
12月16日(月)

報道2:20 2:30 天気予報

教養

娯楽
1:50 2:20 ｍｕｓｉｃる　ＴＶ

娯楽
0:20 1:20 相席食堂

娯楽1:20 1:50 しくじり先生　俺みたいになるな！！

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

教養

報道23:10 23:15 天気予報

娯楽23:15 0:15 かみひとえ

報道21:48 21:54 ｅａｔニュース

報道21:54 23:10 報道ステーション

その他(その他)18:55 19:00 コベキャン！シルエットクイズ

娯楽19:00 21:48 帰れマンデー見っけ隊！！＆１０万円でできるかな　合体３時間ＳＰ

報道

教育

教養

18:15 18:55 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:48 17:53 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:48 16:48 科捜研の女９

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:48 午後の劇場

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育11:30 11:35 瀬戸にゃん海

その他(その他)11:35 11:40 ナニミル？

その他(通販)10:30 11:00 テレビショッピング

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

その他(通販)9:55 10:25 テレビショッピング

報道10:25 10:30 天気予報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

報道

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング第２部

報道

教育

教養

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

報道4:45 4:55 天気予報

その他(通販)4:55 5:25 テレビショッピング



株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

12月17日(火)

報道2:20 2:30 天気予報

教養

娯楽
1:50 2:20 松本家の休日

娯楽0:20 1:20 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

娯楽1:20 1:50 バナナマンのドライブスリー

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

娯楽0:15 0:20 サウナ、いかなきゃ。

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 天気予報

娯楽
19:00 21:48 そんなコト考えた事なかったクイズ！トリニクって何の肉！？３時間ＳＰ

報道21:48 21:54 ｅａｔニュース

教養18:55 19:00 スーパーＪチャンネル　えひめ　第３部

教養

報道

教育

教養

18:15 18:55 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:48 17:53 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:48 16:48 科捜研の女９

報道

教養

娯楽
15:00 15:48 世界ＨＡＰＰＹ旅

その他(通販)14:00 14:30 テレビショッピング

その他(通販)14:30 15:00 テレビショッピング

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

報道13:55 14:00 天気予報

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

その他(その他)11:35 11:40 ナニミル？

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

娯楽10:30 11:30 暴れん坊将軍

その他(その他)11:30 11:35 グッチョイ！

その他(通販)9:55 10:25 テレビショッピング

報道10:25 10:30 天気予報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング第２部

教育

教養

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

その他(通販)4:55 5:25 テレビショッピング

報道

報道4:45 4:55 天気予報



株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

12月18日(水)

娯楽1:50 2:20 さまぁ～ず×さまぁ～ず

報道2:20 2:30 天気予報

娯楽
0:20 1:20 今ちゃんの『実は・・・』

娯楽1:20 1:50 水曜どうでしょう

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

教養

教養

娯楽
23:15 0:15 家事ヤロウ！！！

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 天気予報

教養20:54 21:00 ふるさと応援ＴＶ　えひめのミカタ

娯楽21:00 21:54 相棒ｓｅａｓｏｎ１８

その他(その他)18:55 19:00 テレビちゃん。クルクル選手権

娯楽19:00 20:54 あいつ今何してる？　２時間ＳＰ

報道

教育

教養

18:15 18:55 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:48 17:53 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:48 16:48 科捜研の女９

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:48 午後の劇場

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

その他(その他)11:30 11:35 グッチョイ！

その他(その他)11:35 11:40 ナニミル？

その他(通販)10:30 11:00 テレビショッピング

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

その他(通販)9:55 10:25 テレビショッピング

報道10:25 10:30 天気予報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング第２部

教育

教養

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

その他(通販)4:55 5:25 テレビショッピング

報道

報道4:45 4:55 天気予報



株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

12月19日(木)

教養2:10 2:40 ちかくナルナル　なるちか！

報道2:40 2:50 天気予報

娯楽1:00 1:40 Ｉターン

娯楽1:40 2:10 サ道

教養

娯楽
0:40 1:00 らぶちゅちゅ

娯楽23:35 0:35 アメトーークＰｒｅｓｅｎｔｓホリケンふれあい旅９

その他(その他)0:35 0:40 ナニミル？

報道22:14 23:30 報道ステーション

報道23:30 23:35 天気予報

報道20:54 21:00 ｅａｔニュース

娯楽21:00 22:14 木曜ドラマ　ドクターＸ～外科医・大門未知子～

娯楽
19:00 20:00 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

娯楽20:00 20:54 木曜ミステリー　科捜研の女

教育18:55 19:00 交通安全ココワンＴｕｂｅ♪

教養

報道

教育

教養

18:15 18:55 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:48 17:53 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:48 16:48 科捜研の女９

報道

教養

娯楽
15:00 15:48 世界ＨＡＰＰＹ旅

その他(通販)14:00 14:30 テレビショッピング

その他(通販)14:30 15:00 テレビショッピング

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

報道13:55 14:00 天気予報

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

その他(その他)11:35 11:40 ナニミル？

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

娯楽10:30 11:30 暴れん坊将軍

その他(その他)11:30 11:35 グッチョイ！

その他(通販)9:55 10:25 テレビショッピング

報道10:25 10:30 天気予報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング第２部

報道

教育

教養

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

報道4:45 4:55 天気予報

その他(通販)4:55 5:25 テレビショッピング



株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

12月20日(金)

報道3:20 3:30 天気予報

娯楽
2:20 2:50 超人女子戦士ガリベンガーＶ

娯楽2:50 3:20 Ｂｒｅａｋ　Ｏｕｔ

娯楽1:50 2:20 おにぎりあたためますか

教養

その他(その他)1:15 1:20 ナニミル？

娯楽1:20 1:50 くりぃむナンチャラ

報道23:10 23:15 天気予報

娯楽23:15 1:15 爆笑問題の検索ちゃん　芸人ちゃんネタ祭り　第７世代をぶっ潰せ！ＳＰ

教養21:48 21:54 ＧＬＯＲＹ　ＥＨＩＭＥで輝くＢＵＳＩＮＥＳＳ

報道21:54 23:10 報道ステーション

教養18:55 19:00 スーパーＪチャンネル　えひめ　第３部

娯楽19:00 21:48 ロンドンハーツ　３時間ＳＰ

報道

教育

教養

18:15 18:55 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:48 17:53 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:48 16:48 科捜研の女９

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:48 午後の劇場

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

その他(その他)11:30 11:35 グッチョイ！

その他(その他)11:35 11:40 ナニミル？

その他(通販)10:30 11:00 テレビショッピング

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

その他(通販)9:55 10:25 テレビショッピング

報道10:25 10:30 天気予報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング第２部

報道

教育

教養

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

教養
4:25 4:55 テレメンタリー２０１９

その他(通販)4:55 5:25 テレビショッピング

報道4:15 4:25 天気予報

報道



株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

12月21日(土)

報道2:50 3:00 天気予報

教養

娯楽
2:35 2:50 らぶちゅちゅ

教養

娯楽
2:05 2:35 タモリ倶楽部

娯楽0:35 1:35 ドラマみナイト

娯楽1:35 2:05 冒険発掘バラエティ　霜降り明星のあてみなげ

報道0:05 0:10 天気予報

娯楽0:10 0:35 テレビ千鳥

教育23:10 23:15 世界の車窓から

娯楽23:15 0:05 土曜ナイトドラマ　おっさんずラブ　－ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｋｙ－

教養18:56 21:54 ビートたけしのＴＶタックル　たけし＆爆笑問題がメッタ斬り！２０１９をザワつかせた50人

報道21:54 23:10 サタデーステーション

教養

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

報道17:55 18:00 天気予報

教育18:00 18:30 人生の楽園

報道

教養
17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

娯楽16:00 16:30 「映画　妖怪学園Ｙ　猫はＨＥＲＯになれるか」公開記念！Ｙ学園をウォッチ！ぶっ飛び㊙授業スペシャル！

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

その他(その他)13:50 14:00 グッチョイ！

娯楽14:00 16:00 Ｍ－１グランプリ２０１８　特別編

娯楽
12:30 13:25 サタデーバラエティ

教育13:25 13:50 食彩の王国

娯楽12:00 12:30 新婚さんいらっしゃい！

教養

その他(通販)11:30 11:45 テレビショッピング

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽
10:00 11:00 ポツンと一軒家

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

教養9:30 10:00 ちかくナルナル　なるちか！

教養

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

教養7:00 7:30 渡辺篤史の建もの探訪

教育7:30 8:00 題名のない音楽会

教養6:05 6:30 じゅん散歩

娯楽6:30 7:00 マムちゃん旅～元気にやってっか！～

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道6:00 6:05 天気予報

教養4:50 5:20 秘湯ロマン

その他(通販)5:20 5:50 テレビショッピング

報道4:40 4:50 天気予報



株式会社愛媛朝日テレビ　２０１９年１２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

12月22日(日)

教養
2:46 3:16 テレメンタリー２０１９

報道3:16 3:26 天気予報

娯楽2:16 2:46 ワールドプロレスリング

報道

教育

娯楽
1:46 2:16 これ誰の人生！？～Ｋｎｏｃｋｉｎ’ｏｎ　Ｓｅｖｅｎ’ｓ　Ｄｏｏｒ～

教養
1:00 1:15 ＡＮＮニュース＆スポーツ

娯楽1:15 1:46 夜の巷を徘徊する

報道0:55 1:00 天気予報

報道

報道

教養

娯楽

0:00 0:55 やべっちＦＣ東京五輪最終予選直前ＳＰ

教育23:00 23:05 世界の車窓から

娯楽23:05 0:00 関ジャム完全燃ＳＨＯＷ

娯楽18:34 22:10 Ｍ－１グランプリ２０１９

娯楽22:10 23:00 テレビ千鳥ＳＰ

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

娯楽18:30 18:34 もうすぐＭ－１グランプリ２０１９！

報道17:55 18:00 天気予報

教育

その他(その他)16:25 16:30 グッチョイ！

報道16:30 17:55 サンデーステーション

娯楽13:55 14:00 Ｍ－１グランプリ２０１９　敗者復活戦　直前情報

娯楽14:00 16:25 Ｍ－１グランプリ２０１９　敗者復活戦

教養12:00 12:55 ビートたけしのＴＶタックル

娯楽12:55 13:55 新婚さんいらっしゃい！　国際結婚ＳＰ

娯楽
10:00 11:50 スペシャルサンデー

報道11:50 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽9:30 10:00 騎士竜戦隊リュウソウジャー

教養

娯楽8:30 9:00 スター☆トゥインクルプリキュア

娯楽9:00 9:30 仮面ライダーゼロワン

教育

教養

6:20 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

その他(通販)5:50 6:20 テレビショッピング

報道

その他(通販)5:05 5:35 テレビショッピング

教育5:35 5:50 Ｋｉｄｓ’Ｗｏｒｌｄ

報道4:55 5:05 天気予報


