
2月1日（水） 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 グローバル・サウス（再） 

08:00～08:50  NHKBS1 

■特集：国際社会で存在感高めるグローバル・サウス 

【医】私たちのデジタル医療革命２０２３（再） 

09:00～10:50  NHKBS1  

■コロナ禍を契機に日本の医療現場に広がりつつあるデジタル化。だが、世界のデジタル医療はさらに飛躍的な進

化を遂げている。日本医療の課題を克服するためのヒントを探る。 

【障】ｕ＆ｉ「みえないって、どういうこと？～視覚障害」 

09:50～10:00  NHKEテレ  

■発達障害などの困難があるこどもたちの特性を知ることで、多様性への理解を深めるこども番組。マイノリティ

ーへの理解を深め共生社会の実現に貢献する力を育む。 

【医】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 中国のコロナ状況 

10:05～10:55   NHK総合  

■特集：春節で中国のコロナ状況はどうなった？ 

【医】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 中国のコロナ状況（再） 

11:00～11:50   NHKBS1 

■特集：春節で中国のコロナ状況はどうなった？ 

【貧】グレーテルのかまど「マザー・テレサのチョコレート」（再） 

11:05～11:30  NHK総合 

■貧しい人々のために生涯をささげたマザー・テレサ。折に触れて人々に自ら手渡していたお菓子が、チョコレー

ト。マザーの人生と、そのチョコレートに込めた思いとは？ 

【医】ハートネットＴＶ 認知症×就労１ 働くことは生きること・考古学研究者の日々（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ  

■人生１００年時代、認知症とともに働くということが多くの人に身近な問題に。４７歳で診断され、考古学研究者

として働き続ける男性の日々を描く。 

【災】ドキュメント７２時間「神戸 小さなお好み焼き屋にて」（再） 

17:00～17:30  NHKEテレ 

■神戸の商店街にあるお好み焼き屋が舞台。安くてボリュームがあり、子どもからご年配まで地元の人たちに愛さ

れる。震災から復興を歩んできた地域の今を３日間、見つめる。 

【障】ハートネットＴＶ ＃ろうなん 手話キッチンスペシャル 冬の福井旅 ※字幕スーパー 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■手話でレシピを伝える「手話キッチン」。福井県鯖江市から、名物「特大油揚げ」料理、そしてその料理を引き立て

る伝統の漆器を守るろうの職人を訪ねる！旬の食材「ゴボウ」を使ったあったかスープとケーキも紹介。 

【歴】英雄たちの選択 天明の打ちこわし 怒りの抗議が世を変えた！ 

20:00～21:00  NHKBSプレミアム 

■米の値段が４倍に高騰！どうにも止まらないインフレに、江戸っ子たちがついに怒りの一斉蜂起！一般民衆によ

る打ちこわしが新政権を誕生させ、時代を大きく揺り動かした！ 

【犯】ＢＳ世界のドキュメンタリー「“銃社会”アメリカの分断」（再） 

21:00～21:50   NHKBS1 

■２０２０年、アメリカでは銃による死者が３０％増加。近年は黒人への暴力が目立ち、対抗して武装する団体も登

場している。銃規制が進まないアメリカの現状を伝える。 

【戦】選「ウクライナ 子供たちの1000枚の絵」（再） 
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21:50～21:55  NHKBS1 

■ウクライナの子どもたちが描いた１０００枚の絵。いまウクライナの子どもの絵は何を映し出すのか？ 戦争と平

和、そして食糧や家族。子どもたちの今を取材し、戦火の中の子どもの絵が語りかけてくる真実に向き合う。 

【歴】歴史探偵「幕末へＧＯ！外国人と戊辰戦争」 

22:00～22:45  NHK総合 

■幕末を動かしていたのは外国人だった！？戊辰戦争を激化させた謎の武器商人。徳川のサムライたちともに戦

ったフランス軍人。戦場を徹底調査し、描き出す新しい幕末秘史。 

【環】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「“気候正義” 森を守る英独市民の闘い」 

22:50～23:40  NHKBS1 

■火力発電に使う石炭採掘のために、森林の伐採が迫っていたドイツとイギリスの森林。優秀な弁護士を雇う企業

相手に立ち向かった住民たち。行動で現実を変えた人々の記録。 

【戦】映像の世紀（７）「勝者の世界分割～東西の冷戦はヤルタ会談から始まった～」（再） 

01:15～02:30  NHK総合 

■「映像の世紀」が、最新のデジタル技術で鮮やかによみがえる。第７集は、戦後世界の枠組みを作り、その後多く

の悲劇を生んだヤルタ会談。世界は再び戦火に覆われていく。 

【戦】映像の世紀（８）「恐怖の中の平和～東西の首脳は核を背負って対峙（じ）した～」（再） 

02:30～03:44  NHK総合 

■「映像の世紀」が、最新のデジタル技術で鮮やかによみがえる。第８集は東西冷戦の時代、冷戦は世界を二分し民

族を引き裂き、核軍拡競争は、人類を破滅の危機に追い込んだ。 

2月2日（木） 

【障】みんなの手話１６ 駅からまっすぐ行って、交差点を左に曲がったところだよ（再） 

05:30～05:50  NHKEテレ 

■＃１６のテーマは「道案内」です。目的地までの道案内の表現や、位置関係の表し方などご紹介しま

す。 

【戦】突撃！ストリートシェフ ＠プラハ「ウクライナ避難民の絶品グルメ」（再） 

11:50～12:00  NHKBS1 

■ロシアによる侵攻を逃れ、東欧チェコに避難してきたウクライナ人女性シェフが主人公。母国伝統のスープ「ソリ

ャンカ」から、祖国に残った家族への思いがあふれ出す。 

【他】Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ「マリア・レッサ」 

12:00～12:15  NHKEテレ 

■フィリピンを代表するジャーナリスト、マリア・レッサはドゥテルテ大統領に批判的報道を続けそれが評価されノー

ベル平和賞を受賞。不屈の闘志が報道の自由の大切さを語る。 

【障】手話シャワー（１９）「色・形編」 

15:25～15:30  NHKEテレ 

■全く新しい手話講座番組「手話シャワー」！手話に興味があるという長濱ねるさんが、全国のろう学校の生徒か

ら手話を学びます。 

【他】ハートネットＴＶ 認知症バリアフリーのまち大集合！２０２３ 前編（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■「認知症とともに生きるまち大賞」が決定！認知症の人が若い世代を「おんぶにだっこ」するユニークな活動や安

心して外出できるアイテムなど先進的な取り組みをご紹介！ 

【戦】選「ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵」（再） 

21:50～21:55  NHKBS1 



■ウクライナの子どもたちが描いた１０００枚の絵。いまウクライナの子どもの絵は何を映し出すのか？ 戦争と平

和、そして食糧や家族。子どもたちの今を取材し、戦火の中の子どもの絵が語りかけてくる真実に向き合う。 

【環】ＢＳ世界のドキュメンタリー▽ゴーストオブオイル廃坑井（はいこうせい）が危ない 

22:50～23:40  NHKBS1 

■石油や天然ガスを採取するため掘削され、その後、使われなくなった廃坑井から有毒ガスが漏出。環境汚染や健

康被害を引き起こしている実態が明らかに。欧米からの報告。 

【戦】映像の世紀（９）「ベトナムの衝撃～アメリカ社会が揺らぎ始めた～」（再） 

01:20～02:35  NHK総合 

■「映像の世紀」が、最新のデジタル技術で鮮やかによみがえる。第９集は、ベトナム戦争によって大きく揺らぎ始め

たアメリカ社会。戦場の映像は、国家のうそを暴いていった。 

【他】映像の世紀（１０）「民族の悲劇果てしなく～絶え間ない戦火 さまよう人々～」（再） 

02:35～03:49  NHK総合 

■貴重な映像で２０世紀を描いた「映像の世紀」が、最新のデジタル技術で鮮やかによみがえる。第１０集は、国家や

民族、宗教の対立から生まれる難民の悲劇を描く。 

2月3日（金） 

【子】いじめをノックアウト「もしもいじめられたら～乗り越えるカギを見つけよう～」（再） 

09:50～10:00  NHKEテレ 

■進学やクラス替え。新しい環境になったとき、もしもいじめられたらどうする？いじめを乗り越えるための自分

なりの「心のカギ」を探す回をアンコール放送！ 

【戦】突撃！ストリートシェフ ＠プラハ「ウクライナ避難民の絶品グルメ」（再） 

11:50～12:00  NHKBS1 

■ロシアによる侵攻を逃れ、東欧チェコに避難してきたウクライナ人女性シェフが主人公。母国伝統のスープ「ソリ

ャンカ」から、祖国に残った家族への思いがあふれ出す。 

【他】Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ「マリア・レッサ」（再） 

12:00～12:15  NHKBS1 

■フィリピンを代表するジャーナリスト、マリア・レッサはドゥテルテ大統領に批判的報道を続けそれが評価されノー

ベル平和賞を受賞。不屈の闘志が報道の自由の大切さを語る。 

【歴】歴史探偵「幕末へＧＯ！外国人と戊辰戦争」（再） 

15:10～15:55  NHK総合 

■幕末を動かしていたのは外国人だった！？戊辰戦争を激化させた謎の武器商人。徳川のサムライたちともに戦

ったフランス軍人。戦場を徹底調査し、描き出す新しい幕末秘史。 

【他】ハートネットＴＶ 認知症バリアフリーのまち大集合！２０２３ 後編（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■「認知症とともに生きるまち大賞」が決定！認知症の人が若い世代を「おんぶにだっこ」するユニークな活動や安

心して外出できるアイテムなど先進的な取り組みをご紹介！ 

【戦】選「ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵」（再） 

21:50～21:55  NHKBS1 

■ウクライナの子どもたちが描いた１０００枚の絵。いまウクライナの子どもの絵は何を映し出すのか？ 戦争と平

和、そして食糧や家族。子どもたちの今を取材し、戦火の中の子どもの絵が語りかけてくる真実に向き合う。 

【環】ＢＳ世界のドキュメンタリー▽ゴーストオブオイル廃坑井（はいこうせい）が危ない（再） 

22:50～23:40  NHKBS1 

■石油や天然ガスを採取するため掘削され、その後、使われなくなった廃坑井から有毒ガスが漏出。環境汚染や健

康被害を引き起こしている実態が明らかに。欧米からの報告。 



【歴】映像の世紀（１１）「ＪＡＰＡＮ～世界が見た明治・大正・昭和～」 

深夜00:25～01:40  NHK総合 

■貴重な映像で２０世紀を描いた番組「映像の世紀」が、最新のデジタル技術で鮮やかによみがえる。最終集は、明

治から、大正、昭和と、日本が世界にどう伝えられたかを描く。 

2月4日（土） 

【他】時論公論 氏名の読みがな 法制化への課題(再) 

04:10～04:20  NHK総合 

■名前に関する法律が見直され、氏名の読みがなが戸籍に記される見通しになった。全国民の登録をどう進める

のか、新たな名前をどこまで認めるのかなど多くの課題を解説する。 

【戦】国際報道２０２３「ロシア語で呼びかけ」ウクライナ側の狙いは（再） 

04:20～05:00  NHK総合 

■ウクライナ側が「ロシア語で呼びかけ」その狙いは。 “グレーゾーン戦略”か・中国漁船の対応に追われる台湾。 日

本の外交。 ※変更の可能性あり 

【他】「境界線をとかせ ～チョコレートの甘くない現実に挑む～」 

04:50～  ABCテレビ 

■チョコレートの原料・カカオ豆。日本の最大の輸入先であるガーナでは、カカオ農家の多くが貧しい生活を強いら

れている。生産者と消費者の「分断」の境界線をとかすことを目指す彼女の奮闘を追った。 

【他】時論公論 氏名の読みがな 法制化への課題(再) 

05:50～06:00  NHKBS1 

■名前に関する法律が見直され、氏名の読みがなが戸籍に記される見通しになった。全国民の登録をどう進める

のか、新たな名前をどこまで認めるのかなど多くの課題を解説する。 

【障】５分でみんなの手話「祖父と祖母と両親ときょうだいが４人なんだ」 

06:00～06:05  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から「祖父と祖母と両親ときょうだいが４人なんだ」のキーフレーズ

をピックアップ。を覚えましょう。 

【他】ＭＥＷＥ「やまみち編」 

08:57～09:00  NHKBS1 

■ＭＥ（＝私）のこととして、ＷＥ（＝私たち）のことを考える。目の前にあるけど、普段意識できていない問題たち。

2分間だけでも何かの合間に見て考えてみたい。 

【医】サイエンスＺＥＲＯ「免疫でがんに挑め 最新報告！ＣＡＲ－Ｔ細胞療法」(再) 

11:10～11:40  NHKEテレ 

■がん免疫療法「ＣＡＲーＴ細胞療法」の最前線。難治性の血液がんで７～９割が寛解、再発転移の予防にも効果が

見られるという。より多くの種類のがんへ応用する研究に迫る。 

【医】ＢＳ１スペシャル“がん大国”に生きる～中国・命の決断を迫られる患者たち～（再） 

12:00～12:50  NHKBS1 

■がんの新規患者が世界最多の中国。公的な保険の整備が遅れ、自己負担は平均年収の５倍。高額費用に耐えか

ね、治療を断念する人も多い。命の決断を迫られる日々を見つめる。 

【災】Ｎスペ５ｍｉｎ．「住宅地に潜む“盛土リスク” 阪神・淡路大震災 残された課題」(再) 

12:40～12:45  NHK総合 

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は『住宅地に潜む“盛土リスク” 阪神・淡路大

震災 残された課題』のダイジェストをご紹介する。 

【戦】こころの時代～宗教・人生～ 生き延びるための物語 哲学研究者・小松原織香(再) 

13:00～14:00  NHKEテレ 



■哲学研究者・小松原織香さん。戦争や犯罪などが起きた“その後”を考え、エッセイ「当事者は嘘をつく」で生き延

びる物語をつづった。苦難の後、人はどう生きるのか―。 

【医】チョイス＠病気になったとき「知っておきたい 小児がん」 

20:00～20:45  NHKEテレ 

■小児がんの治療は、数年後に成長障害や心臓病など「晩期合併症」が出ることもあるが、最近、治療と合併症の

バランスを考えたガイドラインが登場。治療の最新情報を伝える。 

【女】マイケル・サンデルの白熱教室２０２３ 君たちの大学は男女平等？ 

21:30～22:00  NHKEテレ  

■ハーバード大学のサンデル教授がジェンダーをめぐる難問に挑む新シリーズ！男女格差はどうすればなくな

る？大学入試で女性を優遇するのは許されるか？日米中の学生で激論！ 

【医】ＥＴＶ特集 命の砦（とりで）～集中治療室 密着４０日の記録～ 

23:00～00:00  NHKEテレ 

■失われかけた命をつなぎ止める「集中治療室」。患者を救うため様々の手段を駆使する医師。突然襲いかかって

きた病と闘う患者。回復を祈る家族。４０日間の密着ドキュメント。 

【女】１００分ｄｅ名著 １００分ｄｅフェミニズム 

深夜00:00～01:40  NHKEテレ  

■２０２２年さまざまな女性差別問題や性暴力事件等が社会を襲った。この社会にはまだまだジェンダーを巡る差

別が潜在している。私たちはこの状況にどう向き合えばよいのか？ 

【歴】アナザーストーリーズ 選「華麗なるご成婚パレード 世紀の生中継・舞台裏の熱戦」(再) 

深夜00:50～01:35  NHK総合 

■１９５９年４月１０日、日本中が釘付けになった、けんらん豪華なご成婚パレードの生中継。その舞台裏で繰り広げ

られたテレビマンたちの知られざるアナザーストーリーに迫る 

【歴】アナザーストーリーズ 選「昭和が終わった日」(再) 

01:35～02:20  NHK総合 

■１９８９年１月７日。激動の昭和が終わった。連日報道された昭和天皇の病状。そしてテレビが初めて伝えた天皇

崩御。テレビマンたちが明かす、知られざる報道の舞台裏。 

【犯】アナザーストーリーズ 選「あさま山荘事件 立てこもり１０日間の真相」(再) 

02:20～03:05  NHK総合 

■１９７２年２月２８日におきた「あさま山荘事件」。突入を指揮した機動隊隊長、犯人などの貴重な証言をもとに連

合赤軍メンバーと警察との激しい攻防戦の舞台裏に迫る。 

2月5日（日） 

【障】手話シャワー（１９）「色・形編」（再） 

04:15～04:20  NHK総合 

■長濱ねるさんがろう学校の生徒たちから手話を学ぶ。 全く新しい手話講座番組！今回は「色・形編」。 

【戦】週刊ワールドニュース 

05:00～05:50  NHKBS1 

■ドイツやアメリカから高性能戦車の供与を約束されたウクライナ。ゼレンスキー大統領は長距離ミサイルや戦闘機

も望んでいるが、ＮＡＴＯ加盟国の間でも対応が分かれている。 

【女】こころの時代～宗教・人生～ 選 アフリカの思想にふれる１▽沈黙は共犯 闘う医師 

05:00～06:00  NHKEテレ 

■コンゴのデニ・ムクウェゲ医師は暗殺未遂の危険にさらされながらも紛争地域で性暴力を受け苦しむ女性たちを

治療し続け、ノーベル平和賞を受賞した。その人生と信念を伺う。 

【災】Ｎスペ５ｍｉｎ．「住宅地に潜む“盛土リスク” 阪神・淡路大震災 残された課題」（再） 



05:15～05:20  NHK総合 

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は『住宅地に潜む“盛土リスク” 阪神・淡路大

震災 残された課題』のダイジェストをご紹介する。 

【災】明日をまもるナビ（７２）「首都直下地震 あなたは何日避難できる？」 

10:05～10:50  NHK総合 

■「首都直下地震 あなたは何日避難できる？」 【解説】慶應義塾大学准教授  大木聖子 

【他】未来スイッチ「“パパの育休”とりやすく」 

10:50～10:55  NHK総合 

■育児休業を取得する男性が急増している。その一方で、周囲から心ない言葉をかけられ傷つく人が多いこともわ

かってきた。安心して取得するために何が必要か、考えていく。 

【戦】ＢＳ１スペシャル プーチン 知られざるガス戦略 ～徹底検証 ２０年の攻防～（再） 

12:00～13:50  NHKBS1 

■ウクライナ紛争をきっかけに始まった欧州エネルギー危機。その背景に何が？ロシアのプーチン大統領が進めて

きたエネルギー戦略に迫るドキュメンタリー。 

【戦】ＢＳ１スペシャル「市民が見たロシア・ウクライナ侵攻 １０月～１２月」(再) 

14:00～14:50  NHKBS1 

■市民が自撮りした映像でロシア・ウクライナ侵攻の厳しい現実を見つめるシリーズ。夫を激戦地に置いて避難した

女性、傷ついた子どもたちに寄り添うカウンセラーなどを追う。 

【障】こども手話ウイークリー 

17:50～18:00  NHKEテレ 

■お父さんやお母さんの見るニュースはとても難しい！そんなあなたに見てほしいのがこの番組です。いろいろな

事をわかりやすくお伝えします。 ※内容は決まり次第掲載します 

【他】ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ 選 ロボット～Ｒｏｂｏｔｓ 

18:00～18:45  NHKBS1 

■顔がついたかわいい「働くロボット」や「癒やしのロボット」など、外国人から見ると日本のロボットはとてもクー

ル。ロボット開発を震災からの復興の原動力にする試みも。 

【環】ＮＨＫスペシャル 混迷の世紀 第７回「灼（しゃく）熱地球の恐怖」 

21:00～21:50  NHK総合  

■石炭採掘の拡大、原子力活用の議論、そして先進国と途上国の分断。ロシアによる軍事侵攻後、停滞を余儀なく

されている脱炭素をどう進めるのか。最前線からルポする。 

【戦】ＢＳ１スペシャル ロシアの頭脳を獲得せよ 変わる世界のＩＴ地図 

22:00～22:50  NHKBS1 

■ウクライナ侵攻をつづけるロシアの国内から次々と脱出しているＩＴの技術者たち。世界的にも優秀といわれるロ

シアのＩＴ頭脳の流出はどんな意味をもつのか考える。 

【医】ザ・ヒューマン ５２年目のＭＩＮＡＭＡＴＡ～アイリーン・未緒子・スミス～ 

23:00～23:50  NHKBS1 

■水俣病を世界に伝えた写真集『ＭＩＮＡＭＡＴＡ』。共同著者アイリーンは患者の高齢化と問題の風化に危機感を抱

いている。若い世代に望みをつなごうとする思いを見つめる。 

【医】サイエンスＺＥＲＯ 選「ウイルスでがんをやっつけろ！最新治療の新戦略」 

23:30～00:00  NHKEテレ 

■ウイルスを使ったがん治療薬。ウイルスの増殖力を利用して、がん細胞だけを破壊させる。多様ながんに応用する

研究も。転移への効果も期待。がん治療の新戦略を展望する。 

2月6日（月） 



【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 エネルギー転換(再) 

08:05～08:55  NHKBS1   

■特集：ロシアによるウクライナ侵攻で変わる世界のエネルギー情勢 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 エネルギー転換(再) 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：ロシアによるウクライナ侵攻で変わる世界のエネルギー情勢 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 エネルギー転換(再) 

11:00～11:50  NHKBS1 

■特集：ロシアによるウクライナ侵攻で変わる世界のエネルギー情勢 

【他】ガイロク（街録）（７０）「１２年越しのプロポーズ」「散歩の効用」…４つの物語（再） 

11:15～11:45  NHKBSプレミアム 

■コロナ禍のストレスで体調不良になった女性。散歩で季節の花々の美しさに癒やされ徐々に元気に！▽プロポー

ズせずに結婚したことをずっと妻に責められている男性。ほか２編 

【医】きょうの健康 寒い時期 肺炎を見逃すな！「高齢者の大敵“隠れ肺炎”」 

12:00～12:15  NHKEテレ 

■年間１２万人が命を落とす「肺炎」。注意したいのが、せきなど典型的な症状が出ない「隠れ肺炎」。また「誤えん

性」の肺炎を防ぐポイントやワクチンについても紹介する。 

【他】はなちゃんのみそ汁  父娘で歩んだ１５年  

12:55～13:30  読売テレビ  

■母親に作り方を教わった はなちゃんのみそ汁。母親は、はなちゃんが５歳の時にがんで亡くなりました。みそ汁

は、母が残してくれた“命のレシピ”です。悲しみを乗り越えて、ともに歩んできた父と娘の１５年の記録です。 

【他】１００分ｄｅ名著 独裁体制から民主主義へ（４）新たな独裁者を生まないために 終 

13:05～13:30  NHKEテレ 

■「独裁体制から民主主義へ」の出版から時を経て、独裁権力側も非暴力による市民運動について研究を重ね、初

期段階からその芽が出ないように機先を制する動きも出ている。 

【他】時論公論 氏名の読みがな 法制化への課題(再) 

14:50～15:00  NHK総合 

■名前に関する法律が見直され、氏名の読みがなが戸籍に記される見通しになった。全国民の登録をどう進める

のか、新たな名前をどこまで認めるのかなど多くの課題を解説する。 

【戦】フランケンシュタインの誘惑 ２９ｍｉｎ． 宇宙に魂を売った男（再） 

15:00～15:30  NHKEテレ 

■人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ計画の中心人物として、歴史に名を刻むドイツ出身の天才科学者フォン・

ブラウン。知られざるもうひとつの顔とは！ 科学史の闇に迫る！ 

【障】みんなの手話（１７）「感情」 

15:30～15:55  NHKEテレ 

■＃１７のテーマは「感情」です。うれしい、ショック、はずかしい、びっくりする、怒る、積極的、おとなしい、感動する

などの表現を学びましょう。 

【災】ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ロボット～Ｒｏｂｏｔｓ～（再） 

17:00～17:45  NHKBS1 

■顔がついたかわいい「働くロボット」や「癒やしのロボット」など、外国人から見ると日本のロボットはとてもクー

ル。ロボット開発を震災からの復興の原動力にする試みも。 

【歴】日中２０００年 戦火を越えて「前編 知られざる修復のシナリオ」 

18:20～19:50  NHKBS1 



■国交正常化から５０年。日中は２千年の歴史の中で何度か戦火を交えながらも、その都度、破綻した関係を修復

してきた。両国の新研究から浮かぶ、意外な修復のドラマとは？ 

【障】ハートネットＴＶ 言葉はめぐる 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■「病気になるって一種のくじ引き、神さまが選んでいるような…」“どうしようもなさ”と出会うとき、子どもたち

はどんな言葉を紡ぐのか。子どもたちと言葉をめぐる物語。 

【人】映像の世紀バタフライエフェクト「ブルース・リー 友よ 水になれ」 

22:00～22:45  NHK総合 

■今年で没後５０年を迎えるブルース・リーは、死後、国籍・人種の壁を越え分断された世界のヒーローとなった。信

念を貫いた一人のアジア人と彼に心を動かされた人々の物語。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（１）せめぎ合う「生」と「死」 

22:25～22:50  NHKEテレ 

■ハンセン病に罹患し、療養施設へと向かう主人公・尾田高雄。尾田はそれ以前から何度も自殺を考えながらも思

いとどまることを繰り返していた。彼の内面の葛藤とは？ 

【医】ヒューマニエンスＱ （クエスト） シーズン２「“血液” 魔法の体液」 

23:00～23:30  NHK総合 

■若さの源として神秘的な存在「血液」。その真実に迫りつつある。ドラキュラ伝説のように、若い体の血液が、別の

老いた体を若返らせるのは本当なのか。血液の驚きの力とは？ 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ１(再) 

深夜00:55～01:00  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

2月7日（火） 

【医】Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ 選「マスクと日本人」 

04:30～04:59  NHKBS1 

■新型コロナをきっかけに、着用が当たり前になったマスク。法的な着用義務はないが、なぜ日本人は受け入れて

いるのか。最新事情とともに、日本人とマスクの関係をひも解く。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（１）せめぎ合う「生」と「死」(再) 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■ハンセン病に罹患し、療養施設へと向かう主人公・尾田高雄。尾田はそれ以前から何度も自殺を考えながらも思

いとどまることを繰り返していた。彼の内面の葛藤とは？ 

【障】５分でみんなの手話「先週、体調悪くて食欲がなかったの」 

05:55～-06:00  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から「先週 体調悪くて食欲がなかったの」をピックアップ。を覚えま

しょう。 

【障】目で聴くテレビ 

08:00～08:29  KBS京都 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 ベトナム 

08:00～08:50  NHKBS1  

■特集：江戸時代の日本人の墓を守るベトナム人 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 ベトナム(再) 

10:05～10:55  NHK総合  

■特集：江戸時代の日本人の墓を守るベトナム人 



【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 ベトナム(再) 

11:00～11:50  NHKBS1  

■特集：江戸時代の日本人の墓を守るベトナム人 

【戦】映画「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」＜字幕＞ 2017/アメリカ 

13:00～14:57  NHKBSプレミアム 

■メリル・ストリープ、トム・ハンクス共演。スティーブン・スピルバーグ監督がベトナム戦争下、報道の自由のために

闘った実在のジャーナリストたちを描く迫真のドラマ。 

【障】バリバラ「バリアフリー・エイジング 結成！老い方研究会」（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■老いを迎える障害者が直面する「二次障害」とは？今までの福祉サービスが使えなくなる！？  「６５歳問題」と

は。幸せな老後を迎えるための「老い方」を、みんなで考える～！ 

【歴】日中２０００年 戦火を越えて「後編 周恩来の決断 “民を以て官を促す”」 

18:20～19:50  NHKBS1 

■５０年前、田中首相を迎えた周恩来。そこに至る道のりでどんな格闘があったのか。多くの壁を乗り越えた２０年

に及ぶ文化・経済界との民間交流に新たな史料と証言で迫る。 

【障】ハートネットＴＶ ＃きょうだい 見過ごされてきた葛藤 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■障害や病気のある人の兄弟姉妹「きょうだい」。寂しさや将来の不安、罪悪感など特有の悩みを抱えやすいとい

われています。見過ごされてきたきょうだいの声に耳を傾けます。 

【医】ＢＳ１スペシャル“がん大国”に生きる～中国・命の決断を迫られる患者たち～（再） 

20:00～20:50  NHKBS1 

■がんの新規患者が世界最多の中国。公的な保険の整備が遅れ、自己負担は平均年収の５倍。高額費用に耐えか

ね、治療を断念する人も多い。命の決断を迫られる日々を見つめる。 

【戦】フランケンシュタインの誘惑 ２９ｍｉｎ． 地獄の炎 ナパーム 

22:45～23:15  NHKEテレ 

■地獄の炎「ナパーム」。太平洋戦争で東京大空襲を始め日本の都市を焼き尽くしベトナム戦争でジャングルもろと

も村を壊滅させた。恐るべき兵器の誕生と開発した科学者の闇！ 

【障】みんなの手話（１７）「感情」(再) 

深夜00:00～00:25  NHKEテレ 

■＃１７のテーマは「感情」です。うれしい、ショック、はずかしい、びっくりする、怒る、積極的、おとなしい、感動する

などの表現を学びましょう。 

【医】アナザーストーリーズ「国境なき医師団」（再） 

深夜00:30～01:15  NHK総合 

■国境を越え世界の紛争地や被災地に駆けつけ、無料で医療を提供する「国境なき医師団」。理想と現実のはざま

で葛藤しながら、半世紀にわたり現地の真実を訴え続ける思いとは。 

2月8日（水） 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 イスラエル(再) 

08:00～08:50  NHKBS1 

■特集：ネタニヤフ氏が首相に返り咲いた新政権に批判の声が高まる 

【歴】英雄たちの選択 天明の打ちこわし 怒りの抗議が世を変えた！（再） 

08:00～09:00  NHKBS1 

■米の値段が４倍に高騰！どうにも止まらないインフレに、江戸っ子たちがついに怒りの一斉蜂起！一般民衆によ

る打ちこわしが新政権を誕生させ、時代を大きく揺り動かした！ 



【犯】プレミアムカフェ 選 贋作の迷宮 ～闇にひそむ“名画”～（２０１０年）(再) 

09:00～10:41  NHKBSプレミアム 

■ハイビジョン特集 贋作の迷宮 ～闇にひそむ“名画”～（２０１０年）２０世紀最大の贋作事件の犯人も登場。ゴッ

ホ、マティス、ピカソ…金と欲望渦巻く闇の世界！ 

【災】よろしく！ファンファン「自然災害とともに生きる～地震～」 

09:10～09:20  NHKEテレ  

■小学４年社会科の番組。３人の小学生の宇宙人が、ロボットのファンファン（声：福圓美里）とともに日本のくらし

を調べる。今回は、地震に備えた防災の取り組みを調べる。 

【障】ｕ＆ｉ「ちゃんとやって！」 

09:50～10:00  NHKEテレ  

■アイの悩みは「転校生のユウくんがはなしあいをちゃんとやってくれない」こと。妖精たちの不思議な道具を使う

とユウくんの意外な事情が明らかになってくる。 

【環】ＢＳ１スペシャル アマゾン先住民のデジタルＷＡＲ（再） 

10:00～10:50  NHKBS1 

■森林破壊が進むブラジル・アマゾン。そこに暮らす先住民たちは、違法な金採掘や伐採の現場を、スマホやドロー

ンを使って撮影しＳＮＳで発信。その実態を世界に訴えている。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 イスラエル(再) 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：ネタニヤフ氏が首相に返り咲いた新政権に批判の声が高まる 

【他】１０ｍｉｎ．ボックス 地理 なぜ群馬県には多くの外国人が暮らしている？関東地方 

11:00～11:10  NHKE テレ 

■「なぜ群馬県には多くの外国人が暮らしているの?」。外国人が暮らしいてる割合が全国で三番目に多い群馬県。

なぜなのか「産業」などの「見方」をもとに探る。 

【障】ハートネットＴＶ はじめましてのふたり旅（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■令和を生きる若者が、その日初めて出会った障害のある人と旅へ！ボディービルダー×全盲の和太鼓奏者、ホタ

テ漁師×聞こえないＹｏｕＴｕｂｅｒの２つの旅をお届け！ 

【他】クローズアップ現代▽リスキリングで収入アップ？▽いつ学ぶ？あなたの職場で浸透？ 

19:30～19:57  NHK総合 

■収入アップや企業の業績向上につながるリスキリング。今や世界の潮流となり国も支援に本腰を入れ始めた。し

かし学習時間の確保に課題も。あなたはリスキリングに取り組む？ 

【高】ハートネットＴＶ 特集・“終末期”の生を支える 

20:00～22:30  NHKEテレ 

■がん患者の最期の日々を支える緩和ケア医が、わが子の終末期に直面▽緩和ケア医としての判断と母としての

思いの間で揺れ動く▽終末期をその人らしく“生ききる”ヒントとは 

【医】ＥＴＶ特集 命の砦（とりで）～集中治療室 密着４０日の記録～（再） 

深夜00:00～01:00  NHKEテレ] 

■失われかけた命をつなぎ止める「集中治療室」。患者を救うため様々の手段を駆使する医師。突然襲いかかって

きた病と闘う患者。回復を祈る家族。４０日間の密着ドキュメント 

【犯】プレミアムカフェ 選 贋作の迷宮 ～闇にひそむ“名画”～（２０１０年） 

深夜00:00～01:45  NHKBSプレミアム 

■ハイビジョン特集 贋作の迷宮 ～闇にひそむ“名画”～（２０１０年）２０世紀最大の贋作事件の犯人も登場。ゴッ

ホ、マティス、ピカソ…金と欲望渦巻く闇の世界！ 



【環】ＮＨＫスペシャル 混迷の世紀 第７回「灼（しゃく）熱地球の恐怖」（再） 

01:15～02:05  NHK総合 

■石炭採掘の拡大、原子力活用の議論、そして先進国と途上国の分断。ロシアによる軍事侵攻後、停滞を余儀なく

されている脱炭素をどう進めるのか。最前線からルポする。 

2月9日（木） 

【障】みんなの手話（１７）「感情」(再) 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■＃１７のテーマは「感情」です。うれしい、ショック、はずかしい、びっくりする、怒る、積極的、おとなしい、感動する

などの表現を学びましょう。 

【他】ＢＳ１スペシャル「独占告白 渡辺恒雄～戦後政治はこうして作られた 平成編」(再) 

09:00～10:50  NHKBS1 

■７０年にわたり日本政治を見続けた読売新聞グループのトップ・渡辺恒雄氏への独占インタビュー。後編の「平成

編」は、渡辺氏の証言から平成という時代の実像に迫る。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 イラン 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：ロシアに急接近するイラン 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 イラン(再) 

11:00～11:50  NHKBS1 

■特集：ロシアに急接近するイラン 

【他】ハートネットＴＶ 多様性あふれるトリオ旅(再) 

15:30～16:00 

■多様性あふれる２組のトリオ旅をお届け！大阪に住むザビウラ（パキスタン出身）、ガガン（ネパール出身）、ディエ

ゴ（ペルー出身）は、国も宗教も違う大親友。３人の日帰り旅行に密着し、友達づきあいのコツをちょっと拝見。 

【障】５分でみんなの手話「先週、体調悪くて食欲がなかったの」(再) 

15:55～16:00  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から「先週 体調悪くて食欲がなかったの」をピックアップ。を覚えま

しょう。 

【他】クローズアップ現代▽リスキリングで収入アップ？▽いつ学ぶ？あなたの職場で浸透？(再) 

17:30～17:58  NHKBS1 

■収入アップや企業の業績向上につながるリスキリング。今や世界の潮流となり国も支援に本腰を入れ始めた。し

かし学習時間の確保に課題も。あなたはリスキリングに取り組む？ 

【人】ザ・プロファイラー ジャッキー・ロビンソン人種の壁を破ったメジャーリーガ 

21:00～22:00  NHKBSプレミアム 

■２０世紀初の黒人メジャーリーガー、Ｊ．ロビンソンはどのように差別と戦い、人種を問わず尊敬を集めるように

なったか？後に続く人々のため、厳しい試練に挑んだ勇気とは？ 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ3(再) 

21:30～21:35  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【医】ＢＳ世界のドキュメンタリー選「アレルギー警報！ 免疫システムの誤作動を防げ」 

22:50～23:40  NHKBS1 

■花粉やハウスダスト、食べ物によるアレルギーを発症する人が世界中で急激に増加している。その理由は？治療

法は？ＤＮＡ解析をはじめ、さまざまな科学的取り組みを紹介する 



【医】所さん！事件ですよ 選「８万５千人が消えた！？謎の誘拐事件」 

23:00～23:30  NHK総合  

■８万５千人が身代金目的で誘拐された！？実は“誘拐”されたのはある病院の電子カルテのデータ。診療は大混

乱、被害総額は３億円にも。急増する被害の実態と対策を伝える。 

2月10日（金） 

【他】ＢＳ１スペシャル「独占告白 渡辺恒雄～戦後政治はこうして作られた 平成編」(再) 

09:00～10:50  NHKBS1 

■７０年にわたり日本政治を見続けた読売新聞グループのトップ・渡辺恒雄氏への独占インタビュー。後編の「平成

編」は、渡辺氏の証言から平成という時代の実像に迫る。 

【子】いじめをノックアウト「“正義の注意”がいじめにつながる！？」 

09:50～10:00  NHKEテレ 

■自分が正しいと思ったことでも、相手を必要以上に追い込んでしまうと、いじめにつながる！？“自粛警察”をき

っかけに、“正義の注意”について小学生たちと考える！ 

【障】ハートネットＴＶ ＃ろうなん 手話キッチンスペシャル 冬の福井旅※字幕 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■福井県鯖江市から、名物「特大油揚げ」料理、そしてその料理を引き立てる伝統の漆器を守るろうの職人を訪ね

る！旬の食材「ゴボウ」を使ったあったかスープとケーキも紹介。 

【障】バリバラ 選 意外と身近な「依存症」の世界を深堀り！今、注目の治療手段とは？ 

22:30～23:00  NHKEテレ 

■意外と身近な依存症を深堀り！ 日常に潜む誘惑を小籔千豊と街ぶら検証！ ギャンブル依存を克服した男性に

密着。依存症本当の回復とは…○○にハマること！？ 

【医】ドキュランドへようこそ「ファースト インプレッション ～表情と声の力～」 

23:00～23:50  NHKEテレ 

■敵か味方か、表情や声から情報を集め瞬時に判断する力を人工知能が身につけ始めている。一方、相手の声だ

けで、パーキンソン病やうつ病、新型コロナにかかっているかどうかまで認識することも可能になりつつある。 

2月11日（土） 

【障】５分でみんなの手話「先週、体調悪くて食欲がなかったの」（再） 

06:00～06:05  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「先週 体調悪くて食欲がな

かったの」を覚えましょう。 

【災】ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ロボット～Ｒｏｂｏｔｓ～（再） 

07:00～07:45NHKBS1 

■顔がついたかわいい「働くロボット」や「癒やしのロボット」など、外国人から見ると日本のロボットはとてもクー

ル。ロボット開発を震災からの復興の原動力にする試みも。 

【他】インタビュー ここから「映画監督 山田洋次」 

07:30～07:55  NHK総合 

■９１歳の今も映画をつくり続ける山田洋次監督。その原点は、少年時代、引き揚げ後の苦しい生活の中での、ある

出会いにあったといいます。山田さんの生涯を貫く思いとは。 

【環】サスティな！【スウェーデンライフから学ぶ！電気代節約にゴミが減る買い物術】 

09:55～10:25  カンテレ 

■SDGs先進国から学ぶ！サスティな満載スウェーデンライフのススメ！1カ月のゴミがサッカーボール1個分！？

日本に住むスウェーデン人にOCTPATHが密着 

【他】Ｄｅａｒにっぽん「ギフテッドが見る世界は ～東京・渋谷～」 



10:05～10:30  NHK総合 

■ＩＱ１３０以上とずば抜けた知能を持つ若者たちがいる。“ギフテッド”と呼ばれる彼らが生きる不思議な世界。そ

こには思いもよらぬ景色が広がっていた。 

【医】サイエンスＺＥＲＯ「ウイルスでがんをやっつけろ！最新治療の新戦略」（再） 

11:10～11:40  NHKEテレ 

■ウイルスを使ったがん治療薬。ウイルスの増殖力を利用して、がん細胞だけを破壊させる。多様ながんに応用する

研究も。転移への効果も期待。がん治療の新戦略を展望する。 

【医】かんさい熱視線「ルポ・西成 訪問看護師～取り残される“感染弱者”～」（再） 

11:15～11:42  NHK総合 

■コロナの感染による死者数が全国最多の大阪。西成区の訪問看護の現場では、今も自宅療養者への対応が相次

ぐ。「５類」への移行が決まる中、積み残されてきた課題を探る。 

【戦】Ｎスペ５ｍｉｎ． 混迷の世紀 第７回「灼（しゃく）熱地球の恐怖」 

12:40～12:45  NHK総合  

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は『混迷の世紀 第７回「灼（しゃく）熱地球の恐

怖 ～ウクライナ侵攻 もう一つの危機』を紹介。 

【戦】こころの時代～宗教・人生～ アフリカの思想にふれる１▽沈黙は共犯 闘う医師（再） 

13:00～14:00  NHKEテレ 

■コンゴのデニ・ムクウェゲ医師は暗殺未遂の危険にさらされながらも紛争地域で性暴力を受け苦しむ女性たちを

治療し続け、ノーベル平和賞を受賞した。その人生と信念を伺う。 

【女】マイケル・サンデルの白熱教室２０２３ なぜ女性政治家は少ないの？ 

21:30～22:00  NHKEテレ 

■ハーバード大学のサンデル教授が、政治、企業、そして軍隊での男女格差を問いかける。平等を実現するために

女性政治家をあえて増やすべきか？日米中の若者が議論を交わす。 

【歴】ＢＳ１スペシャル「特派員たちの日中国交正常化 ５０年後の証言」 

21:55～22:55  NHKBS1 

■１９６４年、国交のない中国に戦後初めて派遣された特派員たちがいた。日中友好という使命とジャーナリストと

しての使命の間で引き裂かれていった記者たちの壮絶な記録。 

【他】ＥＴＶ特集 消えゆく“ニッポン”の記録～民俗学者・神崎宣武～ 

23:00～00:00  NHKEテレ 

■消えゆく日本人の暮らしを記録してきた民俗学者・神崎宣武。日本の原風景を残す故郷で神主を務めながら、次

世代に伝えたいと願う文化とは？美しい四季とともに１年を描く。 

2月12日（日） 

【障】５分でみんなの手話「先週、体調悪くて食欲がなかったの」(再) 

04:15～04:20  NHK総合 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「先週 体調悪くて食欲がな

かったの」を覚えましょう。 

【人】こころの時代～宗教・人生～選アフリカの思想にふれる２ なんでやねんとええやんか 

05:00～06:00  NHKEテレ 

■ウスビ・サコさんは日本の大学で初のアフリカ出身の学長だった。マリから来日して３０年。自分と異なる他者と

のぶつかり合いにショックを受けつつ導かれてきた人生を伺う。 

【環】追跡ドキュメント 北の海 よみがえる絶景（再） 

06:20～07:20  MHKBS1 

■かつて北海道の海で、アイヌや漁師に語り継がれた「幻の絶景」があった。取材班は神出鬼没の絶景を追跡し、つ

いに遭遇。季節を巡り繰り広げられる驚異の現象の真相に迫る。 



【他】見えた 何が 永遠が ～立花隆 最後の旅 完全版～（再） 

07:20～09:00  NHKBS1 

■「人間とは何か」という問いに向き合い続けた立花隆さん。死に際し、遺体や膨大な蔵書を「無」にして欲しいと言

い残していた。“知の巨人”が私たちに残したメッセージとは 

【災】明日をまもるナビ 選（１３）「帰宅困難 そのときあなたは？」 

10:05～10:50  NHK総合 

■首都圏の大地震で発生する帰宅困難者５００万人。密集が生む群集雪崩。大災害時でも家族と連絡を取る方法。

ＡＥＤの使い方を徹底解説。都心部で進むエリア防災という考え方。 

【子】第37回民教協スペシャル「私の中のかけらたち 〜虐待を生きる22歳〜」 

10:50～11:50  ABCテレビ 

■２０２１年度、全国の児童相談所が対応した児童虐待は、207659件と過去最多。報道される悲惨な虐待事件は

年間数十件ほど。虐待が疑われる事案のほとんどが、報道されることのない“見えない虐待”。 

【戦】ＢＳ１スペシャル「戦艦武蔵の最期～映像解析・知られざる“真実”～」（再） 

12:00～13:50  NHKBS1 

■世界初となる深海の未公開映像には“伝説の巨大戦艦”「武蔵」の秘密が記録されていた…。１００時間に及ぶ深

海映像、科学分析、新証言で戦艦武蔵の知られざる最期に迫る。 

【障】こども手話ウイークリー 

17:50～18:00  NHKEテレ 

■車いすテニスの国枝慎吾さんを大特集。「生涯ゴールデンスラム」達成の世界的選手。王者のままなぜ引退？支え

になったことば「オレは最強だ」。 

【他】ＮＨＫスペシャル 混迷の世紀“貿易立国”日本の苦闘～グローバリゼーションは～ 

21:00～21:50  NHK総合 

■貿易立国ニッポンはどこへ？ウクライナ侵攻後、「新冷戦」ともいわれる激動期の知られざる舞台裏・国や日本企

業の最前線▽世界のリーダー・知の巨人たちが語る「未来図」 

【戦】ＢＳ１スペシャル ウクライナ 戦火のクリスマスプレゼント 

22:00～22:50  NHKBS1 

■軍事侵攻後、初めてのクリスマスを迎えたウクライナ。日本に逃れてきた避難民が祖国の家族に送るクリスマス

プレゼント。戦火の贈り物に込められた、願いと祈りを見つめる。 

【災】NNNドキュメント’23「高台からの祈り〜福島・津波被災地 12年の記録〜」 

深夜00:50～01:25  読売テレビ 

■300年以上伝統を重んじてきた福島・いわきの薄磯地区の海の祭り。2011年の震災後、子育て世代の家族も

移り住んできたが、地区の伝統にはなかなか関心が向かない。奮闘する、行政区役員たちの葛藤を追う。 

2月13日（月） 

【他】Ｗｈｅｒｅ Ｗｅ Ｃａｌｌ Ｈｏｍｅ 高齢農家を救うＡＩロボット（再） 

05:00～05:30  NHKBS1 

■人手不足で悩む農家のために農業用ロボットを開発するイスラエル人のタミル・ブルームさん。仕事場紹介は、大

道芸人として活躍するイギリス人のクリス・ピーターズさん。 

【災】キャッチ！世界のトップニュース トルコ地震続報 ウクライナ情勢 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：長期化するロヒンギャ問題 

【災】キャッチ！世界のトップニュース トルコ地震続報 ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

■特集：長期化するロヒンギャ問題 



【他】Ｄｅａｒにっぽん「ギフテッドが見る世界は ～東京・渋谷～」（再） 

11:05～11:30  NHK総合 

■ＩＱ１３０以上とずば抜けた知能を持つ若者たちがいる。“ギフテッド”と呼ばれる彼らが生きる不思議な世界。そ

こには思いもよらぬ景色が広がっていた。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（１）せめぎ合う「生」と「死」（再） 

13:05～13:30  NHKEテレ 

■ハンセン病に罹患し、療養施設へと向かう主人公・尾田高雄。尾田はそれ以前から何度も自殺を考えながらも思

いとどまることを繰り返していた。彼の内面の葛藤とは？ 

【他】Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ あの日私たちは勇気を出した～中国白紙運動の若者たち 

14:00～14:30  NHKBS1 

■２０２２年１１月、中国では白紙を掲げ、ゼロコロナ政策や言論統制に抗議する活動が各地に広がった。リスクを背

負い“白紙運動”に参加した上海の若者６人の声を紹介する。  

【戦】フランケンシュタインの誘惑 ２９ｍｉｎ． 地獄の炎 ナパーム（再） 

15:00～15:30  NHKEテレ 

■地獄の炎「ナパーム」。太平洋戦争で東京大空襲を始め日本の都市を焼き尽くしベトナム戦争でジャングルもろと

も村を壊滅させた。恐るべき兵器の誕生と開発した科学者の闇！ 

【女】ＢＳ世界のドキュメンタリー選 それでも私たちは立ち向かう～性犯罪のない世界へ 

15:00～15:50  NHKBS1 

■近年、「ＭｅＴｏｏ」など性差別に抗議しようとする動きが世界的に高まっている。被害女性が裁判で勝利できる可

能性や、従来の考え方を変える新しい制度などに光を当てる。 

【障】みんなの手話（１８）「趣味」 

15:30～15:55  NHKEテレ 

■＃１８は趣味に関する表現をマスターしましょう。自分の趣味について話したり、相手の趣味を尋ねたり、なぜそ

れを趣味にしているのか、理由をきく質問の手話を学びます。 

【歴】日朝極秘交渉 あのとき何が ～歴史的首脳会談から２０年～（再） 

18:10～19:00  NHKBS1  

■初の日朝首脳会談から２０年。当時北朝鮮との交渉にあたった元外交官が詳細を明らかにした。アメリカや北朝

鮮の関係者らのインタビューを交え歴史的会談の舞台裏に迫る。 

【医】ハートネットＴＶ 特集・“終末期”の生を支える２ 人生の最後をどう話し合うか 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■終末期のケアについて、本人、家族、医師などで事前に話し合う「アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）」。人生の

最後をより良く生きるための話し合いとは！？ 

【戦】映像の世紀バタフライエフェクト「朝鮮戦争 そして核がばらまかれた」 

22:00～22:45  NHK総合 

■１９５０年に勃発した朝鮮戦争。戦火は大国を巻き込み、アメリカ・マッカーサー、北朝鮮・金日成、ソ連・スターリ

ン、中国・毛沢東ら権力者が核の誘惑に取りつかれていく。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（2）せめぎ合う「生」と「死」 

22:05～22:50  NHKEテレ 

■ハンセン病に罹患し、療養施設へと向かう主人公・尾田高雄。尾田はそれ以前から何度も自殺を考えながらも思

いとどまることを繰り返していた。彼の内面の葛藤とは？ 

【障】ＢＳ世界のドキュメンタリー「人生の歩き方 ～母と息子・視覚障害と生きる～」 

22:50～23:40  NHKBS1 



■網膜の病気で目がほとんど見えない母と、同じ難病を発症し視力を失い始めた息子。新しい人生への準備を始

める母と息子の関係を温かく繊細に伝えるドキュメンタリー。 

【他】ヒューマニエンスＱ （クエスト） シーズン２「“出産” ヒトは難産を選んだ」 

23:00～23:30  NHK総合 

■繁栄の根幹「出産」。なぜか哺乳類でヒトだけが“難産”だ。なぜヒトは難産なのか？出産のための進化は母親だ

けではない。赤ちゃん、そして受精後の受精卵に何かがおきた？ 

2月14日（火） 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（２）「いのち」を観察する眼（再） 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■絶望のただ中にあった尾田は佐柄木という一人のハンセン病患者に出会う。彼は無私ともいえる態度で甲斐甲

斐しく重症患者たちの介護を続けていた。尾田は何を感じたのか？ 

【障】５分でみんなの手話「来週、大学で試験があるんだ」 

05:55～06:00  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「来週 大学で試験がある

んだ」を覚えましょう。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

08:00～08:50  NHKBS1 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ１ 

10:45～10:50  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

【他】Ｗｈｅｒｅ Ｗｅ Ｃａｌｌ Ｈｏｍｅ 選 武道の絆に支えられて 

14:00～14:30  NHKBS1 

■武道の縁でウクライナから長野県に避難してきたアルチョム・ツインバルクさんの奮闘記。仕事場紹介は菓子メー

カーで働くマレーシア出身のイップ・シュエチエンさん。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「ヒトラー最期の謎」 

15:00～15:45  NHKBS1 

■ヒトラーの遺骨をめぐる科学ミステリー・ドキュメンタリー。旧ソ連軍がモスクワに持ち帰って秘蔵しているとさ

れる遺骨をフランス取材班が鑑定。果たしてその真偽は？ 

【障】バリバラ  意外と身近な「依存症」の世界を深堀り！今、注目の治療手段とは？（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■意外と身近な依存症を深堀り！ 日常に潜む誘惑を小籔千豊と街ぶら検証！ ギャンブル依存を克服した男性

に密着 依存症本当の回復とは…○○にハマること！？ 

【環】ＢＳ世界のドキュメンタリー「星降る夜空よ ふたたび」（再） 

18:00～18:50  NHKBS1 

■美しい星空の映像を交えて、光害（過剰な光による公害）が生態系に及ぼす影響を解説。光害を減らし夜空に星

の光を取り戻そうとする人々の最新の活動や対策を伝える科学番組 

【環】クローズアップ現代▽天ぷら油が航空燃料に 争奪戦で鶏の飼料代や卵の価格が上昇？ 



19:30～19:57  NHK総合 

■天ぷらに使った油で航空機が飛ぶ…そんな夢のような話が現実化。廃食油から作られる燃料が世界中で奪い合

い！それがニワトリの飼料代値上げにつながるという理由とは？ 

【他】ハートネットＴＶ“癒える”場所を探して～宗教２世 自分らしく生きる～ 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■あの銃撃事件から７か月。「宗教２世」たちは今、人知れず集い、互いに支え合いながら居場所づくりや就労支援

に取り組んでいる。それぞれの“癒える”場所を探し求めて。 

【他】先人たちの底力 知恵泉 選「世阿弥 競争社会を生き抜く“プロデュース力”」（再） 

22:00～22:45  NHKEテレ 

■「秘すれば花」「離見の見」の言葉を生んだ室町時代の能楽師・世阿弥。その生涯は将軍たちの思惑に翻弄され続

ける日々だった。プレッシャーの中で培われた世阿弥の知恵とは 

【医】ヒューマニエンス「“再生” 新たなるパンドラの箱か」 

22:00～23:00  NHKBSプレミアム  

■肉体を「再生」できる生物がいる。手足が切断されても元通り。その能力を宿すのが“幹細胞”。しかしなぜ同じ幹

細胞を持つヒトはそれができないのか。細胞世界の封印を解く 

【他】フランケンシュタインの誘惑 ２９ｍｉｎ．強制終了 人工知能を予言した男 終 

22:45～23:15  NHKEテレ 

■７０年も前に「人工知能（ＡＩ）」を予言したイギリスの天才数学者アラン・チューリング。彼の構想した人工知能は今

や日常の中で活躍を始めている。その先に何があるのか― 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー選▽プーチン 戦争への道～なぜ侵攻に踏み切ったのか 

22:50～23:40  NHKBS1 

■なぜプーチン大統領は、ウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったのか。ＫＧＢ職員時代から現在までの行動を振り

返りながら、今回の事態に至る背景を関係者や専門家が読み解く。 

【障】みんなの手話（１８）「趣味」 

深夜00:00～00:25  NHKEテレ 

■＃１８は趣味に関する表現をマスターしましょう。自分の趣味について話したり、相手の趣味を尋ねたり、なぜそ

れを趣味にしているのか、理由をきく質問の手話を学びます。 

【他】アナザーストーリーズ「時代に翻弄された歌 イムジン河」 

深夜00:30～01:15  NHK総合 

■レコード発売中止となったフォーク・クルセダーズの名曲「イムジン河」しかしその後も歌い継がれ、日本・韓国・北

朝鮮で数々のドラマを生む。歌がたどった数奇な運命とは？ 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ３ 

深夜00:52～01:00  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

2月15日（水） 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

08:00～08:50  NHKBS1 

【他】ＢＳ１スペシャル それでも声を上げ続ける～香港 記者たちの闘い～（再） 

09:00～09:50  NHKBS1 

■去年６月、民主的な論調で知られた香港の新聞「リンゴ日報」が発行停止に追い込まれた。番組では、「言論の自

由」を守ろうと声を上げ続けるリンゴ日報元記者の闘いを追った。 

【災】よろしく！ファンファン「自然災害とともに生きる～地震～」 



09:10～09:20  NHKEテレ 

■小学４年社会科の番組。３人の小学生の宇宙人が、ロボットのファンファン（声：福圓美里）とともに日本のくらし

を調べる。今回は、地震に備えた防災の取り組みを調べる。 

【障】ｕ＆ｉ「ちゃんとやって！」（再） 

09:50～10:00  NHKEテレ 

■「ｕ＆ｉ」は障害者など、マイノリティのこどもたちがどんな特性を持っているかを知って、「みんなが楽しく過ごす

ためにどうすればいいか」を考える学校教育ドラマ番組。 

【他】ＢＳ１スペシャル それでも声を上げ続ける 香港 記者たちの闘い２０２２（再） 

10:00～10:50  NHKBS1 

■香港では政府に批判的なメディアへの締めつけが強まり、新聞が次々と発行停止に追い込まれている。それでも

「報道の自由」を守ろうと声を上げ続ける記者たちの闘いを追った 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

【歴】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「ヒトラーのスーパーカー」 

15:00～15:45  NHKBS1 

■無類のカーマニアだったヒトラーが、プロパガンダと国威発揚のために世界最高のレーシングカー開発に取り組

んだ。自動車王国ドイツ誕生の陰に隠された光と影の歴史を描く。 

【医】ハートネットＴＶ 言葉はめぐる（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■「病気になるって一種のくじ引き、神さまが選んでいるような…」“どうしようもなさ”と出会うとき、子どもたち

はどんな言葉を紡ぐのか。子どもたちと言葉をめぐる物語。 

【他】ＮＨＫ特集 選「遠野物語をゆく～柳田國男の風景～第１部」 

18:10～19:00  NHKプレミアム 

■日本民俗学の創始者・柳田國男の原点となったのが「遠野物語」である。物語を、長期取材した映像と語り、音楽

で再現し、伝承に込められた日本人の心を２回にわたって探る。 

【環】クローズアップ現代▽天ぷら油が航空燃料に 争奪戦で鶏の飼料代や卵の価格が上昇？ 

19:30～19:58  NHKBS1 

■天ぷらに使った油で航空機が飛ぶ…そんな夢のような話が現実化。廃食油から作られる燃料が世界中で奪い合

い！それがニワトリの飼料代値上げにつながるという理由とは？ 

【他】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「プーチン政権と闘う女性たち」 

22:50～23:35  NHKBS1 

■対立するものを排除するロシア、プーチン政権。反体制派のナワリヌイ氏が刑務所に収監されると、政権に対抗で

きる男性がいなくなり、残された女性たちが立ち上がった。 

【他】ＥＴＶ特集 消えゆく“ニッポン”の記録～民俗学者・神崎宣武～（再） 

深夜00:00～01:00  NHKEテレ 

■消えゆく日本人の暮らしを記録してきた民俗学者・神崎宣武。日本の原風景を残す故郷で神主を務めながら、次

世代に伝えたいと願う文化とは？美しい四季とともに１年を描く。 

【人】映像の世紀バタフライエフェクト「ブルース・リー 友よ 水になれ」（再） 

深夜00:30～01:15  NHK総合 

■今年で没後５０年を迎えるブルース・リーは、死後、国籍・人種の壁を越え分断された世界のヒーローとなった。信

念を貫いた一人のアジア人と彼に心を動かされた人々の物語。 



2月16日（木） 

【障】みんなの手話（１８）「趣味」（再） 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■＃１８は趣味に関する表現をマスターしましょう。自分の趣味について話したり、相手の趣味を尋ねたり、なぜそ

れを趣味にしているのか、理由をきく質問の手話を学びます。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

08:00～08:50  NHKBS1 

【他】コズミック フロント 生命の可能性は？ 系外惑星探査最前線（再） 

08:00～09:00  NHKBSプレミアム 

■「この宇宙に、地球のように生命を育む惑星は存在するのか？」３０年ほど前までは夢物語に過ぎなかった太陽

系外惑星探査の最前線を伝える。 

【戦】ＢＳ１スペシャル 完全版 ビルマ 絶望の戦場（再） 

09:00～10:50  NHKBS1  

■太平洋戦争で“最も無謀”といわれたインパール作戦。実は、その後の１年間で、それをはるかに上回る命が失わ

れていた。戦局がほぼ決したビルマで何が起きていたのか。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

【歴】先人たちの底力 知恵泉「世阿弥 競争社会を生き抜く“プロデュース力”」（再） 

13:30～14:15  NHKEテレ 

■「秘すれば花」「離見の見」の言葉を生んだ室町時代の能楽師・世阿弥。その生涯は将軍たちの思惑に翻弄され続

ける日々だった。プレッシャーの中で培われた世阿弥の知恵とは 

【他】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「ディープフェイク 進化するＡＩ技術の光と影」 

15:00～15:45  NHKBS1 

■近い将来、本物と見分けが付かない“ディープフェイク”映像を誰でも作れる時代が来る。実例を紹介しながら、

新しい技術が私たちの社会にもたらす変化を考察していく。 

【他】Ｒｏｏｔｓ 生命起源への旅（再） 

15:22～16:21  NHKBS1 

■およそ４０億年前に地球上に登場したという最初の生命。どのように誕生したのか、壮大な物語が浮かび上がっ

てきた。私たちの真のルーツをたどる。 

【障】５分でみんなの手話「来週、大学で試験があるんだ」 

15:25～15:30  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「来週 大学で試験がある

んだ」を覚えましょう。 

【障】ハートネットＴＶ ＃きょうだい 見過ごされてきた葛藤（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■障害や病気のある人の兄弟姉妹「きょうだい」。寂しさや将来の不安、罪悪感など特有の悩みを抱えやすいとい

われています。見過ごされてきたきょうだいの声に耳を傾けます。 

【他】Ｄｅａｒにっぽん「ギフテッドが見る世界は ～東京・渋谷～」（再） 

17:00～17:25  NHKBS1 

■ＩＱ１３０以上とずば抜けた知能を持つ若者たちがいる。“ギフテッド”と呼ばれる彼らが生きる不思議な世界。そ

こには思いもよらぬ景色が広がっていた。 



【医】ヒューマニエンス「“再生” 新たなるパンドラの箱か」（再） 

23:00～00:00  NHKBSプレミアム  

■肉体を「再生」できる生物がいる。手足が切断されても元通り。その能力を宿すのが“幹細胞”。しかしなぜ同じ幹

細胞を持つヒトはそれができないのか。細胞世界の封印を解く 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ１（再） 

23:35～23:40  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

2月17日（金） 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

08:00～08:50  NHKBS1 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

【歴】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「女王とクーデター」 

15:00～15:45  NHKBS1  

■アメリカとイランの対立を生み出したとされる１９５３年のクーデター。エリザベス女王が重要な役割を担った事

を示唆する資料が機密解除された。知られざる歴史の一端に迫る 

【医】ハートネットＴＶ 特集・“終末期”の生を支える２ 人生の最後をどう話し合うか（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■終末期のケアについて、本人、家族、医師などで事前に話し合う「アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）」。人生の

最後をより良く生きるための話し合いとは！？ 

【歴】ＢＳ１スペシャル「特派員たちの日中国交正常化 ５０年後の証言」（再） 

18:50～19:50  NHKBS1 

■１９６４年、国交のない中国に戦後初めて派遣された特派員たちがいた。日中友好という使命とジャーナリストと

しての使命の間で引き裂かれていった記者たちの壮絶な記録。 

【戦】ドキュランドへようこそ「女性たちの“戦争” 報道写真家が見たウクライナ」 

23:00～23:50  NHKEテレ 

■ウクライナ各地で戦争の惨劇に向き合いながら闘い続ける女性たちの姿を伝えるフォトジャーナリスト、ヴィゲリ

ーに密着。ロシアの爆撃をかいくぐりながら撮影した緊迫のルポ 

【女】マイケル・サンデルの白熱教室２０２３ なぜ女性政治家は少ないの？（再） 

深夜 00:30～01:00  NHKEテレ 

■ハーバード大学のサンデル教授が、政治、企業、そして軍隊での男女格差を問いかける。平等を実現するために

女性政治家をあえて増やすべきか？日米中の若者が議論を交わす。 

【戦】ウクライナ, 99の歌 明日をつくる子どもたちへ 

01:25～02:25  カンテレ 

■侵攻を受け日本に避難した数百人のウクライナの子供達。勉強もままならず、言葉の壁に閉ざされ過ぎていく時

間。子供達の現状と支援する人々の姿を描きます 

2月18日（土） 

【戦】時論公論 防衛産業支援大幅強化へ 必要性と課題は 

04:10～04:20  NHK総合 



■政府が乗り出す防衛産業の支援強化。背景には、防衛産業から撤退する企業が相次ぐ現状が。防衛力の抜本的

強化をはかる政府。安全保障上の課題にどう取り組むのか考える。 

【戦】国際報道２０２３ ウクライナ１年 脱ドイツ製品の衝撃（再） 

04:20～05:00  NHK総合 

■ウクライナ１年 欧州の試練～脱Ｍａｄｅ ｉｎ Ｇｅｒｍａｎｙの衝撃～ ミュンヘン安全保障会議▽日本の外交 その

ほかの国際ニュース 

【戦】時論公論 防衛産業支援大幅強化へ 必要性と課題は（再） 

05:50～06:00  NHKBS1 

■政府が乗り出す防衛産業の支援強化。背景には、防衛産業から撤退する企業が相次ぐ現状が。防衛力の抜本的

強化をはかる政府。安全保障上の課題にどう取り組むのか考える。 

【障】５分でみんなの手話「来週、大学で試験があるんだ」 

06:00～06:05  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「来週 大学で試験がある

んだ」を覚えましょう。 

【障】アニ×パラワールド ＃３車いすテニス ベイビーステップにレジェンド国枝慎吾登場 

07:45～08:00  NHKBS1 

■パラスポーツの魅力をアニメで描くアニ×パラをクリエイターたちの思いと共に楽しむ！今回はベイビーステップ

の世界にレジェンド国枝が登場！東京大会での国枝の活躍も！ 

【戦】ＢＳ１スペシャル「アウシュビッツ 死者たちの告白」（再） 

09:10～10:50NHKBS1 

■ユダヤ人大量虐殺が行われたアウシュビッツ強制収容所の地中から見つかった“謎のメモ”。書いたのは、同胞の

虐殺に手を貸したユダヤ人だった。彼らが見た密室の真実とは？ 

【戦】ＢＳ１スペシャル ロシアの頭脳が流出する ～世界のＩＴ産業は変わるのか～（再） 

11:00～11:50   NHKBS1 

■ウクライナ侵攻をつづけるロシアの国内から次々と脱出しているＩＴの技術者たち。世界的にも優秀といわれるロ

シアのＩＴ頭脳の流出はどんな意味をもつのか考える。 

【他】かんさい熱視線「なぜ私たちは働くのか 投資と倹約“ＦＩＲＥ”目指す若者たち」（再） 

11:15～11:42  NHK総合 

■「働かずに生きていきたい」。そんな願望をかなえようとＦＩＲＥ（経済的自立と早期退職）という生き方を目指す

動きが広がっている。ＦＩＲＥ現象に集う人々の実態に迫る。 

【障】週間手話ニュース 

11:40～12:00  NHKEテレ 

■この１週間に日本や世界で起きた出来事は？おもなニュースを最新情報も盛り込んで振り返ります。 ※放送す

る内容やテーマは未定。 

【他】そそそそれって何？！ 結婚って何？（再） 

11:42～11:45  NHK総合 

■そもそも結婚って何？結婚すると何が変わるの？世界の結婚はどうなってるの？…今さら聞けない世の中のし

くみ、３分でおさらいしてみＹＯ！ 

【戦】誰が島を守るのか ～沖縄 若き自衛隊員の葛藤～（再） 

12:00～12:50  NHKBS1 

■自衛隊の増強が進む沖縄で、新入隊員の訓練に密着。災害支援に憧れ入隊も、国防の重みに直面し葛藤する若

者たちと、国際情勢に揺れる沖縄の人々を見つめる。 

【他】Ｎスペ５ｍｉｎ．混迷の世紀 第４回 世界フードショック～揺らぐ『食』の秩序～ 



12:40～12:45  NHK総合 

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は「混迷の世紀 第４回 世界フードショック 

～揺らぐ『食』の秩序～」のダイジェストをご紹介。 

【人】こころの時代～宗教・人生～アフリカの思想にふれる２  なんでやねんとええやんか（再） 

13:00～14:00  NHKEテレ 

■ウスビ・サコさんは日本の大学で初のアフリカ出身の学長だった。マリから来日して３０年。自分と異なる他者と

のぶつかり合いにショックを受けつつ導かれてきた人生を伺う。 

【医】私たちのデジタル医療革命２０２３（再） 

13:00～14:50  NHKBS1 

■コロナ禍を契機に日本の医療現場に広がりつつあるデジタル化。だが、世界のデジタル医療はさらに飛躍的な進

化を遂げている。日本医療の課題を克服するためのヒントを探る。 

【環】ＴＶシンポジウム 脱炭素 地域の挑戦（再） 

14:00～15:00  NHKEテレ 

■洋上風力発電が海を豊かに、漁業にも役立つ？ 人工のガス「メタネーション」が家庭へ？ ＣＯ２ゼロ社会へ向

けてカギとなる地域の取り組み＝「地産地消」の可能性を探る> 

【環】地球ドラマチック「温暖化の脅威 ～５６００万年前からのメッセージ～」 

19:00～19:45  NHKEテレ 

■気候変動を引き起こし、多くの災害をも、もたらす地球温暖化。実は５６００万年前にも温暖化は起きていた。過

去を知り、現代への処方箋にしようという研究の最前線に迫る！ 

【医】チョイス＠病気になったとき「梅毒も急増中！忍び寄る性感染症」 

20:00～20:45  NHKEテレ 

■【講師】獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器…小堀善友，【リポーター】深川仁志，【語り】江越彬紀，佐藤真由美 

【医】いのち輝く 横浜こどもホスピス１年 

20:00～20:50  NHKBS1 

■おととし開設された横浜こどもホスピス。重い病気の子どもたちが、治療から離れ思い思いに過ごせる場所で

す。子どもとその家族に寄り添い続けた施設の１年を見つめました。 

【医】ザ・ヒューマン 旅を、生きる力に 医師・伊藤玲哉 

20:50～21:40  NHKBS1 

■重篤な患者が旅を通して「生き抜く力」を得る。伊藤玲哉医師が立ち上がった。患者と家族、伊藤医師のチームに

密着。企画立案から実際の旅を通して、心と体に変化が起こる。 

【L】マイケル・サンデルの白熱教室２０２３ 性別を問うのはやめるべき？ 

21:30～22:00  NHKEテレ 

■ハーバード大学のサンデル教授が、現代の難問とも言うべきジェンダーについて、学生たちに問いかける。トラン

スジェンダーのアスリートは男女どちらのチームに入るべき？ 

【戦】ＮＨＫスペシャル「キーウ 子どもたちの冬」 

22:00～22:50  NHK総合 

■私たちは、激戦地から逃れてきた子どもが数多く通う、キーウの公立学校に４か月間にわたりカメラを据えた。

戦争は子どもたちに何をもたらしたのか。厳しい冬を見つめた。 

【医】ＥＴＶ特集 選「おひとりさま 笑って生きて、笑って死にたい」（再） 

23:00～00:00  NHKEテレ 

■ひとり暮らしでも、家で死ぬことはできますか？ 患者の求めに応じて“おひとりさまの看取り”を数多く行って

きた診療所がある。笑顔の旅立ちを実現してきたヒントに迫る。 

【戦】ＮＨＫスペシャル選 混迷の世紀▽第４回 世界フードショック～揺らぐ『食』の秩序（再） 



01:03～01:53  NHK総合 

■ウクライナ危機後、世界の食の秩序は激変。穀物価格が高騰し、日本の生産現場も崩壊の危機に。その中でＪＡ全

農グループは新たな調達先を探る。日本の未来に何が待つのか。 

【戦】ＮＨＫスペシャル選 混迷の世紀「第５回 核兵器 “恐怖の均衡”が崩れるとき」（再） 

01:53～02:49  NHK総合 

■ウクライナ侵攻後、核兵器が実際に使われるのではないかという懸念が世界に広がる。新たな核の時代とも言わ

れる転換点を迎えた世界を描き、人類に何ができるか考える。 

【戦】ＮＨＫスペシャル選 混迷の世紀第６回 情報戦ロシアＶＳウクライナ知られざる攻防（再） 

02:49～03:39  NHK総合 

■シリーズ混迷の世紀・第６回は、国家間で繰り広げられる“情報大戦”に迫る。ロシアとウクライナが戦火を交える

その裏側で、私たち市民も巻き込んだ情報戦が展開していた。 

2月19日（日） 

【障】５分でみんなの手話「来週、大学で試験があるんだ」（再） 

04:15～04:20  NHK総合 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「来週 大学で試験がある

んだ」を覚えましょう。 

【他】こころの時代～宗教・人生～ 選 めい想でたどる仏教～心と身体を観察する５（再） 

05:00～06:00  NHKEテレ 

■インドから中国、日本へ脈々と受け継がれてきた瞑想。行の世界に息づく仏教の原点を見つめる。最澄、空海が

伝えためい想法も紹介。 

【障】ＳＤＧｓミニドラマ ＥＰ１１「人や国の不平等をなくそう 真ん中のふたり」（再） 

05:12～05:14  NHK総合■ＮＨＫから世界へ！「誰一人取り残されない社会」を共に目指そうというメッセージ

を発信するシリーズ 障害のある２人の日常を当事者キャストと映画監督・山戸結希が描く。 

【他】Ｎスペ５ｍｉｎ．混迷の世紀 第４回 世界フードショック～揺らぐ『食』の秩序～ 

05:15～05:20  NHK総合 

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は「混迷の世紀 第４回 世界フードショック 

～揺らぐ『食』の秩序～」のダイジェストをご紹介。 

【戦】軍人スポークスマンの戦争 ～大本営発表の真実～（再） 

06:55～08:25  NHKBS1 

■太平洋戦争中、日本軍の戦況を伝えた「大本営発表」。その発表者が“軍人スポークスマン”。新史料から、ウソの

代名詞とされた大本営発表と、軍人スポークスマンに迫る。 

【災】週刊まるわかりニュース トルコ・シリア大地震 死者４万人超 

08:25～08:57  NHK総合 

■広域災害での在宅避難、備えは。気球型の飛行物体、撃墜要件緩和は。 

【災】明日をまもるナビ（７３）「外国人住民を災害からどう守る？」 

10:05～10:50  NHK総合 

■さまざまな国・地域の外国人が暮らす日本。過去の災害では日本語が理解できない外国人が逃げ遅れるケース

も。災害時に外国人に情報を伝えるには？必ず役立つツールを紹介！ 

【災】未来スイッチ「命を守る“コミュニケーション”」（再） 

10:50～10:55  NHK総合 

■もし大地震が発生したら…日本語が苦手な外国人たちは大きな不安を感じている。その不安に、工夫したコミュ

ニケーションのとり方で対応しようという各地の動きを伝える。 

【障】ＳＤＧｓミニドラマ ＥＰ１１「人や国の不平等をなくそう 真ん中のふたり」（再） 



11:18～11:20NHK総合 

■ＮＨＫから世界へ！「誰一人取り残されない社会」を共に目指そうというメッセージを発信するシリーズ 障害の

ある２人の日常を当事者キャストと映画監督・山戸結希が描く 

【戦】ＢＳ１スペシャル 幻の巨大空母“信濃”～乗組員が語る 大和型“不沈艦”の悲劇（再） 

12:00～13:50  NHKBS1 

■太平洋戦争末期に登場し、明瞭な写真は１枚のみ、という幻の空母『信濃』。大和型戦艦から改造された「不沈空

母」が、最初の航海でたった４発の魚雷により沈んだ謎に迫る。 

【犯】ＢＳ１スペシャル「正義の行方～飯塚事件 ３０年後の迷宮～」（再） 

14:00～16:40  NHKBS1 

■死刑執行された人物は真犯人だったのか―。福岡県で２人の女児が殺害された「飯塚事件」から３０年。立場の異

なる当事者たちの証言をもとに３部構成で事件の全体像を描く。 

【障】こども手話ウイークリー（再） 

17:50～18:00  NHKEテレ 

■トルコ南部で大きな地震が起きました。家がくずれ、多くの人が避難しています。現地の様子や日本から支援しよ

うという取り組みを見てみましょう。 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ２（再） 

18:45～18:50  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【戦】ＮＨＫスペシャル 混迷の世紀「第９回 ドキュメント国連安保理」 

21:00～21:50  NHK総合 

■ウクライナ戦争で存在意義が問われている国連。結束から分断の場に変貌した安保理でいま何が起きているの

か。外交戦の舞台裏に密着し、対話による事態打開の可能性を探る。 

【他】Ｄｏｋｉ Ｄｏｋｉ！ ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ 

22:45～22:50  NHK総合 

■日本人と外国人のギャップを描いた漫画の作者・星野ルネさんを追った「Ｒｅｎｅ Ｇｏｅｓ ｔｏ Ｓｃｈｏｏｌ」。多文化

共生のヒントを探る国際放送の番組を紹介する。 

【戦】サイエンスＺＥＲＯ「ウクライナと福島 科学者たちの闘い」 

23:30～00:00  NHKEテレ 

■ロシアによるウクライナ侵攻から１年。この危機に対し、放射性物質のリスクを専門にするウクライナと日本の科

学者たちが、“科学の力”で何ができるのか模索する姿を追う。 

2月20日（月） 

【医】ＲＩＳＩＮＧ おせっかいで安心して暮らせる社会に 矢田明子 

04:30～05:00  NHKBS1 

■病院の中で患者を見守るのではなく、地域に溶け込み住民と接しながら、病気の早期発見や予防を行うコミュニ

ティナース。そんな新しい看護を広めている矢田明子を紹介する。 

【戦】Ｗｈｅｒｅ Ｗｅ Ｃａｌｌ Ｈｏｍｅ 武道の絆に支えられて（再） 

05:00～05:30  NHKBS1 

■武道の縁でウクライナから長野県に避難してきたアルチョム・ツインバルクさんの奮闘記。仕事場紹介は菓子メー

カーで働くマレーシア出身のイップ・シュエチエンさん。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：アメリカ景気減速懸念 



【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

■特集：アメリカ景気減速懸念 

【医】視点・論点 新型コロナ対策 新たな段階へ（再） 

12:50～13:00  NHKEテレ 

■「新型コロナ対策 新たな段階へ」尾身 茂（新型コロナウイルス感染症対策分科会 会長） 

【医】映画「レナードの朝」＜字幕スーパー＞ （1990/アメリカ） 

13:00～15:02  MHKBSプレミアム 

■ロバート・デ・ニーロ、ロビン・ウィリアムス、２大名優が共演。精神科医オリバー・サックスの実体験による著作を

もとに女性監督ペニー・マーシャルが映画化した感動作。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（２）「いのち」を観察する眼（再） 

13:05～13:30  NHKEテレ 

■絶望のただ中にあった尾田は佐柄木という一人のハンセン病患者に出会う。彼は無私ともいえる態度で甲斐甲

斐しく重症患者たちの介護を続けていた。尾田は何を感じたのか？ 

【戦】時論公論 防衛産業支援大幅強化へ 必要性と課題は（再） 

14:50～15:00  NHK総合 

■政府が乗り出す防衛産業の支援強化。背景には、防衛産業から撤退する企業が相次ぐ現状が。防衛力の抜本的

強化をはかる政府。安全保障上の課題にどう取り組むのか考える。 

【他】フランケンシュタインの誘惑 ２９ｍｉｎ．🈡 強制終了 人工知能を予言した男（再） 

15:00～15:30  NHKEテレ 

■７０年も前に「人工知能（ＡＩ）」を予言したイギリスの天才数学者アラン・チューリング。彼の構想した人工知能は今

や日常の中で活躍を始めている。その先に何があるのか― 

【障】みんなの手話（１９）「病気・けが」（再） 

15:30～15:55  NHKEテレ 

■＃１９のテーマは「病気・けが」です。「病気やけがの状態」を伝える表現や、「痛みはどうですか？」と尋ねる表現を

学びましょう。 

【歴】清朝秘宝 １００年の流転（再） 

16:31～18:01  NHKBSプレミアム 

■２０世紀初頭、世界に散った清朝秘宝…その百年の流転には、王朝復興に賭ける王族の悲願、軍閥の日本への接

近、謎の骨董商の存在など、日中近代の知られざる秘史があった！ 

【戦】クローズアップ現代「シリーズ侵攻１年 ウクライナ“真実”を追う記者たちの闘い」 

19:30～19:57  NHK総合 

■ロシアによるウクライナ侵攻から１年。現地を桑子キャスターが取材、２夜連続で伝える。初日は、ウクライナの現

実を命がけで伝え続けてきた記者たちの知られざる物語。 

【医】ハートネットＴＶ 私のリハビリ・介護 ブログにつづった“鬼退治” 秋野暢子 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■去年、食道がんと診断された秋野暢子さん。４ヶ月に及ぶ闘病の末、寛解。今年１月に芸能活動を再開した。克明

につづったブログを手がかりに“鬼退治”の全貌をたどる。 

【医】きょうの健康 超“難聴”時代に備えよ「明らかになるリスク」（再） 

20:30～20:45  NHKEテレ 

■加齢とともに進む「難聴」。日常生活の質を下げるだけでなく認知症のリスクを高めることも近年分かってきた。

“聞こえる人生”のために何が必要か。２つの鉄則を紹介する。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（３）再生への旅立ち 



22:25～22:50  NHKEテレ 

■主人公・尾田は現実を忘れ一端は寝つくが悪夢にうなされて目覚める。そこには、おぞましいほどの症状の患者

たち、そして絶え間ない泣き声や苦しみの叫びがうず巻いていた。 

【】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「戦時下の大統領 ゼレンスキー」 

22:50～23:34  NHKBS1 

■軍事侵攻される前「ロシアと戦争が起きたら第三次世界大戦に拡大するだろう」と語っていたウクライナのゼレン

スキー大統領。戦いの背景と行方は？インタビューからひも解く。 

【戦】ザ・プロファイラー ロナルド・レーガン～内気な少年がなぜ世界を変えた？～（再） 

23:00～00:00  NHKBSプレミアム 

■世界破滅の冷戦を、対話で終結に導いたアメリカ大統領レーガン。引っ込み思案に悩む少年は、なぜ対話の達人

に成長したのか？俳優から大統領へ夢をかなえ続けた生涯に迫る。 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ１（再） 

23:35～23:40  NHKBS1  

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー「女性たちの“戦争” 報道写真家が見たウクライナ」（再） 

02:11～03:00  NHK総合 

■ウクライナ各地で戦争の惨劇に向き合いながら闘い続ける女性たちの姿を伝えるフォトジャーナリスト、ヴィゲリ

ーに密着。ロシアの爆撃をかいくぐりながら撮影した緊迫のルポ 

2月21日（火） 

【医】視点・論点 新型コロナ対策 新たな段階へ（再） 

04:00～04:10  NHKEテレ 

■「新型コロナ対策 新たな段階へ」尾身 茂（新型コロナウイルス感染症対策分科会 会長） 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（３）再生への旅立ち（再） 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■主人公・尾田は現実を忘れ一端は寝つくが悪夢にうなされて目覚める。そこには、おぞましいほどの症状の患者

たち、そして絶え間ない泣き声や苦しみの叫びがうず巻いていた。 

【障】５分でみんなの手話 ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋにアップしたいな、と思って   

05:55～06:00  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋに

アップしたいな と思って」を覚えましょう。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

08:00～08:50  NHKBS1 

■特集：中国ラオス鉄道はいま 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ２（再） 

09:45～09:50  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：中国ラオス鉄道はいま 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 



■特集：中国ラオス鉄道はいま 

【医】視点・論点 マスクの影響 

12:50～13:00  NHKEテレ 

■「マスクの影響」山口 真美（中央大学 教授） 

【戦】Ａｒｔｉｓｔｓ Ａｇａｉｎｓｔ Ｗａｒ 戦地に放つ十七文字 

13:00～13:15  NHKBS1 

■若手俳人のトップランナー、神野紗希さんは日常の視点からウクライナに向けて俳句を詠んでいる。神野さんの

平和を希求する俳句が生まれる瞬間をとらえる。 

【犯】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「フリーポート 美術品が眠る謎の倉庫」（再） 

15:00～15:45  NHKBS1 

■租税を回避できることから数々の貴重な美術品が眠っているといわれる倉庫“フリーポート”。ジュネーブやシン

ガポールなどに存在するこの知られざる倉庫の実態に迫る。 

【障】バリバラ はじめてリスト 生きづらさがある人のささやかな一歩 勇気の記録（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■「はじめて帰りに花を買った」「はじめて母と素直に言い合えた」生きづらさを抱える人の小さな一歩▽元ひきこ

もり、トランスジェンダー、虐待サバイバー 

【戦】クローズアップ現代「シリーズ侵攻１年 ウクライナ“真実”を追う記者たちの闘い」（再） 

17:30～17:58  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナ侵攻から１年。現地を桑子キャスターが取材、２夜連続で伝える。初日は、ウクライナの現

実を命がけで伝え続けてきた記者たちの知られざる物語。 

【戦】クローズアップ現代「シリーズ侵攻１年 ロシア“愛国と信念”市民たちの葛藤」 

19:30～19:57  NHK総合 

■侵攻開始から１年。ロシアでは軍を支持する市民の活動が活発になる一方、侵攻に反対して国を離れた人々の苦

悩は深まる。桑子キャスターが現地で見た市民の“実像”とは。 

【青】ハートネットＴＶ 私のリハビリ・介護 僕もヤングケアラーだった 松村雄基 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■８０年代、人気学園ドラマで一世を風靡した松村雄基さん。この頃、祖母が脳梗塞で倒れ、撮影の傍ら介護に奔

走。１８歳から２０年に及んだヤングケアラーの日々を振り返る。 

【医】きょうの健康 超“難聴”時代に備えよ「コロナ禍が悪影響？」（再） 

20:30～20:45  NHKEテレ 

■コロナ禍が「聞こえ」に悪影響を及ぼしている。コロナ感染ではその影響で難聴や耳鳴りの症状が出ることも。イ

ヤホンの長時間使用もリスクに。マスクで聞き取りが困難に。 

【歴】先人たちの底力 知恵泉 選「本居宣長 日本人の“心の原点”を探る」 

22:00～22:45  NHK総合 

■江戸時代の国学者・本居宣長は、日本人の美意識を「“もののあはれ”を知る」と読み解き、さらに古事記から、日

本人の“心の原点”を探ろうとした。その生き様を見つめる。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー「占領された街で ～ヘルソン 命がけの記録～」（再） 

22:50～23:38  NHKBS1 

■クリミア半島に近い戦略的要衝の町ヘルソン。去年３月にロシア軍に占領された当初の市民の抵抗やロシア軍の

攻撃、幼い娘の変化を、地元のジャーナリストが克明に記録した。 

【障】みんなの手話（１９）「病気・けが」（再） 

深夜0:00～00:25  NHKEテレ 



■＃１９のテーマは「病気・けが」です。「病気やけがの状態」を伝える表現や、「痛みはどうですか？」と尋ねる表現を

学びましょう。 

【戦】ＮＨＫスペシャル「キーウ 子どもたちの冬」（再） 

01:10～02:00  NHK総合 

■私たちは、激戦地から逃れてきた子どもが数多く通う、キーウの公立学校に４か月間にわたりカメラを据えた。

戦争は子どもたちに何をもたらしたのか。厳しい冬を見つめた。 

【他】ＢＳ世界のドキュメンタリー「権力と闘う あるロシアＴＶ局の軌跡」（再） 

02:00～02:49  NHK総合 

■メディア統制が厳格化するロシア。「私たちは国営放送じゃない」と警察の強制捜査や政府の妨害をくぐり抜け独

自の報道を続けた独立系テレビ局に密着。十年間の奮闘を描く。 

2月22日（水） 

【医】視点・論点 マスクの影響 

04:00～04:10  NHK総合 

■「マスクの影響」山口 真美（中央大学 教授） 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 

08:00～08:50  NHKBS1 

■特集：プーチン大統領年次教書演説 ロシアにとってのこの１年 

【障】ｕ＆ｉ「なんであんな話し方するの？」 

09:50～10:00  NHKEテレ 

■発達障害などの困難があるこどもたちの特性を知ることで、多様性への理解を深めるこども番組。マイノリティ

への理解を深め、共生社会の実現に貢献する力を育む。 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

■特集：プーチン大統領年次教書演説 ロシアにとってのこの１年 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

■特集：プーチン大統領年次教書演説 ロシアにとってのこの１年 

【戦】Ａｒｔｉｓｔｓ Ａｇａｉｎｓｔ Ｗａｒ Ｗａｋｅ Ｕｐ， Ｕｎｉｔｅ Ｍｏｖｅ（再） 

13:00～13:15  NHKBS1 

■ファンクバンド、オーサカ＝モノレールのリーダー中田亮はオーストラリアツアーを５月に終えた。戦争に対するプ

ロテストソングの力とは。今、音楽家に問われることを語る。 

【戦】Ａｒｔｉｓｔｓ Ａｇａｉｎｓｔ Ｗａｒ 言葉の傷 

13:15～13:33  NHKBS1 

■２０２０年の全米図書賞、２０２２年のバークレー日本賞を受賞した作家の柳美里は、ウクライナ紛争で傷ついたの

は人、土地だけではなく、言語も例外でないと語る。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「ゆらぐモルドバ ウクライナ隣国の苦悩」 

15:00～15:46  NHKBS1 

■ウクライナと国境を接するモルドバ共和国。ロシアによるウクライナ侵攻以降、多数のウクライナ難民を受け入れ

てきた。なぜそこまでするのか。小国の事情を取材した。 

【医】ハートネットＴＶ 特集“終末期”の生を支える２ 人生の最後をどう話し合うか（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■終末期のケアについて、本人、家族、医師などで事前に話し合う「アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）」。人生の

最後をより良く生きるための話し合いとは！？ 



【戦】クローズアップ現代「シリーズ侵攻１年 ロシア“愛国と信念”市民たちの葛藤」（再） 

17:30～17:58  NHKBS1 

■侵攻開始から１年。ロシアでは軍を支持する市民の活動が活発になる一方、侵攻に反対して国を離れた人々の苦

悩は深まる。桑子キャスターが現地で見た市民の“実像”とは。 

【他】ＮＨＫ特集 選「遠野物語をゆく～柳田國男の風景～第２部」（再） 

18:10～19:00  NHKBSプレミアム 

 ■「遠野物語」の風景を長期取材し、伝承に込められた日本人の心を探るシリーズの完結編。山河の四季折々の美

しい映像と不思議な物語の数々から、柳田國男の思想を読みとく。 

【戦】Ｗｈｅｒｅ Ｗｅ Ｃａｌｌ Ｈｏｍｅ 武道の絆 ウクライナ避難家族の６か月 

20:00～20:50  NHKBS1 

■戦禍のウクライナから武道が縁で長野県高森町にやってきた４組の母子。地元の人々に支えられながら日本で暮

らした６か月の日々と、再び故郷に帰った彼らのその後を追う。 

【歴】英雄たちの選択選▽検証！２００年前のロシア危機～露寇事件 松平定信３つの意見書（再） 

20:00～23:00  NHKBSプレミアム 

■江戸後期、ロシア軍艦が蝦夷地各地を襲撃する事件が起きた。通商を要求してのことだった。このとき意見を求

められた前老中首座・松平定信の３つの献策から幕府の選択に迫る 

【医】きょうの健康 超“難聴”時代に備えよ「続々登場！支援アイテム」（再） 

20:30～20:45  NHKEテレ 

■難聴の人が便利に暮らすためのさまざまなアイテムが登場している。ブルートゥースで直接テレビやスマホの音

声が聞ける補聴器や会話をすぐに文字化するアプリなどを紹介 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー▽何が戦火を招いたのか～ウクライナ侵攻への軌跡～ 

22:50～23:40  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナ侵攻を、欧米諸国はなぜ止められなかったのか。侵攻から１年を機に、紛争と和平交渉の

過程を仏・オランド前大統領ほか関係者の証言で検証する。 

【医】ＥＴＶ特集「おひとりさま 笑って生きて、笑って死にたい」（再） 

深夜00:00～01:00  NHKEテレ 

■ひとり暮らしでも、家で死ぬことはできますか？ 患者の求めに応じて“おひとりさまの看取り”を数多く行って

きた診療所がある。笑顔の旅立ちを実現してきたヒントに迫る。 

【戦】映像の世紀バタフライエフェクト「朝鮮戦争 そして核がばらまかれた」（再） 

深夜00:25～01:10  NHK総合 

■１９５０年に勃発した朝鮮戦争。戦火は大国を巻き込み、アメリカ・マッカーサー、北朝鮮・金日成、ソ連・スターリ

ン、中国・毛沢東ら権力者が核の誘惑に取りつかれていく。 

【戦】ＮＨＫスペシャル 混迷の世紀「第９回 ドキュメント国連安保理」（再） 

01:10～02:00  NHK総合 

■ウクライナ戦争で存在意義が問われている国連。結束から分断の場に変貌した安保理でいま何が起きているの

か。外交戦の舞台裏に密着し、対話による事態打開の可能性を探る。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー「ブチャに春来たらば ～戦禍の町の再出発～」（再） 

02:00～02:45  NHK総合 

■キーウ攻撃の拠点として１か月以上ロシアに占領されたブチャで、拷問や強姦などの戦争犯罪の痕跡が明らかに

なっている。破壊された街で悲劇を乗り越えようとする人々の姿。 

2月23日（木） 

【戦】クローズアップ現代選 シリーズ侵攻１年 ウクライナ“真実”を追う記者たちの闘い（再） 

05:10～05:37  NHK総合 



■ロシアによるウクライナ侵攻から１年。現地を桑子キャスターが取材、２夜連続で伝える。初日は、ウクライナの現

実を命がけで伝え続けてきた記者たちの知られざる物語。 

【障】みんなの手話（１９）「病気・けが」（再） 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■＃１９のテーマは「病気・けが」です。「病気やけがの状態」を伝える表現や、「痛みはどうですか？」と尋ねる表現を

学びましょう。 

【戦】クローズアップ現代 選「シリーズ侵攻１年 ロシア“愛国と信念”市民たちの葛藤」（再） 

06:10～06:37  NHK総合 

■侵攻開始から１年。ロシアでは軍を支持する市民の活動が活発になる一方、侵攻に反対して国を離れた人々の苦

悩は深まる。桑子キャスターが現地で見た市民の“実像”とは。 

【戦】ＢＳ１スペシャル ウクライナ 戦火のクリスマスプレゼント（再） 

10:15～11:04  NHK総合 

■軍事侵攻後、初めてのクリスマスを迎えたウクライナ。日本に逃れてきた避難民が祖国の家族に送るクリスマス

プレゼント。戦火の贈り物に込められた、願いと祈りを見つめる。 

【戦】この舞に祈りを込めて～日本から伝える思い ウクライナへ（再） 

11:04～11:54  NHK総合 

■去年５月、ウクライナから２人のバレエダンサーが戦火を逃れて来日した。淡路島で新たな人生を模索する彼女ら

の日々を、支援する日本人ダンサーの活動とともに見つめる。 

【戦】映像の世紀バタフライエフェクト 選「スターリンとプーチン」（再） 

13:05～13:50  NHK総合 

■ウクライナなど自国の２千万の命を犠牲に、ソ連を超大国へ導いたスターリンとスパイから大統領へ上りつめ、大

国ロシアの復活を目指すプーチン。歴史は悪夢を繰り返すのか？ 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ２（再） 

13:45～13:50  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【戦】プーチン 知られざるガス戦略 ～徹底検証 ２０年の攻防～（再） 

13:50～14:40  NHK総合 

■ウクライナ紛争をきっかけに始まった欧州エネルギー危機。その背景に何が？ロシアのプーチン大統領が進めて

きたエネルギー戦略に迫るドキュメンタリー。 

【戦】ドキュメント２０ｍｉｎ．「ウクライナ語で叫びたい」（再） 

14:40～15:00  NHK総合 

■「わたしの国が戦場になった」 日本在住ウクライナ人ディレクターによるセルフドキュメント。ウクライナ人であ

り、ロシア語で育った自分。侵攻前後の葛藤の記録。 

【線】ＢＳ世界のドキュメンタリー選 潜入ベラルーシ－ウクライナの隣の“独裁政権”－（再） 

15:00～15:50  NHKBS1 

■ロシアと密接な関係にある欧州最後の独裁国家ベラルーシ。危険を顧みず観光客を装って潜入したフランスの取

材班が、ルカシェンコ大統領による強権統治の実態を明らかにする 

【障】５分でみんなの手話 ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋにアップしたいな、と思って（再） 

15:25～15:30  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋに

アップしたいな と思って」を覚えましょう。 

【他】ハートネットＴＶ“癒える”場所を探して～宗教２世 自分らしく生きる～（再） 



15:30～16:00  NHKEテレ 

■あの銃撃事件から７か月。「宗教２世」たちは今、人知れず集い、互いに支え合いながら居場所づくりや就労支援

に取り組んでいる。それぞれの“癒える”場所を探し求めて。 

【戦】ＢＳ１スペシャル ロシアの頭脳が流出する ～世界のＩＴ産業は変わるのか～（再） 

15:50～16:40  NHKBS1 

■ウクライナ侵攻をつづけるロシアの国内から次々と脱出しているＩＴの技術者たち。世界的にも優秀といわれるロ

シアのＩＴ頭脳の流出はどんな意味をもつのか考える。 

【戦】ウクライナ 子どもたちの１０００枚の絵 ミニ３（再） 

17:25～17:30  NHKBS1 

■ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちはどんな思いで生きているのか、

彼らが描いた絵を手がかりに、心の内を探る。 

【戦】ウクライナ子どもたちの１０００枚の絵▽軍事侵攻１年。子どもたちの心を絵から探る（再） 

18:00～19:50  NHKBS1 

■ロシアによる軍事侵攻が始まって１年。ウクライナの子どもたちは、戦火の中をどんな思いを抱えて生きてきたの

か。彼らが描いた絵から心の内側を探る特集番組。 

【障】手話で楽しむみんなのテレビ×ドキュメント７２時間 うどん自販機ありけり（再） 

22:30～23:00  NHKEテレ 

■ＮＨＫの人気番組を“手話”でも楽しみたい！そんな声に応えるシリーズ！今回は「ドキュメント７２時間」。うどん

自販機に集う人々の心温まる人間模様を手話でご堪能あれ！ 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー選「女性たちの“戦争”報道写真家が見たウクライナ」（再） 

22:50～23:40  NHKBS1 

■ウクライナ各地で戦争の惨劇に向き合いながら闘い続ける女性たちの姿を伝えるフォトジャーナリスト、ヴィゲリ

ーに密着。ロシアの爆撃をかいくぐりながら撮影した緊迫のルポ 

2月24日（金） 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 ＠ＮＹＣ 

08:00～08:50  NHKBS1 

■各国の放送局が伝える注目ニュースをピックアップ。焦点や背景を分かりやすく解説。特集ワールド・アイズ。  

【子】いじめをノックアウト「いじめをこえて～誰もが自分らしく生きられる！～」（再） 

09:50～10:00  NHKEテレ 

■世界中から届く、いじめのつらさから自分を取り戻した体験の数々…。今回は集まった声をもとに、自分らしく生

きるきっかけについて考える。２０１８年３月回をアンコール 

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 ＠ＮＹＣ（再） 

10:05～10:55  NHK総合 

■各国の放送局が伝える注目ニュースをピックアップ。焦点や背景を分かりやすく解説。特集ワールド・アイズ。  

【戦】キャッチ！世界のトップニュース ウクライナ情勢 ＠ＮＹＣ（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

■各国の放送局が伝える注目ニュースをピックアップ。焦点や背景を分かりやすく解説。特集ワールド・アイズ。  

【環】Ｔｈｅ Ｓｉｇｎｓ 新時代への兆し▽二酸化炭素を資源にカーボンリサイクル最前線（再） 

12:00～12:15  NHKBS1 

■石油の代用として大量に排出されるＣＯ２を原料に、プラスチックを作り出す研究や、ＣＯ２を吸収する微生物を

生成し、バスや飛行機の燃料を作り出す最新技術を取材した。 

【医】チョイス＠病気になったとき「梅毒も急増中！忍び寄る性感染症」（再） 

12:00～12:45  NHKEテレ 



■【講師】獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器…小堀善友，【リポーター】深川仁志，【語り】江越彬紀，佐藤真由美 

【戦】＃あちこちのすずさん２０２２・冬 いま戦争を身近に考える（再） 

13:00～13:50  NHKBS1 

■戦争をアニメで。「“マッサージ”で戦った僕」戦争に行けない。「不思議な女神」恋人いない特攻兵の支え。「特攻

兵が流れ着く島」軍国少女が見たリアル。大学生が激論。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「プーチンの道～その権力の秘密に迫る～」（再） 

15:00～15:50  NHKBS1 

■ウクライナ軍事侵攻に踏み切ったプーチン大統領は、いかにして絶対的な権力を手に入れたのか。数多くの黒い

疑惑に包まれながら独裁的な色彩を強めるプーチンの実像に迫る。 

【障】バリバラ選  長野で絶景＆グルメ！障害のある女性×芸人エルフが旅のふつうを検証 

20:30～2 3:00  NHKEテレ 

■絶品！信州そば、安全祈願で人生初のさい銭！楽しいだけじゃない、障害のある人とない人が旅する実験企画

で課題を検証。 

【戦】ドキュランドへようこそ「マリウポリ“包囲日記” 私たちは諦めない」 

23:00～23:50  NHKEテレ 

■ロシア軍の侵攻からの１か月間、マリウポリで何が起きていたのか。破壊された町で壮絶な日々を生き延びた住

民が見たもの、考えたこと、そして苦しい決断を語る肉声証言。 

【L】マイケル・サンデルの白熱教室２０２３ 性別を問うのはやめるべき？（再） 

深夜0０:30～01:00  NHKEテレ 

■ハーバード大学のサンデル教授が、現代の難問とも言うべきジェンダーについて、学生たちに問いかける。トラン

スジェンダーのアスリートは男女どちらのチームに入るべき？ 

2月25日（土） 

【戦】国際報道２０２３ ウクライナ侵攻１年 戦争被害の実態は（再） 

04:20～05:00  NHK総合 

■ウクライナ侵攻から１年 国連職員が見た戦争被害の実態  戦場の子供たちは今 平和構築専門家に聞く“和平へ

の道筋” 

【環】「プラスチックの行方～「水の国」からの警鐘～」 

04:50～05:20  ABCテレビ 

■熊本市は地下水に恵まれた都市で、「水の国」とも言われます。水道の水源の全てを地下水でまかなっています

が、その地下水にマイクロプラスチックが入り込んでいることが、熊本大学の研究で確認されました。 

【戦】時論公論 ウクライナ侵攻１年 世界はどこに向かうのか（再） 

05:50～06:00  NHKBS1 

■ロシアのウクライナ侵攻は冷戦後の世界秩序を大きく揺るがした。侵略行為が始まったあと、「世界地図」はどう

変わったのか？Ｇ７議長国、日本が果たすべき役割を解説する。 

【障】５分でみんなの手話  ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋにアップしたいな、と思って（再） 

06:00～06:05  NHKEテレ 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋに

アップしたいな と思って」を覚えましょう。 

【障】目で聴くテレビ 

08:00～08:30  KBS京都 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー 何が戦火を招いたのか～ウクライナ侵攻への軌跡～（再） 

08:50～09:40  NHKBS1 



■ロシアによるウクライナ侵攻を、欧米諸国はなぜ止められなかったのか。侵攻から１年を機に、紛争と和平交渉の

過程を仏・オランド前大統領ほか関係者の証言で検証する。 

【歴】ＢＳ１スペシャル「特派員たちの日中国交正常化 ５０年後の証言」（再） 

09:40～10:40  NHKBS1 

■１９６４年、国交のない中国に戦後初めて派遣された特派員たちがいた。日中友好という使命とジャーナリストと

しての使命の間で引き裂かれていった記者たちの壮絶な記録。 

【医】いのち輝く 横浜こどもホスピス１年（再） 

11:00～11:50  NHKBS1 

■おととし開設された横浜こどもホスピス。重い病気の子どもたちが、治療から離れ思い思いに過ごせる場所で

す。子どもとその家族に寄り添い続けた施設の１年を見つめました。 

【戦】サイエンスＺＥＲＯ「ウクライナと福島 科学者たちの闘い」（再） 

11:10～11:40  NHKEテレ 

■ロシアによるウクライナ侵攻から１年。この危機に対し、放射性物質のリスクを専門にするウクライナと日本の科

学者たちが、“科学の力”で何ができるのか模索する姿を追う。 

【戦】首都圏情報ネタドリ！「密着 ウクライナ避難者 半年の記録」（再） 

11:15～11:42  NHK総合 

■日本がウクライナからの避難者を受け入れておよそ半年。避難が中長期化し、日常生活をどう支援するかが課題

に。デジタルツールでニーズを掴もうとする取り組みなどを取材。 

【障】週間手話ニュース 

11:40～12:00  NHKEテレ 

■この１週間に日本や世界で起きた出来事は？おもなニュースを最新情報も盛り込んで振り返ります。  

【医】ザ・ヒューマン 旅を、生きる力へ 医師・伊藤玲哉（再） 

12:00～12:50  NHKBS1 

■重い病を抱えた人の「旅に出かけたい」願い。それに挑む医師の伊藤玲哉さん。希望を失わずに生きて欲しい。旅

は、生きる力へ変わる。そう信じる医師と、患者、家族の物語。 

【戦】Ｎスペ５ｍｉｎ．「キーウ 子どもたちの冬」（再） 

12:40～12:45  NHK総合 

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は『キーウ 子どもたちの冬』のダイジェストを

ご紹介する。 

【戦】Ｗｈｅｒｅ Ｗｅ Ｃａｌｌ Ｈｏｍｅ 武道の絆 ウクライナ避難家族の６か月（再） 

13:00～13:50  NHKBS1 

■戦禍のウクライナから武道が縁で長野県高森町にやってきた４組の母子。地元の人々に支えられながら日本で暮

らした６か月の日々と、再び故郷に帰った彼らのその後を追う。 

【教】世界のベスト！教育コンテンツ～日本賞２０２２～ 前編「ちいさなトラさん」ほか（再） 

14:30～15:15  NHKEテレ 

■世界の教育コンテンツの最高峰「日本賞２０２２」の受賞作品をご紹介！前編では、幼児向け部門、青少年向け部

門の最優秀作品と、特別賞に輝いた作品をお届けします。 

【戦】映像の世紀バタフライエフェクト 選「ロックが壊した冷戦の壁」（再） 

15:05～16:18  NHK総合 

■東西冷戦の象徴「ベルリンの壁」を崩壊に導いた、３人のロックシンガーの物語を拡大特集。ニナ・ハーゲン、ルー・

リード、デビッド・ボウイ。音楽は壁を越えて連鎖した！ 

【戦】Ｎスペ５ｍｉｎ． 混迷の世紀 第７回「灼（しゃく）熱地球の恐怖」（再） 

16:20～16:25  NHK総合 



■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は『混迷の世紀 第７回「灼（しゃく）熱地球の恐

怖 ～ウクライナ侵攻 もう一つの危機』を紹介。 

【戦】ＮＨＫスペシャル 選「戦火の放送局～ウクライナ 記者たちの闘い～」（再） 

16:25～17:15  NHK総合 

■鳴り響く防空警報の下、臨時拠点からの放送を続けるウクライナ公共放送。母国が戦場となったときジャーナリ

ストたちは戦争をどう伝えるのか。職員たちの苦悩と葛藤の記録。 

【戦】ウクライナ 家族の戦場 軍事侵攻から１年 心の軌跡 

17:15～18:00  NHK総合 

■暮らしの場が戦場となり、平穏な日常を奪われたウクライナの人々。自らの心情をつづったビデオダイアリー。否

応なく戦場に巻き込まれた人々の１年の心の軌跡。 

【障】ＮＨＫ手話ニュース 

19:55～20:00  NHKEテレ 

【犯】未解決事件 松本清張と帝銀事件 ディレクターズカット 

21:00～22:30  NHKBSプレミアム 

■真犯人は誰だ？占領期の未解決事件に挑んだ国民的作家・松本清張の知られざる闘いを初ドラマ化。“戦後最大

のミステリー”帝銀事件の真相に迫る。未公開映像を加えた完全版 

【L】マイケル・サンデルの白熱教室２０２３ なぜ国家は同性婚を認めないの？ 

21:30～22:00  NHKEテレ 

■ハーバード大学のサンデル教授が、多様なジェンダーのあり方に国家はどんな役割を果たすべきか日米中の学

生たちに問いかける。同性婚やＬＧＢＴＱの権利拡大を認めるべき？ 

【戦】ＮＨＫスペシャル「徹底検証 “プーチンの軍隊”で何が」 

22:00～22:50  NHK総合 

■ウクライナへの軍事侵攻が始まってから１年。ロシア軍は圧倒的な軍事力を持ちながらも死傷者が２０万に近づ

いているという見方も出ている。背景に何があるのか徹底検証する。 

【医】ＥＴＶ特集「ルポ 死亡退院 ～精神科医療・闇の実態～」 

23:00～00:00  NHKEテレ 

■看護師が逮捕され、警察と東京都の調べが進む精神科病院。内部告発で明るみに出た虐待行為などの記録を読

み解くと、背後に社会が生み出した精神医療の実態が見えてきた。 

2月26日（日） 

【障】５分でみんなの手話▽ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋにアップしたいな、と思って（再） 

04:15～04:20  NHK総合 

■２０２１年度に放送したＥテレ「みんなの手話」から１つのキーフレーズをピックアップ。「ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋに

アップしたいな と思って」を覚えましょう。 

【戦】こころの時代～宗教・人生～ 選 アーカイブ 破壊された心の復興 

05:00～06:00  NHKEテレ 

■「カンボジア人によるカンボジア人のための保存修復」という独自のアンコール遺跡保存修復活動を、内戦時代

の苦悩を乗り越えて続ける石澤さんに「心の復興」について伺う。 

【戦】Ｎスペ５ｍｉｎ．「キーウ 子どもたちの冬」（再） 

05:15～05:20  NHK総合 

■ＮＨＫスペシャルの魅力を５分間に凝縮した「Ｎスペ５ｍｉｎ．」。今回は『キーウ 子どもたちの冬』のダイジェストを

ご紹介する。 

【戦】Ａｒｔ ｉｓ Ｏｕｒ Ｖｏｉｃｅ～戦禍のウクライナ国立バレエ２０２２～（再） 

07:20～09:00  NHKBS1 



■２０２２年夏、ウクライナ国立バレエがロシアによる侵攻後初の外国ツアーを日本で行った。世界中に散り散りに

なっていたダンサーたちの苦悩の日々と美しい舞台に密着した。 

【女】ＢＳ１スペシャル 基地の街 女たちの声なき声 ～あるアメリカ人弁護士の闘い～（再） 

13:00～13:50  NHKBS1 

■沖縄で米兵との間に子をもうけながら、離婚や帰国で置き去りにされる女性たち。その養育費請求の支援をして

きたアメリカ人弁護士、アネット・キャラゲインの闘いの記録。 

【戦】ＢＳ１スペシャル デジタル・ウクライナ2～埋もれた戦禍を追う～（再） 

14:00～14:50  NHKBS1 

■ロシアに完全掌握されたウクライナ東部の要衝マリウポリを徹底解析。ロシア側の過酷な“選別”の実態、さらに

ロシア市民による極秘支援ネットワークの存在が明らかに。 

【教】世界のベスト！教育コンテンツ～日本賞２０２２～ 後編「霧の中の子どもたち」（再） 

14:30～16:00  NHKEテレ 

■世界の教育コンテンツの最高峰「日本賞２０２２」の受賞作品をご紹介！後編は、ユニセフ賞に輝いた作品。少数

民族の少女の成長を長期間追ったドキュメンタリーです。 

【障】こども手話ウイークリー 

17:50～18:00  NHKEテレ 

■お父さんやお母さんの見るニュースはとても難しい！そんなあなたに見てほしいのがこの番組です。いろいろな

事をわかりやすくお伝えします。 

【障】ＮＨＫ手話ニュース 

19:55～20:00  NHKEテレ 

■きょう一日の国内外の主な出来事や最新のニュースを手話と映像でコンパクトにお伝えします。 

【歴】日曜美術館「ルーブル美術館・美の殿堂の５００年～革命とナポレオンのルーブル」（再） 

20:00～20:45  NHKEテレ 

■ルーブル美術館の５００年を８Ｋ映像で辿るシリーズ。今回はフランス革命とナポレオンの時代。英雄はルーブル

を世界最大の美術館へ変貌させていく。しかし、その先には―。 

【戦】ＮＨＫスペシャル「ウクライナ大統領府 軍事侵攻・緊迫の７２時間」 

21:00～21:55  NHK総合 

■１年前、ウクライナの首都キーウは７２時間で陥落すると見られていた。しかし…。舞台裏で何が起きていたのか、

ゼレンスキー政権を支える幹部たちがＮＨＫの取材に応じた。 

【戦】ＢＳ１スペシャル 届け ウクライナの叫び 

22:00～22:50  NHKBS1 

■「声なき叫びを届けたい」日本在住ウクライナ人ディレクターによるセルフドキュメント。平和や勝利。価値観が異

なる日本で何を伝えられるのか、侵攻１年の葛藤の記録。 

【環】地球ドラマチック「温暖化の脅威 ～５６００万年前からのメッセージ～」（再） 

深夜00:00～00:45  NHKEテレ 

■気候変動を引き起こし、多くの災害をも、もたらす地球温暖化。実は５６００万年前にも温暖化は起きていた。過

去を知り、現代への処方箋にしようという研究の最前線に迫る！ 

【医】食と心～摂食患者からのSOS～ 

深夜00:50～01:50  MBSテレビ 

■食行動をコントロールできない「摂食障害」。食べることを拒否したり、食べては吐くことを繰り返したりする心の

病気。コロナ禍で摂食障害になる若者が増加している。 

【犯】シリーズ安倍元首相銃撃事件2 あなたは神の子 

深夜00:55～01:25  読売テレビ 



■安倍元首相の銃撃事件が引き金となり社会問題にまでなった“宗教２世”問題。事件の背景にあった「旧統一教会

に恨みがあった」という報道をきっかけにSＮＳ上では“宗教２世”を名乗るアカウントが急増。 

2月27日（月） 

【戦】ＲＩＳＩＮＧ“平和をつくる”を仕事に 山口晴希（再） 

04:30～05:00  NHKBS1 

■広島で新しい形で平和の尊さを広げようとしているのが山口晴希。戦後７７年、被爆者の高齢化が進む中、若い

世代が原爆の悲劇と平和の尊さを伝えようと奮闘する山口を追う。 

【医】きょうの健康 超“難聴”時代に備えよ「明らかになるリスク」（再） 

12:00～12:15  NHKEテレ 

■加齢とともに進む「難聴」。日常生活の質を下げるだけでなく認知症のリスクを高めることも近年分かってきた。

“聞こえる人生”のために何が必要か。２つの鉄則を紹介する 

【障】ＮＨＫ手話ニュース 

13:00～13:05   NHKEテレ 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜”（３）再生への旅立ち（再） 

13:05～13:30  NHKBS1 

■主人公・尾田は現実を忘れ一端は寝つくが悪夢にうなされて目覚める。そこには、過酷な症状の患者たち、そし

て絶え間ない泣き声や苦しみの叫びがうず巻いていた。 

【戦】時論公論 ウクライナ侵攻１年 世界はどこに向かうのか（再） 

14:50～15:00  NHK 

■ロシアのウクライナ侵攻は冷戦後の世界秩序を大きく揺るがした。侵略行為が始まったあと、「世界地図」はどう

変わったのか？Ｇ７議長国、日本が果たすべき役割を解説する。 

【環】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「グレタ ひとりぼっちの挑戦」（前編） 

15:00～15:45  NHKBS1 

■環境活動家、グレタ・トゥーンベリの挑戦を描く長編ドキュメンタリー、前編。２０１８年。１５歳の少女グレタは国会

議事堂前で一人、座り込みを始めた。孤独な挑戦に密着。 

【障】みんなの手話（２０）「生き物」（再） 

15:30～15:55  NHKEテレ 

■＃２０は、動物や生き物についての表現をマスターしましょう。ペットを飼っているかどうかを尋ねたり、どんな動

物か、特徴を説明するときに使える表現をお伝えします。 

【災】クローズアップ現代「支援の“空白地帯”で何が トルコ・シリア大地震」 

19:30～19:57  NHK総合 

■いまだ被害の全容が見えないトルコ・シリアの大地震。“支援の空白地帯”となったのが内戦下にあった「シリア北

西部」だ。現地の実態を独自取材し、支援のあり方を探る。 

【障】ハートネットＴＶ フクチッチ「知的障害」前編 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■風間俊介さんと福祉の知識を楽しく学ぶ「フクチッチ」。今回は「知的障害」。知的障害のある人たちの暮らしに１

日密着したり、知られざる苦難と当事者活動の歴史を深掘り！ 

【他】ワイルドライフ 悠久の大地アフリカ絶滅の危機を乗り越えろ！サイ親子の愛と絆 

20:00～21:00  NHKBSプレミアム 

■角を狙った密猟で数を激減させてきたサイ。レンジャーが２４時間見守る保護区で命を繋ぐ親子に密着し、出産

や子育て、子別れなど知られざるサイの暮らしに迫る。 

【障】ＮＨＫ手話ニュース８４５ 

20:45～23:00  NHKEテレ 



■きょう一日の国内外の主な出来事や最新のニュースを手話と映像でコンパクトにお伝えします。 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜” （４）絶望の底にある希望 終 

22:25～22:50  NHKEテレ 

■「いのちの初夜」は文豪・川端康成によって見いだされ雑誌「文學界」に掲載、文學界賞を受賞し芥川賞候補とも

なった。一躍時の人となった北條だが新たな壁が立ちはだかる。 

【他】ヒューマニエンスＱ（クエスト）シーズン２▽絶滅人類 ホモ・サピエンスを映す鏡 

23:00～23:30  NHK総合 

■ホモ・サピエンスとは、いったいどんな存在なのか。その真実に迫る方法が、かつて存在した人類が絶滅してしま

った経緯を学ぶことだ。「絶滅人類」は何を教えてくれるのか。 

2月28日（火） 

【ハ】１００分ｄｅ名著 北條民雄“いのちの初夜” （４）絶望の底にある希望  終（再） 

05:30～05:55  NHKEテレ 

■「いのちの初夜」は文豪・川端康成によって見いだされ雑誌「文學界」に掲載、文學界賞を受賞し芥川賞候補とも

なった。一躍時の人となった北條だが新たな壁が立ちはだかる。 

【障】手話シャワー（２０）「感情編」（再） 

05:55～06:00  NHKEテレ 

■長濱ねるさんがろう学校の生徒たちから手話を学ぶ 全く新しい手話講座番組！今回は「感情編」 

【人】 名曲アルバム「時には母のない子のように」アメリカ民謡／挾間美帆・編曲（再） 

05:55～06:00  NHKBSプレミアム 

■故郷を失った奴隷の身の上を母親のいない子どもに重ねて歌う黒人霊歌の名曲。黒人霊歌の魅力を世界に知ら

しめた黒人学生たちの聖歌隊がたどった苦難の物語とともに味わう。 

【医】きょうの健康 超“難聴”時代に備えよ「コロナ禍が悪影響？」（再） 

12:00～12:15  NHKEテレ 

■コロナ禍が「聞こえ」に悪影響を及ぼしている。コロナ感染ではその影響で難聴や耳鳴りの症状が出ることも。イ

ヤホンの長時間使用もリスクに。マスクで聞き取りが困難に 

【環】Ｔｈｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ「２８０人の給食を作る！女子生徒の挑戦」（再） 

12:00～12:15  NHKBS1 

■自ら育てた野菜や家畜を使い、日々の給食を生徒が生徒のために作る学校がある。その数２８０人分。リーダー

を務めることになった生徒たちの挑戦を追った。 

【障】ＮＨＫ手話ニュース 

13:00～13:05   NHKEテレ 

【戦】誰が島を守るのか ～沖縄 若き自衛隊員の葛藤～（再） 

13:00～13:50  NHKBS1 

■自衛隊の増強が進む沖縄で、新入隊員の訓練に密着。災害支援に憧れ入隊も、国防の重みに直面し葛藤する若

者たちと、国際情勢に揺れる沖縄の人々を見つめる。 

【他】Ｗｈｅｒｅ Ｗｅ Ｃａｌｌ Ｈｏｍｅ 木に登れば人生が変わる！ 

14:00～14:30  NHKBS1 

■セラピー効果があるという木登りに情熱をかけるカナダ出身のジョン・ギャスライトさん。仕事場紹介は外国人向

けの就職と転職をサポートする中国出身の金井松子さん。 

【環】ＢＳ世界のドキュメンタリー 選「グレタ ひとりぼっちの挑戦」（後編）（再） 

15:00～15:45  NHKBS1 

■気候変動対策を呼びかけるスウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリの挑戦を描くシリーズ、後編。自分の言葉

が大人たちに届いていないと感じ、苦悩を深める姿を追う。 



 

【障】バリバラ▽長野で絶景＆グルメ！障害のある女性×芸人エルフが旅のふつうを検証（再） 

15:30～16:00  NHKEテレ 

■絶品！信州そば、安全祈願で人生初のさい銭！楽しいだけじゃない、障害のある人とない人が旅する実験企画

で課題を検証。大久保佳代子も驚いた「旅行の高すぎるハードル」 

【災】クローズアップ現代「支援の“空白地帯”で何が トルコ・シリア大地震」（再） 

17:30～17:58  NHKBS1 

■いまだ被害の全容が見えないトルコ・シリアの大地震。“支援の空白地帯”となったのが内戦下にあった「シリア北

西部」だ。現地の実態を独自取材し、支援のあり方を探る。 

【障】ハートネットＴＶ 障害福祉賞（１）ようこそ！私の世界へ 

20:00～20:30  NHKEテレ 

■障害のある人や、共に歩む人の体験記に贈る「ＮＨＫ障害福祉賞」。二夜連続で入賞作品を紹介。一夜目は発達障

害の当事者が語る「私の世界」、全盲の娘を持つ母の物語。 

【障】ＮＨＫ手話ニュース８４５ 

20:45～23:00  NHKEテレ 

■きょう一日の国内外の主な出来事や最新のニュースを手話と映像でコンパクトにお伝えします。 

【戦】ＢＳ世界のドキュメンタリー選▽真実こそ私たちの武器リトアニアフェイクとの闘い  

22:50～23:40  NHKBS1 

■ソ連から独立後、ロシアの脅威に備えてきたリトアニア。官民挙げて情報戦争に立ち向かう姿を取材し、ロシアが

内外に発するフェイクニュースの実態を明らかにする。 

【障】みんなの手話（２０）「生き物」（再） 

深夜00:00～00:25  NHKEテレ 

■＃２０は、動物や生き物についての表現をマスターしましょう。ペットを飼っているかどうかを尋ねたり、どんな動

物か、特徴を説明するときに使える表現をお伝えします。 

【戦】ＮＨＫスペシャル「徹底検証 “プーチンの軍隊”で何が」（再） 

01:10～02:00  NHK総合 

■ウクライナへの軍事侵攻が始まってから１年。ロシア軍は圧倒的な軍事力を持ちながらも死傷者が２０万に近づ

いているという見方も出ている。背景に何があるのか徹底検証する> 


