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社長より ごあいさつ

NHK エデュケーショナルは、創立以来一貫して、公共放送の重要な使命のひとつである「教育（＝

学び）」分野のコンテンツ制作を専門的に担ってまいりました。

こども幼児・学校教育・美術・教養・語学・趣味・実用・科学・健康などのジャンルで培ってき

た専門性をいかして、現在、ＮＨＫ・Ｅテレを中心に、定時番組・特集番組をあわせて年間およそ

10,000 本の番組を制作しています。これらの幅広く多様な「教育コンテンツ」を放送以外のウィ

ンドウにも展開することで、みなさまに「知る楽しみ」や「活用する喜び」を実感していただき、

今の暮らしをさらに充実させ、心豊かな人生を送ってほしいと私たちは願っています。

番組関連の映像商品やイベントの企画・制作、キャラクタービジネス、デジタル教材制作など、様々

な展開にも取り組みます。さらに、スーパーハイビジョン（4K・8K）の超高精細映像やデジタル

技術を駆使して、医療・芸術分野や教育現場などにおいても新しいサービスやコンテンツの開発に

積極的に挑戦していきます。

教育の重要性は世界共通であり、その必要性は増しています。「教育コンテンツ」制作の専門性を

いかして、国際共同制作や教育放送の国際協力事業にも一層力を注ぎます。

「新たな学びのカタチ」が求められている今こそ、弊社の経営方針である「いつでも　どこでも　

だれでも “学びたい” に応えます」を実現するため、各分野のみなさまと連携・協力して事業を推

進してまいる所存です。

代表取締役社長 荒木 美弥子 
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さまざまな番組を制作しています
生 活NHKエデュケーショナルは、年間およそ10,000本もの、テレビ・ラジオの番組を制作しています。 

創立以来30年におよぶ歴史と実績に加え、時代を読む先進的なアイデアを取り入れながら、 
あらゆる世代の“学びたい”という気持ちに応えるコンテンツを提供してきました。 
乳幼児や子どもから若者、社会人、ファミリー層にシニア世代と、
幅広いジャンル・視聴者層を意識した番組を制作しています。

子ども Child

0～2歳児を対象にした番組です。「映像」と「音」を通して、子ど
もたちのさまざまな可能性と能力を引き出します。

２～４歳児を対象とした教育エンターテインメント番組です。日
本中の子どもたちをはじめ、多くの保護者にも愛されてきました。

子どもたちの「音」への興味を呼び起こす番組です。スマートフォ
ンアプリと連動して身の回りの音を観察することができます。

子育て中のパパ・ママを応援する番組です。専門家のアドバイ
ス、視聴者からのアイデアや投稿を紹介しています。

朝の生放送情報番組。豪華なゲストを招く「プレミアムトーク」
「特選！エンタ」や「クイズとくもり」「みんな！ゴハンだよ」「わが
ままホビー」「グリーンスタイル」を担当しています。（2021年度）

子育てや仕事が一段落し、自分自身の生き方を見つめ直す余裕
が出てきた50代女性に向けて、心・体・人生など、“私のこれか
ら”を豊かに生きるヒントをお届けする情報番組です。

1957年の放送開始から64年。季節のものをおいしく作る喜
び、食べてもらう喜びを伝える料理番組です。

働くオトナは腹が減る！ランチを入り口に、日本人の仕事や家族
の今を、中井貴一さんのナレーションで楽しく伝える番組です。

健 康

Life

Health&Body

病気になって初めて直面する選択肢を一緒に考える健康情報番
組。医師の視点から伝えられがちだった情報を、患者の立場から
見つめなおします。毎週見れば、病気の予防にもつながります！

第一線の医師や専門家を招き、信頼できる最新の医療・健康情
報をわかりやすく解説する番組です。毎日の健康づくりや、いざ
というときにも役に立つ、確かな情報を伝えます。

カラダと命について楽しく深く学べる子ども向け医学番組。
最先端のミクロ映像とダイナミックなＣＧを、親子で一緒に
楽しめる身近なストーリーにのせてお送りします。

世界屈指の長寿国である日本の医療・健康情報を海外に届ける
ＮＨＫワールドの番組です。世界的に関心の高いテーマを選び、
病気の予防や最新治療について、専門医が解説します。
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Education教 育

番組や動画クリップ満載のNHK for Schoolサイトを中心とし
たEテレのお宝映像を使ったクイズに、解答者たちが挑戦。「あ
した学校でみんなに話したくなる」ありがたい知識が書かれた
「知恵の書」を目指して挑む、学べるクイズバラエティです。

テレビ・ラジオあわせて12教科37番組、年間約1,500本を放
送。1年間の視聴を通じて高校で学ぶ内容の基礎が身につきま
す。ホームページで全ての番組が視聴できます。

数学への苦手意識をなくし、生きるためにマストなチカラを身につける
ことをねらいとした中学生向け数学番組。日常生活で起きる出来事を
テーマに、数学的に考えることの大切さ、楽しさを感じてもらいます。

各国の放送局と連携して世界規模でいじめを減らす機運を高
めていくプロジェクト。世界中のいじめを乗り越えた人による経
験談を放送・インターネット配信で届けます。

Hobby趣 味

暮らしを美しく彩る季節の花やグリーン。その育て方をおしゃれ
に楽しく伝える番組です。姉妹番組「やさいの時間」「京も一日 
陽だまり屋」とあわせ、植物との豊かな暮らしを提案します。

ちょっとした趣味があると毎日の暮らしがパッと鮮やかに。かわ
いいイラストを描いたり、スポーツを楽しんだり。プライベート
ライフを充実させる趣味の数々を紹介します。

ニットやソーイングなどの手作りの魅力を紹介する手芸番組。MC
の洋輔さん・佐々木希さん、そして専門家がいっしょになって、シ
ンプル＆おしゃれなアイテムの作り方をわかりやすく紹介します。

「囲碁／将棋フォーカス」は棋力アップのための講座や囲碁将棋界
の旬な情報が満載。70年以上の歴史を持つ「囲碁／将棋ＮＨＫ杯
トーナメント」に加え、タイトル戦やイベントを紹介する特集番組も。

Language語 学

誰もが身につけたい英会話の「定番レシピ」を紹介。決まった表
現と会話の流れを覚えれば、英会話がもっと楽しくなります。大
西泰斗先生が講師を務める「ラジオ英会話」とのコラボも。英語
中級者向け。

アジア言語に取り組みたい人を応援する「テレビで中国語」「テ
レビでハングル講座」。それぞれの言語を、初歩の初歩から学ぶ
ことができます。更に学習を進めたい人には、ラジオ講座も充実
のラインナップで日々の学習をサポートします！

ＳＮＳで話題のニュースやトレンドに関する情報を英語で読み
解きます。MCは爆笑問題の太田光さん。生きた英語表現を学
べるだけでなく、世界の人々の動きや思い、うねりを感じる、新
しい英語情報番組です。

Science科 学

「すイエんサーガールズ」たちが身近な課題に体当たりで挑戦
し、解決法を導き出していきます。料理にも運動にもおしゃれに
も挑む、子どもから大人まで楽しめる科学エンタメ番組です。

「災害大国」日本で培われてきた最新の防災科学を紹介する
番組。地震、津波、水害などのメカニズムを解明し予測する研
究を通して、命を守るための方法を探っていきます。

誕生から138億年。壮大な宇宙そして地球を見つめる科学者たち
がたどり着いた真実とは。癒やしの星空や地球の絶景、本格的な
CGで壮大な物語へとご案内します。

動物や植物に秘められたすごい能力や魅力を伝える番組。自然
の中で生きものを観察し、その姿に“なりきり”、生命の奥深さを
楽しく学びます。

04 05

ドイツ・イタリア・スペイン・フランス…。いつか旅するその日の
ために、「本気で語学をマスターしたい」と意気込むみなさんが、
その土地ならではの自然や文化・芸術やスポーツを題材に旅先
で役立つ「ゴガク」を学びます。
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ⒸNASA日本循環器学会で上映　山中伸弥さん視察

日曜日の朝に古今東西のアートをお届けして47年目。絵画、彫
刻、工芸から現代アートまで、司会の小野正嗣さんと柴田祐規子
アナウンサーが多彩なゲストとともに美術の魅力をお伝えします。

暮らしの中の「美しいもの」の魅力を、３つの鑑賞の「ツボ」で紹介
する、美の鑑賞マニュアル。ナビゲーター草刈正雄さんと、天の声/
語りの木村多江さんとのコミカルなかけあいもお楽しみください。

古今東西の美術の名作をテーマに、アーティスト・井上涼さんが
歌とアニメーションを制作。「モナ・リザ」「風神雷神図屏風」「縄文
土器」「ヴィーナスの誕生」…。美術がぐっと身近になります。

『デザインの国』とよばれる日本。日常のくらしの中の道具や仕組み、
生活習慣といったものにも、優れた〈デザイン〉が隠れています。一流
の眼を持つクリエーターたちが全国の博物館や資料館で世界に誇る
宝物を探し出し、地域に新しい光を当てます。

Culture教 養 Super Hi-Vision4K・8K
コンテンツ

Art美 術

NHK短歌、NHK俳句にはそれぞれ毎月2万もの投稿が寄せられ、
その中から入選作品を発表します。初心者向けの実作ワンポイン
トアドバイスも充実。

カフェ「みんなの手話」は、ろう者で手話を教えるのが大好きな
店主が開く小さなお店。三宅健さんや、店の看板ドラゴン・シュ
ドラ（声：黒柳徹子さん）と一緒に、ろう者が使う自然な手話を
学べる、初心者向けの手話番組です。

名前は知っているけど実は読んだことがない、途中で挫折して
しまった、そんな古今東西の名著を25分×4回、ズバリ100分で
わかりやすく読み解いていきます。

2018年12月1日にスタートしたNHK BS4K・BS8K。
4Kはハイビジョンの4倍、8Kは16倍の高精細な映像技術を使って、趣味・教養・美術・医療など
さまざまなジャンルで、これまでと違ったコンテンツ制作に取り組んでいます。

4K・趣味 「浮世絵 EDO-LIFE」 8K・文化 「国宝へようこそ」

8K・医療
8K顕微鏡映像の 
パブリックビューイング 8K・宇宙

「8Kアースウォッチャー
  from 国際宇宙ステーション」

ICOM Kyoto 2019（世界博物館会議京都大会）ウエルカム映像ウォール8K・美術

あなたが気になる“あの事件”の裏には、必ずもうひとつの物語
がある。あの日、あのとき、そこに関わった人々は何を考え、どう
動いたのか。人々の記憶に残る出来事をいまの視点で見つめ直
し、真相に迫る、マルチアングルドキュメンタリーです。
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番組から世界が広がります

おかあさんといっしょ

08 09

1959年に放送を開始した「おかあさんといっしょ」は、２～４歳児を対象とした、国民
的な教育エンターテインメント番組です。歌、体操など多くのコーナーがあり、当社は、
NHKからの委託により番組を制作すると同時に、DVD・CD・書籍をはじめ、ステージ
イベントやデジタルコンテンツなど、番組・キャラクターをさまざまなメディアに展開し
ています。

展開事例 1 展開事例 2

イベント
きょうの料理フェア
クッキングショー

パッケージ商品
DVD・テキスト・別冊・ムック

映像コンテンツ
ビデオ・オン・デマンド

デジタルコンテンツ
会員制コミュニティサイト
レシピデータ展開

番組コンテンツやキャラクターをさまざまなメディアに展開しています

イベント
おかあさんといっしょ
スペシャルステージ

パッケージ商品
DVD・CD・書籍

キャラクターライセンス
玩具・アパレル・ノベルティ

デジタルコンテンツ
映像・音楽配信

番組に出演しているお兄さん・お姉さん
やキャラクターたちが繰り広げる1万人
規模の大型ステージショーです。歌や
ダンス、出演者全員によるパレードなど
豪華な演出で、親子3世代にわたるお
客様に楽しんでいただいています。

番組で放送された歌をまとめたCDや、
コンサートの模様を収録したDVDな
ど、番組関連の商品は高い人気を博し
ています。またコーナーアニメは、DVD
以外に絵本やシールブックなど書籍化
され、こちらも人気商品です。

番組の映像・音楽をＶＯＤ、音楽配信な
ど幅広いサービス形態でサブライセン
スしています。魅力的なコンテンツの展
開に大きく貢献しています。

イベント DVD・CD・書籍 映像・音楽配信

きょうの料理

｢きょうの料理」は、1957年に放送を開始した長寿番組です。人気講師が定番料理や
旬の食材を取り入れ、食卓の幅を広げるレシピを紹介。手作りの魅力を伝えることを基
本に、感性あふれるアイデア料理や、分かりやすいレシピが根強い人気を集めています。
さらに、当社が運営するウェブサイト「みんなのきょうの料理」では、レシピの検索・閲
覧ができるだけでなく、好みのレシピをお気に入り登録できるほか、動画コンテンツを配
信するなど、デジタルコンテンツ展開にも力を入れています。

番組を中心に、皆さんとのコミュニケーションを深めるコンテンツが充実しています

全国各地にお邪魔して、地元の旬の食
材を使った伝統料理やアイデア料理を
紹介したり、おなじみの講師がオリジナ
ル料理を披露しながらトークを楽しん
だりと、家庭料理の素晴らしさを核にし
て、多彩なイベントを実施しています。

番組で紹介したレシピを閲覧・検索で
きるウェブサイト「みんなのきょうの料
理」を運営しています。また、ＳＮＳを活
用した情報発信やライブ配信イベント
も行っています。

ビギナー向け、シニア向け、時短料理や保
存食など、番組やテキスト掲載レシピを、
さまざまなテーマで再編集。約20,000
のレシピを所蔵するウェブサイト「みんな
のきょうの料理」からセレクトした書籍
「ベスト100レシピ」も好評です。

イベント ウェブサイト・SNS 書籍
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いないいないばあっ！

10 11

展開事例 3

０歳児から2歳児向けの番組として大人気の「いないいないばあっ！」。現在、中国やベト
ナムでも放送され、ワンワンをはじめとする番組キャラクターは、現地の子どもたちにも
愛されています。中国ではキャラクターグッズやイベントも展開。子どもたちが大喜びす
る様子は日本と変わりません。
当社は、中国版「いないいないばあっ！」である「咿呀咿呀」やイベントの制作支援、
キャラクターグッズ開発の監修などを行っています。

番組制作 イベント キャラクター

上海では、ワンワンと中国人の女の子、
赤ちゃんたちのスタジオ収録が行われ
ています。現地と行き来して上海の制作
会社に番組のねらいや制作ノウハウを伝
え、台本や完成VTRの監修を行ってい
ます。

上海のショッピングモールやコンサー
ト会場で開催される番組関連のステー
ジイベントについて、ショーの構成や歌
の振り付けを提供するなどの協力を
行っています。

ワンワンやうーたんなどの番組キャラ
クターは、中国でも子どもたちに大人気
です。ぬいぐるみやパズルなどのキャラ
クターグッズの販売では、日本での商
品と同様に、安全に配慮した丁寧な監
修を行っています。

番組制作 イベント キャラクター

語学番組

展開事例 4

当社は、英語、フランス語、中国語など多彩な語学番組を年間約3,000本以上
制作しています。これらの番組を書籍やDVDといった関連商品として展開してい
るほか、語学番組の豊富な会話例（文字＆音声）をデータベース化した英語教材
や、さまざまな学習ニーズにあわせたオリジナル教材の企画をご提案しています。

目指すのは 学ぶ人にも、教える人にも役立つ教材作り 海外でも愛される番組とキャラクター

イベント
親子向け・教員向け
英語イベント

パッケージ商品
DVD・CD・書籍

教材
学校向け英語教材

デジタルコンテンツ
語学学習コミュニティサイト

番組制作で培ったノウハウを生かした英
語イベントの企画・制作も行っています。
ラジオで人気の講座を用いたオンライン
イベントや、親子で楽しむ英語イベント、
大人向けの英語力向上セミナーなど、ご
要望に応じてカスタマイズします。

英語・中国語・ハングルなど、番組で放
送されたキーフレーズを簡単検索して
学べる語学学習支援サイトです。自分
だけのキーフレーズ集を作ったり、学習
日記を作成したり、ユーザー同士で共
有できるコミュニティ機能も充実。

「プレキソ英語」全48回と、授業案、絵
カードなどのデータを収めた6枚組DVD
セット。監修は東京学芸大学の粕谷恭子
先生。英語を担当する先生の授業準備の
負担を減らしつつ、子どもたちに生きた英
語で楽しい授業をするための教材です。

イベント ウェブサイト 教材

語学番組

小学生の基礎英話 大西泰斗の英会話☆定番レシピ
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新しい事業をたちあげませんか

パッケージ商品
NHKの人気番組をさまざまなメディアでお届けします

Google Arts ＆ Culture
｢江戸前ずし」

親子で楽しむ子育て支援サイト
「すくコム」

シャープ
（基礎英語ほか）

東北大学インターネット講座 コズミックフロント☆NEXT
VR 南米星空編

やまと尼寺　精進日記　２

いないいないばあっ！ワンワン☆ダンス 「おかあさんといっしょ」最新ベスト
おたすけ！ およよマン

沢村貞子の献立 料理・飯島奈美２

いまこそスマホ すぐに応える力がつく
即レス英会話 全フレーズ集

シニアの逆流性食道炎

DVD

DVD

CD

CD-BOOK

書籍

ムック

ウェブギャラリー

eラーニング

ウェブサイト

VRコンテンツ

電子辞書

電子書籍

デジタルコンテンツ制作
NHKの番組を構成するコンテンツデータを利用し、独自のデジタルコンテンツを展開

12 13

NHKエデュケーショナルが商品化の窓口になります

当社は、放送番組を制作し、その関連商品を展開する窓口です。特にEテレでは、
幼児、ティーンエージャー、30～40代の女性、団塊世代など、あらゆる層に届くよ
うに多彩な番組制作をしています。これらの番組や知的蓄積を、確実な著作権処理
を経て多様な形で社会に広く還元することが、私たちの務めです。

10,000本の番組をお好みのメディアに

スペシャル番組の丸ごとDVD化、ダイナミックな番組オリジナル楽曲のCD化、
また語学番組の音源のダウンロード販売、番組を再編集した書籍や雑誌作りなど、
さまざまなメディアに商品化いたします。原盤でのライセンスも、パッケージ完
成品での提供も可能。市販・図書館・学校向けなど各流通形態にも対応します。

教育・語学・料理コンテンツのデータ提供に強み

当社は、放送番組を素材とした語学・教育コンテンツや暮らしを豊かにする生活情報、
健康情報などの映像・音声・テキストを、デジタルデータとしてクリップ化、蓄積し
ています。
データは、組み合わせやカスタマイズによって、PC・スマートフォン・タブレット、電子
辞書、ゲームやアプリなどのさまざまなデバイスや、多様化するビジネスモデルに
対応する汎用性の高いコンテンツとしてお使いいただけます。
｠

3つの独自のウェブサイト　幅広い層に周知効果も抜群

暮らしに役立つ3つのサイトを中心にデジタルサービスを展開しています。テレビ
のレシピを簡単検索「みんなのきょうの料理」。親子で楽しむ子育て支援サイト
「すくコム」。語学学習コミュニティ「ゴガクル」。
3サイトの月間利用者は500万人。子育て中のパパ・ママから家族の健康を考える
ベテラン主婦やビジネスパーソンまで、幅広い世代にアピールします。
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photo Takumi Ota

遊育（あそいく）計画スペシャルステージ びじゅチューン！コンサート

ばらフェスタ 大科学実験

健康応援フェスタ 特別展「国宝鳥獣戯画のすべて」
東京国立博物館

「地球シアター」ほか
福岡市科学館

映画おかあさんといっしょ
ヘンテコ世界からの脱出！

国宝 聖徳太子絵伝

コンテンツ共同制作：
独立行政法人 国立文化財機構 文化財活用センター

立教学院展示館 ヒーリングアース　プラネタリウム版
展示

ステージショー

展示
「みんなのきょうの料理」インスタライブ
オンラインイベント

ステージショー シンポジウム 4K・8K映像

8Kコンテンツビューアー

展示映像

展示映像

映画

大型スクリーン

イベントは現代のコミュニケーションツール

イベント。
それは、多彩なコンテンツを通じて人と人、人とモノが時間と空間を共有しながら
「つ・な・が・る」エンターテインメント。

日々、進化するイベント。
視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の「五感」をフルに使って楽しむイベントが潮流です。
参加して、体験して、発見して…。
そのためには何よりも『リアル＝本物』が求められます。

当社は、NHKの番組制作によって培われた演出ノウハウを活用し、番組の出演者や専門家
をイベントゲストに起用するなど良質な独自イベントに仕立て上げ、企画・制作から運営ま
で総合プロデュースいたします。
１公演あたり万単位の来場者を動員する大規模イベントから、数十人の参加者が膝を交え
る形のワークショップまで、幅広い事業展開を数多く手がけてきた実績があります。
また、双方向でコミュニケーションするインスタライブやオンラインワークショップのほ
か、数百名規模のウェビナーなど映像制作のプロならではのオンラインイベントを実施し
ています。

今、新しい生活様式の中、さまざまなイベントの「風景」が一変しています。
時代に即した新たなイベントのカタチを、これからもみなさまとともに創り上げてまいります。

NHKテレビ番組の品質で、オリジナルコンテンツを制作

動画が持つ力は圧倒的です。長年、NHKの放送番組を制作してきたディレク

ターたちが、番組の品質そのままに、ご要望に応じた動画コンテンツを制作し

ます。30秒のクリップから、5分のドラマ、60分のドキュメンタリーまで、質の高

い演出、ナレーション、音楽を織り交ぜて完成します。企画からパッケージの制

作、必要枚数の複製まで安心してご相談ください。

｠

多様なご要望にお応えします

美術館や科学館での展示映像、イベント会場やプラネタリウムでの上映用、記

録映像、またVR映像制作など、幅広いご要望に対応します。ＮＨＫアーカイブ

スの豊富な資料映像を活用できるのも魅力です。企画制作、撮影、編集はもち

ろん、ＮＨＫをはじめ著作権者への許諾業務も合わせて承ります。最近では、

8K超高精細画像を生かし、自由に拡大することで、これまで肉眼では見えな

かった部分まで鑑賞できる8Ｋコンテンツビューアー、ファミリー向け映画製

作などの需要も広がっています。

イベント企画制作
長寿番組、人気番組の「世界観」をパッケージ化

映像コンテンツ制作
プロのスキルと豊富な資料映像を結集します

14 15
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瓜生山学園 京都芸術大学
芸術教養学科　映像教材制作

静岡県
健康教材制作

放送大学学園
番組制作

教材作成支援システム「基礎英語LEAD」
生徒向けの「LEAD for Students」

さいたま市 小学校1・2年生用英語教材
「Global Studies with NICO and ANNA」

ソニー
「MESHではじめるプログラミング教育実践DVDブック」

オンライン講座

教員向け・生徒向け

自治体

小学校英語

放送大学

プログラミング

いないいないばあっ！ 

おとうさんといっしょ

みいつけた！

びじゅチューン！

教育番組のノウハウをフル活用

当社は、NHKの教育番組制作のノウハウを生かし、常に教育現場で求められる

視聴覚教材を制作し続けてきました。国内外の文化人、講師陣とのネットワー

クも築き上げています。各自治体や大学、全国の教育機関から教材制作のご相

談をいただき、コンテンツ制作のみならず、活用のしかたや授業の進め方をトー

タルで提案してきました。

｠

学校向けに、語学番組で蓄積してきた数千もの英語例文を使用した、教材作成

システムを開発・販売したり、e-learning用に番組をカスタマイズして提供。ま

た、新学習指導要領に対応したプログラミング教育の教員向け指導教材を開発

し、模擬授業で実際の活用方法を紹介するなど、運用面を含めた一体型サポー

トを提供しています。さらに、自治体からの依頼により、小学校向け健康啓蒙教

材として、超高精細8K映像で血管の様子を映し出したデータを提供。最新の技

術とNHK for Schoolで蓄積した学習クリップなどのデジタルデータを駆使し、

あらゆる面から今の教育現場のニーズに応えられる教材ツールを開発してまい

ります。

人気の番組キャラクターを、制作パートナー会社とともに商品化

幼児に圧倒的な人気を誇る「いないいないばあっ！」「おかあさんといっしょ」

「みいつけた！」をはじめ、子どもから大人まで楽しめる英語アニメ「リトル・チャ

ロ」、古今東西の美術作品をポップに再現した「びじゅチューン！」など、多彩な

キャラクターを、NHKの許諾の下、パートナー会社を通じてサブライセンスし、

玩具、文具、雑貨などに商品展開しています。

グッズ以外にも、SNSのスタンプやアプリでのキャラクター活用、企業キャン

ペーンへの提供や、プロ野球、サッカーチームとのコラボレーション実績もあ

ります。また、「いないいないばあっ！」のグッズは良質な幼児向け商品として中

国でも展開し、高い人気を得ています。

教材制作
高い専門性で、時代に求められる教育教材を

キャラクタービジネス
親しみ深いキャラクターグッズをサブライセンス

16 17
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名称 株式会社 ＮＨＫエデュケーショナル

本社所在地 〒150-0042　東京都渋谷区宇田川町 7 番 13 号
 TEL（03）3462-8101

設立年月日 1989 年 5 月 30 日

資本金 1 億円

従業員数 282 名 ※2021 年 3 月 31 日

売上高 220 億円 ※2020 年度

事業内容 放送番組等の企画、制作、購入
 ホームページ作成等デジタル関連業務
 幅広い世代を対象にした教育、教養コンテンツ制作・販売
 イベント・シンポジウム等の企画・実施
 各種権利ビジネスや編集・出版関連業務
 放送大学関連番組の制作

株主 日本放送協会
 株式会社ＮＨＫエンタープライズ
 株式会社ＮＨＫグローバルメディアサービス
 株式会社ＮＨＫプロモーション
 株式会社ＮＨＫアート
 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
 株式会社ＮＨＫ出版
 学校法人ＮＨＫ学園

役員  代表取締役社長 荒木　美弥子 （元 NHK 京都放送局長） 

 常務取締役 馬場　広大 （元 NHK メディア戦略本部専任局長） 

 常務取締役 寺井　友秀 （元 NHK 秘書室長） 

 取締役 喜安　政幸 （元 NHK 経営企画局専任局長） 

 取締役（非常勤） 土井　成紀 （株式会社 NHK 出版 代表取締役社長） 

 取締役（非常勤） 矢吹　寿秀 （NHKメディア総局 第 2制作センター センター長）

 取締役（非常勤） 上杉　寿理 （NHK グループ経営戦略局専任部長） 

 監査役 板垣　雄士 （板垣公認会計士事務所公認会計士） 

 監査役（非常勤） 野呂　従道 （NHK 内部監査室監査部専任部長） 

会社基本情報
コンテンツ制作開発センター

美術教養グループ

教育グループ

事業推進グループ

デジタル推進グループ

経営戦略センター

コンテンツ戦略グループ

総務DXグループ

人事育成グループ

財務グループ

経営企画グループ

こども幼児グループ

生活グループ

語学グループ

科学健康グループ
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ＮＨＫ番組制作のプロフェッショナルが

いつでも どこでも だれでも
“学びたい”に応えます

2021年度　※2021年 12月現在

福島モノローグ（Eテレ・日本語版） 第59回 ギャラクシー賞 テレビ部門 奨励賞

no art, no life　令和三年 表現者たちの幻想曲

映文連アワード2021 
　ソーシャル・コミュニケーション部門 優秀賞 
第37回 ATP賞テレビグランプリ 
　情報・バラエティ部門 奨励賞

Fukushima Monologue（福島モノローグ） 第40回 ドキュメンタリー国際グランプリ（URTI） 
　Bronze Prize（銅賞）　

NHKスペシャル 
世界は私たちを忘れた～追いつめられるシリア難民～

ワールドメディアフェスティバル　 
　ドキュメンタリー部門「人権（Human Rights）」カテゴリー　 
　インターメディア・グローブ銀賞

NHKスペシャル　 
新型コロナ 全論文解読 ～ AIで迫る いま知りたいこと～ 第62回 科学技術映像祭 研究・技術開発部門 文部科学大臣賞

2020年度
日中国際共同制作　陶王子 2 万年の旅 第36回 ATP賞テレビグランプリ ドキュメンタリー部門 優秀賞
BS1スペシャル 
「レバノンからの SOS～コロナ禍追いつめられるシリア難
民～」

文化庁芸術祭　テレビ・ドキュメンタリー部門 優秀賞

浮世絵 EDO-LIFE The Hidden Essence

THE ONESHOW 2020 
Design ／ Posters（ポスターデザインを評価する部門）Merit 
Print ／ Art Direction（アートディレクション及び印刷技法を評価する部門）Merit 
Print ／ Campaign（ポスターデザイン及び印刷技法を評価する部門）Merit 
Print ／ Typography（文字デザインを評価する部門）Merit

浮世絵 EDO-LIFE The Hidden Essence

ADC 99th Annual Awards 
Advertising部門（広告としての価値を評価する部門）Bronze Cube 
Communication Design部門（ブランディング方法を評価する部門）Gold Cube 
Typography部門（文字デザインを評価する部門）Gold Cube

BS1 スペシャル
「見えざる敵を観

み

る ミクロの目で迫る新型コロナの正体」
第58回 ギャラクシー賞 テレビ部門 奨励賞

「オトッペ」
ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS 
クリエイティブイノベーション部門 銀賞 
ブランデッド・コミュニケーション部門 銅賞

BS1スペシャル 
ボクの自学ノート～ 7年間の小さな大冒険～ 

第52回アメリカ国際フィルム・ビデオ祭  
　教育：個人の成長と発展部門 クリエイティブ・エクセレンス賞 
ニューヨーク・フェスティバル ドキュメンタリー：論説・視点部門 銅賞

BS1スペシャル 
女優たちの終わらない夏・終われない夏

第57回（2019年度）ギャラクシー賞 奨励賞 
放送人グランプリ2020（第19回） 優秀賞

バビブベボディ（BODYPEDIA）DNA ワールドメディアフェスティバル 2020 教育：小学生部門 金賞
バビブベボディ　赤ちゃん 第24回 アジア・テレビ賞　子ども番組部門　最優秀賞

2019年度
BS1スペシャル 
ビックウェーブサーファー　～世界最大の波を求めて～ ミラノ国際スポーツ映像祭　ドキュメンタリー部門　奨励賞

BS1スペシャル　 
ボクの自学ノート～７年間の小さな大冒険～ 令和元年度（第 74回）文化庁芸術祭　ドキュメンタリー部門　優秀賞

BS1スペシャル　ラップと知事選 2018メディアアンビシャス　アンビシャス賞
ドラマ　女川　いのちの坂道 第 35回 ATP賞テレビグランプリ　ドラマ部門　奨励賞受賞
アナザーストーリーズ　運命の分岐点　 
パク・クネ　弾劾の舞台裏～その時 韓国は沸騰した～ 映文連アワード 2019　優秀企画賞

アナザーストーリーズ　運命の分岐点　 
“ 北斗の拳 ”誕生　舞台裏のもう一つの “格闘 ” 優良放送番組推進会議　BSドキュメンタリー番組部門　第 1位

FUKUSHIMA Time/Lapse　
（福島タイムラプス・英語版）

ニューヨーク・フェスティバル　
　ドキュメンタリー : コミュニティー・ポートレート部門 銀賞

おかあさんといっしょ 第 67回 菊池寛賞

バビブベボディ臓器CMコーナー カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル 2019　 
　フィルムライオンズ　ブロンズ（銅賞）

バビブベボディ臓器シリーズ 2018年度 FCC賞（福岡コピーライターズクラブ賞）ムービー部門　FCC賞
漫画　故事成語入門編　ことばの世界を冒険しよう！ 令和元年度　優秀映像教材選奨　小学校部門　優秀作品賞
カガクノミカタ 第 22回文化庁メディア芸術祭  エンターテインメント部門 審査委員会推薦作品
ピカイア !!（season2） 第 4回 アジア・レインボーテレビ賞  アニメーション部門 優秀賞
日本健康マスター検定 第 8回 健康寿命をのばそう！アワード　厚生労働省 健康局長 優良賞

コンクール等の受賞歴
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