
時 分 7月21日 (月) 7月22日 (火) 7月23日 (水) 7月24日 (木) 7月25日 (金) 分 7月26日 (土) 分 7月27日 (日) 時

45 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】

50 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】

55

15 とちぎの自然  【教育】 15 とちぎの自然  【教育】

20 天気予報  【報道】 20 天気予報  【報道】

25 25 25

55 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 55 【報道】 55 天気予報  【報道】

30 30 30

30 30 30

30 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 30 30

45

15
30

45

15

45

15 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】

30

55 とちぎの自然  【教育】

30

とちぎテレビニュース  【報道】

5 とちぎの自然スペシャル  【教育】

25

55 とちぎテレビニュース  【報道】 とちぎテレビニュース  【報道】

30

ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】

15 とちぎの風景  【教育】 とちぎの風景  【教育】 とちぎの風景  【教育】

25

55 とちぎテレビニュース  【報道】 とちぎテレビニュース  【報道】 とちぎテレビニュース  【報道】 とちぎテレビニュース  【報道】

30

55 とちぎの自然  【教育】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 55 天気予報  【報道】 55 【報道】

30 30 30

30

30 【教育】 30
【教育】【教養】

45 45 【教
育】

55 とちぎの自然  【教育】 55 とちぎの自然  【教育】

【教育】

15

25 天気予報  【報道】

30 30 30

55 とちぎの自然  【教育】

とちぎテレビニュースＳａｔ＆Ｓｕｎ  【報道】 とちぎテレビニュースＳａｔ＆Ｓｕｎ  【報道】

10 天気予報  【報道】 10 天気予報  【報道】

15 トチギ発アイドル育成型バラエティ　パツイチ～一
発当てたい！～  【娯楽】

15 アンカンミンカンのカラギリ！！  【娯楽】

30 30
45 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】

50 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】

55 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 55 とちぎの自然  【教育】 55 とちぎの自然  【教育】

30 30 30

30 30 【報道】 30 【報道】

40 天気予報  【報道】 40 天気予報  【報道】

45 45

15 15
30

45 45

15 15
30

45 45 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】

天気予報  【報道】

5 県民の歌  【教育】

10

15
30 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】

35 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】

40

45
天気予報  【報道】 天気予報  【報道】 天気予報  【報道】

5 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】

10

15 天気予報  【報道】

20 県民の歌  【教育】

25

時 分 7月21日 (月) 7月22日 (火) 7月23日 (水) 7月24日 (木) 7月25日 (金) 分 7月26日 (土) 分 7月27日 (日) 時

【S】=ｽﾃﾚｵ、【多】=音声多重、【二】=二ヵ国語、【S】=ｻﾗｳﾝﾄﾞｽﾃﾚｵ、【5.1】=5.1ｻﾗｳﾝﾄﾞ

27

26

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ワクワク特選街
【娯楽】【その他（通販）】

ワクワク特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ワクワク特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

27

おすすめ特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ特選街  【その他（通販）】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

26

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】25 25ショップジャパン

【娯楽】【その他（通販）】
ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

よく分かる健康診断書の正しい見方
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

Ｓｈｏｐ　Ｍａｇｎｉｆｉｃａ
【娯楽】【その他（通販）】

よく分かる健康診断書の正しい見方
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

Ｔｈｉｓ　Ｗｅｅｋ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＷＷＥ  【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】

Ｓｈｏｐ　Ｍａｇｎｉｆｉｃａ
【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

24 24
ＭＵＳＩＣ　Ｂ．Ｂ．  【教養】 未来定番曲～Ｆｕｔｕｒｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ～  【教養】 ＳＯＵＮＤ３０  【教養】 夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集

【教養】
南まりかの　ＴＯＣＨＩＴＡＭＡ！  【娯楽】

魔法科高校の劣等生  【娯楽】 ミッドナイトスタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ブラック・ジャック  【娯楽】 キャプテン翼  【娯楽】 銀魂  【娯楽】 スクライド  【娯楽】 マケン姫っ！  【娯楽】

ＡＬＤＮＯＡＨ．ＺＥＲＯ  【娯楽】

夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】

23 23
キンシオ  【娯楽】 白黒アンジャッシュ  【娯楽】 群馬を元気にするバラエティ　ＪＯＹｎｔ！  【教養】 Ｕ字工事のＳｈａｋｅ－Ｈａｎｄｓ！

【教養】【娯楽】
モテ福
【教養】【娯楽】

ソードアート・オンラインＩＩ  【娯楽】 夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】 都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】 都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】 都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】 都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】 都市対抗野球ダイジェスト  【娯楽】

【教養】【娯楽】

21 21

高校野球ハイライト  【報道】 高校野球ハイライト  【報道】 高校野球ハイライト  【報道】 高校野球ハイライト  【報道】 夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

高校野球ハイライト  【報道】 高校野球ハイライト  【報道】

【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】

日本ふるさと百景  【教育】

22 22
ＴＳ☆ＬＡＢ～ＴＯＣＨＩＧＩ　ＳＯＣＣＥＲ　研究所～
【娯楽】

内村さまぁ～ず  【娯楽】 とちぎの自然スペシャル  【教育】 幼獣マメシバ　望郷篇  【娯楽】 週刊バイクＴＶ  【教養】 【娯楽】

夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

日本ふるさと百景  【教育】

20 20

ビッグスギのステップアップゴルフ
【教育】【教養】【娯楽】

チーム大地のゴルフＯＮ＆ＯＮ！  【教養】 ゴルフの王様！  【教養】 村口史子のグッドゴルフ  【教養】 ｃａｒ　Ｘｓ  【娯楽】 とちぎ囲碁対局  【教養】

Ｒｉｄｅ　ＯＮ！
【教養】【娯楽】【教養】【娯楽】

【教養】

ＪＬ　ＳＴＹＬＥ  【教養】

心の演歌  【教養】 夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

19

【教育】

18 18
【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【教育】【教養】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

19

雷様剣士ダイジ
【教育】【教養】

【教育】

うたの王様
【教育】【教養】

とちぎ発！旅好き！
【教育】【教養】

【教育】【教養】【教育】【教養】
わいわいボックス  【教育】 Ｓａｔｏｃａｍｅ　ＧＴ  【娯楽】

【教育】【教養】
探偵！ナイトスクープ  【娯楽】

17
夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

ガラスの仮面  【娯楽】 ゲゲゲの鬼太郎  【娯楽】 まんが世界昔ばなし  【教育】 アラビアンナイト　シンドバットの冒険  【教育】 生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康調査隊
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

16 16

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

17

日本ふるさと百景  【教育】 日本ふるさと百景  【教育】 日本ふるさと百景  【教育】 日本ふるさと百景  【教育】 日本ふるさと百景  【教育】

２０１４夏の高校野球栃木大会  【教育】

15

２０１４夏の高校野球栃木大会  【教育】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

２０１４夏の高校野球栃木大会  【教育】

日本ふるさと百景  【教育】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

15

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

２０１４夏の高校野球栃木大会  【教育】 ２０１４夏の高校野球栃木大会  【教育】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

14 14
Ｓｈｏｐ　Ｍａｇｎｉｆｉｃａ
【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

12

12

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

２０１４夏の高校野球栃木大会  【教育】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

13 13

生活情報番組  【その他（通販）】10 10

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

日本ふるさと百景  【教育】

11 11

【教養】

8 8

とちぎの自然スペシャル  【教育】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】 夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集

【教養】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

9 9

夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

特盛生活情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

特盛生活情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

【教養】

【報道】【教育】【教養】

【娯楽】
特盛生活情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

7 7
ふたりはプリキュア　Ｍａｘ　Ｈｅａｒｔ  【娯楽】 ふたりはプリキュア　Ｍａｘ　Ｈｅａｒｔ  【娯楽】 歌謡最前線  【教養】 ふたりはプリキュア　Ｍａｘ　Ｈｅａｒｔ  【娯楽】 歌謡サロン　演歌がええじゃん  【教養】 生活健康缶

【教養】【娯楽】【その他（通販）】
ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館  【その他（通販）】

5 5

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 ゴスペルジェネレーション  【教養】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ  【その他（通販）】

6 6

夏の高校野球栃木大会中継テーマソング特集
【教養】

【報道】
【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】

4

ジャパネットたかた　テレビショッピング  【その他（通
販）】

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

週間番組表　期間：2014/07/21 ～ 2014/07/27
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