
30 30 30 30
55 通販 通販 55 55

  通販   
25 通販 通販 通販 通販 通販 25 通販 25
30 通販 30

報道 報道 報道 報道 報道 40 教育
教育 教育 教育 教育 教育 その他 娯楽
教養 教養 教養 教養 教養 45

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 報道
55 教養 55

報道 報道 報道 報道 報道
教育 教育 教育 教育 教育 教育
教養 教養 教養 教養 教養 娯楽
娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

その他
45

報道 報道
教養

教育
教養
娯楽

30

教養 教育
娯楽 教養

娯楽
8     8

報道 報道 報道 報道 報道 報道 報道
教育 教育 教育 教育 教育 教育 教育
教養 教養 教養 教養 教養 教養 教養
娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

25

その他
30 30 30
54 教育 54
55 教養 報道 55

教育 報道 教育 教養 教育 娯楽
教養 教育 教養 娯楽 教養 通販 教養
娯楽 教養 娯楽 娯楽

教育
25 25 教養 25
30 教育 30
50 50 教育 50
55 通販 55 通販 通販 通販 教養 55

  通販   
20 20

教育 教育 教育 教育 教育
報道

報道 報道 報道 報道 報道 報道

報道
45

報道 報道
教養

報道 報道 報道 報道 報道 報道 娯楽
教育 教育 教育 教育 教育
教養 教養 教養 教養 教養 教育
娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 10

報道
15

教育
教養

45 45 45

娯楽
報道

教養
娯楽

30 30

教養
教養 教養 教養 教養 教養 娯楽

その他 その他 通販 その他 その他 教養

教養 教育 教育 教育 教育 教養
娯楽 教養 教養 教養 教養 娯楽

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽
55

通販 通販 通販 通販
    
30 30

教養 教養 教養 教養 教養
通販 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

報道 報道 報道 報道 報道 教養
教育 教育 教育 教育 教育 娯楽
教養 教養 教養 教養 教養
娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

53 53

報道 報道 報道 報道 報道 54

教育 教育 教育 教育 教育 教養 その他
教養 教養 教養 教養 教養
娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 教養 教養

17

54 火の国魂 ＲＫＫフラッシュ 54

17

  たべごころ 七つの大罪 The Seven Deadly Sins   

夕方いちばん そうだ旅に行こう   

16

Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ

サンデースペシャル２
55 三越テレショップ 55

16

  夕方いちばん 夕方いちばん 夕方いちばん 夕方いちばん

15

３時のエンターテイメント ３時のエンターテイメント ３時のエンターテイメント ３時のエンターテイメント

15
火－金15時枠 火－金15時枠 火－金15時枠 火－金15時枠

14

55 三越テレショップ 三越テレショップ 三越テレショップ 三越テレショップ 55

55

14

  マンデースペシャル 水戸黄門（再） 水戸黄門（再） 水戸黄門（再） 水戸黄門（再） サタデースペシャル   

ごごネタ！ハグくむＴＶ ごごネタ！ハッピーフォトＴＶ 50

55 ＲＫＫフラッシュ ＲＫＫフラッシュ 特選マルシェ ＲＫＫフラッシュ ＲＫＫフラッシュ 女性の健康Ｑ＆Ａ

13

  男子ごはん   

13
サンデースペシャル

50 ごごネタ！脳活！ＴＶ ごごネタ！クックＴＶ ごごネタ！雪月花ＴＶ

12

10 天気予報 10

15 池上彰の経済教室 15

痛快！明石家電視台
54 天気予報

熊日ニュース 55

12

  ３分クッキング   

54

55 ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！

ＪＮＮニュース 30

40 熊日ニュース 40

45 ＪＮＮニュース アッコにおまかせ！ 45

30 ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！

11 11

３分クッキング ３分クッキング ３分クッキング ３分クッキング ３分クッキング
25 天気予報 25

★列車に乗って   

10
15 世界一の九州が始まる！ 15

日本！食紀行
ガイアの夜明け

お買物情報 お買物情報

週刊山崎くん（再） ムーブ（再） 主治医が見つかる診療所 出没！アド街ック天国 カンブリア宮殿

10

  

お買物情報 お買物情報
お買物情報

サンデーモーニング

9

    

925 Ｒあるテレビ 25

王様のブランチ
天気予報

いっぷく！ いっぷく！ いっぷく！ いっぷく！ いっぷく！ 知っとこ！

7

  健康カプセル！ゲンキの時間   

7
30 サワコの朝 がっちりマンデー！！ 30

ＮＡＲＵＴＯ　疾風伝   

630 ＲＫＫ番組批評 30

45 あさチャン！サタデー ＪＮＮニュース 45

あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！

6

  

40 はっ県！くまモンラボ 40

45 あさチャン！サタデー 45

おはようテレショップ おはようテレショップ

5

お買物情報
あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ 妖怪ウォッチ

4
お買物情報 お買物情報

4
おはようテレショップ

5

おはようテレショップ おはようテレショップ おはようテレショップ おはようテレショップ

ＲＫＫ熊本放送　番組分類ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ

２０１４年月１０期　基本タイムテーブル

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）



娯楽 娯楽
30

報道 報道
44 教育 44
50 教養 報道 50

報道 報道 報道 報道 報道
報道

教育
15 教養 15
30 報道 報道 報道 報道 報道 30
50 50 教育 50

教養 教養
教育 教育 教育 教育 教育

教養 教養 教育 教育 娯楽 教育 教養
娯楽 娯楽 教養 教養 教養 娯楽

娯楽 娯楽 娯楽

50 50 50
55 その他 55
56 教養 56 56
57 教育 教育 教育 教養 教育 57

教養 教養 教養 娯楽 教養 教養
教育 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽
教養
娯楽

54

報道 報道 報道 報道 報道 報道

教育 教養 教育 教育 教育 教育
教養 娯楽 教養 教養 教養 教養
娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

54

報道 報道 報道 報道 報道 報道

教育 娯楽 教養 教育 報道 教養
教養 娯楽 教養 教育 娯楽
娯楽 娯楽 教養

娯楽
報道 報道 報道 報道 報道 その他
教育 教育 教育 教育
教養 教養 教養 教養 教養 教育

娯楽 24 教養
報道 娯楽

30 30 30

報道 教養 教養
教育 教育 教育 教育 教育 娯楽 娯楽

  教養 教養 教養 教養 教養   

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 15 教養 報道
教養 娯楽 教養

30 娯楽 30 30

報道
その他 その他 その他 その他 教養

43 43
45 娯楽 教養 娯楽 娯楽 45 45
50 娯楽 教育 50
58 教養 58 娯楽 58

  娯楽 教養   
13 13 娯楽 13
15 娯楽 娯楽 娯楽 15 15
20 教養 20
22 22 通販 22
43 教養 43
50 教育 教養 教育 教養 娯楽 50
53 教養 娯楽 教養 娯楽 53 娯楽 53

  娯楽 娯楽 教養   
13 娯楽 13
20 教養 娯楽 20

娯楽 39 報道
娯楽 教育

43 教養 43
50 通販 通販 通販 50

    
13 13
22 通販 通販 22 22
30 30 通販 30
39 通販 39 39
43 通販 43
52 52

    
9 9

28 28

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

お買物情報 お買物情報

27 27

お買物情報 お買物情報
お買物情報

お買物情報
お買物情報

SOUND STEADY

26 26

ＭＵＳＩＣ　Ｂ．Ｂ 暁のヨナ
ムーブ

39 進撃の巨人 39

お買物情報

ぱじゃまでシネマ
月曜ナイトエンタ フィッシングライフ 海外ドラマ２ ぱじゃまでシネマ

Ｍ３～ソノ黒キ鋼～

ロケみつ フライデー
パチンコ研究所

COUNT DOWN TV

25 25

ゴッドタン ざっくりハイタッチ バナナステーキ
税金は知ってる人が得をする!!

ＴＶショップたかた

キャッチ！ キャッチ！ キャッチ！ キャッチ！ 38

内村さまぁ～ず ノブナガ 噂の現場直行ドキュメン ガンミ！！ 有吉ジャポン

53

24

７つの海を楽しもう！世界さまぁ～リゾート Ｓ☆１

24

15 ガルキン 15

Ｓ☆１
38

新チューボーですよ！ 旅ずきんちゃん～全日本のほほ～ん女子会～

53 孤独のグルメSeason4 林先生の痛快！生きざま大辞典 アイ・アム・冒険少年 ＷＡＤＡＩの王国

23

  A-Studio 情熱大陸   

23
24 天気予報 24

ＮＥＷＳ２３

  

22

54 ＮＥＷＳ２３ ＮＥＷＳ２３ ＮＥＷＳ２３ ＮＥＷＳ２３ 天気予報 Ｒあるテレビ 54

熊日ニュース 54

22

  火曜ドラマ 水曜日のダウンタウン 櫻井有吉アブナイ夜会 金曜ドラマ 新・情報７days　ニュースキャスター さまぁ～ずの世界のすげぇにツイテッタ～

世界ふしぎ発見！ 日曜劇場   

21

54 熊日ニュース フラッシュニュース 熊日ニュース 熊日ニュース 熊日ニュース

フラッシュニュース フラッシュニュース フラッシュニュース 54

21

  月曜ゴールデン マツコの知らない世界 木曜ドラマ劇場 中居正広の金曜日のスマたちへ

駆け込みドクター！運命を変える健康診断

20

  月曜ミステリーシアター   

20

54 フラッシュニュース フラッシュニュース フラッシュニュース

不思議探求バラエティ　ザ・世界ワンダーＸ   

19
はっ県！くまモンラボ

プリティーウーマン～素敵なママ達へ～

世界の日本人妻は見た！ 水トク！ 人間観察バラエティ　モニタリング ぴったんこカン・カン ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！

ちびっ子タイム 55

19

  私の何がイケないの？ 所さんのニッポンの出番！ 週刊山崎くん プレバト!! 爆報！ＴＨＥフライデー 炎の体育会ＴＶ

18
夕方いちばん 夕方いちばん 夕方いちばん 夕方いちばん 夕方いちばん

夢の扉＋
ｅ倶楽部

ちびっ子タイム ちびっ子タイム

54 Ｎスタ 54

18

  THE　世界遺産   

55 ちびっ子タイム ちびっ子タイム

17
30 報道特集 Ｎスタ 30

熊日ニュース
Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ

17

    

Ｎスタ


