
令和 2 年６月５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－！ 

 

 分散登校スタートの１週間が終わろうとしています。みなさん久々の授業や部活動はいかがでした

か？友人や先生とのお喋りは楽しめましたか？教室での授業はやはり寂しさを感じますが、それでも

一人より二人、二人より三人と仲間がいて、家族といるときとはちょっと違った空気感が漂うのも悪く

はないですね。 

 

◎テレビ番組 （６/４現在ものです。変更される場合があります） 

＊6/18 は「大阪府北部地震」から 2 年になります。災害・防災に関する番組もチェックみてね！ 

  NHK 総合 NHK E テレ BS BS プレミアム 

6/5 金 15:33-16:00 にっぽん  ぐ

るり  おうみ発スペシャル

「しが！防災応援団  今か

ら備えよう今年の大雨」 

22:45-23:05 ド ラ レ コ か

見た！ちょっといい話「ド

ラレコが見たコロナ」 

14:00-15:00 NHK 高校講座 

「日本史・世界史・地理」 

15:45-55 エイゴビート「つ

かれているの？」(栗原類、

ゆりあんレトリィバァ)  

21:30-55 世界にいいね！

つぶやき英語「木村花さん  

海外からの投稿」 

(NHK)14:00-25 BS コン

シェルジュ「最高齢に会

いに行く！~鈴木福~」 

(NHK)22:00-42 国 際 報

道 2020 未来学者に聞く

コロナ後の世界「第２波

に備えて 全自動 PCR 検

査機」 

18:00-19:00 ザ少

年倶楽部「“コラ

ボ”のチカラ」(東

山紀之企画) 

6/6 土 15:45-16:35 NHK スペシ

ャル  東京リボーン「巨大

地下迷路 地下鉄路線や

電気などのライフライン。

東京は世界で最も複雑な

地下世界を築いた」 

17:35-18:00 サ ラ メ シ シ

ーズン 9「東海道新幹線を

運行するみなさんのラン

チ」 

10:50-11:00 リトル・チャ

ロ「人気の英語アニメを 10

分に編集」 

 

 

 

 

 

13:00-14:00 こころの時代

「対話の旅に導かれて (池

袋で路上生活者支援をする

精神科医 森川すいめい  さ

ん)」 

21:30-55 ウワサの保護者

会「オンラインが変える！

学校教育」 

(NHK) 10:00-11:00 NHK

スペシャル「世界「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)」 

 

 

 

 

 

 

(TBS)16:00-54 に っ ぽ

ん！歴史鑑定「古代史ミ

ステリーダムに眠る白神

縄文人からのメッセー

ジ」 

15:30-17:00 ホタ

ル前線~蛍火が照

らす  美しき日本

~」 

 

 

 

 

 

 

6/7 日 10:05-52 明日へ  つなげ

よう「大震災とコロナ危機

~感染症対策のプロが語る

~」(東日本大震災以降の感

染症対策に学ぶ) 

19:30-20:00 ダ ー ウ ィ ン

が来た！「巨岩のロストワ

ー ル ド 未 知 の 生 命 を 発

見！(オーストラリア)」 

15:00-50 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！)」 

20:00-45 日曜美術館「アー

トシェア 今こそ、見て欲し

いこの一作」(新型コロナウ

イルスに揺れる今こそ、見

て欲しいこの一作) 

(NHK)11:00-12:50 BS1

スペシャル「大水害 メガ

シティを襲う洪水・高潮

の脅威 2019(再)」 

(NHK)15:00-17:50 「ドキ

ュメント  生命の大躍進

こうして〇〇が生まれた

3 本立て (1 時間ずつ ) 

“目”“母の愛”“知性”」 

22:50-23:20 

リモートドラマ

「Living」(広瀬ア

リス・広瀬すずが

姉妹役で初共演) 

午後以降 

※ニューヨークで迷子

になった子犬チャロが、

日本に戻るまでの感動

の物語！ ※5/31NHK 総合で放映

されたものです。私も観

ました。ゆるやかに淡々

と進む番組、スーッと心

に入ってきます！ 

※6/1 日本各

地で花火が打

ちあがりまし

た。日本の風物

詩ですよね。蛍

もまた然り！ 



6/8 月 10:50-55 あの日  わたし

は  証言記録  東日本大震

災「宮城県七ヶ浜町  三木

嘉一さん」 

12:20-45 うまいッ！「食

を支える生産者を応援し

たい！ＳＰ」 

22:45-23:15 ス ト ー リ ー

ズ「新宿ダイアリー~母(と

コロナの 4 か月」 

14:00-15:00 NHK 高校講座 

「数学・英語」 

20:00-30 ハートネット TV 

「B 面会議  マイノリティ

たちは新型コロナウイルス

に ど の よ う に 向 き 合 っ

た！？」(千原ジュニア) 

 

(NHK)17:00-45 BS 世界

のドキュメンタリー「38

度線 (朝鮮半島軍事境界

線)に潜る男」 

 

21:00-22:45 シネ

マ「時をかける少

女」 

 

6/9 火 10:50-55 あの日  わたし

は  証言記録  東日本大震

災「岩手県宮古市  櫛桁一

則さん」 

12:20-45 BENTO EXPO 

「韓国５色のりまき」 

13:05-55 ご ご ナ マ 「 簡

単！筋肉体操で心も体も

スッキリ」 (谷本道哉さん

リモート出演) 

10:05-15 学ぼう BOSAI 

命を守るチカラ「東京消防

庁ハイパーレスキュー隊」 

12:00-45 先人たちの底力

「伊藤博文の青春“耳学問”

のススメ」 

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 

「水害から命を守る~障害

がある人の“避難行動”」 

(NHK)13:00-50 BS1 スペ

シャル「瓦礫のピアニス

ト シリア内戦のさなか、

子どもたちを励まそうと

ピアノを弾き、歌い続け

たエイハムさん」 

(NHK)21:00-50 BS1 スペ

シャル「ふたりの意地~叔

父と甥 港町の 9 年(宮城

県女川町で再開した家族

経営のスーパーのお話)」 

19:00-30 にっぽ

ん縦断  こころの

旅  プレイバック

「新潟県糸魚川

市」 

6/10 水 8:15-9:55 あさイチ「ビデ

オドキュメント  暮らしと

コロナ  どこまで感染対策

を徹底したらいいの？」 

22:30-23:15 歴 史 秘 話 ヒ

ストリア「比叡山延暦寺 

最澄  1200 年のメッセー

ジ」 

11:30-55 趣味どきっ！防

災キャンプ①「デイキャン

プを体験しよう」 

14:00-15:00 NHK 高校講座

「化学基礎・物理基礎・地学

基礎」 

18:55-19:25 沼にハマって

きいてみた「吹いて楽し

い！見て楽しい！ (サック

ス編)」 

20:00-30 ハートネット TV 

「水害から命を守る~障害

がある人の“避難生活”」 

21:30-55 趣味どきっ！防

災キャンプ２「火に慣れよ

う」 

(NHK)21:00-50 パ ラ ×

ドキッ！「パラアスリー

トはすごいんじゃスペシ

ャル！いま金メダルを狙

うアスリートはどうして

る？ 

(日テレ)21:00-22:00  

極上！三ツ星キャンプ

「リモートキャンプ」 

(フジ )23:30-55 ビニール

ハウス ~恋愛促成栽培 ~

「若者の恋の悩みを全力

サポートする」 

20:00-21:00 英雄

たちの選択「昭和

に響いた“エー

ル”~作曲家・古関

裕而と日本人」 

6/11 木 8:15-9:55 あさイチ「〈リモ

ート旅〉行ったつもりの

JAPA-NAVI 神奈川県」 

9:20-30 ドスルコスル「ど

うする？食べ物がもったい

ない」 

14:20-40 NHK 高校講座 

「美術Ⅰ・家庭総合」 

(NHK)14:00-30  

Core Kyoto「嵐電~市民が

愛する人情電車~」 

12:00-30 驚き！

地球！グレート

ネイチャー「中国

南方カルスト地

帯をゆく！」 

 

 

 

※国語表現は「テーマ型

小論文」 

※1983 年原

田 知 世 の 映

画 デ ビ ュ ー

ver。2006 年

の ア ニ メ の

実写版です 

※毎年、糸魚川

市で開催され

る防災フォー

ラムに参加。昨

年度は普通科

生と環防生が

タッグを組み

ました。 

※この日のNHKEテレ

はおすすめしたい番組

がたくさん！番組表を

検索してみてね！ 



・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６/７ 10:05-5２） 

※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！ 

 

◎インターネット 

・ ☆NEW☆gooddo マガジン  

⇒社会課題や SDGs に特化した情報メディアです。基本的な知識だけではなく、「私たちにできること」を考

えるヒントが散らばっています。 

・ 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。 

・ 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！ 

・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 

９回目の編集になりました。編集を始めたころは、“未知”のウイルスに対する脅威が全面に押し出された番組や情

報を発信するサイトを見つけると不安になり、亡くなられる方が増えると悲しくなり、“見えないもの”に怖さを感じ

ることが多かったように思います。もちろん今でもこういった自分がいないわけではありません。でも、編集を続けて

いく中で少しずつ“これから”のことにちゃんと目を向けていきたいと思うことが多くなりました。5/31 日曜日に放映

された「NHK 世界同時ドキュメント~私たちの闘い~」もその機会の一つです。世界各地から届いた、スマホによる自

撮り映像が淡々とつながれ放映されていました。現代アーティストの女性は医療従事者のために黙々とフェイスシー

ルドを作り、イタリアのオペラ歌手の男性は自宅のバルコニーから歌を披露することで街の人を勇気づけ、ある看護師

はニューヨークの状況に居てもたってもいられなくなり家族のもとを離れかけつけました。映像はみな“自分にできる

こと”を探し、この危機を食い止めようとする人々の願いや希望があふれていました。 

舞子高校ではどうでしょうか？先生たちが考えた感染対策を、(時には楽しみながら)生徒のみなさんが一生懸命に、

一緒に取り組んでくれています！ありがとう。 


