
【通信販売】
30 30
45 【通信販売】 【通信販売】 45

【報道】
5 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 5

15 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 15
30 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 30

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

【娯楽】 【教育】 【教養】
  【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】   

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 30

【その他】 【その他】 【その他】 【教養】 【教養】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】
30 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 30

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 【教養】

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【娯楽】 【報道】
  【娯楽】 【教養】   

【娯楽】 【教養】 【教育】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教養】

【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】

【娯楽】 【教養】
30 【娯楽】 【教養】 【教育】 30
54 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教養】 54

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】 30
  【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】   

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】
  【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】   

【教養】 【教養】

【報道】 【報道】

【報道】 【報道】
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 30
55 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】 55
  【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】   
25 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教育】 25
30 【娯楽】 【教育】 30
55 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 55
  【娯楽】 【教育】   
25 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 25
54 【娯楽】 【教育】 54
55 【娯楽】 【教養】 55
58 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 58

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

【娯楽】 【教養】 【教養】 【教養】 【その他】 【娯楽】 【教養】

【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】
54 【娯楽】 【教養】 【教育】 54

【娯楽】 【報道】 【その他】 【教育】 【教養】 【教養】 【その他】 【報道】

【教育】
30 【娯楽】 【教育】 30

【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】
54 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 54
58 【娯楽】 【教養】 58
  【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【教養】 【教育】 【通信販売】   

6 【報道】 6
25 【報道】 25
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 30
55 【報道】 55
58 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 【教養】 58
  【報道】   
12 【娯楽】 【教養】 12
20 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 20

【その他】
35 【娯楽】 【教養】 35
40 【娯楽】 【教養】 40
50 【娯楽】 【教養】 50
52 【報道】 52
55 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 55
  【娯楽】   

5 【娯楽】 【教養】 5
10 【娯楽】 【教養】 10
20 【娯楽】 【教養】 20
23 【娯楽】 【教養】 23

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【娯楽】 【その他】
30 【娯楽】 【教養】 30

【その他】
45 【娯楽】 【教養】 45
50 【娯楽】 50
53 【娯楽】 【教育】 53
55 【その他】 55
58 【その他】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】 58

【報道】
5 【娯楽】 5

15 【娯楽】 【教養】 15
25 【娯楽】 25
28 【娯楽】 【報道】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 28

【娯楽】 【教養】 【報道】
35 【娯楽】 【教養】 35

【報道】
45 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 45
  【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】   

5 【通信販売】 5
15 【娯楽】 【教育】 15
35 35
  【通信販売】   

5 5
 4月22日(木)  4月23日(金)  4月24日(土)  4月25日(日)

天気予報

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

転生したらスライムだった件「転スラ日記」

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

 4月19日(月)  4月20日(火)  4月21日(水)

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ 天気予報ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

東京リベンジャーズ流派－Ｒ　ｓｉｎｃｅ２００１

天気予報バツウケテイナーＲ 濱口女子大学

日本ボロ宿紀行（再）
雨ニモマケズ、（再）

天気予報

なにみる？

パチ王伝
忘却のサチコ（再）

なにみる？
なにみる？

ゾンビランドサガ　リベンジ

天神ゴッドタウン
水ドラ２５　ラブコメの掟～こじらせ女子と年下男子～

きらきらアフロＴＭ
内村さまぁ～ず

なにみる？

ＡＢＣｈａｎＺＯＯ あちこちオードリー　～春日の店あいてますよ？～ ハワイファイブオー　ｓｅａｓｏｎ７ ごちそうマエストロ（再）

ゴッドタン
理想のオトコ

天気予報
ドラマ２５　ソロ活女子のススメ

ばりすき！
二軒目どうする？～ツマミのハナシ～ いろはに千鳥 バカリズムの３０分ワンカット紀行

ドラマ２４　生きるとか死ぬとか父親とか
ＦＯＯＴ×ＢＲＡＩＮ

芸人動画チューズデー 検討枠（Ｎ）おじさまと猫 木ドラ２４　ゆるキャン△２

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー
男子ごはん ドラマホリック！　ＤＩＶＥ！！チマタの噺 じっくり聞いタロウ～スター近況�報告～ 乃木坂工事中

ＳＵＰＥＲ　ＧＴ＋
追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー そろそろ　にちようチャップリン追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー

ワールドビジネスサテライト
２３時の密着テレビ「レベチな人、見つけた」 あちこちオードリー　～春日の店あいてますよ？～ドラマプレミア２３　珈琲いかがでしょう カンブリア宮殿

サタドラ　私の夫は冷凍庫に眠っている

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー
週刊よかタイムス１

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー風景の足跡
週刊よかタイムス２ なないろ便り なないろ便りモノづくりニッポン

ホークス＋ チェッキュウ！！
なにみる？

有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！　～そうだ！今からお前んチでゲームしない？ワールドビジネスサテライト ワールドビジネスサテライト ワールドビジネスサテライト ガイアの夜明け 新美の巨人たちワールドビジネスサテライト

所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！ 出没！アド街ック天国家、ついて行ってイイですか？ ナゼそこ？ モヤモヤさまぁ～ず２

夢・クルーズ 天気予報物語の始まりへ ベストでｅスポ！

月曜プレミア８ ちょっと福岡行ってきました！

インテリア日和 なにみる？Ｂｅｅワールド開運！なんでも鑑定団

新幹線変形ロボ　シンカリオンＺ
水バラありえへん∞世界

未来の主役　地球の子どもたち
主治医が見つかる診療所

金曜８時のドラマ　警視庁ゼロ係　～生活安全課なんでも相談室～　ＳＥＡＳＯＮ５

日曜ビッグバラエティ土曜の夜は！おとななテレビ
ポケットモンスター

ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～ＹＯＵは何しに日本へ？ 火曜エンタ どうぶつピース！！ 日曜ビッグバラエティ

パズドラ
どうぶつピース！！（１８時台） 妖怪ウォッチ♪ＹＯＵは何しに日本へ？（１８時台） ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～（１８時台）火曜エンタ（１８時台）

ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ七つの大罪　憤怒の審判 パウ・パトロール新生劇場版公開記念「テニスの王子様　全国大会篇」セレクションファンファンキティ！
知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～

ＴＸＮニュースＴＸＮニュース

テレＱニュース テレＱニュース

ＴＨＥフィッシング ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ

ドラマチック天国 ドラマチック天国ドラマチック天国ドラマチック天国 ドラマチック天国
激ＰＵＳＨ！激ＰＵＳＨ！

ふくサテ！ ふくサテ！ ふくサテ！ふくサテ！ ふくサテ！

ゆうがたサテライト ゆうがたサテライトゆうがたサテライト ゆうがたサテライト ゆうがたサテライト

ドラマブレイク ドラマブレイクドラマブレイク ドラマブレイク ドラマブレイク
サンデースペシャルサタデープレゼント

開運！なんでも鑑定団（再）
金曜コレクション月曜コレクション うまＤＯＫＩ水曜コレクション火曜コレクション 木曜コレクション

午後のロードショー 午後のロードショー 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！（再）

土曜エンタ 日曜エンタ

ぐっ！ジョブ

ごちそうマエストロ

園芸させてもらえませんか？／今村敦子の美容見聞録

午後のロードショー 午後のロードショー 午後のロードショー ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～（再）

Ｆａｎ！Ｆｕｎ！スポーツ

ドラマひるズ ドラマひるズドラマひるズ ドラマひるズ ドラマひるズ 出川哲朗の充電させてもらえませんか？

昼サテ 昼サテ昼サテ 昼サテ 昼サテ

マル得！快適ショッピングマル得！快適ショッピングマル得！快適ショッピングマル得！快適ショッピング マル得！快適ショッピング

虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ 虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ 虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ 虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ ＹＯＵは何しに日本へ？（再）虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ みみよりサタデイ！

キラッとプリ☆チャン

パズドラ（再） ミュークルドリーミー　みっくす！
天気予報 天気予報天気予報 天気予報天気予報

火曜アラカルト月曜アラカルト 木曜アラカルト水曜アラカルト 金曜アラカルト シャドウバース（再）

情報！Ｑスタイルなにみる？なにみる？なにみる？ 激ＰＵＳＨ！

しまじろうのわお！ デュエル・マスターズ　キング！

ウルトラマン　クロニクルＺ　ヒーローズオデッセイ朝のドラマシリーズ②朝のドラマシリーズ②朝のドラマシリーズ② 朝のドラマシリーズ② 朝のドラマシリーズ② ポリス×戦士　ラブパトリーナ！

朝のドラマシリーズ ポケモンの家あつまる？朝のドラマシリーズ 朝のドラマシリーズ朝のドラマシリーズ 朝のドラマシリーズ カードファイト！！ヴァンガード　ｏｖｅｒＤｒｅｓｓ

ドラゴンクエスト　ダイの大冒険 マジカパーティ

レゴタイムきんだーてれび 遊戯王ＳＥＶＥＮＳきんだーてれび

シナぷしゅシナぷしゅ

おはスタ おはスタおはスタ おはスタ

きんだーてれびきんだーてれびきんだーてれび

シナぷしゅ シナぷしゅシナぷしゅ

きらり九州（再）

母をたずねて三千里 ぐっ！ジョブ（再）

アイカツプラネット！ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（再）

おはスタ

Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部

Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部 Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部 ＴＨＥフィッシング（再）Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇルアーパラダイス九州ＴＶ
Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部 Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部

ソルトフィッシングパラダイスＴＶ天気予報

ごりやくさん
ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ
ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ
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4
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7

27

28

17
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（２０２１年度４月クール編成案）　放送番組の種別
ｻｰﾋﾞｽ：SV1

 4月19日(月)  4月20日(火)  4月21日(水)  4月22日(木)  4月23日(金)  4月24日(土)  4月25日(日)

30

35

  

30

  

57

  

11

12

13

14

15

16

  

30

40

48

30

25

40

13

30

25

23

24

25

26

4

5

6

7

8

9

10

55

  

15

20

25

  

54

  

55

  

  

  

24

54

  

55

  

30

35

  

30

  

57

  

  

45

  

30

5

12.5% 12.4% 24.0% 38.1% 12.4% 0.5% 100.0%

報道 教育 教養 娯楽 通信販売 その他 合計

1174分 1169分 2254分 3584分 1166分 51分 9398分


