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【中学年（５・６年）向け】
ＮＨＫ Ｅテレ（教育テレビ）教育番組紹介
児童の学習のために作られている番組がＮＨＫのＥテレ（２チャンネル）で放

送されています。
ご家庭にあるテレビで見ることができますので、ぜひご活用ください。
また、お子様がパソコンやタブレットを使って、ネットに接続できる場合は、

「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」というサイトで、テレビで放送されている内
容をいつでもみることができます。

ＨＰ：ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ
https://www.nhk.or.jp/school/（外部リンク）

【体育】はりきり体育ノ介（３年から６年）
小学生体育実技のできるポイントとできないポイントを、一流アスリートの実

技にてわかりやすく紹介している小学校３年生から６年生を対象にした体育番組
です。
番組では、「できない人」を超人サイボーグ「体育ノ介」にし、「できない原

因」をプログラムミスとして、「できるようにする」をプログラムの改善にする
ことで、子どもたちに、「できる人」の映像と比較して、「ここを直せばできる」
とポイントをわかりやすく伝えてくれる番組構成です。

［放映時間］
毎週水曜日 午前１０時００分から午前１０時１０分まで

ＨＰ：はりきり体育ノ介 [体育 小3～6]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/（外部リンク）

【総合】テキシコー（３年から６年）
「プログラミング的思考」をより分かりやすく伝える番組です。
この番組は、思わず頭の中で手順を組み立て、先を予想してみたくなるような

興味深い実験、手順の組み合わせを改善していくことの楽しさを伝えるアニメー
ション、さまざまな仕事や物の中にプログラミング的思考が活かされていること
を伝えるコーナーなどで構成されています。
番組の中では、実際にコンピューターを使ったプログラミングを体験するシー

ンはでてきませんので、コンピューターへの苦手意識やＩＣＴ環境を問わず、誰
でも楽しく「プログラミング的思考」を育むことができる番組構成です。
出演：（和牛）水田信二・川西賢志郎（声）

＊プログラミング的思考
コンピュータやプログラミングの概念にもとづいた問題解決型の思考で、自分

が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、
一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の
組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といった
ことを論理的に考えていく力のこと。

［放映時間］
毎週月曜日 午前１０時０５分から午前１０時１５分まで（前期）
毎週月曜日 午後 ３時３０分から午後 ３時４０分まで（後期）

ＨＰ：テキシコー [総合 小学校3･4･5･6年生、中・高]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/sougou/texico/（外部リンク）

https://www.nhk.or.jp/school/
https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/
https://www.nhk.or.jp/sougou/texico/
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【総合】Ｗｈｙ！？プログラミング（３年から６年）
アメリカ・マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）が開発した教育用プログラミ

ング言語「スクラッチ」を使い、子ども達にプログラミングを楽しんでもらいな
がら、プログラミング的思考やプログラミングをする能力を身につけてもらう小
学生～中学生向けの「プログラミング教育」番組です。
毎回、ミッションが与えられ、ＩＴ企業役員で人気お笑い芸人の厚切りジェイ

ソンが演じるジェイソンが、２体のパペット、天才プログラマー「ラム」と「プ
ログ」と一緒に、プログラムで動いている世界の様々なアクシデントを直してい
く番組構成です。
子どもだけでなく大人も一緒に楽しみながらプログラミングを学ぶことができ

るオススメの番組です。
なお、「スクラッチ」を利用するには、サイトに登録する必要があります。

出演：厚切りジェイソン

＊スクラッチ（Scratch）
アメリカ・マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）メディアラボで開発され、世

界中の学校やプログラミングスクールで初心者学習用に使用されているビジュア
ルプログラミング言語です。
ブロックを組み合わせていくことで動物などのキャラクターを動かすことがで

き、色合いもカラフルになっており、小学生から大人までスムーズにはじめるこ
とができます。

［放映時間］
毎週月曜日 午後 ３時３０分から午後 ３時４０分まで（前期）
毎週月曜日 午前１０時０５分から午前１０時１５分まで（後期）

ＨＰ：Ｗｈｙ！？プログラミング [総合 小3～6]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/sougou/programming/（外部リンク）

【「スクラッチ」の登録方法】
スクラッチ（Scratch）の公式ホームページ
https://scratch.mit.edu/（外部リンク）

① 『Scratchに参加しよう』ボタンを押してアカウントを登録します。
② 『ユーザー名』 『パスワード』 『メールアドレス』などを入力して次へ進
みます。
③登録メールアドレス宛にに確認メールが届きますので、メール内のＵＲＬをク
リックしてスクラッチにサインインします。

【国語】お伝と伝じろう（３年～６年）
国語の「話す・聞く」の授業やそのほかの教科での「プレゼン・スピーチ」に

役立つスキルを伝授する小学校３年生から６年生を対象にした国語番組です。
価値観や性格が大きく異なるフランスの転校生の伝じろうと小学生サトルを中

心にコミュニケーションを巡るドラマが繰り広げられる中で、さまざまな場面で、
「どうしたらきちんと相手に伝わるのか」を、子どもたち自身に考えさせる番組
構成です。

［放映時間］
毎週月曜日 午前９時１５分から９時２５分まで

ＨＰ：お伝と伝じろう [国語 小3～6]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/（外部リンク）

https://www.nhk.or.jp/sougou/programming/
https://scratch.mit.edu/
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/
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【音楽】おんがくブラボー（３年から６年）
音楽のしくみ、リコーダー鑑賞、器楽指導（リコーダー）、歌唱指導の４分野

を紹介する小学生３年生〜６年生向けの音楽教育番組です。

「音符がわからなくても、楽譜が書けなくても音楽は作れる。メロディがなく

てもリズムを重ねることで楽しい音楽を作ることができる。」ということをコン

セプトに、カエルのブラボーと一緒に、お笑いコンビ「たんぽぽ」の白鳥久美子

さんと、小学生のそら、ひなたが音楽の魅力に迫る形での番組構成です。

出演：白鳥久美子・富沢そら・加瀬ひなた・スギテツ・山本シュウ（声）

［放映時間］

毎週火曜日 午後３時３０分から午後３時４０分まで

ＨＰ：おんがくブラボー [音楽 小3～6]｜NHK for School

http://www.nhk.or.jp/ongaku/bravo/（外部リンク）

【道徳】オン・マイ・ウェイ！（５年から６年、中学生）
いろいろな困難に立ち向かう挑戦者たちが、人生の途中（オン・マイ・ウェイ）

で何を考え、どう行動したのかを追ったドキュメンタリー番組です。

番組では、挑戦者たちの姿から未来を切り開くためのヒントを一緒に探すため

に、シンガーソングライターのｍｉｗａさんが、みんなと考えたい問いを投げか

ける形で構成されています。

出演：ｍｉｗａ（シンガーソングライター）

［放映時間］

毎週金曜日 午前９時３０分から午前９時４０分 Ｅテレ（４月から１０月）

ＨＰ：オン・マイ・ウェイ！ [道徳 小5～6・中]｜NHK for School

https://www.nhk.or.jp/doutoku/onmyway/（外部リンク）

【道徳】いじめをノックアウト（３年から６年、中学生）
「いじめはダメ」というメッセージを明確に伝えるとともに、「いじめが起き

てもみんなで解決できるクラス」をめざすための小学校３年生から６年生、中学

生向けの道徳教育番組です。

番組では、いじめを実際に経験した人たちの話や中高生のいじめについての討

論のビデオがメインで、「いじめとは何か？」「いじめが起きたとき、どうすれ

ばいいのか？」について、ノックアウトくんが、次々と質問を投げかける形で構

成されています。

出演：高橋みなみ

［放映時間］

毎週金曜日 午前 ９時５０分から午前１０時００分 Ｅテレ

毎週土曜日 午前１１時３０分から午前１１時４０分 Ｅテレ（再放送）

ＨＰ：いじめをノックアウト [特別活動 小3～6・中]｜NHK for School

https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/（外部リンク）

http://www.nhk.or.jp/ongaku/bravo/
https://www.nhk.or.jp/doutoku/onmyway/
https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/
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【道徳】いじめをノックアウト（３年から６年、中学生）
「いじめはダメ」というメッセージを明確に伝えるとともに、「いじめが起き

てもみんなで解決できるクラス」をめざすための小学校３年生から６年生、中学

生向けの道徳教育番組です。

番組では、いじめを実際に経験した人たちの話や中高生のいじめについての討

論のビデオがメインで、「いじめとは何か？」「いじめが起きたとき、どうすれ

ばいいのか？」について、ノックアウトくんが、次々と質問を投げかける形で構

成されています。

出演：高橋みなみ

［放映時間］

毎週金曜日 午前 ９時５０分から午前１０時００分 Ｅテレ

毎週土曜日 午前１１時３０分から午前１１時４０分 Ｅテレ（再放送）

ＨＰ：いじめをノックアウト [特別活動 小3～6・中]｜NHK for School

https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/（外部リンク）

【総合】学ぼうＢＯＳＡＩ（５年から６年、中学生）
２０１１年の東日本大震災をきっかけに展開している大型キャンペーン企画・

「ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト」協賛番組で、自然災害を正しく知り、命を

守るためにどう行動するかをみずから考えてゆくための番組です。

子供も大人も心を動かし、深く考える番組として、プレゼンターや専門家が最

新の知見や現場での取り組み、学校でのワークショップの様子を伝える番組構成

です。

出演：濱口優（よゐこ）、相武紗季、大木聖子（慶応義塾大学環境情報学部准教

授）

［放映時間］

毎週火曜日 午前１０時０５分から午前１０時１５分まで（前期）

ＨＰ：学ぼうＢＯＳＡＩ [総合 小5～6・中]｜NHK for School

https://www.nhk.or.jp/sougou/bosai/（外部リンク）

【総合】しまった！～情報活用スキルアップ～（４年から中学生）
総合的な学習の時間のほか、社会科、理科、国語など、調べ学習や協働学習、

コミュニケーションを扱う授業で役に立つスキルを身に付ける小学校４年から６

年生・中学生向けの番組です。

調べ学習でよくやってしまう失敗例を取り上げ、どうすればできるようになる

か、必要な情報を得るためのコツやポイントをわかりやすく伝える番組構成です。

出演：デーモン閣下、玉川砂記子（声）

［放映時間］

毎週木曜日 午前９時１０分から午前９時２０分まで

ＨＰ：しまった！～情報活用スキルアップ～ [総合 小4～6・中]｜NHK for Scho

ol

https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/（外部リンク）

https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/
https://www.nhk.or.jp/sougou/bosai/
https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/


- 5 -

【英語】基礎英語０～世界エイゴミッション～（５年から６年）
小学校５・６年生向けに製作された英語番組で、テレビ（Ｅテレ）とラジオ（第

２放送）の両方で放送されていますが、テレビとラジオでは内容が異なっていま
す。
テレビ版は、小学校の英語学習に沿っており、国際調査組織Ｍ．Ｉ．Ｅ．（Mission

In English）の３人の研修生たちが、一人前の調査員を目指し、世界各国の様々な
ミッションをキーフレーズを使って英語の課題で解決していく形の番組構成で
す。

［放映時間］
毎週木曜日 午前１０時０５分から午前１０時１５分まで（再放送）
毎週土曜日 午後 ６時０５分から午後 ７時００分まで

ＨＰ：基礎英語０～世界エイゴミッション [英語 小5～6]｜NHK for School
http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/（外部リンク）
※ＮＨＫ出版より毎月テキストが発行されています（有料）。

【テレビ版とラジオ版の違い】
○テレビ版（土／週１回［再放送：木］）
小学校５・６年生の新学習指導要領にとりあげられている学習内容を中心に構

成（小学校の英語学習向け）。
○ラジオ版（月・火・木／週３回［再放送：水・金・土・日］）
学習指導要領には沿っていないが、英語に関する疑問解消・リズムで覚える英

単語などの構成になっていて、小学生にとって身近な場面・話題などを楽しく学
習できる構成（発展的学習向け）。

【基礎英語０ラジオ版の視聴方法】
４つの方法で無料視聴できます。

①ラジオで聴く
ＮＨＫ第２放送にて下記の時間に放送しています。

毎週月・火・木曜日 午後６時３５分から午後６時４５分まで
毎週水・金曜日 午後６時３５分から午後６時４５分まで（再放送）
毎週土曜日 午後２時１０分から午後２時４０分まで（再放送）
毎週日曜日 午前８時００分から午前８時３０分まで（再放送）

②らじる★らじるで聴く
ラジオでは音声が聞きづらい、またはタブレットやスマホで聞きたいという方

には、「ＮＨＫラジオ らじる★らじる」というサービスがあります。
これは、ＮＨＫのラジオ番組をインターネットを通して放送と同時に視聴でき

るというもの。インターネット回線を通すことでノイズの少ないきれいな音声で
視聴できます。
〔パソコン〕「らじる★らじる」ＨＰにアクセスして番組を選択
ＨＰ：NHKラジオ らじる★らじる
https://www.nhk.or.jp/radio/（外部リンク）
〔タブレット・スマホ〕無料アプリをダウンロード

③ＮＨＫゴガクで聴く
「ＮＨＫゴガク」はＮＨＫ語学番組のホームページで、放送の翌週１週間分の

ラジオを聴くことができます。
ＨＰ：ＮＨＫゴガク
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/（外部リンク）
ＨＰ：ＮＨＫゴガク 基礎英語０
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/kiso0/（外部リンク）

http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/
https://www.nhk.or.jp/radio/
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/kiso0/
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④音声ダウンロードで聴く
音声ダウンロードは、テキスト音声をＮＨＫサイトからダウンロードできるサ

ービスです。テキスト購入者限定のサービスで、テキストに記載してある「音声
パスコード」を入力すると、パソコン・スマホから１カ月分の音声をダウンロー
ドすることができます。
ただし、ＮＨＫ出版サイトへの登録が必要です。
また、スマホ・タブレットはＮＨＫの音声アプリ「語学プレーヤー」を使って

視聴できます。

【図工】キミなら何つくる？（５年から６年）
ＣＯＷＣＯＷさんが出演する小学校５・６年生向け図画工作の番組です。
３人の「図工組」が、毎回１つのテーマに対して、３人それぞれに取り組むも

ので、技術的なポイントに加え、作品の発想の方法や、表現のこつ、それに、そ
れぞれが作った作品と小学生が作った作品との比較を通して、ほかの人の作品の
いいところを「認める心」も育んでいくという番組構成です。
出演：ＣＯＷＣＯＷ、千野羽舞、戸田裕介

［放映時間］
毎週月曜日 午前９時３５分から午前９時４５分まで

ＨＰ：キミなら何つくる？ [図工 小5～6]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/（外部リンク）

【理科】ふしぎエンドレス（５年）
小学生５年向けの理科番組です。
みんなが見つけたこと、考えたことを食べて成長する「ふしぎモンスター」と

一緒に、身の回りの「ふしぎ」に挑戦する形で、身の回りにある自然や出来事か
ら「ふしぎ」を見つける方法、予想する方法、予想の調べ方、考察の仕方につい
て学べる番組構成です。
出演：杉村蝉之介（声）、堀内敬子（声）、加藤諒（声）

［放映時間］
毎週火曜日 午前９時３５分から午前９時４５分まで

ＨＰ：ふしぎエンドレス 理科５年 [理科 小5]｜NHK for School
http://www.nhk.or.jp/rika/endless5/（外部リンク）

【社会】未来広告ジャパン！（５年）
グラフや写真，図などが多く示されていて、「資料を活用する力」を伸ばすこ

とに向いた小学校５年生向けの社会科番組です。
ＣＭ制作会社「ジャパン広告社」が、日本の今を２０のテーマで深く取材して

ＣＭの形にまとめ発信していく番組構成です。
出演：芋洗坂係長、真殿光昭（声）、遠藤三貴、若山耀人

＊資料を活用する力
既存の資料を収集、選択、読み取り、分析、批判したり、自ら資料を作成、管

理し、そのために必要な情報機器を活用する能力。

［放映時間］
毎週水曜日 午前９時３０分から午前９時４０分まで

ＨＰ：未来広告ジャパン！ [社会 小5]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/（外部リンク）

https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/
http://www.nhk.or.jp/rika/endless5/
https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/
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【理科】ふしぎエンドレス（６年）
小学生６年向けの理科番組です。
みんなが見つけたこと、考えたことを食べて成長する「ふしぎモンスター」と

一緒に、身の回りの「ふしぎ」に挑戦する形で、身の回りにある自然や出来事か
ら「ふしぎ」を見つける方法、予想する方法、予想の調べ方、考察の仕方につい
て学べる番組構成です。
出演：杉村蝉之介（声）、堀内敬子（声）、加藤諒（声）

［放映時間］
毎週火曜日 午前９時４５分から午前９時５５分まで

ＨＰ：ふしぎエンドレス 理科６年 [理科 小6]｜NHK for School
http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/（外部リンク）

【社会】社会にドキリ・歴史にドキリ（６年）
６年生向けの社会科の番組です。６年生の社会科の教科書が「政治・国際」と

「歴史」の２分冊になったことから、「社会にドキリ」と「歴史にドキリ」の２
部構成になっています（放送時期によって、番組名が代わります）。
「社会にドキリ」では、日本国憲法，国民主権，平和主義とわたしたちのくら

しの関わり、国の政治などのしくみを学び、「歴史にドキリ」では、歴史上の偉
人たち、その人たちをトオして各時代の学習ポイントを押さえ、日本の歴史を学
ぶ番組構成です。
出演：中尾明慶・三瓶由布子（声）［社会にドキリ］、中村獅童［歴史にドキリ］

［放映時間］
毎週水曜日 午前９時４０分から午前９時５０分まで

ＨＰ：社会にドキリ [社会 小学校6年]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/（外部リンク）

ＨＰ：歴史にドキリ [社会 小6]｜NHK for School
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/（外部リンク）

http://www.nhk.or.jp/rika/endless6/
https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/

