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２０１７年１０月基本番組表
月 火 水 木 金 土 日
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月 火 水 木 金 土 日

53 オープニング 【その他・その他】                                               

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   05  ココ掘れキッズのおしえてＭＡＰ【教養】     

13  オープニング 【その他・その他】                                              

15  テレショップ 
    【その他・通販】                    

18  オープニング   【その他・その他】                     

20  テレショップ 
    【その他・通販】                    

20  テレショップ 
    【その他・通販】                    

25  テレショップ 
    【その他・通販】                    

25  テレショップ 
    【その他・通販】                    

25  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   

25  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   45  テレショップ 

    【その他・通販】                    50  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   

50  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   

55  テレショップ 
    【その他・通販】                    
   15  たまごちゃん【その他・その他】 

20  ベイブレードバースト 
    【娯楽】                    

【月～金】5：25～8：00 

グッド！モーニング 
【報道】 【教育】 【教養】 

   

50  ＡＮＮニュース  【報道】                    

20  テレショップ 
    【その他・通販】                    

00  週刊ニュースリーダー   
  【報道】【教育】 
  【教養】【娯楽】 
 

30  宇宙戦隊キュウレンジャー 
  【娯楽】 
 

00 仮面ライダービルド 
  【娯楽】 
   

00  朝だ！生です旅サラダ  
  【教育】【教養】【娯楽】 
 

  【月～金】8：00～9:55 
羽鳥慎一モーニングショー 
【報道】【教育】【教養】  

30  キラキラ☆プリキュアアラモード 
  【娯楽】 
 

30  サタハピしずおか 
  【娯楽】 
 

25  お天気コーナー  【報道】                                          25  お天気コーナー  【報道】                                          25  お天気コーナー  【報道】                                          25  お天気コーナー  【報道】                                          

00  日曜ワイド 
  【娯楽】 
 

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   
 

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55 サタデーコレクション 
  【娯楽】 

【月～金】10：30～12：00 
ワイド！スクランブル 

【報道】【教育】【教養】 
 
   

25  たまごちゃん【その他・その他】    

45  ＡＮＮニュース 【報道】               
50   ＡＮＮニュース 【報道】                  

【月～金】12：00～12：30  徹子の部屋  【教育】【教養】 
00  ビートたけしのＴＶタックル 
  【教養】 
 

【月～金】12：50～13：45 
ワイド！スクランブル 

【報道】【教育】【教養】   

55   新婚さんいらっしゃい！ 
  【娯楽】 
 
25  パネルクイズ アタック２５ 
  【教育】【教養】 
 

【月～金】13：45～14：00 上沼恵美子のおしゃべりクッキング  【教育】 

【月～金】14：00～15：50 
傑作ワイド劇場 

【娯楽】 
 
 
 
 
 
 

00  土曜スペシャル２  
  【娯楽】 
 

30 ＡＮＮスーパーＪチャンネル 
  【報道】 

【月～金】15：50～16：45 
ドラマシリーズ 

【娯楽】 
   

【月～金】16：45～17：53 
とびっきり！しずおか 

【報道】【教育】【教養】   

55  ピエール瀧のしょんないＴＶ 
  （再）【娯楽】 

25   静岡のチカラ【教養】 

30  スーパーＪチャンネル 
  【報道】 

【月～金】17：53～18：15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル 【報道】 
55   静岡県のお天気 【報道】                     55  ウェザーリポート 【報道】                  

00  人生の楽園 
  【教育】 

00  相葉マナブ 
  【教育】【教養】 

【月～金】18：15～18：51 とびっきり！しずおか 
【報道】   30  ごはんジャパン 

  【教養】【娯楽】 
30 イチから住～前略、移住しました～   
  【教養】【娯楽】 

【月～金】18：51～19：00 とびっきり！しずおか  【教養】            
56  世界が驚いたニッポン！ 
  スゴ～イデスネ！！視察団 
   
  【教育】【教養】【娯楽】 
 

57  日曜もアメトーーク！ 
   
  【娯楽】 
 

00  ドラえもん 
  【教育】【娯楽】 

00  天才キッズ全員集合 
  ～君ならデキる!!～ 
  【教育】【教養】【娯楽】 

00  林修の今でしょ！講座   
  【教育】【教養】 

00   あいつ今何してる？  
  【娯楽】 

00  日本人の３割しか知らないこと 
  くりぃむしちゅーの 
  ハナタカ！優越館 
  【教養】【娯楽】   30  クレヨンしんちゃん 

  【娯楽】 

【月～金】19：54～20：00 あさひテレビニュース  【報道】                
54  池上彰のニュース 
  そうだったのか！！ 
  
  【報道】【教養】 
 

58  ビートたけしのスポーツ大将 
 
  【教養】【娯楽】 
 

00  中居正広の身になる図書館 
  【教養】【娯楽】 
   

00  名医とつながる！ 
  たけしの家庭の医学 
  【教育】【教養】 
 

00  くりぃむクイズ ミラクル９  
  【教育】【教養】【娯楽】 
 

00  木曜ミステリー 
  「科捜研の女」 
  【娯楽】 

00  ミュージックステーション 
  【娯楽】 

【月～金】20：54～21：00 お天気＆レジャー 【報道】【教養】                    

00  クイズプレゼンバラエティー 
  Ｑさま！！   
  【教育】【教養】 
 

00  世界の村で発見！ 
  こんなところに日本人 
  【教育】【教養】【娯楽】 

00  水曜ドラマ 
  相棒ｓｅａｓｏｎ１６ 
  【娯楽】 

00  木曜ドラマ 
  「ドクターＸ 
   ～外科医・大門未知子～」 
  【娯楽】 

00  金曜★ロンドンハーツ  
  【娯楽】 
 
   

54  サタデーステーション 
  【報道】 
   

54  サンデーステーション 
  【報道】 

【月～金】21：54～23：10 報道ステーション 【報道】 
   

54   ココデビナビ【その他・その他】                              

59   エネ塾【教養】                     

10  ザ・メッセージ【その他・その他】 10  コピンクス２０２０【その他・その他】            10  ザ・メッセージ【その他】／部活＠静岡 【教育】                 10  ＤＯ ＭＡＬＬ！ＴＶ【娯楽】 
05  お天気コーナー 【報道】                     

10  スポーツパラダイス 
   
  【報道】【教養】 

05  土曜ナイトドラマ 
  オトナ高校  
  【娯楽】 
 

10  関ジャム 完全燃ＳＨＯＷ   
  【娯楽】 

15  激レアさんを連れてきた    
  【教養】【娯楽】 
 

15  ソノサキ ～知りたい見たい
を大追跡！～ 
  【教養】【娯楽】 
 

15  マツコ＆有吉 かりそめ天国 
  【娯楽】 

15  雨上がり決死隊のトーク番組 
  アメトーーク！ 
  【娯楽】 

45  金曜ナイトドラマ 
  「重要参考人探偵」 
  【娯楽】 

59   お天気コーナー【報道】 

05  日本サッカー応援宣言 
  やべっちＦＣ 
  【報道】【教養】【娯楽】 

【月～木】24：15～24：20 お天気コーナー 【報道】                      

05  ラストアイドル 
  【娯楽】 

40  ザキとロバ 
  【娯楽】 

20  バクモン学園！！住んでみた。   
  【娯楽】 
 

20 水曜どうでしょうＣｌａｓｓｉｃ 
  【娯楽】               

20  ピエール瀧のしょんないＴＶ 
  【娯楽】               

45  イベント情報 【その他・その他】                       

50  探偵！ナイトスクープ   
  【教育】【娯楽】              
   
 

50  情報   【その他・その他】                             
50  『ぷっ』すま 
  【娯楽】 
 

50  なるみ・岡村の過ぎるＴＶ 
  【教養】【娯楽】              
   

50  モヤモヤさまぁ～ず２ 
  【娯楽】               

55  恋とか愛とか（仮） 
  【娯楽】 
 

10  ワールドプロレスリング 
  【娯楽】 

50 三又ノ番組  
  【娯楽】 
 

20  夜の巷を徘徊する 
  【娯楽】 
 

50   ココデビナビ【その他・その他】 
50  ももクロＣｈａｎ 
  【娯楽】 

50  タモリ倶楽部 
  【教養】【娯楽】 55  ゴッドタン 

  【娯楽】 
 

20  ココデビナビ【その他・その他】 20  ココデビナビ【その他・その他】 20  ココデビナビ【その他・その他】 
25  ココデビナビ【その他・その他】 

25  テレメンタリー２０１７ 
  【報道】【教養】 

25  テレショップ 
  【その他・通販】                   

25  テレショップ 
  【その他・通販】                   

25  ｍｕｓｉｃるＴＶ 
  【教養】【娯楽】 
 

10  テレメンタリー２０１７（再）     
  【報道】【教養】 

30  ＢＲＥＡＫ ＯＵＴ 
  【娯楽】 

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

40  テレショップ 
  【その他・通販】                   

00  テレショップ 
  【その他・通販】                   

50  クロージング   【その他・その他】                     

25  クロージング   【その他・その他】                     25  クロージング   【その他・その他】                     25 クロージング   【その他・その他】                     

10  クロージング   【その他・その他】                     

30  クロージング   【その他・その他】                     
25  クロージング   【その他・その他】                     

25  サタハピぷらす 
  【娯楽】 
 

03  オープニング   【その他・その他】                                            

50 ポケモンの家あつまる？ 
  【娯楽】 

20  １０万円でできるかな 
  【娯楽】 

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

00  土曜スペシャル 
  【娯楽】 

25  お天気コーナー  【報道】                                          

20  テレショップ 
  【その他・通販】                   
 

25  おべんとレター。【教養】 

20  路線バスで寄り道の旅 
  【娯楽】 
 

55 たけしのニッポンのミカタ！   
   【娯楽】 

53 オープニング 【その他・その他】                                               

【月～金】12：30～12：50  帯ドラマ劇場「トットちゃん」 【娯楽】 

40   お天気コーナー【報道】     

58  陸海空 地球征服するなんて 
  【娯楽】 
   

40  松本家の休日 
  【娯楽】 
     

30  日曜スペシャル 
  【娯楽】 
 

54   しくじり先生 予習の時間 【娯楽】                     

58  今夜、誕生！音楽チャンプ   
  【娯楽】 

20  サンデーＬＩＶＥ!! 

  【報道】【教育】 

   【教養】【娯楽】 
                

55 テンション上がる会？～地球のこと
で熱くなれ！～ 
   【娯楽】 
 

40 ロボット旅 日本一周 ～タカラモ
ノクダサイ～ 
   【娯楽】 
 
   

35  題名のない音楽会 
  【教育】 

05  雨上がりの「Ａさんの話」 
  ～事情通に聞きました！～ 
  【教養】【娯楽】 

20 さまぁ～ず×さまぁ～ず 
  【娯楽】 

50  ちょっとタビ好キ 
  【娯楽】 

05  たまごちゃん【その他・その他】 
00  コピンクス２０２０ 【その他・その

30  ココデビナビ【その他・その他】 

二重枠＝日付先頭番組


