
株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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

教養10:30 11:00 旅猫ロマン

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

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15:38 16:38 臨場　第１章

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18:55 19:00 スーパーＪチャンネル　えひめ　第３部

教育

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
17:50 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23:15 0:15 かみひとえ

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
19:00 21:48 Ｑさま！！　３時間ＳＰ

報道21:48 21:54 ｅａｔニュース

娯楽1:50 2:20 ＢａｎＧ　Ｄｒｅａｍ！　３ｒｄ　Ｓｅａｓｏｎ

報道2:20 2:30 天気予報

教養

娯楽
1:20 1:50 ｍｕｓｉｃる　ＴＶ

教養

娯楽
0:20 1:20 相席食堂

5月18日(月)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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

娯楽10:30 11:00 マムちゃん旅～元気にやってっか！～ 　🈞

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

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15:38 16:38 科捜研の女１１

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
17:50 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23:15 0:15 ロンドンハーツ

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

娯楽
19:00 21:48 芸能人格付けチェックＢＡＳＩＣ　春の３時間スペシャル　特別編

報道21:48 21:54 ｅａｔニュース

娯楽0:20 1:20 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

報道1:20 1:30 天気予報

5月19日(火)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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

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 科捜研の女１１

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

その他(その他)18:55 19:00 テレビちゃん。早押しライブＱ

娯楽19:00 20:00 あいつ今何してる？

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
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

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 特捜９　傑作選

教育

教養

娯楽

20:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

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！！！

教養1:50 3:20 あの日のグラウンド～野球王国愛媛・心に残る高校野球～　🈞

5月20日(水)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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

5:25 6:00 グッド！モーニング第１部

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　🈞

報道3:55 4:05 天気予報

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10:30 11:00 ポルポ

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

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

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

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
17:50 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 科捜研の女１１

報道

報道20:54 21:00 ｅａｔニュース

娯楽21:00 21:54 ＢＧ～身辺警護人～傑作選

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 警視庁・捜査一課長２０２０年特別バージョン

教育18:55 19:00 交通安全ココワンＴｕｂｅ♪

教養

教養

娯楽
0:20 0:40 らぶちゅちゅ　

娯楽23:15 0:15 雨上がり決死隊のトーク番組　アメトーーク！

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

娯楽1:50 2:20 おにぎりあたためますか

報道2:20 2:30 天気予報

娯楽0:40 1:20 コタキ兄弟と四苦八苦

娯楽1:20 1:50 ひとりキャンプで食って寝る

5月21日(木)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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

報道

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２０２０

娯楽4:35 5:25 大江戸捜査網

教養

娯楽
10:30 11:00 旅してＨａｐｐｙ

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

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
17:50 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 科捜研の女１１

報道

娯楽20:00 20:54 マツコ＆有吉かりそめ天国

報道20:54 21:00 天気予報

教養

娯楽

19:00 20:00 ザワつく！金曜日

教養18:55 19:00 スーパーＪチャンネル　えひめ　第３部

教育

その他(その他)0:15 0:20 ナニミル？

教育

報道23:10 23:15 天気予報

娯楽23:15 0:15 家政夫のミタゾノ　傑作選

娯楽21:00 21:54 ミュージックステーション

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道3:20 3:30 天気予報

教養1:50 2:50 ちかくナルナル　なるちか！　🈞

娯楽2:50 3:20 Ｂｒｅａｋ　Ｏｕｔ

娯楽
0:20 1:20 探偵！ナイトスクープ

娯楽1:20 1:50 くりぃむナンチャラ

5月22日(金)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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

教養6:05 6:30 じゅん散歩

教養6:30 7:00 秘湯ロマン

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

教育

教養
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　女三代如月法律事務所 完黙する女

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　二代目 和風総本家

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

教養
20:00 20:54 池上彰のニュースそうだったのか！！

報道20:54 22:10 サタデーステーション

教養
18:56 20:00 サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん

報道

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

教育

娯楽23:15 0:05 奪い愛、冬～傑作選

報道0:05 0:10 天気予報

娯楽
22:15 23:10 激レアさんを連れてきた。

教育23:10 23:15 世界の車窓から

報道22:10 22:15 ｅａｔニュース

教養

教養

娯楽
2:05 2:20 らぶちゅちゅ　🈞

教養

娯楽
1:35 2:05 タモリ倶楽部

娯楽0:10 0:35 テレビ千鳥

娯楽0:35 1:35 サタデーナイトセレクション

報道2:20 2:30 天気予報

5月23日(土)



株式会社愛媛朝日テレビ　２０２０年５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)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

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

報道3:55 4:05 天気予報

娯楽8:30 9:00

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

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9:30 10:00 魔進戦隊キラメイジャー

娯楽10:00 11:45 スペシャルサンデー

その他(その他)15:20 15:25 グッチョイ！

教養15:25 16:30 路線バスで寄り道の旅

娯楽13:55 14:55 マツコ＆有吉かりそめ天国

教育14:55 15:20 食彩の王国

教育

教養
13:25 13:55 パネルクイズ　アタック２５

教養

娯楽
19:58 20:56 ポツンと一軒家

教養

娯楽
18:30 19:58 ナニコレ珍百景

教育

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

報道16:30 17:55 サンデーステーション

報道17:55 18:00 天気予報

0:50 ＡＮＮニュース＆スポーツ

報道

教養

娯楽

0:05 0:35 日本サッカー応援宣言　やべっちＦＣ

教育23:04 23:10 世界の車窓から

娯楽23:10 0:05 関ジャム完全燃ＳＨＯＷ

報道20:56 21:00 ｅａｔニュース

娯楽21:00 23:04 日曜プライム

報道2:50 3:00 天気予報

5月24日(日)

報道

教養
2:20 2:50 テレメンタリー２０２０　🈞

教養

娯楽
1:50 2:20 超人女子戦士ガリベンガーＶ

娯楽0:50 1:20 夜の巷を徘徊する

娯楽1:20 1:50 ワールドプロレスリング

報道

教養
0:35


