
番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

11月の放送番組表
放送
時間 1週（1～2）

2週（3・5～9）
3週（10～16） 4週（17～22） 5週（24～30）

3日のみ

マギー＆SKE48のハナタカ
～雨でも楽しめるおでかけスポット～

00
マギー＆SKE48のハナタカ
～夏休みの自由研究にオススメなスポット～

00
マギー＆SKE48のハナタカ
～大自然をあそびつくせるスポット～

00 NAGASAKI水中散歩
かわいいを探そう

まるごと動物ウォッチ
上野動物園

30
まるごと動物ウォッチ
市川市動植物園

30
まるごと動物ウォッチ
横浜市立金沢動物園

6

00
マギー＆SKE48のハナタカ
～春を求めて、ゆったりのんびり～

00
マギー＆SKE48のハナタカ
～新緑 風薫る初夏のお出かけ～

00

30
まるごと動物ウォッチ
みさき公園　動物園

30
まるごと動物ウォッチ
海の中道海浜公園

30

15 すわSPA！～温泉のススメ～
すずらんの湯

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
日本初の三冠王　中島治康

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛蔵

15 恋する高知
クジラに出会う海

15 となみ野の源流
～過疎の村に花咲かせたそば～

15

sfida Fリーグオーシャンカップ2018
決勝

名古屋オーシャンズ vs. シュライカー大阪

00 NAGASAKI水中散歩
ウミシダの観察

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
筑摩書房創立者 古田晃

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その6

00 郷土菜発見
モロヘイヤ

00

いいね！にっぽん
まちの小町

00

「湯めぐり旅気分」を訪問
～秋田沖で沖メバル釣り！～

00
4Kで世界めぐり　～南アメリカ～

THE WORLD THEATERS
ウユニ塩湖
マチュピチュ・マチュピチュ村
イグアス居住区・イグアスの滝・ブエノスアイレス

7

00

ノベ☆スタ感動体験
大崩山登山

9

00
美・JAPAN
世界が認めた織物～結城紬～

00
祭・JAPAN Season.2
火の粉散らす攻防　取り追う祭り

00

00
シェラカップは基本です！
宮崎県日南市(前編)

30
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
8話

30
シェラカップは基本です！
宮崎県日南市(後編)

食・JAPAN Season.2
心を食す～となみ野のほんこさま～

00
美・JAPAN
湿原の神　タンチョウと生きる

00
祭・JAPAN Season.1
大入道　日本一大きなからくり人形

30
グレイトメッセージ ～郷土の礎を築いた人々～

才能教育研究会 創始者 鈴木鎮一

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
日本初の三冠王　中島治康

30

8

郷土菜発見
モロヘイヤ

00 NAGASAKI水中散歩
かわいいを探そう

00 まほろば～歴史の扉～
古代の鈴鹿 伊勢国府

グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
東京新宿中村屋を創業　実業家 相馬愛蔵

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
筑摩書房創立者 古田晃

30 グレイトメッセージ
～郷土の礎を築いた人々～
信州大学名誉教授 精神科医　西丸四方

15 すわSPA！～温泉のススメ～
すずらんの湯

15 時代を超えたクルマたち
ボルボ　PV544

30
マギー＆SKE48のハナタカ
～新緑 風薫る初夏のお出かけ～

30
マギー＆SKE48のハナタカ
～雨でも楽しめるおでかけスポット～

30
マギー＆SKE48のハナタカ
～夏休みの自由研究にオススメなスポット～

15 恋する高知
クジラに出会う海

15 となみ野の源流
～過疎の村に花咲かせたそば～

15 ノベ☆スタ感動体験
大崩山登山

30
マギー＆SKE48のハナタカ
～大自然をあそびつくせるスポット～

30
マギー＆SKE48のハナタカ
～レトロなつかしいスポットめぐり～

11

00
北信濃の酒造り
遠藤酒造場

00
Japan Quality 0.2
秋田銀線細工

00

10

00 NAGASAKI水中散歩
ウミシダの観察

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その6

00

東海の肖像
北海道の名付け親 松浦武四郎

00
富山を釣る
～ニジマス・鯰・アオリイカの3本立て～

00
幸せのレシピ

30
まるごと動物ウォッチ
海の中道海浜公園

30
まるごと動物ウォッチ
上野動物園

30

00
Beauty of JAPAN
少女の微笑みが藤に舞う

00
ニッポンの新・伝統工芸
角館の樺細工　～秋田

00
ニッポンの新・伝統工芸
伝統の和釘を後世へ「火造りのうちやま」の挑戦

まるごと動物ウォッチ
市川市動植物園

30
まるごと動物ウォッチ
横浜市立金沢動物園

30
まるごと動物ウォッチ
千葉市動物公園

ぶらり　尾道こみち
勧商場小路

30 となみ野の源流
豆腐屋 喜平さん　～五箇山とうふを作る三代目～

45 まほろば～歴史の扉～
佐佐木信綱と熊澤一衛

45 時代を超えたクルマたち
ダイハツ　ミゼット DKA型

45 まほろば～歴史の扉～
珠光院貞姫の決断 桑名藩の明治維新

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その13

30 新・郷土菜発見
とよ坊かぼちゃん

30 NAGASAKI水中散歩
夜のそと海 ～ナイトダイブ～

テクノ探検隊
イヤホンをつけると誰か　分かってしまう！
耳認証20 とくしまドローン紀行 そらたび

いつか帰る場所。Promised place. Mt.TSURUGI.

45 すわSPA！～温泉のススメ～
遊泉ハウス児湯

45 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その14

13

00
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃１

00
岡崎ふるさと巡り　天下人 徳川家康
遠江進出

00

12

00
Beauty of JAPAN
勇壮優美 夜高まつりに魅せられて

00 ニッポンの新・伝統工芸
若手職人の挑戦！
新しい伝統工芸を開拓せよ

30
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
8話

30
旅するカンジ
～其の三十二～

30

30

田中律子の旅するSUP Season.2
～沖縄・慶良間諸島編①～

新プライド～富山の仕事人～
フルーツカービング 中島淳

00
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃2

00
ご当地アイドルNo.1決定戦
U.M.Uアワード2018　エリア大会

00
【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年 大賞

伊勢神宮・命あふるる神々の森
五十鈴川を行く

00

00

プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL WRESTLING

～関西中国大会～

歴史探訪～天守を想う地元旅～
掛川城

30
田中律子の旅するSUP Season.2
～沖縄・慶良間諸島編②～

30
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
9話

【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年　ひかりTV賞

とくしまドローン紀行 そらたび
ココロが走る。牟岐線の旅。

45 和菓子のある風景
伊勢 播田屋

30

Cycle*2017
J:COM presents
2017
ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム

とくしまドローン紀行 そらたび
Treasure of ria coast.
英虞湾に宿る女神の光沢

30
This is OS☆U
超絶元気発信！推す！推す！アイドルOS☆U LiVE！

30

第68回勝毎花火大会

00 【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2016年 大賞

キノイロ美瑛 ～北海道びえい絵巻
フユノイロ

00

【特集】4K徳島国際映画祭　賞作 2017年　優秀賞

4Kでよみがえる浮世絵2
歌川広重『名所江戸百景』
〜江戸の豊穣な色世界をめぐる〜

00 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #5

45 美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール　後編

15

00

第70回諏訪湖祭湖上花火大会
～70周年記念 新・諏訪湖劇場 開幕～

00

大曲の花火　秋の章
花火劇場～あきた満開～

00

30 祭・JAPAN Season.2
街に勢いを！40年目の大綱引き

50

14

00
4Kセレクトアワー　～四国編～

技・JAPAN
伝承400年　野村の泉貨紙

00 田中律子の旅するSUP
Season.2
～東京編②～

晩秋の伊勢神宮

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩
自由が丘

30 美女2人天竜川伝説紀行
川エンジョイ飯田編　前編

30 美女2人天竜川伝説紀行
みどころいっぱい！駒ヶ根　前編

30 美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール　前編

00

いいね！にっぽん
地元で人気のアレ！30 【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年　優秀賞

栗林慧の世界 アリの目から見た昆虫王国4K
森の王者編

00 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #4 00 モト冬樹のまちかど呑み散歩
桜新町

00 恋する高知
～室戸の魅力再発見～

17

00

北総探訪
～千葉県初！日本遺産
江戸を感じる四都市物語～

00

いいね！にっぽん
まちの小町

00

「湯めぐり旅気分」を訪問
～秋田沖で沖メバル釣り！～

00

45 郷土菜発見
前川次郎柿

45 美女2人天竜川伝説紀行
川エンジョイ飯田編　後編

45 美女2人天竜川伝説紀行
みどころいっぱい！駒ヶ根　後編

16
15 4Kセレクトアワー　〜食と秋〜

食・JAPAN Season.1
岡山のばらずし

15 策伝大賞覇者競演落語会
浪漫亭刃矢手

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩
三軒茶屋

18

00
Beauty of JAPAN
勇壮優美 夜高まつりに魅せられて

00 ニッポンの新・伝統工芸
若手職人の挑戦！
新しい伝統工芸を開拓せよ

00

4Kで世界めぐり　～南アメリカ～

THE WORLD THEATERS
ウユニ塩湖
マチュピチュ・マチュピチュ村
イグアス居住区・イグアスの滝・ブエノスアイレス

00
シェラカップは基本です！
宮崎県日南市(前編)15 田中律子の旅するSUP

Season.2
～東京編③～ 30

シェラカップは基本です！
宮崎県日南市(後編)45 THE WORLD THEATERS

ドゥブロヴニク・コトル

Beauty of JAPAN
少女の微笑みが藤に舞う

00
ニッポンの新・伝統工芸
角館の樺細工　～秋田

00
ニッポンの新・伝統工芸
伝統の和釘を後世へ「火造りのうちやま」の挑戦

30 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その13

30 新・郷土菜発見
とよ坊かぼちゃん

30 NAGASAKI水中散歩
夜のそと海 ～ナイトダイブ～

30 ぶらり　尾道こみち
勧商場小路

30 となみ野の源流
豆腐屋 喜平さん　～五箇山とうふを作る三代目～

45 まほろば～歴史の扉～
佐佐木信綱と熊澤一衛

45 時代を超えたクルマたち
ダイハツ　ミゼット DKA型

45

00 新プライド～富山の仕事人～
フルーツカービング 中島淳

00
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃2

00 テクノ探検隊
イヤホンをつけると誰か　分かってしまう！
耳認証20 とくしまドローン紀行 そらたび

いつか帰る場所。Promised place. Mt.TSURUGI.

まほろば～歴史の扉～
珠光院貞姫の決断 桑名藩の明治維新

45 すわSPA！～温泉のススメ～
遊泉ハウス児湯

45 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか　その14

30
富山を釣る
～ニジマス・鯰・アオリイカの3本立て～

30
幸せのレシピ

20

00
4Kセレクトアワー　～四国編～

技・JAPAN
伝承400年　野村の泉貨紙

00
晩秋の伊勢神宮

00

30
北信濃の酒造り
遠藤酒造場

30
Japan Quality 0.2
秋田銀線細工

30
東海の肖像
北海道の名付け親 松浦武四郎

19

00
踊り！彩り！祭nine. 第二章 ＃１

00
岡崎ふるさと巡り　天下人 徳川家康
遠江進出

歴史探訪～天守を想う地元旅～
掛川城

30
祭・JAPAN Season.2
街に勢いを！40年目の大綱引き

50 【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年　ひかりTV賞

とくしまドローン紀行 そらたび
ココロが走る。牟岐線の旅。

45 和菓子のある風景
伊勢 播田屋

ご当地アイドルNo.1決定戦
U.M.Uアワード2018　エリア大会

00
【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年 大賞

伊勢神宮・命あふるる神々の森
五十鈴川を行く

00 プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL WRESTLING

～関西中国大会～

30 とくしまドローン紀行 そらたび
Treasure of ria coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

30
This is OS☆U
超絶元気発信！推す！推す！アイドルOS☆U LiVE！

30

第68回勝毎花火大会

00 【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2016年 大賞

キノイロ美瑛 ～北海道びえい絵巻
フユノイロ

00

いいね！にっぽん
地元で人気のアレ！30 【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年　優秀賞

栗林慧の世界 アリの目から見た昆虫王国4K
森の王者編

21

00

第70回諏訪湖祭湖上花火大会
～70周年記念 新・諏訪湖劇場 開幕～

00

大曲の花火　秋の章
花火劇場～あきた満開～

00

山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #5

15 4Kセレクトアワー　〜食と秋〜

食・JAPAN Season.1
岡山のばらずし

15 策伝大賞覇者競演落語会
浪漫亭刃矢手

15

00 山形こそ、クール。 ～#ymgt_cool 4K～ #4 00 モト冬樹のまちかど呑み散歩
桜新町

00

モト冬樹のまちかど呑み散歩
三軒茶屋

15 モト冬樹のまちかど呑み散歩
自由が丘

30 美女2人天竜川伝説紀行
川エンジョイ飯田編　前編

23

00

北総探訪
～千葉県初！日本遺産
江戸を感じる四都市物語～

00
旅するカンジ
～其の三十二～

00

22

美・JAPAN
湿原の神　タンチョウと生きる

30

田中律子の旅するSUP Season.2
～沖縄・慶良間諸島編①～

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～沖縄・慶良間諸島編②～

00

30

恋する高知
～室戸の魅力再発見～

00

【特集】4K徳島国際映画祭　受賞作 2017年　優秀賞

4Kでよみがえる浮世絵2
歌川広重『名所江戸百景』
〜江戸の豊穣な色世界をめぐる〜

00

45 郷土菜発見
前川次郎柿

45 美女2人天竜川伝説紀行
川エンジョイ飯田編　後編

祭・JAPAN Season.2
火の粉散らす攻防　取り追う祭り

30
食・JAPAN Season.2
心を食す～となみ野のほんこさま～

30

30 美女2人天竜川伝説紀行
みどころいっぱい！駒ヶ根　前編

30 美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール　前編

45 美女2人天竜川伝説紀行
みどころいっぱい！駒ヶ根　後編

45 美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール　後編

祭・JAPAN Season.1
大入道　日本一大きなからくり人形

桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイチ
9話



番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

1day、2LIVE！
～徳島･秋の阿波おどり＆

2018ツール･ド･フランス さいたまクリテリウム～

4日

30
祭・JAPAN Season.2
火の粉散らす攻防　取り追う祭り

裏方のプライド
～新プライドスペシャル～23

00
旅するカンジ
～其の三十二～

00

22
30 美女2人天竜川伝説紀行

川エンジョイ飯田編　前編
30

ニッポンの新・伝統工芸
刺繍にかける伝統と進化45 美女2人天竜川伝説紀行

川エンジョイ飯田編　後編

15 策伝大賞覇者競演落語会
浪漫亭刃矢手

00 モト冬樹のまちかど呑み散歩
桜新町

00
北信濃の酒造り
遠藤酒造場

新プライド～富山の仕事人～
クラフトマン 高野昌喜

とくしまドローン紀行 そらたび
Treasure of ria coast. 英虞湾に宿る女神の光沢

30
技・JAPAN
刀匠 松葉國正 技と魂

45 和菓子のある風景
伊勢 播田屋

21

00

大曲の花火　秋の章
花火劇場～あきた満開～

00

20

00
晩秋の伊勢神宮

30

15 となみ野の源流
大門そうめん　～170年続く真夜中の仕事～

00 郷土菜発見
伊勢茶

30
自然、暮らしと共に生きる
大館曲げわっぱ

30
Japan Quality 0.2
秋田銀線細工

30
東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

15 職人魂～富山の匠～
鍛冶職人 黒田繁之

19

00
岡崎ふるさと巡り　天下人 徳川家康
遠江進出

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか その1

30 新・郷土菜発見
とよ坊かぼちゃん

30
ニッポンの新・伝統工芸
伝統をカラフルに　～唐琴の畳縁～45 時代を超えたクルマたち

ダイハツ　ミゼット DKA型

18

00
ニッポンの新・伝統工芸
若手職人の挑戦！新しい伝統工芸を開拓せよ

00
技・JAPAN
父子で歩む　仏像彫刻の道

17

00
日本人の「心」をつなぐ
～手描き友禅の世界～

30
田中律子の旅するSUP Season.2
～東京編③～

30
美・JAPAN
下町に生きる匠が生み出す技と美

16

00 職人魂～富山の匠～
西洋料理人 渡辺徹

15 郷土菜発見
大内山牛乳

30
ニッポンの新・伝統工芸
伝統の和釘を後世へ「火造りのうちやま」の挑戦

15

00
ジョナサンの倉敷旅
世界に誇る工場　水島

30
美・JAPAN
未来の日本酒を担うNEXT5

30

2018
ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム
生中継

14

00
田中律子の旅するSUP Season.2
～東京編②～

00

裏方のプライド
～新プライドスペシャル～

13

とくしまドローン紀行 そらたび　ベストチョイス
・Night Flight in Tokushima City きらめく街へ。
・早春の海峡におどる阿波色・鳴門わかめ
・On the road again　吉野川現風景　下流域編
・Mysterious　color in NAKA-cho.奇絶の谿としづくの森

・晴れ時々波待ち。海陽町宍喰
・後世に残すべき怪遺産 山城大歩危　妖怪村。

00
北信濃の酒造り
遠藤酒造場

30
ニッポンの新・伝統工芸
刺繍にかける伝統と進化

00
新プライド～富山の仕事人～
クラフトマン 高野昌喜

30
技・JAPAN
刀匠 松葉國正 技と魂

15 となみ野の源流
大門そうめん　～170年続く真夜中の仕事～

30
東海の肖像
相撲幟　技と清流が生んだ色彩

10

00

激流と闘う乙女たち
～栄光への軌跡～

50
とくしまドローン紀行 そらたび　ベストチョイス
・洋上の奇跡　伊島
・ココロが走る。牟岐線の旅。
・ふるさとにそびえる原始の森。三嶺
・知の森林を飛ぶ「徳島県文化の森総合公園」
・「美しきもの。」を湛える上勝。11

00 郷土菜発見
伊勢茶

45

秋の阿波おどり
生中継12

30
自然、暮らしと共に生きる
大館曲げわっぱ

00 なぜだか金澤　見つけて加賀・能登
なぜだか その1

15 職人魂～富山の匠～
鍛冶職人 黒田繁之

30
ニッポンの新・伝統工芸
伝統をカラフルに　～唐琴の畳縁～

9

00

四国巡礼1200キロ
～歩き遍路に挑む若者たち～

00
技・JAPAN
父子で歩む　仏像彫刻の道

30
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
徳島にあった邪馬台国の謎

30
美・JAPAN
下町に生きる匠が生み出す技と美

8

00
徳島ミステリー番組　スピリチュアワ
ソロモンの秘宝は徳島県にあった

00
日本人の「心」をつなぐ
～手描き友禅の世界～

7

00

阿波の国　新冒険記

00 職人魂～富山の匠～
西洋料理人 渡辺徹

30
ニッポンの新・伝統工芸
伝統の和釘を後世へ「火造りのうちやま」の挑戦

15 郷土菜発見
大内山牛乳

11月の放送番組表
放送
時間

まるごと1日 仕事人DAY

23日

6

00

徳島県紹介番組・インフォメーション

00
ジョナサンの倉敷旅
世界に誇る工場　水島

30
美・JAPAN
未来の日本酒を担うNEXT5

ピックアップ番組

今年で第11回目となる秋の阿波おどり。会場のステージでは有名連による「阿波おどり

大絵巻」が繰り広げられる。圧巻のステージを４Ｋ生中継でお送りする。真夏の熱狂を再

び。有名連と一緒にテレビの前で踊りましょう！

※ケーブル４Ｋ（ＨＤ版）では放送いたしません。

©テレビトクシマ

今年で６回目の開催となる『さいたまクリテリウム』。世界最高峰のロードレース

「ツール・ド・フランス」の名を冠したクリテリウム（街中の周回）レース。

世界の超一流選手や、日本人トップ選手が参加する注目の大会を、４Ｋ生中継でお届け。

※ケーブル４Ｋ（ＨＤ版）では放送いたしません。

制作：ASO

©Saitama city/Y.Sunada

日本には世界に誇れる職人がいる。それは彼らが仕事に誇りを持っているから。

この特集には、確かな技術、徹底した管理、高みを目指す姿勢、仕事人のすべてが詰まって

いる。第44回日本ケーブルテレビ大賞 番組アワード ４Ｋ部門４Ｋ大賞を受賞した

「裏方のプライド」をはじめ、仕事人たちにまるごと1日迫る。その勤労に感謝を込めて。

制作：倉敷ケーブルテレビ、秋田ケーブルテレビ、ケーブルテレビ富山、ZTV、NCT、

広域高速ネット二九六、J:COM東葛葛飾、ひまわりネットワーク、

キャッチネットワーク、となみ衛星通信テレビ、須高ケーブルテレビ、

ハートネットワーク、ケーブルメディアワイワイ、金沢ケーブルテレビネット

2018 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

秋の阿波おどり 生中継

まるごと１日 仕事人DAY

ニッポンの新･伝統工芸 伝統の和釘を後世へ「火造りのうちやま」の挑戦

©エヌ・シィ・ティ
裏方のプライド

©ケーブルテレビ富山


