
令和 2 年５月２９日 

 

「今だから観よう」－社会とつながるためのテレビ番組・インターネット－！ 

 

 ６月１日から分散登校が始まります。授業と家庭学習が交互にやってくるので、自分のペースで進め

ることは難しくなりますが、限られた時間の中で計画しやすくもなりますので、通常授業再開に備えて

いきましょう。（短時間ですが、部活動もできるようになります。）特に昼夜逆転の人は元の生活に戻せ

るよう、勉強時間とおすすめ番組を見る時間を上手に計画しましょう！ 

 

＊メモを取りながら視聴しよう。《メモの習慣が身に付くといいですね！！》 

 

◎テレビ番組 （5/２８現在ものです。変更される場合があります） 

  NHK 総合 NHK E テレ BS BS プレミアム 

5/29 金 15:08-53 にっぽん  ぐる

り 四国らしんばん「“最悪

の 24 時間”を生きのびろ」

(南海トラフ巨大地震の 24

時間をアニメやＣＧで映

像化) 

14:00-15:00 NHK 高校講座 

「日本史・世界史・地理」 

15:30-40 アクティブ 10 ミ

ライのしごと「介護業界」 

21:30-55 世界にいいね！

つぶやき英語「大気汚染改

善！コロナから何学ぶ？」 

(NHK)19:00-21:50 あ の

試合をもう一度！「1995

オリックス“がんばろう

神戸”」 

(NHK)22:00-40 国 際 報

道 2020「コロナ禍で増え

る野生動物の密猟」 

18:00-19:00 ザ少

年倶楽部「特別編 

パワーセレクシ

ョン  Part.1」(ジ

ャニーズ特集) 

5/30 土 19:30-20:15 ブ ラ タ モ リ

「黒部ダム スペシャル」 

21:00-22:00 土 曜 ド ラ マ

「路(ルウ)台湾エクスプレ

ス」 

13:00-14:00 こころの時代

「末法の世を生きる」 

15:10-17:00 臨時開校！フ

ライデーモーニング・スク

ール「25 分~30 分ごとに小

学生向けの楽しい授業が 4

本立て」(再) 

19:45-55 福島をずっと見

ている TV「郡山市にあった

富岡町の交流施設『おたが

いさまセンター』の声」 

(NHK) 11:04-50 ワール

ドニュース特集「新型コ

ロナに揺れた 1 週間」 

(NHK)15:00-17:00 ひ と

モノガタリ「おばあちゃ

ん、女性医師、京大生…30

分ごとにその“人”の物語

を紹介」 

(BS フジ)21:00-55  

CROSSOVER~「こころを

動かすスポーツ~」 

13:30-14:59 スー

パープレミアム

「感動！おもて

なしスペシャル

(再)」(外国人観光

客へのおもてな

しを様々な視点

から読み解く) 

5/31 日 10:05-52 明日へ  つなげ

よう「“コロナ危機”誰ひと

り取り残さない~災害支援

の現場から~」 

13:05-30 きんくる~沖縄 

金曜クルーズ~「首里城 再

建への道のりは」 

21:00-22:00 NHK スペシ

ャル「世界同時ドキュメン

ト 私たちの闘い」(世界各

地から届いたスマホの自

撮り映像による記録) 

16:50-17:00 みんなの ch！

「新型コロナに負けない！

ボードゲーム&動画作り」 

(NHK)17:00-50 パ ラ ×

ドキッ！「ブラインド競

泳・木村敬一」 

(NHK)18:00-45 COOL  

JAPAN「フルーツ」(いま

日本のフルーツが世界を

魅了している) 

(NHK)22:00-50 BS1 スペ

シャル「はなれてひとつ

に奏でる~奇跡の“パプリ

カ”誕生秘話~」(リモート

でパプリカやってみる

か！) 

(BS フジ )23:00-30 東北

魂 TV「ロケ名場面」 

10:00-11:00 ザ少

年倶楽部「特別編 

パワーセレクシ

ョン  Part.2」(ジ

ャニーズ特集) 

午後以降 

※ついに最終回！台湾

人と日本人のあたたか

な心の絆をご覧あれ！ 

※アニメ・将棋・美術・

古典芸能…多彩なジャン

ルの番組がいっぱい！ 

※舞子高校も環境防災

科目「災害と人間」の講

義でお世話になってい

る CODE の活動が特集

されます！ 



6/1 月 10:50-55 あの日  わたし

は  証言記録  東日本大震

災「宮城県女川町  神田瑞

季さん」 

22:00-45 逆転人生「認知

症の親が鉄道事故に  社会

を動かした逆転裁判」 

14:00-15:00 NHK 高校講座 

「数学・英語」 

19:25-55 香川照之の昆虫

すごいぜ！「6 時間目“ア

リ”」(再) 

22:25-50 100 分 de 名著「カ

ント“純粋理性批判”」 

 20:00-21:00 ワイ

ルドライフ「カナ

ダ  ハ ド ソ ン 湾 

ホッキョクグマ

の強さに迫る」 

6/2 火 14:05-55 ごごナマ「アン

コール  100 歳まで歩こ

う！カンタン股関節体操」 

19:30-57 サラメシ  シー

ズン 10「東京・六本木の IT

企業のオンラインランチ

会」 

22:30-23:15 プ ロ フ ェ ッ

ショナル「餅ばあちゃんの

物語」(津軽半島で年間 5 万

個のササ餅を作り続ける 

桑田ミサオ さん) 

10:05-15 学ぼう BOSAI 

命を守るチカラ「火山災害 

防災ホームドクター」 

14:00-15:00 NHK 高校講座

「国語表現・生物基礎」 

 

 

 

 

 

 

20:00-30 ハートネット TV 

インタビューシリーズ「コ

ロナの向こう側で~精神科

医 斎藤環 さん」 

(NHK)14:00-30 Trails to 

Oishii Tokyo「煮干し」(日

本に暮らす外国人がリポ

ーターとなり、日本の食

文化を学ぶ)  

 

13:00-15:20 シネ

マ「パーフェクト 

ワールド」(ケビン

コスナー主演。孤

独な脱獄犯と彼

に誘拐された幼

い少年との心の

交流を描く) 

6/3 水 10:50-55 あの日  わたし

は  証言記録  東日本大震

災「宮城県山元町」 

 

 

 

 

 

12:20-45 まんぷく農家メ

シ「農家の子どもたちに梅

沢はデレデレ！東野は大

爆笑！」 

10:25-55 世界の哲学者に

人生相談「人とつながる大

切さを考える」(再) 

14:00-15:00 NHK 高校講座 

「化学基礎・物理基礎・地学

基礎」 

15:30-40 10min.ボックス

地理「オーストラリアとア

ジアのつながり」 

21:30-55 趣味どきっ！防

災キャンプ①「デイキャン

プを体験しよう」 

(NHK)13:00-50 BS1 スペ

シャル「自衛隊が体験し

た“軍事のリアル”密着世

界最大級の軍事演習場」 

(NHK)17:00-45 BS 世界

のドキュメンタリー「不

死身のスーパー耐性菌」 

20:00-21:00 英雄

たちの選択「“天

下取り”への城~

最後の巨大山城  

小谷城」 

6/4 木 10:50-55 あの日  わたし

は 証言記録 熊本地震 

19:30-57 所さん！大変で

すよ「かわいすぎ！？話題

のパンダ大集合」 

14:00-15:00 NHK 高校講座 

「情報・書道Ⅰ・家庭総合」 

20:00-30 バリバラ「障碍者

が職場にやってきた」 

13:00-50 BS1 スペシャル

「潜入！4K 対応ゲーム 

開発の舞台裏」 

12:00-30 驚き！

地球！グレート

ネイチャー「ラオ

ス・メコン川」 

 

・NHK 総合 月～木 10:50～10:55 「あの日 わたしは」証言記録  

  ※日曜日は 50 分ほどの特集が組まれます。（今回なら 5/24 10:05-53） 

・「NHK 高校講座」  ※ラジオ放送とネット配信もされています。  

 

※その他の案内は過去のブログからチェックしてください！ 

 

 

※(地デジ)関西テレ

ビ 9:50-11:15「よ~

いドン！」の目玉企

画、“となりの人間国

宝さん”を見ていると

ほっこりしますよ！

元気をもらえます！ 

※国語表現は「文章の

型・構成」について、

文章作成のカギとなる

「接続表現」の説明が

あります！ 

※17:00-45「エボラ

出 血 熱 」、 22:40-

23:51「北海道スペシ

ャル(コロナ関連)」、

関する特番が放映さ

れます。 

※山元町は昨年の台風被

害が大きかった丸森町の

お隣にある町です！ 



◎インターネット 

・☆NEW☆ 幹 MIKI YouTube プレミア公開ライブ ５月３０日（土）１７時１５分配信スタート！ 

⇒宮城県蔵王町在住のシンガーソングライター MIKI さん。仙台市を拠点に音楽活動をされています。2018

年のメモリアル行事の際には、本校で素敵な歌声を披露してくださいました。  

・☆NEW☆ みんながヒーローPROJECT～うちで過ごそう～  

⇒「予防できる新型コロナウイルス感染症から日本人の命と医療を守りたい」という思いのもと、有志の研

究者・専門家・クリエーター・学生らで結成されたデジタルコンテンツ制作チームが立ち上げた特設サイト。

子供向け教材等をダウンロードすることもできます。 

・☆NEW☆ 銀の鈴社 電子ブックストア 

⇒6 月 30 日（火）まで 500 冊の書籍を無料開放しています。 

・小説『喝采』（原田マハ公式ウェブサイト） 

⇒2020 年 3 月、フランス政府による突然のロックダウンに際し、パリの人々がどのように行動したのか。現地で  

の体験を、日本人である著者が綴っています。感動的な短編小説です！ 

・子ども応援便り(WEB 版) 

⇒子どもたちの夢と希望をかなえる教育を実現するために、「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関 

係団体連絡会」が読者からの教育に関する意見・提言、子どもたちの夢を受け付け、紹介しているサイト。 

・パブリネット「〇〇事典」 

⇒【ホームメイト・リサーチ】（施設リサーチ）のトップページをスクロールしていくと、「生活施設カ  

テゴリ一覧」が記載されています。気になる施設をクリックすると、その施設に関する様々な情報が 

掲載されています。例えば、「消防署」をクリックすると『消防署事典』と題し、消防署や消防士に 

関するあらゆる情報、防災知識がわかりやすく解説されています。公務員志望者は必見！！ 

・高校生新聞 OnLine  

⇒全国の高校生を取材し、リアルな声がたくさん掲載されています。 

・わくわく☆キャッチ みらいぶ  

⇒河合塾が運営するサイト。サイトのテーマは「仲間と出会い、社会・世界とつながろう。もう一つ 

の学び応援します！」です。 

・文部科学省 子どもの学び応援サイト 

  ⇒いろいろな無償学習サイトにリンクしています。  

・NHK おうちで学ぼう for スクール  

・防災リテラシー研究所（阪神・淡路大震災の経験を元に防災教育に取り組んできた先生が運営）  

・クマモトニ・熊本に（熊本地震の経験を元に考える役立つ防災・備え）  

・阪神大水害デジタルアーカイブ（神戸周辺の水害・土砂災害の歴史がよくわかります）  

・今スポーツにできることリレー（あらゆるジャンルの選手が動画等を配信！）  

 

◎編集後記 

緊急事態宣言が解除され、段階的ではあるけれども経済活動が再開しています。行き交う車や通勤電車の人の数も増

えつつあり、これまでの「日常」の光景を目にすることができるようになりました。しかし、“元の”という言葉にス

ポットをあて、その意味をよくよく考えながら社会を見渡してみると、安易に「戻りつつある」「戻った」などと言え

ない状況がまだまだあります。 

「病床はある程度確保できている」とか「マスクの供給が安定してきた」という報道がされています。デパートの取

材では「馴染みの売り場で買い物ができて嬉しい」と話す人がいました。それは事実として嬉しいことです。一方で「店

は開けることができるけれど、仕入れの資金がありません」と話す飲食店店主がいます。“元”からあるメニューを提

供できず、お客さんの笑顔を見ることができないと店主は肩を落としています。“元の状態”にするには私が計り知れ

ないご苦労があると痛感せざるを得ませんでした。目に見える数の変化やかたちあるものの回復とは、また別物なのだ

と。 

26 日、国の「新しい生活様式」に関するガイドラインに基づき兵庫県版が公表されました。不便や不安を感じなが

らも、みなが少しずつ“元気”を取り戻せる生活を送ることができるように祈るばかりです。  


