
8月17日(月)

その他(その他)3:30 3:31 クロージング

報道

その他(その他)
3:25 3:30 おやすミィーゴチャン

その他(通販)2:25 2:55 ＴＶショップ

娯楽2:55 3:25 アニ帯

娯楽1:25 1:55 さまぁ～ず×さまぁ～ず

その他(通販)1:55 2:25 テレショップ深夜便

娯楽0:53 1:20 川柳居酒屋なつみ

報道1:20 1:25 週間ウェザーＳＨＯＴ

報道0:15 0:20 ウェザーＳＨＯＴ

娯楽0:20 0:53 ポルポ

報道23:10 23:15 ウェザーＳＨＯＴ

娯楽23:15 0:15 かみひとえ

報道21:48 21:54 ＨＡＢニューススカッシュ

報道21:54 23:10 報道ステーション

教育

教養

娯楽

19:00 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

教養
18:15 19:00 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第３部

報道16:40 17:50 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第１部

報道17:50 18:15 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第２部

娯楽13:49 15:38 お昼の傑作ワイド

教養15:38 16:40 ギュッ！と石川　ゆうどきＬｉｖｅ

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他(その他)13:45 13:49 ただいまリハ中

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　第２部

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

10:30 11:45 大下容子ワイド！スクランブル　第１部（ニューススカッシュ含む）

その他(その他)9:55 10:00 とくとくミィー５ｃｈ

その他(通販)10:00 10:30 買い物特選情報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:55 5:25 買い物セレクション

報道

その他(その他)
4:20 4:25 おはようミィーゴチャン

その他(通販)4:25 4:55 あさいちテレショップ

その他(その他)4:19 4:20 オープニング

報道

ＨＡＢ北陸朝日放送　２０２０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



8月18日(火)

その他(その他)
3:55 4:00 おやすミィーゴチャン

その他(その他)4:00 4:01 クロージング

娯楽3:25 3:55 アニ帯

報道

その他(通販)2:25 2:55 テレショップ深夜便

その他(通販)2:55 3:25 ＴＶショップ

報道1:50 1:55 週間ウェザーＳＨＯＴ

娯楽1:55 2:25 霜降り明星のあてみなげ

教養

娯楽
0:50 1:50 相席食堂

報道0:15 0:20 ウェザーＳＨＯＴ

娯楽0:20 0:50 テレビ千鳥

報道23:10 23:15 ウェザーＳＨＯＴ

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

娯楽
21:00 21:54 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！？

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道20:54 21:00 ＨＡＢニューススカッシュ

教養

教養

娯楽
19:00 20:54 林修の今でしょ！講座　２時間ＳＰ

報道

教養
18:15 19:00 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第３部

報道16:40 17:50 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第１部

報道17:50 18:15 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第２部

娯楽13:49 15:38 お昼の傑作ワイド

教養15:38 16:40 ギュッ！と石川　ゆうどきＬｉｖｅ

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他(その他)13:45 13:49 ただいまリハ中

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　第２部

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

10:30 11:45 大下容子ワイド！スクランブル　第１部（ニューススカッシュ含む）

その他(その他)9:55 10:00 とくとくミィー５ｃｈ

その他(通販)10:00 10:30 買い物特選情報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:25 4:55 あさいちテレショップ

その他(通販)4:55 5:25 買い物セレクション

報道

その他(その他)
4:20 4:25 おはようミィーゴチャン

その他(その他)4:19 4:20 オープニング



8月19日(水)

その他(その他)4:00 4:01 クロージング

報道

その他(その他)
3:55 4:00 おやすミィーゴチャン

その他(通販)2:55 3:25 ＴＶショップ

娯楽3:25 3:55 アニ帯

娯楽2:00 2:25 山里亮太のまさかのバーサーカー

その他(通販)2:25 2:55 テレショップ深夜便

教養

娯楽
1:30 2:00 おにぎりあたためますか

娯楽
0:20 1:25 今ちゃんの『実は・・・』

娯楽1:25 1:30 週刊ブシロード

報道0:15 0:20 ウェザーＳＨＯＴ

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 ウェザーＳＨＯＴ

報道20:54 21:00 ＨＡＢニューススカッシュ

娯楽21:00 21:54 刑事７人

教育

教養

娯楽

20:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

娯楽19:00 19:54 あいつ今何してる？

その他(その他)19:54 20:00 ミィーゴチャンねる

報道

教養
18:15 19:00 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第３部

報道16:40 17:50 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第１部

報道17:50 18:15 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第２部

娯楽13:49 15:38 お昼の傑作ワイド

教養15:38 16:40 ギュッ！と石川　ゆうどきＬｉｖｅ

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他(その他)13:45 13:49 ただいまリハ中

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　第２部

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

10:30 11:45 大下容子ワイド！スクランブル　第１部（ニューススカッシュ含む）

教育9:55 10:00 美人レシピ

その他(通販)10:00 10:30 買い物特選情報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:55 5:25 買い物セレクション

報道

その他(その他)
4:20 4:25 おはようミィーゴチャン

その他(通販)4:25 4:55 あさいちテレショップ

その他(その他)4:19 4:20 オープニング

報道



8月20日(木)

娯楽3:20 3:50 アニ帯

その他(その他)3:50 3:51 クロージング

その他(通販)2:20 2:50 テレショップ深夜便

その他(通販)2:50 3:20 ＴＶショップ

教養

娯楽
1:50 2:20 ｍｕｓｉｃるＴＶ

報道

教養

娯楽

0:20 1:50 第４４回全英女子オープンゴルフ　第1日

娯楽23:15 0:15 有吉クイズ

報道0:15 0:20 ウェザーＳＨＯＴ

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ウェザーＳＨＯＴ

報道20:54 21:00 ＨＡＢニューススカッシュ

娯楽21:00 21:54 未解決の女　警視庁文書捜査官

その他(その他)19:54 20:00 ミィーゴチャンねる

娯楽20:00 20:54 木曜ミステリー　警視庁・捜査一課長２０２０

教養

娯楽
19:00 19:54 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

教養
18:15 19:00 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第３部

報道16:40 17:50 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第１部

報道17:50 18:15 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第２部

娯楽13:49 15:38 お昼の傑作ワイド

教養15:38 16:40 ギュッ！と石川　ゆうどきＬｉｖｅ

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他(その他)13:45 13:49 ただいまリハ中

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　第２部

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

10:30 11:45 大下容子ワイド！スクランブル　第１部（ニューススカッシュ含む）

その他(その他)9:55 10:00 とくとくミィー５ｃｈ

その他(通販)10:00 10:30 買い物特選情報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:25 4:55 あさいちテレショップ

その他(通販)4:55 5:25 買い物セレクション

報道

その他(その他)
4:20 4:25 おはようミィーゴチャン

その他(その他)4:19 4:20 オープニング



8月21日(金)

その他(その他)
3:20 3:25 おやすミィーゴチャン

その他(その他)3:25 3:26 クロージング

その他(通販)2:50 3:20 ＴＶショップ

報道

娯楽1:50 2:20 Ｂｒｅａｋ　Ｏｕｔ

その他(通販)2:20 2:50 テレショップ深夜便

報道

教養

娯楽

0:20 1:50 第４４回全英女子オープンゴルフ　第2日

娯楽23:15 0:15 金曜ナイトドラマ　真夏の少年～１９４５２０２０

報道0:15 0:20 ウェザーＳＨＯＴ

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ウェザーＳＨＯＴ

娯楽20:00 21:48 ミュージックステーション　２時間ＳＰ

報道21:48 21:54 ＨＡＢニューススカッシュ

娯楽
19:00 19:54 ザワつく！金曜日

その他(その他)19:54 20:00 ミィーゴチャンねる

教養18:55 19:00 ＨＡＢイブニング情報局

教養

報道

教養
18:15 18:55 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第３部

報道16:40 17:50 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第１部

報道17:50 18:15 ＨＡＢスーパーＪチャンネル　ゆうどきＬｉｖｅ　第２部

娯楽13:49 15:38 お昼の傑作ワイド

教養15:38 16:40 ギュッ！と石川　ゆうどきＬｉｖｅ

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他(その他)13:45 13:49 ただいまリハ中

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　第２部

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

10:30 11:45 大下容子ワイド！スクランブル　第１部（ニューススカッシュ含む）

その他(その他)9:55 10:00 とくとくミィー５ｃｈ

その他(通販)10:00 10:30 買い物特選情報

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:55 5:25 買い物セレクション

報道

その他(その他)
4:20 4:25 おはようミィーゴチャン

その他(通販)4:25 4:55 あさいちテレショップ

その他(その他)4:19 4:20 オープニング

報道



8月22日(土)

その他(通販)3:00 3:30 テレショップ深夜便

その他(その他)3:30 3:31 クロージング

報道

教養

娯楽

0:10 3:00 第４４回全英女子オープンゴルフ　第3日

娯楽23:15 0:05 土曜ナイトドラマ　妖怪シェアハウス

報道0:05 0:10 週間ウェザーＳＨＯＴ

報道21:54 23:10 サタデーステーション

娯楽23:10 23:15 ｍｉｄーｔｖ

教育

教養

18:56 21:54 列島警察捜査網　ＴＨＥ追跡

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

報道

教育18:00 18:30 人生の楽園

教養

報道17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道17:55 18:00 石川ほっとニュース

教育

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

娯楽
16:00 16:30 ポケットモンスター

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

報道15:55 16:00 ウェザーＳＨＯＴ

教育

教育

教養
15:00 15:55 カンブリア宮殿

教養

娯楽
14:00 15:00 ポツンと一軒家

娯楽
12:00 13:00 探偵！ナイトスクープ　リターンズ

娯楽13:00 14:00 土曜スペシャル第２部

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

教育11:00 11:30 題名のない音楽会

教育11:30 11:45 おしえて！四千頭身

報道

教育

教養

娯楽

9:30 11:00 教えて！ニュースライブ　正義のミカタ

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

報道

教育

教養

娯楽

6:00 8:00 週刊ニュースリーダー

教養5:20 5:50 渡辺篤史の建もの探訪

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

教育4:45 4:50 美人レシピ

その他(通販)4:50 5:20 買い物セレクション

その他(その他)4:39 4:40 オープニング

その他(その他)4:40 4:45 ミィーゴチャンねる



その他(その他)2:30 2:31 クロージング

8月23日(日)

報道

教養
2:00 2:30 テレメンタリー２０２０

教養

娯楽

23:00 2:00 第４４回全英女子オープンゴルフ　最終日

報道22:54 23:00 ウェザーＳＨＯＴ

報道

教育

教養

21:00 22:54 高校野球特番２０２０君だけの甲子園

報道20:56 21:00 ウェザーＳＨＯＴ

報道

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

その他(その他)16:25 16:30 ミィーゴチャンねる

報道16:30 18:00 サンデーステーション

その他(その他)13:55 14:00 ミィーゴチャンねる

娯楽14:00 16:25 しくじり先生　俺みたいになるな！！特別編

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！幻の結婚式は　新婚さん　で夫婦の夢かなえますスペシャル

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 魔進戦隊キラメイジャー

教育

娯楽8:30 9:00

娯楽9:00 9:30 仮面ライダーゼロワン

報道

教育

教養

6:20 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

娯楽
5:20 5:50 フィッシング倶楽部

娯楽5:50 6:20 デュエル・マスターズキング

その他(その他)5:19 5:20 オープニング

教養


