
2月21日(月)

娯楽0:45 0:50 おすすめＱごろ～

娯楽
23:15 0:15 激レアさんを連れてきた。

娯楽0:15 0:45 防犯カメラが捉えた！衝撃コント映像　２０２２冬

報道23:10 23:15 お天気Ｑごろ～

教養

報道21:50 21:54 お天気Ｑごろ～

報道21:54 23:10 報道ステーション

その他18:55 19:00 おすすめＱごろ～

娯楽19:00 21:50 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

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

報道

教育

教養

17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教育

教養

16:45 17:50 スーパーＪチャンネル

娯楽16:10 16:40 午後のセレクション３

報道16:40 16:45 サキどりＱ

教育

教養
15:15 16:10 午後のセレクション２

通販13:49 14:20 得々！お買い物ナビ

娯楽14:20 15:15 午後のセレクション１

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 13:49 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

教養9:55 10:20 十時茶まで待てない！

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

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4:04 4:09 送信機テスト

その他4:09 4:11 オープニング

ＱＡＢ琉球朝日放送　２０２２年２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



2月21日(月)

2月22日(火)

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 芸能界常識チェック～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

娯楽
18:55 19:00 おきぎんＰｒｅｓｅｎｔｓ　１７のたね～沖縄のみらいを元気に！！～

報道

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

報道

教育

教養

17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:50 スーパーＪチャンネル

報道16:40 16:45 サキどりＱ

報道

通販13:49 14:20 得々！お買い物ナビ

娯楽14:20 16:40 午後のセレクション１

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 13:49 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

教養9:55 10:20 十時茶まで待てない！

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

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～

教養3:11 4:04 沖縄なう

その他4:04 4:09 送信機テスト

その他3:05 3:10 おやすみＱごろ～

その他3:10 3:11 エンディング

通販2:05 2:35 ミッドナイトセレクション

通販2:35 3:05 ミッドナイトバザール

娯楽1:05 1:35 ワールドプロレスリング

通販1:35 2:05 ナイトショッピング

娯楽0:50 1:05 ザ・チャレンジ



2月22日(火)

2月23日(水)

報道20:57 21:00 お天気Ｑごろ～

娯楽21:00 21:54 相棒ｓｅａｓｏｎ２０

娯楽18:55 19:00 琉熱ＧａｍｅＴＶ

娯楽19:00 20:57 ノブナカなんなん？　２時間ＳＰ

報道

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

報道

教育

教養

17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教育

教養

16:45 17:50 スーパーＪチャンネル

娯楽16:10 16:40 午後のセレクション３

報道16:40 16:45 サキどりＱ

通販13:49 14:20 得々！お買い物ナビ

娯楽14:20 16:10 午後のセレクション１

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 13:49 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

教養9:55 10:20 十時茶まで待てない！

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

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～

教養3:26 4:04 沖縄なう

その他4:04 4:09 送信機テスト

通販2:55 3:25 ミッドナイトバザール

その他3:25 3:26 エンディング

娯楽2:20 2:50 らいコレＴＶ

その他2:50 2:55 おすすめＱごろ～

通販1:20 1:50 ナイトショッピング

通販1:50 2:20 ミッドナイトセレクション

報道1:10 1:15 お天気Ｑごろ～

その他1:15 1:20 おすすめＱごろ～

娯楽
0:45 0:50 おきぎんｐｒｅｓｅｎｔｓ　１７のたね～沖縄のみらいを元気に！！～（再）

娯楽0:50 1:10 あるある土佐カンパニー２

娯楽0:15 0:45 防犯カメラが捉えた！衝撃コント映像　２０２２冬

教養



2月23日(水)

2月24日(木)

報道

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

報道

教育

教養

17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教育

教養

16:45 17:50 スーパーＪチャンネル

その他16:35 16:40 あれよし

報道16:40 16:45 サキどりＱ

通販13:49 14:20 得々！お買い物ナビ

娯楽14:20 16:35 午後のセレクション１

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 13:49 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10:45 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

教養9:55 10:20 十時茶まで待てない！

教養10:20 10:45 ちゃータイム

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4:04 4:09 送信機テスト

その他4:09 4:11 オープニング

その他3:20 3:21 エンディング

教養3:21 4:04 沖縄なう

通販2:45 3:15 ミッドナイトバザール

その他3:15 3:20 おやすみＱごろ～

娯楽
1:45 2:15 ｍｕｓｉｃるＴＶ

通販2:15 2:45 ナイトショッピング

娯楽0:50 1:45 探偵！ナイトスクープ

教養

その他0:40 0:45 おすすめＱごろ～

教養0:45 0:50 福岡ミライスト

教養

娯楽

0:15 0:40 超人女子戦士ガリベンガーＶ

娯楽23:15 0:15 お笑い実力刃

教育

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～



2月24日(木)

2月25日(金)

報道

教育17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:50 スーパーＪチャンネル

報道16:40 16:45 サキどりＱ

報道

報道16:30 16:35 お天気Ｑごろ～

その他16:35 16:40 ゴーゴーＱごろ～

娯楽15:15 16:10 午後のセレクション２

娯楽16:10 16:30 午後のセレクション３

通販13:49 14:20 得々！お買い物ナビ

娯楽14:20 15:15 午後のセレクション１

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 13:49 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

教養9:55 10:45 十時茶まで待てない！

通販10:45 11:15 すぐりむんショップ

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～

教養3:01 4:04 沖縄なう

その他4:04 4:09 送信機テスト

その他2:55 3:00 おやすみＱごろ～

その他3:00 3:01 エンディング

通販1:55 2:25 ミッドナイトセレクション

通販2:25 2:55 ミッドナイトバザール

報道0:55 1:00 お天気Ｑごろ～

娯楽1:00 1:55 相席食堂

娯楽23:25 0:25 アメトーーク

娯楽0:25 0:55 迷宮グルメ　異郷の駅前食堂

報道22:04 23:20 報道ステーション

教養23:20 23:25 ＯＫＩＮＡＷＡサンライズタウンＴＶ

報道20:54 21:00 お天気Ｑごろ～

娯楽21:00 22:04 となりのチカラ

教養19:54 20:00 がんじゅうタイム

娯楽20:00 20:54 科捜研の女　Ｓｅａｓｏｎ２１

娯楽18:55 19:00 ハングリーナ

娯楽19:00 19:54 ウラ撮れちゃいました



2月25日(金)

2月26日(土)

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

報道

教育
17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

娯楽16:00 16:30 こきざみぷらす（再）

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

その他15:50 15:55 ニコニコ写真館

教養15:55 16:00 うまんちゅひろば

教養

娯楽

14:25 15:50 土曜スペシャル

娯楽
13:30 14:25 サタデーチョイス

教育

報道13:25 13:30 お天気Ｑごろ～

教養

教養

娯楽
12:00 13:25 ＹＯＵは何しに日本へ

娯楽11:40 11:45 ハングリーナ（再）

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽
10:55 11:10 ＃サタデーキングス

娯楽11:10 11:40 まだアプデしてないの？

報道10:50 10:55 お天気Ｑごろ～

教養

教育

教養
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

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

娯楽7:00 7:30 ポケモンの家あつまる？

娯楽7:30 8:00 ポケットモンスター

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

教養
1:25 4:25 朝まで生テレビ

通販4:25 4:50 モーニングバザール

報道1:20 1:25 お天気Ｑごろ～

報道

娯楽0:15 1:15 海外ドラマ「グッド・ドクター　名医の条件」

その他1:15 1:20 おすすめＱごろ～

娯楽23:10 23:15 グルメちゃんぷる～

娯楽23:15 0:15 愛しい嘘～優しい闇～

報道21:50 21:54 お天気Ｑごろ～

報道21:54 23:10 報道ステーション

教養

娯楽
20:00 21:50 修造＆一茂のイミシン　北京オリンピック名場面ＳＰ

娯楽19:00 19:54 ザワつく！金曜日

報道19:54 20:00 お天気Ｑごろ～

教養

娯楽
18:55 19:00 琉球島紀行

報道

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養

17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル



2月26日(土)

2月27日(日)
教養15:20 15:25 夢キラリ！うちなー元気っず

教養

娯楽

14:50 15:20 ナスＤ大冒険ＴＶ

報道14:45 14:50 ニコニコ写真館

教育

教養

娯楽
13:55 14:45 日曜宣言

教養

娯楽
13:25 13:55 あなたの代わりに見てきます！リア突ＷＥＳＴ

教養
12:00 12:55 前川清の笑顔まんてんタビ好キ

娯楽12:55 13:25 新婚さんいらっしゃい！

報道11:50 12:00 ＡＮＮニュース

教育

教養
10:50 11:45 沖縄市　潮乃森　県内最大級　９００ｍのロングビーチ

その他11:45 11:50 おすすめＱごろ～

娯楽10:30 10:50 もう中学生のおグッズ！

教育

教育

娯楽
10:00 10:30 「映画ドラえもん　のび太の宇宙小戦争２０２１」公開記念　ドラえもん傑作選

教育

娯楽
9:30 10:00 機界戦隊ゼンカイジャー

娯楽8:30 9:00 デリシャスパーティ・プリキュア

娯楽9:00 9:30 仮面ライダー　リバイス

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

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

その他4:13 4:18 送信機テスト

その他4:18 4:20 オープニング

その他3:35 3:36 エンディング

教養3:36 4:13 沖縄なう

通販3:00 3:30 ミッドナイトセレクション

その他3:30 3:35 おやすみＱごろ～

娯楽2:00 2:30 怪人開発部の黒井津さん

通販2:30 3:00 ナイトショッピング

娯楽
1:00 1:30 タモリ倶楽部

娯楽1:30 2:00 リーマンズクラブ

娯楽0:30 1:00 おぎやはぎのハピキャン

教養

娯楽23:30 0:00 鹿楓堂よついろ日和

娯楽0:00 0:30 こきざみぷらす

報道22:55 23:00 お天気Ｑごろ～

娯楽23:00 23:30 もしも、イケメンだけの高校があったら

教養

娯楽
22:25 22:55 電脳ワールドワイ動ショー～ニュースではわからない世界の今！

報道20:54 21:55 サタデーステーション

娯楽21:55 22:25 あざとくて何が悪いの？

教育

娯楽
18:56 20:54 のび太の宇宙小戦争２０２１・公開記念！映画ドラえもん　のび太の新恐竜

教養

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

教育18:00 18:30 人生の楽園



教養3:01 4:04 沖縄なう

2月27日(日)

その他2:55 3:00 おやすみＱごろ～

その他3:00 3:01 エンディング

報道

教養
2:25 2:55 テレメンタリー

教養

娯楽
2:00 2:25 おかずのクッキング

通販1:00 1:30 ナイトショッピング

通販1:30 2:00 ミッドナイトセレクション

娯楽0:25 0:55 ＲｅＡＬ　ｅＳｐｏｒｔｓ　Ｎｅｗｓ

娯楽0:55 1:00 琉熱ＧａｍｅＴＶ（再）

娯楽23:00 23:55 関ジャム　完全燃　ＳＨＯＷ

娯楽23:55 0:25 ＢＲＥＡＫＯＵＴ

娯楽22:25 22:55 テレビ千鳥

報道22:55 23:00 ＱＡＢニュース

報道21:00 21:55 サンデーステーション

娯楽21:55 22:25 くりぃむナンタラ

娯楽
19:58 20:56 ポツンと一軒家

報道20:56 21:00 お天気Ｑごろ～

娯楽
19:00 19:58 ナニコレ珍百景

教養

教養
18:00 19:00 相葉マナブ

教養

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

教育

報道

教育
17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教養16:30 17:25 ビートたけしのＴＶタックル

その他17:25 17:30 おすすめＱごろ～

その他16:20 16:25 おすすめＱごろ～

報道16:25 16:30 お天気Ｑごろ～

娯楽15:25 16:20 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ


