
7⽉東京五輪期間中の編成（7.19-31）.xlsx

ハ 西 東 7/19 (月) 7/20 (火) 7/21 (水) 7/22 (木) 7/23 (金) 7/24 (土) 7/25 (日) 東京

0 3 6 :00 NHK ニュース７＜ライブ＞　(二)　 思考ガチャ（再） 囲碁フォーカス 19

am pm

:30　NHK短歌 NHK俳句 　Asia Insight（二） Journeys in Japan（二） Ｃｏｒｅ Ｋｙｏｔｏ（二） イッピン・選 将棋フォーカス

1 4 7 :00 NHK ニュース７(二)　（再） 　　　　　　　　　　　NHK ニュース７(二) 20

:30 連続テレビ小説「おかえりモネ」（再） 　　　　　　　 小さな旅

:50　 もっと伝わる！即レス英会話 ｷｿ英語を学んでみたら世界とつながった ミミクリーズ

2 5 8 :00 ニュースウオッチ９＜ライブ＞(二) 　　　　　　　　　　空からクルージング（再） 　　　　　　　　　　　　ノージーのひらめき工房 21

　 :15 レギュラー番組への道 さわやか自然百景

さがせ！幻の絶版車（再） :30　目撃！にっぽん

:45     にっぽんの芸能

3 6 9 :00　ストーリーズ にっぽん百名山 クローズアップ現代＋ 　　　　　　　　　　　　　　　　にっぽん百名山 :00  激動の世界をゆく（再） 22

コロナ禍のこどもたち

:30 みいつけた！ ＜前編＞

:45 にほんごであそぼ 　　　　　　　　　　　　えいごであそぼ　ｗｉｔｈ　Ｏｒｔｏｎ :52    激動の世界をゆく（再）

4 7 10 :00 連続テレビ小説「おかえりモネ」（再） コロナ禍のこどもたち 23

:15 ニュース・気象情報＜ライブ＞ 　　　　　　　　NHK ニュース７(二)　（再） あしたも晴れ！人生レシピ ＜後編＞

:20 国際報道２０２１

:45 世界ふれあい街歩きミニ 発見！あおもり深世界（再） :45    コレナンデ　サンデー

5 8 11 :00 BSニュース／聖火リレーデイリーハイライト BSニュース／聖火リレー :00　　　　　　　　NHK ニュース７(二)　（再） 24

:15 みんなの体操 am

:20 いないいないばあっ！ :30　○○○○の演芸図鑑

:35 おかあさんといっしょ

6 9 12 :00 コレナンデ商会 にっぽん縦断　こころ旅 熱戦凝縮 1

pm :10旅するためのｽﾍﾟｲﾝ語(ｱﾝｺｰﾙ) 旅するためのﾌﾗﾝｽ語(ｱﾝｺｰﾙ) 　　　　　　　　　もっと伝わる！即レス英会話（再） ウワサの保護者会 とうちゃこ　 「日本陸上選手権」！

:35　 うまいッ！ BENTO EXPO :30  サラメシ（再） Ｔｒａｉｌｓ　ｔｏ　Ｏｉｓｈｉｉ　Ｔｏｋｙｏ :35 バラエティー生活笑百科

（二） :50   夏休み　アニメ　

7 10 13 :00 あさイチ 美の壺スペシャル（再） にっぽん百名山スペシャル 新・ＢＳ日本のうた ガイアの夜明け（再） アンコールスペシャル 2

レトロ建築 「ちはやふる３」

＜英語字幕付き＞

:50   突撃！ストリートシェフ （１）～（３）

8 11 14 :00　世界ふれあい街歩き ドラマ「相棒１９」（再）  3

（１４）

:35 テレビ体操

:45 BSニュース４K＋ふるさと ＠ｏｋａｙａｍａ セルフポートレート　 :50   テレビ体操

9 12 15 “きれいな海”から“豊かな海”へ わたしの風景（再） :00     テレビジャパン・ 比叡の光 4

pm :10 時論公論 １０分で巡る　にっぽんの廃線 １０分で巡る　にっぽんの廃線 シネマシアター（再） :15　刑事ゼロ　スペシャル

:20 デザイン　あ 　　　　　　　　　　　　ピタゴラスイッチ 「キングダム」 （2020）（再）

:30 ニャンちゅう!宇宙!放送チュー! 　　　　　　　　　　　　　 趣味どきっ！ ターシャの森から ＜英語字幕付き＞

10 13 16 :00 　 美の壺 すくすく子育て ニッポンぶらり鉄道旅 サイエンスZERO 日本の話芸 5

:30 きょうの料理 グレーテルのかまど 趣味の園芸

:55　　　　　　 きょうの料理ビギナーズ 趣味の園芸　京も一日陽だまり屋 MOCO'Sキッチン :50グレートネイチャー　１０min.

11 14 17 :00　　　　NHK ニュースおはよう日本＜ライブ＞ 　　　　　　　　　　　　　ニュース＜ライブ＞ :00 Ｅダンスアカデミー :00　　  NHK ニュース  6

:10　　　　　　　中井精也の鉄道写真旅 :20　ニュース おはよう日本＜ライブ＞

:30 きょうの健康 :30   仮面ライダー :30  すイエんサー

:45 天才てれびくん　ｈｅｌｌｏ,

12 15 18 :10 わらたま/オハヨッシャ！ :00  NHK ニュース       　　　  NHK ニュースおはよう日本＜ライブ＞  7

pm :20 ゴー！ゴー！　キッチン戦隊クックルン おはよう日本

:30 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ<英字幕> NINJAハットリくんリターンズ それいけ！アンパンマン 名探偵コナン<英字幕>

:55 まいにちスクスク :45   ダーウィンが来た！

13 16 19 :00 NHK ニュースおはよう日本 :00 アニメ「ちびまる子ちゃん」  8

:15　潜れ！さかなクン　

:30 ふるさとへの思いを胸に (アンコール) :25  見たことのない文化財

:55

14 17 20 :00　特別番組 うたコン 巨樹の国にっぽん　 ヤマナシ・クエスト チコちゃんに叱られる！ :00　ドラマ「太陽は動かない  9

神様の木に会う 未来をうつす　極上の一杯 ―THE ECLIPSE― 」

:30　東大キャンパス・ ＜英語字幕付き＞＜全６回＞

:45　偉人たちの健康診断・選 :50 マツコの知らない世界 日本人の３割しか ミュージアム （１）（２）

15 18 21 知らないこと 10

:15　所さん！大変ですよ くりぃむしちゅーのハナタカ！

:30　沁（し）みる夜汽車 優越館

:45 連続テレビ小説「おかえりモネ」 :45　連続テレビ小説

16 19 22 :00　ドラマ プレミアムドラマ ドラマ ドラマ 今夜の旅はドラマチック :05     NHKスペシャル :00　　最初の企画書 11

「イチケイのカラス」（2） 「ライオンのおやつ」（３） 「緊急取調室」（２） 「TOKYO MER 古都プラハ殺人事件 見せてください

～走る緊急救命室～」（３） 革命を起こしたあの掃除道具

17 20 23 :00 ニュース＜ライブ＞ 12

:15　大相撲どすこい研 沁（し）みる夜汽車 NHK MUSIC SPECIAL サラメシ ガイアの夜明け ドラマ pm

２０２１春 「華麗なる一族」（３） :25 レギュラー番組への道　

:45  シブヤノオト 朝ごはんＬａｂ．

18 21 24 :05　先人たちの底力 :05   ラウンドちゅうごく :00 世界ふれあい街歩きミニ 13

:15　　　チョイス ＣＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ～発掘！ 知恵泉（ちえいず） :15    ふらっとあの街　 ｻｽﾃﾅ旋風でﾌｧｯｼｮﾝが変わる :15  ヤマナシ・クエスト（再） :15  サンドの

am ＠病気になったとき かっこいいニッポン～<英字幕> 旅ラン１０キロ :35　レギュラー番組への道 未来をうつす　極上の一杯 お風呂いただきます

:55　　　　　　　　　　　未来スイッチ さがせ！幻の絶版車 :45 　　思考ガチャ

19 22 1 :05　　ブラタモリ（再） ガッテン！（再） :00　チコちゃんに叱られる！  マツコの知らない世界 :05　日本人の３割しか :00   激動の世界をゆく 14

　　　　　　　　　　　 （再） （再） 知らないこと　くりぃむしちゅー コロナ禍のこどもたち :15 　　ＮＨＫだめ自慢

のハナタカ！優越館（再） ＜前後編＞ ～みんながでるテレビ～(再)

:55 ニュース 名曲アルバム ニュース・気象情報 :45    沁（し）みる夜汽車

20 23 2 :00 列島ニュース 福島をずっと見ているＴＶ 浮世絵ミステリー　（再） ドラマ（再） :00  今夜の旅はドラマチック 15

（再） 歌麿・国芳　ヒットの謎 「ルパンの娘（２０２０）」 （再）

～江戸　メディアの闘い～ （３） 古都プラハ殺人事件

:50 BSニュース（14:50） :50      ニュース（再） :45　麺の匠

21 24 3 :00　日本人のおなまえ（再） 逆転人生（再） うたコン（再） プロフェッショナル 特別番組（再）                             　ニュース（再）  16

仕事の流儀（再） :15　沁みる夜汽車　（再） あしたも晴れ！

am 人生レシピ（再）

:50 BSニュース＜ライブ＞（16:50）

22 1 4 :00　新日本風土記 有吉のお金発見 にっぽん縦断　こころ旅 歴史探偵（再） :00  所さん！  17

突撃！カネオくん（再） とうちゃこ(再） :15　ＳＯＮＧＳ（再） NHK MUSIC SPECIAL 大変ですよ（再）

:30　　J-MELO（英） （再） :30  ストーリーズ（再）

:45　ニッポンの里山

23 2 5 :00 ニュース　シブ５時<ﾗｲﾌﾞ>（二） NHKスペシャル（再） ドラマ（再） 　　　　　　　　　　　　　　 ニュース（二）＜ライブ＞ ニッポンの里山  18

:10　ドラマ（再） 「華麗なる一族」（２） :10　ドラマ（再） :05 プレミアムドラマ（再）         笑点（再） :10　NHKスペシャル（再）

「イチケイのカラス」（２） 「TOKYO MER 「ライオンのおやつ」（３） :30 レギュラー番組への道

～走る緊急救命室～」（３） 朝ごはんＬａｂ．（再）



7⽉東京五輪期間中の編成（7.19-31）.xlsx

ハ 西 東 7/26 (月) 7/27 (火) 7/28 (水) 7/29 (木) 7/30 (金) 7/31 (土) 東京

0 3 6 :00 NHK ニュース７＜ライブ＞　(二)　 思考ガチャ（再） 19

am pm

:30　NHK短歌 NHK俳句 　Asia Insight（二） Journeys in Japan（二） Ｃｏｒｅ Ｋｙｏｔｏ（二） イッピン・選

1 4 7 :00 NHK ニュース７(二)　（再） 　　　NHK ニュース７(二) 20

:30 連続テレビ小説「おかえりモネ」（再） 　　　　　　　

:50　 もっと伝わる！即レス英会話 ｷｿ英語を学んでみたら世界とつながった ミミクリーズ

2 5 8 :00    鉄オタ選手権 中井精也の絶景！てつたび 鉄オタ選手権 中井精也の絶景！てつたび 鉄オタ選手権 　　　　デザイン　あ 21

（アンコール） （アンコール） （アンコール） （アンコール） （アンコール） :15   ＲｏｕＴｕｂｅ（再）

:45     にっぽんの芸能

3 6 9 :00　 にっぽん百名山 22

:30 みいつけた！

:45 にほんごであそぼ 　　　　 えいごであそぼ　ｗｉｔｈ　Ｏｒｔｏｎ

4 7 10 :00 連続テレビ小説「おかえりモネ」（再） 23

:15 NHK ニュース７(二)　（再） あしたも晴れ！人生レシピ

:45 レギュラー番組への道（再）

5 8 11 :00  NHK ニュース７(二)　 24

:15 みんなの体操 （再） am

:20 いないいないばあっ！

:35 おかあさんといっしょ

6 9 12 :00 コレナンデ商会 にっぽん縦断　こころ旅 1

pm :10旅するためのｽﾍﾟｲﾝ語(ｱﾝｺｰﾙ) 旅するためのﾌﾗﾝｽ語(ｱﾝｺｰﾙ) 　　　　　　　　　もっと伝わる！即レス英会話（再） 北海道道（再） とうちゃこ　

:35　 うまいッ！ BENTO EXPO :30  サラメシ（再） Ｔｒａｉｌｓ　ｔｏ　Ｏｉｓｈｉｉ　Ｔｏｋｙｏ（二）

7 10 13 :00 夏休み　アニメ　アンコールスペシャル「ちはやふる３」＜英語字幕付き＞ 2

（４）～（７） （８）～（１１） （１２）～（１５） （１６）～（１８） （１９）～（２２） （２３）～（２４）＜終＞

:50   時論公論

8 11 14 :00　テレビジャパン・  3

シネマシアター（再）

:35 テレビ体操 「町田くんの世界」

:45 はやウタ ＜英語字幕付き＞

9 12 15 4

pm :20 デザイン　あ 　　　　　　　　　　　　ピタゴラスイッチ

:30　 ニャンちゅう！宇宙！ 　　　　CYCLE AROUND JAPAN Highlights（二）（再）　　　　　　 　　　　　　麺の匠 猫のしっぽ　カエルの手・選

放送チュー！ :45      時論公論

10 13 16 :00 　 美の壺 すくすく子育て ニッポンぶらり鉄道旅 サイエンスZERO 日本の話芸 新・ BS日本のうた 5

:30 時論公論 グレーテルのかまど 趣味の園芸

:45 ゴー！ゴー！　キッチン戦隊クックルン

:55　　　　　　　　　　　　　 きょうの料理ビギナーズ 趣味の園芸　京も一日陽だまり屋 MOCO'Sキッチン

11 14 17 :00 天才てれびくん　ｈｅｌｌｏ, ノージーのひらめき工房  6

:25 わらたま/オハヨッシャ！ :20 ｷｯﾁﾝ戦隊ｸｯｸﾙﾝ/クラフト

:35 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ<英字幕> NINJAハットリくんリターンズ それいけ！アンパンマン 名探偵コナン<英字幕> 仮面ライダー :30   すイエんサー

12 15 18 :00 NHK ニュースおはよう日本 NHK ニュースおはよう日本  7

pm ＜ライブ＞

:30   ピタゴラスイッチ

:45   驚き！地球！

13 16 19 :00 NHK ニュースおはよう日本 グレートネイチャー  8

:15   ニンゲン観察バラエティ

:25    ひとモノガタリ（再） モニタリング

14 17 20 :00　 【ＢＳ時代劇】大岡越前５＜全７回＞  9

:45    いいいじゅー！！ :47　　うちなーであそぼ :45    いいいじゅー！！ :50 Trails to Oishii Tokyo 国宝へようこそ

15 18 21 埼玉・小川町 :57　　歴史探偵 長崎・五島市 Remix （３）迎賓館赤坂離宮 :00　ボンジュール！ 10

:15　ロコだけが知っている :15　ロコだけが知っている 辻仁成のパリごはん

:45 連続テレビ小説「おかえりモネ」

16 19 22 :00　ドラマ プレミアムドラマ ドラマ ドラマ 今夜の旅はドラマチック・選 ２位さんはつらいよ 11

「イチケイのカラス」（３） 「ライオンのおやつ」（４） 「緊急取調室」（３） 「TOKYO MER 夢追い人と　秋のメルヘン 輝かしい１位に隠れ光の

～走る緊急救命室～」（４） 　フランス・アルザス 当たらない２位さん！

悲哀と奮闘の物語

17 20 23 :00  スゴモリどうぶつえん 　ニュース＜ライブ＞ インタビューここから ニュース＜ライブ＞ 12

:15　ニュース＜ライブ＞ :20  あの試合をもう一度！ 料理研究家　大原千鶴 :20  あの試合をもう一度！ :15  あの試合をもう一度！ ドラマ pm

:35  あの試合をもう一度！ スポーツ名勝負 :25　ニュース＜ライブ＞ スポーツ名勝負 スポーツ名勝負 「華麗なる一族」（４）

スポーツ名勝負 日本女子オープンゴルフ :45  あの試合をもう一度！ 日本オープンゴルフ２００９年 日本オープンゴルフ１９８８年

18 21 24 日本女子オープンゴルフ １９９３年 スポーツ名勝負 石川遼　今野康晴　小田龍一 “ＡＯＮ”伝説の名勝負 13

２００５年 激闘の涙　岡本綾子 日本オープンゴルフ２０１６年 プレーオフ決戦 :15   なれそめＴＶ

am 圧巻の初優勝　新星宮里藍 世界の松山英樹

貫禄の初制覇 :45  第９回明石家紅白！

19 22 1 :05 ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！ :05　チコちゃんに叱られる！      日本人の３割しか （再） 14

:2010分で巡る　にっぽんの廃線 かっこいいニッポン～ （再） 知らないこと　くりぃむしちゅー

:30　 タンカツ　パラスポーツ <英字幕> :30 　タンカツ　パラスポーツ のハナタカ！優越館（再）

（再） 散歩～Ｓｔｒｏｌｌ～ （再）

20 23 2 :00 ニュース（再）　 15

:15 鶴瓶の家族に乾杯（再）

:20 【ＢＳ時代劇】大岡越前５＜全７回＞（再）

21 24 3  16

:05　日本人のおなまえ（再） 逆転人生（再） うたコン（再） プロフェッショナル 東大キャンパス・

am 仕事の流儀（再） ミュージアム（再） :30   ニンゲン観察バラエティ

モニタリング（再）

22 1 4 :00　新日本風土記 有吉のお金発見 にっぽん縦断　こころ旅 歴史探偵（再）  17

突撃！カネオくん（再） とうちゃこ(再）

:30　　J-MELO（英） :35　＠ｏｋａｙａｍａ（再）

:45　１５分でにっぽん百名山

23 2 5 :00   ニッポンの里山 最初の企画書見せてください ドラマ（再） ニッポンの里山 ニュース（二）＜ライブ＞  18

:10　ドラマ（再） （再） 「華麗なる一族」（３） :10　ドラマ（再） :05 プレミアムドラマ（再） :15　１５分でにっぽん百名山

「イチケイのカラス」（３） 革命を起こしたあの掃除道具 「TOKYO MER 「ライオンのおやつ」（４） :30 レギュラー番組への道

～走る緊急救命室～」（４） 　朝ごはんＬａｂ．（再）


