
NHK WORLD-JAPAN 多言語おすすめコンテンツ（11月号） 

 

★NHKワールド JAPAN・おすすめ多言語コンテンツ（11月版） 

 

NHK ワールド JAPAN では、様々な言語でニュースや番組をお届けしています。 

毎月、おすすめの多言語サービスやコンテンツ（動画、記事）、ネットアクセスが多かったものなどをご紹介し

ます。こちらの情報を HP や SNS などで掲載していただくことができます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【今月のトピックス】 

◎新型コロナウイルス Q&A サイト（多言語） 

新型コロナウイルスについて、役に立つ最新の情報を様々な言語でお伝えします。 

数々の疑問にお答えします！  

                     中国語(簡体字)版 ベトナム語版 ポルトガル語版 

インドネシア語版 タイ語版 アラビア語版 ベンガル語版 

ビルマ語版  フランス語版  ヒンディー語版  

ペルシャ語版 スペイン語版 スワヒリ語版 ウルドゥー語版 

 

◎ウクライナ語での日本語学習サイト 

毎日の生活で使う簡単なフレーズを耳で聞いて丸覚えする「Essential Japanese」と、 

48 課で日常会話をしっかり学ぶ「やさしい日本語」を、 

ウクライナ語でもお届け。 

 

「Essential Japanese」 

Базова японська мова №1. Основні фрази | NHK WORLD-JAPAN On Demand 

「やさしい日本語」 

Обрати урок | Японська для початківців | NHK WORLD-JAPAN 

 

以下、それぞれの言語のおすすめとなります。 

 

【English・英語】 

今年は、日本鉄道開業１５０周年の記念の年。電車をこよなく愛するアメリカ人インフルエンサーの 

ジョン・ドーブさんが、日本のローカル線の魅力を存分に語る。 

 

 

 

 

Enjoying Japanese trains - Living in Japan | NHK WORLD-JAPAN On Demand 

 

【Chinese(simplified) 中国語（簡体字）】 

「やさしい日本語プラス」の新シリーズは擬態語・擬声語をテーマにした「オノマトペの達人」。 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zh/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ar/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/my/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/sw/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ur/news/qa/coronavirus/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/ondemand/video/9999d93/
https://www.nhk.or.jp/lesson/uk/lessons/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/audio/livinginjapan-20221106-1/
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《拟声拟态 信手拈来》ふうふう・びゅうびゅう・ぶうぶう - 简明日语 Plus - 广播 | NHK WORLD-JAPAN 

Live & Programs 

 

【Chinese(traditional) 中国語（繁体字）】 

台湾ファンが代々木公園に大集結！アクセス数も非常に好調の「台湾フェスタ 2022」リポート。 

 

 

 

 

「哈台族」快等不及了！東京代代木公園再掀起「台灣熱」 | NHK WORLD-JAPAN On Demand 

 

【Vietnamese・ベトナム語】 

『Living in Japan』 １１月のテーマは結婚式。「ベトナムと日本、どう違う？」「招待客以外も出席してい

い？」日本で数多くの結婚式に出席してきたベトナム人女性をゲストに迎え、番組 MC２人と語り合います。 

 

 

 

 

Đám cưới ở Nhật Bản và Việt Nam có gì khác nhau? 

 

【Korean・朝鮮語】 

軍事侵攻を受けるウクライナの人たちなどを支援しようと、著名漫画家１００人余りが描き下ろした色紙が

チャリティーオークションに。 

 

 

 

 

만화가 100 여 명이 우크라이나 지원, 일러스트 사인색지 경매 | NHK WORLD-JAPAN News 

 

【Portuguese・ポルトガル語】 

ラジオ番組『リスナーズフォーラム（ポルトガル語名：Ponto de Encontro）』で放送したインタビューを

Backstories（ウェブ記事）にしました。 

 

 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zh/radio/zh_japanplus/202211080600/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zh/radio/zh_japanplus/202211080600/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zt/ondemand/video/9999h05/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/radio/livinginjapan/202211200600/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ko/news/programs/special/202210281508/
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① Pedro Paladini（メークアップアーティスト） ② Eunice Suenaga（翻訳家） 

③ Inara Chayamiti（ドキュメンタリー映画監督） ④ Oscar Nakasato（作家） 

 

【Indonesian・インドネシア語】 

インドネシア語放送の長寿ラジオ番組、「落語」を、オンデマンド動画で楽しむことができます。 

「寿限無」、「芝浜」、「田能久」などの人気演目を、アナウンサーたちが着物を着て、インドネシア語で熱演！

ぜひお楽しみください。 

 

 

 

 

Rakugo "Jugemu" | NHK WORLD-JAPAN On Demand 

NHK WORLD-JAPAN Indonesian - 投稿 | Facebook 

【Thai・タイ語】 

全盲の堀内佳美（ほりうち・よしみ）さんは、長年タイで視覚障害者に読み聞かせや読書の普及

活動を続けてきた。堀内さんが伝えたい読書の楽しみ、そして可能性とは…。 

オンデマンド動画 ”หญงิญีปุ่่นทีบ่กพรอ่งทางการเห็นกบัความมุ่งมั่นทีจ่ะใหทุ้กคนไดเ้ขา้ถงึหนังสอื”でご覧

になれます。 

 

 

 

 

หญงิญี่ปุ่นทีบ่กพรอ่งทางการเห็นกบัความมุ่งมั่นทีจ่ะใหทุ้กคนไดเ้ขา้ถงึหนังสอื | NHK WORLD-JAPAN On Demand 

 

【Arabic・アラビア語】 

様々なニュースの背景を深く掘り下げ、「今」を考えるヒントとなる Backstories。 

毎週 3 本程度新しい記事を公開。 

 

 

 

 

 

 

 NHK WORLD-JAPAN News | ما وراء الأخبار 

 

【Bengali・ベンガル語】 

Dive in Tokyo ～蔵前～  

南アジアと縁の深い街、東京の蔵前の魅力をお伝えします。 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/news/backstories/2008/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/news/backstories/1937/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/news/backstories/2056/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/news/backstories/2080/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/ondemand/video/9999h15/
https://www.facebook.com/NHKWORLDIndonesian/posts/pfbid02B9ugLKvkDYp9Sr6kexvAUiAtV3vaTydY3KznbYu6cmnFjgKU5KZL8zqniXaijjzGl
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/ondemand/video/9999h13/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ar/news/backstories/
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কুরামায়ে: পুয়রায় া গুদাম এলাকার ন পয়যের ইতিহাস - ন াতকওর ইতিহাস অয়েষয়ে Dive in Tokyo | NHK 

WORLD-JAPAN On Demand 

NHK WORLD-JAPAN Bengali - 投稿 | Facebook 

 

【Burmese・ビルマ語】 

「やさしい日本語」を使って日本語学習をするときに、ぜひ「My はるさん」のページを使って、あなただけの

ページを作ってください。どこまで勉強したか一目で分かります。覚えたいフレーズや単語をメモすること

もできます。 

 

 

 

 

 

သငယူ်လလေ့လာမှု မှတ်တမ််း - က ိုယ်ပ ိုငစ်ာမျက်နာှ | လွယ်ကူလသာ ဂျပနစ်ကာ်း | NHK WORLD-JAPAN 

 

【French・フランス語】 

日本の最新ニュースやトレンドを Programmes spéciaux の動画で幅広くお届けします。 

 

 

 

 

Vidéos | NHK WORLD-JAPAN News 

 

【Hindi・ヒンディー語】 

「京友禅」で作られた伝統衣装サリーの展示を紹介。 

 

 

 

 

साड़ी में झलकत़ी जापाऩी पारंपररक कला | NHK WORLD-JAPAN News 

NHK WORLD-JAPAN Hindi - 投稿 | Facebook  

 

【Persian・ペルシャ語】 

イランの深刻な干ばつ被害についてリポート。 

 

 

 
 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/ondemand/video/3021004/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/ondemand/video/3021004/
https://www.facebook.com/NHKWORLDBengali/posts/pfbid02FDDT5GLJR42U3Q4JCrh7T4uDoEPyv4esdomyQjGwmkM174FgEq2mS4drAnxHyYc9l
https://www.nhk.or.jp/lesson/my/myharusan/myrecord/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/news/programs/clips.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/news/programs/special/202210141908/
https://fb.watch/gQeMsx6VeG/
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 NHK WORLD-JAPAN News | خوردگی سطح زمین در  ایران با ادامه  خشکسالیترک

 

【Spanish・スペイン語】 

ペットとして世界的にも注目が高まっている日本の犬。その中でも特に人気の高い「柴犬」の魅力を、最新

の科学的研究結果も交えて伝えます。 

 

 

 

 

Exploremos a fondo:¿Por qué son tan especiales los perros Shiba Inu? Digging Deep: What Makes 

Shiba Inu Dogs So Special? | NHK WORLD-JAPAN On Demand 

NHK WORLD-JAPAN Spanish - 投稿 | Facebook 

 

【Swahili・スワヒリ語】 

タンザニアの人々を支援し交流を続ける宇都宮大学阪本公美子教授インタビュー。 

 

 

 

 

Mahojiano: Prof. Sakamoto Kumiko wa Chuo Kikuu cha Utsunomiya | NHK WORLD-JAPAN 

On Demand 

 

【Turkish・トルコ語】 

宮崎駿監督に１０年間にわたって密着した２回シリーズのドキュメンタリー。 

 

 

 

 

Bölüm 1: Ve Ponyo gelir - Hayao Miyazaki ile 10 Yıl 10 Years with Hayao Miyazaki | NHK WORLD-

JAPAN On Demand 

 

【Ukrainian・ウクライナ語】 

Backstories（Історії）では、日本についての様々なニュースを深く掘り下げて紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/news/programs/special/202211111851/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ondemand/video/3004808/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ondemand/video/3004808/
https://www.facebook.com/NHKWORLDSpanish/posts/pfbid0wPoZyQXGtUfM4E3STKUM4NncYhXgtNnec26YjXMNw9S76Bs7TyK96bdzhBkntmGEl
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/sw/ondemand/video/9999f84/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/sw/ondemand/video/9999f84/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/tr/ondemand/video/3004569/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/tr/ondemand/video/3004569/
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Історії | NHK WORLD-JAPAN News 

 

【Urdu・ウルドゥー語】  

パキスタンの洪水被災者たちが直面する健康被害や食糧危機への懸念。 

 

 

 

 

 NHK WORLD-JAPAN News | پاکستان کے سیالب زدگان کو  بیماری اور بھوک کا سامنا

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/news/backstories/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ur/news/backstories/2112/

