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本土復帰50年、沖縄とともに。公共放送NHK

2022 10OCTOBER

※過去の大会の写真を使用しています

10月28日（金）

まっちょーいびんどー！

世界のウチナーンチュ

午後7：30 沖縄県域



※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の10 関連番組沖縄

９月10日、90歳で亡くなった琉球古典音楽の人間国宝・照喜名朝一さん。組踊や舞踊の地謡をはじめ幅広い芸域で活躍し、
後進の育成にも努めてきました。ＮＨＫに残された貴重な映像で、歌三線をこよなく愛したその足跡を振り返ります。

7日
（金）
7日
（金）

人間国宝・照喜名朝一さんをしのんで 午後7：30  沖縄県域

 14日(金） 19:55～ うちなー名作選　日曜美術館　失われたときを求めて～沖縄本土復帰50年

 28日(金） 19:30～ きんくる～沖縄金曜クルーズ～　まっちょーいびんどー！世界のウチナーンチュ
 21日(金） 19:30～ うちなー名作選　絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城　沖縄の城～世界遺産グスクの謎～

 7日(金） 19:30～ 沖縄の歌と踊り　人間国宝・照喜名朝一さんをしのんで

 1日(土） 9:55～ 第72回沖縄県高等学校野球秋季大会　準決勝
 1日(土） 19:00～ Bリーグ「琉球ゴールデンキングス」VS「宇都宮ブレックス」

 9日(日） 11:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「ミュージシャンズ・ミュージシャン！ジョージ紫」（再）
 14日(金） 19:30～ うちなー名作選　ドキュメント72時間　沖縄 今日も“ゆんたく”市場で

 2日(日） 13:00～ 第72回沖縄県高等学校野球秋季大会　決勝
 2日(日） 9:00～ 第72回沖縄県高等学校野球秋季大会　順位決定戦

 6日(木） 18:00～ 沖縄ミュージックジャーニー「ミュージシャンズ・ミュージシャン！ジョージ紫」

沖縄県域 木曜 午前8:50 ほか

ＨＰでも

過去の放送を

公開中♪

昔々、琉球に恐ろしい疫病が流行り、たく
さんの人が亡くなりました。人々は家に籠
り、店は閉まり、外を歩く者はいなくなり
ました。暇をもらって故郷へ帰るタルーが
歩いていると、木に繋がれた牛を見かけ
ました。やせ細った牛を不憫に思ったタ
ルーが縄を解いてやると…。シマクサラ
シの風習の始まりといわれる物語です。

うちなー昔話 「話をする牛～シマクサラシのはじまり」6日[木]

みなさんが一度は聞いたことがある童
謡や唱歌です。これを沖縄各地の言葉
で歌うと、どんな風に聞こえるでしょうか。
歌は「夕焼け小焼け」。夕焼け小焼けで
日が暮れて～♪。沖縄の夕焼けもきれ
いですよね。那覇市出身の歌手、比屋
定篤子さんが、本島南部の言葉で歌い
ます。

うちなー童謡 「夕焼け小焼け」比屋定篤子さん（再）20日[木]

午後6：00 沖縄県域

ミュージシャンズ・ミュージシャン！
ジョージ紫

6日
（木）
6日
（木）

今回のゲストは、ロック・レジェンド・バンド「紫」の
リーダー・ジョージ紫さんと、サウンド制作のキーマ
ンでもある、ベース担当・クリスさん。
ミュージシャンたちから支持され、専門家たちから
も高く評価されているジョージ紫さんにフォーカス
し、多様性溢れる豊かな音楽観を探っていきます。

10月末、世界のウチナーンチュ大会が６年ぶりに開幕！沖縄にルーツを持つ人々が大集合する。沖縄の海外移民が始まって
120年以上がたつ今なお、歴史や文化を次世代へつなごうと奮闘する世界のウチナーンチュを追う。

まっちょーいびんどー！世界のウチナーンチュ
午後7：30  沖縄県域

28日
（金）
28日
（金）

ドキュメント72時間 
沖縄 今日も“ゆんたく”市場で

日曜美術館  失われたときを求めて
　　　　　～沖縄本土復帰50年

トマトや山芋、島バナナ。コインや切手といった骨董品。さらに米軍払い下げの軍用品など。舞台は沖縄本島の東海岸沿いにある
「いしじゃゆんたく市場」。「ゆんたく」とは、「おしゃべり」の意味で、市場のあちこちで「ゆんたく」の花が咲く。本土復帰時はバス
の運転手だったという古着店の男性。カラオケ喫茶を営む女性客は、出稼ぎや米兵との結婚など、激動の人生を語る。小さな市
場にカメラを据え、沖縄の歩みを見つめる。（初回放送日 ： 2022年5月20日）

午後7：30  沖縄県域

絶対行きたくなる！
ニッポン不滅の名城
沖縄の城～世界遺産グスクの謎～
城の魅力と謎に迫る、人気シリーズ。今回は、沖縄の城「グスク」を特
集。本土とは異なる歴史と文化を花開かせてきた沖縄。その象徴とし
て発展してきたグスクの秘密とは！？（初回放送日 : 2022年7月2日）

午後7：30  沖縄県域

本土復帰５０年を迎えた沖縄。近年、戦争で失われた文化財を
復元する取り組みが行われている。県民の四人に一人が犠牲
となった沖縄戦では、貴重な文化財とともに、その技の担い手
までもが失われてしまった。かろうじて残された仏像の破片や
戦前に撮影された白黒写真などを手がかりに、かつての技術を
取り戻す作業は、“失われた記憶”を取り戻す営みでもあった。
文化を蘇らせ、後世に伝えようという取り組みを見つめる。
（初回放送日：2022年5月15日）

午後7：55  沖縄県域

NHKがお届けする珠玉のシリーズ
沖縄を見つめてきた数々の番組から

厳選してお届けします14日
（金）

21日
（金）

全力応援！
高校野球！！
全力応援！
高校野球！！

順位決定戦 2日 午前9：00～日

準決勝 1日 午前9：55～土

決　勝 2日 午後1：00～日
※放送予定は変更の可能性があります。

生中継

※過去の大会の写真を使用しています
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材料(２人分)/★下の層
● キウイ １/２個
● グラニュー糖 ２０ｇ
● 水 ０ｇ
● 粉ゼラチン
  (水１０ｇでふやかす) ２ｇ

材料(２人分)/★上の層
● スイカ(裏ごし) ２００ｇ
● グラニュー糖 ３０ｇ

● 粉ゼラチン
  (水３０ｇでふやかす) ５ｇ

その他
● チョコチューブ　● まるくくり抜いたスイカ　適量

材料(２人分)/★真ん中の層
● 牛乳 ５０ｇ
● グラニュー糖 １０ｇ
● 粉ゼラチン
  (水１０ｇでふやかす) ２ｇ

鍋に牛乳・グラニュー糖を入
れ沸騰させる3

3を火からおろしてゼラチン
を入れる
粗熱をとる為にボウルに移し
氷水で冷やし、冷やしておいた
2のカップに牛乳ゼリーを入
れ冷蔵庫で冷やしておく

4

鍋にスイカ、グラニュー糖を入れ沸騰させる
(スイカはジューサーでピューレ状にして裏
ごししています)

5

5を火からおろしてゼラチンを入れる
粗熱をとる為にボウルに移し氷水で冷やして
おく

6

6の粗熱がとれたらカップに流し入れ、冷蔵
で冷やし固めたら
まるくくり抜いたスイカを載せて完成です

7

【リヨン風サラダ】リヨン地方の郷土料理。ポーチドエッグ、ベーコン、クルトンが入る

ひんやりスイカゼリー

鍋に５mm角位に切っ
たキウイ、グラニュー糖、
水を入れ沸騰させる

1

1を火からおろしてゼ
ラチンを入れる
粗熱をとる為にボウル
に移し氷水で冷やし
カップに移して冷蔵庫
で冷やしておく

2

～ ★下の層 ～

沖縄が本土に復帰して50年。かつて琉球王国だった沖縄は、「琉球処
分」で日本に併合されたのち、沖縄戦の時代（戦世）、アメリカによる占
領・統治下の時代（アメリカ世）、そして本土復帰を経た日本の時代（大
和世）と“世替わり”を経験してきました。このサイトでは「アメリカ世」
から「大和世」にかけてのできごとをタイムライン形式で伝えます。

詳しくは
こちらから

顔ヨガ
すっきりキレ

イを目指すすっきりキレ
イを目指す

監修：顔ヨガインストラクター 森 あゆみさん

ヨガの呼吸法やゆっくりとした動きを取り入れる
ことで、顔の筋肉を刺激してしなやかな弾力を
取り戻し、血行・リンパの流れ・新陳代謝を促進
します。平日 午前11：40

にっこり
カニ体操

これを１セット

すべての歯を見せて

にっこり笑う

注意ポイント

両手の甲をみせて

1

親指を他の指から離し
パカッと開いて

口角を上げてにっこり笑顔に

2

息をふぅーっと吐きながら
脱力して指を戻します

3

人差し指と中指の間を
パカッと開いて

口角を上げてにっこり笑顔に

4

息をふぅーっと吐きながら
脱力して指を戻します

5

中指と薬指の間を
パカッと開いて

口角を上げてにっこり笑顔に

6

息をふぅーっと吐きながら
脱力して指を戻します

7

薬指と小指の間を
パカッと開いて

口角を上げてにっこり笑顔に

8

息をふぅーっと吐きながら
脱力して指を戻します

9

沖縄県洋菓子協会副会長
田島 由幸さん

監修

佐久本 真彩
キャスター

しっかり火を通す！ ⇒ 酵素
の強いキウイでも固まりやす
くなる

Point 牛乳のまわりがフツフツとなればＯＫ
キウイの様に沸騰させない

焦げないように注意

～ ★真ん中の層 ～ ～ ★上の層 ～

4のカップの裏側にチョコチューブでスイカの種
を描いておく

待っている間に

期待できる

効果

○口角アップ
○ほおのリフトアップ
素敵な笑顔に

ポーチドエッグの作り方

材料(２人分)
● チシャナバー 各適量

● レタス 各適量
● ハンダマ 各適量
● ブロックベーコン ５０ｇ

● 卵 ２個
● 薄切りパン ４枚
● 島にんにく 1片
● オリーブオイル 少々
● 酢 小さじ1/2

島野菜 レタスに比べて
苦みがある

★材料(ドレッシング)
● 白ワインビネガー
  (米酢でも◎) １０ml
● 粒マスタード １０ｇ
● オリーブオイル ３０ml
● 塩・こしょう 適量

材料(ポーチドエッグ用)
● 水 ６００cc
● 酢 大さじ２
● 塩 小さじ１

フライパンにオリーブオイルをしき、ベーコンとパンを焼く1
パンをフライパンからあげ、皮をむいた島にんにくをすり
つけておく2
フライパンに残ったベーコンに酢を加えて、強火で酢の酸
味をとばす3
ボウルにチシャナバー、レタス、ハンダマを★ドレッシング
であえてお皿に盛りつけ、パン、ベーコン、ポーチドエッグ
をのせたら完成です。

4

鍋に水を入れ沸騰させたら火を弱めて、酢、下
味で塩を加える1
スプーンでうずをつくり、小皿に割り入れた卵
をそっと入れ、３分煮る2
３分煮たら冷水に移し、ペーパータオルで水分
をとっておく3

チシャナバーのリヨン風サラダ

フランス料理店経営
新屋 健一さん

監修

島野菜で

ごちそうサラダ

仲本 奈鶴季
キャスター

【酢】… 卵白を固める作用がつよい
【うずをつくる】… 卵白のまとまりをよくする

イ
ン
フ
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放送から1週間
パソコンやスマホで
いつでもどこでも、何度でも

総合・Eテレの番組を

ご覧いただけるサービスです。

ご利用にはデータ通信量が発生します
テレビ等の受信機をお持ちで
放送受信契約を締結いただいた方には
利用登録いただけます

利用登録はこちらから

便利なコンテンツのご紹介
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