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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

　　2020年に向けた小学生のための番組
　　知的好奇心で英語を学ぶ！

基礎英語0 ～世界エイゴミッション～
 放送時間

放　送：Ｅテレ（土）18:50 ～ 19:00
再放送：Ｅテレ（木）10:05 ～ 10:15

 テキスト執筆

阿部始子（東京学芸大学准教授）

 おすすめポイント

子どもたちが小学校で英語を学ぶ姿も、すっかり日常に。そして 2020年には、小学校 5,6 年生の英語が教科化
されるという大きな変化を迎える。そんな新しい時代にあわせ、基礎英語 0（ゼロと読む）が誕生！番組では「新
学習指導要領に対応したカリキュラム」「新学習指導要領に加わった『英語を読む』学習を楽しく行う」「小学 5,6
年生の知的好奇心を満足できるように、推測し、じっくり考えるテーマを提供する」、この 3つのポイントに力
を入れていく。

■ドラマの舞台は 国際組織M.I.E.（Mission In English）
番組のメインはドラマ。世界の 10代で組織される国際調査組織M.I.E.（Mission In English）、その正式メ
ンバーになりたいと願うマイク、エミリー、そして日本人イサムの 3人が、研修生として、毎回ボスからの“ミッ
ション”に挑む。

■“ミッション”は世界各国から
世界中にいるM.I.E. 調査員と、特別なドローンMie（ミー）を使って通信。Mie( ミー ) は、ミッションを解
決するために必要な各国の映像を送ってくれる。いろいろな国の英語や生活にふれるチャンス！

■イサムといっしょに英語にチャレンジ！
ボスからのミッションは、英語を使わないと解くことができない！「英語は小学校で少し触れているだけ」、
そんなごくふつうの小学 6年生・イサムが、エミリー、マイクと協力してミッションをクリアしていく。みな
さんも、イサムと一緒に英語にチャレンジ！

 ■各国メンバーのレポートを聞き取ろう！
番組最後のコーナー「ワールドレポート」では、各国のM.I.E. メンバーが自分と周囲のことを英語で紹介。使っ
ているのは、小学 5,6 年生が学ぶレベルの英語だ。Webでは、字幕なしの映像のほかに、日本語字幕あり、
英語字幕ありのクリップも用意。いろいろな使い方が可能になる。

英語    English

英語    English

英語の基本は「語順」と「発音」。楽しみながら身につくトレーニングが満載！

エイエイGO!
 放送時間

放　送：Ｅテレ（土）　　　10:30 ～ 10:50
再放送：Ｅテレ（翌月曜）　 5:30 ～ 5:50

 出演者

高山芳樹（東京学芸大学教授）
陣内智則、小林きな子、瀬戸利樹
アナンダ・ジェイコブズ、カイル・カード ほか

 おすすめポイント

舞台は宇宙船AA号。スペースゲートを通過するため、数々の英語の問題に挑む。出題されるのは、日本人にあ
りがちな英語の間違いを題材にした発音や語順の問題。AA号の搭乗員・ジンナイ、キナコ、トシキの 3人が、
問題を通して英語の基礎を身につけてく。趣向を凝らしたゲームや体当たりのチャレンジなど、語学番組であり
ながらエンターテインメント度の高い演出で自然に英語の世界へと導いていく。
注）2016年度に放送したものと同内容。

エイゴビート ( 再放送 )
 放送時間

放　送：Ｅテレ（木） 9:55 ～ 10:05（前期）
　　　　Ｅテレ（金）15:45 ～ 15:55（後期）

 出演者

栗原類（先生役）ほか
 おすすめポイント

英語のリズムを耳と体で感じる、小学 3・4年生向けの番組。ドラマコーナーやゲームコーナーで、短い英語表
現をビートに乗せて紹介。何度も繰り返し聞くことで、英語のリズムが自然に身につく。
■ドラマコーナーの舞台は、小学校の教室。ランドセルのキャラクター「ランディ」がビートに乗せて英語を言
い始めると、クラスメートも担任の先生も、それに合わせてノリノリで英語を話し始める！

■ゲームコーナー「ビートバトル」では、小学生がガチで対決。ゲームで使う言葉は英語だけだ！
月替わりで、タレントのゲストも参戦する。（ゆりやんレトリィバァ、小島よしお、あばれる君　ほか）

英語
English

英語
English

通再テレビ

通再テレビ

英語のリズムを感じよう！
通新テレビ

NHK for School ポータルサイト www.nhk.or.jp/eigo/mission/

「ビートバトル」出演者（栗原類と小学生たち）担任役の栗原類

ドローン Mie

ランディ
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英語    English 英語
English

新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

おもてなしの基礎英語
 放送時間

放　送：Ｅテレ（月～木）22:50 ～ 23:00
再放送：Ｅテレ（火～金）10:15 ～ 10:25
　　　　Ｅテレ（火）　　　1:00 ～ 1:40（月曜深夜）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月～木分まとめて放送）

 おすすめポイント

年間 3000 万人に届く勢いの訪日外国人旅行客。今や日本全国津々浦々に押し寄せている。「おもてなしの基礎
英語」はそんな海外からのゲストをおもてなしの心で迎え入れ、気持ちよく過ごすために使える基礎レベルの英
語を学ぶ新番組。スタジオでミニドラマを見ながら、簡単で英語ネイティブもよく使う「お役立ちフレーズ」を
毎回一つ学ぶ。

■コメディータッチのミニドラマで英語を楽しく学ぶ！
物語の舞台は東京のゲストハウス。格安でアットホームな宿泊施設で、ここ数年古民家をオシャレ改装したもの
などユニークなものが増えている。主人公もそんなゲストハウスを始めた 20代女子。個性派外国人ゲストとの
間に言葉をめぐる行き違いや文化の差などがきっかけで様々な出来事が巻き起こる。一期一会の人間模様から恋
も生まれるかも？大河ドラマ「花燃ゆ」でも活躍した若手実力派女優宮崎香蓮さんが英語劇に初挑戦！

■短くてやさしいフレーズでおもてなしの心を伝える
ミニドラマを使って毎回 1つ学ぶフレーズは英語ネイティブがよく使うけれど日本人には日本人にはなかなか出
てこない表現。ほとんどが 3語～ 5語程度の短くてやさしい基礎英語レベルのもの。丸ごと覚えればとっさの際
に役立つこと間違いなし。初心者や学び直しの方にぴったりの講座だ。さらに短いフレーズの奥に隠れた文化の
違いを社会言語学者の井上先生が解説。中級レベルの学習者のかたにも役立つ情報を盛り込んでい く。

 出演者

＜スタジオ出演＞
　三田寛子（俳優・タレント）
　向井慧（パンサー・お笑い芸人）
　ハリー杉山（タレント）
　井上逸兵（慶應義塾大学教授）

＜ミニドラマ出演＞
宮崎香蓮（俳優）

新 通テレビ

英語    English

英語    English

　　テレビ・ラジオ・アプリで英単語力をアップ！ 基礎レベルのやさしい表現でおもてなしの心を伝える！

ボキャブライダー on TV
 放送時間

放　送：Ｅテレ（月） 5:50 ～ 5:55
再放送：Ｅテレ（月）10:20 ～ 10:25
　　　　　　　（木）13:55 ～ 14:00
　　　　　　　（金）10:50 ～ 10:55
　　　　　　　　　　19:50 ～ 19:55
　　　　　　　（日）18:55 ～ 19:00

 出演者

寺脇康文（俳優）、黒谷友香（俳優）、千葉雄大（俳優）
浜辺美波（俳優）、マックスウェル・パワーズ（タレント）

 おすすめポイント

言えそうで言えない英単語を紹介する語学コメディードラマの 2ndシーズン。なぜか突然、目の前にいた人が外
国人に変身してしまうという事件が頻発。「折れ線グラフ」「視力」と英語で言いたいのに単語がわからない！そ
んなピンチを救ってくれるのが、ボキャブライダー・浜辺美波、マックスウェル・パワーズの 2人組だ。なぜ英
語がニガテな寺脇部長の身の回りで事件が頻発するのか？ボキャブライダーとはいったい何者なのか？ ･･･ ネッ
トニュース会社の黒谷編集長と千葉記者が、スクープを追い求めその謎に迫る。2018 年 3月 17日（土）18時
25分から、Eテレで 20分の拡大スピンオフドラマ SPを放送。

 おすすめポイント

ラジオ「ボキャブライダー」では、日常会話に必要な英単語を 1日 4つ、独自のメソッドで関連づけて覚えてい
く。さらにラジオと連動したアプリ（NHKゴガク「単語マスター機能」）では、放送直後からいつでもどこでも
スキマ時間に復習できる。通勤・通学・家事の合間 ･･･ 使い方はアナタ次第！ 1週間分の単語をクイズ形式でま
とめてテストすることも。折に触れて発音を確認したり練習問題を解いたりすることで、英単語がしっかりと自
分のものになり、驚くほど表現力がアップするはず！

 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 9:05 ～ 9:10
再放送：ラジオ第 2（月～金）18:15 ～ 18:20
　　　　　　　　　　　　　　23:35 ～ 23:40
　　（5本まとめて放送）（土）12:15 ～ 12:40
　　（5本まとめて放送）（日）22:00 ～ 22:25

 出演者

浜辺美波（俳優）、マックスウェル・パワーズ（タレント）
番組監修：田中茂範 (慶應義塾大学名誉教授）

　　テレビ・ラジオ・アプリで英単語力をアップ！

英語
English

英語
English

新 通テレビ

スト新 通ラジオ アプリ

撮影 荒木大甫
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

あの感動をもう一度。チャロと泣き、チャロと笑う英語アニメ

 放送時間

放　送：Ｅテレ（金）13:35 ～ 13:45
再放送：Ｅテレ（土）10:50 ～ 11:00

 出演者

＜声の出演＞
　純名里沙・斉藤アリーナ ほか

 おすすめポイント

2008 年度にスタートした英語アニメ「リトル・チャロ」。ニューヨークで迷子になった子犬の奮闘を描いたファー
ストシーズン、再びニューヨークに戻ったチャロが映画出演に挑戦する「リトル・チャロ　4」、さらにチャロが
日本の東北地方で冒険を繰り広げる「リトル・チャロ　東北編」を再編集し、各回 10分の内容でお届けする。
どこまでもひたむきで、いつもまっすぐな子犬のチャロ。
チャロが仲間たちと繰り広げる物語を楽しむうちに、自然と英語が身につくプログラム。

英語    English

英語    English

イエエエエエ！小学生からの英語のギモンに答えるぜ！

基礎英語0
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月）18:35 ～ 18:45
再放送：ラジオ第 2（土）13:10 ～ 13:20
　　　　　　　　　（日） 8:00 ～ 8:10

 出演者

サンシャイン池崎（タレント）
花音（モデル）

 おすすめポイント

小学生向けのラジオ英語講座。サンシャイン池崎と、バイリンガルの花音（かのん）が、全国の小学生から届いた「英
語のギモン」に答えていく。
■小学生からの質問に電話で答える！
英語を勉強し始めたばかりの小学生にとって、頭の中は「なぜ」がいっぱい。「英語の文の順番はどうして日
本語と違うの？」「発音がさっぱりわからない！」―― 子どもたちのそんなモヤモヤを解消すべく 2人は奮闘
する。

■小学生からの応募で進めるオモシロ企画
小学生からのお便りやメールをもとに、バラエティ豊かなコーナーを次々と企画。「このひと言、英語だと何
て言うの？」「4コマ英語まんが大喜利」など。楽しみながら英語を知っていく。

英語
English

英語
English

再（4～ 3月）テレビ

新 通 ストラジオ

(2016年の再放送)

　　話題のトピックについて世界中の人と意見交換できたら･･･そんな願いをかなえる新番組

世界へ発信！SNS英語術
 放送時間

放　送：Ｅテレ（木）23:30 ～ 23:55
再放送：Ｅテレ（金）10:25 ～ 10:50
　　　　　　　（土） 6:00 ～ 6:25

 出演者

＜司　会＞　加藤綾子（フリーアナウンサー）
＜パートナー＞　ガレッジセール・ゴリ（タレント）、ペナルティ・ヒデ（タレント）
＜解　説＞　古田大輔（バズフィード・ジャパン創刊編集長）、佐々木俊尚（ジャーナリスト）、
　　　　　　塚越健司（拓殖大学非常勤講師）ほか
＜講　師＞　鳥飼玖美子（立教大学名誉教授）、内藤陽介（元ジャパンタイムズ報道部長）

 おすすめポイント

Twitter や Facebook といった SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
により、スマホや PCで誰もが容易に世界につながれる時代。「もし英語で、話題
のトピックについて発信できたら、世界中とお友達になれるかも！？」そんな願
いをかなえるために生まれたのがこの番組。スタジオに SNS系メディアで活躍す
る専門家や著名人を迎え、毎週気になるトレンドや社会現象を幅広くピックアッ
プ。「旬の英語表現」と「SNS での発信術」を一度に楽しく学ぶ。番組で紹介し
た「SNSで使える英語表現」は番組公式Twitter や番組HPでもお伝えする。い
つかあなたの投稿に、憧れのハリウッドセレブが「（LIKE）いいね！」してくれる
かも？

英語    English

英語    English

1日たったの5分！最新ニュース英語を題材に発信力を身につける！

世界へ発信！ニュースで英語術
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金）12:55 ～ 13:00
再放送：ラジオ第 2（月～金）15:10 ～ 15:15 / 23:15 ～ 23:20
　　　　　　　　　　　 （土）23:00 ～ 23:25 ( 月～金分まとめて放送 )

 出演者

高松珠子（会議通訳者）

 おすすめポイント

1 回 5分。旬な英語ニュースを素材に、最新の時事英語表現を紹介する。世界と対等に
語り合うために、今世界を騒がせている英語表現を身につけ、同時にリスニング力も磨
くことができる。各ニュースの詳しい解説は、番組webサイトで徹底フォロー。

番組webサイト　http://nhk.jp/snsenglish
パソコンで、そしてスマホで。各ニュースの動画やセンテンス解説等を月～金まで毎日提供。

英語
English

英語
English

新 通テレビ

新 通ラジオ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

英語    English

英語    English

受験や資格試験にも対応できる英語力を身に付ける！「ラジオ英会話」がリニューアル

ラジオ英会話   ハートでつかめ！ 英語の極意
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 6:45 ～ 7:00
再放送：ラジオ第 2（月～金）12:25 ～ 12:40
　　　　　　　　　　　　　　21:45 ～ 22:00
　　　　　　　　　　　（日）16:30 ～ 17:45
　　　　　　　　　　　　　（5本まとめて放送）

 出演者

＜講　師＞
　大西泰斗（東洋学園大学教授）
＜パートナー＞
　ポール・クリス・マクベイ（麗澤大学特任教授）
　秋乃ろーざ（タレント）

 おすすめポイント

長年、英語を学んできたのにいざというときに話せない。これは、多くの人が抱える悩み。でも、それもそのはず。
話すための文法を学んでこなかったのだから。
この春、『ラジオ英会話』が初級英語から中級英語への橋渡しの番組として完全リニューアル。高校レベルの英
文法を網羅しながら、“英語の知識”を“使うための感覚”に転換します。講師は“文法”と“気持ち”を結び
付ける達人・大西先生。受験や資格試験対策も意識したカリキュラムで、英語を“話したい”人を応援します。

CAN-DO+英文法で「英語の基礎」を完成！

基礎英語3
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 6:30 ～ 6:45
再放送：ラジオ第 2（月～金）19:15 ～ 19:30
　　　　　　　　　　　　　　21:30 ～ 21:45

 出演者

＜講　師＞
　投野由紀夫（東京外国語大学大学院教授）
＜パートナー＞
　サイラス・望・セスナ（パートナー）
　レミ・ダンカン　　　（パートナー）

 おすすめポイント

①　CAN-DOと英文法を一体化！「CAN-DO英文法」
毎回ストーリーの中で紹介されるCAN-DO。これを支える文法や表現のルールをしっかり解説する。また、
CAN-DOを活用した例文も紹介。表現に汎用性を持たせながら、英語の土台を完成させる。
②　楽しみながら学べるストーリー
主人公は、小さな町にある老舗旅館の長男・翔（しょう）。中 3の翔は、ちょっと内気だが、クラブ活動の和太
鼓に励んでいる。幼なじみのクラスメート・ミキに恋心を持っているものの、思いはなかなか届かない。高校受
験を控え、家業の旅館の先行きと自分の将来を重ねて悩む翔だが、偶然宿泊したアメリカ人カメラマンとの出会
いをきっかけに、一歩ずつ成長していく。

英語
English

英語
English

新 通 ストラジオ

新 通 ストラジオ

英語    English

英語    English

　　聞く力、話す力、文法力をバランスよく学ぼう！

基礎英語2
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 6:15 ～ 6:30
再放送：ラジオ第 2（月～金）19:00 ～ 19:15
　　　　　　　　　　　　　　21:15 ～ 21:30

 出演者

＜講　師＞
　月～木：高田智子（明海大学教授）
　　　金：田村岳充（宇都宮大学教育学部附属中学校教諭）
＜パートナー＞
　　　　　ジェフ・ハッシュ（ミュージシャン）
　　　　　サマンサ・マリー（ナレーター）

 おすすめポイント

①　聞く、話す、文法を楽しみながら学べる
月～水曜日はストーリーを題材にリスニング力、文法力を磨く。木曜日は、英語にまつわるトリビアやアメリカ
の文化を紹介するコーナーなどバラエティ豊かな内容。金曜日は、月～水で学んだ文法を用い、スピーキングの
力を鍛えていく。
②　ストーリーの舞台はアメリカ 
主人公は日本からアメリカ・ニュージャージーに引っ越してきた女の子・美樹。アメリカの行事や、学校の様子、
夏休みの過ごし方など、ストーリーの中でアメリカの文化を紹介していく。映画俳優のクリス、世話好きなデー
ビッドなど個性的な仲間たちも登場！ワクワクドキドキの青春物語。

　　声に出すから身につく！声に出すから楽しくなる！

基礎英語１
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（月～金） 6:00 ～ 6:15
　　　　　　 再放送：ラジオ第 2（月～金）18:45 ～ 19:00 / 21:00 ～ 21:15

 出演者

＜講　師＞
　田中敦英（桐朋中学校・高等学校教諭）
＜パートナー＞
　クリス・ネルソン（ナレーター）
　ダイアナ・ガーネット（歌手・タレント）

 おすすめポイント

①　楽しく学べるしかけがいっぱい！
英語は声に出して学ぶことが大切！単語やフレーズをビートにのせて発音したり、英語らしい音を出す練習をし
たりすることを通じて、発音や文法を体にしみこませていく。
②　続きが気になるオリジナルストーリー
舞台は日本のとある都市。中学 1年生の旬太は、勉強でもスポーツでも目立つところのない少し内気な男の子。
そこにアメリカ生まれのサムライロボット・タマザエモンがあらわれて ･･･ ！？ 2人の日常生活と友情を、中 1
レベルの平易な英語でユーモラスに描く。

英語
English

英語
English

新 通 ストラジオ

新 通 ストラジオ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

英語    English

英語    English

最新トピックに触れながら英語力をアップ！ 国際派ビジネスパーソンの実用英語 2018

実践ビジネス英語

 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（水～金） 9:15 ～ 9:30
　　　　　　 再放送：ラジオ第 2（水～金）12:40 ～ 12:55 / 23:20 ～ 23:35
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （土）11:00 ～ 11:45（水～金分まとめて放送）

 出演者

＜講　師＞
　杉田敏（元プラップジャパン代表取締役社長）
＜パートナー＞
　ヘザー・ハワード（ジャーナリスト）

 おすすめポイント

NHKラジオ英語講座の中では最も高度な内容の上級者向け番組。ビジネス現場における最新の語彙・表現、最
新情報を盛り込み、英語での高度なコミュニケーション能力を育成。日本に居ながら、国際感覚に富んだキレの
いい英会話を学ぶ。vignette（短いストーリー）を聞いてビジネスの最新情報に触れつつ、これまで学習してき
た語彙や表現を維持・補強していくことを目指す。初心者、中級者向けの教材が多い中、上級者向けの内容を堅
持している番組。 

国際ビジネスパーソンを目指す人必聴！海外ビジネス経験 20年の講師が基本を伝授

入門ビジネス英語
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（月・火） 9:15 ～ 9:30
　　　　　　 再放送：ラジオ第 2（月・火）12:40 ～ 12:55 / 23:20 ～ 23:35
　　　　　　　　　 　　　　　　　　（土）10:30 ～ 11:00（月・火分まとめて放送）

 出演者

　柴田真一（目白大学教授）
＜スタジオパートナー＞
　ケリー・ホールウェイ（俳優、アメリカ出身）

 おすすめポイント

銀行員として 20年にわたる海外勤務を経験した講師が、言語や文化的背景の異なる
人々とのコミュニケーションを通じて得た知見をもとに、「自分の考えを丁寧かつ簡
潔に伝えるための英語表現」を紹介する。
新シリーズでは、まず人間関係を築くところから始まり、次いで電話や会議での適切な表現、交渉の場でのやり
取りなど、仕事で毎日のように展開される場面を使いながら、仕事に欠かせない基礎的な英語表現を学んでいく。

英語
English

英語
English

（前期）新 再（後期） 通 ストラジオ

新 通ラジオ スト

　　タイムトライアル形式で英会話の“瞬発力”を鍛えるトレーニング番組

英会話タイムトライアル
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（月～金） 8:30 ～ 8:40
　　　　　　 再放送：ラジオ第 2（月～金）12:15 ～ 12:25 / 18:05 ～ 18:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23:00 ～ 23:10
　　　　　　　　　 　　　　　　　　（土） 7:00 ～ 7:50（月～金分まとめて放送）

 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
　　　　　　　　　　　　　　　（俳優、ミュージシャン）

 おすすめポイント

基礎英語 1～ 3を終えたレベルの高校生～大人向けトレーニング講座。
1日 10分×週 5日を 1年間続けることで、中学程度の単語・表現を使って、
日常会話をテンポよくスムーズに行えることを目指す。
実際の英会話では、相手は待ってくれない。問いかけに即座に答えることが求められる。英会話に必要なのは、
難しい単語や文法知識よりも、言いたいことを、簡単な表現でとっさに言える力（＝英語の“瞬発力”）だ。
この講座では、基本的な英語表現を使い、テンポよく会話をする力を徹底的にトレーニングしていく。日本で、
海外旅行先で、自分の言いたい事を英語で伝えられる力が身につく英会話レッスン。この番組を単に聞くだけで
なく、ぜひ声に出して練習しよう！

英語    English

英語    English

　　学校英語から“現代の世界で実際に使われている英語”へステップアップ

高校生からはじめる「現代英語」
 放送時間

放　送：ラジオ第 2　（火・水）18:30 ～ 18:45
再放送：ラジオ第 2　（木・金）15:45 ～ 16:00
　　　　　　　　　　　　　　　22:00 ～ 22:15
　　　　　　　　　 　（土・日）12:40 ～ 12:55
　　　　　　　　　 　（日）　　　22:25 ～ 22:55（火・水分まとめて放送）

 出演者

＜講　師＞　　　伊藤サム（元ジャパンタイムズ編集局長）
＜パートナー＞　ハンナ・グレース（俳優、アメリカ出身）

 おすすめポイント

「現代英語」とは、新聞・テレビなどのニュースやインターネットなど、“現代の世界で実際に使われている英語”
のこと。表現や文法などが学校で学ぶ英語とは若干異なるこうした英語を理解する力を身につけ、「実社会で使
える英語力」を養うのがねらい。
主な教材として、NHKの国際放送・NHK WORLDの英語ニュースを高校生レベルの比較的易しい語彙や表現で
リライトした原稿を使用。社会・経済・科学技術・文化など多岐にわたるニュースで英語を学びながら知識も広
がる、一挙両得の番組。
講師は、日本で発行されている英字新聞の記者として 30年近く活躍してきた伊藤サム氏。長年の経験に裏打ち
された独自のノウハウで学習者のレベルアップを後押しする。
高校生のみならず、大学生・社会人など、基礎英語 1・2・3レベルの英語の知識をすでに身につけた人すべて
を対象とする。

　　学校英語から“現代の世界で実際に使われている英語”へステップアップ

英語
English

英語
English

新 通 ストラジオ

新 通 ストラジオ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

英語    English

英語    English

　　シンプルなストーリーで英語の感覚を養う番組

エンジョイ・シンプル・イングリッシュ
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 9:10 ～ 9:15
再放送：ラジオ第 2（月～金）23:10 ～ 23:15
　　　　　　　　　　　（土） 9:05 ～ 9:30
　　　　　　　　　　　　　　16:30 ～ 16:55
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月～金分まとめて放送）

 出演者　＜ナビゲーター＞　関根麻里（タレント）

 おすすめポイント

 1 日 5分、平易な英語のストーリーを聞き続けることで、英語を英語のまま理解する力を養う番組。文法や語彙
を基礎レベルに抑え、たくさんの英語を聞きながらリズムやニュアンスを体にしみこませる。番組では、曜日ご
とに多彩なテーマをラインナップ。地方都市の名所の数々を訪ね、外国人観光客の“おもてなし”にも役立つ「ニッ
ポンぶらり旅」や、知られざる国々の文化や知恵を紹介する「世界の国からこんにちは」など、関心にあわせてテー
マを選び、辞書に頼らず大意をつかむことを目指す。金曜日の「英語で味わう日本文学」では、少しレベルアッ
プした英語で太宰治や芥川龍之介、宮沢賢治などの名作に触れる。「メロスは激怒した」「雨ニモマケズ風ニモマ
ケズ」など、おなじみのあの一節を英語でどう表現するのかも聞きどころのひとつ。とことん“聞いて楽しい英語”
にこだわった番組。

　　会話の総合力を高める人気番組

遠山顕の英会話楽習
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～水）10:30 ～ 10:45
再放送：ラジオ第 2（月～水）15:45 ～ 16:00
　　　　　　　　　　　（土） 7:50 ～ 8:35
　　　　　　　　　　　　　　21:00 ～ 21:45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3本まとめて放送）

 出演者

＜講　師＞
　遠山顕（COMUNICA,Inc. 代表）
＜パートナー＞
　ジェフ・マニング、キャロリン・ ミラー

 おすすめポイント

どうせ英語を学ぶなら、楽しく学びたい。でも、楽しいだけでは意味がない。楽しみながらも、確かな英語力が
身につく。それが、『遠山顕の英会話楽習』。実践的なダイアログ、番組の端々に埋め込まれたトレーニング。そ
れを、遠山先生流の話術に包んでお届けします。語学は、“継続”が何より大事。苦行のような学習で挫折するより、
遠山先生の話に心打たれながら、続けられる“楽習”をはじめませんか？

英語
English

英語
English

新 通ラジオ スト

（前期）新ラジオ スト
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

中国語    中文

中国語    中文

おもてなしの中国語 (2017年4月～ 9月の再放送）

 放送時間

放　送：ラジオ第 2（木・金）10:30 ～ 10:45 
再放送：ラジオ第 2（木・金）18:30 ～ 18:45
　　　　　　　　　（日）　　　9:00 ～ 9:30（2回分連続で放送）
　　　　　　　　　（月・火）22:00 ～ 22:15

 出演者

＜講　師＞　及川淳子（中央大学准教授）
＜出　演＞　張帥（大学院生）
　　　　　　靳園元（日中学院非常勤講師）

増え続けている中国人旅行者と、楽しくコミュニ
ケーションをするための語学力を養うラジオ講
座。ビジネスで使われる言葉だけでなく、中国人
とふれ合い、分かりあうために必要な言葉も多数
紹介していく。

中国語
中文

中国語
中文

中国語の入門講座！

まいにち中国語
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 8:15 ～ 8:30
再放送：ラジオ第 2（月～金）22:15 ～ 22:30
　　　　　　　　　　　 ( 日）11:00 ～ 12:15（月～金分まとめて放送）

◆ 4月～ 9月「ゆったりとしっかり学ぶ中国語」
発音を学習したあとは、スキットを通して学ぶスタイルの講座。スキットは、中
国人と日本人の両親を持つ大学生・葉子さんが北京の祖父母を訪問し、現地で言
葉や文化、習慣などに触れていくストーリー。講座全体を通し、日常生活でよく
使う例文、それに即した練習問題を多く取り入れている。ひとつひとつ確実に、
文法と会話表現を身につけていく。

 出演者

＜講　師＞　李軼倫（東京外国語大学非常勤講師）
＜出　演＞　姜海寧（NHK国際放送アナウンサー）
　　　　　　徐捷（中国語ナレーター）

◆ 10月～ 3月「聞いて話す！耳から覚える中国語」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2017年 4月～ 9月の再放送）
中国語をそのまま耳からインプットして、そのままアウトプットする、表現まる
覚えの講座。たくさん聞いてまねをして、「通じる」中国語を身につけていく。

 出演者

＜講　師＞　高木美鳥（日中学院専任講師）

新（前期） 再（後期）ラジオ スト

再（前期）ラジオ スト

中国語    中文

 出演者

＜講　師＞　陳淑梅（東京工科大学教授）
＜生　徒＞　浅野杏奈（アイドルグループ マジカル・パンチライン）
＜ネイティブ出演者＞　イーラン、王陽

 おすすめポイント

★「通じてハッピー！ 40のおもてなし」
中国語圏からの訪日客は増加傾向、そして 2年後には東京オリンピック・パラリンピックを控え、「おもてなし」
中国語の需要が高まってきている。そこで番組では、中国語の初歩的な表現でありながら、「おもてなし」にも
使える 40のショートフレーズを用意。毎回 1文ずつ取り上げて、発音や文法、書き方など、さまざまな角度か
らじっくり学んでいく。中国で新しいビジネスに挑戦する人たちをリポートするなど多彩な文化コーナーにも注
目だ。

★“中国語大好き”浅野杏奈さんと一緒に学ぶ
みなさんと一緒に学ぶのは、浅野杏奈さん。現役の高校生で、アイドルグループ「マジカル・パンチライン」で
活躍している。中学生のとき、孔子の言葉に感銘を受けて中国語好きに。以来、中国で行なわれたライブでは中
国語であいさつするなど、少しずつ自分で勉強を続けてきた。今回、本格的に学ぶのは初めてということで、意
欲満々で番組に臨む。

★「NHKゴガクアプリ」で発音練習もバッチリ
アプリで「通じてハッピー！」のお手伝い。番組 と連動したNHKゴガクアプリのコンテンツ「声調確認くん」
を使えば、スマートフォンやタブレットを使って、いつでもどこでも発音練習ができる。番組でおもてなし表現
を学んだら、「声調確認くん」で自分の発音をチェック。抑揚の上がり下がりが解析され波形が表示されるので、
お手本に近づくまで発音するのがオススメ。

★ネイティブの 2人も全力で学習を応援！
2 人とも、昨年度からの継続出演。イーランさんは、人気ファッション誌などで活躍する、北京出身のモデル。
美しい発音のお手本となるほか、歌や絵などの特技を生かして楽しく学びをサポート。江蘇省出身の動画クリエ
イターでビジネスマンでもある王陽さんは、中国の最新事情を交えながら中国語に親しむお手伝いをする。

通じてハッピー！ 40のおもてなし

テレビで中国語
 放送時間 　放　送：Ｅテレ（火）23:30 ～ 23:55
　　　　　　 再放送：Ｅテレ（木） 6:00 ～ 6:25

中国語
中文 新 通テレビ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

ハングル    한글

ハングル    한글

より深い内容を学ぶ

レベルアップ中国語
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（月～金）22:30 ～ 22:45

◆ 4月～ 6月「間違いのない中国語を目指そう」（2015年 1月～ 3月の再放送）
正しい文法を把握し、間違いのない中国語を身につけることを目指す講座。
 出演者　＜講　師＞　楊凱栄（東京大学教授）

◆ 7月～ 9月「S君の取材ノート 4～リスニングで知る現代中国～」
（2013年 1月～ 3月の再放送）
フリージャーナリスト S君の中国人インタビューをもとに、リスニングの力を養成する
ための仕掛けをちりばめた講座。
 出演者　＜講　師＞　楊達（早稲田大学教授） 

レベルアップハングル講座
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（月～金）10:45 ～ 11:00

◆ 4月～ 6月「心が通う "おもてなし "会話」（2017年 1月～ 3月の再放送）
ハングルによる心の通う“おもてなし”ができるよう、実践会話にチャレンジ！
 出演者　＜講　師＞　阪堂千津子（東京外国語大学講師）

◆ 7月～ 9月 「ドリルで攻略！文法の基礎」（2014年 1月～ 3月の再放送）
ドリル式の問題を通じ、ハングルの用言の活用を徹底的におさらいする。
 出演者　＜講　師＞　中島仁（東海大学准教授）
　　　　　＜出演者＞　キム・ナムン

ハングルの入門講座！

まいにちハングル講座
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（月～金） 8:00 ～ 8:15
　　　　　　 再放送：ラジオ第 2（月～金）18:00 ～ 18:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日）14:30 ～ 15:45（月～金分まとめて放送）

◆ 4月～ 9月「読めると聞こえる！！グンと伸ばそう読む力」
ハングルの基礎は「読める」こと。正しい発音を聞いて声に出し、意味を持った塊とし
て読めるようになることで、会話力もつけていく講座。
 出演者　＜講　師＞　イ・ホンボク（NHK国際放送アナウンサー）
　　　　　＜出　演＞　イ・ミヒョン（元韓国文化放送浦項MBCアナウンー）
　　　　　　　　　　　ジョン・ウジン（大学院生）

◆10月～3月「聞いてみよう！言ってみよう！慣れるハングル、“おもてなし”ハングル」
（2017年 4月～ 9月の再放送）
「聞いて・言う」を繰り返し、ネイティブが聞いても違和感のない、“おもてなし”に活
かせるハングルを身につけていく講座。毎週木曜日には、日本語の発想からくる用例を
集中的に取り上げ、既にハングルを学習してきた方にも役立つ内容。
 出演者　＜講　師＞　中島仁（東海大学准教授）

ハングル
한글

ハングル
한글

中国語    中文 中国語
中文

新（前期） 再（後期）ラジオ スト

再（前期）ラジオ スト

再（前期）ラジオ スト

ハングル    한글

届く・伝わる “リアル”ハングル

テレビでハングル講座
 放送時間 　放　送：Ｅテレ（水）23:30 ～ 23:55
　　　　　　 再放送：Ｅテレ（金） 6:00 ～ 6:25

 おすすめポイント

① すぐに使えるフレーズで通じるハングルをバッチリ練習！
毎回 1つのキーフレーズを入り口に、文字の読み方・書き方や文法の基礎を学んでいく。今年度、特に力を
入れるのが発音や抑揚。ネイティブの人たちにも伝わりやすい、“リアル”ハングルのコツを身につければ、
話すのがもっと楽しくなるはず！

② 一緒に学ぼう！ 
　 ハングルサランヘ荘へようこそ
番組の舞台はハングル好きの人たちが集うシェ
アハウス、ハングルサランヘ荘。“オーナー”の
阪堂先生、“管理人”のシン・ウィスさんに加え、
コミカルなスキットでみなさんの学習をお手伝い
するのが、韓国の人気バラード歌手ソン・シギョ
ンさんと、モデルのベックさん。学習の中心にな
るキーフレーズ、そして笑いが止まらなくなるア
ドリブも飛び出す 2人のやりとりにご注目。

 ③ 生徒役は K-POP大好き！の大貫亜美さん
今年度、生徒役としてみなさんと一緒にハングルを学んでいくのは、PUFFY でおなじみの大貫亜美さん。
小学生のとき、家族で韓国に住んだことがあり、最近では K-POPや韓国のファッション、コスメに夢中。「上
手に発音できるようになりたい」「字もスラスラ書けるようになりたい」と意気込んでおり、1年間でどれだ
け実力が伸びるか楽しみだ。

 出演者

＜講　師＞　阪堂千津子（東京外国語大学講師）
＜生　徒＞　大貫亜美
＜ネイティブ出演者＞　シン・ウィス
　　　　　　　　　　　（NHK国際放送アナウンサー）
＜ナビゲーター＞　ソン・シギョン、ベック

ハングル
한글 新 通テレビ
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英語    English英語
English

英語
English

英語    English

新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

まいにちドイツ語
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 7:00 ～ 7:15
再放送：ラジオ第 2（月～金）15:15 ～ 15:30、（翌週月～金）11:30 ～ 11:45

≪入門編≫　月～水の週 3回
◆ 4月～ 9月「ぶどう畑のマリー」（新作）
テーマはワインと旅と恋。子犬のマリーが、飼い主のダンと一緒に
ドイツ各地のワイナリーを訪ねる物語。ドイツ語初心者でも安心し
て学べる、やさしい入門編。

 出演者

＜講　師＞　藁谷郁美（慶應義塾大学教授）
＜パートナー＞　ダグマー・クンスト（慶應義塾大学講師）
　　　　　　シュテファン・ブリュックナー（慶應義塾大学 大学院生）

≪初級編≫　月～水の週 3回
◆ 10月～ 3月「ドイツ語で巡る建築」（2017年 4月～ 9月の再放送）
建築に詳しいDr.F が、日本人学生アキラと一緒にドイツ語圏の建
築を巡る。各地方の文化の違いを楽しみつつ、読む力や話す力を強
化する「脱・入門」の初級講座。

 出演者

＜講　師＞　藤井明彦（早稲田大学教授）
＜パートナー＞　レオポルト・シュレンドルフ（首都大学東京准教授）
　　　　　　エファ・ウォルブリング（東海大学講師）

≪応用編≫　木・金の週 2回
◆ 4月～ 9月「ドイツ人が見たい日本」（2015年 4月～ 9月の再放送）
日本についての記事を書いている、架空の旅行雑誌編集部を舞台にした応用講座。編集部内の会話で話し言葉を
学び、できあがった記事を通して書き言葉の表現を学習する。日本のことをドイツ語で説明したいときに役立つ
表現をたくさん覚えることができる。

 出演者

＜講　師＞　アンゲリカ・ヴェルナー（獨協大学教授）
　　　　　　トーマス・マイアー（獨協大学講師）
　　　　　　山本淳（獨協大学教授）

　　　　　　　　　　　　　　　※１０月～３月の応用編は未定

≪初級編・入門編≫
≪応用編≫

EnglishEnglishEnglish
ドイツ語
Deutch

ドイツ語    Deutsch

再（前期） 新（後期）ラジオ スト
新（前期） 再（後期）ラジオ スト

　　◆４月～９月（2017年 10月～ 2018年 3月の再放送）

旅するドイツ語
 放送時間

放　送：Ｅテレ（月）23:30 ～ 23:55
再放送：Ｅテレ（木） 5:30 ～ 5:55

 出演者

＜旅　人＞　　　前川泰之（俳優）
＜パートナー＞　ラプシュ麻衣（在日ドイツ大使館　通訳）
＜監　修＞　　　太田 達也（南山大学教授）

 おすすめポイント

ファッションモデルとしてヨーロッパで活躍してきた俳優・
前川泰之さんが、ドイツの首都ベルリンを旅する。ドイツ語
はあいさつと”Ein Bier, bitte.（ビールひとつください）”し
か知らないという前川さんに旅のフレーズを教えてくれるの
は、ベルリンで生まれ育ったラプシュ麻衣さん。アウトドア
好きの前川さんが釣りや乗馬を思いっきり楽しんだり、名物
のソーセージや流行のクラフトビールを味わったりと、ベル
リンを満喫！街に刻まれた戦争の記憶や東西分断の歴史にも
触れ、個性的なベルリーナー（ベルリンっ子）たちと交流す
るなかで、旅に役立つドイツ語のフレーズを自然と身につけ
ることができるシリーズ。

EnglishEnglish
ドイツ語
Deutch

ドイツ語    Deutsch

再 （前期）テレビ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

イタリア語    Italiano

まいにちイタリア語
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 7:45 ～ 8:00
再放送：ラジオ第 2（月～金）16:45 ～ 17:00 /（翌週月～金）11:15 ～ 11:30

≪入門編≫　月～水の週 3回
◆ 4月～ 9月（新作）「イタリア暮らし 6か月 フレーズマスター Ce la faccio!」
イタリア語学留学を舞台にしたスキットで、毎回 1つずつ、さまざまな場面
で役立つ表現を学ぶ。
 出演者　＜講　師＞　　　武田好（静岡文化芸術大学教授）
　　　　　＜パートナー＞　エヴァ・カンベッダ
　　　　　　　　　　　　　マッティーア・パーチ

◆ 10月～ 3月「イタリアの海へ飛び込もう！ SENZA PAURA!」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017年 4月～ 2017年 9月の再放送）
イタリア語を半年から 1年ほど勉強した人を対象に、日本を訪れたイタリア
人を案内するときに便利な表現を学ぶ。
 出演者　＜講　師＞　　　朝比奈佳尉（早稲田大学非常勤講師）
　　　　　＜パートナー＞　アンドレア・フィオレッティ
　　　　　　　　　　　　　 フィオーレ・リエート

≪応用編≫　木・金の週 2回
◆ 4月～ 6月「イタリア語☆翻訳工房 Laboratorio di traduzione」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2016年 4月～ 6月の再放送）
日本語独特の表現を、イタリア語へどう訳すべきか？
文豪の小説からニュース原稿まで、リアルな文章を題材に、
「翻訳」の面白さと可能性を探る上級者向け講座。
 出演者　＜講　師＞　　　花本知子（京都外国語大学准教授）
　　　　　 ＜パートナー＞　アンナ・マリア・マッツォーネ
　　　　　　　　　　　　　 アリーチェ・セッテンブリーニ

◆ 7月～ 9月「古代ローマ幻想散歩」（2016年 10月～ 12月の再放送）
古代ローマ帝国の文化や暮らしとは、どのようなものだったのか？
はるか昔のイタリアに思いを馳せつつ、イタリア語を学べる講座。
 出演者　＜講　師＞　中矢慎子（国立音楽大学非常勤講師）
　　　　　　　　　　　マルコ・ビオンディ

◆ 10月～ 12月「イタリアで劇場に行こう！（仮）」（新作）
イタリアに行ったら一度は鑑賞してみたいオペラ。
この表現を覚えれば劇場での楽しみも倍増！という講座。
 出演者　＜講　師＞　石川若枝（イタリア語通訳・翻訳家）
　　　　　　　　　　　カルラ・フォルミサーノ（慶應義塾大学非常勤講師）

◆ 2019年 1月～ 3月「言えそうで言えないイタリア語 ( 仮 )」（新作）
「お疲れ様」「お世話になります」など日本語では良く使う表現。
イタリア語にするといったいどうなるのか？を学ぶ講座。
 出演者　＜講　師＞　富永直人（日本オペラ振興会オペラ歌手育成部講師）
　　　　　　　　　　　マッテオ・インゼオ

イタリア語
Italiano≪入門編≫

≪応用編≫
新（前期） 再（後期）ラジオ スト
再（4～ 6月） 新（10～12月）再（7～ 9月） 新（1～ 3月）ラジオ スト

イタリア語    Italiano

　　　◆ 4月～ 9月（2017年 10月～ 2018年 3月の再放送）

旅するイタリア語

 放送時間

放　送：Ｅテレ（火）0:00 ～ 0:25（月曜深夜）
再放送：Ｅテレ（水）6:00 ～ 6:25

 出演者

＜旅　人＞　　　古澤巌（バイオリニスト）
＜パートナー＞　マッテオ・インゼオ（イタリア語教師）
＜監　修＞　　　京藤好男（慶應義塾大学非常勤講師）

 おすすめポイント

イタリアの車やファッションが大好きという、バイオリニス
トの古澤巌さんが、旅に役立つイタリア語のフレーズを学び
ながらナポリやアマルフィなど南イタリアを巡る。旅のパー
トナーは、マッテオ・インゼオさん。本場のナポリピッツァ
やアマルフィのレモン料理などのグルメから、ファッション、
クラシックカーまで、イタリアの魅力を満喫しながら会話力
が自然と身につくシリーズ。

　　　◆ 4月～ 9月

イタリア語
Italiano 再（前期）テレビ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

フランス語    français フランス語
français

まいにちフランス語
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 7:30 ～ 7:45
再放送：ラジオ第 2（月～金）14:30 ～ 14:45 / （翌週月～金）11:00 ～ 11:15

≪入門編≫　月～水の週 3回

◆ 4月～ 9月「Sautez le pas ! ～ 1歩踏み出そう！～（新作）」

 出演者

＜講　師＞　　　野澤 督（国際基督教大学特任講師）
＜パートナー＞　クロエ・ヴィアート
　　　　　　　　　　　　　　（順天堂大学特任講師）
　　　　　　　　ジョルジュ・ヴェスィエール
　　　　　　　　　　　　　　（獨協大学非常勤講師）

 おすすめポイント

初めてフランス語を勉強する方に向けた講座。
フランス語で簡単な会話ができることを目標にフランス語をた
くさん話すことを重視する。
「今日のやりとり」のテーマが月ごとに変わるので、さまざまな
場面で用いるフランス語に触れられる。
会話のキャッチボールに役立つよう、話し相手に働きかける便利な表現も学ぶ。

≪応用編≫　木・金の週 2回

「Traces des rencontres franco-japonaises du passé ～日仏交流さんぽ～」

◆4月～ 6月「東京近郊編」（2017年 10月～ 12月の再放送）
 出演者　＜講　師＞　姫田麻利子（大東文化大学教授）
　　　　　　　　　　　フランソワ・ルーセル（大東文化大学准教授）

◆ 7月～ 9月「全国編」（2018年 1月～ 3月の再放送）
 出演者　＜講　師＞　姫田麻利子（大東文化大学教授）
　　　　　　　　　　　マリー＝フランソワーズ・パンジエ
　　　　　　　　　　　（大阪府立大学高等教育推進機構教授）

日本にあるフランスゆかりの場所をめぐりながら、名所旧
跡の説明をするために覚えておきたい語彙や文のかたち、
友だちと街歩きするときに便利な表現、感想の言い方など
を学ぶ。
4回で、フランスゆかりの場所 1つを取り上げる。
1回目と 2回目ではその場所の歴史の説明を、3回目では
街歩きの会話を、4回目では感想を SNSなどに書く練習を
学ぶ。

≪入門編≫ ≪応用編≫新（前期） 再（後期）ラジオ スト 再（前期） 新（後期）ラジオ スト

フランス語    français

　　◆ 4月～ 9月（2017年10月～2018 年 3月の再放送）
　　常盤貴子の旅の手帖  ～南仏の旅  芸術家たちの足跡をたずねて～

旅するフランス語
 放送時間

放　送：Ｅテレ（水）0:00 ～ 0:25（火曜深夜）
再放送：Ｅテレ（月）6:00 ～ 6:25

 出演者

＜旅　人＞　　　常盤貴子（俳優）
＜パートナー＞　アルノ・ル・ギャル（モデル）

 おすすめポイント

学びながら旅をする。旅をするように学ぶ。
ヨーロッパ屈指の憧れの地・南フランスを旅する。
多くの芸術家が愛し移り住んだこの土地の魅力とは一体何なの
か？番組では毎月 1人のアーティストを取り上げ、その足跡
をたどる。

コート・ダジュールではジャン・コクトーやマルク・シャガー
ルが暮らした小さな町を訪ね、絵画のモデルになった絶景や、
映画の舞台となった町並みを歩く。
他にも、クリスチャン・ディオールゆかりのグラース、ファン・
ゴッホが愛したアルル、カミュが移り住んだルールマランな
ど、美しくて素朴で息を飲む風景が満載！

「旅で役立つフランス語」をゆっくり学習。
フランス語を学ぶ上で知っておきたい「つ
づり字と発音の関係」をやさしく教えて
くれる新コーナーも。
シーンごとに使えるフレーズを少しずつ
学習します。

　　◆ 4月～ 9月

フランス語
français 再（前期）テレビ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

スペイン語    español スペイン語
español

まいにちスペイン語
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 7:15 ～ 7:30
再放送：ラジオ第 2（月～金）14:45 ～ 15:00 / （翌週月～金）11:45 ～ 12:00

≪入門編≫　月～水の週 3回（4月～ 9月）　新作

◆“お・も・て・な・し”のスペイン語 ¡Bienvenidos a Japón!
スペイン語圏から日本を訪れる人々を日本各地に案内しながら、日常会
話に役立つ単語や表現を学ぶ。また国によって異なる単語や独特な言い
回しなど、スペイン語の多様性も合わせて紹介する。

 出演者

＜講　師＞　　　福嶌教隆（神戸市外国語大学・名誉教授）
＜パートナー＞　長谷川ニナ（上智大学・教授・メキシコ出身）

≪応用編≫　木～金の週 2回（4月～ 9月）　再放送

◆スペイン文学を味わう Deleitémonos con la literatura 
　española　　　　　　　（2017年 10月～ 2018年 3月の再放送）
19世紀を代表する小説家の作品を毎月 1作品ずつとりあげる。それぞれ
の作家の人となりや小説が書かれた時代背景、またスペイン各地の特色
なども合わせて紹介する。

 出演者

＜講　師＞　　　大楠栄三（明治大学・教授）
＜パートナー＞　Javier Camacho
　　　　　　　　（ハビエル・カマチョ　神田外語大学・講師　スペイン出身）

≪入門編≫　月～水の週 3回（10月～ 2019年 3月）　再放送

◆めざせ活用マスター！（2017年 4月～ 2017年 9月の再放送）
動詞の活用が苦手な学習者におすすめの講座。毎回反復練習を集中して
行う。動詞の活用練習に加え、会話に役立つ覚えやすい表現も紹介。6ヶ
月間しっかり学んでスペイン語学習での第一関門「動詞の活用」をクリ
アする。

 出演者

＜講　師＞　　　西村君代（上智大学・教授）
＜パートナー＞　Edelmira Amat（上智大学・教授）
　　　　　　（エデルミーラ・アマート　スペイン出身）

≪中級編≫　木～金の週 2回（10月～ 2019年 3月）　新作

◆ステップアップ・“お・も・て・な・し”のスペイン語 ¡Bienvenidos a Japón!（仮題）
4月から 9月までの入門編「“お・も・て・な・し”のスペイン語」の続編。あいさつなどで使われる基本的な
単語や表現からさらに進んで日本の文化や歴史、ものの考え方など、少し複雑な事柄もスペイン語で表現できる
よう学んでいく。

 出演者

＜講　師＞　　　福嶌教隆（神戸市外国語大学・名誉教授）
＜パートナー＞　長谷川ニナ（上智大学・教授・メキシコ出身）

≪入門編≫
≪応用編≫ 再（4～ 9月）ラジオ スト

新（4～ 9月）ラジオ スト ≪入門編≫
≪中級編≫ 新（10～ 3月）ラジオ スト

再（10～ 3月）ラジオ スト

スペイン語    españolスペイン語
español

　　◆ 4月～ 9月（2017年10月～2018 年 3月の再放送）
　　狂言師・茂山逸平さんが、情熱の国・スペインへ！

旅するスペイン語
 放送時間

放　送：Ｅテレ（水）0:25 ～ 0:50（火曜深夜）
再放送：Ｅテレ（火）6:00 ～ 6:25

 出演者

＜旅　人＞　茂山逸平（狂言師）
＜パートナー＞　ジン・タイラ
＜コンシェルジュ＞　マルタ・マルティン
＜講　師＞　成田瑞穂（神戸市外国語大学教授）

 おすすめポイント

京男とラテン男の凸凹珍道中！
首都マドリードではバルめぐりに、フラメンコ体験、トレドでは
古都を満喫。さらにバレンシア地方に足をのばし、街中が炎の渦
に包まれる壮大な火祭りやブランド靴の一大産地、モップに似た
珍犬など知られざるスペインに出会う。旅の相方は陽気なラテン
男、ジン・タイラ。スペイン語は初心者の逸平さんが、スペイン
の陽気な人たちと出会い、自然にスペイン語が口をついて出るよ
うに！毎月、第 4週目は成田先生と逸平さんが、旅を振り返りな
がら、書き取り練習もまじえてしっかり復習を行う。

再（前期）テレビ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

ロシア語    pусский язык

まいにちロシア語
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（月～金） 8:50 ～ 9:05
再放送：ラジオ第 2（月～金）16:30 ～ 16:45 / （翌週月～金）15:30 ～ 15:45

≪入門編≫ 月～水の週 3回

◆ 4月～ 9月「ロシア語文法のとびらを開こう！」（新作）
文学、音楽、演劇、そしておいしい食文化。ロシアの魅力に興味を持ち、言葉を学ぼうと思っても、ロシア語は
独学で身につけることが難しい言語とも言われる。この講座では毎回、正しい発音や文法知識を体得するための
キーポイントという鍵を手渡していく。扉の向こうに広がるロシア語の魅力を直接体感できるように少しずつ、
さあ始めましょう。

 出演者

＜講　師＞
　秋山真一　（上智大学准教授）
＜パートナー＞
　アナトリー・ヴァフロメーエフ
　クセーニヤ・ウラノフスカヤ

≪応用編≫　木・金の週 2回

◆ 4月～ 9月「ロシア語大好き！ 12 の扉」（2014年 10月～ 2015年 3月の再放送）
ロシア語のさまざまなテクストを紹介しながら、「このロシア語が好き！」という感覚を持ってもらうことを目
指す講座。取り上げるのは文学者たちの名言、ロシア民話、早口言葉やなぞなぞ、アネクドート、ことわざ、ロ
マンス（歌謡曲）など。短くてもロシア語らしい豊かな表現が詰まった文章を読むことで、ロシアの人々の文化
や考え方を知ると同時に、上級者向けの文法を身につけていく。

 出演者

＜講　師＞
　八島雅彦（慶應義塾大学非常勤講師）
＜パートナー＞
　河合エフゲーニヤ

≪入門編≫
≪応用編≫ 再（前期） 新（後期）ラジオ スト

新（前期） 再（後期）ラジオ スト

ロシア語    pусский языкロシア語
pусский язык

ロシア語
pусский язык

ロシアゴスキー（再放送）

 放送時間

　放　送：Ｅテレ（水）0:50 ～ 1:15（火曜深夜）
　再放送：Ｅテレ（火）5:30 ～ 5:55

 出演者

＜リポーター＞　タチアナ・ティマコワ
＜講　師＞　　　前田和泉（東京外国語大学准教授）
＜声の出演＞　　ジェーニャ（声優・タレント）
　　　　　　　　オレーグ・ヴィソーチン（関東国際高等学校講師）

 おすすめポイント

現地の最新映像とユニークなアニメーションで、ロシア語を気軽に学べる番組。ロシアの首都・モスクワに住む
リポーターのタチアナ（ターニャ）が、旅で役立つ便利なフレーズを使いながら、モスクワの名所を次々に案内
してくれる。モスクワの街歩きを楽しみながら、自然とロシア語会話の基礎が身についていく。独特のキリル文
字の読み方も、番組キャラクター「ロシアゴスキー」が丁寧にガイド。全 12回の放送を見れば、あなたもきっと「ロ
シア語好き」に！

再（前期）テレビ
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新 …新作 通 …通年 スト …ストリーミング放送あり再 …再放送

ポルトガル、そしてブラジルの公用語、ポルトガル語の講座を通年で放送。
ブラジルの若者文化や食、音楽の話題もふんだんにご紹介！

◆ 4月～ 9月（2015年 4月～ 2015年 9月の再放送）
リオデジャネイロ 夢の日々

ポルトガル語 入門
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（土） 18:45 ～ 19:00
再放送：ラジオ第 2（日） 13:10 ～ 13:25
　　　　ラジオ第 2（翌土）8:50 ～ 9:05

 出演者

＜講　師＞　　　福嶋伸洋（共立女子大学准教授）
＜パートナー＞　エウニッセ・スエナガ
　　　　　　　　ロベルト・マクスウェル

 おすすめポイント

舞台はリオデジャネイロ。“使える・わかるポルトガル語”をポイントに、バスの中、ビーチ、空港の放送、サッ
カーの実況放送など、実際に出会うさまざまな場面での表現を楽しく学ぶ。すでにブラジルのポルトガル語の基
礎がある人も、注目の話題が満載！

ポルトガル語    português

ポルトガル語    português

◆ 10月～ 3月（2016年 4月～ 2016年 9月の再放送）
音楽とパーティーの街 リオデジャネイロ

ポルトガル語 ステップアップ
 放送時間 　放　送：ラジオ第 2（土）18:45 ～ 19:00
　　　　　　 再放送：ラジオ第 2（日） 13:10 ～ 13:25
　　　　　　　　　　 ラジオ第 2（翌土）8:50 ～ 9:05

 おすすめポイント

ポルトガル語の基礎を学んだ人を対象に、感嘆文や関係代名詞など、よりナチュラルなコミュニケーションに欠
かせない表現や、サッカー用語、道順の尋ね方などを学ぶ。毎回登場するブラジル音楽、ブラジルの現状を伝え
るトークもお楽しみに！

 出演者

＜講　師＞　　　福嶋伸洋（共立女子大学准教授）
＜パートナー＞　ロベルト・マクスウェル
　　　　　　　　コスタ・マルシ

ポルトガル語
português

ポルトガル語
português

再ラジオ

（後期）再ラジオ

アラビア語    ةيبرعلا

アラビア語    ةيبرعلا

アラビア語
ةيبرعلا

アラビア語
ةيبرعلا

テレビでアラビア語 (前期・後期とも2012年4月～ 9月の再放送)

 おすすめポイント

①学習は“冒険家”気分で！
　～「アラビアン・ナイト」仕立てのスキットドラマで習得するアラビア語
②アラビア語は“語根”で勝負！
　～ 3つの文字からなる「語根」を理解することで、単語力アップをねらう
③アラブのいまと歴史をかいま見る文化コーナー
　～豊富な現地映像で、アラブの文化や最新事情を紹介

 放送時間

放　送：Ｅテレ（水）1:15 ～ 1:40( 火曜深夜 )
再放送：Ｅテレ（金）5:30 ～ 5:55

 出演者

＜講　師＞　エバ・ハッサン (国際基督教 大学講師 )
＜生徒役＞　渡部陽一 (フォトジャーナリスト、タレント )
＜ネイティブゲスト＞　オサマ・イブラヒム
　　　　　　　　　　　ハリール・メクダシ
　　　 　　　　　　　　師岡カリーマ・エルサムニー

アラビア語講座
 放送時間

放　送：ラジオ第 2（日）9:30 ～ 10:00

◆前期（2005年 4月～ 9月ほかの再放送）

 出演者

＜講　師＞　　　　　　榮谷温子（慶應義塾大学ほか講師）
＜ネイティブゲスト＞　イサム・ブカーリ
　　　　　　　　　　　カリン・エルフェガーリ

◆後期（2009年 10月～ 2010年 3月ほかの再放送）

 出演者

＜講　師＞　　　　　　長渡陽一（東京外国語大学ほか講師）
＜ネイティブゲスト＞　エバ・ハッサン
　　　　　　　　　　　オサマ・イブラヒム

 おすすめポイント

あいさつなどの簡単なフレーズを使い、文字や文法のしくみを初歩か
ら学ぶ。また、アラビア語を話す国や地域の歴史や宗教、文化につい
ても楽しく、やさしく学べる講座。

再テレビ

（後期）再（前期）再ラジオ
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国際放送    NHK WORLD

国際放送    NHK WORLD

国際放送
NHK WORLD

国際放送
NHK WORLD

3-Day Dare★Devils
 放送時間

放　送：NHKワールドTV
　　　　放送は随時。15分番組

 出演者

Softpomz　（タイ）
Edho　Zell（インドネシア）など

 おすすめポイント

アジア各地で活躍するタレントが来日し、3日間限定で日本の日常の 1コマに挑戦するバラエティ風ドキュメン
ト。挑戦するのは、「雪国の生活」や「駅弁の立ち売り」「引越し」など。遠い日本に来て、ちょっとつらい体験
に挑戦するなかで、見たことのない日本を知る。彼らの奮闘する姿をとおして伝えるのは「日本人が大切に思う
価値」。挑戦者の目線で感じた日本をリポートする。
NHKワールドウェブサイトなどでもその挑戦の様子を発信。
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/

Dining with the Chef
 放送時間

放　送：NHKワールドTV（※日本時間）
　（金）23:30 ～ 23:58 ほか

 出演者

Authentic Japanese Cooking
　斉藤辰夫シェフ　早見優
Rika’s TOKYO CUISINE
　行正り香シェフ　パトリック・ハーラン

 おすすめポイント

個性あふれる 2人のシェフが和食の基本的な知識と分
かりやすい作り方を紹介。斉藤シェフは和食の真髄と
調理の基本をとことん追及し、行正シェフは手軽に作れて美しく仕上げるテ
クニックを伝授。今年は、新コーナーとして行正シェフの食器や小物のこだわりもお伝えする。日本人でも知ら
ない、和食に秘められた知恵や、裏技が満載の番組。
番組HPや Facebook でも、豊富なレシピや郷土料理情報を発信中。
http://www.nhk.or.jp/dwc/

テレビ

テレビ

国際放送    NHK WORLD

国際放送    NHK WORLD

国際放送
NHK WORLD

国際放送
NHK WORLD

Japanology Plus
 放送時間

放　送：NHKワールドTV（※日本時間）
　　　　（火）23:30 ～ 23:58
　　　　（水） 5:30 ～ 5:58
　　　　　　 11:30 ～ 11:58
　　　　BS1
　　　　（火） 3:30 ～ 3:58（月曜深夜）

 出演者

＜　M　　C　＞　ピーター・バラカン（ブロードキャスター）
＜コーナー出演＞　マット・アルト（翻訳家、作家）

 おすすめポイント

■英語で日本を再発見
日本文化を海外に発信することを目的として、15年前に誕生した「Japanology（=日本学）」シリーズの最新版。
放送開始時からの番組ホストであるピーター・バラカン氏が、テーマに即した専門家と対話しながら、さまざ
まな切り口で日本の素顔を明らかにしていく。40年以上日本に暮らし、なおかつ海外と幅広い交流を持つバ
ラカン氏ならではの鋭い分析で、日本人がごく当たり前に思って見過ごしている事柄の意味などを掘り下げて
いく。これまでに、「茶道に見る本当のおもてなしの意味」、「除雪」、「自動車教習所」といったテーマで放送
してきた。

Face To Face

 おすすめポイント

日本で注目を集める人に話を聞く、インタビュー&ドキュメント番組。ゲストの
仕事や日常に密着取材し、その人から日本社会の“今”の現状や課題を浮き彫り
にしていく。
MCはロバート・キャンベル。ゲストの言葉や人生観を掘り下げていきながら、
日本文化の魅力を世界へ発信する。
2017 年度のゲストは、力強い書で人々を力づける書家の金澤翔子、新語で話題
になる広辞苑の編集責任者 ･平木靖成、浮世絵を研究している大英博物館のティ
ム・クラーク氏などが出演。

 放送時間

放　送：NHKワールドTV（※日本時間）
　　　　毎月最終（日）10:10 ～ 10:35 ほか

 出演者

ロバート・キャンベル（国文学研究資料館　館長）

テレビ

テレビ

NHKワールドのWEBページで、放送と同時刻にストリーミングあり
国内で視聴する場合はこちら→ http://www.nhk.or.jp/nhkworld/
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 放送時間

放　送：NHKワールドTV（※日本時間）
　（土）11:50 ～ 12:00 ほか

 おすすめポイント

日本国内で放送している英語アニメ「リトル・チャロ」の完全英語版。
日本生まれの子犬が奮闘する物語を、世界に向けて英語で放送する。
物語は、チャロがニューヨークで迷子になったところから始まる。
「もう一度日本に帰って、飼い主の翔太に会いたい」
チャロの大冒険が始まった ･･･。

Japan-easy／Japan-easyⅡ（各 24回）

 おすすめポイント

英語を通じて学ぶ、世界の人のための日本語学習番組。全 48回のシリーズを視聴すれば、自然と日本語のルー
ル（文法）が身につき、日常会話は意外と簡単なことが実感できる。シーズンⅡでは、面白いけどちょっと手ご
わい「漢字」に大注目。訪日旅行やふだんの生活ですぐに役立つフレーズも身につける。番組ホームページでは、
自分のペースで好きな時に学習できる。
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/japaneasy/

 放送時間

放　送：NHKワールドTV（※日本時間）
　 　　　（日）20:25 ～ 20:40 ほか

 出演者

ナレーション　工藤夕貴ほか

再テレビ

再テレビ

国際放送
NHK WORLD

国際放送
NHK WORLD

国際放送    NHK WORLD

国際放送    NHK WORLD
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