
 

学校休校に伴うＮＨＫの特別編成など（追加情報）について 

 

２０２０年３月９日 

NHK 広報局 

 

全国で大半の小中学校・高等学校および特別支援学校等の休校を受けて、Ｎ

ＨＫは、Ｅテレを中心に、総合テレビ、衛星波、ラジオ、「ＮＨＫプラス」を

含むインターネットで、小学生から高校生までの在宅の児童生徒に、学ぶ機会

や、日々の暮らしに潤いと楽しみを感じていただけるようなコンテンツをお

届けしています。 

 

Ｅテレでは、午前９時から１０時１５分までの学校放送番組、午後２時から

３時までの高校講座を休校期間中も放送し、自宅学習をサポートしています。 

ウェブサイト「NHK for School」では、特に未履修の単元を自宅で無理なく

楽しく学習していただけるよう、教育現場の先生方が薦めるコンテンツを学

年別にセレクトして、掲載しています。 

Ｅテレのサブチャンネルでは、午前１０時２５分から午後０時は学習にも

役立つ子ども向け番組（「すイエんサー」「バビブベボディ」「自由研究５５」、

海外ドラマなど）、午後１時５分から２時は子どもたちにストレスを発散して

もらえる番組（「パプリカ」「おしりたんてい」「なりきり！むーにゃん生きも

の学園」など）を編成しています。 

 

総合テレビでは、「あさイチ」や「ごごナマ」などの番組で、自宅でできる

体操の紹介や、専門家による悩み相談など、子どもだけでなく、保護者、そし

て高齢者の方々にも役立つ情報をお伝えしています。 

３月２４日には、総合テレビとラジオ第１で、休校により卒業式が出来なく

なった、あるいは縮小されてしまった児童・生徒たちに向けた緊急の特別番組

「みんなの卒業式」を放送します。 

 

このほか、ＢＳ１、ＢＳプレミアム、ＢＳ４Ｋ、ＢＳ８Ｋ、ラジオ第１でも、

児童・生徒が、あるいは親子で楽しめるコンテンツを編成してまいります。 

 



           各波の放送等の詳細 ※一部既発表継続中のものも含みます 

■学習の支援（学校放送番組・ウェブサイト「NHK for School」等） 

【Ｅテレ】 

・学習の機会を提供するため、午前 9:00～10:15 に放送している学校放送番組、午後 2:00～3:00 に放

送している高校講座を継続。番組内容を E テレ編集部ツイッターなどで発信します。 

 

NHK E テレ編集部ツイッター ＵＲＬ https://twitter.com/nhk_Etele 

 

【デジタル】 

・学校向けのさまざまなコンテンツを提供しているポータルサイト「NHK for School」内に、子ども

たちの在宅利用を打ち出した特集コーナーを開設。教育研究者や現場の先生方の意見を集約し、在

宅での使い方や、「先生が選ぶ学年ごとのプレイリスト」などを提供します。特に未履修の単元を自

宅で無理なく楽しく学習できるように整備します。そのほか、新型コロナウイルス関連のわかりや

すいニュースなども含めて、在宅の子どもたちに向けた情報をお届けします。（3/4 以降順次更新） 

・子どもたちや保護者の方にわかりやすいよう、NHK オンラインの原則すべての PC サイトの最上

部に「for School」への案内を記載し、トップページからも誘導を強化します。 

  【字幕付きの番組もあります  ※一部未対応機種あり】 

 

NHK for School ＵＲＬ https://www.nhk.or.jp/school/ 

 

■暮らしのケア 

 

【Ｅテレ】 

・月～金曜日の午前 10:25～午後 0:00 まで、E テレサブチャンネルで学習にも役立つ子ども向け番組

（「すイエんサー」「バビブベボディ」「自由研究５５」、海外ドラマなど）を編成しています（3 月

2 日から実施中）。 

・視聴が長時間になりすぎないよう、午後 0:00～1:00 はマルチ編成を休止。「NHK 手話ニュース」の

後、午後 1:05～2:00 のサブチャンネルで子どもたちにストレスを発散していただけるようなコン

テンツ（「パプリカ」「おしりたんてい」「なりきり！むーにゃん生きもの学園」など）を編成してい

ます（3 月 3 日から実施中）。 

 

【総合】 

◎「あさイチ」「ごごナマ」等で「ロコモティブ・シンドローム」対策を放送 

  外出ができずに運動不足になりがちな子どもや高齢者を対象に、ロコモティブ・シンドローム（運

動器症候群）を予防する体操などを「あさイチ」「ごごナマ」のなかで放送します。 

○「あさイチ」での取り組み 

・３月 10 日（火）から 2 週間程度、「一緒にやろう！ おうちでからだを動かそうプロジェクト」  

コーナーを実施。NHK for School 内のコンテンツなどから、在宅の子どもたちに向けた運動や遊び 

の動画コンテンツを紹介。 

 

https://twitter.com/nhk_Etele
https://www.nhk.or.jp/school/


◎特番「みんなの卒業式」 

  今回の休校措置により、卒業式の中止や規模縮小が相次いでいます。「卒業」という人生の門出を

迎えた児童生徒を励ますため、アーティストによる卒業ソングの歌唱を中心とした特番を編成。ツ

イッターなどで卒業への思いを募集し「みんなの卒業式」を伝えます。 

3 月 24 日（火） 午後 7:30～  

 

◎就活生向け情報をテレビ・ネットで発信 

  学生向けの会社説明会が中止になるなど、就職活動についても過去に例のない形となっています。

ＮＨＫが展開する公共メディアキャンペーン「就活生応援キャンペーン」では、NEWSWEB「就活

応援ニュースゼミ」で最新情報を掲載するとともに、就活生向け番組「就活生日記」「面接室へ GO！」

で就活に苦労する学生たちを励ますメッセージを届けます。 

   

就活応援ニュースゼミＵＲＬ https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/ 

 

【ＢＳ１】 

◎親子で視聴できる「奇跡のレッスン」を午前の時間帯にアンコール放送します。 

・「書道 熊峰（ユウホウ）」 

３月 11 日（水）午前 9:00～10:49 

 

◎パラリンピック競技の魅力を、日本を代表する漫画家やアニメ監督たちが「アニメ」で描いた「アニ

×パラ」を第１弾から第８弾まで一挙に放送します。 

３月 11 日（水）午後 6:00～6:40 

 

【ＢＳプレミアム】 

中学生・高校生の知的好奇心を満たす番組を放送します。平日朝８時の「ワイルドライフ」、「英雄

たちの選択」、「偉人たちの健康診断」の定時再放送枠や、日中時間帯などに、休校中の中学生・高校

生”の教養向上に資する番組を編成します。 

 

◎ワイルドライフ 

・「シリーズ ＤＹＮＡＳＴＩＥＳ 孤軍奮闘 母ライオン家族を守る闘い」 

再放送 3 月 16 日（月）午前 8:00～8:59 

・「東欧ルーマニア 神秘の滝 桃源郷にカワガラスが舞う」 

再放送 3 月 23 日（月）午前 8:00～8:59 ※本放送 3 月 16 日（月）午後 8:00～8:59 

 

◎英雄たちの選択 

・「戦国ミステリー 斎藤道三はふたりいた！？～下克上の真実～」 

  再放送 3 月 11 日（水）午前 8:00～8:59 

・「水害と闘った男たち～治水三傑・現代に活かす叡智～」 

 再放送 3 月 18 日（水）午前 8:00～8:59 ※本放送 3 月 11 日（水）午後 8:00～8:59 

・「渋沢栄一 知られざる顔～“論語と算盤（そろばん）”を読み解く」 

 再放送 3 月 25 日（水）午前 8:00～8:59 ※本放送 3 月 18 日（水）午後 8:00～8:59 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/
https://www4.nhk.or.jp/heroes/x/2020-03-11/10/17498/2473191/


◎偉人たちの健康診断 

・「黒田官兵衛 天才軍師 謎の奇行」   

再放送 3 月 12 日（木）午前 8:00～8:59 

・「戦国武将・宇喜多秀家 長寿の秘密は島流し！？」 

   再放送 3 月 19 日（木）午前 8:00～8:59 ※本放送 3 月 12 日（木）午後 8:00～8:59 

・「南極タロジロ物語」         

再放送 3 月 26 日（木）午前 8:00～8:59 ※本放送 3 月 19 日（木）午後 8:00～8:59、 

 

◎コズミック フロント☆NEXT 

・「村山斉の宇宙をめぐる大冒険 宇宙に終わりはあるのか？」 

再放送 3 月 12 日（木）午後 4:30～5:29 

 

【ＢＳ４Ｋ】 

◎ＢＳ４Ｋの特集番組「おかあさんといっしょファミリーコンサート」を編成します。 

3 月 12 日（木）午後 1:00～2:00 

 

【ＢＳ８Ｋ】 

◎親子そろって楽しめる自然・科学番組を再放送します。 

・「南米イグアスの滝 アマツメ舞う水と緑の楽園」 

３月 12 日（木） 午後 2:00～ 

・「南極大冒険～密着！ペンギンの楽園～」 

３月 15 日（日） 午前 10:00～ 

 

【ラジオ第１】 

◎「ごごカフェ 子どもスペシャル」 

「武内陶子のごごラジ！」の「ごごカフェ」のコーナーで、小中学生が楽しめる楽曲を特集。子ども

たちからのリクエスト・メッセージを広く募集しています。 

3 月 4 日（水）～18 日（水） 午後 0:30～  ※3 月 11 日を除く 

 

◎特番「ラジオ みんなの卒業式」 

総合テレビの特番「みんなの卒業式」と連動した番組です。卒業生自身、そして、先輩・後輩・友達・

先生・保護者などからの「感謝の思い」や「贈る言葉」を募集し、総合テレビで紹介しきれなかった

メッセージをラジオの生放送で紹介します。 

3 月 24 日（火） 午後 9:05～9:55 

 

◎「健康ライフ ラジオ de かんたん体操」 

ずっと家にいる子どもや外出先に困る高齢者が室内で気軽にできる体操を、ＮＨＫ体操指導者として

おなじみの多胡肇さんの解説で５分にまとめ、「マイあさ！」の「健康ライフ」のコーナーで、５本シ

リーズで放送します。 ※他番組でも放送を予定しています。 

3 月 16 日（月）から 午前 6:00 台 

 ※「らじる★らじる」のＨＰで先行して 3 月 13 日（金）から、体操の方法を画像と音声で分かり

やすく提供する予定です。                

らじる★らじる URL nhk.jp/radio 



 

【ＮＨＫプラス】 

・ＮＨＫプラスでは、見逃し番組配信のプレイリストに、新型コロナウイルスの最新情報を扱った番

組や、予防や対策など視聴者の疑問に答える番組などを集めたリストを設けたほか、休校に伴い、

子どもたちが家庭で学び楽しむことが出来る番組もリストアップしています。 

 

  ＮＨＫプラス ＵＲＬ https://plus.nhk.jp/ 

 

 

 

以上 

https://plus.nhk.jp/

