
    
25 25
40 通販 通販 通販 通販 通販 40 40
55 通販 55
  通販 通販 通販 通販 通販   

10 通販

通販

報道 報道 報道 報道 報道 その他

教育 教育 教育 教育 教育 30

教養 教養 教養 教養 教養 報道 教育

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 教養 娯楽

55 55
報道 報道 報道 報道 報道

教育 教育 教育 教育 教育 報道 教育

教養 教養 教養 教養 教養 教養 娯楽

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

その他

報道

教育 教育

娯楽 教養

娯楽

30

教養 教育

娯楽 教養

娯楽

8     8
報道 報道 報道 報道 報道 報道 報道

教養 教養 教養 教養 教養 教育 教育

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 教養 教養

娯楽

25

その他

30 30 30
54 教育 54
55 教養 報道 55

教育 教養 教育 教育 教養 娯楽

教養 娯楽 教養 教養 娯楽 通販 教育

娯楽 娯楽 教養

15 15
20 教育

教育 教養

30 30
50 教育 50
  通販 通販 通販 通販 通販 教養   

20 20
教育 教育 教育 教育 教育

報道

報道 報道 報道 報道 報道 報道

報道

45

報道 報道

教養

報道 報道 報道 報道 報道 報道 娯楽

教育 教育 教育 教育 教育

教養 教養 教養 教養 教養 教育

10 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 10 10
教育

教養 報道

娯楽

教養

娯楽

教養

娯楽

その他 その他 通販 その他 教養 教養

娯楽 教育 教育 教育 教育 教養

教養 教養 教養 教養 娯楽

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

55 55
  通販 通販 通販 通販 通販   
5 教養 5

報道 報道 報道 報道 報道 娯楽

教育 教育 教育 教育 教育 教育

教養 教養 教養 教養 教養 教養

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

通販

53 53
報道 報道 報道 報道 報道 54

教育 教育 教育 教育 教育 その他 その他

教養 教養 教養 教養 教養

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 教養 教養

娯楽 娯楽

26

その他

30

報道 報道

44 教育 44
50 教養 報道 50

報道 報道 報道 報道 報道

Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ
54 Ｎスタ 54

17

26 ＲＫＫフラッシュ 26

30 報道特集 Ｎスタ 30

熊日ニュース
Ｎスタ

54 ＲＫＫフラッシュ ＲＫＫフラッシュ 54

17

  たべごころ 機動戦士ガンダム　鉄血のオルフェンズ   

Ｎスタ

16

  世界！ニッポン行きたい人応援団   

16

Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ Ｎスタ

15
サンデースペシャル２

15
ウェルカム！ ウェルカム！ ウェルカム！ ウェルカム！ ウェルカム！

14

太陽と緑の健やかタイム 太陽と緑の健やかタイム 太陽と緑の健やかタイム 太陽と緑の健やかタイム 太陽と緑の健やかタイム

55

14

  よしもと新喜劇 水戸黄門（再） 水戸黄門（再） 水戸黄門（再） 水戸黄門（再） サタデースペシャル   

30 サンデースペシャル 30

55 ＲＫＫフラッシュ ＲＫＫフラッシュ お買物情報 ＲＫＫフラッシュ 大地の宴 女性の健康Ｑ＆Ａ

12ドラマプレミアム
54 天気予報 54

13

  男子ごはん   

13

熊日ニュース 55

12

  ３分クッキング   

45 ＪＮＮニュース アッコにおまかせ！ 45

55 ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！ ひるおび！

ひるおび！ ＪＮＮニュース 30

40 熊日ニュース 40
11

３分クッキング ３分クッキング ３分クッキング ３分クッキング ３分クッキング
天気予報 25

ひるおび！ ひるおび！

お買物情報 お買物情報 お買物情報 お買物情報 お買物情報

11

25

30 ひるおび！ ひるおび！

10

  新　窓をあけて九州   

10
世界一の九州が始まる！

20 日本のチカラ 20

ガイアの夜明け

天気予報
週刊山崎くん 出没！アド街ック天国 主治医が見つかる診療所 カンブリア宮殿 ナイツなラーメン

サタデープラス サンデーモーニング

9

    

925 Ｒあるテレビ 25

王様のブランチ

7
30 サワコの朝 がっちりマンデー！！ 30

白熱ライブ　ビビット 白熱ライブ　ビビット 白熱ライブ　ビビット 白熱ライブ　ビビット 白熱ライブ　ビビット

7

  カミワザ・ワンダ 健康カプセル！ゲンキの時間   

6

  あさチャン！サタデー ＮＡＲＵＴＯ　疾風伝   

630 ＲＫＫ番組批評 30

45 ＪＮＮニュース 45

25

30 あさチャン！サタデー 妖怪ウォッチ 30

あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！

あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ あさチャン！ 夢　くまモン　応援隊！

おはようテレショップ おはようテレショップ おはようテレショップ

5

おはようテレショップ

5

10 お買物情報 10

25

4 4
お買物情報 お買物情報 お買物情報 お買物情報 お買物情報

おはようテレショップ
おはようテレショップ おはようテレショップ

ＲＫＫ熊本放送　番組分類ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ

２０１６年１０月期　基本タイムテーブル

月 火 水 木 金 土 日



報道

教育

15 教養 15
30 報道 報道 報道 報道 報道 30

50 教育

報道 教養

娯楽

教育 教育 教育 教育 教育 教養 娯楽

教育 教育 教育 教育 娯楽 教育

教養 教養 教養 教養 教養

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

50

その他

56 56
教養 教育 教育 教育 教養 教育 教育

娯楽 教養 教養 教養 娯楽 教養 教養

娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽

54 54

報道 報道 報道 報道

57

報道 教育 教育

教養 教養

教育 娯楽 娯楽 教育 教育

教養 教養 教養

娯楽 娯楽 娯楽

54 54

報道 報道 報道 報道

57 57 57
娯楽 教養

教育 娯楽 教育 報道 教育

教養 教養 教育 教養

娯楽 娯楽 教養 娯楽

娯楽

報道 報道 報道 報道 報道 その他

    
報道 報道 報道 報道 教養 24 教育

教育 教育 教育 教育 娯楽 報道 教養

教養 教養 教養 教養 娯楽

30

報道 教養 教養

55 教育 娯楽 娯楽 55
  娯楽 教養 教養 教育 教養   

娯楽 娯楽 教養 15 教養 報道

娯楽 教養 娯楽 教養

30 娯楽 30 30
40 報道

その他 教養

45 45 45
教育 娯楽

その他 その他 その他 教養 娯楽

55 娯楽 55
58 娯楽 教育 教育 58 58
  教養 教養 教養   

15 娯楽 娯楽 15 娯楽 15
20 教養 教養 20
25 娯楽 娯楽 通販 25
50 教育 教養 娯楽 50
53 教養 娯楽 53 娯楽 53
55 娯楽 55 教養 55
  教養 教養 娯楽   

20 娯楽 娯楽 20
25 報道 25

通販 通販 通販 39 教育

教養 教養

50 娯楽 50
55 55
  通販 通販   
9 9 9

25 通販 25
30 30 30

通販 通販 39

通販

    
9 9

26

28 28

月 火 水 木 金 土 日

27 27

お買物情報

お買物情報 お買物情報
39 お買物情報 39

26

ムーブ
お買物情報 お買物情報 お買物情報

39 ○未定（土曜深夜） 39

お買物情報 お買物情報

フィッシングライフ ゴッドタン
斉木楠雄のΨ難

SOUND STEADY
○未定（火曜深夜） ＭＵＳＩＣ　Ｂ．Ｂ

内村さまぁ～ず ワカコ酒 Season２ コック警部の晩餐会
COUNT DOWN TV

25 25

ぱじゃまでシネマ ぱじゃまでシネマ
ＴＶショップたかた

海外ドラマ２

40

監獄学園－プリズンスクール－ 有吉ジャポン
50 Ｒあるテレビ Ｒあるテレビ Ｒあるテレビ パチンコ研究所 50

24

７つの海を楽しもう！世界さまぁ～リゾート Ｓ☆１

24

15 ガルキン 15

Ｓ☆１
40 Ｒあるテレビ

情熱大陸

23

24 天気予報 24

30 ＮＥＷＳ２３ 新チューボーですよ！ 旅ずきんちゃん 30
23

ＮＥＷＳ２３ ＮＥＷＳ２３ ＮＥＷＳ２３ ＮＥＷＳ２３ A-Studio

痛快！明石家電視台 ウソのような本当の瞬間！３０秒後に絶対見られるＴＶ 家、ついて行ってイイですか？ クレイジージャーニー

  

22

54 熊日ニュース 熊日ニュース 熊日ニュース 熊日ニュース 天気予報 Ｒあるテレビ 54

22

  火曜ドラマ 金曜ドラマ 新・情報７days　ニュースキャスター 林先生が驚く初耳学！

21
54 フラッシュニュース フラッシュニュース 熊日ニュース 熊日ニュース 54

水曜日のダウンタウン 櫻井・有吉ＴＨＥ夜会

21

  月曜名作劇場 世界ふしぎ発見！ 日曜劇場   

2054 フラッシュニュース フラッシュニュース フラッシュニュース フラッシュニュース 54

57 フラッシュニュース マツコの知らない世界

ぴったんこカン・カン ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！ 珍種目No.1は誰だ！?ピラミッド・ダービー

20

    

中居正広の金曜日のスマイルたちへ 57

炎の体育会ＴＶ   

19
50 夢　くまモン　応援隊！ 50

好きか嫌いか言う時間 世界の日本人妻は見た！ 水トク！ ニンゲン観察バラエティ　モニタリング

プリティーウーマン～素敵なママ達へ～ クイズ☆スター名鑑 55

19

  ご対面バラエティー　７時にあいましょう この差って何ですか？ 週刊山崎くん プレバト!! 爆報！ＴＨＥフライデー

バナナマンのせっかくグルメ！

50 天気予報 50

55 ちびっ子タイム ちびっ子タイム ちびっ子タイム ちびっ子タイム ちびっ子タイム

18

  世界遺産   

18

ＲＫＫ　ＮＥＷＳ　ＪＵＳＴ． ＲＫＫ　ＮＥＷＳ　ＪＵＳＴ． ＲＫＫ　ＮＥＷＳ　ＪＵＳＴ． ＲＫＫ　ＮＥＷＳ　ＪＵＳＴ． ＲＫＫ　ＮＥＷＳ　ＪＵＳＴ．


