
（別紙１）

（12月末現在）

ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

100yama にっぽん百名山 にっぽん百名山

15min-100yama 15分でにっぽん百名山 15分でにっぽん百名山

1doz つっこむクイズ　ワンダース つっこむクイズ　ワンダース

2030-family ２０３０年　家族のカタチ ２０30年　家族のカタチ

20min ドキュメント２０min． ドキュメント20min.
311shogen 東日本大震災アーカイブス NHK東日本大震災アーカイブス
50voice あなたが主役　５０ボイス あなたが主役 50ボイス
72hours ドキュメント72時間 ドキュメント72時間
abu-digista ABUデジスタ ABUデジスタ
agora 地球アゴラ NHK地球アゴラ
a-holiday インタビューここから インタビューここから
ahosuki 学校再発見バラエティー　あほやねん すきやねん 学校再発見バラエティー　あほやねん すきやねん
akb48show AKB48 SHOW AKB48 SHOW!
akita NHK秋田放送局 ニュースこまち、他
anata 眠れない貴女（あなた）へ 眠れない貴女（あなた）へ
angler 釣りびと万歳 釣りびと万歳
animalbaby 動物の赤ちゃん ミニアルバム 動物の赤ちゃんミニアルバム

anime NHKアニメワールド

NHKアニメワールド

おじゃる丸、忍たま乱太郎、はなかっぱほか、NHKが放
送するアニメ全般

anison-ac アニソン・アカデミー アニソン・アカデミー
anotherstories アナザーストーリーズ　運命の分岐点 アナザーストーリーズ 運命の分岐点
anpi NHK安否情報 大規模災害時のＮＨＫの安否情報
anshin 安心ラジオキャンペーンスポット 安心ラジオ キャンペーンスポット
aomori NHK青森放送局 あっぷるワイド、他
approach ソング・アプローチ ソング・アプローチ
arabic NHK WORLD Arabic NHKワールド・ラジオ日本　アラビア語放送
arataahw 井浦新 アジアハイウェイを行く 井浦新 アジアハイウェイを行く
archives NHKアーカイブス NHKアーカイブス

a-room アナウンスルーム

アナウンスルーム

インタビューここから、ことば力アップ、他NHKアナウン
サーの出演する番組全般

asadora 連続テレビ小説 連続テレビ小説一覧
asagakita 連続テレビ小説「あさが来た」 連続テレビ小説「あさが来た」
asahikawa NHK旭川放送局 つながる＠きたカフェあさひかわ、他
asaichi あさイチ あさイチ
ashita 明日へ　支えあおう 明日へ つなげよう
asia-nadeshiko アジアで花咲け！なでしこたち 世界で花咲け！ なでしこたち
asianleaders 島耕作のアジア立志伝 島耕作のアジア新世紀伝

asianpitch 国際共同制作　発掘・アジアドキュメンタリー

国際共同制作　発掘・アジアドキュメンタリー
麦畑のセーラーマン ～中国～、代理母ビジネスを追う
～インド～、脱北者・安住の地を探して ～韓国～、生理
用ナプキン製造機を作った男 ～インド～ほか、国際企
画提案会議“アジアン・ピッチ”で選ばれた作品

audio NHKオーディオドラマ～NHK-FMのラジオドラマ NHKオーディオドラマ
awards 受賞・国際展開 コンクール受賞番組
bakumon 探検バクモン 探検バクモン
baribara バリバラ バリバラ
beautysports 美スポ！スポーツできれいに 美スポ！スポーツできれいに
bengali NHK WORLD Bengali NHKワールド・ラジオ日本　ベンガル語放送
bescla ベストオブクラシック ベストオブクラシック
bijutsu おうちでアート おうちでアート
bitworld ビットワールド ビットワールド
bizplus Biz＋サンデー Biz+サンデー
bousaimap ＮＨＫぼうさいマップを作ろう ＮＨＫぼうさいマップを作ろう
bravo ブラボー！オーケストラ ブラボー！オーケストラ

平成２７年度　各ホームページと対応する放送番組について



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

bs BSオンライン
BSオンライン
ワールドスポーツ、ほかBS番組全般

bs1sp BS1スペシャル BS1スペシャル
bscon ＢＳコンシェルジュ ＢＳコンシェルジュ
bungei ラジオ文芸館 ラジオ文芸館
bungeisen 文芸選評 文芸選評
buratamori ブラタモリ ブラタモリ
buratetsu ニッポンぶらり鉄道旅 ニッポンぶらり鉄道旅
burmese NHK WORLD Burmese NHKワールド・ラジオ日本　ビルマ語放送
campus キャンパス寄席 キャンパス寄席
catchsekai キャッチ！世界の視点 キャッチ！世界の視点
cattail 猫のしっぽカエルの手 猫のしっぽカエルの手
c-cafe クラシックカフェ クラシックカフェ
c-club クラシック倶楽部 クラシック倶楽部
ch18 18歳プロジェクト 週刊ニュース深読み、他
charida チャリダー★ チャリダー★
chiba NHK千葉放送局 ひるどき情報ちば、他
chieizu 先人たちの底力　知恵泉 先人たちの底力　知恵泉
chiiki ＮＨＫ地域づくりアーカイブス ふるさとの希望を旅する、他
chinese NHK WORLD Chinese NHKワールド・ラジオ日本　中国語放送
choisumi チョイ住み チョイ住み
chronicle NHKクロニクル NHKクロニクル
churauta 沖縄ちゅらうたWEB ちゅらうたWEB

classic NHKクラシック

NHKクラシック

クラシック倶楽部、クラシック音楽館ほか、NHKが放送す
るクラシック番組全般

classic-r クラシックリクエスト クラシックリクエスト
coffee-koyomi 特集ドラマ「紅雲町珈琲屋こよみ」 特集ドラマ「紅雲町珈琲屋こよみ」
contesamurai 七人のコント侍 七人のコント侍
cooljapan COOL JAPAN COOL JAPAN
cos クリス松村の音楽処方箋 クリス松村の音楽処方箋
creative NHKクリエイティブ・ライブラリー NHKクリエイティブ・ライブラリー
crossover11 クロスオーバーイレブン クロスオーバーイレブン2016新春
daijikken 大科学実験 大科学実験
daily NHK WORLD Daily News NHKワールドTV　英語ニュース
daisuki-tohoku 復興応援キャンペーン「大好き　東北」 復興応援キャンペーン「大好き　東北」
dankai 団塊スタイル 団塊スタイル
darkside 幻解！超常ファイル　ダークサイド・ミステリー 幻解！超常ファイルダークサイド・ミステリー
darwin ダーウィンが来た！生きもの新伝説 ダーウィンが来た！生きもの新伝説
datajournalism ＮＨＫデータ報道プロジェクト NHKスペシャル　震災ビッグデータ
dataman ザ・データマン～スポーツの真実は数字にあり～ ザ・データマン～スポーツの真実は数字にあり～
design-ah デザインあ デザインあ
dj-classic DJクラシック DJクラシック
d-navi NHKデータナビ NHKデータナビ
doctorg 総合診療医　ドクターＧ 総合診療医 ドクターG

docudocu もっとNHKドキュメンタリー

もっとNHKドキュメンタリー

ドキュメント72時間、目撃！日本列島、BS世界のドキュ
メンタリーほか、NHKが放送するドキュメンタリー番組全

documentary ドキュメンタリーWAVE ドキュメンタリーWAVE
dodra 土曜ドラマ NHKドラマ
doga NHK○○！投稿ＤＯ画 NHK○○！投稿ＤＯ画
domo どーもくんミュージアム みんなDEどーもくん！
dosta 土曜スタジオパーク 土曜スタジオパーク

drama NHKドラマ

NHKドラマ

土曜ドラマ、大河ドラマ、連続テレビ小説、他ＮＨＫが放
送する国内ドラマ全般

dramatic 地球ドラマチック 地球ドラマチック
d-station どーがステーション ドラマ、アニメ番組　ほか
dwc Dining with the chef Dining with the chef
e0655 Ｅテレ　０６５５ Ｅテレ　０６５５
e2355 Ｅテレ　２３５５ Ｅテレ　２３５５

eco-channel ＮＨＫエコチャンネル

ＮＨＫエコチャンネル

全国各地のニュースほか　地球ドラマチックほか、ＮＨＫ
の環境関連番組全般

e-dance Eダンスアカデミー Eダンスアカデミー
e-judge Ｅテレ・ジャッジ Ｅテレ・ジャッジ



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組
endless ＴＨＥ　ＡＬＦＥＥ終わらない夢 THE ALFEE終わらない夢
e-news ニュースで英会話 ニュースで英会話
engeizukan 演芸図鑑 演芸図鑑
e-tele Ｅテレポータル ＥＴＶ特集、他Ｅテレの全番組
etv21c ETV特集 ETV特集
exciteasia エキサイト・アジア 奮闘！日本人～エキサイト・アジア～
exciteeurope エキサイト・ヨーロッパ 奮闘！日本人～エキサイト・ヨーロッパ～
famihis ファミリーヒストリー ファミリーヒストリー
fm Ｌｉｓｔｅｎ♪♪ＮＨＫ～ＦＭ クラシックカフェ、他ＮＨＫがＦＭで放送する番組全般
french NHK WORLD French ＮＨＫワールド・ラジオ日本　フランス語放送
fudoki 新日本風土記 新日本風土記
fukayomi 週刊　ニュース深読み 週刊　ニュース深読み
fukui NHK福井放送局 ニュースザウルスふくい、他
fukuoka NHK福岡放送局 ろくイチ福岡、他
fukushima NHK福島放送局 はまなかあいづToday、他
fukushimazutto 福島をずっと見ているＴＶ 福島をずっと見ているTV
furuji ふるさと自慢うた自慢/ふるさと自慢コンサート ふるさと自慢うた自慢/ふるさと自慢コンサート
ganryujima 健太×近田のロック巌流島 健太×近田のロック巌流島～冬の陣
gatten ためしてガッテン ためしてガッテン
gc ガールズクラフト ガールズクラフト
gendai クローズアップ現代 クローズアップ現代
gifu NHK岐阜放送局 ほっとイブニングぎふ、他
girlpop ヒャダインの“ガルポプ！” ヒャダインの“ガルポプ！”
gko ぐるっと関西おひるまえ ぐるっと関西おひるまえ
globalagenda Global Agenda GLOBAL AGENDA
gochisongdj ごちそんぐDJ ごちそんぐDJ

gogaku NHKゴガク

プレキソ英語、おとなの基礎英語、しごとの基礎英語、リ
トル・チャロ、エイエイGO！、ニュースで英会話、ニュー
スで英会話プラス、テレビで中国語、テレビでハングル
講座、テレビでイタリア語、テレビでドイツ語、テレビでフ
ランス語、テレビでスペイン語、テレビでロシア語、テレ
ビでアラビア語、使える！伝わる　にほんご、基礎英語
1、基礎英語2、基礎英語3、ラジオ英会話、英会話タイ
ムトライアル、攻略！英語リスニング、入門ビジネス英
語、実践ビジネス英語、英語で読む村上春樹、ワンポイ
ント・ニュースで英会話、エンジョイ・シンプル・イングリッ
シュ、まいにち中国語、レベルアップ中国語、まいにちハ
ングル講座、レベルアップハングル講座、まいにちイタリ
ア語、まいにちドイツ語、まいにちフランス語、まいにち
スペイン語、まいにちロシア語、アラビア語講座、ポルト

gogomari 午後のまりやーじゅ 午後のまりやーじゅ
gokigen ごきげん歌謡笑劇団 ごきげん歌謡笑劇団
gokigenkanpai ごきげん歌に乾杯！ ごきげん歌に乾杯！
goodvibration Masayuki　Suzuki　Radio　Show　GOOD VIBRATIONMasayuki Suzuki Radio ShowGOOD VIBRATION

goshogi NHK 囲碁と将棋

NHK 囲碁と将棋

将棋フォーカス、囲碁フォーカス、テレビ将棋トーナメン
ト、テレビ囲碁トーナメント

gr ちきゅうラジオ ちきゅうラジオ
greatnature グレートネイチャー グレートネイチャー
greatrace グレートレース GREAT RACE～グレートレース～
greattraverse グレートトラバース　～日本百名山一筆書き踏破～グレートトラバース２～日本二百名山一筆書き踏破～
gutto 語りの劇場　グッとライフ 語りの劇場グッとライフ
haiku 俳句王国がゆく 俳句王国がゆく
hakodate NHK函館放送局 つながる＠道南、他
hakunetsu 白熱教室JAPAN 白熱教室
hanamichi テストの花道 テストの花道
hanamoyu 花燃ゆ 花燃ゆ
hanimaru はに丸ジャーナル はに丸ジャーナル
harefarm 晴れ、ときどきファーム！ 晴れ、ときどきファーム！

heart-net NHK福祉ポータル　ハートネット

NHK福祉ポータル　ハートネット

バリバラ　障害者情報バラエティー、ろうを生きる難聴を
生きる、視覚障害ナビ・ラジオ、NHKみんなの手話、ワン
ポイント手話、こども手話ウィークリー、NHK手話ニュー
ス、NHK手話ニュース845、週間手話ニュース、スマイ
ル！、ストレッチマン ファイブ、楽ラク ワンポイント介
護、すくすく子育て、まいにちスクスク、社会福祉セミ
ナー、他NHKが放送する福祉番組全般

heart-pj NHKハートプロジェクト | ホーム ハートネットTV、他



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組
heroes 英雄たちの選択 英雄たちの選択
hibiki 吹奏楽のひびき 吹奏楽のひびき
hikigatari 弾き語りフォーユー 弾き語りフォーユー
hindi NHK WORLD Hindi ＮＨＫワールド・ラジオ日本　ヒンディー語放送
hiroshima NHK広島放送局 お好みワイドひろしま、他
hirubura ひるブラ ひるブラ
historia 歴史秘話ヒストリア 歴史秘話ヒストリア
hitokoto 先読み！夕方ニュース 先読み！夕方ニュース
hogosya ウワサの保護者会 ウワサの保護者会
hoshizora ＭＩＳＩＡ　星空のラジオ MISIA 星空のラジオ
hot-kansai ニュースほっと関西 ニュースほっと関西
hotspot NHKスペシャル「ホットスポット 最後の楽園」 ホットスポット 最後の楽園　season2
housou90 放送90周年キャンペーンサイト 放送90年
hyakunen-i １００年インタビュー １００年インタビュー
hybridongakukan 大友良英・ハイブリッド音楽館 大友良英・ハイブリッド音楽館～2016 冬Ver.～
ichiban 地球イチバン 地球イチバン
ijimezero いじめ、なにソレ？というほうへ。ポータルサイト いじめ、なにソレ？というほうへ。
indonesian NHK WORLD Indonesian (Redirect) ＮＨＫワールド・ラジオ日本　インドネシア語放送
intl80th 国際放送開始80年ポータルサイト NHKワールドTV・ラジオ日本の番組全般
ippin イッピン イッピン
itaocinema 板尾シネマ 板尾シネマⅢ
j-100yama 実践！　にっぽん百名山 実践！にっぽん百名山
japan311 Japan beyond 3.11 Stories of Recovery 明日へ　-つなげよう-、他英語ページ
japan-art 物語で楽しむ日本の美 NHK WORLD The Magic of Japanese Masterpieces
jazz ジャズ・トゥナイト ジャズ・トゥナイト
jirenma ニッポンのジレンマ ニッポンのジレンマ
j-melo Ｊ-ＭＥＬＯ Ｊ-ＭＥＬＯ
journeys journeys in japan Journeys in Japan
kagaijugyou 課外授業～ようこそ先輩～ 課外授業ようこそ先輩
kagoshima NHK鹿児島放送局 情報WAVEかごしま、他

kaigai NHK海外ドラマホームページ

NHK海外ドラマ

ダウントン・アビーシリーズ、ワンス・アポン・ア・タイムシ
リーズ、サム＆キャットほか、NHKが放送する海外ドラマ

kaisetsu 解説委員室ホームページ 時論公論、くらし☆解説、視点・論点
kaiteki 世界の快適音楽セレクション 世界の快適音楽セレクション
kamado グレーテルのかまど グレーテルのかまど
kameon 亀田音楽専門学校 亀田音楽専門学校シーズン3
kanazawa NHK金沢放送局 かがのとイブニング、他
kanpai 鶴瓶の家族に乾杯 鶴瓶の家族に乾杯
kansaihot かんさい土曜ほっとタイム かんさい土曜ほっとタイム
kaotv かおテレビ かおテレビ
kataritei スポーツ酒場「語り亭」 スポーツ酒場「語り亭」
kawaii-i Kawaii International Kawaii International
kayou 歌謡スクランブル 歌謡スクランブル
keizai 経済フロントライン 経済フロントライン

kenko 健康ホームページ

健康ホームページ

きょうの健康、先どりきょうの健康、チョイス＠病気に
なったとき、NHKスペシャル、総合診療医 ドクターG、他
NHKが放送する健康番組全般

kids KIDS WORLD

KIDS WORLD

おかあさんといっしょ、いないいないばあっ！、ピタゴラ
スイッチほか、NHKが放送するこども幼児番組全般

kira きらクラ！ きらクラ！
kirameki きらめき歌謡ライブ きらめき歌謡ライブ
kissa 日曜喫茶室 日曜喫茶室
kitakyushu NHK北九州放送局 ニュースブリッジ北九州、他
kitami NHK北見放送局 つながる＠オホーツク、他
kitchen-wagon キッチンが走る！ キッチンが走る！
kiwamebito 助けて！きわめびと 助けて！きわめびと
kobako 名曲の小箱 名曲の小箱
kobe NHK神戸放送局 ニュースＫＯＢＥ発、他
kochi NHK高知放送局 こうち情報いちばん、他
kodomo-land こども放送探検ランド こども放送探検ランド
kofu NHK甲府放送局 まるごと山梨、他
kogaku 古楽の楽しみ 古楽の楽しみ
koi100 恋する百人一首 恋する百人一首



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組

kokokoza NHK高校講座

NHK高校講座

ベーシック英語、ベーシック数学、ベーシック国語、コミュ
ニケーション英語Ⅰ、数学Ⅰ、国語表現、化学基礎、物
理基礎、地学基礎、生物基礎、科学と人間生活、芸術
（美術Ⅰ/書道Ⅰ）、家庭総合、社会と情報、世界史、地
理、日本史、ビジネス基礎、体を動かすTV、ロンリのち
から、国語総合、現代文、古典、政治・経済、現代社会、
倫理、数学Ⅱ、保健体育、音楽Ⅰ、英語表現Ⅰ、コミュ
ニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ

kokoro こころの時代～宗教・人生～/宗教の時間 こころの時代～宗教・人生～／宗教の時間
kokorobeauty 香山リカのココロの美容液 香山リカのココロの美容液
kokorophoto こころフォト　忘れない こころフォト　～忘れない～
kokorotabi にっぽん縦断 こころ旅 にっぽん縦断 こころ旅
kokusaihoudou 国際報道2016 国際報道2016
korean NHK WORLD Korean ＮＨＫワールド・ラジオ日本　朝鮮語放送
kotabi 小さな旅 小さな旅
koten 古典芸能を楽しもう 古典芸能を楽しもう
kouhaku NHK紅白歌合戦 NHK紅白歌合戦
koushien NHK甲子園 NHK甲子園
kumamoto NHK熊本放送局 クマロク！、他

kurashi くらしのパートナー

くらしのパートナー

生放送　月刊きょうの料理、きょうの料理、きょうの料理
ビギナーズ、すてきにハンドメイド、趣味どきっ！、趣味
の園芸、趣味の園芸ビギナーズ、趣味の園芸やさいの
時間、まる得マガジン

kushiro NHK釧路放送局 つながる＠タンチョウ、他
kyoto NHK京都放送局 京いちにち、他
lalala ららら♪クラシック ららら♪クラシック
lesson Japanese Lessons やさしい日本語｜Easy Japanese
life コント「ＬＩＦＥ!」 ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～
literacy らじらー文庫 らじらー文庫
livebeat ライブビート ライブビート
lnews 各地のニュース 各地のニュース
luzon ルソンの壺 ルソンの壺
maebashi NHK前橋放送局 ほっとぐんま６４０、他
manben 浦沢直樹の漫勉 浦沢直樹の漫勉
mare 連続テレビ小説「まれ」 連続テレビ小説「まれ」
maro まろのSP日記 まろのSP日記
marple アガサ・クリスティー　ミス・マープル アガサ・クリスティー ミス・マープル
masakame マサカメＴＶ マサカメＴＶ
masashi 今夜も生でさだまさし 今夜も生でさだまさし
matsue NHK松江放送局 しまねっとＮＥＷＳ６１０、他
matsuodo トーキング　ウィズ　松尾堂 トーキング ウィズ松尾堂
matsuyama NHK松山放送局 いよ×イチ、他
mediasu メディアの明日 メディアの明日
meicho １００分de名著 １００分de名著
meiensou 名演奏ライブラリー 名演奏ライブラリー
meikyoku 名曲アルバム 名曲アルバム
mellow 松尾潔のメロウな夜 松尾潔のメロウな夜
mibook ミュージック・イン・ブック ミュージック・イン・ブック～音楽と文学の交差点～
michi NHK映像マップみちしる～新日本風土記アーカイブス～NHK映像マップみちしる～新日本風土記アーカイブス～
mikaiketsu 未解決事件 未解決事件・追跡プロジェクト
minimini ＮＨＫミニミニ映像大賞 ＮＨＫミニミニ映像大賞
minna みんなのうた みんなのうた
minnadedomo みんなＤＥどーもくん！ みんなDEどーもくん！
minyo-damashii 民謡魂　ふるさとの唄 民謡魂 ふるさとの唄
minyo-nihon 日本の民謡 日本の民謡
minyo-tazunete 民謡をたずねて 民謡をたずねて
mito NHK水戸放送局 茨城ニュースいば６、他
miyazaki NHK宮崎放送局 イブニング宮崎、他

mizunoyoshiki-radio いきものがかりの水野良樹ラジオ！
いきものがかりの水野良樹ラジオ～もうすぐ10周年なん
です、いろいろと…スペシャル～

mj MUSIC JAPAN MUSIC JAPAN
ml ミュージックライン ミュージックライン
mokugeki 目撃！日本列島 目撃！日本列島
moribito 大河ファンタジー「精霊の守り人」 精霊の守り人｜NHK放送９０年 大河ファンタジー
morioka NHK盛岡放送局 おばんですいわて、他
mota モタさんの“言葉” モタさんの“言葉”



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組
mousou 妄想ニホン料理 妄想ニホン料理
mp ミュージックプラザ ミュージックプラザ
munyan なりきり！むーにゃん生きもの学園 なりきり！むーにゃん生きもの学園
muroran NHK室蘭放送局 I LOVE JIMOTO いぶりひだか、他
muse ミューズノート ミューズノート
musica ムジカ・ピッコリーノ ムジカ・ピッコリーノ
nagano NHK長野放送局 イブニング信州、他
nagasaki NHK長崎放送局 イブニング長崎、他
nagoya NHK名古屋放送局 ほっとイブニング、他
nara NHK奈良放送局 ならナビ、他

nature ＮＨＫ自然　Ｎａｔｕｒｅ

ＮＨＫ自然　Ｎａｔｕｒｅ

さわやか自然百景、ダーウィンが来た！生きもの新伝
説、ワイルドライフ、ニッポンの里山～ふるさとの絶景に
出会う旅～、コズミックフロントNEXT、サイエンスZERO

nazo 謎解きLIVE 謎解きLIVE
ncon ＮＨＫ全国学校音楽コンクール●Ｎコン● Nコン2016
nehohaho ねほりんはほりん ねほりんはほりん
nekoaruki 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合光昭の世界ネコ歩き
nenriki 念力家族（天てれドラマ） 念力家族（天てれドラマ）
netradio NHKネットラジオ　らじる★らじる Ｒ１、Ｒ２、ＦＭの全番組
news NHKニュース ニュース
news2015 ニュースハイライト２０１５ ニュースハイライト2015
news7 ニュース７ NHKニュース7
newsterrace ニューステラス関西 ニューステラス関西
next-mirai NEXT　未来のために NEXT 未来のために
nextworld NEXT WORLD 私たちの未来 NEXT WORLD 私たちの未来
nhkconcert Ｎ響演奏会 N響演奏会
nhkworld NHK WORLD ＮＥＷＳＬＩＮＥ、他
nichibara 日曜バラエティー 日曜バラエティー
nichibi 日曜美術館 日曜美術館
niigata NHK新潟放送局 新潟ニュース６１０、他
nikui 世界入りにくい居酒屋 世界入りにくい居酒屋
ninchishou 認知症キャンペーン 認知症キャンペーン
nipponkikou にっぽん紀行 にっぽん紀行
nkyolegend N響　ザ・レジェンド N響 ザ・レジェンド
nodojiman のど自慢 ＮＨＫのど自慢
nomitetsu 六角精児の呑み鉄本線・日本旅 六角精児の呑み鉄本線・日本旅
no-more-hibakusha ノーモア・ヒバクシャ シリーズ被爆70年
nova リサイタル・ノヴァ リサイタル・ノヴァ
np にっぽんプレミアム にっぽんプレミアム
nw9 ニュースウオッチ９ ニュースウオッチ９
obihiro NHK帯広放送局 つながる＠とかちカフェ、他
o-giri 着信御礼！ケータイ大喜利 着信御礼！ケータイ大喜利
ohayou ＮＨＫニュース　おはよう日本 ＮＨＫニュース　おはよう日本
oikonomia オイコノミア オイコノミア
oita NHK大分放送局 しんけんワイド大分、他
okawari 食材探検　おかわり！にっぽん 食材探検　おかわり！にっぽん
okayama NHK岡山放送局 岡山ニュースもぎたて！、他
okinawa NHK沖縄放送局 おきなわＨＯＴeye、他
olympian めざせ！2020年のオリンピアン／パラリンピアン めざせ！2020年のオリンピアン／パラリンピアン
ongakukan クラシック音楽館 クラシック音楽館
ongakuneccyu 音楽熱中倶楽部 音楽熱中倶楽部
onko 小山薫堂の“温故知新堂” 小山薫堂の“温故知新堂”
opera-f オペラ・ファンタスティカ オペラ・ファンタスティカ
osaka ＮＨＫ大阪放送局 ニュースほっと関西、他
oto 音の風景 音の風景
otona オトナヘノベル オトナヘノベル
otsu NHK大津放送局 おうみ発６３０、他
ourfuture ＮＨＫスペシャル　シリーズ「私たちのこれから」 ＮＨＫスペシャル　シリーズ「私たちのこれから」
oyasumi おやすみ日本　～眠いいね！～ おやすみ日本　～眠いいね！～
park スタジオパークからこんにちは スタジオパークからこんにちは
peace NHK平和アーカイブス NHKスペシャル、他平和に関する番組
persian NHK WORLD Persian ＮＨＫワールド・ラジオ日本　ペルシャ語放送
po ニッポンのポ NHKスペシャル　戦後７０年ニッポンの肖像、他
podcasts ＮＨＫ Ｒａｄｉｏ Podcast Ｒ１、Ｒ２、ＦＭでポッドキャストサービスを実施する番組
poirot 名探偵ポワロ ハイビジョンリマスター版 名探偵ポワロハイビジョンリマスター版
pops10 懐かしのポップストップ10 懐かしのポップストップ10
portrait ミュージック・ポートレイト ミュージック・ポートレイト
portuguese NHK WORLD Portuguese ＮＨＫワールド・ラジオ日本　ポルトガル語放送



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組
postwar 戦後史証言アーカイブス 戦後史証言アーカイブス
prekiso プレキソ英語 プレキソ英語
premium プレミアムシアター プレミアムシアター
professional プロフェッショナル　仕事の流儀 プロフェッショナル　仕事の流儀
profiler ザ・プロファイラー　～夢と野望の人生～ ザ・プロファイラー～夢と野望の人生～
p-stage プレミアムステージ プレミアムステージ
quruli くるり電波 くるり電波
r1 Ｒ１　ＮＨＫラジオ第１ すっぴん、他Ｒ１で放送する番組全般
r2 ＮＨＫラジオ第２ 文化講演会、他Ｒ２で放送する番組全般
r2bunka ラジオ文化番組ホームページ カルチャーラジオ、他ラジオ文化番組
radionews ラジオニュース ラジオニュース
radirer らじらー！ らじらー！
radiru あ、ラジオ聞こ あ、ラジオ聞こ
r-asa マイあさラジオ マイあさラジオ
real-jp 国民アンケートクイズ　リアル日本人！ 国民アンケートクイズ　リアル日本人！
rhousoku Rの法則 Rの法則
rj NHK WORLD RADIO JAPAN ＮＨＫワールド・ラジオ日本　英語放送
rmj ラジオマンジャック ラジオマンジャック
r-news NHK Radio News ラジオニュース
robocon NHKロボコン NHKロボコン2015
rockbar 岡田惠和　今宵、ロックバーで 岡田恵和 今宵、ロックバーで
rosen のんびりゆったり　路線バスの旅 のんびりゆったり 路線バスの旅

rr ＮＨＫロードレースオンライン
ＮＨＫロードレースオンライン
全国高校駅伝ほか、NHKで放送するロードレース中継
番組全般

run ラン×スマ～街の風になれ～ ラン×スマ～街の風になれ～
russian NHK WORLD Russian ＮＨＫワールド・ラジオ日本　ロシア語放送
ryo 受信寮の人々 受信寮の人々
saga NHK佐賀放送局 ニュースただいま佐賀、他
saitama NHKさいたま放送局 日刊さいたまーず、他
sakidori サキどり↗ サキどり↗
salameshi サラメシ サラメシ
sanadamaru 真田丸 真田丸
sapporo NHK札幌放送局 ほっとニュース北海道、他
sawayaka ようこそ さわやか自然百景のホームページへ さわやか自然百景
scf サウンドクリエイターズ・ファイル サウンドクリエイターズ・ファイル
schola ｓｃｈｏｌａ　坂本龍一　音楽の学校 ｓｃｈｏｌａ　坂本龍一　音楽の学校

school NHK for School ● ポータル

NHK for School

10min.ボックス　理科2分野、ミクロワールド、考えるカラ
ス、カガクノミカタ、ふしぎがいっぱい（6年）、ふしぎが
いっぱい（5年）、ふしぎがいっぱい（4年）、ふしぎがいっ
ぱい（3年）、大科学実験、10min.ボックス　理科1分野、
ものすごい図鑑を持って、さあ森へ！カブトムシ探検
隊、ふしぎ大調査、10min.ボックス　理科～生物的分
野、ふしぎワールド、10min.ボックス　理科～野外観察的
分野、ふしぎだいすき、10min.ボックス　理科～物理・化
学的分野、ふしぎ情報局、10min.ボックス　公民、10min.
ボックス　日本史、歴史にドキリ、見えるぞ！ニッポン、
知っトク地図帳、未来広告ジャパン！、10min.ボックス
地理、どきどきこどもふどき、社会のトビラ、おはなしのく
にクラシック、おはなしのくに、お伝と伝じろう、ことばドリ
ル、にほんごであそぼ、10min.ボックス　古文・漢文、
ひょうたんからコトバ、わかる国語　読み書きのツボ　5・
6年、10min.ボックス　現代文、さんすう刑事ゼロ、さんす
う犬ワン、マテマティカ2、時々迷々、オン・マイ・ウェ
イ！、銀河銭湯パンタくん、ざわざわ森のがんこちゃん、
ココロ部！、道徳ドキュメント、おんがくブラボー、はりき
り体育ノ介、キミなら何つくる？、テイクテック、カテイカ、
学ぼうBOUSAI、メディアのめ、昔話法廷、子ども安全リ
アル・ストーリー、げんばるマン、スマホ・リアル・ストー
リー、ABUアジア子どもドラマシリーズ、ど～する？地球
のあした、伝える極意、プレキソ英語、えいごリアン／
スーパーえいごリアン、カラフル！、いじめをノックアウ
ト、えいごでがんこちゃん、できた　できた　できた～健
康・からだ編、できた　できた　できた～家庭・社会生活
編、できた　できた　できた～学校生活編、で～きた、人

seimei 生命ポータルサイト 生命大躍進
sekaima これでわかった！世界のいま これでわかった！世界のいま
sekaimachi 世界ふれあい街歩き 世界ふれあい街歩き



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組
sekatoki 世界で一番美しい瞬間（とき） 世界で一番美しい瞬間（とき）
seminar 新クイズ面白ゼミナール 新クイズ面白ゼミナール
sendai ＮＨＫ仙台放送局 てれまさむね、他
session セッション セッション2016
sg-project ＮＨＫソーシャル・グッド・プロジェクト ＮＨＫソーシャル・グッド・プロジェクト
sh15 シャーロックホームズ シャーロックホームズ
shiawase しあわせニュース しあわせニュース2015
shibu5 ニュース　シブ5時 ニュース シブ5時
shinyabin ラジオ深夜便 ラジオ深夜便
shizuoka NHK静岡放送局 たっぷり静岡、他
shogenarchives 戦争証言アーカイブス 戦争証言アーカイブス
shonen ザ少年倶楽部 ザ少年倶楽部
shonen-p ザ少年倶楽部プレミアム ザ少年倶楽部 プレミアム
shouhyakka バラエティー生活笑百科 バラエティー生活笑百科
shouri 為末大が読み解く！　勝利へのセオリー 為末大が読み解く！勝利へのセオリー
showahit 昭和ヒット倶楽部 昭和ヒット倶楽部
shutoken NHK＠首都圏 NHK＠首都圏
shuwa NHK手話ニュース NHK手話ニュース
siwa ラジオコメディー「シワ・ハウス」 ラジオコメディー「シワ・ハウス」
sketch 名曲スケッチ 名曲スケッチ
sonae NHK そなえる防災 NHK そなえる防災
songs ＳＯＮＧＳ ＳＯＮＧＳ
soul ザ・ソウルミュージック ザ・ソウルミュージック
space NHK宇宙チャンネル コズミックフロント☆ＮＥＸT
spanish NHK WORLD Spanish ＮＨＫワールド・ラジオ日本　スペイン語放送
special NHK SPECIAL HOME PAGE ＮＨＫスペシャル

sports ＮＨＫオンライン|スポーツオンライン
プロ野球中継、サタデースポーツ、他NHKが放送するス
ポーツ中継及び情報番組全般

sportslessons テレビスポーツ教室 テレビスポーツ教室
subculture ニッポン戦後サブカルチャー史 ニッポン戦後サブカルチャー史Ⅱ
sugowaza 超絶　凄ワザ！ 超絶 凄ワザ！
suiensaa すイエんサー すイエんサー
sukusuku すくすく子育て すくすく子育て
sun-asia AFF + SUNDANCE/NHK AWARD AFF + Sundance Institute/NHK Award
sunshine ウィークエンドサンシャイン ウィークエンドサンシャイン
superpresentation スーパープレゼンテーション スーパープレゼンテーション
suppin NHKすっぴん！ NHKすっぴん！
swahili NHK WORLD Swahili ＮＨKワールド・ラジオ日本　スワヒリ語放送
switch-int ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達 SWITCHインタビュー 達人達（たち）
tabi-r 旅ラジ！ 旅ラジ！
taiga 大河ドラマ 大河ドラマ
taihentokoro 所さん！大変ですよ 所さん！大変ですよ
takamatsu NHK高松放送局 ゆう６かがわ、他
tamashii アスリートの魂 アスリートの魂
tametravel タメ・トラベル タメ・トラベル～同い年おしゃべり旅～
tankahaiku ＮＨＫ短歌・俳句ホームページ ＮＨＫ短歌・俳句ホームページ
tenwara サンドウィッチマンの天使のつくり笑い サンドウィッチマンの天使のつくり笑い
tetsutabi 中井精也のてつたび 中井精也のてつたび
thai NHK WORLD Thai ＮＨＫワールド・ラジオ日本　タイ語放送
thecovers THE COVERS The Covers 
thepremium ザ・プレミアム ザ・プレミアム
timescoop タイムスクープハンター タイムスクープハンター
tokuho 特報首都圏 特報首都圏
tokushima NHK徳島放送局 とく６徳島、他
tokyodeep TOKYOディープ！ TOKYOディープ！
tokyojazz 第１４回　東京ＪＡＺＺ プレイバック東京JAZZ 2015
totteoki NHKとっておきサンデー NHKとっておきサンデー
totteoki-r とっておきラジオ とっておきラジオ
totteokitv とっておきテレビ とっておきテレビ
tottori NHK鳥取放送局 いちおしＮＥＷＳとっとり、他
touron 日曜討論 日曜討論
toyama NHK富山放送局 ニュース富山人、他
tsu NHK津放送局 ほっとイブニングみえ、他
tsubo 美の壺 美の壺
tvkun Ｌｅｔ’ｓ天才てれびくん Ｌｅｔ’ｓ天才てれびくん
u29design 人生デザイン　Ｕ２９ 人生デザインU-29
umai うまいッ！ うまいッ！
urdu NHK WORLD Urdu NHKワールド・ラジオ日本　ウルドゥー語放送
uta 新・ＢＳ日本のうた 新・BS日本のうた
utacon ＮＨＫ歌謡コンサート NHK歌謡コンサート



ディレクトリ名 ホームページ名 対応する放送番組
utanichi 歌の日曜散歩 歌の日曜散歩
utsunomiya NHK宇都宮放送局 とちぎ６４０、他
venetia 猫のしっぽ　カエルの手　京都大原　ベニシアの手づくり暮らし猫のしっぽ　カエルの手　京都大原　ベニシアの手づくり暮らし

verandar 植物男子ベランダ－ 植物男子ベランダー　BOTANICAL LIFE OF VERANDAR　俺のウインタースペシャル

vietnamese NHK WORLD Vietnamese NHKワールド・ラジオ日本　ベトナム語放送
viva ビバ！合唱 ビバ！合唱

voice311 ＮＨＫ東日本大震災　音声アーカイブス
明日へ　つなげよう、他NHKが放送する東日本大震災
関連番組

wakayama NHK和歌山放送局 あすのＷＡ！、他
wanpaco ワンワンパッコロ！キャラともワールド ワンワンパッコロ！キャラともワールド
waracchao ワラッチャオ！ ワラッチャオ！
warakezuri 笑けずり 笑けずり
warauyo 笑う洋楽展 笑う洋楽展
war-okinawa 沖縄戦全記録 沖縄戦全記録
watamono AKB48の“私たちの物語” AKB49の“私たちの物語”
wdoc BS世界のドキュメンタリー BS世界のドキュメンタリー
weather 気象情報 ニュース（気象災害情報）
wildlife ワイルドライフ ワイルドライフ
wisdom グローバルディベート　ＷＩＳＤＯＭ グローバルディベート　ＷＩＳＤＯＭ
wonderlesson 奇跡のレッスン 最強コーチが導く 飛躍の言葉 奇跡のレッスン
worldbicycle 世界自転車探検部 世界自転車探検部
worldsports ワールドスポーツ ワールドスポーツ
yamagata NHK山形放送局 ニュースやまがた６時、他
yamaguchi NHK YAMAGUCHI ONLINE 情報維新！やまぐち、他
ygd 洋楽グロリアス デイズ 洋楽グロリアス デイズ
yokohama NHK横浜放送局 横浜サウンド☆クルーズ、他
yokowords ヨーコさんの“言葉” ヨーコさんの“言葉”
yomigaeri 感涙！よみがえりマイスター よみがえりマイスター
yoruplaylist 夜のプレイリスト 夜のプレイリスト
yoshiwara 正月時代劇　吉原裏同心～新春吉原の大火～ 正月時代劇 吉原裏同心～新春吉原の大火～

yougaku80 洋楽倶楽部８０’s

洋楽倶楽部

洋楽グロリアス デイズ、クリス松村の音楽処方箋、笑う
洋楽展、ワールド・プレミアム・ライブ、洋楽倶楽部８０'ｓ
～バンド・エイドに集ったアーティスト～、ＢＳ洋楽グラ
フィティー６０'ｓ、ＢＳ洋楽グラフィティー７０'ｓ、ＢＳ洋楽グ
ラフィティー８０'ｓ、ＢＳ洋楽グラフィティー９０'ｓ、

yuran 音楽遊覧飛行 音楽遊覧飛行
zanmai 今日は一日・・・○○三昧 今日は一日○○三昧（ざんまい）
zero サイエンスZERO/トップページ サイエンスZERO


