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テレビ 再 通 

初めて英語に触れる小学生のための番組 

多彩な演出で、英語の“音”に親しみます 

プレキソ英語（再放送） 

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 

監修 

粕谷恭子（東京学芸大学教授） 

おすすめポイント 

■毎週ひとつの主要な英語表現を中心に構成。同じフレーズが場面を変えて何度も登場する。

繰り返し聞くことで、子どもたちの頭の中に、音が残るような工夫が満載！

① アニメでは、その表現が「どんな場面で使われるのか」を紹介。

②海外ロケコーナーでは、その表現を「実際に話している様子をたくさん」紹介。

③国内ロケコーナーでは、その表現を「実際に使って」みる。

■番組は、基本的に全編英語のみ。英語だけで分かるかしら・・・？という心配はご無用。映像の手

助けにより、「ああ、こういうときには、英語ではこういう音を出すんだ」ということが分かるよ

うに積み上げていく。

■歌や早口言葉のコーナーでは、思わず口をついてでてしまうように、英語のリズムや音の面白さを

表現。さらに、アルファベットにも親しむ。

 

テレビ 新 通 

中学英語のツボは「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（日）１８：３０～１８：５０ 

再放送： Ｅテレ（月） ６：００～ ６：２０ 

（土）１１：００～１１：２０ 

出演者 

高山芳樹（東京学芸大学教授） 

陣内智則、小林きな子、志尊淳 

アナンダ・ジェイコブズ ほか 

おすすめポイント 

舞台は宇宙船ＡＡ号。英語しか通じないアンドロイドを相手に、搭乗員の陣内、きな子、淳が大奮闘。

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基本を学ぶ。 

■日本人にありがちな英語の間違いを題材に、ミニドラマが展開。分かりやすく面白いストーリーで、

自然に英語の世界へと導く。

■カリキュラムの柱は、「語順」と「発音」。ポイント解説とともに、毎週ユニークなトレーニング

法を紹介。いつでもどこでもできるお手軽法でしっかり習得。

■搭乗員たちも、毎回、英語クイズやゲームにガチンコで挑戦。一緒に考え共に学ぼう！

■その他、ＡＡ号と対立するネイティブ集団の「発音アンサンブル」コーナー、発音の違いを聞き分

ける「違いのわかる男」コーナー、英語の語順を徹底追及する「語順トリオ」コーナーなど、盛り

だくさんの20分間！ 

英語  English 

英語  English 
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テレビ 新（前期） 再（後期） 

“オトキソ”がパワーアップ。旅に役立つフレーズ満載！ 

おとなの基礎英語 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（月～木）２２：５０～２３：００ 

再放送：Ｅテレ（月～木）１０：１５～１０：２５ 

（水） １：００～ １：４０（火曜深夜）（月～木分まとめて放送） 

 

出演者 

＜スタジオ出演＞ 

松本茂（立教大学教授） 

高橋真麻 

太田エイミー 

 

＜スキット出演＞ 

野村佑香 

 

 

 

おすすめポイント 

２０１２年度にスタートした「オトキソ」は、新年度大幅リニューアル。 

人気の講師・松本茂先生と太田エイミーさんコンビの軽妙なトークに加え、スタジオ出演者にフリー

アナウンサーの高橋真麻さんが登場し、よりパワーアップ！ 実は、英語が苦手という高橋真麻さんだ

が、果たして・・・。 

番組で紹介するフレーズは、旅で役立つ言葉を厳選、さらに毎週木曜日には、観光情報コーナーも新

設し、たっぷりと旅気分が味わえる。 

スキットの舞台は、人気の観光地、サイパン、マレーシア、シンガポール。毎回読み切りのコント仕

立てにし、現地の個性あふれる俳優たちが名演技を繰り広げ、クスっと笑って英語が学べる内容に。 

英語が苦手という方こそ必見！ 

 

■旅で役立つフレーズ満載！～中学生レベルの英語～ 

「道に迷ったみたい・・」「シャワーのお湯が出ない・・・」「お財布をなくしたみたい・・」海外

旅行で誰もが経験するこんな“あるある”トラブル。そんなときに役立つフレーズを徹底的に紹介。 

また、「うわ～ステキな夕陽」「すごく甘い」「初めて見た～」「高い場所は苦手なんです・・」 

自分の気持ちを相手に伝えたいけどどうしたらいいのか悩む場面も多いのでは？ 地元の人とコミュ

ニケーションをとる簡単なフレーズをお伝えする。 

半年間の放送で、旅先のさまざまな場面で使える１００のフレーズが登場！ しかも、中学校で学ぶ基 

礎的な英語のレベルなので、肩肘張らずに身についていく。 

 

■地元の観光情報が満載！ 

スキットの主人公は、旅行が大好きな雑誌の記者。サイパンとマレーシア、シンガポールの３か国を

訪ねて、試行錯誤しながら、地元ならではの暮らしや文化を取材するコント仕立てのストーリー。ス

キットを見れば、地元おススメのおいしいお店や、とっておきの風景、地元ならではの風習や文化な

ど、知られざる地元の名所も知ることができる。 

 

 

英語  English 
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テレビ 再（前期）  

しごとの基礎英語（４月～９月）（再放送） 

放送時間 

放 送：Ｅテレ  （火） １：００～ １：４０（月曜深夜）（４本まとめて放送） 

再放送：Ｅテレ  （金）１０：１５～１０：５５（４本まとめて放送） 

  

出演者 

篠山輝信（俳優） 

大西泰斗（東洋学園大学教授） 

ルース・マリー・ジャーマン 
 （経営コンサルタント） 

ホラン千秋（タレント） 

*  *  * 

  チャド・マレーン（お笑い芸人） 

 清水ゆみ（俳優） 

 三木惇裕（俳優）   

エマ・ハワード（俳優）   ほか 

 

おすすめポイント 

仕事で英語を使う機会がますます増える今、「仕事の英語」でお悩みの人たちのために始まっ

たのが「しごとの基礎英語」。やはりここは利害関係を持つ相手のある、ビジネスの世界。そこ

ではどうしても「プロフェッショナルな表現」が求められる。中学レベルの文法をもとに、「ビ

ジネスの現場で通用する、恥ずかしくない英語」を学ぶための講座。番組では、実際の現場から

の取材をもとにミニドラマを制作。ここから使い勝手抜群の表現を学んでいく。 

舞台となるのはアイデア商品の開発・販売を手がける会社。外国人部長のもと、社員たちが遭

遇する日々のできごとをコミカルに構成。そこにはどの会社でも起こりがちな場面の数々が数多

く凝縮されていて、見ていて「あるあるこんなこと！」と納得しながら勉強を続けていくことが

できる。 

この番組では、主役の篠山輝信さんが前代未聞の役割を担っている。それは、篠山さん一人だ

けが、ドラマでもスタジオでも、台本や打ち合わせなど一切の事前情報無しに、毎回自分の英語

力だけを頼りに、ぶっつけ本番で撮影に挑んでいるということ。篠山さんを支えるのは、目から

ウロコの解説で知られるおなじみの大西泰斗先生と、会社経営者として日常的に日本人ビジネス

パーソンと英語で接しているルーシーの二人。これまでの番組作りを通じて、篠山さんの英語力

は格段にアップしている！ 

 
テレビ 新（後期） 

しごとの基礎英語 season３（１０月～３月） 

放 送：Ｅテレ（月～木）２２：５０～２３：００ 

再放送： Ｅテレ（月～木）１０：１５～１０：２５ 

(火) １：００～ １：４０（月曜深夜）（４本まとめて放送） 

  

 10月からは「しごとの基礎英語」新シリーズが登場予定！ ますますバージョンアップする 

“ジョブキソ”の世界で 明日から役立つ基礎英語レベルの実践表現を紹介していく。 

英語  English 



 

新･･･新作 再･･･再放送 通･･･通年 スト･･･ストリーミング放送あり 

19 
 

 

テレビ 新 通 

英語でニュースを吸収して、世界の人と話そう！ 

テレビやラジオだけでなく、ＷＥＢでも学べる本格的クロスメディア番組 

ニュースで英会話 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（木）２２：００～２２：２０ 

再放送：Ｅテレ（土） ６：００～ ６：２０ 

（月）１０：３０～１０：５０ 

出演者 

鳥飼玖美子 
（順天堂大学特任教授／国際教養学部アドバイザー:４月～） 

伊藤サム（ジャパンタイムズ元編集局長） 

ジョセフ・ショールズ（順天堂大学国際教養学部教授:４月～） 

トッド・ルシンスキー（駿河台大学専任講師:４月～） 

吉竹史（フリー・アナウンサー） 

 

おすすめポイント 

ビジネスの会議などはお決まりの表現を覚えておけば何とかなる。でも、ミーティング後の雑談や

会食時の何気ない会話が難しい。それは、「テーマ」が決まっていないから。だったら、ふだんの会

話で話題になりやすい直近のニュースを英語でおさえて関連する表現を身につける、それが「ニュー

スで英会話」だ。この番組では、毎日放送されている旬な英語ニュースから特に視聴者が興味を持ち

そうなものを厳選し、それをネタにどう会話を紡いでいくのかを紹介していく。 

 
 

テレビ 新 通 

「ニュースで英会話」に付随する５分のミニ番組で発音もしっかり練習！ 

ニュースで英会話プラス 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（木）２２：２０～２２：２５ 

再放送：Ｅテレ（土） ６：２０～ ６：２５／（月）１０：５０～１０：５５ 

 

おすすめポイント 

英語を話す際に重要なのは「何を話すか？」「どう話すか？」そして「どう音にするか？」。言い

たいことがあってもうまく英語に出来ない、英文が頭に浮かんでも、きちんと発音できる自信がない、

そんな人は、この番組で発話のコツを身につけよう！ 

 
 

ラジオ 新 通 

忙しい毎日、たったの５分で最新ニュース英語をしっかりフォロー 

ワンポイント・ニュースで英会話 

放送時間 

放 送：ラジオ第２（月～金）１３：１５～１３：２０ 

再放送：ラジオ第２（月～金）１５：１０～１５：１５／２３：１５～２３：２０ 

 （土） ７：５０～ ８：１５／２２：００～２２:２５（月～金分まとめて放送） 

おすすめポイント 

国際放送の「ＮＥＷＳ ＬＩＮＥ」で前の週に放送されたばかりの旬のニュースを素材にして、最新

の時事英語やキーワードを解説するラジオ版「ニュースで英会話」。クイズ形式で、今話題となりや

すい英語表現を紹介していく。ボキャブラリーが増え、同時にリスニング力も磨くことができる。 

 

英語  English 

英語  English 

英語  English 
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テレビ 新 通 

世界最高のプレゼンテーション！ 

Ｅテレならではのクオリティーコンテンツ 

スーパープレゼンテーション 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（水） ２２：２５～２２：５０ 

再放送：Ｅテレ（月）  ０：４５～ １：１０（日曜深夜） 

 

出演者 

伊藤穰一（マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長） 

吹石一恵（俳優） 

 

おすすめポイント 

世界を変える人々の、驚きの発想を、最高のプレゼンで！ 

１９８４年から３０年近く、アメリカ行われているＴＥＤカンファレンス。 

世界の最先端を行く人たちが文化・芸術・科学・テクノロジーなどあらゆる分野から集まり、たった 

１０数分で自らのアイデアをプレゼンテーションするという非公開の会議である。 

この番組は、ＴＥＤの講演映像に、講演者の活動の紹介と語学面の解説を加えた、新しいスタイルの 

語学教養番組。単に英語を学ぶのでなく「知的な刺激を受けながら説得力のある英語を浴びる」とい 

う経験ができる。 

番組開始から４年目の２０１５年度は、プレゼンが上手くなるためのノウハウも紹介する。ＴＥＤ専

属のプレゼン・コーチが聴衆の心をつかむテクニックを指南する他、アメリカの学校のプレゼン授業

を取材するなど、プレゼン術習得のためのコンテンツを充実させる予定。 

 

 

テレビ 再（４～3 月） 

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 

          

 

(2014年の再放送) 

放送時間 

放 送： Ｅテレ（金）１１：４５～１１：５５ 

再放送： Ｅテレ（月）１５：４５～１５：５５  

 

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。 

注）2014年度に放送したものと同内容。 

英語  English 

英語  English 
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ラジオ 新 通 スト 

楽しいストーリーで、“使う英語”を身につけよう！ 

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＞ 

高本裕迅（白百合女子大学教授） 

＜パートナー＞ 

レイチェル・オクシロ（モデル、ナレーター） 

マックスウェル・パワーズ（俳優、ナレーター） 

おすすめポイント 

① 毎週１つのCan-do（～できる）をマスター

１週間に１つのCan-do（～できる）目標を掲げ、月曜日から木曜日のLessonで表現を学び、

金曜日のReviewで総仕上げを行う。ＮＨＫの「英語グランドデザイン」に基づいて厳選した４４

のCan-doを１年間で身につけ、英語の基礎力を養う。

（８月は復習月として、４月から７月までの番組を厳選して再放送。）

② 楽しみながら学べるストーリー

都会育ちの内気な少年・メックが、突然南の島の大自然の中で暮らすことになり、とまどいなが

らも新しい友達や島の人々、祖父に支えられながら、たくましく成長していく物語。中学校1年生

のレベルで楽しく展開していく。

ラジオ 新 通 スト 

｢英語でできること」を増やして中学英語をマスターだ！ 

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＞ 

阿野幸一（文教大学国際学部教授） 

＜パートナー＞ 

カレン・ヘドリック（ナレーター） 

ピーター・ヴァン・ガーム（ナレーター） 

おすすめポイント 

① 毎週１つのCan-do（～できる）をマスター

英語で１週間に１つのCan-do（～できる）目標を掲げ、月曜日から木曜日のLessonで表現を学び、

金曜日のReviewで総仕上げを行う。ＮＨＫの「英語グランドデザイン」に基づいて厳選した４４

のCan-doを１年間で身につけ、英語の基礎固めを行う。

（８月は復習月として、４月から７月までの番組を厳選して再放送。）

② 楽しみながら学べるストーリー

こんどのストーリーは未来が舞台。宇宙ステーションに暮らす主人公のリックは、同級生の宇宙

人アサたちと、ロボットを作ったり、宇宙へ旅立ったりと、波乱万丈の冒険を繰り広げる。ＳＦ

物語を通じて中学校２年生程度の英語をしっかりと学べる。

英語  English 

英語  English 
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ラジオ 新 通 スト 

毎週の目標を達成して、身近なできごとを表現できるようになろう！ 

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＞ 

佐藤久美子（玉川大学大学院教授） 

＜パートナー＞ 

ジャニカ・サウスウィック（俳優、ナレーター） 

ベンジャミン・タッチャー（大学講師） 

おすすめポイント 

①毎週１つのCan-do（～できる）をマスター 

１週間に１つのCan-do（～できる）目標を掲げ、月曜日から木曜日のLessonで表現を学び、金曜 

日のReviewで総仕上げを行う。ＮＨＫの「英語グランドデザイン」に基づいて厳選した４４の 

Can-doを１年間で身につけ、英語の基礎力を養う。 

（８月は復習月として、４月から７月までの番組を厳選して再放送。） 

②楽しみながら学べるストーリー 

学習の核となるストーリーの舞台はイギリス。ロンドンの大学でジャーナリズムを学ぶ留学生の 

ティノとヨハンが切磋琢磨する様子を中学校３年生レベルの英語で生き生きと描く。 

 

 
ラジオ 新 通 スト 

楽しく学んで、楽しく話そう！――高校生から聞ける英語の総合講座 

ラジオ英会話 

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）１２：２５～１２：４０／１５：４５～１６：００ 

／２１：４５～２２：００ 

    （土） １１：４５～１２：００（金曜日分のみ再放送） 

     （日） １６：３０～１７：４５（月～金分まとめて放送） 

出演者 

＜講 師＞ 

遠山顕（COMUNICA,Inc. 代表） 

＜パートナー＞ 

ケイティ・アドラー 

ジェフ・マニング 

 

おすすめポイント 

① Can-doに基づくカリキュラム 

「基礎英語」を引き継ぎ、Can-doを意識した機能・状況別のテーマを月ごとに設定。 

② 自然な英語を学べる楽しいダイアログ 

高校生からシニアまで、幅広い層の学習者が楽しめるダイアログとスタジオトーク。 

③ 毎月４週目はニュース、歌、物語、英会話文法、発音などスペシャル企画で会話力を補強。 

英語  English 

英語  English 
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ラジオ 新 通 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）１２：１５～１２：２５／２３：００～２３：１０ 

       (土)  ７：００～ ７：５０（月～金分まとめて放送） 

 (日) ２３：３０～ ０：２０（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。 

日本人が英語を苦手と感じる理由の１つに、せっかく覚えた表現がなかなか口から出てこないことが

ある。苦労して単語や表現を暗記（インプット）しても、それを使う（アウトプット）訓練を積まな

ければ、スムーズに会話する力は身につかない。この講座では、アウトプット力の育成に重点を置く。 

２０１５年度は、月曜から水曜に「SPR（瞬発力）トライアル編」、木曜・金曜に「対話カラオケ編」

という２部構成で、さらに会話の “瞬発力” を高めることを目標とする。 

 

 
ラジオ 新 通 スト 

長文リスニング攻略をめざして徹底トレーニング！ 

攻略！英語リスニング 

放送時間 

放 送：ラジオ第２（土・日）１２：４０～１２：５５ 

再放送：ラジオ第２  （日）２２：３０～２３：００ 

（翌週 月･火）２２：１５～２２：３０ 

（翌週 日）   ９：３０～１０：００ 

 

出演者 

＜講 師＞ 

 柴原智幸（神田外語大学専任講師、放送通訳者） 

 

おすすめポイント 

英語の「本格派」を目指す中上級者向けの、リスニングのトレーニング番組。歴史、自然科学、芸術

など、さまざまな分野のトピックを取り上げる。継続してトレーニングすることにより、英語の総合

力の向上にも役立つ。 

番組は２日間でワンセット。１分３０秒～ ２分程度の長文英語を素材に、１日目は全体の意味内容を

つかむトレーニング。２日目は、シャドウイングや暗唱など繰り返し練習を中心に一字一句を正確に

聴き取るトレーニング。２０１５年度は、毎月最終週に「サイエンス」の話題を取り上げ、現代生活

に不可欠な科学的知識を英語でリスニングする。 

英語  English 

英語  English 
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ラジオ 新（前期）再（後期） 通 スト 

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年の新講師が基本を伝授 

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 

＜講 師＞ 

 柴田真一 （目白大学教授） 

＜スタジオパートナー＞ 

 ハンナ・グレース （俳優、アメリカ出身） 

 

おすすめポイント 

ビジネスの相手は「世界」という今の時代、世界中の人が語る英語を理解し、自らも発信してい

くことが重要である。新シリーズのテーマは「世界を旅するビジネス英語」。月替わりの日本人

主人公が英語ネイティブだけでなくノンネイティブ相手にビジネスシーンで奮闘する。長年海外

勤務を経験した新講師による、実用性の高いビジネス英語と円滑なビジネスに必須なコミュニケ

ーションマナーの解説はビジネスで英語を使う人に身につけてほしいものばかり。 

 
 

 

 

ラジオ 新 通 スト 

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２０１５ 

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 

（㈱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。実践的なビジネス現場での最

新の語彙・表現、ビジネスの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。日本に居ながらに、国際感覚に富んだキレのいい英会話を学べる。 

グローバルビジネスの世界で知っておきたい２０１５年の最新情報を盛り込んだvignette（短い

ストーリー）を中心に、語彙や表現を補強・解説しながら展開。オン・ビジネス、オフ・ビジネ

スの会話をバランスよく配置し、真の「会話力」「英語力」を高める。 

英語  English 

英語  English 
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ラジオ 前期 スト 

 

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 
（５本まとめて放送） 

 

おすすめポイント 

日本人の英語学習者に不足しているのは、インプットの量。簡単な英語にたくさん触れること

で、英語のリズムやセンスを養い、英語を英語のまま理解する感覚を身につけられる。そのため

のトレーニングとなるのがこの番組。番組では、英語のショートストーリーを「楽しむだけ」。

語彙や表現のレベルを意図的に抑え「聞き取りやすく」をポイントにした英文なので、基礎的な

英語力があれば十分聞き取れる。とはいっても、不自然な英語にはならないように、易しくても

自然な英語表現ばかり。 

番組は各回５分間。短時間だから集中力が続く。しかも曜日ごとにテーマを変え、オリジナル

の読み切りショートストーリーや名作をリメイクした連続もの、日本の古典落語などを扱う。毎

週金曜日は、２０１４年度に放送したストーリーの中から厳選し、特に面白いものをピックアッ

プ。英語教材としてだけでなく、内容的にも楽しめるものとなっている。笑いや感動、驚き。新

しい発見がきっとある…はず！ 
 
 

 

ラジオ 通 スト 

村上ワールドを英語で楽しむラジオ講座 

英語で読む村上春樹 

放送時間 

放 送：ラジオ第２（日）２３：００～２３：３０ 

再放送：ラジオ第２（土）１２：１０～１２：４０ 

 

出演者 

＜講 師＞ 小澤英実（東京学芸大学准教授） 

＜パートナー＞マシュー・チョジック 

 

おすすめポイント 

世界に知られる日本人作家・村上春樹。その作品は、４０を超える言語に翻訳され、世界中で

愛読されている。日本国内でも、世界の人々がどのように村上作品を読んでいるのか知りたいと

いう人は多い。 

英語に訳された村上春樹の作品朗読を通して、世界的な文学者・村上春樹の作品の魅力を再発

見していく講座番組。 

２０１５年度の講師は、東京学芸大学准教授の小澤英実（おざわ・えいみ）氏。アメリカの現

代文学が専門だが、村上春樹に関する論文も雑誌等に発表している新進気鋭の若手女性研究者だ。 

番組では、海外で村上作品がどのように読まれているかというビビッドな話を交え、英語で村

上文学を堪能する。 

英語  English 

英語  English 

 

 
取り上げる作品 （予定） 

「ＴＶピープル」（４月～９月） 

「眠り」（１０月～３月） 
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テレビ 新 通 

100の表現で会話力をアップ 

テレビで中国語 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（火）２３：００～２３：２５ 

再放送：Ｅテレ（水） ５：３０～ ５：５５ 

 

出演者 

＜講 師＞ 三宅登之 

（東京外国語大学大学院教授） 

壇 蜜（タレント・俳優） 
段文凝（タレント）   ほか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめポイント 

☆「私を伝える１００の表現」で楽しく着実に学習！ 

「これだけまる覚え」＋「きょうの表現」＝組み合わせで会話力ＵＰ。 

会話でよく使われる“ひと言”のまる覚えと、何かを「伝える」ための基本表現を組み合わせ

て中国語の基礎を楽しく学習できる。北京のさまざまな年代の人々が書いて、発音して教えて

くれるので臨場感も味わえる！ 

 

☆あの難しい「声調」が目で見てわかる！ 

中国語で悩む人の多い声調。そんな悩みに応える、１００表現をすべて波形で確認でき、 

自分の声で正しい発音も聞けるアプリ「声調確認くん」が登場！  

 

☆ビジネスにも役立つ「たっぷり中国語」のコーナー 

北京市民が自分の職場や自宅に招待してくれるコーナー、日本で中国語を使って仕事をして 

いる人たちに密着するコーナーなどをご用意。ビジネスやおもてなし用に学習中の方にも 

おすすめ。 

 

☆中国各地のお茶を紹介 

中国茶のソムリエが季節ごとのお勧めの中国茶を紹介。 

 

☆壇蜜さんと一緒に学ぶ！ 

生徒役を務めるのはタレントで俳優の壇蜜さん。さまざまな資格を持つなど、学習好きとし 

ても知られる壇蜜さんが、どのように中国語をとらえ、オトナが学ぶ楽しみを伝えるのか、 

ぜひ注目を！ 

中国語  中文 
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ラジオ 新（前期） 再（後期） スト 

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）２２：３０～２２：４５ 

(日）１１：００～１２：１５ 
（月～金分まとめて放送） 

◆４月～９月「大陸くんの留学日記」 

中国からやってきた現代っ子、李大陸くんが体験する日本の 

キャンパスライフを題材に学習を進める。自然な 

会話表現から、基礎的な文法も覚えられる講座。 

出演者 

＜講 師＞ 豊嶋裕子（東海大学教授） 

＜出 演＞ 李軼倫（中国語講師） 

李茜（ＮＨＫ国際放送局アナウンサー） 

◆１０月～１２月「すぐに使える中国語」(２０１４年４月～６月の再放送） 

すぐに使いたくなる便利なフレーズを中心に学習をすすめる。 

出演者 

＜講 師＞ 小野秀樹（東京大学大学院准教授） 

ラジオ 再（前期） 新（後期） スト 

入門を卒業した人に送る応用編 

レベルアップ 中国語 

放送時間 

放 送：ラジオ第２（月～金）１０：３０～１０：４５ 

再放送：ラジオ第２（月～金）２２：４５～２３：００ 

◆４月～６月「聞く･まとめる･伝える 一挙三得中国語」（２０１４年１０月～１２月の再放送）

日本昔話、中国の故事成語、自伝エッセイなどを題材に、中国語の作文能力を高める講座。 

出演者 

＜講 師＞ 陳淑梅（東京工科大学教授） 

◆７月～９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) 

日本人が間違えやすい文法事項を整理し、分かりやすく解説する。 

出演者 

＜講 師＞ 楊凱栄（東京大学大学院教授） 

中国語  中文 

中国語  中文 
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テレビ 新 通 

ハートで感じる、思いが伝わる！ 

テレビでハングル講座 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（水）２３：００～２３：２５ 

再放送：Ｅテレ（土） ５：３０～ ５：５５ 

 

出演者 

＜講 師＞ キム・スノク（フェリス女学院大学講師） 

＜生徒役＞ ハリー杉山（タレント） 
シン・ウィス 

（NHK国際放送局アナウンサー、作曲家） 

ＦＴＩＳＬＡＮＤ 
（韓国出身のK-POPグループ） 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめポイント 

①クスッと笑えるコント風のスキットで、愉快な場面とともにフレーズが自然と思い出されるはず。

ネイティブ講師ならではの「伝わる表現・伝えるコツ」もたっぷり伝授！ 

 

②日韓で活躍する５人組バンド、ＦＴＩＳＬＡＮＤが続投。知っているとちょっと自慢できる韓国

情報を教えてくれたり、テレビの前のアナタと会話練習してくれたり･･･学習をトータルでサポ

ート。 

 

③人気の韓流インタビューコーナーやＫ－ＰＯＰコーナーも継続。 
 

ハングル  한글 
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ラジオ 新（前期） 再（後期） スト 

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）１３：２０～１３：３５ 

     （日）１４：３０～１５：４５（月～金分まとめて放送） 

 

◆４月～９月「シンプルに学ぼう！まる覚えハングル」 

 毎回登場する簡単な表現を覚えていくうちに、 

みるみるハングルの実力がついていく。 

６か月かけてじっくり学ぶ入門講座。 

 

出演者 

＜講 師＞ チャン･ウニョン（東京大学講師） 

＜出 演＞ チョン･ヨンビン（ＮＨＫ国際放送局アナウンサー） 

       クァク･ソンヨン（ＮＨＫ国際放送局アナウンサー） 

 

◆１０月～３月「やさしい言葉 うつくしい発音」（２０１４年４月～６月の再放送） 

 簡単な言葉で充分なコミュニケーションができるようになることを目指す。 

 

出演者 

＜講 師＞イ･ユニ（東京成徳大学教授） 

 
 

 

ラジオ 再（前期） 新（後期） スト 

より深い内容を学ぶ応用編 

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 

再放送：ラジオ第２（月～金）１３：３５～１３：５０／２２：００～２２：１５ 

◆４月～６月「韓国･美しい風景をたずねて」（2014年10月～12月の再放送） 

韓国で人気の旅行作家、イ･チョンウォンの紀行文を原文で味わう。 

 

出演者 

＜講 師＞ キム･トンハン（東京大学准教授） 

 

◆７月～９月「思いを伝える会話術」 （2015年1月～3月の再放送） 

シチュエーション別に、日本人が使いたくなる表現、言い回しを数多く紹介する。 

 

出演者 

＜講 師＞ 阪堂千津子（東京外国語大学講師） 

ハングル  한글 

ハングル  한글 
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テレビ 新（前期） 再（後期） 

テレビでドイツ語 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（月）２３：２５～２３：５０ 

再放送：Ｅテレ（火） ５：３０～ ５：５５ 

◆４月～９月（新作） 

ベルリーナーに学ぶ日常会話術 

出演者 

＜ナビゲーター＞   原 沙知絵（俳優） 

＜講 師＞  吉満 たか子（広島大学准教授） 

＜ネイティブゲスト＞ シュテファン・ポクラント 
（ベルリン出身） 

フランツィスカ・ペッツェル 

（ベルリン出身） 

おすすめポイント 

ドイツ再統一から２５年を迎える首都ベルリンは、今や世界で最もエキサイティングな都市の 

一つとなった。日々変貌し続け、多くの若者や

アーティストを惹き付けてやまない自由の都の

最新の姿を伝える。総勢１４０人を超えるベル

リン市民へのインタビューを通じて、自然で実

用的な表現を学ぶ。その他にも、ベルリン在住

のキーパーソンへのインタビューや、旬のスタ

ジオゲストを通して、ドイツの「今」を感じる 

ことができるシリーズ。 

◆１０月～３月 （2014年4月～9月の再放送） 

Köln
ケ ル ン

で身につける24 のKönnen
で き る こ と

 

出演者 

＜ナビゲーター＞   岡田義徳（俳優） 

＜講 師＞      吉満たか子（広島大学准教授） 

＜ネイティブゲスト＞ ウフク・ドアナイ（ベルリン出身） 

マレーネ・ホスナー（オーストリア・リンツ出身） 

＜ＶＴＲ出演＞  春香クリスティーン（タレント） 

Ｓａｓｃｈａ（タレント・ＤＪ） 

おすすめポイント 

舞台は大聖堂で有名なケルン。2000年以上の歴史を持つ古都だが、市民の2割は外国からの移住

者。約180もの国から来た人々が暮らす国際都市だ。多文化の中で育まれた活気あるケルンの「今」

を紹介しながら初歩的なコミュニケーション術を身につける。 

ドイツ語  Deutsch 
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≪入門編≫ラジオ 再（前期） 新（後期） スト  ≪応用編≫ラジオ 新（前期） 再（後期） スト  

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 

 

≪入門編≫ 月～水の週３回  

「Kompass」（４月～９月） 

自律的にドイツ語を学ぶ工夫が随所に盛り込まれた 

ＣＥＦＲのＡ１レベルに準拠した初学者向けの講座。 
(２０１４年４月～９月の再放送) 

 

「Kompass２」（９月～３月） 

Kompassの続編。自然なドイツ語会話に親しみながら、 

さらなるレベルアップを目指す。 

 

出演者 

＜講 師＞   中山純（慶應義塾大学教授） 

      ハンス・ヨアヒム クナウプ（慶應義塾大学教授） 

＜パートナー＞ ズザンネ・シュテフェン 

 

 

≪応用編≫ 木・金の週２回（４月～９月） 

「ドイツ人が見たい日本 旅行雑誌『クロイツ・ウント・クヴェーア』」 

架空の旅行雑誌『クロイツ・ウント・クヴェーア日本版』の編集部が舞台。「ドイツ人が見たい日本」

をテーマとして取り上げ，ドイツ語で日本を紹介する際のヒントがちりばめられた講座。 

 

出演者 

＜講 師＞   山本 淳（獨協大学教授）   

アンゲリカ・ヴェルナー（獨協大学教授） 

トーマス・マイヤー（獨協大学講師） 

 

 

 

ドイツ語  Deutsch 
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テレビ 新（前期） 再（後期） 

テレビでフランス語 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（水） ０：００～ ０：２５（火曜深夜） 

再放送：Ｅテレ（木） ６：００～ ６：２５ 

 

◆４月～９月（新作） 

続・パリジャンに学ぶ！ シーン別会話 

 

出演者 

＜ナビゲーター＞ 渡部豪太（俳優） 

＜講 師＞    姫田麻利子（大東文化大学教授） 

＜ネイティブゲスト＞ オルファ・ベルーマ（パリ出身） 

              ヤシン・アキカ（パリ出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめポイント 

①６人のパリジャンが「買い物」や「散策」「外食」など６つのシーン別に、すぐに使える会話表現

を紹介。「見る」「話す」「聞く」などのスキルを磨き、コミュニケーション能力を養う。 

２０１４年度の続編。初心者はもちろん、ステップアップしたい人にもピッタリ。 

 

②フランスで大人気の双子ダンサー LES TWINS（ﾚ･ﾂｲﾝｽﾞ）が、覚えにくい

動詞の活用や、使えるひとことフレーズをダンスとともに楽しく教えてくれ

る新コーナーがスタート。 

 

③かわいいフレンチブルドッグがニッポンを探検するミニドラマ「レモンの

日本発見」が生まれ変わって登場。クイズに答えながら、フランス語フレー

ズを自然に習得！ 

 

 

◆１０月～３月 （2014年4月～9月の再放送） 

パリジェンヌに学ぶ！ シーン別会話 

 

出演者 

＜ナビゲーター＞   渡部豪太（俳優） 

＜講 師＞      姫田麻利子（大東文化大学教授） 

＜ネイティブゲスト＞ ピエール・サンティヴ（プロヴァンス出身） 

マルゴ・マナン（アルザス出身）  

フランス語  français 
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≪入門編≫ ラジオ 再（前期） 新（後期） スト  ≪応用編≫ ラジオ 新（前期） 再（後期） スト 

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）１１：００～１１：１５ ／１４：３０～１４：４５ 

≪入門編≫ 月～水の週３回 （４月～９月） 

「話せるフランス語 ～文法より実践練習」 

（２０１４年４月～９月の再放送） 

出演者 

＜講 師＞   大木 充（京都大学名誉教授） 

＜パートナー＞ ジャニック・マーニュ 
（共立女子大学教授） 

ジャン＝フランソワ・グラヅィアニ 
（大阪大学准教授） 

≪応用編≫ 木・金の週２回（４月～６月） 

「ニュースで学ぶフランス語」（新作） 

出演者 

＜講 師＞   井上美穂（上智大学非常勤講師） 

＜パートナー＞ ブルーノ・ペーロン 
（上智大学准教授） 

おすすめポイント 

①入門編は昨年好評の大木充先生の講座を再放送。

「わかる」よりも「話せる」ことを目指し、

基本的なフレーズを何度も繰り返して練習する。

②応用編では、ラジオニュースを教材に聞き取りのポイントや、時事フランス語ならではの

表現を学ぶ。練習問題を解きながら、フランス語の表現力・語彙力のアップを目指す。

フランス語  français 
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テレビ 新（前期） 再（後期） 

テレビでイタリア語 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（火）０：００～０：２５（月曜深夜） 

再放送：Ｅテレ（火）６：００～６：２５ 

 

◆４月～９月（新作） 

リヴィエラの旅とドラマで学ぶ “伝わるフレーズ” 

出演者 

＜ナビゲーター＞   万梨音
ま り お ん

（モデル・タレント） 

＜講 師＞      アンドレア・チヴィレ（東京大学講師） 

＜ネイティブゲスト＞ エヴァ・カンベッダ 
（サルデーニャ出身） 

           アドリアーノ・カッシッバ 
（シチリア出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめポイント 

イタリア屈指のリゾート地「リヴィエラ海岸」。バジルのパスタソース「ジェノヴェーゼ」で

おなじみの港町ジェノヴァや、カラフルな家が崖沿いに並ぶ世界遺産チンクエ・テッレなど、

魅力的なスポットがいっぱい！ このエリアの食や文化の紹介を通して、生きたイタリア語に

触れるシリーズ。また、東京在住のイタリア人の日常を描くコミカルなドラマで、「簡単だけ

ど気持ちが伝わる」とっておきの会話術を伝授。 
 

◆１０月～３月 （2014年4～9月の再放送） 

北イタリア周遊でコミュニケーション術を身につける 

 

出演者 

＜ナビゲーター＞万梨音
ま り お ん

（モデル・タレント） 

＜講 師＞ 

アンドレア・チヴィレ（東京大学講師） 

＜ネイティブゲスト＞  

アリーチェ・セッテンブリーニ(ローマ出身) 

マッティーア・パーチ(ジェノヴァ出身) 

 

おすすめポイント 

北イタリアのとある町の一軒のバール。 

ここを訪れる人々の日常を描いたドラマを教材に、イタリア語のコミュニケーションの基礎を

学ぶ。さらに、学んだ表現が街の中ではどう使われているのか、ヴェネツィアと周辺の町で徹

底取材。そしてヴェローナやパドヴァなど北イタリアの魅力的な町で「イタリア語で街歩き」

も撮影。北イタリアの魅力をふんだんに紹介するシリーズ。  

イタリア語  italiano 
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≪入門編≫ ラジオ 再（前期） 新（後期） スト  

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

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「イタリア語のシャワーを浴びよう！」（2014年4月～9月の再放送） 

初めてイタリア語を学ぶ人に向けた講座。「何が言えるか・言いたいか」を意識しながら、 

「本当に使えるイタリア語」の初歩を伝える。 

出演者 ＜講 師＞   白崎容子（元慶應義塾大学教授）  

＜パートナー＞ インマ・ロマーノ 

アンドレア・フィオレッティ 

 

◆１０月～３月「２歩目からのイタリア語」（新作） 

９月までの入門編までを終えたくらいのレベルからスタートする講座。 

インタビュー、ダイアログ、読み物など、多様な教材で基礎固めをする。 

出演者 ＜講 師＞   中矢慎子（国立音楽大学ほか講師）  

アリーチェ・セッテンブリーニ 

アンドレア・フィオレッティ 

 

≪応用編≫ 木・金の週２回 

◆４月～６月「描かれた 24 人の美女 24 bellezze nell’arte」（新作） 

作品のモデルとなった女性をテーマに、イタリアの美術に思いをめぐらせる。 

美術を鑑賞するポイントや、独特の専門用語なども紹介。 

出演者 ＜講 師＞   池上英洋（東京造形大学准教授） 

＜パートナー＞ アレッサンドロ・グイーディ 

 

◆７月～９月「イタリア語発音ラボ」（2012年 10月～12月の再放送） 

あらゆるレベルの学習者に向けて、イタリア語の発音をしっかり見

直し、身につけてもらう講座。母音から始めて、早口ことばや詩の

朗読にも挑戦！ 

出演者 ＜講 師＞   森田学（国立音楽大学大学院講師） 

  ＜パートナー＞ ルカ・カッポンチェッリ 

 

◆１０月～１２月「口トレ・手トレ！直芽のイタリア語ブートキャンプ(仮)」（新作） 

ラジオＣＭに討論番組にスポーツ実況…さまざまな場面で発せられる容赦ないイタリア語の音声

を教材に、口と手を動かしながら体得にチャレンジ！ 

出演者 ＜講 師＞   朝岡直芽 

  ＜パートナー＞ 未定 

 

◆１月～３月「Un passo avanti! 今さら聞けない文法のフシギ」（2009年1月～3月の再放送） 

わかったつもりでいたけど、実は奥が深くて戸惑ってしまうのが「文法」。 

焦点をあてたら「フシギ」がいっぱい！ このチャンスに整理してみよう！ 

出演者 ＜講 師＞   入江たまよ 

  ＜パートナー＞ カルラ・フォルミサーノ 

イタリア語  italiano 
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テレビ 新（前期） 再（後期） 

テレビでスペイン語 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（水）０：２５～０：５０（火曜深夜） 

再放送：Ｅテレ（金）６：００～６：２５ 

 

◆４月～９月（新作） 

マドリードで学ぶ！一歩先のスペイン語に挑戦！ 

 

出演者 

＜ナビゲーター＞  田中幸太朗（俳優） 

＜講 師＞     成田瑞穂（神戸市外国語大学准教授） 

＜ネイティブゲスト＞  

ガブリエラ・ゴンサレス（メキシコ出身） 

タオ・ロメラ（スペイン出身） 

ヘルマン・ヒメネス（スペイン出身） 

オルネラ・オルメショ（アルゼンチン出身） 

マクソンス・レカム（フランス出身） 

            

おすすめポイント 

住人はスペイン語話者ばかりというシェアハウス

「ぐらしお荘」を舞台に、実践的なスペイン語会話

を学ぶ２０１４年度のシリーズに続くシーズン２。スペイン・マドリードで撮影したスキットでは、

「建築」「ファッション」「文化」「音楽」「ダンス」「グルメ」などをテーマに、ビビッドなスペ

インの今を伝える。また、スペインで大ヒットしたテレビドラマから名ゼリフをピックアップ、来日

アーティストインタビューや料理のコーナーなど、魅力的なスペイン語の世界へご案内。 

 

◆１０月～３月 （2014年4月～9月の再放送） 

おいしい！楽しい！北スペインで実践フレーズを身につける 
 

出演者 

＜ナビゲーター＞    

田中幸太朗（俳優） 

＜講 師＞       

成田瑞穂 
（神戸市外国語大学准教授） 

＜ネイティブゲスト＞  

エレナ・ポンセ（スペイン出身） 

アンドレ・マリ（アルゼンチン出身） 

リカルド・キンテロ 
（コロンビア出身） 

 

 

おすすめポイント 

なぜか住人はスペイン語話者ばかりというシェアハウスを舞台に、実践的で、人生がちょっと

楽しくなるスペイン語のコミュニケーション術を学ぶ。現地撮影のスキットでは、美食の都サ

ン・セバスティアンを擁するバスク地方や、アストゥリアスの古都オビエドなど、北部スペイン

を巡る旅へ。スペイン語圏文化の魅力を多角的に紹介する。 
  

スペイン語  español 
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≪入門編≫ ラジオ 再（前期） 新（後期） スト  

≪応用編≫ ラジオ 新（4～９月） 再（10～３月） 

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） 

◆４月～９月「みんなのスペイン語」（2014年4月～9月の再放送） 

横浜に引っ越してきたペルー人一家と日本人一家の交流の物語を通じて、 

日常生活で使える会話の初歩を学ぶ。 

出演者 ＜講 師＞ 江澤照美（愛知県立大学教授）＜パートナー＞ パブロ・アパサ 
 

◆１０月～３月「スペイン語のジムにようこそ」（新作） 

９月までの入門編を終えたくらいのレベルからスタートする講座。 

スペインのジムを舞台に、そこに集う人たちの楽しい会話で学ぶ。 

出演者 ＜講 師＞   菅原昭江（慶應義塾大学助教） 

＜パートナー＞パロマ・トレナド ／ フリオ・ビジョリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪応用編≫ 木～金の週２回 （４月～９月） 

◆４月～９月「スペイン語で味わうＪ(ホタ)文学」（新作） 

「走れメロス」(太宰治）「注文の多い料理店」（宮沢賢治）「徒然草」（吉田兼好）「博

士の愛した数式」（小川洋子）など、時代もジャンルもさまざまな日本の文学をスペイン

語の翻訳で味わう。日本の“わびさび”をどうスペイン語にするのかを楽しもう。 
 

出演者 ＜講 師＞福嶌教隆（神戸市外国語大学教授） 

＜パートナー＞ エレナ・ガジェゴ 
 

◆１０月～３月「心をつなぐ 大人のスペイン語」（2014年4月～9月の再放送） 

スペインとのワインビジネスに奮闘する日本人女性の物語を題材に、ＴＰＯに応じて 

使える洗練されたスペイン語表現を学ぶ。 
 

出演者 ＜講 師＞髙木和子（慶應義塾大学SFC講師） 

＜パートナー＞ ヘスス・Ｍ．マルティネス・アストゥディリョ 

 

スペイン語  español 
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テレビ 再（前期）再（後期） 

テレビでロシア語（再放送） 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（木）１：００～１：２５（水曜深夜） 

再放送：Ｅテレ（金）５：３０～５：５５ 

 

「サンクトペテルブルク・魅惑の旅」 

（２０１３年４月～９月の再放送） 

出演者 

＜ナビゲーター＞   小林麻耶（フリーアナウンサー） 

＜講 師＞      貝澤哉（早稲田大学教授） 

＜ネイティブゲスト＞ 河合エフゲーニヤ 

ミハイル・コリャシキン 

ジェーニャ 

 

 

 

おすすめポイント 

舞台はロシアの架空の人気スポット「カフェ・ペテルブルク」。常連客の小林麻耶さんが、オ

ーナーの貝澤哉先生、バリスタのエフゲーニヤさんやミハイルさんにロシア語の基礎を教わる。

ＶＴＲでは、美しく魅惑に満ちたサンクトペテルブルクをふんだんに紹介。エルミタージュ美

術館、ネヴァ川クルーズ、老舗のバレエ劇場から、ジャズクラブなど最新の文化発信基地へも。

旅先で実際に出会う場面を通じて、旅行に役立つ２５のフレーズを学ぶ。さらに、文学、芸術、

演劇など、歴史や魅力を掘り下げて紹介。ロシアとサンクトペテルブルクの魅力をたっぷり紹

介する。 

  

ロシア語  русский язык 
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≪入門編≫ ラジオ 新（前期） 再（後期） スト 

≪応用編≫ ラジオ 再（前期） 新（後期） スト 

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「入門 サバイバル・ロシア語」新作） 

 初めて学ぶ人に向けた講座。最低限のコミュニケー

ションに必要な“サバイバル・ロシア語”をご紹介。

ロシアらしい“使える言い回し”も！ 

出演者 

＜講 師＞   臼山利信（筑波大学教授） 

＜パートナー＞ 狩野エレーナ 

アナトリー・ヴァフロメーエフ 

◆１０月～３月「繰り返しでマスター！文法の基礎固め」（2013年4月～9月の再放送） 

出演者 

＜講 師＞ 匹田剛（東京外国語大学教授） 

ヴィクトリア・ヴィシェゴロツェワ 

アナトリー・ヴァフロメーエフ 

≪応用編≫ 木・金の週２回 

◆４月～９月「気軽に話そう 単語を極める応用編」（2012年4月～9月の再放送） 

出演者 

＜講 師＞ 柳町裕子（新潟県立大学教授） 

＜パートナー＞ オリガ・ゴロヴィナ 

ロシア語  русский язык 
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テレビ 再 

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)

放送時間 

放 送：Ｅテレ（木）１：２５～１：５０（水曜深夜） 

再放送：Ｅテレ（木）５：３０～５：５５ 

出演者 

＜講 師＞ エバ・ハッサン（東京外国語大学ほか講師） 

＜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 

ハリル・メクダシ 

師岡カリーマ・エルサムニー 

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

ラジオ 再（前期）再（後期） 

アラビア語講座 

放送時間 

放 送：ラジオ第２（土）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＞ ブカーリ・イサム 

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。 

アラビア語 العربيةاللغة 

アラビア語 العربيةاللغة 
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ラジオ 新（前期） 再（後期） 

ポルトガル語入門・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）１８：３０～１８：４５ 

再放送：ラジオ第２（土）２１：４５～２２：００ 

（翌週土） ８：５０～９：０５ 

◆４月～９月（新作） 

ポルトガル語入門「リオデジャネイロ 夢の日々」 

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 

基礎がある人も要注目の話題が満載！ 

出演者 

＜講 師＞   福嶋伸洋 
（共立女子大学専任講師） 

＜パートナー＞ エウニッセ・スエナガ 

ロベルト・マクスウェル 

◆１０月～３月（2013年10月～2014年3月の再放送） 

ポルトガル語ステップアップ「楽しいブラジルの旅 Ⅱ 」 

ポルトガル語の基礎を学んだ人を対象に、過去や未来などさまざまな時制や、条件の表現、接

続法といった、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と、そのための文法知

識を学ぶ。 

出演者 

＜講 師＞   浜岡究（拓殖大学言語文化研究所講師） 

＜パートナー＞ マイッビ・モタ 

リマ・ダニエル 

ポルトガル語  Português 
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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/ 

テレビ 

Japanology Plus 

放送時間 

放 送：ＮＨＫワールドＴＶ（※日本時間） 

（木）１３：３０～１３：５８ ／１７：３０～１７：５８ 

（金） １：３０～１：５８（木曜深夜）／７：３０～７：５８ 

ＢＳ１（火） ３：００～３：２８（月曜深夜） 

出演者 

番組ＭＣ：  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、１２年前に誕生した「Japanology（＝日本学）」

シリーズの最新版。昨年度からリニューアルした「Japalonogy Plus」では、ピーター・バラカ

ン氏が、毎回のテーマに即した専門家を訪ね、さまざまな体験を通して、日本の素顔や素朴な一

面を発見し掘り下げていく。歴史・伝統・文化から、現代のトレンドまで、幅広いジャンルのテ

ーマを取り上げ、英語で放送。日本のことをよく知らない外国人にも分かりやすく日本人の価値

観や美学を伝える。 

枠内の特別編「Japanophiles（日本びいき）」シリーズでは、日本文化に深く溶け込んで生きる

外国人に密着。彼らの目を通して見える、この国の魅力に迫る。 

コミュニケーション  Communication 
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テレビ 新 

Face to Face 

放送時間 

放 送：ＮＨＫワールドＴＶ 

毎月最終火曜日 ０：３０～０：５８（月曜深夜） ほか 

出演者 

ロバート・キャンベル 

おすすめポイント 

日本で注目を集めている人に密着取材し、その人から日本社会の“今”が見えてくるインタビ

ュー番組。日本文化や日本人の魅力を世界に向けてお伝えする。 

番組MCは、東京大学教授で、日本文学が専門のロバート・キャンベル。異なる２つの視点を併せ

持つキャンベル氏が、「日本人にとっての意味」と「国際的な意味」の両面から、ゲストの言葉

や人生観を掘り下げていく。 

テレビ 

Dining with the chef 

放送時間 

放 送：ＮＨＫワールドＴＶ 

（金）２３：３０～ ２３：５８ほか 

出演者 

斉藤辰夫 

行正り香 

早見優 

パトリック・ハーラン 

おすすめポイント 

伝統的な和食のエキスパート斉藤辰夫とカジュアルかつ現代的な家庭料理を得意とする行正り香

が、“和食の世界”を英語で紹介する料理番組。二人の料理研究家が、和食に秘められた奥義や

テクニックを丁寧に解説しながら、実践的調理法を伝える。品数も豊富に、スピーディーに楽し

める新しい料理番組。 

テレビ 

放送時間 

放 送：ＮＨＫワールドＴＶ 

（日）２１：３０～２１：４０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。 

コミュニケーション  Communication 

コミュニケーション  Communication 

コミュニケーション  Communication 
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テレビ  再 

初級者から中級者まで楽しめる 

新しいスタイルの「にほんご」講座 

使える！伝わる にほんご 

放送時間 

放 送：Ｅテレ（金） １３：３５～１３：５０ 

再放送：Ｅテレ（月） １：１０～ １：２５（日曜深夜） 

出演者 

中村ゆうじ（俳優） 

飯間浩明（早稲田大学非常勤講師・総合監修） 

夢子（モデル・タレント） 

*   * 

岩崎美紀子（コーナー監修） 

おすすめポイント 

実践的かつ効率的に「にほんご」の会話力を身につけるための講座。 

海外から日本に来て、仕事や勉強のために日本語を学んでいる初心者から、さらに日本語を上達

させて、自らのステータスを上げたいと願う中級者までに幅広く対応。 

「にほんご」の仕組みや成り立ち、さらには文化・習慣の背景などを、アニメやＣＧを駆使して、

楽しく、わかりやすく伝える。 

実際に、日本で「日本語」を学んでいる外国人の方々もスタジオに多数参加。 

「大人」としての会話力、クール（かっこいい）な表現力を身につけるための努力や悩みをオー

プンに話し合う場を設けて、日本語学習の意欲をさらに高めることを目指す。 

コミュニケーション  Communication 


