
時

19 その他

20 他（通）

29 その他 29 その他

30 他（通） 30 他（通）

50 他（通）

5 00 他（通） 00 他（通）

15 他（通）

20 娯楽 報道 教養 教育 (V）

30 他（通）

45 他（通）

50 娯楽 報道 教養 教育

59

6 娯楽 報道 教養 教育

15 娯楽 教育

45 報道 教養

7 00 娯楽 教養 教育

30

娯楽 報道 教養 教育

00 娯楽 報道 教養 教育 8 00 報道 教養 教育

9
25 娯楽 教養

　わくわくＤｏｋａａａａｎ！

55 その他 55 娯楽

10 00 報道

25 25 その他 25 他（通）

30 他（通）

30 娯楽 教養

55 他（通） 55 他（通） 55 娯楽

11

25 その他 25 その他 25 報道 教養 25 報道

30 報道

30 報道 教養 教育

35 報道

40 他（通） 40 娯楽 教養

45 その他 45 教養 45 他（通） 45 他（通） 45 その他 45 その他

50 他（通） 50 その他 50 教養 50 教養 50 教養 50 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養

12

35 娯楽 教養

50 娯楽 教養

13

30 娯楽

55 娯楽 報道 教養 教育

50 教育

14

25 その他

30 娯楽 30 娯楽 教養 教育

15 00 娯楽 教養 教育

25 その他

30 娯楽
50 他（通）

55 娯楽 教養 教育 55 娯楽 55 娯楽 55 娯楽 55 娯楽

16

テレビ岩手　２０１４年　５月３週
テレビ岩手編成部

月 火 水 木 金 土 日

ＴＶショッピング
 ＴＶショッピング  ＴＶショッピング

 ＴＶショッピング

Ｏｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥ  ＴＶショッピング

おはようＴＶＩ

ＴＶショッピング
おはようＴＶＩ おはようＴＶＩ

 ＴＶショッピング  ＴＶショッピング

シューイチウェークアップ！ぷらす

スッキリ！！

わんだ４メーション

ＴＶショッピング

ズームイン！！サタデー
それいけ！アンパンマン

ＺＩＰ！
ＮＮＮニュース・サンデー

らどんぱ！

わんだ４メーション ＮＮＮストレイト　ニュー
ス

ウェザー＆インフォ

イーハトーブに新しい風を
～上田東一　花巻市長に聞く～

誰だって波瀾爆笑

2014春の県南まつり

男子ごはんＴＶショッピングTVショッピング

わんだ４メーション

ＴＶショッピング

わんだ４メーション

日本を見つけよう～岩手～

ＴＶショッピング

ＮＮＮ　ｽﾄﾚｲﾄﾆｭｰｽ

ＮＮＮ　ストレイトニュース ウェザー＆インフォ

ＴＶショッピング

わんだ４メーション ＴＶショッピング ＴＶショッピング わんだ４メーション ふるさとカメラ

開運！なんでも鑑定団

ヒルナンデス！

Ｙｏｕは何しに日本へ？（再）

開運！なんでも鑑定団

わんだ４メーション

Ｙｏｕは何しに日本へ？（再）
ＴＶショッピング わんだ４メーション  ふるさとカメラ 24時間テレビリポート  ふるさとカメラ

わんだ４メーション

ＴＶショッピング
カウントアップ

らどんぱ！ １×８いこうよ！ 笑点 夢・見る・ピノキオ 高田純次の

人生クイズハンター！
所さんの目がテン！

わんだ４メーション

情報ライブ　ミヤネ屋

GO!ビッグブルズスペシャル
Play together

アジアぷらぷら

高校生クイズ２０１４～クイズに
参加して海外を目指せＳＰ～

中京テレビ・ブリヂストンレ
ディスオープン



25 娯楽 報道 教養 教育 25 その他 25 娯楽 報道 教養 30 娯楽 25 娯楽

教育

30 他（通） 55 その他 55 教養

17 00 報道 教養 教育

20 報道 教養 25 報道 教養

30 娯楽 報道 教養 30 娯楽 教養 教育 30 娯楽

教育

53 報道 教養 教育

18 00 娯楽 00 報道 教養 教育

15 報道 教養

ニュースプラス１いわて 30 娯楽 教養

54 教養 54 その他 その他 55 教養 教育

00 娯楽 教養 00 娯楽 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 00 娯楽 19 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 教育

56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 教養 教育

20 58 娯楽 教養

54 その他 54 その他 54 その他

57 報道 57 報道 57 報道

00 娯楽 教養 00 娯楽 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 21 00 娯楽 00 娯楽 教養

54 教養 54 その他

54 その他 54 娯楽 54 娯楽

00 娯楽 娯楽 00 娯楽 22 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 その他

54  American World その他 54  わんだ４メーション その他 56 娯楽 教養

00 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 00 娯楽 教養 教育 23 00 娯楽 教養

26 その他

30 娯楽 教養 教育 30 娯楽 教養 30 娯楽

58 報道 教養 教育 55 報道 教養 教育 55 報道 教養 教育

59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 教養 59 娯楽 24 娯楽 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 50 娯楽 50 報道 教養 教育
58 娯楽

25

20 娯楽 20 他（通）

23 娯楽 23 他（通） 23 娯楽 23 娯楽

50 他（通） 50 報道 教養 教育

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽
58 娯楽 26

08 その他 08 他（通） 08 他（通） 08 その他

13 他（通） 13 他（通） 12 他（通）

20 娯楽

08 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育

43 報道 教養 教育 43 報道 教養 教育 42 他（通）

50 報道 教養 教育

27

42 報道 教養 教育

28

時

宇宙兄弟 笑点

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

名探偵コナン

真相報道
バンキシャ！

満天☆青空レストラン

わんだ４メーション

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタ
デー

ニュースプラス１サタデー ニュースプラス１サンデー

わんだ４メーション

５きげんテレビ 日本を見つけよう～岩手～

５きげんテレビ

５きげんテレビ

通りの達人

いわて！わんこ広報室 アグリンの家

アブない芸能人で学ぶ現代社会
有吉ｾﾞﾐ

火曜サプライズ 1番ソングＳＨＯＷ あのニュースで得する人損する人 笑神様は突然に… 天才！志村どうぶつ園 ＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨ

ここばなわんだ４メーション

世界一受けたい授業 世界の果てまでイッテＱ！

わんだ４メーション＋ わんだ４メーション＋ やよいＬｉｖｉｎｇ

天気予報 天気予報 天気予報

世界まる見え！テレビ特捜部 踊る！さんま御殿！！ 笑ってコラえて！ ぐるナイ ネプ＆イモトの世界番付

行列のできる法律相談所
弱くても勝てます

いわて！わんこ広報室（再） わんだ４メーション

人生が変わる1分間の
深イイ話

ザ！世界仰天ニュース 秘密のケンミンＳＨＯＷ 土曜ドラマ

おしゃれイズム
嵐にしやがれ

しゃべくり007 水曜ドラマ
花咲舞が黙ってない

ダウンタウンＤＸ

わんだ４メーション Ｊｅｗｅｌｙ　Ｄａｙｓ ２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！ 金曜ロードＳＨＯＷ！
解決！ナイナイアンサー

２時間スペシャル

心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫ
アナザースカイ ＹＯＵ

わんだ４メーション

有吉反省会

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ 夢・見る・ピノキオ

わんだ４メーション

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　ＮｅｗｓＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

ダウンタウンのガキの

未来シアター ｳｰﾏﾝ・ｵﾝ・ザ・ﾌﾟﾗﾈｯﾄ ＬＩＶＥ　ＭＯＮＳＴＥＲ

プラチナイト プラチナイト プラチナイト
プラチナイト木曜ドラマ月曜から夜ふかし 今夜くらべてみました ナカイの窓

ＮＮＮドキュメント　’14
ミュージックドラゴン

内村さまぁ～ず 浜ちゃんが！ まさかのタメ年バラエ にけつッ！！ 使いやあらへんで！！

テレビショッピング ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳ

日テレＮＥＷＳ２４

ニノさん ジャパネットたかたテレビショッピング

ＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥ ジャパネットたかた Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！ ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ

わんだ４メーション ＴＶショッピング ＴＶショッピング わんだ４メーション

ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ
ＴＶショッピング

日テレＮＥＷＳ２４

ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング
東京号泣教室

日テレＮＥＷＳ２4 日テレＮＥＷＳ２４

ねだらＸ

日テレＮＥＷＳ２４

快適住宅見学隊

らーめん探訪

日月 火 水 木 金 土

日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４ ＴＶショッピング


