
娯楽4:35 5:25 暴れん坊将軍

報道

報道3:00 4:05 台風情報

その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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

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

教育11:30 11:35 瀬戸にゃん海

教養

娯楽
10:30 11:00 おにぎりあたためますか

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14:40 15:40 おみやさん５

娯楽15:40 16:40 相棒ｓｅａｓｏｎ２０

教育13:30 13:45 ＤＡＩＧＯも台所　～きょうの献立　何にする？～

その他(通販)13:45 14:40 ジャパネットたかた　生放送テレビショッピング

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

18:15 19:00 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

教育

教養

16:40 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

教養

娯楽
23:15 23:45 激レアさんを連れてきた。

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

教育21:48 21:54 交通安全ココワンＴｕｂｅ♪

娯楽
1:05 1:26 らぶちゅちゅ

報道

娯楽0:20 1:05 月曜バラエティ

教養

娯楽23:45 0:15 証言者バラエティ　アンタウォッチマン！

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

その他(通販)1:50 2:20 テレビショッピング

その他(通販)2:20 2:50 テレビショッピング

報道

教養

娯楽

1:38 1:50 バスケ☆ＦＩＶＥ～日本バスケ応援宣言～

教養

娯楽

1:26 1:38 ラブ！！Ｊリーグ

9月19日(月)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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

教育

教養

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

娯楽4:35 5:25 暴れん坊将軍

報道

報道2:50 4:05 台風情報

その他(通販)4:05 4:35 テレビショッピング

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

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

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

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？

娯楽15:40 16:40 相棒ｓｅａｓｏｎ２０

報道

教育13:30 13:45 ＤＡＩＧＯも台所　～きょうの献立　何にする？～

娯楽13:45 15:40 午後の劇場

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教養

娯楽
19:00 20:00 家事ヤロウ！！！

報道

教育

教養

18:15 19:00 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

16:40 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽23:15 23:45 ロンドンハーツ

娯楽23:45 0:15 有吉クイズ

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20:00 21:48 テレビ千鳥ＳＰ

報道21:48 21:54 天気予報

その他(通販)1:50 2:20 テレビショッピング

その他(通販)2:20 2:50 テレビショッピング

娯楽
0:20 1:20 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

娯楽1:20 1:50 ナスＤ大冒険ＴＶ

教養0:15 0:20 Ｍｙ　Ｓｔｏｒｙ　Ｍｙ　Ｌｉｆｅ

教養

報道2:50 3:00 天気予報

その他(その他)3:00 3:01 放送休止

9月20日(火)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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

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 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

16:40 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:40 16:40 相棒ｓｅａｓｏｎ２０

報道

教育13:30 13:45 ＤＡＩＧＯも台所　～きょうの献立　何にする？～

娯楽13:45 15:40 午後の劇場

教育

教養

娯楽

19:00 21:48 ザ・タイムショック　３時間ＳＰ

報道

教育

教養

18:15 19:00 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23:45 0:15 ＮＥＷニューヨーク

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

報道23:10 23:15 天気予報

娯楽23:15 23:45 かまいガチ

教養21:48 21:54 ふるさと応援ＴＶ　えひめのミカタ

報道21:54 23:10 報道ステーション

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

9月21日(水)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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

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 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅

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

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

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

教育

教養

16:40 17:50 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:40 16:40 相棒ｓｅａｓｏｎ２０

報道

教育13:30 13:45 ＤＡＩＧＯも台所　～きょうの献立　何にする？～

娯楽13:45 15:40 午後の劇場

娯楽19:00 20:54 世界アニマル＆キッズ動画スペシャル

報道20:54 21:00 天気予報

報道

教育

教養

18:15 19:00 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

その他(その他)0:21 0:26 ナニミル？

教養

報道23:16 23:20 天気予報

娯楽23:20 0:21 アメトーーク！

娯楽21:00 22:00 木曜ドラマ　六本木クラス

報道22:00 23:16 報道ステーション

教養1:56 2:56 ちかくナルナル　なるちか！

報道2:56 3:06 天気予報

娯楽
0:46 1:26 しろめし修行僧

娯楽1:26 1:56 彼女、お借りします

娯楽
0:26 0:46 らぶちゅちゅ

教養

その他(その他)3:06 3:07 放送休止

9月22日(木)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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

教養
4:05 4:35 テレメンタリー２０２２

娯楽4:35 5:25 大江戸捜査網

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

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？

娯楽10:30 11:00 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)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

16:40 17:35 スーパーＪチャンネル　えひめ　第１部

娯楽15:40 16:40 相棒ｓｅａｓｏｎ２０

報道

教育13:30 13:45 ＤＡＩＧＯも台所　～きょうの献立　何にする？～

娯楽13:45 15:40 午後の劇場

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18:00 21:48 ミュージックステーション　４時間スペシャル

報道21:48 21:54 天気予報

報道

教養
17:35 18:00 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

娯楽1:20 1:50 Ｂｒｅａｋ　Ｏｕｔ

教養

教育

娯楽
0:20 1:20 探偵！ナイトスクープ

娯楽23:15 0:15 トゲアリトゲナシトゲトゲ１時間ＳＰ　～麒麟川島からツッコミを引き出す夜＆想像で

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

その他(その他)2:30 2:31 放送休止

娯楽
1:50 2:20 タモリ倶楽部

報道2:20 2:30 天気予報

9月23日(金)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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4:40 4:50 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(その他)4:38 4:40 オープニング

教養6:35 7:00 じゅん散歩

教育7:00 7:30 人生の楽園

報道6:00 6:05 天気予報

教養6:05 6:35 中西圭三の朝ぶら散歩

その他(通販)5:20 5:50 テレビショッピング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

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

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

教育7:30 8:00 題名のない音楽会

教育

娯楽
12:00 12:55 相席食堂

教養

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教養

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
16:00 16:30 おぎやはぎのハピキャン

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

その他(その他)15:50 16:00 グッチョイ！

教養

娯楽
12:55 13:55 ポツンと一軒家

娯楽13:55 15:50 スペシャルサタデー

報道17:55 18:00 天気予報

教育18:00 18:56 人生の楽園　未来につなぐ故郷スペシャル

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

その他(その他)22:55 23:00 １５０秒で分かるビーチバレー松山大会の見所①

娯楽23:00 0:00 持ち寄り謎Ｑ殿

報道20:54 21:55 サタデーステーション

教育21:55 22:55 発進！ミライクリエイター

報道

教養
18:56 20:54 池上彰のニュースそうだったのか！！　２時間ＳＰ

娯楽1:30 2:00 ＮＵＭＡｎｉｍａｔｉｏｎ「カッコウの許嫁」

娯楽2:00 2:30 ＡＮｉＭＡＺｉＮＧ！！！　最近雇ったメイドが怪しい

教養

娯楽
0:35 1:30 サタデーナイトセレクション

報道0:00 0:05 天気予報

娯楽0:05 0:35 テレビ千鳥

その他(その他)3:10 3:11 放送休止

その他(通販)2:30 3:00 テレビショッピング

報道3:00 3:10 天気予報

9月24日(土)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２２年９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

6:20 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

教育5:35 5:50 おしえて！四千頭身

その他(通販)5:50 6:20 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

その他(通販)5:05 5:35 テレビショッピング

娯楽
10:00 11:00 大改造！！劇的ビフォーアフター

教育

娯楽9:30 10:00 暴太郎戦隊ドンブラザーズ

教養

娯楽8:30 9:00

娯楽9:00 9:30 仮面ライダーギーツ

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

教養

娯楽

11:00 11:45 スペシャルサンデー

娯楽16:00 16:54 ＢＯＡＴ　ＲＡＣＥプレミア　プレミアムＧＩ第９回ヤングダービー

教養16:54 17:25 ＬＩＦＥ～夢のカタチ～

娯楽13:55 15:20 有吉クイズゴールデン直前ＳＰ

娯楽15:20 16:00 見取り図じゃん

教養

娯楽
13:25 13:55 あなたの代わりに見てきます！リア突ＷＥＳＴ

教育

教養
18:00 19:00 相葉マナブ

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
19:58 20:56 ポツンと一軒家

教養

娯楽
19:00 19:58 ナニコレ珍百景

1:25 せとチャレ！ＳＴＵ４８

娯楽23:55 0:25 まだアプデしてないの？

娯楽0:25 0:55 キョコロヒー

教養

娯楽
23:00 23:55 関ジャム完全燃ＳＨＯＷ

娯楽21:55 22:55 くりぃむナンタラ

その他(その他)22:55 23:00 １５０秒で分かるビーチバレー松山大会の見所②

その他(その他)3:05 3:06 放送休止

9月25日(日)

教養
2:25 2:55 テレメンタリー２０２２

報道2:55 3:05 天気予報

娯楽1:55 2:25 ワールドプロレスリング

報道

教養

娯楽
1:25 1:55 ｍｕｓｉｃる　ＴＶ

教養

娯楽
0:55


