
　オールイングリッシュで学ぶ実践的な講座。目標は英語で意見交換。
世界各国からのゲストの様々な考えに触れながら、自分の意見をまと
め表現できるよう練習します。

【出演者】
講師：ゲーリー・スコット・ファイン（東海大学教授）
パートナー：ハンナ・グレース　生徒役：中村 陸（俳優）

　中学 2- 3 年生におすすめ。中学後半で習う重要な文の形や表現を
学びます。中学生が日常生活でよく使う表現をたくさん聞いて話しな
がら理解し、使える英語を身につけます。大人の学びなおしにも。

【出演者】
講師：松本茂（東京国際大学教授）
パートナー：アニャ・フロリス　マイケル・ターピン

　読む・書く・聞く・話すの「４技能」を楽しく身につけながら、英語
学習の初歩をしっかりサポートします！日常会話でよく使う表現を
もとに、英語のしくみや文法を身につけながら４技能を高めることを
目指す講座です。

【出演者】
講師：本多敏幸（千代田区立九段中等教育学校講師）
パートナー：クリス・ネルソン、ダイアナ・ガーネット

授業の予習復習にも効果抜群！
小学生から中高生まで、

定番基礎英語
シリーズ
４講座「小学生の基礎英語」

「中学生の基礎英語 レベル２」

「中学生の基礎英語  レベル１」

「中高生の基礎英語 in English」

放送：ラジオ第２／ＦＭ　月曜～金曜　前６：３０～６：４５ほか（通年）

放送：ラジオ第２／ＦＭ　月曜～金曜　前６：１５～６：３０ほか（通年）

放送：ラジオ第２／ＦＭ　月曜～金曜　前６：００～６：１５ほか（通年）

放送：ラジオ第２　月・水・金曜　後６：３５～６：４５ほか（通年）
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楽しく英語が身につく小学生のための英語講座！英語のキーフレー
ズが身につく４コマまんがや、全国の小学生から寄せられる英語に関
する悩みや疑問にお答えする電話相談など楽しみながら英語を学ぶ
企画がいっぱいの１０分間です。

【出演者】
サンシャイン池崎、アイクぬわら、花音
講師：居村啓子（拓殖大学准教授）　



身近な国内の話題から世界情勢まで、毎回１つのニュースを取り上げ
て語句のニュアンスやネイティブの感覚、ニュースの背景などを解説。
週の前半はリスニング力、後半はスピーキング力の強化にも重点を
置きます。学生やビジネスパーソン、生涯学習者にもおすすめ。ホー
ムページではニューススクリプトや音声に加えて番組で紹介しきれな
かった解説も掲載します。日本や世界の動きも学べる一挙両得の
15分です。

番組のナビゲーターはラジオ DJ としておなじみの秀島史香さん。番
組講師は月～水曜はリスニングをテーマに米山明日香先生、木・金曜
はスピーキングをテーマに伊藤サム先生が務めます。

【出演者】
講師：伊藤サム（元ジャパンタイムズ編集局長）
　　　米山明日香（青山学院大学准教授）
ナビゲーター：秀島史香（ラジオDJ）
パートナー　：トム・ケイン（翻訳家）

　2023年度のテーマは「会話表現」。ネイティブらしい自然な英
会話を本格的に学びます。

　英会話入門者から流暢な話者へとレベルアップする事を目指しま
す。新しいパートナーも迎えて内容も一新して放送します。

【出演者】　
講師：大西泰斗（東洋学園大学教授）
パートナー：デイビット・エバンス、秋乃ろーざ

　仕事相手との信頼関係を築くためのコミュニケーションスキル、書
き手の個性が伝わる英文メールの書き方、幅広い話題に対応できる教
養、そして質問力など、ビジネスを前進させるための英語力習得を目
指す講座です。

【出演者】
講師：柴田真一（神田外語大学キャリア教育センター長）
パートナー：ジェニー・シルバー

大人の学び直しからビジネス
英語まで。
毎日の学習をしっかりサポー

ト！
授業の予習復習にも効果抜群！

会話も、メールも、教養も。

今日から使えるビジネス英語が身につく！

最新ニュースを素材に英語を身につける番組！

人気講師 大西泰斗先生の実用英会話講座！

「ニュースで学ぶ『現代英語』」

「ラジオ英会話」

「ラジオビジネス英語」

放送：ラジオ第２ 月曜～金曜　前９：１５～９：３０ほか　（４～９月）
　　　ＦＭ 月曜～金曜　前７：４５～８：００（４～９月）

放送：ラジオ第２ 月曜～金曜　前６：４５～７：００　ほか（通年）
　　　ＦＭ 月曜～金曜　前７：３０～７：４５（通年）

放送：ラジオ第2　月曜～金曜 前　９：３０～９：４５　ほか（通年）
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　今年１２年目を迎えたスピーキング特化型の本講座がさらに進
化！世界の多様な英語に触れながら、定番表現やウィズコロナ時代に
役立つ今ならではの表現をトレーニングします。英会話スクールさな
がらの特訓で会話力のアップを目指します。

【出演者】
講師：スティーブ・ソレイシィ（英会話コーチ）
パートナー：ジェニー・スキッドモア

　英文をくり返し聞き読むことで、英語の物語を英語のまま味わう力
を養います。４月からは新企画として「本当にあった世界の驚きの実
話」、「日本各地のホットなトピック」、「世界の名作」などが始まります。
楽しみながら英語学習を続けられる講座です。

【出演者】
ナビゲーター：関根麻里（タレント）
監修：ダニエル・スチュワート（開成学園常勤講師）

通勤通学途中の隙間学習にも
ピッタリ！
短い時間で効率学習

１日５分で「読めた」「聞けた」を体感！

1日 10分のトレーニングでスピーキング力をアップ！

「ラジオビジネス英語」

「英会話タイムトライアル」

「エンジョイ・シンプル・イングリッシュ」

放送：ラジオ第２　月曜～金曜　前８：３０～８：４０ほか　（通年）

放送：ラジオ第２　月曜～金曜　前９：１０～９：１５ほか　（４～９月）

　英語力の基本は単語力。「ボキャブライダー」は1日5分で英単語
４つを関連付けて身につけます。例えば、単語のカタチに注目して派
生語を身につけたり、同じ語尾の単語をまとめて覚えたり、意味の似
た単語の使い分けを学んだり。アプリを使えば、復習クイズに挑戦も
できます。

【出演者】
桜田ひより（俳優）、マックスウェル・パワーズ（タレント）
監修：田中茂範（慶應義塾大学名誉教授）

番組連動のアプリクイズで単語力UP！

「ボキャブライダー」

放送：ラジオ第２　月曜～金曜　前９：０５～９：１０ほか
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忙しい
アナタにも！



　世界的なニュースや旬な話題を世界の人たちはどんな思いで見つめているの
か？　ＳＮＳへ投稿される“つぶやき”を英語で読み解くことで、新しい世界
が見えてくる！　日々使える英語表現を楽しく学ぶことができます。

【出演者】
＜ＭＣ＞太田光（爆笑問題）　森川葵（俳優）
＜解説＞鳥飼玖美子（立教大学名誉教授）
＜リポーター＞XXCLUB（チョメチョメクラブ）
＜天の声＞マシューまさるバロン（バイリンガル声優）

　「エイゴビート２」は、リズムに乗って英語のフレーズをくり返し、耳と体
で英語を覚える番組です。英語ビギナーの子どもたちがフレーズを身につけ、
街の外国人との会話に挑戦します。なぜか英語を話す野菜たちのアニメでは、
自然な会話の中でキーフレーズが使われ、聞きとりに最適です。小学３、４年
向け。新学習指導要領に対応しています。

【出演者】
すみれ（女優、歌手）
監修：佐藤久美子（玉川大学大学院名誉教授）

Ｅテレで、楽しみながら英語学習
。目と耳から英語が染みこむ

＜楽しく学べる英語番組 4つを紹介＞

「基本的な文法はわかっているのに、英語が口から出てこない・・・」　
「英語のドラマをみていても、セリフのニュアンスがわからない・・・」
そんなお悩みにおこたえするのが、「英会話フィーリングリッシュ」です。番
組では英語ネイティブスピーカーの会話サンプル１億語以上を集めたデータ
ベースからフレーズを厳選！
　MC の青山テルマさんが、頻出フレーズをネイティブはどんなキモチのとき
に使うのかを紐解いていきます。「英語のキモチ」がわかれば、自然と英語が
口から出てきたり、英語のニュアンスがわかるようになってきたりします。
生徒役は INI 西洸人さん。みなさんも、西さんと一緒に、楽しく英語を学んで
みませんか？

【出演者】
＜講師＞投野由紀夫（東京外国語大学大学院教授）
＜ＭＣ＞青山テルマ（アーティスト）
＜生徒役＞西洸人（ＩＮＩ）
＜番組キャラクターの声＞戸田ダリオ （タレント）
＜番組キャラクターの操演＞山田はるか（人形操演）

　簡単な英語フレーズ（＝キソ英語）を使って世界とつながる番組。今年度は放
送３年目に入ります。
　英語勉強中の TAKA と、英語が得意な MASA の 2 人が、小学校で習う英語
フレーズを中心に世界の家族たちとビデオ通話。地元の街を散歩したり、市場で
買い物したり、家の中の様子を見せてもらったりと、普段なかなか見られない海
外の日常を、オンライン映像を通して一緒に体験していきます。
　これまでに取り上げた国・地域は、全世界から 80 か所以上。今年度も世界各
地の家族とつなげて現地のリアルな暮らしや習慣、学校生活などに触れるととも
に、英語フレーズの実践的な使い方や伝え合う楽しさを感じていただきます。

【出演者】
本田剛文（ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ）、竹内將人（俳優・歌手）
監修：阿部始子（東京学芸大学准教授）

テレビで

放送：Ｅテレ　土曜　後１０：３０～１０：５９ほか（通年）

放送：Ｅテレ　木曜　前９：５０～１０：００ほか　（４～９月）

２３年度は放送日時が変わります
放送：Ｅテレ　木曜　後７：４５～８：００ほか（通年）

放送：Ｅテレ　月曜～木曜　前１１：１０～１１：２０ほか（通年）

「太田光のつぶやき英語」

「エイゴビート２」

「英会話フィーリングリッシュ
～データで選んだ推しフレーズ～」

「キソ英語を学んでみたら
世界とつながった。」
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リズムで
英語を身につけ、
会話にも
チャレンジ！

新番組

！



英語講座　レベルの目安に

ゴガク

＜参考＞英語番組の一覧とレベル設定の目安です。
※ＮＨＫでは様々な場面で英語力を高めていけるようラインナップや内容を整備し、「NHK英語グランドデザイン」としてみなさんの学習をサポートできる
よう体系的に番組を提供しています。
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ごく簡単な表現を聞きとれ
て、基本的な語句で自分の気
持ちなどを伝えられる

日常生活での基本的な表現を
理解し、ごく簡単なやりとり
ができる

日常生活での身近なことがら
について、簡単なやりとりが
できる

社会生活での身近な話題につ
いて理解し、自分の意思とそ
の理由を簡単に説明できる

社会生活での幅広い話題につ
いて自然に会話ができ、明確
かつ詳細に自分の意見を表現
できる

広範で複雑な話題を理解し
て、目的に合った適切な言葉
を使い、論理的な主張や議論
を組み立てることができる

ほぼすべての話題を容易に理
解し、その内容を論理的に再
構成して、ごく細かいニュア
ンスまで表現できる

＊202３年度は≪C2レベル≫の番組はありません。
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エイゴビート２エイゴビート２エイゴビート２

太田光の
つぶやき英語
（番組のみ）

太田光の
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（番組のみ）太田光の
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