2:30～
3:45，4:30～5:45，10:20～11:40

28 275 64時間35分

2014
前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:05，9:10 ～ 9:30，10:30
～0:00

後6:45～7:30，9:00～10:15，
10:30～11:35，（月）（火）後
10:15～10:30

（土）前7:00～8:15，8:50～10:00，10:30～0:00，後
0:10～0:55，4:30～4:55，6:30～6:45，9:45～10:25，

（日）前9:30～10:00，11:00～0:15，後0:40～0:55，
2:30～3:45，4:30～5:45，10:30～0:20

305 67時間25分

2015 23

2016
（土）前7:00～8:15，8:50～10:00，10:30～0:00，後
0:10～0:55，4:30～4:55，6:30～7:00，10:00～10:25，

（日）前9:30～10:00，11:00～0:15，後0:40～0:55，
2:30～3:45，4:30～5:45，10:30～0:35

306 67時間40分

2017 前6:00 ～ 8:40，8:50 ～
9:30，10:30～0:00

後0:15～1:00，2:30～3:00，
3:10～4:00，4:30～5:00

後6:00～7:30，9:00～10:15，
10:30～11:40，（月）（火）後
10:15～10:30

（土）前7:00～8:15，8:50～10:00，10:30～0:00，後
0:15～0:55，4:30～4:55，6:45～7:00，10:00～10:25，

（日）前9:05～10:00，11:00～0:15，後0:40～0:55，
2:30～3:45，4:30～5:45，10:00～11:40

25 358 71時間10分

2018

後6:00～6:30，6:45～7:30，
9:00～10:00，10:15～11:40，

（月）6:35～6:45，（火）～（金）
後6:30～6:45，（月）（火）（木）

（金）後10:00～10:15

（土）前7:00～8:35，8:50～9:30，10:30～11:45，後
0:15～0:55，1:10～1:20，4:30～4:55，6:45～7:00，
9:00～9:45，11:00～11:25，（日）前8:00～8:10，9:00
～10:00，11:00～0:15，後0:40～0:55，1:10～1:25，
2:30～3:45，4:30～5:45，10:00～11:05

321 67時間20分

2019 後0:15～1:00，2:30～3:00，
3:15～4:00，4:30～5:00

後6:00～7:30，9:00～10:00，
10:15～11:40，（月）（火）（木）

（金）後10:00～10:15

（土）前7:00～8:35，8:50～9:30，10:30～11:45，後
0:15～0:55，1:10～1:20，2:10～3:00，4:30～4:55，
6:45～7:00，9:00～9:45，11:00～11:25，（日）前8:00
～8:10，9:00～10:00，11:00～0:15，後0:40～0:55，
1:10～1:25，2:10～2:35，2:45～4:00，4:30～5:45，
10:00～11:05

27 326 68時間10分

2020 後0:15～1:00，2:30～3:00，
3:15～4:00，4:20～5:00

後6:10～7:30，9:00～10:00，
10:15～11:40，（月）（火）（木）

（金）後10:00～10:15

（土）前7:00～8:35，8:50～9:30，10:30～11:45，後
0:15～0:55，2:10～2:55，4:30～5:00，5:45～6:00，
6:45～7:00，9:00～9:45，11:00～11:25，（日）前8:00
～8:30，9:00～10:00，11:00～0:15，後0:40～0:55，
2:20 ～ 4:00，4:30 ～ 6:00，10:00 ～10:30，10:45 ～
11:00

26 321 67時間55分

2021
後6:10～7:30，9:00～10:00，
10:15～10:30，11:00～11:40，

（月）（火）（木）（金）後10:00～
10:15

（土）前6:00～6:55，7:00～8:35，8:50～9:30，10:30
～11:45，後0:15～0:55，2:10～2:55，4:30～5:00，
5:45～6:00，6:45～7:00，9:00～9:45，11:10～11:35，

（日）前8:00～8:30，9:00～10:00，11:00～0:15，後
0:40～0:55，2:20～4:00，4:30～6:00，9:00～9:55，
10:00～10:30，10:45～11:00

25 337 70時間10分

※各年度の『NHK年鑑』をもとに，必要に応じてその年度の4月の放送番組確定表を参照して作成
※斜線は放送なし，空欄は前年度に同じ
※1950 年度まで（網かけ部分）は，放送記録で確認がとれたもののみを記載
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1925（大正14）～ 1930（昭和5）～ 1940（昭和15）～ 1950（昭和25）～

年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

英語

英語講座―初等科―（26 ～ 32） 基礎英語講座（33 ～ 41） 基礎英語講座（45 ～ 93）

英語講座―中等科―（26 ～ 32） 英語講座（33 ～ 37）

英語会話（45 ～ 01） ※英会話

ドイツ語
ドイツ語講座（25 ～ 30）

※第1放送
ドイツ語講座
（31 ～ 34）

フランス
語

フランス語講座（25 ～ 30）
※第1放送

フランス語講座
（31 ～ 34）

スペイン
語

ロシア語

イタリア
語

ポルトガル
語

中国語

満州国語講座
（35 ～ 37）

中国語入門
講座（53～59）

ハングル

アラビア
語

※1931年度から51年度までは，ラジオ第1放送で放送のものも　表示
※1942年度から44 年度は，ラジオ第2放送中止

ドイツ語講座（39） ドイツ語初級講座（54 ～ 61）ドイツ語講座（41）

ドイツ語講座（52 ～ 53）

フランス語講座（52 ～ 53）

ドイツ語中級講座
（54 ～ 55）

フランス語初級講座（54 ～ 61）

フランス語中級講座（54 ～ 55）

実用英語会話（45）

新しい英語（46）英語講座（25）

支那語講座（32）

支那語講座（40 ～ 41）

表7　「語学番組」の変遷（ラジオ第2）
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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 56 57 58 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 20 21

英語

基礎英語講座（45 ～ 93） 基礎英語１（94 ～ 20）　※新基礎英語1（02 ～ 04） ①

続基礎英語（65 ～ 93） 基礎英語2（94 ～ 20）　※新基礎英語2（02 ～ 04） ②

上級・基礎英語（87 ～ 93） 基礎英語3（94 ～ 04）
※新基礎英語3（02 ～ 04） ③ ④ 基礎英語3（08 ～ 20） ⑤

イングリッシュアワー（71 ～ 92）※放送開始は64 年FM放送 基礎英語 0
（18 ～ 20） ⑥

英語会話（45 ～ 91） ※英会話　　　　　　　　　　　 英会話（92 ～ 01） 英会話レッツ
スピーク（02 ～ 05） ⑦ ⑧ 英会話タイムトライアル（12 ～）

ハローフレンズ
（81 ～ 84） 英会話入門（94 ～ 01） 英会話入門

（05 ～ 07） ラジオ英会話（08 ～）

英語ものしり
倶楽部

（08 ～ 10）
英語で読む村上
春樹（13 ～ 16）

高校生からはじめる
「現代英語」（17 ～）

やさしいビジネス英語（87 ～ 01） ビジネス英会話（02 ～ 07） 入門ビジネス英語（08 ～ 20） ⑨

実践ビジネス英語（08 ～ 20） ⑩

⑪ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ
（14 ～）

ワンポイント・ニュースで英会話
（09 ～ 17）

ニュースで英語術
（18 ～）

攻略！英語リスニング
（11 ～ 16）

ボキャブライダー
（17 ～）

遠山顕の英会話
楽習（18 ～）

ドイツ語
ドイツ語初級講座

（54 ～ 61） ドイツ語入門（62 ～ 75） ドイツ語講座（76 ～ 07）
※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちドイツ語（08 ～）

アンコールまいにち
ドイツ語（10 ～ 14）

フランス
語

フランス語初級講座
（54 ～ 61） フランス語入門（62 ～ 75） フランス語講座（76 ～ 07）

※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちフランス語（08 ～）

アンコールまいにち
フランス語（10 ～ 14）

スペイン
語

スペイン語入門講座（56 ～ 75） スペイン語講座（76 ～ 07）
※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちスペイン語（08 ～）

アンコールまいにち
スペイン語（10 ～ 14）

ロシア語
ロシア語入門講座（56 ～ 75） ロシア語講座（76 ～ 07）

※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちロシア語（08 ～）

アンコールまいにち
ロシア語（10 ～ 14）

イタリア
語

イタリア語講座（90 ～ 07）※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちイタリア語（08 ～）

アンコールまいにち
イタリア語（10 ～ 14）

ポルトガル
語

ポルトガル語入門（11 ～）

ポルトガル語ステップアップ（13 ～）

中国語

中国語入門講座
（53 ～ 59） 中国語入門講座（62 ～ 75） 中国語講座（76 ～ 07）

※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにち中国語（08 ～）

レベルアップ中国語（12 ～ 19） ⑫

おもてなしの
中国語（17 ～ 20）

ハングル

アンニョンハシムニカ ハングル講座（84 ～ 07） まいにちハングル講座（08 ～）

レベルアップハングル講座（12 ～ 19） ⑬

⑭

アラビア
語 アラビア語講座（08 ～）

中国語初級講座（61）

イタリア語入門講座（60）

イタリア語入門講座（56）
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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 56 57 58 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 20 21

英語

基礎英語講座（45 ～ 93） 基礎英語１（94 ～ 20）　※新基礎英語1（02 ～ 04） ①

続基礎英語（65 ～ 93） 基礎英語2（94 ～ 20）　※新基礎英語2（02 ～ 04） ②

上級・基礎英語（87 ～ 93） 基礎英語3（94 ～ 04）
※新基礎英語3（02 ～ 04） ③ ④ 基礎英語3（08 ～ 20） ⑤

イングリッシュアワー（71 ～ 92）※放送開始は64 年FM放送 基礎英語 0
（18 ～ 20） ⑥

英語会話（45 ～ 91） ※英会話　　　　　　　　　　　 英会話（92 ～ 01） 英会話レッツ
スピーク（02 ～ 05） ⑦ ⑧ 英会話タイムトライアル（12 ～）

ハローフレンズ
（81 ～ 84） 英会話入門（94 ～ 01） 英会話入門

（05 ～ 07） ラジオ英会話（08 ～）

英語ものしり
倶楽部

（08 ～ 10）
英語で読む村上
春樹（13 ～ 16）

高校生からはじめる
「現代英語」（17 ～）

やさしいビジネス英語（87 ～ 01） ビジネス英会話（02 ～ 07） 入門ビジネス英語（08 ～ 20） ⑨

実践ビジネス英語（08 ～ 20） ⑩

⑪ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ
（14 ～）

ワンポイント・ニュースで英会話
（09 ～ 17）

ニュースで英語術
（18 ～）

攻略！英語リスニング
（11 ～ 16）

ボキャブライダー
（17 ～）

遠山顕の英会話
楽習（18 ～）

ドイツ語
ドイツ語初級講座

（54 ～ 61） ドイツ語入門（62 ～ 75） ドイツ語講座（76 ～ 07）
※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちドイツ語（08 ～）

アンコールまいにち
ドイツ語（10 ～ 14）

フランス
語

フランス語初級講座
（54 ～ 61） フランス語入門（62 ～ 75） フランス語講座（76 ～ 07）

※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちフランス語（08 ～）

アンコールまいにち
フランス語（10 ～ 14）

スペイン
語

スペイン語入門講座（56 ～ 75） スペイン語講座（76 ～ 07）
※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちスペイン語（08 ～）

アンコールまいにち
スペイン語（10 ～ 14）

ロシア語
ロシア語入門講座（56 ～ 75） ロシア語講座（76 ～ 07）

※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちロシア語（08 ～）

アンコールまいにち
ロシア語（10 ～ 14）

イタリア
語

イタリア語講座（90 ～ 07）※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにちイタリア語（08 ～）

アンコールまいにち
イタリア語（10 ～ 14）

ポルトガル
語

ポルトガル語入門（11 ～）

ポルトガル語ステップアップ（13 ～）

中国語

中国語入門講座
（53 ～ 59） 中国語入門講座（62 ～ 75） 中国語講座（76 ～ 07）

※（月）～（木）入門編，（金）（土）応用編 まいにち中国語（08 ～）

レベルアップ中国語（12 ～ 19） ⑫

おもてなしの
中国語（17 ～ 20）

ハングル

アンニョンハシムニカ ハングル講座（84 ～ 07） まいにちハングル講座（08 ～）

レベルアップハングル講座（12 ～ 19） ⑬

⑭

アラビア
語 アラビア語講座（08 ～）

（シニアのための）ものしり英語塾（05 ～ 07）

短期集中！3か月英会話（17）

英語リスニング
入門（02 ～ 04）

アンコールまいにち中国語（09 ～ 11）

アンコールまいにちハングル講座（09 ～ 11）

チャロの英語実力講座（08 ～ 09）

アンコールドイツ語講座（08 ～ 09）

アンコールフランス語講座（08 ～ 09）

アンコールスペイン語講座（08 ～ 09）

アンコール中国語講座（08）

アンコールロシア語講座（08 ～ 09）

アンコールイタリア語講座（08 ～ 09）

くらしで伝えるポルトガル語（08～10）

アンコールハングル講座（08）

アラビア語講座（03～05）

① 中学生の基礎英語 レベル1（21 ～） ⑥ 小学生の基礎英語（21 ～） ⑪ リトル・チャロ2 心にしみる英語ドラマ（10 ～ 11）
② 中学生の基礎英語 レベル2（21 ～） ⑦ 徹底トレーニング英会話（06 ～ 08） ⑫ ステップアップ中国語（20 ～）
③ 英会話中級（05） ⑧ 英語 5分間トレーニング（09 ～ 11） ⑬ ステップアップハングル講座（21 ～）
④ レベルアップ英文法（06 ～ 07） ⑨ ラジオビジネス英語（21 ～） ⑭ おもてなしのハングル（18 ～ 20）
⑤ 中高生の基礎英語 in English（21 ～） ⑩ ラジオで!カムカムエヴリバディ（21 ～） 

英会話上級（05 ～ 07）
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6.ラジオ「高校講座」の変遷
本章では1953年からラジオ第2放送で始

まった「高校講座 」の変遷をみる。番組放送
時間の変遷は76 ～ 77頁の表8に，各教科の
番組の変遷は78 ～ 79頁の表9に示した。

　
6-1  「高校講座」の概要

全国の通信制高校生の自学自習に役立つこ
とを目的とする「高校講座」は，53年にラジオ
第2放送，60年に教育テレビで放送が始まっ
た。各教科40本を基本として，1年間視聴す
ることで高校教育課程の基礎が学べるように
編成されている。それぞれの番組は文部科学
省の「高等学校指導要領」および文部科学省
による検定済みの教科書の内容に則して制作
されている。

通信制の高校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」時間数の減免とし
て登校の負担の軽減が可能になる。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。

2021年4月現在，テレビ・ラジオ合わせて
12 科目37番組，年間約1,500本を放送すると
ともに，インターネット配信をしている。

6-2  『通信高校講座』の始まり

「高校講座」の始まりは，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
向けに放送した『宮城県通信教育の時間』で

ある。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科目に拡充された。

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。また，
各科目で毎月テストを行い，答案は添削のう
え，返送された。さらに，札幌，盛岡，静岡，
大阪，松山，広島，長崎の各地で公開録音も
行われた。

54年度からは国語，数学，英語を中心に初
級（20 分）と上級（25分）の放送となる。56
年度から62年度は，上級を全国向け放送，
初級を各都道府県の高校教師が出演するロー
カル放送『NHK高校講座○○県の時間』とし
て，テキスト，講師ともに都道府県別の放送を
行った。

59年にNHK教 育テレビが 開局する。 当
初は全日制高校の復習や実力養成のために，

『NHK高等学校講座 』として数学，理科，英
語の3 教科で「初級講座」と「上級講座」を各
30 分放送した。それが60年度からは通信教
育で学ぶ人にも役立つよう編成されるようにな
り，テレビとラジオで通信制高校生向けに「高
等学校講座」を放送するようになった。

そして63年4月，広域通信制高校 8）の日本
放送協会学園高等学校（2018年からはNHK
学園高等学校）の開校に伴い，番組名もラジ
オ・テレビともに『通信高校講座 』として，通
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信高校生を主たる対象とすることが明確になっ
た。さらに「通信高校講座4か年計画」が立て
られ，66年度までに，ラジオ・テレビで高校
普通科目の全部と職業科目の一部を放送するこ
ととした。この結果，66年度には9教科25科
目の番組と特別教育活動の番組が，週あたり
ラジオ第2放送で17時間45分，教育テレビで
17時間30分放送されることとなる。

6-3  『通信高校講座』から『高等学校講座』へ

82頁の付表に示したように，1982年度の「基
本計画」では「生涯教育」という言葉が前面に
出され，ラジオ第2，教育テレビの編成が大き
く変わる。背景としては生涯学習番組へのニー
ズが高まる一方，通信制高校に関しては70年
代から生徒数が減少していったことがある。

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，全日制や定
時制の生徒も対象とするようになった。またラ
ジオとテレビの重複科目の整理が行われ，5 教
科8 科目の番組を，週あたりラジオ第2放送は
8 番組12時間，教育テレビは10 番組10時間
30 分の放送をすることになった。

さらに91年度には番組名が『NHK高校講
座 』となり，番組の対象を「通信制高校生だ
けでなく，10 代から高齢者」と広げた。

6-4  「学び直し」とインターネットへの展開 

2000年代になると，「学び直し」をキーワー
ドに「高校講座」の変革が始まる。背景には，
高校生の数が減少する一方，通信制高校に通
う生徒の割合が逆に増えてきたこと9）や，放
送補完としてインターネットが活用できるように
なったことがある。演出形式も大きく変わり，

講師のストレートトーク中心から，聞き手に生
徒役を導入したり，番組司会にタレントを起用
したりするようになった。また00年10月からは
各年度の放送を10月スタート（半年遅れ）で再
放送する「NHK高校講座ライブラリー」も開始
する。これは秋季に入学・進学する生徒のた
めである。

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，チャプター分けされた項目から
必要に応じて再視聴もできる。さらに学習のポ
イントが整理され，PDFでダウンロードできる

「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」の機能が設け
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。こうした機能をもつウェブサイ
トは，07年度からラジオ全番組で，08年度か
らテレビ全番組で開設され，従来のNHK出版
発行のテキスト（09年度に廃刊）に代わってそ
の役目を果たすことになった。

またラジオ番組独自のウェブサービスとして，
17年度の「国語総合」「数学Ⅱ」から順次，放
送に合わせた画像を，音声の流れとともに提
示する“ラジオの見える化”も始まった。国語
の文章や数学の問題をスマートフォンなどの画
面で確認できるものである。

進路の多様化に伴う通信制の生徒の増加と
ともに，成人の学び直しへのニーズは変わら
ず強い。さらにコロナ禍でオンライン学習への
ニーズも高まっており，語学と同様に音声とテ
キストで学べる学習コンテンツは今後も必要性
を増すと考える。
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表8　「高校講座」放送時間の変遷（ラジオ第2）

平日午前 平日夜間 土曜，日曜 番組
数

放送
枠 放送時間

1953 後7:15～7:30 （土）後7:15～7:30 3 6 1時間30分

1954 後10:00～10:20，10:20～10:45 （土）後10:00～10:20，10:20～10:45 6 12 4時間30分

1955

1956

1957

1958

1959 後10:15～10:35，10:35～11:00 （土）後10:15～10:35，10:35～11:00

1960 後10:15～10:35，10:35～10:55，10:55～11:20 （土）後10:15～10:35，10:35～10:55，10:55～
11:20 10 18 6時間30分

1961

1962 後10:15～10:35，10:35～10:55，10:55～11:15，
11:15～11:40

（土）後10:15～10:35，10:35～10:55，10:55～
11:15，11:15～11:40 15 24 8時間30分

1963 後8:00～9:00 （土）後8:00～8:20，（日）後8:00～9:00 12 18 6時間

1964 後7:40～9:00 （土）（日）後8:00～9:00 14 26 8時間40分

1965 後8:00～10:00 （土）後8:00～10:00，（日）後0:00～0:15，8:00
～9:00 20 40 13時間15分

1966 後8:00～10:00，10:15～11:00 （土）後8:00～10:00，10:15～11:00，（日）後0:00
～0:15，8:00～9:00 28 52 17時間45分

1967

1968

1969 （火）～（金）
前8:35～8:55 後8:00～10:00，10:20～11:00

（ 土 ）前8:35～8:55，後8:00～10:00，10:20
～11:00，（ 日）後6:00～7:00，8:00～10:00，
10:20～11:00

26 64 21時間20分

1970

1971

1972

1973 18

1974

1975 19

1976 前5:45～6:05 後8:00～10:00，10:20～11:00
（土）前5:45～6:05，後8:00～10:00，10:20～
11:00，（日）後5:40～7:00，8:00～10:00，10:20
～11:00

22時間

1977

1978

1979

1980

1981

1982 後8:00～9:00 （土）前5:45～6:05，後4:20～6:00，8:00～9:00，
（日）前5:30～6:10，後4:20～6:00 8 36 12時間

1983

1984

1985 前5:45～6:05，
10:30～10:50

（土）前5:45～6:05，10:30～10:50，後4:20～
6:00，8:00～9:00，（日）前5:30～6:10，後4:20～
6:00

42 14時間

1986

1987

1988

1989
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平日午前 平日夜間 土曜，日曜 番組
数

放送
枠 放送時間

1990 前5:40～6:00，
10:30～10:50

（土）前5:40～6:00，10:30～10:50，後4:40～
5:40，8:00～9:00，（日）前5:30～6:30，後4:20
～6:20

1991

1992

1993

1994 10

1995 前5:40～6:00，
10:40～11:00

（土）前5:40～6:00，10:40～11:00，後4:40～
6:00，8:00～9:00，（日）前5:30～6:30，後3:00
～4:00，4:20～5:00

1996

1997
（ 土 ）前5:40～6:00，後5:00～6:00，8:00～
9:00，（日）前5:30～7:10，後3:00～4:00，4:20
～5:00

1998

1999

2000

2001

2002 後8:00～9:00，（水）～（金）前0:00～1:20
（ 土 ）前5:40～6:00，後5:00～6:00，8:00～
9:00，前0:00～1:20，（日）前5:30～7:10，後3:00
～4:00，4:20～5:00，前0:00～1:40

63 21時間

2003 後7:40～9:00，（水）～（金）前0:00～1:20
（土）前5:40～6:00，後5:00～6:00，7:40～9:00，
前0:00～1:20，（日）前5:30～7:10，後3:00～
4:00，4:20～5:00，前0:00～1:40

12 69 23時間

2004 後7:40～9:00，（水）前0:00～1:20，（木）（金）前
0:00～1:40

（ 土 ）前5:40～6:00，後5:00～6:00，7:40～
9:00，前0:00～1:40，（日）前5:30～7:10，後3:00
～4:00，4:20～5:00，前0:00～1:40

13 72 24時間

2005 12

2006

2007 後7:40～9:00，（月）（火）前0:00～0:40，（水）～
（金）前0:00～1:00 （土）後8:40～9:00，（土）（日）前0:00～1:00 11 40 13時間20分

2008 後7:15～8:15，（月）～（水）前0:00～1:00，（木）
（金）前0:00～1:00 （土）後6:55～8:15，前0:00～1:00

2009 後7:30～8:30，（月）～（水）前0:00～1:00，（木）
（金）前0:00～0:40

（土）後7:10～8:30，前0:00～1:00，（日）前0:00
～1:00 12 38 12時間40分

2010 後7:30～8:30，（月）（火）（金）後11:40～0:40，（水）
（木）後11:40～0:20

（土）後7:10～8:30，11:40～0:40，（日）後11:40
～0:40

2011

2012 （土）前7:50～8:10，後7:10～8:30，11:40～0:40，
（日）後11:40～0:40

2013 （土）後7:30～8:30，11:40～0:40，（日）後
11:40～0:20 37 12時間20分

2014 後7:30～8:30，11:40～0:40 （土）後7:30～8:30，11:40～0:40 13 36 12時間

2015 12

2016 13

2017 後7:30～8:30，（火）～（金）前0:00～1:00 （土）後7:30～8:30，前0:00～1:00，（日）前0:00
～1:00

2018 後7:30～8:30，11:40～0:40 （土）後7:30～8:30，11:40～0:40

2019

2020

2021
※斜線は放送なし，空欄は前年度に同じ
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表9　「高校講座」の変遷（ラジオ第2）
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 53 54 55 56 57 58 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 20 21

シリーズ
名 NHK高等学校講座（53 ～ 60）

高等学
校講座

（61 ～ 62）
通信高校講座（63 ～ 81） 高等学校講座

（82 ～ 90） NHK高校講座（91 ～）

国語

初級 国語（54 ～ 58）
初級 国語

甲 一
（60 ～ 61）

　　　　　　　現代国語（1）（64 ～ 81） 国語Ⅰ（82 ～ 03） 国語表現Ⅰ（04 ～ 14）

中級 国語
甲Ⅱ

（60 ～ 61）
現代国語（2）（65 ～ 82） 国語Ⅱ

（83 ～ 04）

現代国語（3）（66 ～ 83） 現代文（84 ～）

上級 国語
（54 ～ 61） 　　　　　　　　　古典乙Ⅰ古文（64 ～ 74） 古典Ⅰ乙古文（75 ～ 81） 国語総合（03 ～）

古典乙Ⅰ漢文（65 ～ 74） 古典Ⅰ乙漢文（75 ～ 81） 古典（04 ～）

社会

現代社会（82 ～）

地理 B（64 ～ 81）

日本史（66 ～ 81）

世界史 B（65 ～ 73） 世界史（74 ～ 81）

倫理・社会（66 ～ 81） 倫理（84 ～）

政治・経済（66 ～ 81） 政治・経済（09 ～）

数学

初級 数学
（54 ～ 57）

初級 数学I
（58 ～ 61） 数学I（64 ～ 82） 数学基礎

（03 ～ 06）

数学ⅡA（64 ～ 82） 数学Ⅱ（83 ～）

数学Ⅰ入門
（64 ～ 66）

上級 数学
（54 ～ 57）

上級 数学Ⅲ
（58 ～ 61）

理科

物理 A（66 ～ 72）

化学A（65 ～ 72）

生物（64 ～ 72）

地学（64 ～ 72）

保健
体育

体育（64 ～ 72） 保健体育（73 ～ 81） 保健体育（94 ～）

保健（64 ～ 72）

芸術 音楽Ⅰ（64 ～）

外国語

初級 英語（54 ～ 58）初級 英語一
（59 ～ 61） 英語A1（64 ～ 81） オーラル・コミュニケーションA（94 ～ 03） オーラル・コミュニケーションⅠ（04 ～ 13） 英語表現Ⅰ（14 ～）

英語A2（64 ～ 82） 英語Ⅱ（83 ～ 13）

上級 英語（54 ～ 61） 英語A3（65 ～ 83） コミュニケーション英語Ⅱ（14 ～）

コミュニケーション英語Ⅲ
（15 ～）

家庭
家庭一般（64 ～ 81）

食物Ⅰ（66 ～ 72）

専門
学科

商業一般（66 ～ 72）

農業経営（66 ～ 72）

特別
活動

ホームルーム
（65 ～ 68） 仕事の現場real（16 ～）

中級 英語（60 ～ 61）

初級 国語甲（59）国語（53）

第1部 国語一（62）

第2部 国語二（62）

国語古文（62）

第1部 数学Ⅰ（代数）（62）

国語・漢文（62）

中級 日本史（60 ～ 61）

中級 数学Ⅱ（60 ～ 61）

第3部 数学Ⅰ（幾何）（62 ～ 63）

第1部 体育（63）

第2部 英語（2）（62 ～ 63）

特別活動（63 ～ 64）

第1部 英語（1）（62）英語（53）

第1部 家庭一般（63）

一般社会（53）

第2部 国語（2）（63）

国語古典（63）

第3部 日本史（62 ～ 63）

第1部 数学Ⅰ（63）

数学Ⅰ演習（62）

数学ⅡⅢ演習（62）

第1部 英語A1（63）

英文解釈（62）

英作文（62）

第2部 数学Ⅱ（62 ～ 63）

第1部 現代国語（1）（63）
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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 53 54 55 56 57 58 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 20 21

シリーズ
名 NHK高等学校講座（53 ～ 60）

高等学
校講座

（61 ～ 62）
通信高校講座（63 ～ 81） 高等学校講座

（82 ～ 90） NHK高校講座（91 ～）

国語

初級 国語（54 ～ 58）
初級 国語

甲 一
（60 ～ 61）

　　　　　　　現代国語（1）（64 ～ 81） 国語Ⅰ（82 ～ 03） 国語表現Ⅰ（04 ～ 14）

中級 国語
甲Ⅱ

（60 ～ 61）
現代国語（2）（65 ～ 82） 国語Ⅱ

（83 ～ 04）

現代国語（3）（66 ～ 83） 現代文（84 ～）

上級 国語
（54 ～ 61） 　　　　　　　　　古典乙Ⅰ古文（64 ～ 74） 古典Ⅰ乙古文（75 ～ 81） 国語総合（03 ～）

古典乙Ⅰ漢文（65 ～ 74） 古典Ⅰ乙漢文（75 ～ 81） 古典（04 ～）

社会

現代社会（82 ～）

地理 B（64 ～ 81）

日本史（66 ～ 81）

世界史 B（65 ～ 73） 世界史（74 ～ 81）

倫理・社会（66 ～ 81） 倫理（84 ～）

政治・経済（66 ～ 81） 政治・経済（09 ～）

数学

初級 数学
（54 ～ 57）

初級 数学I
（58 ～ 61） 数学I（64 ～ 82） 数学基礎

（03 ～ 06）

数学ⅡA（64 ～ 82） 数学Ⅱ（83 ～）

数学Ⅰ入門
（64 ～ 66）

上級 数学
（54 ～ 57）

上級 数学Ⅲ
（58 ～ 61）

理科

物理 A（66 ～ 72）

化学A（65 ～ 72）

生物（64 ～ 72）

地学（64 ～ 72）

保健
体育

体育（64 ～ 72） 保健体育（73 ～ 81） 保健体育（94 ～）

保健（64 ～ 72）

芸術 音楽Ⅰ（64 ～）

外国語

初級 英語（54 ～ 58）初級 英語一
（59 ～ 61） 英語A1（64 ～ 81） オーラル・コミュニケーションA（94 ～ 03） オーラル・コミュニケーションⅠ（04 ～ 13） 英語表現Ⅰ（14 ～）

英語A2（64 ～ 82） 英語Ⅱ（83 ～ 13）

上級 英語（54 ～ 61） 英語A3（65 ～ 83） コミュニケーション英語Ⅱ（14 ～）

コミュニケーション英語Ⅲ
（15 ～）

家庭
家庭一般（64 ～ 81）

食物Ⅰ（66 ～ 72）

専門
学科

商業一般（66 ～ 72）

農業経営（66 ～ 72）

特別
活動

ホームルーム
（65 ～ 68） 仕事の現場real（16 ～）
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まとめ　
ラジオ第2放送の90年の歴史を，「国内放

送番組編集の基本計画」や各年度の番組時刻
表をもとに，これまでの論考を参照しつつ振り
返ってきた。

ラジオ第2放送は，教育放送を目的として設
立され，当初はスポーツや音楽番組も放送さ
れたが，ラジオ第1放送やFM放送，そして
NHK教育テレビという異なるメディアの間で番
組が整理されていったことで，「音声放送の特
性を生かした生涯学習波 」としての特徴が明
確になってきたといえるであろう。

最後に，放送だけでなくインターネットサー
ビスにも共通する，音声メディアと生涯学習に
関わる論点を3点あげる10）。

1点目は，音声メディアはほかの生活行動を
妨げないことである。ラジオは可搬性，携帯性
に優れ，運転しながら，仕事をしながら，家事
をしながら聞くことができるメディアである。

学習目的で音声メディアを聞くという観点で
は，音声を聞きながらテキストを読んだり，ノー
トをとったりできるという利点がある。映像メ
ディアを見ながらテキストを読みノートをとるこ
とも可能ではあるが，テキストやノートを見て
いる間は映像全体を見ることは難しい。音声メ
ディアのほうがテキストと組み合わせた学習に
向いているといえる。ラジオ第2放送の開局と
ともにテキストを一元化して発行するNHK出
版が設立され，現在まで続くのは象徴的であ
る。今後，ペーパーレス化が進んでも，デジタ
ルテキストとして，パソコンやスマートフォンで
音声を聞きつつ，画面のテキストやノートと合
わせて学ぶという方向性はありうるであろう。

2点目は，音声メディアはパーソナル・コミュ
ニケーションの性質を備えていることである。

音声メディアは，出演者を声だけで聴取者にわ
かってもらうようにする必要があり，映像メディ
アのように多数の出演者を登場させるのが難し
い。そのためラジオパーソナリティーの果たす
役割が大きい。

また，音声メディアは個人で聴取することが
ほとんどなので，聴取者がラジオパーソナリ
ティーと身近にコミュニケーションをとっている
感覚になりやすい。そのためラジオ第1や民放
の番組では，放送初期からラジオパーソナリ
ティーの名前を冠する長寿番組が数多く放送
され現在に至っている。

学習目的という観点からもパーソナル・コ
ミュニケーションの性質を備えていることは重
要である。聴取者は講師が自分だけに話しか
けてくれるように感じながら学習を進めること
ができる。特に英語番組では戦前の岡倉吉三
郎，佐川春水から，戦後は平川唯一，松本亨，
マーシャ・クラッカワー，大杉正明，松本茂，
杉田敏，遠山顕，大西泰斗など，それぞれの
時代の講師の名前を覚えている聴取者も多い
であろう。

3点目は，音声メディアのアーカイブの可能
性である。ラジオ第1や民放に多い「なが
ら聴取 」に適した生放送のワイド番組と異な
り，「目的聴取 」を前提にカリキュラムが示さ
れ，20～30 分程度でまとめられた教育番組
は，アーカイブ化されることで，自分のペース
で聴取できるので活用の幅が広がる。語学番
組を中心にカセットテープやCD-ROMが長く
販売され活用されてきたのはそのためである。
ただし，アーカイブとしてまとまったものがあっ
ても，目的意識が高くないと利用されないとい
うこともあり，ペースメーカーとして定期的にメ
ディアで発信していく意味も大きい。
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NHKの国内番組基準では教育番組につい
て，「放送を通じて，教育の機会均等のために
努力する」としている。「教育の機会均等」の
ために，音声メディアの特性を生かしてどのよ
うなことができるのか。これまでも視聴者が利
用しやすい編成にしたり，インターネットへの
展開を進めてきたりした。こうした歴史を振り
返ったうえで，次の時代に向き合うことが大事
であると考える。

 （うじはし ゆうじ）

注：
 1） 古田尚輝（2001）「ラジオ第2放送70年 編成の

分析～教育放送への道のり～」『放送研究と調査』
2001年10月号pp2-27

 2） 宇治橋祐之（2019）「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』2019年10月号pp 52-75

 3） 学校放送番組の歴史については下記論文を参照
のこと。
宇治橋祐之（2019）「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』pp131-193

 4） 「国内放送番組編集の基本計画」は1959年度放
送法改正で定められ，NHKでは60 年度以降，

『日本放送協会報』に掲載している
 5） 詳細は下記論文を参照のこと。世木寛之, 妹尾

真澄, 小滝邦宏, 栗原清, 細谷宏生, 飯島慎一, 
倉田淳, 渋谷朋寛（2014）「ラジオ第2の番組「株
式市況」と「気象通報」のための音声合成を利用
した自動放送システム」『2014年映像情報メディ
ア学会冬季大会講演予稿集』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itewac/
2014/0/2014_3-5-1_/_pdf/-char/ja

 6） NHKの英語番組の歴史については下記を参照し
た。
宇佐美昇三（1981）「英語教育番組略史」『NHK
放送文化研究所年報 25』pp339-426

 7） 平川唯一については，下記書籍を参照のこと。
平川洌（2021）「カムカムエヴリバディ 平川唯一と

『ラジオ英語会話』の時代」NHK出版
 8） 学校教育法施行令（昭和28年10月31日政令第

340号）では，「当該高等学校の所在する都道府
県の区域内に住所を有する者のほか，他の2以上
の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて
生徒とするもの」としている。

 9） 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。

 10） 音声メディアとしてのラジオの特性は下記を参照
した。
増田智子，照井大輔（2006）「いま，ラジオが果
たしている役割とは～『ラジオに関する世論調査』
から～」『放送研究と調査』2006年9月号 pp20-
41
東山一郎（2015）「シリーズ ラジオ90年【第1回】
テレビが登場した時代のラジオ～その議論と戦略
をめぐって～」『放送研究と調査』2015年4月号 
pp2-19

執筆にあたっては下記を参照した。
・『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
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付表　ラジオ第2 放送「国内放送番組編集の基本計画」（1959 ～ 2021年度）

年 編集方針（抜粋） 1日の
放送時間 放送番組の部門別編成比率

1959 「教育番組を中心として，高い水準の教養，芸能番組あるいはスポーツ番組など，比
較的特定対象向けの番組及び長時間番組を編成」

1960 「教育番組を中心として，高度な教養・芸能番組あるいは長時間にわたるスポーツ番
組など比較的特定対象向けの番組を編成」 18時間30 分

1961 「教育番組を中心として，高度な教養・芸能番組あるいは長時間にわたるスポーツ番
組など比較的特定対象向けの番組を編成」

第１放送および第2放送を合わせて，報道番組
10％以上，教育・教養（芸能を含む）番組40％
以上，娯楽番組15％以上，スポーツ若干を編成

1962 「教育・教養番組を中心として比較的特定の層を対象とする番組を編成」
第1放送および第2放送を合わせて，報道番組
15％以上，教育・教養番組40％以上，娯楽番組
15％以上

1963 「教育・教養番組を中心として比較的特定の層を対象とする番組を編成」

1964 「教育・教養番組を中心として比較的特定の層を対象とする番組を編成」

1965
「教育番組を中心とし，番組ごとに聴取対象を明確にして，目的・選択聴取に適す
る通信高校講座，語学講座，農漁村向け番組，老人向け番組などの特定対象向け
番組を拡充」

1966 「通信高校講座の基本形態を確立し，番組の利用促進」「農村における放送利用に役
立つ番組を編成」「語学講座など利用度の高い番組について再放送を拡充」

1967 「教育番組を中心に聴取目的を明らかにした番組を強化」

1968 「学校放送および通信高校講座等教育番組を中心に編成」

1969 「学校放送および通信高校講座等教育番組を中心に編成」「県域を基本に教育番組
をローカル編成し，教育効果の向上を図る」

1970 「学校放送および通信高校講座等教育番組を中心に編成」

1971 「学校放送および通信高校講座など教育番組を中心に編成」
ラジオ第1放送，ラジオ第2放送および FM放送
を合わせて，報道番組15％以上，教育・教養番
組40％以上，娯楽番組15％以上を編成

1972 「教育番組を中心とした全国同一放送として，生涯教育に資する大学教育番組をは
じめ，各種教育番組を充実」

1973 「教育番組を中心とする放送としての性格をいっそう明確にし，生涯教育に資する番
組を拡充」

1974 「全国同一内容による教育番組を中心とし，特定対象向け番組を拡充」

1975 「教育番組を中心に編成し，学校放送番組をはじめ，各種教育番組を充実」

1976 「教育番組を中心に編成し，学校放送番組，語学講座番組などを充実・強化」 教育番組75％以上，教養番組10％以上，報道
番組若干

1977 「教育番組を中心に編成し，学校放送番組，語学講座番組などを充実」 教育番組70％以上，報道番組10％以上，教養
番組10％以上を編成

1978 「教育番組を中心に編成し，語学講座番組などを充実」

1979 「教育番組を中心に編成し，学校放送番組の一部を刷新」

1980 「教育番組を中心に編成し，各種番組の充実・開発に努める」

1981 「教育番組を中心に編成し，一部番組を刷新」

1982 「教育番組を中心としつつ，教養番組を充実」「学校教育番組の再編成，生涯教育
の要望にこたえる社会教育番組や魅力ある教養番組の新設」

教育番組65％以上，報道番組10％以上，教養
番組15％以上

1983 「教育番組を中心として編成し，生涯教育に資する教育・教養番組の一部を刷新」

1984 「教育番組を中心として編成し，新しい語学講座を開設するとともに，教育・教養番
組の一部を刷新」

1985 「教育番組を中心として編成し，一部，一般向け教育・教養番組を拡充」

1986 「教育番組を中心として編成し，知的関心や心の豊かさへの志向にこたえる教育・教
養番組の充実・刷新」

1987 「教育番組を中心とした放送とし，語学番組を拡充」

1988 「教育番組を中心とする放送とし，一部番組を刷新」

1989 「教育番組を中心とする放送とし，英語講座番組を一部充実するほか，高等学校向
け学校放送番組を充実」

1990 「音声放送の特性を生かした生涯学習チャンネルとし，体系的な語学番組や学校放
送番組，多様な教養番組を編成」

1991 「音声放送の特性を生かした生涯学習チャンネルとし，体系的な語学番組や学校放
送番組，多様な教養番組を編成」

1992 「音声放送の特性を生かした生涯学習チャンネルとし，体系的な語学番組や学校放
送番組，多様な教養番組を編成」
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1993 「音声放送の特性を生かした生涯学習チャンネルとし，体系的な語学番組や学校放
送番組，多様な教養番組を編成」

1994 「音声放送の特性を生かした生涯学習波とし，体系的な語学番組や学校放送番組，
多様な教養番組を編成」

1995
「音声放送の特性を生かした生涯学習波とし，語学を中心とする体系的な講座番組
や聴取者の要望にこたえる教養番組などを編成」「外国語によるニュースや日本語講
座」

1996 「音声放送の特性を生かし，語学を中心とした講座番組や教養番組などを編成する
生涯学習波」

1997 「音声放送の特性を生かし，語学を中心とした講座番組や教養番組などを編成する
生涯学習波」

1998 「音声放送の特性を生かした『生涯学習波』とし，語学を中心とした講座番組や教養
番組などを編成」

1999 「音声放送の特性を生かした『生涯学習波』とし，語学を中心とした講座番組や教養
番組などを編成」

2000 「『生涯学習波』として企画性の高い教養番組，語学講座番組，高校講座番組等の
いっそうの充実」「デジタル時代を見据えて，番組素材の発掘・蓄積」

後半期から
20 時間 00 分

2001 「『生涯学習波』としての役割を果たすために，企画性の高い教養番組を新設」「語
学講座番組，高校講座番組等をいっそう充実」 20時間00 分

2002 「英語を中心に語学講座を刷新」「教養系番組の充実を図り『生涯学習波』としての
期待にこたえます」

2003 「『生涯学習波』として，語学講座の充実や，小学生向けの国語番組の刷新」「聴取
者の期待にこたえます」

2004 「『生涯学習波』として，語学講座や教養番組の充実」「聴取者の学習意欲にこたえ
ます」

2005 「聴取者に生涯学習の機会を提供する最も身近なメディアとして，語学講座番組や教
養番組の充実」「聴取者の期待にこたえます」

2006 「『生涯学習波』として，語学講座番組の拡充」「聴取者の学習意欲にこたえます」

2007 「『生涯学習波』として，『語学講座』や『外国語放送』の充実」「講座番組のネット配
信という“デジタル時代の新しい学習サービス”」 19時間00 分

2008 「『生涯学習波』として，中核となっている語学講座のさらなる充実」「多メディアを駆
使した魅力的な学習サービス」

2009 「『生涯学習波』として，中核となっている語学講座のさらなる充実」「多メディアを駆
使した魅力的な学習サービス」

2010 「『生涯学習波』として，中核となっている語学講座のさらなる充実」「ストリーミング
によるコンテンツ提供など魅力的な学習サービス」

2011 「放送開始80周年を迎えるのを機に“生涯学習波”として，さらなる質の向上」「中核
となっている語学番組や文化・教養番組のさらなる充実」

2012 「これまで以上に時代に即した“生涯学習波”として，さらなる質の向上」「中核である
語学番組は，学習者の利便性を考慮したラインナップに組み直し」

定時番組について，教養番組15%以上，教育番
組65%以上，報道番組10%以上

2013 「“生涯学習波”として，語学番組や学校放送番組，高校講座などの教育番組，幅広
いテーマの教養番組などで，利用者の多様な知的欲求に応えるチャンネルとして」

2014 「“生涯学習波”として，語学番組や学校放送番組，高校講座などの教育番組，幅
広いテーマの教養番組などで，多様な知的欲求に応える番組の充実」

2015 「“生涯学習波”として，多様な知的欲求に応える番組を編成」「社会の中堅層に向
けた，実践的な知識をつける番組を強化」「インターネットとの連携」

2016 「“生涯学習波”として，多様な知的欲求に応える番組を編成」「インターネットとの
連携」

2017 「生涯学習波として，多様な知的欲求に応える番組を編成」「デジタルサービスとの連
携をさらに強化」

2018 「生涯学習波として多様な知的欲求に応える番組を編成」「語学番組の充実」「多言語
ニュースゾーンを整備」「インターネットサービスとの連携も充実」

2019 「生涯学習波として多様な知的欲求に応える番組を編成」「語学番組の充実」「多言語
ニュースゾーンを整備」「インターネットサービスとの連携も充実」

2020 「生涯学習波として多様な知的欲求に応える番組を編成」「語学番組の充実」「多言語
ニュースを強化」「インターネットサービスとも効果的に連携」

2021 「生涯学習波として多様な知的欲求に応える番組を編成」「語学番組の充実」「多言語
ニュースを強化」「インターネットサービスとも効果的に連携」

※空欄は前年度に同じ　※表内のカッコ書きは「国内放送番組編集の基本計画」からの引用を表す　※太字は大きな変更点


