
00 [ﾆｭーｽ] 天気
15 きらっといきる
50 天気

00 おはよう日本

07:30 ウィークエンド関
　　　　西

15 だんだん
30 NHK週刊ニュース

00 家計診断・おすすめ
　　悠々ライフ
30 食彩浪漫
50 パパサウルス

00 [ﾆｭーｽ] 天気
05 その時歴史が動いた
50 ぐるっと関西プラス

00 [ﾆｭーｽ] 天気
15 バラエティー生活笑百
　　科
45 だんだん

00 [ﾆｭーｽ] 天気
05 篤姫
50 百歳バンザイ !

00 土曜スタジオパーク

00 [ﾆｭーｽ] 天気
05（番組未定）

00 第 62回全日本体操選手
　　権～新潟・上越リージョ
　　ンプラザ
　　(延長の場合あり )

17:30 （番組未定）

00 [ﾆｭーｽ] 天気
10 週刊こどもニュース
42 週末プレマップ
45 [ﾆｭーｽ] 天気

00 NHKニュース7
30 陽炎の辻2～居眠り磐
　　音・江戸双紙

00 探検ロマン世界遺産
45 [ﾆｭーｽ] 天気

00 ジャッジ2・島の裁
判官奮闘記「共犯」

00 土曜スポーツタイム
25 ドキュメント・にっぽ
　　んの現場
55 シリーズ世界遺産
　　100
00 [ﾆｭーｽ] 天気
10 ファン・ジニ「初恋」

05 [ﾆｭーｽ] 天気
10 着信御礼 ! ケータイ大
　　喜利
55 彩雲国2

20 アグリー・ベティ　　
　　「クィーンズの絆」

05 ミッドナイトチャンネ
ル

15 新日本紀行ふたたび
45 百歳バンザイ !
55 絶景・日本の名峰

00 さわやか自然百景
15 芸能花舞台

00 テレビでフランス語
25 アジア語楽紀行
30 テレビ体操
40 新感覚・わかる使える   
      英文法
00 どようこどもSP
      ▽ピタゴラスイッチ▽
      バーディー▽スイスイ !
      フィジー !▽つくってあ
　　そぼ▽ざわざわ森のが
　　んこちゃん▽おさるの
　　ジョージ▽クインテット

8:35 おかあさんといっ
       しょ

00 アニメ・メジャー
25 アニメ・アリソンとリ
      リア
50 生放送！教育フェア
　　2008「学びたいは終
　　わらない」
　　▽盛りだくさんのイベ
　　ント内容を丁寧に紹
　　介！ ほか

15 NHKみんなの手話
40 週間手話ニュース

00 テレビスポーツ教室
30 スーパーピアノレッス
      ン
55 みんなの童謡

00 生放送！教育フェア
      2008「学びたいは終    
      わらない」
      NHK放送センターから
      生放送！▽視聴者参加
      型のさまざまなイベン
     ト▽教育テレビの人気 
     番組の出演者やキャラ
     クターのふれあい ほか

00 第 86回全国学生相撲
      選手権～国技館 (延長
     の場合あり )

00 おかあさんといっしょ
25 わたしのきもちミニ
30 スイスイ ! フィジー !
35 ピタゴラスイッチ
50 アニメ・忍たま乱太郎
00 アニメ・メジャー
25 アニメ・テレパシー少
      女蘭
50 ヒミツのちからんど

15 中学生日記
45 とっさの中国語
50 ワンポイント介護
55 NHK手話ニュース

00 健康スペシャル2008
 　  「脱メタボ宣言 !」
      ▽現役医師を招いてメ
      タボ解決法を紹介！
      ほか

21:30 ETVワイド
     ともに生きる
      「LGBT」同性愛、両性
　　愛、性同一性障害など、
　　多様な性のあり方を考
　　える▽タブーとされる
　　ことが多かった性の問
　　題▽広がりつつある性
　　同一性障害への理解▽
　　困難に直面している若
　　い世代の悩み ほか

23:30 めざせ ! 会社の星
      拡大スペシャル
　　「天国 ?地獄 ?転職の
　　極意」(仮題 )
0:15 ( 番組未定 )
0:45 リトル・チャロ
05 テレビで中国語
30 とっさの中国語
 

 

 

 

00 はやおきショッピング
30 照英天空人の旅
45 みのもんたのサタデー
　　ずばッと

07:30 知っとこ !

09:25 せやねん !

12:54 よしもと新喜劇

13:54 ( 番組未定 )

00 住人十色
30 報道特集NEXT

 

18:50 スキマでジャルジャ
　　　 ル
00 ザ・イロモネア

56 ブラッディ・マンデイ

20:54 [ﾆｭーｽ] 天気

00 世界・ふしぎ発見 !
54 素敵なひととき

00 情報 7days ニュース
キャスター

24 ど人生2
30 チューボーですよ !
00 J スポーツスーパー
　　サッカーPLUS
45 JNNニュース
55 COUNT DOWN TV

40 Hz
55 テイルズ オブ ジ アビ
　  ス

25 地獄少女三鼎
55 とある魔術の禁書目録

25 かんなぎ
55 でぃりぃげっと。

00 Channel-a
55 ニュースバード

00 おはよ
08 デイリーキッチン
35 忘文
50 チョナン・カン2

05 西川きよしのご縁です !
　　2008

00 めざましどようび

30 にじいろジーン

09:55 ぶったま !

11:42 満たして好奇心
11:45 [ﾆｭーｽ] 天気
00 たかじん胸いっぱい

00 モモコのOH! ソレ ! み
　　～よ !
30 サッカー・2008Ｊリー
　　グヤマザキナビスコカッ
　　プ・決勝 大分×清水～
　　国立競技場

15:40 ( 番組未定 )

17:30 スーパーニュース

00 ミュージックフェア
30 トミーズのはらぺこキッ
　　チン極

00 脳内エステ IQサプリ

19:57 めちゃ×2イケて
　　　　るッ !

20:54 [ﾆｭーｽ] 天気
00 土曜プレミアム
　　「フジの芸術ルネッサン
　　ス“これでいいのだ !! 赤
　　塚不二夫伝説”」▽ギャグ
　　漫画界の巨匠・赤塚不二
　　夫の半生 !▽再現ドラマ
　　で明かされるマル秘エピ
　　ソード▽苦楽を共にした
　　漫画仲間&芸能人&遺
　　族の証言▽人気キャラク
　　ターベスト10! ほか
23:10 Room Of King

23:55 [ﾆｭーｽ] 天気
00 LIVE2008・ニュース
　　&すぽると !

05 サタうま !
35 ( 番組未定 )

14 ビートップスでお買物
29 極上散歩道
59 ズームイン !! サタデー

00 ウェークアップ !ぷらす

09:25 あさパラ !

11:25 NNNストレイト
　　　  ニュース
11:35 BEAT
11:40 やすとものミテミテ
11:45 3 分クッキング☆買物
00 斉藤さん

13:55 ( 番組未定 )

15:55 マヨブラ流

16:55 発見 ! 仰天 !! プレミ
　　　   アもん !!! 土曜はダ
　　　　メよ !

00 NNN Newsリアルタイ
　　ム・サタデー
30 弟子っちょピカ丸

00 天才！志村どうぶつ園

19:56 世界一受けたい授業

20:54 突然ティーチャーQ!
00 スクラップ・ティー
　　チャー～教師再生～

54 ウキキちゃんねる
00 エンタの神様

54 ウキキちゃんねる
00 恋のから騒ぎ
30 週末のシンデレラ・世界 !
　　弾丸トラベラー
55 the 波乗りレストラン

05 江川×堀尾のSUPER
　　うるぐす
40 NNNニュース
55 大キングコング情熱 !　
　　しゃべり隊 !!
10 関西学生アメリカンフッ
トボール「関西学院大学×
京都大学」

02:35 B トップス

05 YTVイベントガイド
25 音・パレード

35 テレショップ

05 イベントシャワー
10 にっぽんの自然
25 イベントシャワー
30 Hi!Hey!Say!

00 ファイテンション・テレビ
30 遊戯王デュエルモンス
　　ターズGX

00 レスキューフォース
　　「ドリルドーザー」
30 おはコロシアム

00 BLUE DRAGON天界の
　　七竜「騎士と少女」
30 かがく deムチャミタス !

00 ケロロ軍曹「ケロロ　ガ
　　ムかむ？」
30 家庭教師ヒットマンリ
　　ボーン !

00 熱闘 ! ゴルフ向上委員会
30 週刊ニュース新書

 

12:25 “地球街道”オススメ
12:30 スペシャル傑作選

13:55 スペシャルイベント
　　　  アワー

15:55 たこるくん
00 樋口久子 IDC大塚家具レ
ディスゴルフ～埼玉

17:15 たこるの耳より情報
17:20 TXNニュース
17:30 ザ・フィッシング
　　　　「ベテランの奥義」

00 釣り・ロマンを求めて
30 太一×ケンタロウ男子ごはん

00 土曜スペシャル「秀峰！
　　にっぽん名山紀行～古里
　　に残る味と人情」（仮題）
　　▽青森&秋田・白神岳…
　　展望台で絶景を満喫▽新
　　潟&長野・苗場山…温泉
　　で疲れを癒す▽長野・木
　　曽駒ヶ岳…ローズガーデ
　　ンを訪問▽鳥取 ほか

20:54 NEWSα
00 出没 ! アド街ック天国「西
　　丹沢温泉郷」ベスト30
　　▽視聴者の限定マル得情
　　報▽薬丸印の新名物
54 未来の主役
00 美の巨人たち「尾形光琳
　　“風神雷神図屏風”」
30 地球街道「ナポレオン街
　　道」
55 ミューズの晩餐

23:20 音楽ば～か
23:45 メガスポ !

00:20 TXNニュース
00:25 JAPAN COUNTDOWN
00:55 モヤモヤさまぁ～ず2

01:25 たこるくん
01:30 ゴルゴ13

00 イベントシャワー
05 ヴァンパイア騎士G
35 イベントシャワー
40 パクパク TV

10 ヒャッコ
40 テレショップ
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2  NHK総合 12  NHK教育 4  毎日放送 6  ABCテレビ 8  関西テレビ 10 読売テレビ 19 テレビ大阪 

20 生きる×2
50 [ﾆｭーｽ] 天気

02 イベナビ
05 おかずのクッキング
30 おはよう朝日～土曜日で
　　す～

00 朝だ ! 生です旅サラダ

30 渡辺篤史の建もの探訪
55 週末の探検家～夢羅針盤

10:25 映画「まぼろしの邪
　　　　馬台国」みどころ紹
　　　　介 (仮題 )

20 ホップ ! ステップ !! シャ
　　ンプー
45 [ﾆｭーｽ] 天気
00 おひるのワイド1 20

13:55 WEEKENDワイド

15:30 マイナビABCチャ
　　　　ンピオンシップゴル
　　　　フ～神戸

16:25 ミニ番組
16:30 黄金

17:25 よろしく6ch
17:30 ANNスーパーJ
　　　　チャンネル
00 人生の楽園
30 二人の食卓～ありが
　　とうのレシピ～

00 勉強してきましたクイ
　　ズ・ガリベン !

19:57 国分太一・美輪明宏・
　　　　江原啓之のオーラの
　　　　泉

20:54 [ﾆｭーｽ] 天気
20:58 今夜の土曜ワイド
00 土曜ワイド劇場
　　「炎の警備隊長五十嵐杜
　　夫７～隊長が逮捕 !! 巨
　　大病院の連続殺人に潜む
　　闇取引と美人悪女の不倫
　　の罠」

22:51 [ﾆｭーｽ] 天気
22:55 公造とアナアナ
00 SmaSTATION!!

54 よろしく6ch
00 ANNニュース&スポー
　　ツ

30 藤井陣内のザ・レジェン
　　ド
00 タモリ倶楽部「日本枝豆
　　大賞」
30 テレメンタリー2008

00 「リーサル・ウェポン」

3:47 [ﾆｭーｽ] 天気
3:49 お知らせ
3:52 ミュージックファイル
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大和川レコード×米子匡司

テレビをみる日

連動サイト

webサイトでは、テレビ番組についてのコメントを投稿する事ができます。
コメントは、イベント開催中はもちろん、開始前／終了後も無期限に書き込み／閲
覧できます。
webサイトのテレビ番組表から、それぞれの番組についてのコメントを書き込む事
ができますので、以前見た番組について、今見ている番組について、説明・感想・
その他どのような事でもコメントして下さい。

テレビをみる日

●大和川レコードと米子匡司が11月1日 ( 土 ) に放送されるテレビ番組を、放送開始～終了
　まで観賞します。
●その様子を、リアルタイムにインターネット上の特設サイトにて動画配信します。
●途中、何人かのゲストをお迎えし、テレビ番組について、テレビに関するさまざまな事につ
　いて話します。

ゲスト（予定）

  市川ヨウヘイ（古本屋メガネヤ店主）   　岩淵拓郎（美術家 / 執筆・編集者）
  小田寛一郎（アーティスト）　　　　　　甲斐賢治（NPOrecip / NPOremo）
  チェルシー杉本（元レコード屋店主）   　松本渉（アーティスト）

このイベントに参加するには、以下の２つの方法があります。

11月1日(土) 午前5時～翌午前5時までの間に、

Ａ．http://tv.chochopin.net/ にアクセスしてインターネット放送を見る。
　  サイトにコメントを書き込む事もできます。

Ｂ． イベントの会場へ行く。イベントの鑑賞はもちろん、ご希望の方はゲ
　   ストとして参加していただけます。

テレビをみる前に

テレビは「言葉の最果て」なのだと思います。あらゆる物事が曖昧な境界から脱したときに勝ち取
る意味は、やがて言葉となって流通し、そして最後は電波に乗って僕たちのお茶の間に到着し
ます。世界はもっと曖昧なものなのかもしれないけども、それが電波にのれば、世界がすべ
て言葉で語れるようになるのか。ってことはそれを受け取って「世界はこうだ！」を感
じとる人が多数いるわけで…。そういう意味では「世界が先か、テレビが先か」…わか
らなくなってしまうのです。（大和川レコード）

小さいころにはよくテレビを見ていました。
好きな番組には「スタートレック」とか「鶴瓶上岡パペポTV」とか深夜番組が多くて、
兄と一緒に夜更かししてはテレビの前に陣取って、毎週必ず見ていました。
何がきっかけだったんでしょう。好きで見ていた番組が減っていったのがきっかけ
だったんでしょうか、その頃テレビは僕の生活の一部としてあったのに、いつのま
にか生活の中にテレビは無くなって、今ではテレビそのものが家にありません。
今どこかで時折、ふと目にする地上波のテレビ番組は、その頃からずっと変わらな
い普遍的な世界での出来事のように思えて、すべからく変化し続ける自分や自分を
取り巻く物事との間に生じる違和感から、狐につままれたような気分になります。
テレビ番組というのは一体なんだったのか、なぜ僕はテレビを見ないのかが気にかか
り、もう一度テレビを見てみようと思います。(米子匡司 )

テレビについて

1953年にNHKが放送を開始。同年、日本テレビが民間放送第一号として放送を開始し、
今にいたるまでお金のかからないエンターテインメントとして広く人口に膾炙しました。
また、同年シャープが国内最初の白黒テレビを発売して以来、テレビの家庭への普及率は、
1975年には90%、1985年に99%を越え、日本での一日のテレビ視聴時間は全年齢平均
4～5時間と言われています。また、2000年以降、特に20歳代男性を中心としたインターネッ
トを利用する若年層のテレビ離れが進んでいるとの見方もあります。

大和川レコード × 米子匡司

大和川レコード (日常編集家 /アーティスト )と米子匡司のコンビ。
それぞれに音楽・メディア・その他を扱った活動を行いながら、お互いの興味の重なると
ころで協力中。２人での主な活動は、『憧れのラジオＤＪ！』(ワークショップ /CAPHO 
USE/2007)、『大和川レコード×米子匡司』(パフォーマンス /Pantaloon/2008) など。
また、2006年よりNetRadio / Podcast『スキマ芸術』を放送しています。

関連イベント

BankART CafeLive 11.07 大和川レコード  ( 横浜 BankART)
「（再）祝 ! 大和川レコードチャンネル開局とそれに伴う一連の手続き」
大和川レコードの、大和川レコードによる、大和川レコードの
ためのテレビ局「大和川レコードチャンネル」が、横浜の“ お
台場” BankART Studio NYK にて開局。ライブを見終わっ
た後は、きっと「なぜ我が家のテレビは大和川レコードチャン
ネルが映らないんだ !」ってイライラするほど、中毒性の高い
コンテンツとなるでしょう。テーマソングはやっぱりこの曲、
大和川レコード1st アルバム「選び採取れた日常」より『飛び
か…。※一部の離島では放送されません。

2008年11月1日(土) 午前5時～翌午前5時

http://tv.chochopin.net/


	フライヤー表
	フライヤー裏

