
2022 年度　  高校講座　番組時刻表

※テレビ、ラジオの放送日時を変更・休止することがあります。変更の場合、詳細はホームページでお知らせします。

※太字は新作・新番組です。■ラジオ第 2
時刻　　　      

曜日 月 火 水 木 金 土

午後

7:30 ～ 7:50 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

7:50 ～ 8:10 現代社会 英語表現Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 倫　理 政治・経済

8:10 ～ 8:30 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 言語文化 言語文化

体育実技 （各10分）

インターネット
配信

夏、冬、春期講座で
放送（予定）

　※放送日は決定次第、
　　ホームページでお知らせします。

総合的な探究の時間 （各 20分）

簿　記 （各 20分）

■インターネット／ Ｅテレ 夏期・冬期・春期講座（放送予定）

（2022年２月９日現在）　

■ Ｅテレ ※太字は新作・新番組です。

時刻　　　      
曜日 月 火 水 木 金

午前

10:00～10:20
現代の国語

公　共
生物基礎

地理総合
　　歴史総合

英 語
コミュニケーション

Ⅰ
家庭総合 10:00～10:20

10:20～10:30 ベーシック国語
化学基礎 日本史

ベーシック英語 科学と人間生活
社会と情報

10:20～ 10:30
10:30～10:40

数学Ⅰ 物理基礎
10:30～10:40

10:40～10:50
地学基礎 世界史 地　理

10:40～ 10:50
10:50～11:00 ベーシック数学 ベーシックサイエンス 10:50～11:00

11:00～11:20
芸術 美術Ⅰ
芸術 書道Ⅰ

11:00～11:20

11:20～11:30 ビジネス基礎
ロンリのちから 11:20～11:30

公　共 　　歴史総合

社会と情報

芸術 書道Ⅰ

ロンリのちから
：字幕放送　

（スマートフォン、タブレット端末対応）

いつでもどこでもインターネットで見たり、聞いたり！
インターネットでの利用に料金はかかりませんが、通信費はお客様の負担となります。

全番組
インターネットで
配信中！

スマートフォン、
タブレット端末
対応！

インターネットでの利用に料金はかかり
ませんが、通信費はお客様の負担となります。パケット等の
契約内容によっては通信料が高額になるおそれがあります。

　ご注意ください　

番組を項目ごとにチャプター化。何度でも同じ項目がご覧いただけます。
高校講座をより視聴しやすく、学びやすく！

PC版

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/

PC・
スマホ

でラジ
オの

　　　
　見え

る化！

「数学Ⅱ」「言語文化」「政治・経済」
「音楽Ⅰ」「保健体育」は
音声に合わせポイントを  視覚化！



2022　ＮＨＫ高校講座

  高校講座 ライブラリー  番組時刻表

ライブラリー（マルチ放送）を見るには？

　リモコンの 2チャンネルを押し  を選ぶと、はじめは
1（021）の番組をご覧いただけます。高校講座ライブ

ラリーをご覧いただくには「チャンネル（選局）」ボタンの上側

（ ）を押してください。 3（023）に切り替わります。
1に戻るには、「チャンネル（選局）」ボタンの下側（ ）

を押してください。

7 8 9

1 2 3

青 黄緑赤

10 11 12

4 5 6

チャンネル 音量

チャンネル
（選局）
ボタン

「チャンネル」上下ボタンの位置は機種に
よって異なります。また、EPG（電子番組表）
から選局する方法もあります。詳しくは、お
使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

※高校講座ライブラリー放送は、秋から新しく学習を始める通信制高校生のための再放送です。

■ラジオ第 2
時刻　　　      曜日 月 火 水 木 金 土

午後 11:40～ 0:00 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

午前
 0:00～ 0:20 現代社会 英語表現Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 倫　理 政治・経済

  0:20～ 0:40 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

■ Eテレ（マルチ放送）

● 2021 年 10月～ 2022年 9月放送予定

時刻　　　      曜日 月 火 水 木 金

午前

10:00～10:20
科学と人間生活
社会と情報

日本史
ベーシック数学 ベーシック国語

化学基礎
10:00～ 10:10

数学Ⅰ 国語表現
10:10～10:20

10:20～10:40
芸術  美術Ⅰ
芸術  書道Ⅰ

世界史 物理基礎
10:20～ 10:30

ベーシック英語 ビジネス基礎
ロンリのちから 10:30～10:40

10:40～11:00 家庭総合 地　理 コミュニケーション
英語Ⅰ 生物基礎 地学基礎

10:40～ 10:50

10:50～11:00

社会と情報

芸術  書道Ⅰ ロンリのちから

● 2022 年 10月～ 2023年 3月放送予定　　※ 4月以降は時刻表が変更になります

時刻　　　      曜日 月 火 水 木 金

午前

10:00～10:20
英語

コミュニケーション
Ⅰ

家庭総合
現代の国語
　　公　共

地理総合
　　歴史総合

生物基礎 10:00～10:20

10:20～10:30 ベーシック英語 科学と人間生活
社会と情報

ベーシック国語
日本史 化学基礎 10:20～10:40

10:30～10:40 芸術  美術Ⅰ
芸術  書道Ⅰ

数学Ⅰ
10:40～10:50

地　理 世界史 地学基礎 10:40～11:00
10:50～11:00 ビジネス基礎ロンリのちから ベーシック数学

11:00～11:20 物理基礎 11:00～11:20

11:20～11:30 ベーシックサイエンス 11:20～11:30

芸術  書道Ⅰ

社会と情報

　　公　共 　　歴史総合

ロンリのちから

　

：字幕放送


