
その他4:09 4:11 オープニング

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年１２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 5:50 グッド！モーニング　５時台

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

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（第１部）

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽14:45 16:50 午後のセレクション

報道

その他14:35 14:40 おすすめＱごろ～

報道14:40 14:45 お天気Ｑごろ～

娯楽19:00 21:48 帰れマンデー見っけ隊！！＆１０万円でできるかな　合体３時間ＳＰ

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養18:55 19:00 ＪＡおきなわ　ゆいのわ

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養0:45 0:50 ＪＡおきなわ　ゆいのわ（再）

娯楽0:50 1:20 さまぁ～ず×さまぁ～ず

娯楽23:15 0:15 かみひとえ

娯楽0:15 0:45 しくじり先生　俺みたいになるな！！

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

その他2:55 2:57 エンディング

通販2:20 2:50 ミッドナイトセレクション

その他2:50 2:55 おやすみＱごろ～

娯楽1:20 1:50 ワールドプロレスリング

通販1:50 2:20 ナイトショッピング

12月16日(月)



放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

その他4:09 4:11 オープニング

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

報道

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

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（第１部）

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

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

娯楽14:45 16:50 午後のセレクション

報道

その他14:35 14:40 おすすめＱごろ～

報道14:40 14:45 お天気Ｑごろ～

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教養
18:55 19:00 十九時まで待てない！

教養

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教育

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

娯楽0:15 0:45 バナナマンのドライブスリー

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

娯楽
19:00 21:48 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！？３時間ＳＰ

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

通販1:50 2:20 ナイトショッピング

通販2:20 2:50 ミッドナイトセレクション

娯楽
0:50 1:45 相席食堂

その他1:45 1:50 おすすめＱごろ～

その他0:45 0:50 おすすめＱごろ～

教養

その他2:50 2:55 おやすみＱごろ～

その他2:55 2:57 エンディング

12月17日(火)



放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

通販4:15 4:45 モーニングバザール

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

その他4:09 4:11 オープニング

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

教育

教養

6:00 8:00 グッド！モーニング（第１部）

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

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

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

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

その他14:35 14:40 おすすめＱごろ～

報道14:40 14:45 お天気Ｑごろ～

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教育

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽14:45 16:50 午後のセレクション

報道

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

報道20:54 21:00 お天気Ｑごろ～

娯楽21:00 21:54 テレビ朝日開局６０周年記念　相棒ｓｅａｓｏｎ１８

教養
18:55 19:00 十九時まで待てない！

娯楽19:00 20:54 あいつ今何してる？２時間ＳＰ

教育

娯楽
0:50 1:45 探偵！ナイトスクープ

娯楽0:15 0:45 すじがねファンです！

娯楽0:45 0:50 Ｇｉｒｌｓ　Ｓｈａｒｅ　Ｔａｌｋ

教養

娯楽
23:15 0:15 家事ヤロウ！！！

その他2:50 2:52 エンディング

通販2:15 2:45 ナイトショッピング

その他2:45 2:50 おやすみＱごろ～

教養

娯楽
1:45 2:15 ｍｕｓｉｃるＴＶ

12月18日(水)



放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

その他4:09 4:11 オープニング

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

報道

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

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（第１部）

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

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

娯楽14:45 16:50 午後のセレクション

報道

娯楽14:35 14:40 Ｇｉｒｌｓ　Ｓｈａｒｅ　Ｔａｌｋ

報道14:40 14:45 お天気Ｑごろ～

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教養
18:55 19:00 十九時まで待てない！

教養

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教育

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽21:00 22:14 テレビ朝日開局６０周年記念　ドクターＸ～外科医・大門未知子～ｓｅａｓｏｎ６

報道22:14 23:30 報道ステーション

娯楽20:00 20:54 テレビ朝日開局６０周年記念　木曜ミステリー「科捜研の女」

報道20:54 21:00 お天気Ｑごろ～

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

教養19:54 20:00 がんじゅうタイム

教養

娯楽
1:10 2:05 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

娯楽0:35 1:05 夜の巷を徘徊する

その他1:05 1:10 おすすめＱごろ～

報道23:30 23:35 お天気Ｑごろ～

娯楽23:35 0:35 アメトーーク　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ホリケンふれあい旅

その他3:05 3:10 おやすみＱごろ～

その他3:10 3:12 エンディング

娯楽2:05 2:35 こきざみぷらす

通販2:35 3:05 ミッドナイトセレクション

12月19日(木)



放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

その他4:09 4:11 オープニング

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

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（第１部）

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

その他10:20 10:45 ちゃータイム

通販10:45 11:15 すぐりむんショップ

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

報道

娯楽14:45 16:50 午後のセレクション

報道

その他14:35 14:40 おすすめＱごろ～

報道14:40 14:45 お天気Ｑごろ～

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養18:55 19:00 琉球島紀行

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽23:15 1:15 爆笑問題の検索ちゃん　芸人ちゃんネタ祭り　第７世代をぶっ潰せ！ＳＰ

娯楽1:15 1:30 沖縄模合

報道21:54 23:10 報道ステーション

教養23:10 23:15 ルーツを歩こう

娯楽19:00 21:48 ロンドンハーツ　３時間ＳＰ

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

その他3:30 3:35 おやすみＱごろ～

その他3:35 3:37 エンディング

娯楽2:30 3:00 ミッドナイトテレビ

通販3:00 3:30 ミッドナイトセレクション

娯楽1:30 2:00 松本家の休日

娯楽2:00 2:30 Ｒｅ：フォロワー

12月20日(金)



放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

通販5:20 5:50 お買い物ナビ

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

通販4:20 4:50 モーニングバザール

通販4:50 5:20 朝いちショッピング

その他4:14 4:16 オープニング

その他4:16 4:20 おはようＱごろ～

娯楽
7:30 8:00 ポケットモンスター

教育

娯楽
7:00 7:30 ポケモンの家あつまる？

教育

その他6:55 7:00 おすすめＱごろ～

教育

通販6:00 6:30 サタデーセレクション

教養6:30 6:55 渡辺篤史の建もの探訪

教育

教養
10:30 10:50 スマイル　住まいる　喜神

娯楽9:30 10:00 うちなーなんばー１

教育10:00 10:30 題名のない音楽会

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

教養

娯楽
12:00 12:55 ＹＯＵは何しに日本へ

報道11:40 11:45 お天気Ｑごろ～

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

10:50 11:40 ＃ハピイレ

教育

教養

娯楽

14:00 14:55 土曜スペシャル

娯楽
13:00 13:55 サタデーチョイス

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道12:55 13:00 お天気Ｑごろ～

教養

教養15:55 16:00 うまんちゅひろば

娯楽16:00 16:30 冒険発掘バラエティ　霜降り明星のあてみなげ

教養

娯楽

15:00 15:55 サタデースペシャル

その他14:55 15:00 おすすめＱごろ～

教育

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

教育18:00 18:30 人生の楽園

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

報道17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

教育

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

娯楽23:15 0:05 おっさんずラブ～ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｋｙ～

教養18:56 21:54 ビートたけしのＴＶタックル　たけし＆爆笑問題がメッタ斬り！２０１９をザワつかせた

報道21:54 23:10 サタデーステーション

教養

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

娯楽
1:05 1:35 タモリ倶楽部

教養

娯楽0:35 1:05 こきざみぷらす

教養

娯楽0:05 0:10 グルメちゃんぷるー

娯楽0:10 0:35 松之丞カレンの反省だ！

その他3:10 3:12 エンディング

通販2:35 3:05 ミッドナイトセレクション

その他3:05 3:10 おやすみＱごろ～

娯楽
1:35 2:05 ＢＲＥＡＫＯＵＴ

通販2:05 2:35 ナイトショッピング

12月21日(土)



放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

その他3:58 4:00 オープニング

通販5:20 5:50 お買い物ナビ

報道

通販4:20 4:50 モーニングバザール

通販4:50 5:20 朝いちショッピング

教育4:00 4:15 Ｋｉｄｓ’Ｗｏｒｌｄ

その他4:15 4:20 おはようＱごろ～

娯楽8:30 9:00 スター☆トゥインクルプリキュア

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

教育

教養

5:50 6:20 サンデーＬＩＶＥ

教養

娯楽
12:00 12:55 前川清の笑顔まんてんタビ好キ

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 騎士竜戦隊リュウソウジャー

教養

報道16:30 17:55 サンデーステーション

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

娯楽14:00 16:25 Ｍ－１グランプリ２０１９　敗者復活戦

報道16:25 16:30 お天気Ｑごろ～

娯楽12:55 13:55 新婚さんいらっしゃい！国際結婚ＳＰ

娯楽13:55 14:00 Ｍ－１グランプリ２０１９　敗者復活戦　直前情報

娯楽22:10 23:00 テレビ千鳥ＳＰ

報道23:00 23:05 お天気Ｑごろ～

報道18:30 18:34 お天気Ｑごろ～

娯楽18:34 22:10 Ｍ－１グランプリ２０１９

教育

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

テレメンタリー２０１９

その他0:55 1:00 おすすめＱごろ～

報道1:00 1:15 ＡＮＮニュース＆スポーツ

教養

娯楽

0:00 0:55 やべっちＦＣ東京五輪最終予選直前ＳＰ

娯楽23:05 0:00 関ジャム　完全燃　ＳＨＯＷ

報道

12月22日(日)

その他2:55 3:00 おやすみＱごろ～

その他3:00 3:02 エンディング

通販1:55 2:25 ナイトショッピング

通販2:25 2:55 ミッドナイトセレクション

教養

娯楽
1:45 1:55 これぞ職人！味な技

報道

教養
1:15 1:45


