
8月17日(月)

その他(通販)3:22 3:51 テレビショッピング

その他3:51 3:53 クロージング

その他(通販)2:24 2:53 テレビショッピング

その他(通販)2:53 3:22 テレビショッピング

娯楽1:54 2:21 ノー・ガンズ・ライフ

娯楽2:21 2:24 ＮＣＣインフォメーション

娯楽1:18 1:50 Ｂｒｅａｋ　Ｏｕｔ

報道1:50 1:54 ウェザー情報

教養

娯楽
0:45 1:18 おぎやはぎのハピキャン～キャンプはじめてみました～

娯楽23:15 0:15 かみひとえ

娯楽0:15 0:45 ドォーモ

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ウェザー情報

娯楽21:48 21:49 イチオシ！５ｃｈ

報道21:49 21:54 ウェザー情報

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

教育

教養

18:30 19:00 スポ魂☆ながさき

教養
18:15 18:30 ＮＣＣスーパーＪチャンネル長崎

報道

報道17:50 18:15 スーパーＪチャンネル

教育

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

教養14:40 14:45 もり★スタ

娯楽14:45 16:40 日替わり劇場

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 14:40 現代ドラマ

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

その他(通販)11:16 11:45 テレビショッピング

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽10:25 10:47 ＮＣＣセレクション

その他(通販)10:47 11:16 テレビショッピング

教育

教養
9:55 10:25 アサデス。九州・山口

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

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

4:55 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:25 4:55 テレビショッピング

報道

その他3:53 3:55 オープニング

その他(通販)3:55 4:25 テレビショッピング

ｎｃｃ長崎文化放送　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18日(火)

その他(通販)3:22 3:51 テレビショッピング

その他3:51 3:53 クロージング

その他(通販)2:24 2:53 テレビショッピング

その他(通販)2:53 3:22 テレビショッピング

娯楽1:54 2:21 魔王学院の不適合者

娯楽2:21 2:24 ＮＣＣインフォメーション

娯楽
1:18 1:50 ｍｕｓｉｃる　ＴＶ

報道1:50 1:54 ウェザー情報

娯楽0:45 1:18 ミリオンジョー

教養

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

娯楽0:15 0:45 ドォーモ

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ウェザー情報

教養

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？

娯楽20:54 20:55 イチオシ！５ｃｈ

報道20:55 21:00 ウェザー情報

教育

教養
19:00 20:54 林修の今でしょ！講座　２時間ＳＰ

教育

教養

18:15 19:00 ＮＣＣスーパーＪチャンネル長崎

報道17:50 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

教養14:40 14:45 もり★スタ

娯楽14:45 16:40 日替わり劇場

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 14:40 現代ドラマ

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

その他(通販)11:16 11:45 テレビショッピング

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽10:25 10:47 ＮＣＣセレクション

その他(通販)10:47 11:16 テレビショッピング

教育

教養
9:55 10:25 アサデス。九州・山口

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

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

4:55 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)4:25 4:55 テレビショッピング

報道

その他3:53 3:55 オープニング

その他(通販)3:55 4:25 テレビショッピング



8月19日(水)

その他3:51 3:53 クロージング

その他(通販)2:53 3:22 テレビショッピング

その他(通販)3:22 3:51 テレビショッピング

娯楽2:21 2:24 ＮＣＣインフォメーション

その他(通販)2:24 2:53 テレビショッピング

報道1:50 1:54 ウェザー情報

娯楽1:54 2:21 宇崎ちゃんは遊びたい！

娯楽0:45 1:18 テレビ千鳥

娯楽1:18 1:50 山里亮太のまさかのバーサーカー

娯楽
23:15 0:15 家事ヤロウ！！！

娯楽0:15 0:45 ドォーモ

報道23:10 23:15 ウェザー情報

教養

娯楽21:00 21:54 刑事７人

報道21:54 23:10 報道ステーション

娯楽20:54 20:55 イチオシ！５ｃｈ

報道20:55 21:00 ウェザー情報

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

教育

教養

18:15 19:00 ＮＣＣスーパーＪチャンネル長崎

報道17:50 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

教養14:40 14:45 もり★スタ

娯楽14:45 16:40 日替わり劇場

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 14:40 現代ドラマ

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

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

その他(通販)10:47 11:16 テレビショッピング

その他(通販)11:16 11:45 テレビショッピング

教育

教養
10:25 10:47 ちょこハピ

教育

教養
9:55 10:25 アサデス。九州・山口

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

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

4:55 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他4:23 4:25 オープニング

その他(通販)4:25 4:55 テレビショッピング



8月20日(木)

その他3:51 3:53 クロージング

その他(通販)2:53 3:22 テレビショッピング

その他(通販)3:22 3:51 テレビショッピング

娯楽2:21 2:24 ＮＣＣインフォメーション

その他(通販)2:24 2:53 テレビショッピング

報道1:50 1:54 ウェザー情報

娯楽1:54 2:21 イエスタデイをうたって

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　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦＪネクスト

娯楽23:15 0:15 有吉クイズ

報道0:15 0:20 ウェザー情報

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ウェザー情報

教養20:55 21:00 こちら県庁広報２課

娯楽21:00 21:54 未解決の女　警視庁文書捜査官

娯楽20:00 20:54 警視庁・捜査一課長

娯楽20:54 20:55 イチオシ！５ｃｈ

教養

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

教育

教養

18:15 19:00 ＮＣＣスーパーＪチャンネル長崎

報道17:50 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

教養14:40 14:45 もり★スタ

娯楽14:45 16:40 日替わり劇場

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 14:40 現代ドラマ

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

その他(通販)11:16 11:45 テレビショッピング

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教養10:25 10:47 ひるドキ！

その他(通販)10:47 11:16 テレビショッピング

教育

教養
9:55 10:25 アサデス。九州・山口

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

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

4:55 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)3:55 4:25 テレビショッピング

その他(通販)4:25 4:55 テレビショッピング

その他3:53 3:55 オープニング



8月21日(金)

娯楽1:50 2:50 ＢａｎＧ　Ｄｒｅａｍ！

その他2:50 2:52 クロージング

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　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦＪネクスト

報道23:10 23:15 ウェザー情報

娯楽23:15 0:20 真夏の少年～１９４５２０２０

報道21:49 21:54 ウェザー情報

報道21:54 23:10 報道ステーション

娯楽20:00 21:48 ミュージックステーションＳＰ

娯楽21:48 21:49 イチオシ！５ｃｈ

報道19:54 19:55 ウェザー情報

娯楽19:55 20:00 ＮＣＣインフォメーション

教養

娯楽
19:00 19:54 ザワつく！金曜日

教育

教養

18:15 19:00 ＮＣＣスーパーＪチャンネル長崎

報道17:50 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

報道

教養
16:40 17:50 スーパーＪチャンネル

教養14:40 14:45 もり★スタ

娯楽14:45 16:40 日替わり劇場

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:45 14:40 現代ドラマ

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

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

その他(通販)11:10 11:40 テレビショッピング

その他(通販)11:40 11:45 テレビショッピング

報道

教育

教養

娯楽

9:55 11:10 トコトンＨａｐｐｙ

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

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

4:55 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他(通販)3:55 4:25 テレビショッピング

その他(通販)4:25 4:55 テレビショッピング

その他3:53 3:55 オープニング



8月22日(土)

その他3:00 3:02 クロージング

教養

娯楽

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

教養0:05 0:10 ながさき灯台ものがたり（再）

報道

報道23:12 23:15 ウェザー情報

娯楽23:15 0:05 妖怪シェアハウス

報道21:54 23:10 サタデーステーション

娯楽23:10 23:12 みなちゅーステーション

教育

教養

18:56 21:54 列島警察捜査網ＴＨＥ追跡　２０２０夏の事件簿

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 ウェザー情報

教育

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

教養16:25 16:30 佐世保市政だより

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

娯楽
12:58 13:55 前川清の笑顔まんてんタビ好キ（再）

娯楽13:55 16:25 相棒（再）

娯楽
12:00 12:58 ポツンと一軒家（再）

教養

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教養

その他(通販)11:00 11:30 テレビショッピング

教養11:30 11:45 とっても健康らんど

教育

教養

娯楽

9:30 11:00 トコトンＨａｐｐｙサタデー

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

教育7:00 7:30 題名のない音楽会

教養7:30 8:00 渡辺篤史の建もの探訪

教養

娯楽

6:30 7:00 しまじろうのわお！

教養
6:00 6:30 テレメンタリー

教育

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

その他(通販)4:50 5:20 テレビショッピング

その他(通販)5:20 5:50 テレビショッピング

その他4:18 4:20 オープニング

その他(通販)4:20 4:50 テレビショッピング



その他2:00 2:02 クロージング

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　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦＪネクスト

報道22:54 23:00 ウェザー情報

報道

報道

教育

教養

21:00 22:54 高校野球特番　２０２０　君だけの甲子園

娯楽
19:58 20:56 ポツンと一軒家

報道20:56 21:00 ウェザー情報

娯楽
18:30 19:58 ナニコレ珍百景

教養

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

教養

教養17:55 18:00 週刊あじさい

教育

娯楽16:25 16:30 イチオシ！５ｃｈ

報道16:30 17:55 サンデーステーション

報道15:20 15:25 ウェザー情報

教養15:25 16:25 ビートたけしのＴＶタックル

娯楽12:55 13:55 新婚さんいらっしゃい！ＳＰ

その他(通販)13:55 15:20 今田耕司★ヒットの世界「東大生が通販してみた」！！

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 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

教育

教養

5:50 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

その他(通販)5:20 5:50 テレビショッピング

報道

その他(通販)4:50 5:20 テレビショッピング


