English

英語
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（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。
English

英語
テレビ

再

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（土）１１：００～１１：２０
再放送：Ｅテレ（月） 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、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・ルーシーを相手に、搭乗員のジンナイ、キナコ、
ジュンが大奮闘。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英語の基礎を学ぶ。
■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。英語初心者・初級者が共感できる
分かりやすいストーリーで、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基礎を習得。
■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。一緒に考え共に学んで定着をはかる。
■その他、発音の仕組みがわかるネイティブ軍団の「フォニックス」コーナー、「ｒ」と「ｌ」な
ど、日本人が苦手な発音の違いを聞き分ける「違いのわかる男」コーナー、英語のリズムを体操
で体感できる「発音体操」コーナーなど、盛りだくさんの２０分間！
注）2015年度に放送したものと同内容。
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英語
テレビ

新

English

通

テレビ・ラジオ・アプリで英単語力をアップ！

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（木）２３：５０～２３：５５
（金）１０：５０～１０：５５
１９：５０～１９：５５
出演者
寺脇康文（俳優）、国仲涼子（俳優）、葵わかな（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（慶應義塾大学教授）

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ミニドラマ。英語がニガテな寺脇部長や、英語がニガテな国仲
カフェオーナーのまわりで次々と起こる怪事件。なぜか突然、目の前にいた人が外国人に変身してし
まうのだ。
「コップすすいでおいて」って言いたいんだけど、
“すすぐ”という英単語が出てこない！
そんなピンチを救ってくれるのが、葵わかな、マックスウェル・パワーズふんするスーパーヒーロー
「ボキャブライダー」
。ボキャブライダーとはいったい何者なのか？･･･その謎が解けるとき、きっと
アナタの単語力もアップしているに違いない。
英語
ラジオ

新

通

スト

English

アプリ

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）１２：５５～１３：００
１８：００～１８：０５
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
葵わかな（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(慶應義塾大学教授）
おすすめポイント
ラジオでは、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！
新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

英語
テレビ

English

新（前期）再（後期）

英語のリズムを感じよう！

エイゴビート
放送時間
放 送：Ｅテレ（土）
再放送：Ｅテレ（木）

１８：５０～１９：００
９：５５～１０：０５

出演者
栗原類（先生役）
エミリー・リームズ（ランディの声）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。ドラマやゲームなど４つのコーナーで、
短い英語表現をビートに乗せて紹介する。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。毎回紹介する表現は、小学生がふだん話していることや言いたいことを英語にしたもの。身近な
場面から、英語に親しんでゆく。
■ビートがあふれる！学校ドラマ
架空の小学校を舞台にしたドラマコーナー。
毎回、教室で起きる小さな事件をきっかけに、
番組キャラクター「ランディ」が登場。ラン
ディがビートに乗せて英語を話し始めると、
なぜかクラスメートも先生も、それに合わせ
てノリノリで英語をしゃべり始める！
劇中では同じ形の英語表現が、同じリズムで
繰り返し使われる。

担任の先生(栗原類)
番組キャラクター
ランディ

■音楽室でラップ・アワー！
放課後の音楽室。ランディと子どもたちのラップショーが始まる。ラップの歌詞は、ドラマコーナー
で使われた英語表現を中心に構成。ドラマよりもテンポが速いが、一度リズムがわかればすぐに歌え
るようになる！
■ゲーム対決！ビートバトル
子どもたちがガチでゲーム対決。ジェスチ
ャーやクイズなどシンプルで楽 し い 内 容
だが、子どもたちは英語で、そして音楽の
リズムに合わせて答えなければならない！
ＭＣは、ハイテンションなラッパーに変身
した先生(栗原類)。月替わりでタレントの
ゲストも参加し、子どもたちと一緒にチャ
レンジする。４月はゆりやんレトリィバァ、
５月は小島よしおを予定。
■みんなでエンディング・ダンス！
エンディングで、
子どもたちがダンスを踊り
な が ら 歌 う 。 歌 詞 は “ Good job!”
“Really?”“All right.”など、日常でよ

ビートバトル出演者（栗原類と小学生たち）

く使われる短い表現の組み合わせ。体を動
かしながら、身につけていく。
新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

英語
テレビ

新（前期）

English

再（後期）

“オトキソ”今年度はニューヨーク、ロンドンの二都物語！

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（火～金）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）
田丸麻紀（モデル）
サラ・オレイン
＜スキット出演＞
岡野真也
栄木明日香
＜ナレーション＞
茂木淳一
おすすめポイント
２０１２年度にスタートした「オトキソ」、今年度はニューヨークとロンドンを舞台に物語が展開。
世界中から人々が集まる二大都市で、さまざまな人々の英語を聞きながら旅先で役立つ英会話フレー
ズを学んでいく。スタジオは、人気の講師・松本茂先生に加え、わかりやすい発音指導で好評の歌姫
サラ・オレインさんも続投。今年もそのすばらしい歌声も披露してもらう。そして生徒役にはモデ
ル、女優として活躍する田丸麻紀さんが登場。「語学留学が夢」と語る田丸さんがドラマを通して英
語を学んでいく。

■次が気になるストーリー展開で英語を楽しく学ぶ！
今年の物語は、経済、ファッション、エンターテインメントの先端をゆく二大都市、ニューヨークと
ロンドンを舞台に繰り広げる。ニューヨークには「自分探し」にやってきたおっとりタイプの梨紗。
ロンドンにはビジネスで一旗揚げようと上昇志向の強い由紀。まったく異なるタイプの主人公たち
が、様々な人々と出会い、成長していく様子が織りなすように展開される。梨紗を演じるのは演技派
の若手女優・岡野真也さん。由紀には高い語学力を買われてモデルから大抜擢の栄木明日香さん。と
もに初海外ロケに挑戦の二人の演技も見所のひとつ。

■初級者にこそ覚えてほしい役立つフレーズが満載！～75+75フレーズ～
今年度は月～水でドラマを楽しみ、木曜は復習クイズでしっかりとキーフレーズを身につけていく。
「おすすめは何ですか？」「もう少し小さいサイズはありますか？」など旅先で使える基本的な表現
から、「本当にありがとう！」「すてき！」など気持ちを伝える表
現まで厳選された７５のキーフレーズがドラマのストーリーに組み込ま
れている。“Not bad.”や”Go ahead.”など丸ごと覚えてすぐ使え
る「ひとことフレーズ」も７５フレーズを厳選。すべてのフレーズが
中学校レベルの基礎的な英語なので、学び直しにぴったりの講座。

新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

英語

English

テレビ

再（前期）

しごとの基礎英語

シーズン４（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（月）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、実際の現場での
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！
シーズン４のテーマは「反射」
。どんなに頭の中で上手に英作文ができても、実際の会話では考
えている余裕はない。自分なりの英語で反射的に言葉が口から出てこないと、会話が成り立た
ない。実はこれまでの撮影では、篠山さんに回答を考える時間が数分間も与えられていた。そ
れを今期は一気に１０秒に短縮！そこで言葉が出てこなければ、時間切れアウト！台本なしの
ドラマの中で、どこまでやれるのか、毎回ハラハラドキドキの連続だ。
20

英語
テレビ

新

English

通

国際情勢を英語で学び、日本の現状を英語で発信！ 最新の英語ニュースをもとに、
テレビ・ラジオ・ＷＥＢで学べるクロスメディア企画

ニュースで英会話
放送時間
放 送：Ｅテレ（木）２３：２５～２３：５０
再放送：Ｅテレ（金）１０：２５～１０：５０
（土） ６：００～ ６：２５
出演者
鳥飼玖美子（立教大学名誉教授） ほか
おすすめポイント
東京オリンピック・パラリンピックに向け、ますます増える
訪日外国人。そんな外国人たちと、自由に英語で会話した
い、なんて思いは誰もが持ったことがあるはず。でも、ある
程度英語に自信のある人でも、日常会話となると玉砕してし
まうケースが多いのも事実。それは、会話で繰り広げられる
さまざまなトピックに対応できていないため。そんな人たち
に向け、英語ニュースを使って「今まさに旬な話題」を紹介
するのが『ニュースで英会話』。
番組では、単に英語表現を紹介するだけでなく、ニュースの背景知識もしっかり解説。いくら英語表
現を知っていても、それだけでは会話はできない。自分なりの意見を発信するには、その出来事の意
味を理解し、自分なりの意見を持っている必要がある。言いたいことがあるから発言できる。
さらに、いざ会話のときに鍵となるのが発音。どんなにすばらしい英文でも、通じる発音でなければ
伝わらない。番組では「背景知識→英語表現→発音」の３つを軸に英語ニュースをひもといていく。
とはいえ、あんまり難しく考えないでも大丈夫。皆さんの持っている「英語ニュースって難しそう」
を「意外とわかっちゃうかも」に変えるのがこの番組だ。
英語
ラジオ

新

English

通

新講師でパワーアップ。忙しい毎日、たったの５分で最新ニュース英語から、キーワード
を身につける！

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）１３：４５～１３：５０
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)
出演者
高松珠子（会議通訳）
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ラジオ版
『ニュースで英会話』。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、ＷＥＢサイト「ニュースで英会話・オンライン」で徹底フォロー。

ニュースで英会話・オンライン

http://nhk.jp/e-news

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、練習問題等を
月～金まで毎日提供。
新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

English

英語
テレビ

新

通

世界を変える人々の驚きのアイデアを最高のプレゼンで！

スーパープレゼンテーション
放送時間
吹き替え版：Ｅテレ（木）２３：００～２３：２５
字 幕 版：Ｅテレ（土） １：２５～ １：５０
（金曜深夜）
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）
スプツニ子！（マサチューセッツ工科大学メディアラボ助教、
現代アーティスト）

おすすめポイント
科学技術・アート・エンターテインメントなどさまざまな分野で世界の最先端を走る人々が集まり、
プレゼンテーションを披露するイベント“ＴＥＤカンファレンス”。「スーパープレゼンテーション」
では、過去に行われた２３００を超えるプレゼンテーションの中から、毎週１～２本を厳選。プレゼン
の背景説明や登壇者のプロフィール、トピックスの独自取材などを交えてお送りする。
番組ナビゲーターは、アメリカ・ボストン郊外にある最先端テクノロジーの研究所、ＭＩＴメディアラ
ボを所長として率いる伊藤穰一と、ラボ助教で現代アーティストのスプツニ子！。
「吹き替え版」は、気軽に見ることができる情報番組として、「字幕版」は、英語力向上やプレゼン技
法の取得といった語学教養番組として、多くのファンを集めてきた。データ放送と連動し、日本語／英
語字幕と共に視聴が可能。「２ヶ国語音声×２ヶ国語字幕」と視聴者の目的に応じた楽しみ方を提供す
るオンリーワンの語学教養番組。
プレゼンで明かされる驚きのアイデア、感動のストーリーは、あなたの世界観をきっと変える･･･
英語
テレビ

English
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
(2016 年の再放送)
放送時間
放 送：Ｅテレ（金）１３：３５～１３：４５
再放送：Ｅテレ（土）１１：２０～１１：３０
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。
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英語
ラジオ

新

通

English

スト

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＞
アダム・ジョイス（ナレーター）
秋乃ローザ（ナレーター）
おすすめポイント
① 合い言葉は「声に出す」こと！
現役中学校教諭が「声に出して学ぶ英語」を教える！英語の文をリズムにのせて発音するコーナー
や、かっこよく音読できるようになるためのコツを紹介するコーナーなど、思わず声に出したくなる
仕組みが盛りだくさん！声に出すことで、発音や文法を体にしみこませることができる。
② ストーリーを楽しみながら英語を学ぶ！
物語の舞台は、全寮制の総合芸術学校「マリーナ・アート・アカデミー」
。アートを学ぼうと海外
からも若者が集まる。そこで出会った４人の中学生、歌手を夢見るヒナ、俳優志望のカイル、書道家
にあこがれるソフィー、写真家を目指すタクミ。４人は絆を深め合いながら、夢を追いかけてゆく。
英語
ラジオ

新

通

English

スト

リスニング力と文法力をバランスよく身につけよう！

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：西垣知佳子（千葉大学教授）
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＞
クリス・ネルソン（ナレーター）
サマンサ・マリー（ナレーター）
おすすめポイント
① 月～木はリスニング、金曜日は文法を集中的に学習
月～木は２日で１セットの構成。ストーリーを繰り返し聴いてリスニング力を養うとともに、ＣＡＮ
－ＤＯ表現を学習する。金曜日は、月～木で学んだ表現に含まれている英文法を現役中学校教諭がわ
かりやすく解説。聞く力・話す力と、英文法の知識をバランスよく伸ばしていく。
② 楽しみながら学べるストーリー
舞台はとある私立中学校。歴史クラブに所属する智美、オリンピック出場を夢見る柔道少女の尚子、
校内新聞記者の雄平や茶道部部長の博之先輩など、個性豊かなキャラクターが登場。友情や恋愛、土
地に息づく不思議な精霊たちとの交流などをファンタジックに描く。
新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

English

英語
ラジオ

新

通

スト

ＣＡＮ-ＤＯ＋文法＋コーパス情報で「できる英語」をGET！

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）
ダニエル・ツミタ
（パートナー）
おすすめポイント
①言語データベース「コーパス」を使った情報型学習
｢基礎英語｣の＜共通ＣＡＮ－ＤＯ＞と文法はTODAY’S POINTでしっかり学び、中学１・２ 年の文法
事項やＣＡＮ－ＤＯもスパイラル＆リサイクル学習。ストーリーを楽しみながら、英語の土台をしっか
り築いていく。
②楽しみながら学べるストーリー
舞台はアメリカ中西部、ミネソタ。地方からツインシティー（ミネアポリス、セントポール）にやっ
てきた主人公のサラと、同時期に父親の転勤でやってきた日本人の勉。２人の交流を軸に、さまざま
な文化背景を持つ同じハイスクールの生徒たちと友情をはぐくみながら、将来に夢をはせる青春スト
ーリーを展開する。
English

英語
ラジオ

新

通

スト

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
再放送：ラジオ第２

出演者
＜講
師＞
＜パートナー＞

毎週土曜・日曜
毎週日曜
毎週木曜
毎週金曜
毎週土曜

１２：４０～１２：５５
２２：２５～２２：５５（２本分）
２２：００～２２：１５（土曜日分）
２２：００～２２：１５（日曜日分）
９：３０～１０：００（２本分）

伊藤 サム（元ジャパンタイムズ編集局長）
ハンナ・グレース（俳優、アメリカ出身）

おすすめポイント
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教材に、学
校英語から「現代英語」への橋渡しを担う新講座。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。
「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。
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を「現代英語」の世界にいざなう。
中学レベルの英語の知識をすでに身につけた高校生や大学生・社会人、そして、基礎英語１・２・３
の学習をひととおり終えたすべての方に最適の新講座。
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英語
ラジオ

新

通

English

スト

会話の総合力を高める人気番組

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
ラジオ

新

通

English

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

出演者

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）
＜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。
２０１７年度は、海外からの来訪者に対応するための「おもてなし英語」の入門編を５月～７月にス
ペシャル編成。

新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

English

英語
ラジオ

新

通

スト

短期集中！3 か月英会話
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）１８：１５～１８：３０
２２：００～２２：１５
（日） ２２：５５～２３：４０
（３本まとめて放送）

おすすめポイント
「今年こそ英語ができるようになりたい！」と思っていても、忙しい現代人、毎日コツコツ１年間勉
強を続けるのは難しいもの。しかも、英語を学ぶ動機は人それぞれ。
「どこかにワタシにピッタリの英
語教材ないかな～」と悩んでいる人も多いはず。そんなみなさんに向けて、新しいスタイルの英語講
座を開講！１日１５分、週に３日、３か月間で１テーマを集中レッスン。３か月ごとにテーマを変え、
明確なゴールを設定した講座だ。
４～６月のテーマは「めざせ！スポーツボランティア」。東京 2020 オリンピック･パラリンピックを
見据え、スポーツボランティアに必要な英語表現とスキルを身につける。国際的な競技大会では、海
外から多くの選手や関係者、観戦者がやってくる。そこで頼りになるのがスポーツボランティアだ。
番組では、英語表現のみならず、スポーツボランティアとは実際に何をするのか？スポーツボランテ
ィアの精神とは？･･･など、役立つ情報も紹介する。
４～６月の出演者：江口裕之（通訳・翻訳家）、藤本ケイ（フリーアナウンサー）
制作協力
English

英語
ラジオ

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

新

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
日本の英語学習者に不足しているのはインプットの量。
シンプル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。そのトレーニングとなるのがこの
番組。英語のショートストーリーを気軽に聞いて楽しめるよう、語彙や表現のレベルを意図的に抑え
ている。
「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。しかも、扱う英語表現は自然で日常よく使われるものばかり。
番組は各回５分間。短時間だから集中力が続く。曜日ごとにテーマを変え、おもてなし表現にも役立
つオリジナル短編「私の街」や「日本の古典落語」
「世界の昔話」などを取り上げる。そして金曜日は、
あの江戸川乱歩の名作を英語で味わう企画で、この日だけは英語表現も少しだけレベルアップ。
英語教材としてだけでなく、内容的にも楽しめる一週間のラインナップ。英語だけの放送なのに、
聞いていると「あれ？わかるぞ？」と、思わず学習意欲が増してしまう番組。

新･･･新作

26

再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

英語
ラジオ

新（前期）再（後期）

通

English

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。新シリーズのテーマは「前に進めるビジネス英語」。食品会社で海外営業
を担当する日本人ビジネスパーソンが奮闘するストーリーを題材に、電話でのアポ取り、価格
交渉、ビデオ会議などの場面で仕事を進めていくため必要となる英語表現を学んでいく。
英語
ラジオ

新

通

English

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２０１７

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、国際感覚に富んだキレのいい英会話を学ぶ。グローバルビジネスの世界で
知っておきたい２０１７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、「雑談」できるまでの英語力を目指す。
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中国語

中文
テレビ

新

通

あした使いたくなる中国語

テレビで中国語
放送時間

放 送：Ｅテレ（火）２３：２５～２３：５０
再放送：Ｅテレ（木） ６：００～ ６：２５

＜講 師＞ 三宅登之（東京外国語大学大学院教授）
＜生 徒＞ 森迫永依（俳優）
＜ネイティブ出演者＞ イーラン、王陽
おすすめポイント

☆「あした使いたくなる中国語」をお届け
身近なことを伝えたい、中国語の単語力を高めたい、理論的に理解したい！そんな思いにしっかりと応
えるシリーズ。日本に住んでいる中国人にインタビューして日本を伝える言葉を教えてもらう「日本を伝
えるキーワード」、会話でよく使う１８０の短い表現を集めた「会話のひとこと」、講師の三宅先生の「サン
ジャイの３０文法部屋」で中国語への理解を深めて、楽しく実力アップ。
☆頼もしい先輩学習者、森迫永依さんと中国語を基礎から学ぼう！
視聴者のみなさんと一緒に学ぶのは、１９歳の俳優、森迫永依さん！森迫さんは幼少期から、さまざま
なドラマや映画で活躍し、９歳の時に実写版「ちびまる子ちゃん」で主人公のまる子を演じて大きな話題
に。中国出身の母を持ち、幼いころから中国語を聞いて育った森迫さんは今回基礎からきちんと学び直
したいと考えている。
☆ネイティブ出演者の２人にも注目！
今回新たに加わった女性ネイティブ出演者のイーランさんは日本の人気ファッション誌で活躍する北京
出身のモデル。番組では特技の太極拳を披露するほか、中国茶にまつわる言葉を学ぶコーナーでリポ
ートを担当。男性ネイティブ出演者の王陽さんは自らカメラを回しながらのインタビューコーナーを担当
し、生き生きとした中国語会話を届ける。
☆「ＮＨＫゴガクアプリ」で発音練習も快適
自分の発音が視覚的に確認できるアプリ「声調確認くん」は１８０の会話表現に対応します。
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中国語
ラジオ

新（前期）

再（後期）

中文

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「聞いて話す！耳から覚える中国語」
ネイティブが話す中国語を、学習者は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＞
＜出 演＞

高木美鳥（日中学院専任講師）
斉中凌（ＮＨＫ国際放送アナウンサー）
李婷（聖学院大学非常勤講師）

◆１０月～３月「ゼロから学ぶ！“おもてなし”中国語」(２０１６年４月～９月の再放送）
この講座では、初めて中国語を学ぶ方でも覚えられる「おもてなし」の表現を、発音・基礎文法と
ともに学んでいく。ちょっとした会話のコツも伝授！！
出演者
＜講 師＞陳淑梅（東京工科大学教授）
中国語
ラジオ

新（前期）

再（後期）

中文

スト

おもてなしの中国語
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）１８:１５～１８:３０
（日）
９:００～ ９:３０（２回分連続で放送）
（月・火）２２:１５～２２:３０
出演者

＜講
＜出

師＞ 及川淳子（桜美林大学専任講師）
演＞ 張帥（大学院生）
靳園元（大学院生）

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。

新･･･新作

29

再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

ハングル
テレビ

新

한글
通

あなたの毎日をハングルに！

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

出演者
＜講 師＞
キム・スノク（武蔵大学講師）
＜生 徒＞
桜井玲香（乃木坂４６）
＜ナビゲーター＞
ＧＯＴ７（K-POPグループ）
＜ネイティブ出演者＞ シン・ウィス
（ＮＨＫ国際放送局アナウンサー）

おすすめポイント
①あなたの毎日をハングルに！日本にいながら、ハングルを学ぶには？？？
朝起きてから寝るまでの「日常あるある」、ハングルならどう言う？そんな視点で選んだフレーズで
学んでいく。「今日は水曜日、ハングル講座の日です」「まずいっ！完全に遅刻です」。あしたから
独り言はハングルで！
②ようこそ！アナタも新入生。 GOT7 と一緒に学ぼう！
舞台は、多国籍なイケメンが集う「スノク学園」
。
２０１６年に日韓で大ブレイクを果たしたＫ－ＰＯＰグループ
「ＧＯＴ７」が今年もテレビの前の皆さんをサポートする。
学園のどこかにあるという「寄宿舎」
。
そこで繰り広げられる「日常のワンシーン」を熱演する。
レギュラー２年目に入り、
「アドリブ力」も「日本語力」も
パワーアップした７人から目が離せない。
③生徒役は 3 年ぶりの女子学生！乃木坂４６・桜井玲香
ハリー杉山、渡部秀と２期連続で男子学生と学んできたスノク学園。今年の新入生は乃木坂４６の
桜井玲香さん。中学生のころから友人の影響でＫ－ＰＯＰを聴きはじめ「いつか習う機会があればな
あ」と密かに思っていたそう。「入学前の模擬レッスン」では、熱心に解説を聞く瞳の純粋さに教職員
が引き込まれそうになってしまったほど。１年後の成長した姿が今から楽しみ。
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ハングル
ラジオ

新（前期）

再（後期）

한글

スト

ハングルの入門講座！

まいにちハングル講座
放 送：ラジオ第２（月～金） ８：００～ ８：１５
再放送：ラジオ第２（月～金）１８：３０～１８：４５
（日）１４：３０～１５：４５（月～金分まとめて放送）
◆４月～９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」
発音と活用を重点に「聞いて・言う」を繰り返し、慣れることで基礎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つまずきやすい用例を集中的に取り上げ、これまでハ
ングルを学習してきた方にも役立つ内容。
基礎を固め、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学んでいく。
出演者 ＜講 師＞ 中島仁（東海大学准教授）
＜出 演＞ キム・ナムン
イ・ホスン
放送時間

◆１０月～３月「すっきり！しっかり！“おもてなし”ハングル」（2016年4月～9月の再放送）

講師には「楽しく、おぼえやすい」レッスンでおなじみの兼若逸之先生が登場。「おもてなし」
に役立つハングルを、一から「すっきり！」と学んでいく。
出演者
ラジオ

＜講

師＞兼若逸之（元東京女子大学教授）

再（前期）

中国語

中文

ハングル

한글

スト

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）２２：４５～２３：００

◆４月～６月「相手に届く中国語」（2016年10月～12月の再放送）
イントネーションの法則を重点的に学び、相手に届く中国語を身につけていく。
出演者 ＜講 師＞ 呉志剛（早稲田大学非常勤講師）
◆７月～９月 伝えてみよう“おもてなし”中国語（2017年1月～3月の再放送）
中国語で“おもてなし”ができることを目指し、中国と日本に関するフレーズ
や知識を学ぶ。

出演者

ラジオ

＜講

再（前期）

師＞ 加藤徹（明治大学教授）

スト

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「声に出して読みたい、１０の物語」（2016年10月～12月の再放送）
ハングルによる昔話を題材に、会話で役立つ表現や、物語の背景にある文化等について学ぶ。

出演者

＜講

師＞ イ・テムン（デジタルハリウッド大学客員教授）

◆７月～９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）
新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

ドイツ語
テレビ

Deutsch

再（前期）

◆４月～９月（2016年10月～2017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＞
＜パートナー＞
＜監修＞

別所 哲也（俳優）
スザンネ・シェアマン（明治大学教授）
太田 達也（南山大学教授）

おすすめポイント
ベートーヴェンが大好きで、クラシック音楽を愛してやまない俳優の別所哲也さんが、長年の憧れの
地である「音楽の都」、ウィーンを旅する。旅のパートナーとして街を案内しながら、ドイツ語初心
者の別所さんに便利なフレーズを教えてくれるのは、ウィーンっ子のスザンネ・シェアマンさん。大
作曲家が愛したレストランやカフェを巡り、極上の音楽をもとめてコンサートに出かけ、ウィンナ・
ワルツを習い･･･。中欧の古都ウィーンの魅力を堪能しながら、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。
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ドイツ語
≪初級編・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）

Deutsch
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、（翌週月～金）１１：３０～１１：４５
≪初級編≫

月～水の週３回

◆４月～９月「ドイツ語で巡る建築」 （新作）
建築に詳しいDr.Fが、日本人の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なが
ら、文法や発音の基礎を身につけていく講座。
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
エファ・ウォルブリング
≪入門編≫

月～水の週３回

◆１０月～３月「ケイと双子のライオン

Kei und die Zwillingslöwen」

（2016年4月～9月の再放送）
幼い頃に絵本で見たライオンの像を探して、ドイツを旅
する日本人の大学生の物語。日常会話を聞き取りなが
ら、旅で役立つフレーズと基本的な文法をマスター。
出演者
＜講 師＞ 秋野有紀（獨協大学専任講師）
マルコ・ラインデル（獨協大学専任講師）
＜パートナー＞ ナディーン・カチマレック
≪応用編≫

木・金の週２回

◆４月～６月「ドイツ語発見の旅

Entdeckungsreise der deutchen Sprache」

（2016年10月～12月の再放送）
ドイツ語学習者が間違いやすい文法的なポイントをひとつずつ
とりあげ、文法知識を整理していく講座。
出演者
＜講 師＞ 田中 雅敏（獨協大学教授）
＜パートナー＞ ディアナ・バイヤー
◆７月～９月「鴎外の見たドイツ」
（2017年1月～3月の再放送）
明治の文豪、森鴎外がドイツ留学時代に記した「独逸日記」のド
イツ語訳を読みながら、鴎外が見た19世紀末のドイツを追体験す
る。
出演者
＜講 師＞ 美留町 義雄（大東文化大学教授）
＜パートナー＞ ディアナ・バイヤー

新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

イタリア語
テレビ

Italiano

再（前期）

◆４月～９月（2016年10～2017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＞
東儀秀樹（雅楽師）
＜パートナー＞ エヴァ・カンベッダ（イタリア語講師）
＜監修＞
石井沙和（成蹊大学非常勤講師）

おすすめポイント
イタリアが大好きという雅楽師の東儀秀樹さんが、覚えた
てのコトバを使ってイタリアを旅する。案内をしながら旅
に役立つイタリア語のフレーズを教えるのは、エヴァ・カ
ンベッダさん。ローマでは、名所の意外な歴史を探りつつ、
男のファッションを追求。北部エミリア地方では、チーズ
や生ハムを味わい、憧れのクラシックカーを運転！番組を
見れば、旅に役立つ会話力が自然と身につくシリーズ。
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イタリア語
≪入門編≫
≪応用編≫

ラジオ
ラジオ

新（前期） 再（後期） スト
再（4～６月） 新（7～９月）

新（10～12月）

再（1～3月）

Italiano

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「イタリア語の海へ飛び込もう！ SENZA PAURA!」（新作）
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
イタリアの方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
◆１０月～３月「Ciao Italiano! イタリア語へようこそ！」
（2016年4月～2016年9月の再放送）
イタリア語が初めての人を対象に、ＡＢＣから丁寧に教える講座。
４～７月で基礎を学び、８・９月には旅行で役立つ実践会話に挑戦。
出演者 ＜講 師＞
白崎容子（元慶應義塾大学教授）
＜パートナー＞ マッテオ・インゼオ
インマ・ロマーノ
≪応用編≫ 木・金の週２回
◆４月～６月「描かれた２４人の美女」（2015 年 4 月～6 月の再放送）
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（東京造形大学教授）
＜パートナー＞ アレッサンドロ・グイーディ
◆７月～９月「メールで発信！

Come scrivono gli italiani?」（新作）

メールの作成を通じて、イタリア語で発信する力をつける講座。
学んだ表現を使って、別のメールを作る応用力も身につける。
出演者 ＜講 師＞ 張あさ子（イタリア語通訳・翻訳）
アンナ・マリア・マッツォーネ
（イタリア語通訳・翻訳）
◆１０月～１２月「古典文学のたのしみ (仮)」（新作）
ダンテ、ペトラルカ、ボッカチョ、ロレンツォ、マキャベリ、そしてアリオスト。ルネサンスを代表
する古典文学の名作を、原文で読む講座。
出演者 ＜講 師＞
白崎容子（元慶應義塾大学教授）
マルコ・ズバラッリ
◆１月～３月「24 Chiacchierate 楽しくイタリア語力を鍛えよう！」（2015年10月～12月の再放送）
実践的な聞き取り能力と発話能力の向上を目的に、
さながらイタリア人のおしゃべり
（Chiacchierate）
を聞いているような気分で楽しくトレーニングをしていく講座。
出演者 ＜講 師＞
朝岡直芽（東京経済大学ほか講師）
＜パートナー＞ マッティーア・パーチ
新･･･新作

35

再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

フランス語
テレビ

français

再（前期）

◆４月～９月（2016年10月～2017年3月の再放送）

常盤貴子の旅の手帖 ～大人のパリとアルザス地方～

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＞ ドミニク・シャニョン

（ミュージシャン）
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。
憧れの都、フランス・パリ。そこには、ファッション・グ
ルメ・インテリアなど洗練された一流の文化が渦巻いてい
る。その奥深さを知るために旅をするのは常盤貴子さん。
旅の始まりは、パリのとある図書館。古い文献をひもとき
ながら、映画 / カフェ / 私だけのパリ などのテーマを
深めていく。
シリーズ後半では、フランス北東部のアルザス地方にも遠征。
パリとは違う地方の魅力も堪能する。
「旅で役立つフランス語」をゆっくり学習。
シーンごとに、使えるフランス語会話を少しずつ学ぶ。番組
の最後でしっかり復習も。

ミニコーナー『ＺＡＺと一緒に単語を学ぼう』
入門者が知っておきたい基本的な単語を、パリの子どもたちと一緒
に学ぶ。テーマに沿って、人気シンガーソングライターのＺＡＺが
オリジナルソングを作詞作曲。フランス語で歌いながら単語を一緒
に覚えよう。
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フランス語
≪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）

français

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）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「Bon voyage ! ～フランス語で旅をしよう！～（新作）」
出演者
＜講 師＞
田口亜紀
（共立女子大学准教授）
＜パートナー＞トリスタン・ブルネ
（白百合女子大学専任講師）

ペリーヌ・アラン=ブルネ
（共立女子大学ほか講師）
おすすめポイント
フランスを旅するとき、必要なことを伝えたり尋ねた
りすることを目指す講座。旅行で出会う典型的なシー
ンが毎回登場する。特に『発音』に注目。フランス語
らしい口の形を意識して、通じる発音を身につける。

≪応用編≫

木・金の週２回

◆４月～６月「インタビューで広がるフランス語の世界」
（2016年10月～12月の再放送）
インタビューを聴きながら、フランスはもちろん、カナ
ダ･ケベック州やアフリカなどフランス語圏出身の人たち
のライフスタイルや考え方を探っていく。
出演者
＜講

師＞

井上櫻子
（慶應義塾大学准教授）
ヴァンサン・ブランクール
（慶應義塾大学訪問准教授）

◆７月～９月「ガストロノミー･フランセーズ

食を語り、愛を語る」

（2017年1月～3月の再放送）
食べることを愛するフランスの人たちの暮らしを
美しいフランス語の文章でたどっていく。テーマは
アペリティフ、チョコレート、海の幸など。
出演者
＜講 師＞
＜パートナー＞

芳野まい
（東京成徳大学准教授）
ヴァンサン・デュレンベルジェ
（慶應義塾大学講師）
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スペイン語
テレビ

español

（前期）

◆４月～９月（201６年１０月～2017年３月の再放送）

俳優・平岳大が北スペインを旅しながら体当たりで挑む、旅のスペイン語！

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＞

平岳大（俳優）
＜旅のパートナー＞ ジン・タイラ
＜旅のコンシェルジュ＞ マルタ・マルティン
＜講

師＞

那須まどり（ＩＣＵ非常勤講師）

おすすめポイント
「言葉を交わせば、旅も人生もぐっと楽しくなる！」スペイン語が少し話せる俳優の平岳大が北スペ
インの豊かな自然と、気さくな人たちにガチで触れ合う体当たりドキュメント。
土地の人が集まるバルで注文をしたり、あるときは
サッカークラブの少年たちと必死でスペイン語の会
話を試みたり、小さな村の壮大な村祭りに飛び入り
参加など･･。少しぐらい間違えたって大丈夫、旅の
醍醐味を平さんと味わってみませんか？平さんと旅
の相方ジンさんとの珍道中をお楽しみに！
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スペイン語
≪入門編≫
≪中級編≫

ラジオ
ラジオ

español
新（4～9 月）
再（4～9 月）

スト
スト

≪入門編≫
≪応用編≫

ラジオ
ラジオ

再（10～3 月）
新（10～3 月）

スト
スト

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）
◆ めざせ活用マスター！
「動詞の活用をなかなか覚えられない」。そんなあなたにおすすめの講
座。毎日反復練習をしながら少しずつ慣れていこう。練習の合い間には
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テップ
アップしよう。
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 （４月～９月）
◆ Un paso más ステップアップ文法講座
（2016年9月～17年3月の再放送）
文法の基本は一応学び、もう少し先に進みたい人向けの講座。動詞の
過去形、完了形、未来形、さらに接続法など、少し高度な文法を身につ
けよう。入門編と合わせて聴けば学習効果は十分。
出演者
【講師】
菊田和佳子 （神奈川大学・准教授）
【パートナー】
Arturo Varón López （神奈川大学・准教授）
（アルトゥーロ・バロン・ロペス スペイン出身）
≪入門編≫ 月～水の週３回 （１０月～２０１８年３月）
◆ 人生は旅！¡Vivir es viajar!
（2016 年 4 月～9 月の再放送）
スペイン語圏を旅する時に便利で使える表現が満載の講座。またスペイ
ンやラテンアメリカの観光都市を毎回紹介するコーナーも聞き逃せない。
「旅フレーズ」をしっかり覚えて、さあ旅に出よう。
出演者
【講師】
高垣敏博 （神奈川大学・特任教授）
【パートナー】
Paco Partida （パコ・パルティーダ メキシコ出身）
Sonia del Campo
（ソニア・デル・カンポ スペイン出身）
≪応用編≫ 木～金の週２回 （１０月～２０１８年３月）
◆ スペイン文学を味わう Deleitémonos la literatura española
１９世紀を代表する小説家の作品を６ヶ月間で６作品とりあげる。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 Cruz
（ハビエル・カマチョ・クルス 神田外語大学・講師 スペイン出身）

新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

ロシア語
テレビ

русский язык

再（前期）

新作（後期）

サンクトペテルブルク・魅惑の旅（２０１３年４月～９月の再放送）

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（火）５：３０～５：５５
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。
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ロシア語
≪入門編≫
≪応用編≫

ラジオ
ラジオ

新（前期）
再（前期）

再（後期）
新（後期）

русский язык

スト
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「声に出しておぼえるロシア語」（新作）

舞台はウラジオストク。リタイアした地元の男性とモスクワからやってきた若手女性ジャーナリ
ストとの交流を描くストーリーで初級のロシア語を学んでいく。
キリル文字のアルファベットに慣れることから始めて、単語、初級文法を身につけ、ロシア語の
響きを味わい、声に出して覚えるために詩の朗読にも取り組む。
出演者
＜講 師＞
黒岩 幸子 （岩手県立大学教授）
＜パートナー＞
マキシム・コヴァリョフ（ロシア語アナウンサー）
タチアナ・シプコワ
(上智大学非常勤講師)

≪応用編≫

木・金の週２回

◆４月～９月「うきうきルースキー

私が見たロシア」（2015 年 10 月～3 月の再放送）

より多くのロシア語表現に触れ、ロシアの文化や生活についてさらに理解を深めるため，毎回ひ
とつのテーマを掘り下げていく。文豪たちの作品を味わいその魅力を語ったり，ロシアが世界に
誇る芸術の世界に触れたり，歴史ある町の名所やおいしい料理を紹介したり……ロシアをさまざ
まな面から堪能して，ロシア語学習を楽しむ。
出演者
＜講 師＞
坂庭 淳史 （早稲田大学教授）
＜パートナー＞
オリガ・フィラトワ (翻訳家)

新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

アラビア語
テレビ

العربيةاللغة

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（金）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

アラビア語
ラジオ

العربيةاللغة

再（前期）再（後期）

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＞ 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。
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ポルトガル語

Português

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！
ラジオ

再

◆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＞
＜パートナー＞

福嶋伸洋（共立女子大学准教授）
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
ラジオ

Português

再（後期）

◆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

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

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！
新･･･新作
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再･･･再放送

通･･･通年

スト･･･ストリーミング放送あり

国際放送

NHK WORLD
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）
（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、１４年前に誕生した「Japanology（＝日本学）」シ
リーズの最新版。２０１４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。
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国際放送

NHK WORLD

テレビ

Face To Face
放送時間
放 送：ＮＨＫワールドＴＶ
毎月最終（日） １０：１０～１０：３８ ほか
出演者
ロバート・キャンベル（国文学研究資料館

館長）

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、日本独特の文化を
ひも解き、日本の魅力を世界へ発信する。
２０１６年度のゲストは、女性の生き方を描いた
朝ドラ「あさが来た」の脚本家・大森美香、地方
観光を活性化させた星野佳路、高齢化社会を描い
た作家の五木寛之など、幅広い分野の人たち。
国際放送

NHK WORLD

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
Authentic Japanese Cooking
斉藤辰夫シェフ
Rika’s TOKYO CUISINE
行正り香シェフ
おすすめポイント

いまやグローバルに注目を集める和食。世界
の家庭でその美味しさ、奥深さを実際に楽しんで もらうため、二人の個性的なシェフがそれ
ぞれのアプローチで和食の魅力を伝え、作り方・味わい方を手ほどきする。斉藤シェフは「伝
統的な和食の基本」をじっくり伝え、行正シェフは「現代的にアレンジした和食」を手早く作
ることを提案。和食に秘められたさまざまな智恵や、素材
の味をひきだすコツもたっぷり紹介する。
番組ホームページでは、豊富なレシピや郷土料理情報も
発信中。http://www.nhk.or.jp/dwc/
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国際放送
放送
テレビ

NHK WORLD

再

放送時間
放 送：ＮＨＫワールドＴＶ
（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･･･。

国際放送
テレビ

NHK WORLD

新

Japan-easy / Japan-easyⅡ

（各24回）

放送時間

放

送：ＮＨＫワールドＴＶ
（日）２０：２５～２０：４０

※ 毎月第一週・第二週に、Japan-easyⅡを、
第三週以降は、２０１６年度制作の Japan-easy を放送。

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。年間２４回の放送を楽しめば、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の
２４回では、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/
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