
その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

娯楽4:35 5:25 暴れん坊将軍

その他(その他)3:53 3:55 オープニング

報道3:55 4:05 天気予報

株式会社愛媛朝日テレビ　２０２１年８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

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？

娯楽10:30 11:00 おにぎりあたためますか

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

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:38 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:38 16:38 相棒ｓｅａｓｏｎ１３

報道

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 15:38 午後の劇場

教育21:48 21:54 交通安全ココワンＴｕｂｅ♪

報道21:54 23:10 報道ステーション

教育

教養

娯楽

18:45 21:48 帰れマンデー見っけ隊！！＆Ｑさま！！　豪華２本立て３時間ＳＰ

報道

教育

教養

18:15 18:45 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

娯楽
23:45 0:45 激レアさんを連れてきた。

その他(その他)0:45 0:50 ナニミル？

報道23:40 23:45 天気予報

教養

報道

教育

教養

23:10 23:40 熱闘甲子園

その他(通販)2:20 2:50 テレビショッピング

その他(通販)2:50 3:20 テレビショッピング

教養

娯楽
1:50 2:20 ｍｕｓｉｃる　ＴＶ

教養

娯楽
0:50 1:50 相席食堂

報道3:20 3:30 天気予報

その他(その他)3:30 3:31 放送休止

8月16日(月)



その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

娯楽4:35 5:25 暴れん坊将軍

その他(その他)3:53 3:55 オープニング

報道3:55 4:05 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

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？

教養10:30 11:00 秘湯ロマン

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

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

教養

16:38 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:38 16:38 相棒ｓｅａｓｏｎ１３

報道

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 15:38 午後の劇場

教養

娯楽
20:00 21:48 芸能界常識チェック　～トリニクって何の肉！？～特別編２時間ＳＰ

教養

娯楽
18:45 20:00 家事ヤロウ！！！

報道

教育

教養

18:15 18:45 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道23:40 23:45 天気予報

娯楽23:45 0:45 ロンドンハーツ

報道

教育

教養

23:10 23:40 熱闘甲子園

報道21:48 21:54 天気予報

報道21:54 23:10 報道ステーション

その他(通販)2:50 3:20 テレビショッピング

報道3:20 3:30 天気予報

娯楽1:50 2:20 しくじり先生　俺みたいになるな！！

その他(通販)2:20 2:50 テレビショッピング

その他(その他)0:45 0:50 ナニミル？

娯楽0:50 1:50 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

その他(その他)3:30 3:31 放送休止

8月17日(火)



娯楽4:35 5:25 暴れん坊将軍

報道

報道3:55 4:05 天気予報

その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

その他(その他)3:53 3:55 オープニング

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(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？

教養10:30 11:00 辰巳琢郎の家物語

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

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

報道11:40 11:45 ｅａｔニュース

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

教養

16:38 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:38 16:38 相棒ｓｅａｓｏｎ１３

報道

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 15:38 午後の劇場

教養

娯楽

20:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

娯楽18:45 20:00 あいつ今何してる？

教育

報道

教育

教養

18:15 18:45 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

娯楽23:15 0:15 お笑い実力刃

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

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 刑事７人

その他(通販)2:20 2:50 テレビショッピング

報道2:50 3:00 天気予報

娯楽1:20 1:50 水曜どうでしょう

その他(通販)1:50 2:20 テレビショッピング

教養

娯楽
0:20 1:20 今ちゃんの『実は・・・』

その他(その他)3:00 3:01 放送休止

8月18日(水)



娯楽4:35 5:25 暴れん坊将軍

報道

報道3:55 4:05 天気予報

その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

その他(その他)3:53 3:55 オープニング

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)11:00 11:30 テレビショッピング

その他(その他)11:30 11:35 グッチョイ！

教養

娯楽
10:30 11:00 高田純次のセカイぷらぷら

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

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

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15:38 16:38 相棒ｓｅａｓｏｎ１３

報道

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 15:38 午後の劇場

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教養

娯楽
18:45 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

報道

教育

教養

18:15 18:45 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:38 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

報道

教育

教養

23:10 23:40 熱闘甲子園

娯楽21:00 21:54 木曜ドラマ　緊急取調室

報道21:54 23:10 報道ステーション

娯楽20:00 20:54 木曜ミステリー　ＩＰ～サイバー捜査班

教育20:54 21:00 テレビちゃん。早押しライブＱ

教養

娯楽

0:50 2:20 第４５回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　ＦＪネク

その他(その他)0:45 0:50 ナニミル？

報道

報道23:40 23:45 天気予報

娯楽23:45 0:45 アメトーーク！

その他(その他)3:30 3:31 放送休止

教養2:20 3:20 ちかくナルナル　なるちか！

報道3:20 3:30 天気予報

8月19日(木)



報道3:55 4:05 天気予報

報道

その他(その他)3:53 3:55 オープニング

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
4:05 4:35 テレメンタリー２０２１

娯楽4:35 5:25 大江戸捜査網

教養

娯楽
10:30 11:00 鉄道ポスターの旅

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11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

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

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

その他(その他)11:30 11:35 グッチョイ！

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 15:38 午後の劇場

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

教育

教養
18:15 18:30 スーパーＪチャンネル　えひめ　第２部

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:38 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:38 16:38 陽はまた昇る

報道

教育

教養

23:10 23:40 熱闘甲子園

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道

娯楽18:30 21:48 ミュージックステーション　ＳＵＭＭＥＲ　ＦＥＳ！

報道21:48 21:54 天気予報

教養

娯楽

0:50 2:20 第４５回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　ＦＪネク

その他(その他)0:45 0:50 ナニミル？

報道

報道23:40 23:45 天気予報

娯楽23:45 0:45 金曜ナイトドラマ　漂着者

報道2:50 3:00 天気予報

その他(その他)3:00 3:01 放送休止

教養

娯楽
2:20 2:50 タモリ倶楽部

8月20日(金)



その他(その他)4:38 4:40 オープニング

報道4:40 4:50 天気予報

教養6:05 6:35 旅猫ロマン

教養6:35 7:00 じゅん散歩

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道6:00 6:05 天気予報

その他(通販)4:50 5:20 テレビショッピング

その他(通販)5:20 5:50 テレビショッピング

教養9:30 10:30 ちかくナルナル　なるちか！

教養10:30 11:00 渡辺篤史の建もの探訪

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

教育7:00 7:30 人生の楽園

教育7:30 8:00 題名のない音楽会

教養

娯楽
12:30 13:30 ポツンと一軒家

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽12:00 12:30 新婚さんいらっしゃい！

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

その他(通販)11:30 11:45 テレビショッピング

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

教育

娯楽14:25 16:20 スペシャルサタデー　科捜研の女　２０１３年クリスマスＳＰ

その他(その他)16:20 16:30 グッチョイ！

教養

娯楽
13:30 14:25 サタデーバラエティ　ソレダメ！

教育18:00 18:30 人生の楽園

教養

教養
17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道17:55 18:00 天気予報

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

報道

娯楽21:55 22:25 あざとくて何が悪いの？

娯楽22:25 22:55 ノブナカなんなん？

教養
18:56 20:54 サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん　２時間ＳＰ

報道20:54 21:55 サタデーステーション

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

教育

娯楽23:30 0:30 オシドラサタデー　ザ・ハイスクール　ヒーローズ

報道0:30 0:35 天気予報

教育

教養

23:00 23:30 熱闘甲子園

その他(その他)22:55 23:00 ナニミル？

報道

その他(通販)2:30 3:00 テレビショッピング

その他(その他)3:00 3:01 放送休止

報道

教養

娯楽

0:35 2:30 第４５回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　ＦＪネク

8月21日(土)



その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

その他(通販)4:35 5:05 テレビショッピング

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 おしえて！四千頭身

教養

娯楽

10:00 10:50 スペシャルサンデー　ひらめけ！冒険キッズ　ナゾトキ×ランプ　３つのハテナ

娯楽9:30 10:00 機界戦隊ゼンカイジャー

教育

娯楽8:30 9:00 トロピカル～ジュ！プリキュア

娯楽9:00 9:30 仮面ライダーセイバー

教養12:00 12:55 ビートたけしのＴＶタックル

娯楽12:55 13:25 新婚さんいらっしゃい！

その他(その他)11:45 11:50 ナニミル？

報道11:50 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽10:50 11:20 まだアプデしてないの？

教養11:20 11:45 食彩の王国

教養

娯楽

16:00 16:05 ＣＡＴ　Ｌａｄｉｅｓゴルフ２０２１　直前情報

娯楽15:00 16:00 スペシャルサンデー第２部　マツコ＆有吉　かりそめ天国　傑作選

報道

教養

娯楽

その他(通販)

13:55 15:00 スペシャルサンデー第２部　ザワつく！金曜日　傑作選

教育

教養
13:25 13:55 パネルクイズ　アタック２５

教養
17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道17:55 18:00 天気予報

その他(その他)17:25 17:30 グッチョイ！

報道

報道

教養

娯楽

16:05 17:25 ＣＡＴ　Ｌａｄｉｅｓゴルフ２０２１

テレビ千鳥

報道20:56 21:00 ｅａｔニュース

報道21:00 21:55 サンデーステーション

教養

娯楽
19:00 20:56 ポツンと一軒家　２時間ＳＰ

教育

教養
18:00 19:00 相葉マナブ

8月22日(日)

娯楽23:30 3:00 第４５回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　ＦＪネク

その他(その他)3:00 3:01 放送休止

教育

教養

23:00 23:30 熱闘甲子園

報道22:55 23:00 天気予報

報道

娯楽21:55 22:25 爆笑問題＆霜降り明星のシンパイ賞！！

娯楽22:25 22:55


