
8月17日(月)

娯楽0:50 1:20 こきざみぷらす

通販1:20 1:50 ナイトショッピング

娯楽0:15 0:45 しくじり先生　俺みたいになるな！！

その他0:45 0:50 おすすめＱごろ～

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

娯楽23:15 0:15 かみひとえ

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

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

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

娯楽18:55 19:00 琉熱ＧａｍｅＴＶ

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

報道

その他16:35 16:40 おすすめＱごろ～

報道

通販14:00 14:30 得々！お買い物ナビ

娯楽14:30 16:35 午後のセレクション

報道13:50 13:55 お天気Ｑごろ～

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

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13:45 13:50 沖縄あの店この店

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

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

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～

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～

ＱＡＢ琉球朝日放送　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17日(月)

8月18日(火)

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0:50 1:50

通販1:50 2:20 ナイトショッピング

娯楽0:15 0:45 テレビ千鳥

その他0:45 0:50 おすすめＱごろ～

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

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 お天気Ｑごろ～

教養

教育

教養
19:00 20:54 林修の今でしょ！講座　２時間ＳＰ

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養18:55 19:00 十九時まで待てない！

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

報道

その他16:35 16:40 おすすめＱごろ～

報道

通販14:00 14:30 得々！お買い物ナビ

娯楽14:30 16:35 午後のセレクション

報道13:50 13:55 お天気Ｑごろ～

その他13:55 14:00 ゴーゴーＱごろ～

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13:45 13:50 沖縄あの店この店

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

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

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

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

その他2:25 2:27 エンディング

その他4:09 4:11 オープニング

通販1:50 2:20 ミッドナイトセレクション

その他2:20 2:25 おやすみＱごろ～



8月18日(火)

8月19日(水)

教養

娯楽
1:45 2:15 ｍｕｓｉｃるＴＶ

教育

娯楽
0:50 1:45 探偵！ナイトスクープ

娯楽0:15 0:45 ナスＤの大冒険ＴＶ

その他0:45 0:50 おすすめＱごろ～

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 お天気Ｑごろ～

報道20:54 21:00 お天気Ｑごろ～

娯楽21:00 21:54 刑事７人

教養

娯楽

20:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

娯楽19:00 20:00 あいつ今何してる？

教育

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養18:55 19:00 十九時まで待てない！

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

報道

その他16:35 16:40 ゴーゴーＱごろ～

報道

通販14:00 14:30 得々！お買い物ナビ

娯楽14:30 16:35 午後のセレクション

報道13:50 13:55 お天気Ｑごろ～

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

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13:45 13:50 沖縄あの店この店

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

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

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

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

その他2:55 2:57 エンディング

その他4:09 4:11 オープニング



8月19日(水)

8月20日(木)

通販1:50 2:20 ミッドナイトセレクション

報道

教養

娯楽

0:20 1:50 第４４回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙＦＪネクス

娯楽23:15 0:15 有吉クイズ

娯楽0:15 0:20 琉熱ＧａｍｅＴＶ（再）

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 未解決の女　警視庁文書捜査官

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

教養18:55 19:00 十九時まで待てない！

教養

報道

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

教育

教養
16:35 16:40 むかしむんがたい

通販14:00 14:30 得々！お買い物ナビ

娯楽14:30 16:35 午後のセレクション

報道13:50 13:55 お天気Ｑごろ～

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

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13:45 13:50 沖縄あの店この店

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

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

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

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

その他2:50 2:55 エンディング

その他4:09 4:11 オープニング

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～



8月20日(木)

8月21日(金)

教養

娯楽
1:50 2:05 ロケハン行ってきました。

教養

娯楽

0:20 1:50 第４４回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙＦＪネクス

その他0:15 0:20 おすすめＱごろ～

報道

その他23:10 23:15 おすすめＱごろ～

娯楽23:15 0:15 真夏の少年～１９４５２０２０～

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道19:54 20:00 お天気Ｑごろ～

娯楽20:00 21:48 ミュージックステーション２時間ＳＰ

教養

娯楽
19:00 19:54 ザワつく！金曜日

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養18:55 19:00 琉球島紀行

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

報道

その他16:35 16:40 ゴーゴーＱごろ～

報道

通販14:00 14:30 得々！お買い物ナビ

娯楽14:30 16:35 午後のセレクション

報道13:50 13:55 お天気Ｑごろ～

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

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13:45 13:50 沖縄あの店この店

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　第２部

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～タイム

通販10:45 11:15 すぐりむんショップ

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

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

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

その他2:25 2:27 エンディング

その他4:09 4:11 オープニング

その他2:20 2:25 おやすみＱごろ～



8月21日(金)

8月22日(土)

報道

教養0:10 3:00 第４４回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙＦＪネクス

娯楽23:15 0:05 妖怪シェアハウス

その他0:05 0:10 おすすめＱごろ～

報道21:54 23:10 サタデーステーション

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

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 お天気Ｑごろ～

教育

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

娯楽
16:00 16:30 男子ごはん

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

教養15:55 16:00 うまんちゅひろば

教養

報道

教育

教養

14:30 15:55 “消えた夏”に刻む～中高校生アスリートの記憶～

報道

教養

娯楽

13:35 14:30 サタデーチョイス

報道13:25 13:30 お天気Ｑごろ～

その他13:30 13:35 おすすめＱごろ～

教養

娯楽
12:00 13:25 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

教育

教養

娯楽

10:50 11:40 ＃ハピイレ

教養

娯楽
10:30 10:50 スマイル住まいる住宅（ハウス）

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

娯楽7:30 8:00 ポケットモンスター

教育

教育

娯楽
7:00 7:30 ポケモンの家あつまる？

教養6:30 6:55 渡辺篤史の建もの探訪

その他6:55 7:00 おすすめＱごろ～

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

通販6:00 6:30 サタデーセレクション

通販4:50 5:20 朝いちショッピング

通販5:20 5:50 お買い物ナビ

その他4:16 4:20 おはようＱごろ～

通販4:20 4:50 モーニングバザール

その他2:40 2:42 エンディング

その他4:14 4:16 オープニング

通販2:05 2:35 ミッドナイトセレクション

その他2:35 2:40 おやすみＱごろ～



報道2:00 4:15 台風情報

8月22日(土)

8月23日(日)

教養

娯楽

23:00 2:00 第４４回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙＦＪネクス

報道22:54 23:00 お天気Ｑごろ～

報道

教育

娯楽

21:00 22:54 高校野球特番　２０２０　君だけの甲子園

報道20:56 21:00 お天気Ｑごろ～

報道

教養

娯楽
19:58 20:56 ポツンと一軒家

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

娯楽18:30 19:58 ナニコレ珍百景

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

教育

報道16:25 16:30 お天気Ｑごろ～

報道16:30 17:55 サンデーステーション

教養15:25 16:20 ビートたけしのＴＶタックル

その他16:20 16:25 おすすめＱごろ～

教養

娯楽

13:55 15:25

娯楽12:55 13:55

教育

教養

娯楽
12:00 12:55 前川清の笑顔まんてんタビ好キ

娯楽
10:55 11:50 サンデーチャンネル

報道11:50 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽
10:00 10:55 日曜スペシャル

教養

娯楽9:30 10:00 魔進戦隊キラメイジャー

教養

娯楽8:30 9:00 ヒーリングっど・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

報道

教育

教養

5:50 6:20 サンデーＬＩＶＥ

通販4:50 5:20 朝いちショッピング

通販5:20 5:50 お買い物ナビ

教育3:55 4:20 おかずのクッキング

通販4:20 4:50 モーニングバザール

その他3:00 3:02 エンディング

その他3:53 3:55 オープニング

娯楽

0:10 3:00 第４４回全英女子オープンゴルフＰｒｏｇｒａｍ　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙＦＪネクス


