
平成28年5月 第3週種別 2016年5月

時 時 時

時 時 時

5/22(日)5/16(月) 5/17(火) 5/18(水) 5/19(木) 5/20(金) 5/21(土)

5 5 5

4 4 4

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 27 27

5/21(土) 5/22(日)5/16(月) 5/17(火) 5/18(水) 5/19(木) 5/20(金)

49                                                                                  オープニング         その他 44  オープニング         その他                          
50                                                                                                        ａｂｎ天気予報          報道                      

45 ａｂｎ天気予報          報道                     

55                                                             テレショップ       通販   
14  オープニング            その他                       

15  ａｂｎ天気予報           報道                       

20  テレショップ       通販        

００                                                     
グッド！モーニング 

                                                       
                                                                                                                                  報道  教育  教養 
                    
 
 
                                                       

50  ＡＮＮニュース          報道                    

20  ＡＮＮニュース           報道                   

20  テレショップ   通販 

50  かみさまみならい 

   ヒミツのここたま 教育 娯楽 

00  機動戦士ガンダムユニコーン 

   ＲＥ：0096     娯楽 

30  動物戦隊ジュウオウジャー 

                 娯楽 

00  仮面ライダーゴースト 

                 娯楽 

00  朝だ！生です旅サラダ 
    
              教育 教養 娯楽 

30  魔法つかいプリキュア！ 

                 娯楽 

00  題名のない音楽会 
                 教育 

30  ペットの王国 ワンだランド 

               教養 娯楽 

30 ザ・駅前テレビ 

        

       教育 教養 娯楽 
00  極上！旅のススメ    

               教養 娯楽 25  駅テレ プラス      教養                   

30 いいね！信州スゴヂカラ 

              教養 

00  情報パラダイス         教養          

15  テレショップ 
                通販 35                                                                                   とれたてＪｏｈｏ         その他 

５５  ａｂｎ天気予報            報道                  
45  ＡＮＮニュース         報道              

45  ＡＮＮニュース            報道                   

00  世界！ニッポン 

    行きたい人応援団  

                 教養 娯楽 

00 ＴＶタックル 
    
             教養   

55  新婚さんいらっしゃい！ 
                  娯楽             

４５                                                                      上沼恵美子のおしゃべりクッキング       教育 

00                                                               
                                                              徹子の部屋        教育 教養 

25  パネルクイズアタック２５ 
               教育 教養              

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

20  湯けむり日和 イチオシ内包   教養  その他           

００                                                       
                                     匿名探偵            
                                                                                                娯楽                                                                       
                                                         

58    ａｂｎ午後のワイド劇場 

      弁護士朝吹里矢子4 

       証言拒否の謎                                                                   

                                 

 

                                        娯楽 

30  大自然のふるさと安曇野 
   山も！里も！四季彩旅 
   
                教養 
 

50   
                                                            スーパーＪチャンネル  
                                                                            報道 教養 

25  ふるさとステーション       教養         

30  スーパーＪチャンネル  

                 報道              

55  ａｂｎ天気予報           報道                  

00  人生の楽園 
                 教育 

00  相葉マナブ 
              教育 教養 

15                                                            ａｂｎステーション 

                                                                             報道 30  イチから住 
 ～前略、移住しました～教養 娯楽 

30  ごはんジャパン 
                教養 娯楽 

55  ムッチュー  僕ら夢中っ子 教育     55  炎ｄｅ料理ショー 教育                55  Go！Go！ウォリアーズ  教養                     55  グルメファクトリー    教育 

57  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  
   2時間ＳＰ   
              教養 娯楽 

56 世界が驚いたニッポン！ 
   スゴ～イデスネ!!視察団 
    2時間ＳＰ 
            教育 教養 娯楽 

00  いきなり！黄金伝説。 
     
             娯楽 

54  ａｂｎニュース＆天気予報   報道          

00  ミュージックステーション 
             娯楽 

00 木曜ドラマ 
      グッドパートナー 
   無敵の弁護士  
                 娯楽 

54  ニュース＆天気予報          報道 

54  ａｂｎ天気予報       報道 54  ａｂｎ天気予報       報道 58   今夜のドラマスペシャル            娯楽                 

00  警視庁捜査一課９係  
          （第11弾） 
                娯楽 

00 たけしの 
    健康エンターテインメント！ 
   みんなの家庭の医学 
   3時間ＳＰ  
              教育 教養  

00  土曜プライム 
   ドラマスペシャル 
   叡古教授の事件簿 
                   娯楽 

58  日曜エンターテインメント 
      世界瞬撮インパクター 
                   
                  娯楽 

54                                              
 

報道ステーション 
               

                        報道 

06  ａｂｎ天気予報              報道                      10  ａｂｎ天気予報            報道                       

15  ＳｍａＳＴＡＴＩＯＮ！！ 

 

               報道 教養 

15  関ジャム 

   完全燃ＳＨＯＷ 

                娯楽 

10                                                                                   ａｂｎ天気予報             報道                     

15  橋下×羽鳥の新番組（仮） 
              
              教養 娯楽 
 

15   中居正広のﾐになる図書館 
    
              教養 娯楽 

15  マツコ・有吉の怒り新党 
    
              娯楽 

15  アメトーーク！ 
    
               娯楽 

15  金曜ナイトドラマ 
     不機嫌な果実 
    
                娯楽 

09  イチオシリン５チャンネル         その他 10  日本サッカー応援宣言  
   やべっち ＦＣ 
              報道 教養 娯楽 

15 ＴＯＫＹＯ応援宣言 

                  報道 

15  探偵！ナイトスクープ 
                       教育 娯楽 

45  ＡＮＮニュース＆スポーツ 
                     報道 

45  タモリ倶楽部 

               教養 娯楽 
10  ワールドプロレスリング  

                  娯楽 15  ぷっすま 

                   娯楽 
20  松本家の休日  
                 娯楽 

20  いいね！信州スゴヂカラ（再） 
               教養  

20  ｍｕｓｉｃるＴＶ 
             教養 娯楽 25  あいつ今何してる？ 

                          娯楽 40  テレメンタリー 

              報道 教養 45  真夜中のプリンス 

              教養 娯楽 
50                           テレショップ          通販 

20  Ｂｒｅａｋ Ｏｕｔ 

               娯楽 

10  テレショップ 

                    通販    15  テレショップ 

                   通販 
40  テレショップ   

                     通販        45  テレショップ 

                   通販 

50                                     ａｂｎ天気予報             報道                       

25  テレショップ        通販              

55                                                                          クロージング                         その他                        

10  ａｂｎ天気予報             報道                   

15  クロージング              その他                       15  ａｂｎ天気予報              報道                     

20  クロージング              その他                        

00  クロージング               その他                         

00  あいつ今何してる？ 
   2時間ＳＰ 
                娯楽  

00  木曜ミステリー 
    警視庁・捜査一課長     
             娯楽 

54  ａｂｎ天気予報       報道 

00  ドラえもん 
          教育 娯楽 

30  クレヨンしんちゃん 娯楽 

３０                                                               

ワイド！スクランブル           

                                                                              報道 教育 教養 

                                       

                                                       

50  テレショップ   通販 

54  ニュース＆天気予報         報道 

40                                                                  ＡＮＮニュース＆天気予報     報道                                   

00  しくじり先生 
   俺みたいになるな！！ 
   3時間ＳＰ     
                               娯楽 

55  for～もう1人の主人公～      教養                   

00  金曜★ロンドンハーツ 
   
              娯楽 

5８    ａｂｎ午後のワイド劇場 

      検事・朝日奈耀子6 

      医師＆検事…2つの顔を持つ女！             

 

                                        

                     娯楽 

5８    ａｂｎ午後のワイド劇場 

      検事・朝日奈耀子15 

      医師＆検事～2つの顔を持つ女！              

                                 

 

                                        娯楽 

58    ａｂｎ午後のワイド劇場 

    芸能記者・柳田信吉の挑戦 

            スター誕生殺人事件    

 

                                       

                     娯楽 

58     ａｂｎ午後のワイド劇場 

      人類学者・岬久美子の 

              殺人鑑定2 

 

                                         

                   娯楽 

25   

                                                            グッド！モーニング       報道  教育  教養 

50                                                                                ＡＮＮニュース           報道                      

15   キンシネ      教養                      

48   ａｂｎ天気予報          報道                 

54  ａｂｎニュース＆天気予報     報道          

20                           テレショップ          通販 

55  ａｂｎ天気予報              報道                       

55  パチの極み パラダイスホール 
   ジャンバリ          娯楽 

30  報道ステーションＳＵＮＤＡＹ  
   
                報道 
 
 
 
 

55  abn日曜ワイド 

   父と比べる 

    

             教養 娯楽  

 

 

30  週刊ニュースリーダー 

           報道 教育 教養 娯楽 

00                                                         
羽鳥慎一モーニングショー 

                                                          
                                                                                                                                     報道 教育 教養 

0３                                                          

  7人の女弁護士（2）                                                                                                                                                  

                                                                                                                娯楽              

０５                                                             テレショップ       通販 

15  ＥＸＤ４４       娯楽 15 キスマイ魔ジック 教養 娯楽 15  聞きにくい事を聞く    娯楽 
 

15  夜の巷を徘徊する 
                 娯楽 

45                                    イチオシ リン５チャンネル              その他   

50  はくがぁる       教養 娯楽 50 ブラマヨとゆかいな仲間たち 
   アツアツっ！     娯楽 

50  くりぃむナンチャラ     娯楽 
 

55  さまぁ～ず×さまぁ～ず 
                 娯楽 

49                                                                                  オープニング         その他 44  オープニング         その他                          
50                                                                                                        ａｂｎ天気予報          報道                      

45 ａｂｎ天気予報          報道                     
43  ａｂｎ天気予報          報道                     

48  ａｂｎ番組審議会       その他                    

19                                                                                オープニング         その他 

44  オープニング         その他                          

20                                                                                                        ａｂｎ天気予報          報道                      

45 ａｂｎ天気予報          報道                     

25                                                            テレショップ       通販   

35 渡辺篤史の建もの探訪  教養 

00        テレショップ   通販 

29        テレショップ    
                  通販 

00        女子アナ5人 
        いいモノ見つけ旅       

               娯楽 通販 

55   イチオシ リン５チャンネル その他 

48    ａｂｎ天気予報        報道 

00  abnスペシャル 

    温泉㊙大作戦6 

         

                   娯楽 

 

00  私たちも投票します 

    ～18歳からの選挙権～ 教育 

55  イチオシリン５チャンネル      その他           

30  佐久バルーンフェスティバル2016  

                教養    

00  ポンコツ＆さまぁ～ず  

                教養  娯楽  

55  イチオシリン５チャンネル           その他 


