
04:30 おはよう日本

15 つばさ
30 ニュース
35 生活ほっとモーニング
　　「暮らしに役立つ情報
　　満載」
25 みんなの体操
30 趣味の園芸プラス
　　「アヤメの仲間」

55 みんなのうた
00 ニュース
05 とびきり「金とく“歴
　　史的発掘 !! 織田信長・
　　まちづくりの野望”」
50 ふだん着の温泉
00 ニュース
05 美の壺「じゅうたん」
30 ぐるっと関西おひるま
　　え
57 ニュース
00 ニュース
20 金曜バラエティー

45 つばさ

00 ニュース
05 スタジオパークからこ
　　んにちは

55 みんなのうた
00 ニュース
05 お元気ですか日本
　　列島

00 ニュース
15 日本ゴルフツアー選手
　　権

16:50 あほやねん !すき
　　　   やねん !

00 ニュース
10 ニューステラス関西

00 NHKニュース7
30 プロ野球セ・パ交流戦
　　～甲子園「阪神×オ
　　リックス」(番組変更
　　の場合あり )

20:45 ニュース845
00 ニュースウオッチ9

00 ツレがうつになりまし
　　て。「夫婦崩壊」

22:45 世界ふれあい街歩
　　　　き「マルセイユ」

23:30 きょうのニュース
　　　　&スポーツ
00:10 トップランナー

00:55 アインシュタイン
　　　　の眼「最新技術が
　　　　とらえたサッカー
　　　　日本代表」

01:40 NHKスペシャル
　　　　「“35歳”を救え・
　　　　あすの日本・未来
　　　　からの提言」

02:55 追跡 !AtoZ

03:40 映像散歩

15 シリーズ世界遺産100
20 視点・論点
30 新日本紀行ふたたび

00 日めくり万葉集
05 名曲アルバム
10 エリンにほんご
30 みんなの童謡
35 ロシア語会話
00 テレビでイタリア語
25 アジア語楽紀行
30 テレビ体操
40 コーパス100! で英会
　　話
00 シャキーン !
15 ぜんまいざむらい
25 クインテット
35 あさだ !からだ !
40 がおがお・絵本・英語
00 にほんごであそぼ
10 ピタゴラスイッチミニ
15 いないいないばあっ !
30 プチプチ・アニメ
35 おかあさんといっしょ
00 ひょうたんからコトバ
15 みいつけた !
30 おはなしのくに
45 カラフル !～世界の子ど
　　もたち
00 時々迷々
15 えいごでしゃべらないとJr
30 わたしのきもち
45 えいごルーキー　　
　　GABBY
00 となりの子育て「育て
　　た人にきいてみる・お
　　笑い芸人・中山功太の母」
30 すくすく子育て「手づ
　　かみ食べのススメ」
00 スーパーピアノレッスン
25 みんなの童謡
30 コーパス100! で英会話
40 トラッドジャパン・ミニ
45 ろうを生きる
00 NHK手話ニュース
05 きょうの健康
20 きらっといきる
50 まいにちスクスク選
55 ナットク日本語塾
00 NHK高校講座・化学
30 NHK高校講座・生物

00 NHK高校講座・地学
30 NHK高校講座・物理

00 いないいないばあっ !
15 プチプチ・アニメ
20 おかあさんといっしょ
45 わたしのきもちミニ
50 みいつけた !
05 にほんご・えいご
25 ピタゴラスイッチミニ
30 ぜんまいざむらい
40 アイ ! マイ ! まいん !
50 クインテット
00 アニメ・おじゃる丸
10 アニメ・忍たま乱太郎
20 天才てれびくんMAX
55 みんなのうた

00 サイエンスZERO
35 あしたをつかめ～平成
　　若者仕事図鑑「つくる
　　楽しさ伝えたい・図工
　　教師」
00 きらっといきる
30 きょうの健康「糖尿病
　　徹底対策・Q&A」
45 NHK手話ニュース
　　845
00 趣味の園芸「クレマチ
　　スのせん定」
25 趣味の園芸・やさいの
　　時間「土と肥料の話」
50 視点・論点
00 美の壺「木造校舎」
25 趣味の園芸ビギナーズ
30 芸術劇場
　　情報コーナー・ラ・フォ
　　ル・ジュルネ・オ・ジャ
　　ポン・“熱狂の日”音
　　楽祭見どころ▽ラ・フォ
　　ル・ジュルネ・オ・ジャ
　　ポン

00:45 名曲アルバム選

00 10min ボックス

03:53 日テレNEWS24 
05:20 ズームインSUPER 
　　　　▽ニュースが良く分
　　　　かる現場ライブ&エ
　　　　ンター▽スポーツ

00 スッキリ !! 気になる　　
　　ニュースがコレで納得と
　　ことん深く真相取材加藤
　　浩次が怒って笑って感動
　　も▽あの話題の人物ナマ
　　直撃▽名珍品プレゼント

10:25 いいモノ買っチャオ
10:55 ビートップスでお買
　　　　物

11:20 奥様情報BOX
11:25 生活ミニ情報
11:30 NNNニュース
11:45 3 分クッキング
11:55 おもいッきりDON!

13:55 情報ライブ・ミヤネ
　　　   屋

15:50 人生が変わる1分間
　　　　の深イイ話

16:48 かんさい情報ネット 
　　　　ten!

00 プロ野球セ・パ交流戦   
　　～東京ドーム「巨人×　
　　日本ハム」

20:54 まもなく ! 金曜ロー
　　　　ドショー
00 金曜ロードショー「千と  
　　千尋の神隠し」 (2001
　　年徳間書店・スタジオジ
　　ブリ・日本テレビ放送網・
　　電通・ディズニー・東北
　　新社・三菱商事 )

23:34 水野美紀の映画美味
23:40 未来創造堂 ▽ヒトミ
　　　　&U字工事の (秘 )
　　　　コダワリとは一体 !?
　　　　▽タオル織機
00:10 アナザースカイ
00:35 NEWS ZERO

01:45 音の素

02:15 カウントダウン・ド
キュメント秒ヨミ !
02:45 キューン

03:15 映画ダイジェスト
03:35 YTVイベントガイド
03:38 テレビショッピング

04:08 テレビショッピング
04:39 日テレNEWS24  
　　　　(5・15終了 )

10 テレショップ
40 イベントシャワー
45 Newsモーニングサテラ
　　イト

06:35 あさカブ
06:40 チーズスイートホー
　　　　ムあたらしいおうち
06:45 おはスタ

07:30 ディズニータイム   
　　　　「ミッキーマウス・ク
　　　　ラブハウス」
00 朝のこども劇場
30 華の嵐

00 E morning
27 たこるくん
30 テレショップ
55 イベントシャワー

00 ボランティア21
30 テレショップ

00 E morning
25 子育てパラダイス
30 フレンズ 「新しいルーム
　　メート」

00 ママはニューハーフ
30 女橋

00 午後のサスペンス 「三十 
　　六人の乗客・あのバスの
　　中に犯人がいる !刑事の
　　妻と子供も乗っているの
　　か !

00 テレショップ
30 たこるくん
35 NEWSFINE!

00 レディス4 「今日の特集」

52 NEWSFINE!

13 ニュースBIZ
30 イナズマイレブン熱血ア
　　ンコール ! 「恐怖のサッ　
　　カーサイボーグ !!」
00 サキよみ・ジャン　　　
　　BANG!
30 ピラメキーノ
　　はんにゃ

00 ペット大集合 !ポチたま 
　　ペットミステリー特集▽
　　だいすけ君探偵▽南明奈
　　が愛犬と浅草の旅へ
54 Bee ミュージアム
00 世界を変える100人の
　　日本人 ! ブータンの農業
　　を改革した男性▽茶道の
　　路上パフォーマー !!
54 NEWSα
00 所さんの学校では教えて
　　くれないそこんトコロ ! 
　　回転寿司に関する疑問を
　　調査▽驚異の最新印刷技
　　術▽沖縄最後の楽園へ
00 たけしのニッポンのミカ
　　タ ! 「もうダイエットは必
　　要ない !良いデブになろ
　　う !」( 予定 )
54 Exclusive TIME
00 ワールドビジネスサテラ
イト

58 neo sports

12 きらきらアフロ

53 メッセ弾

01:23 オンナの進化論

01:53 たこる TV
02:00 ナイトクルージング
02:30 イベントシャワー
02:35 宇宙をかける少女 　
　　　　「冥い(クライ)旅路」

03:05 Phantom
　　　　～Requiem for the 
　　　　Phantom～ 「終幕」
03:35 咲 -Saki- 
　　　　(4・05終了 )
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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

00 おはようコールABC

06:45 おはよう朝日です

00 スーパーモーニング 「全
　　国行脚毎朝各地から速報
　　中継エンタメ・政治・事
　　件充実コメンテーターが
　　トークバトルを展開 !　
　　ニューススタジオから最
　　新情報」

09:55 石原裕次郎二十三回
　　　　忌特別企画・西部警
　　　　察傑作選

10:53 買いなび

11:23 特選 ! シバタ座
11:30 てれびかたろぐ
11:35 ニュース
11:45 ニュース
00 ワイド ! スクランブル 
　　▽芸能界の最新情報を　
　　チェック▽詳報・列島凶
　　悪事件を徹底検証

05 上沼恵美子のおしゃべり
　　クッキング
20 徹子の部屋

55 森村誠一の終着駅シリー
　　ズ、霧笛の余韻・小樽不
　　倫の旅、死の匂いのする
　　女…失踪した姉は殺され
　　たのか !?

15:46 紗綾さーやるぞ
15:51 警視庁捜査一課9係

16:50 NEWSゆう+

18:54 がんばれ ! 元気ッズ
00 ドラえもん
30 クレヨンしんちゃん
　　 「ひまわりスペシャル !!」
54 美味彩菜

00 ミュージックステーショ
　　ン
54 ニュース

00 必殺仕事人2009

21:54 報道ステーション 
　　　　今日のニュース▽ス
　　　　ポーツニュース▽　
　　　　ワールドニュース▽
　　　　明日の全国の天気▽
　　　　今日一日の出来事

10 世界の車窓から
17 探偵 ! ナイトスクープ

12 ニュース
19 アンタッチャブルのちょ
　　いマキでやってみよう !
24 名探偵の掟

01:19 紗綾のさーやるぞ
01:24 イベナビ
01:29 「アウト・フォー・
　　　　ジャスティス」 　　
　　　  (1991年アメリカ )

02:24 ニュース
02:26 お知らせ
02:29 3 つ星ショッピング
02:59 3 つ星ショッピング

03:28 ミュージックファイ
　　　　ル (3・31終了 )

04:45 なるほど !
05:15 みのもんた朝ズ　
　　　   バッ ! ▽みのさん
　　　　がニュースを斬る !
　　　　朝刊に注目!スポー
　　　　ツに感動 !天気も
　　　　ピタリ!超大型ボー
　　　　ドショー

30 はなまるマーケット 生
　　活情報満載とくまる▽
　　旬のゲスト生トーク

09:55 TV ショップ955

10:50 板東英二の欲バリ
　　　　市場
10:57 ぶらンチ
00 ひるおび ! ▽アラ　　
　　フォー世代に贈る大型
　　情報バラエティー・女
　　性たちのニーズにこた
　　える最新情報満載▽携
　　帯片手にチェック !! 芸
　　能人オキニ入りトーク
　　▽日本再発見 !! ディス
　　カバリー47

12:55 えなりかずき !そ
　　　　らナビ 「ズバリ予
　　　　報 !明日のお天気」

13:55 バンバンバン 「今
　　　　日はいずこへ !? 板
　　　　東英二が絶景探訪」

14:55 ちちんぷいぷい

17:50 総力報道 !THE 　
　　　　NEWS
05 VOICE

45 総力報道 !THE NEWS

19:50 らいよんチャンネル
19:55 ぴったんこカン・
　　　　カン 「安住アナと
　　　　思い出の卒業旅行
　　　　に行こう !」
20:54 ニュース
00 中居正広の金曜日のス
　　マたちへ 「ボビー・オ
　　ロゴン一家の波瀾万丈…
　　意外な真実が明らかに !?」
54 素敵なひととき
00 スマイル

54 シネマチェックUK
00 A-Studio 「佐々木蔵之
　　介の (秘 ) 素顔が明ら
　　かに」
30 NEWS23 ▽トップ▽
　　スポーツ
00 漂流ネットカフェ
30 笑撃 ! ワンフレーズ

00 ノブナガ

00 映画人
05 でぃりぃげっと。
10 「ネバー・セイ・ダイ」 
　　(2001年アメリカ )

05 ワールドコレクション
　　ゴールド
19 ニュースバード 
　　(5・00終了 )

00 めざにゅ～

25 めざましテレビ ▽最新
　　ニュース&芸能▽生野
　　が人追うヒト調▽芸能イ
　　チオシ人&物▽わんこ

00 とくダネ ! ▽事件事故&
　　政治経済▽話題検証&　
　　得する情報▽生活に役立
　　つ天気予報を中継

09:55 よ～いドン !

11:25 プチっとく
11:30 FNNスピーク

00 笑っていいとも !

00 ごきげんよう
30 夏の秘密

00 はじめて記念日
05 ニュース
07 アップ&UP!

00 ナースのお仕事3

16:53 スーパーニュースア
　　　　ンカー

00 快傑えみちゃんねる

19:57 ホンネの殿堂 !!・紳助に
　　　　　はわかるまいっ 「小倉優
　　　　　子・ギャル曽根・小島よ
　　　　　しお・板東英二・フジワラ・
　　　　　光浦靖子が本音に迫る」

00 金曜プレステージ 「山村
　　美紗サスペンス・赤い霊
　　柩車24死者からの贈り
　　物」

22:52 堺日和
22:57 ニュース
00 VivaVivaV6
30 僕らの音楽 ▽スーパー
　　フライ熱唱▽戸田恵梨香
　　スーパーフライ
23:58 LIVE2009ニュー
　　　   ス JAPAN 最新　
　　　　ニュースと解説
　　　　▽すぽると !スポー 
　　　　ツの情報&感動ドラ
　　　　マ満載だ…
05 炎上 base

01:59 ミュージャック

02:29 カンテーレ
02:40 真夜中市場～ハイヒ
　　　　ールの眠れない夜～

03:40 音エモン
　　　  (3・51終了 )
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大和川レコード×米子匡司

テレビをみる日
第二回

ゲスト

テレビをみる日

▶大和川レコード×米子匡司が2009年6月5日(金)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。
▶何人かのゲストをお迎えして、テレビ番組について、またテレビを中心とした物事について、　話します。

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。

参加するには

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。
6月5日（金）午前5時～翌午前5時までの間に、

ⓐ
ⓑ

市川ヨウヘイ（古本屋メガネヤ） 
部屋が古本屋の『メガネヤ』を京阪京橋で経営中。現在お客を募集中。

岩淵拓郎（美術家 / 執筆・編集者 / 208）
美術家／執筆・編集者。関西を中心に言葉とその意味をモチーフとした作品を発表。同時に
雑誌・新聞などでの執筆と編集に関する業務を行う。またウェブやメールマガジン、ポッドキャ
スト、ミニ FMなどパーソナルメディアによる情報発信の実験と実践を継続的に行なっている。

小田寛一郎
1980年佐賀県生まれ。神戸市在住。音の出るもの、出ないもの、
その他なんでも使う。誰もが理解できるようなわかりきった行為か
らでも、誰もがそれぞれにいろんなことを感じ考えているはずだと
信じて、そのつど思いつく限りの様々なかたちで、人・空間・時間、
その他いろいろへのはたらきかけをおこなっている。趣味はかんが
えごとと読書。

小島剛（音楽家 / 大阪アーツアポリアディレクター）
95年ごろよりコンピュータを使った音楽活動を開始。現在まで、
国内外の様々なフェスティバルやイベントでライブ活動をおこなっ
ている。01年からNPO法人大阪アーツアポリアに所属。サウン
ドアートプログラムディレクター。築港赤レンガ倉庫を使って、他
メディアの対戦型サウンドパフォーマンス企画である近未来系築港
赤レンガ倉庫シリーズ (2001-2005) などを企画。

横山千秋
1983年福島県出身。岡山市在住。アート活動を媒介に形成され
る人間関係やコミュニティに着目し、演奏、農業、釣り、共同生活
など、様々な手法での実践を試みる。現在番組制作会社勤務。

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。
書き込んだコメントは、会場の電光掲示板に表示されます。

FLOAT( 大阪市西区安治川・右下図参照 )へ行く。
ご希望の方は当日でもゲストとして参加していただけます。

2009年6月5日(金) 午前5時～翌午前5時
http://tv.chochopin.net/
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