ゴガク
新しいコトバと出会うトキメキや
人生を豊かにする世界への入口を
NHK ゴガクで！
2022 年 4〜9 月の

イタリア語

フランス語

ドイツ語

スペイン語

ロシア語

の講座番組をご紹介します。

ポルトガル語

アラビア語

ためのゴガク
世界を旅したい、世界の人びとと交流したいー。
そんなみなさんに向けて、現地の最新映像を
ふんだんに使った、４つの「旅するためのゴガク」。それぞれの言語を通してじかにふれられる、
多様で奥深い文化との出会いがみなさんをお待ちしています。
※2022 年度は放送曜日が変更、午後の時間帯に再放送も！

【出演】
渡辺早織（俳優）ほか

【出演】
千葉一磨（俳優）ほか

「旅するためのイタリア語」
旅の準備としてイタリア語の基礎を学びます。旅のさまざまな場面で
使える厳選フレーズを紹介し、丁寧な解説で実践的なイタリア語を身
につけます。渡辺早織さんがイタリア語のレシピを見ながら料理に挑
戦。ローマの最新街角情報やサッカー用語などのコーナーも。（現

「旅するためのフランス語」

地・国内の新撮映像と、2020 年 10 月〜 2021 年 3 月放送
「入門編」
アート好きの千葉一磨さんとともに、パリから北フランス各地の人気

の復習です。※監修：原田亜希子）

スポットを巡る アートな旅 を体感しながら、すぐに使えるフランス
E テレ

月曜

（再放送：

語を楽しく学びます。発音や文法などの基礎もやさしく丁寧に解説。

夜１１：３０

火曜

後２：００，翌週月曜

前６：００）

世界各地のフランス語圏 フランコフォニー の魅力も紹介します。
（2021 年 10 月〜 2022 年 3 月の再放送です。※監修：松川雄哉）

E テレ

火曜

（再放送：

夜１１：３０

水曜

後２：００，翌週火曜

前６：００）

【出演】
伊原六花（俳優）ほか

【出演】
鎮西寿々歌（タレント・俳優）ほか

「旅するためのドイツ語」
ベルリン、ハンブルク、ミュンヘンから届いた映像を楽しみながら、鎮
西寿々歌さんと一緒に基礎から学ましょう！

現地の人々の生の言

葉をたくさん聞き、難しい印象がある発音や文法のポイントも「ドイ
ツ語のツボ」のコーナーでひとつずつ丁寧に身につけていきます。
（2021 年 10 月〜 2022 年 3 月の再放送です。※監修：草本晶）

E テレ

水曜

（再放送：

「旅するためのスペイン語」

夜１１：３０

木曜

後３：００，翌週水曜

前６：００）

シリーズの舞台は、ラテンアメリカ！ バリエーション豊かな現地の
絶景や美味しい料理、さまざまな文化を 旅気分 で楽しみながら、伊
原六花さんと一緒にスペイン語を学びます。スペインとラテンアメリ
カ各地で話されるスペイン語の違いや、多様な文化も紹介します。
（2021 年 10 月〜 2022 年 3 月の再放送です。※監修：高松英樹）

E テレ

木曜

（再放送：

夜１１：３０

金曜

後３：００，翌週木曜

前６：００）

R2

ラジオ第２

NHK RADIO

まいにち学んで、一歩ずつレベルアップ
テレビ講座の先に進んで、もっと深く学びたいー。
そんなみなさんに向けて、ラジオ第２放送では、ドイツ語、
スペイン語、フランス語、イタリア語に加えて、ロシア語、ポルトガル語、アラビア語の講座もお届けしていま
す。レベルも入門から中級・上級者向けまでさまざまです。新しい言語へのチャレンジや、学んだことがある
言語の復習やレベルアップに、ご活用ください。

こんな人たちもラジオ講座に出演！
「まいにちスペイン語」
※月〜水は入門編、木・金は中級編！

＜入門編＞「サトシとおしゃべり猫ソルバ」
スペイン・セビリアを舞台に主人公と言葉を話す猫の物語を通して、
簡単な内容の会話ができるレベルを目指します｡（※講師：土屋亮）

＜中級編＞ ｢昔話の世界へようこそ｣
（※講師：松下直弘／ 2020 年 10 月〜 2021 年 3 月の再放送で
す。）
ラジオ第２

入山杏奈（俳優）
「まいにちスペイン語 入門編」
（４月〜９月）には、先日 AKB４８を卒

前７：１５／後２：４５／翌週

前１１：４５

業した入山杏奈さんが登場。メキシコの TV ドラマに出演経験がある
入山さんが、現地で撮影中に体験したスペイン語にまつわるエピソー
ドを紹介してくれます！

「まいにちイタリア語」
＜入門編＞「あかね 初めてのホームステイ｣
イタリアにホームステイ中の主人公・あかねの生活のワンシーンを
通して、基本的な文法や表現を学びます。
（※講師：張あさ子）

＜応用編＞４月〜６月｢冠詞の世界｣
（※講師：フェデリカ・マッジャ＆横田さやか 2021 年 1 月〜 3 月
渡辺早織（俳優）

の再放送です。
） ７月〜９月「ニュースで鍛えるリスニング」
（※講
師：張あさ子／ 2020 年 10 月〜 12 月の再放送です。
）

「まいにちイタリア語

入門編」
（４月〜９月）には、「旅するためのイ

タリア語」にも出演中の渡辺早織さんが登場。
「あかね 初めてのホーム
ラジオ第２

前７：４５／後 4：４５／翌週

前１１：１５

ステイ」の学習スキットに、現地に留学中の日本人役として出演しま
す！
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「まいにちロシア語」
※月〜水は入門編、木・金は応用編！

「まいにちフランス語」

＜入門編＞「楽しく覚える身近なロシア語｣

※月〜水は入門編、木・金は応用編！

文字と発音から始めて、身近な日常生活の表現と基礎文法を学びます。

＜入門編＞「自己表現のためのフランス語
en français｣

Parler de soi

フランス語で自分のことや身の回りのことを表現するための練習に
力を入れます。
（※講師：中條健志）

＜応用編＞｢オペラで学ぶ
リザンド』を読む」

ロシア語を楽しむための話題も豊富。
（講師：毛利公美）

＜応用編＞｢朗読に挑戦！ 〜ロシア人が見た日本」
（※講師：黒岩幸子／ 2020 年 10 月〜 2021 年 3 月の再放送です。
）

ドビュッシーの『ペレアスとメ

ラジオ第２

前８：５０／後４：３０／翌週

後３：３０

（※講師：川竹英克／ 2021 年 10 月〜 2022 年 3 月の再放送で
す。）
ラジオ第２

前７：３０／後２：３０／翌週

前１１：００

「ポルトガル語入門」
「聴いて・覚えて・話してみよう！」
声に出す練習をたくさんして、ポルトガル語の基礎的な文法や表現を

「まいにちドイツ語」

身につけます。
（講師：中川ソニア＆宮入亮）

※月〜水は入門編、木・金は応用編！

＜入門編＞「じっくり・たっぷり・はじめの一歩」

ラジオ第２

初歩的なやり取りを声に出して練習し、ちょっとした会話がドイツ語

翌週土曜

土曜

後６：４５／日曜

前８：５０／翌週土曜

夜１１：３０

後２：４０

でできるようになることを目指します。
（※講師：野村幸宏）

＜応用編＞ ４月〜６月｢翻訳に挑戦しましょう｣
（※講師：上田浩二／ 2020 年 10 月〜１２月の再放送です。
７月〜
９月「発明の国ードイツ」
（※講師：辻英史／ 2021 年 1 月〜 3 月の
再放送です。）

ラジオ第２

「アラビア語講座」（３０分）

前７：００／後３：１５／翌週

前１１：３０

｢話そう！ アラビア語｣（講師：榮谷温子／ 2005 年ほかの再放送で
す。）
ラジオ第２
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日曜

前９：３０

