【テレ朝チャンネル2】 2022年12月第5週

(12/22 ver.9)

●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

12月26日(月)

12月27日(火)

12月28日(水)

12月29日(木)

12月30日(金)

12月31日(土)

1月1日(日)
00 昭和・平成 鉄道の時代
新線の開通
東海道・山陽新幹線の変遷

4

00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第
8節 クレルモン×ボルドー・ベグル
presented byヒト・コミュニケーションズ

5

4

5

＜録画＞

6

6
00 おかずのクッキング #533

7

30 おかずのクッキング #534

7

8

00 ★WCTジャパン ニューイヤーカーリング in
御代田
準決勝
＜生中継＞

8

※延長の場合あり
[スカパー！無料除外]

9

10

9

10
00 ぶらぶら町中華 #26・27

11

30 ぶらぶら町中華 #29・30

11

12

00 美味しんぼ 海原雄山セレクション
#2・6・10・12・14・17・18・22・31・32・
41・49・50・52・56・62・75・79・82・83・
90・93・94・117・119・131

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24
50 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
女流アマ準決勝

25

【対局者】水崎綾女・松本圭世・阿部暁燿子・板
野成美

26

25

26

27

27
50 昭和・平成 鉄道の時代
よみがえる鉄道風景3
路面電車特集（～4:50まで）

12月26日(月)

12月27日(火)

12月28日(水)

12月29日(木)

12月30日(金)

12月31日(土)

1月1日(日)

【テレ朝チャンネル2】2023年1月第1週

(12/22 ver.9)

●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

1月2日(月)

4

5

（～引き続き）昭和・平成 鉄道の時代
よみがえる鉄道風景③
路面電車特集

1月3日(火)
00 昭和・平成 鉄道の時代
上野駅物語
蒸気機関車の魅力②

50 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)
第14節 クレルモン×トゥールーズ presented 00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第
byヒト・コミュニケーションズ
9節 ボルドー・ベグル×トゥーロン
presented byヒト・コミュニケーションズ
＜生中継＞
＜録画＞

1月4日(水)
00 昭和・平成 鉄道の時代
ジョイフルトレインへの系譜
第3セクター鉄道の誕生

1月5日(木)
00 昭和・平成 鉄道の時代
私鉄特急特集
新型車両デビュー①

1月6日(金)
00 昭和・平成 鉄道の時代
鉄道博物館特集①
鉄道博物館特集②

1月7日(土)
（～引き続き）★麻雀最強戦2022
女流プロ令和の乱
【A卓】
中田花奈・内田みこ・豊後葵・和久津晶
【B卓】中月裕子・川原舞子・仲田加南・清水香織

30 昭和・平成 鉄道の時代
蒸気機関車の魅力③
ブルートレイン特集①
00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第 00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第 00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第 00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第 ブルートレイン特集②
10節 トゥーロン×モンペリエ
11節 リヨン×トゥールーズ
12節 バイヨンヌ×リヨン
13節 ラシン92×スタッド・フランセ
presented byヒト・コミュニケーションズ
presented byヒト・コミュニケーションズ
presented byヒト・コミュニケーションズ
presented byヒト・コミュニケーションズ
＜録画＞

＜録画＞

＜録画＞

00 [新]松本清張 けものみち
#1

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol7「限
られた空間を大きく使う家」
#1391・#1389・#1365・#1373・
30 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol6「景 #1398・#1400・#1404・#1406・
色が“ご馳走”になる家」
#1405・#1411
#1386・#1384・#1387・#1394・
#1368・#1367・#1378・#1414

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol8「外
部空間を一体化する家」
#1392・#1380・#1397・#1402・
#1407・#1410・#1415・#1425・
#1452・#1462

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol9「料
理が楽しくなる家」
#1348・#1362・#1363・#1371・
#1377・#1376・#1383・#1412・
#1426・#1432

4

5

＜録画＞

6

7

1月8日(日)
（～引き続き） 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4女流プロ予選3組目
【対局者】宮内こずえ・大亀あすか・菅原千瑛・丸山奏子

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol10
「個性的空間を内包する家」
#1361・#1366・#1372・#1403・
#1408・#1416・#1417・#1418・
#1422・#1446

00 【クレヨンしんちゃん2001年一挙放送】
#389-394

6

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #535

7

00 ショッピング情報

8

30 ぶらぶら町中華 #46

8

00 ぶらぶら町中華 #48

9

30 ショッピング情報

00 ★バスケットボール
Jr.ウインターカップ2022-23
男女準決勝

10
55 NEWS ACCESS
00 トリック 新作スペシャル（2005）

11

55 NEWS ACCESS
00 ドラマスペシャル
熱い空気

55 NEWS ACCESS
00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
大井川SL急行 密室展望車の殺意！

55 NEWS ACCESS
00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
凶器がトロッコ列車に乗ってきた！？会津鉄道、
車窓に広がる殺人風景！湖の上に隠された時
刻表トリック！

＜生中継＞
55 NEWS ACCESS
00 西村京太郎サスペンス
※延長の場合あり
鉄道捜査官
伊勢鉄道引き返せない単線列車からの脱出ト
リック！！2000万円の絵馬が連続殺人の謎を
解く

00 ★バスケットボール
Jr.ウインターカップ2022-23
男女決勝

10

＜生中継＞
※延長の場合あり

11

12

13

9

12
00 事件
私、夫を殺しました…妻はなぜ嘘の自白をした
か？ W不倫のワナ！使われなかった片道切符
に謎が

00 松本清張名作ドラマスペシャル
坂道の家

00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
死体が線路際を歩いた！？山形鉄道フラワー
長井線、狙われた終着駅！密室列車内の泥だ
らけ毒殺トリック

00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
死を呼ぶ片道切符！わたらせ渓谷鉄道、不死
身の男を殺した姿なき乗客…熊が見た！？無
人駅殺人トリック

00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
殺意の豪華SL密室パーティー殺人者は犯行予
定の列車に乗り遅れた…！？上り線下り線のダ
イヤトリック

13
00 ぶらぶら町中華 #26・27

14

15

30 ぶらぶら町中華 #29・30
54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
男子プロ因縁の抗争
【A卓】原佑典・古本和宏・白鳥翔・松本吉弘

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
男子プロ因縁の抗争
【B卓】猿川真寿・岡崎涼太・尻無濱航・藤島健
二郎
【決勝卓】

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
女流チャンピオン決戦
【A卓】魚谷侑未・逢川恵夢・内間祐海・藤川ま
ゆ

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
女流チャンピオン決戦
【B卓】宮内こずえ・一瀬由梨・菅原千瑛・東城り
お

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
女流チャンピオン決戦
【決勝卓】

16
00 ★ワールドプロレスリングLIVE2023
アントニオ猪木追悼大会 WRESTLE
KINGDOM 17 in 東京ドーム～闘魂よ、永
遠に～
＜生中継＞
00 ★独占公開！珠玉のロングインタビュー！
猪木自ら語った“アントニオ猪木”闘いの舞台裏
と激闘名勝負

00 ★独占公開！珠玉のロングインタビュー！
猪木自ら語った“アントニオ猪木”闘いの舞台裏
と激闘名勝負

00 [新]おじゃまんが山田くん #1

00 おじゃまんが山田くん #2

00 ぶらぶら町中華 #37・38

30 ★[新]その男、副署長
～京都河原町署事件ファイル（2007)
#1-4

30 ★[終]その男、副署長
～京都河原町署事件ファイル（2007)
#5-8

30 ぶらぶら町中華 #39・40

※延長の場合あり

17

00 ぶらぶら町中華 #62

19

30 ぶらぶら町中華 #63

18

00 テレビ朝日開局50周年記念
ドラマスペシャル 刑事一代 平塚八兵衛の昭和
事件史
第1部

19

20

21

22

20
00 水曜どうでしょうClassic #204

00 水曜どうでしょうClassic #205

00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 柴田勝頼編

00 水曜どうでしょうClassic #206

00 水曜どうでしょうClassic #207

00 水曜どうでしょうClassic #208

00 水曜どうでしょうClassic #209

30 ★おにぎりあたためますか #600

30 ★おにぎりあたためますか #601

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

30 ★おにぎりあたためますか #602

30 ★おにぎりあたためますか #603

30 ★おにぎりあたためますか #604

30 ★おにぎりあたためますか #605

00 [新]特命係長 只野仁（1stシーズン）
#1-3

00 特命係長 只野仁（1stシーズン）
#4-6

00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 本間朋晃編

00 [終]特命係長 只野仁（1stシーズン）
#9-11

00 ★女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン8
女流アマ予選1組目

00 ★渡辺篤史の建もの探訪
#1681・1682

00 ★麻雀最強戦2022
女流プロ令和の乱
【決勝卓】

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト ジュース・ロビンソン編

25

26

【対局者】百川晴香・板野成美・松本圭世・舞
川あいく

00 特命係長 只野仁（1stシーズン）
#7・8

23

24

15

16

30 ぶらぶら町中華 #35・36

17

18

00 麻雀最強戦2021
全日本プロ選手権
【A卓】麻生ゆり・小川稜太・古本和宏・忍田幸
夫
【B卓】小宮悠・渡邉浩史郎・原佑典・高口和之

14

50 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)
第15節 ボルドー・べグル×バイヨンヌ
presented byヒト・コミュニケーションズ

00 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流プロ予選4組目
30 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
決勝

34 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流プロ予選1組目

＜録画＞

【対局者】日當ひな・山脇千文美・日向藍子・松 【対局者】二階堂亜樹・二階堂瑠美・古川彩
本圭世
乃・大島麻美

30 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流プロ予選2組目
【対局者】和泉由希子・高宮まり・大久保朋美・
都美

22

23

＜生中継＞

30 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)
第14節 クレルモン×トゥールーズ presented
byヒト・コミュニケーションズ

21

24

【対局者】山脇千文美・小笠原奈央・中山奈々
美・塚田美紀
00 ★麻雀最強戦2022
女流プロ令和の乱
【A卓】
中田花奈・内田みこ・豊後葵・和久津晶
【B卓】
中月裕子・川原舞子・仲田加南・清水香織
（～5:00まで）

25

30 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流プロ予選3組目
【対局者】宮内こずえ・大亀あすか・菅原千瑛・
丸山奏子

26

30 ぶらぶら町中華 #31・32
（～4:30まで）
00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 永田裕志編

00 ぶらぶら町中華 #33・34

27

30 ぶらぶら町中華 #35・36

1月2日(月)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 飯伏幸太編

1月3日(火)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 天山広吉編

1月4日(水)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 小島聡編

1月5日(木)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 棚橋弘至編

1月6日(金)

1月7日(土)

1月8日(日)

27

【テレ朝チャンネル2】2023年1月第2週

(12/22 ver.9)

●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

1月9日(月)

4

5

6

7

8

9

00 昭和・平成 鉄道の時代
さようなら「あさかぜ」「出雲」
【特別編】鉄道博物館特集

1月10日(火)
00 昭和・平成 鉄道の時代
蒸気機関車の魅力④
大宮工場特集(1)
大宮工場特集(2)
新線の開通②

1月11日(水)
00 昭和・平成 鉄道の時代
新線の開通③
碓氷峠鉄道文化むら①
碓氷峠鉄道文化むら②
新幹線0系特集

1月12日(木)
00 昭和・平成 鉄道の時代
懐かしの車両②
さよなら運転特集
新線の開通④
地方の私鉄

1月13日(金)
00 昭和・平成 鉄道の時代
大江戸線全通にむけて
「北斗星」その軌跡～ラストランまで
「青ガエル」熊本電鉄でラストラン
新型車両デビュー 小田急ロマンスカーの系譜

1月14日(土)
00 昭和・平成 鉄道の時代
新型車両デビュー 平成の新型を中心に
【特別編】鉄道の日特集（2017年）
ブルートレイン特集①

00 ★人生の楽園 #1097

00 ★人生の楽園 #1098

00 ★人生の楽園 #1099

00 ★人生の楽園 #1100

00 人生の楽園 #1060

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

55 The Taiso #5

55 The Taiso #6

55 The Taiso #7

55 The Taiso #8

55 The Taiso #9

00 秘湯ロマン 一挙放送vol1
「渓流美の宿」
#417
栃木県 塩原元湯温泉「ゑびすや」
#429
群馬県 下仁田温泉「清流荘」
#437
新潟県の秘湯 貝掛温泉
#442
福島県 二岐温泉「大丸あすなろ荘」
#443
福島県 会津東山温泉「向瀧」
#450
静岡県 大滝温泉「天城荘」
#453
山梨県 甲府温泉「ホテル談露館」
#454
栃木県 塩の湯温泉「柏屋旅館」
#459
神奈川県 箱根湯本温泉「雉子亭 豊栄荘」ほか

00 秘湯ロマン 一挙放送vol2
「濁り湯のお風呂」
#319
岐阜県 飛騨高山温泉
#365
山形県 滑川温泉
#370
福島県 高湯温泉
#394
岐阜県 新穂高温泉「槍見館」
#396
群馬県 万座温泉「日進舘」
#423
岩手県 山の神温泉「優香苑」
#424
長野県 野沢温泉「旅館さかや」
#431
福島県 高湯温泉「安達屋」
#444
秋田県 露天風呂 水沢温泉 ほか

00 秘湯ロマン 一挙放送vol3
「歴史的建造物の宿」
#363
群馬県 四万温泉
#364
山形県 白布温泉
#367
秋田県 強首温泉
#414
福島県 甲子温泉「旅館 大黒屋」
#436
新潟県 松之山温泉「凌雲閣」
#441
長野県 崖の湯温泉「薬師平茜宿」
#447
長野県 渋温泉「金具屋」
#448
群馬県 御所平温泉「かくれの湯」ほか

00 秘湯ロマン 一挙放送vol4
「混浴風呂がある宿」
#366
秋田県 乳頭温泉郷
#385
岩手県 須川高原温泉
#387
富山県 黒薙温泉
#390
宮城県 松島温泉
#416
栃木県 大丸温泉「大丸温泉旅館」
#422
岩手県 藤七温泉「彩雲荘」
#428
群馬県 法師温泉「長寿館」
#432
栃木県 高雄温泉「おおるり山荘」
#455
栃木県 奥鬼怒温泉郷「加仁湯」ほか

00 秘湯ロマン 一挙放送vol5
「群馬県特集」
#222
群馬県 鳩ノ湯温泉
#310
群馬県 磯部温泉、猿ヶ京温泉
#395
群馬県 草津温泉「元湯 泉水館」
#405
群馬県 伊香保温泉「雨情の湯 森秋旅館」
#406
群馬県 沢渡温泉「まるほん旅館」
#418
群馬県 猿ヶ京温泉「旅籠屋丸一」
#419
群馬県 老神温泉「吟松亭あわしま」
#449
群馬県 金島温泉「富貴の湯」ほか

55 The Taiso #10
55 The Taiso #11
00 【クレヨンしんちゃん2001年-2002年一挙 00 ショッピング情報
放送】
#395-402
30 おかずのクッキング #536

55 NEWS ACCESS
00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
伊豆急リゾート21号 パノラマ展望車で殺された
女！箱根ゴールデンルート 空と湖の逆転アリバ
イトリック

55 NEWS ACCESS
00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
富士河口湖・同窓会ツアー連続殺人！山梨側
から静岡側へ瞬間移動！？富士山縦断ダイヤ
トリック

55 NEWS ACCESS
00 100の資格を持つ女
風薫る水郷・老舗の醤油蔵に呪いの連続殺
人！！美人妻を追い詰める不倫夫と鬼姑の愛
憎…完全すぎるアリバイの謎！

55 NEWS ACCESS
00 ★100の資格を持つ女
夫殺しの容疑者は新妻！？政略結婚の果てに
は連続殺人の罠！美人社長の封印された衝撃
の過去

55 NEWS ACCESS
00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート女警視の父娘捜査対決！
飛騨高山～郡上八幡殺人ルート・つぶれたタバ
コが暴いた殺意

6

7

00 ショッピング情報

30 ぶらぶら町中華 #61

8

00 ぶらぶら町中華 #62

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2022
（12月3日放送分）
30 ショッピング情報

00 ★ワールドプロレスリング完全版 #204 バ
トル・オータム’22
（2022年11月5日 大阪・大阪府立体育会
館（エディオンアリーナ大阪））

00 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
決勝

9

10

11

【対局者】岡田紗佳・二階堂亜樹・塚田美紀・
及川奈央

12

13

4

5

30 ★人生の楽園 #1096

10

11

1月15日(日)
00 松本清張 けものみち
#2-4

12
00 西村京太郎サスペンス
鉄道捜査官
死を呼ぶスケッチ旅行！？終着駅で炎上する名
画の謎！！三陸鉄道・北リアス線1日乗車券に
隠された逆転ダイヤトリック

00 100の資格を持つ女～ふたりのバツイチ殺
人捜査～
特命潜入！美人シングルマザー転落死の謎を
暴け！

00 100の資格を持つ女
特命潜入！ウエディングプランナー連続殺人事
件！！情念の花嫁衣装と偽装殺人の謎…容
疑者はバツイチ刑事の妻と娘！？

00 おかしな刑事
叩き上げ刑事とキャリア警視の父娘が挑む連続
殺人！伊勢志摩の真珠に秘められた謎の連鎖

00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート女警視が、高級エステに父
娘潜入捜査！美人モデル殺人・伊香保温泉に
金と愛欲の罠！

13
00 ★バドミントン マレーシアオープン2023 決
勝
＜生中継＞

14

14

※延長の場合あり

15

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
全日本プロ選手権
【決勝卓】

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
男子プロ鋭気集中
【A卓】井出康平・山田独歩・松ヶ瀬隆弥・前原
雄大

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
男子プロ鋭気集中
【B卓】水巻渉・齋藤豪・安部颯斗・猿川真寿

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
男子プロ鋭気集中
【決勝卓】

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ザ・リベンジ
【A卓】佐々木寿人・白鳥翔・小林剛・馬場裕一

15
50 テレビ朝日開局50周年記念
ドラマスペシャル 刑事一代 平塚八兵衛の昭和
事件史
第2部

16

16

00 おじゃまんが山田くん #3
10 DJ KOOのココDO KOO!? #15

17
40 [新]7人の女弁護士（2006）
#1-3

30 7人の女弁護士（2006）
#4-7

30 [終]7人の女弁護士（2006）
#8・9

30 臨場
#4-7

17

30 [終]臨場
#8-10
00 ★バドミントン マレーシアオープン2023
準決勝
＜録画＆生中継＞

18

18

※延長の場合あり
00 ぶらぶら町中華 #26・27
10 [新]臨場
#1・3

19

30 ぶらぶら町中華 #29・30

00 [新]臨場 続章
#1

20

21

22

00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 棚橋弘至編
30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 石井智宏編

00 水曜どうでしょうClassic #210

00 水曜どうでしょうClassic #211

00 水曜どうでしょうClassic #212

00 水曜どうでしょうClassic #213

00 水曜どうでしょうClassic #214

00 水曜どうでしょうClassic #216

30 ★おにぎりあたためますか #606

30 ★おにぎりあたためますか #607

30 ★おにぎりあたためますか #608

30 ★おにぎりあたためますか #609

30 ★おにぎりあたためますか #610

30 ★おにぎりあたためますか #612

00 [新]特命係長 只野仁（2ndシーズン）
#1-3

00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）
#4-6

00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）
#7-9

00 [終]特命係長 只野仁（2ndシーズン）
#10

00 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流プロ準決勝2組目

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン8
女流プロ予選1組目

【対局者】大亀あすか・小笠原奈央・塚田美紀・
丸山奏子

【対局者】武田雛歩・高宮まり・成海有紗・中田
花奈

50 [新]トリック（2000）
#1・2

23

19

20

21

22

23
00 ぶらぶら町中華 #4・6

24

25

30 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)
第15節 ボルドー・べグル×バイヨンヌ
presented byヒト・コミュニケーションズ

30 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流アマ予選1組目

30 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流アマ予選2組目

30 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流プロ準決勝1組目

＜録画＞

【対局者】浅香唯・宮城舞・百合沙・藤田恵名

【対局者】及川奈央・椿彩奈・小田あさ美・日野 【対局者】二階堂亜樹・大久保朋美・大島麻
麻衣
美・都美

24

30 ぶらぶら町中華 #7・8

00 女流雀士 プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン4
女流アマ準決勝

00 ぶらぶら町中華 #9・10

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン8
女流プロ予選2組目

30 ぶらぶら町中華 #55
【対局者】浅香唯・宮城舞・及川奈央・日野麻
衣

25

【対局者】二階堂瑠美・伊達朱里紗・安藤りな・
都美
00 水曜どうでしょうClassic #215

26

27

30 ぶらぶら町中華 #48

30 ★おにぎりあたためますか #611

26

00 ぶらぶら町中華 #49

00 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編
▽チェコ2 チェコ東部モラヴィア 大平原の旅▽ノ
ルウェー1 ノルウェー オスロ発フィヨルドへの旅▽
スウェーデン1 ダーラナ地方 夏至祭の旅

27

30 ぶらぶら町中華 #29・30

1月9日(月)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 邪道編

1月10日(火)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 鈴木みのる編

1月11日(水)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 金丸義信編

1月12日(木)

1月13日(金)

1月14日(土)

1月15日(日)

【テレ朝チャンネル2】2023年1月第3週

(12/22 ver.9)

●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

1月16日(月)

4

00 昭和・平成 鉄道の時代
よみがえる鉄道風景②
新線の開通
東海道・山陽新幹線の変遷
レールの上の「銀河」

1月17日(火)
00 昭和・平成 鉄道の時代
東北・上越新幹線の変遷
よみがえる鉄道風景③
路面電車特集
東北・上越新幹線の発展

1月18日(水)
00 昭和・平成 鉄道の時代
蒸気機関車の魅力①
上野駅物語
蒸気機関車の魅力②
ジョイフルトレインへの系譜

1月19日(木)
00 昭和・平成 鉄道の時代
第3セクター鉄道の誕生
私鉄特急特集
新型車両デビュー①
鉄道博物館特集①

1月20日(金)
00 昭和・平成 鉄道の時代
鉄道博物館特集②
三陸鉄道の魅力
懐かしの車両①
蒸気機関車の魅力③

1月21日(土)
00 昭和・平成 鉄道の時代
新幹線0系特集
さようなら「あさかぜ」「出雲」
新型車両デビュー②
蒸気機関車の魅力④

1月22日(日)
00 昭和・平成 鉄道の時代
【特別編】鉄道博物館特集

4

00 松本清張 けものみち #5・6

5

6

7

5
00 人生の楽園 #1061

00 人生の楽園 #1062

00 人生の楽園 #1063

00 人生の楽園 #922

00 人生の楽園 #1064

00 人生の楽園 #1065

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

55 The Taiso #12
00 新春ドラマスペシャル
マグロ
第1夜
第2夜

55 The Taiso #1
00 サッカー 第48回モーリスレベロトーナメント
（旧トゥーロン国際大会）
第1戦 U-19日本代表×U-21アルジェリア代
表

55 The Taiso #2
00 サッカー 第48回モーリスレベロトーナメント
（旧トゥーロン国際大会）
第3戦 U-19日本代表×U-19コロンビア代表

55 The Taiso #3
00 サッカー 第48回モーリスレベロトーナメント
（旧トゥーロン国際大会）
準決勝 U-20フランス代表×U-21メキシコ代
表

55 The Taiso #4
00 サッカー 第48回モーリスレベロトーナメント
（旧トゥーロン国際大会）
決勝 U-20フランス代表×U-21ベネズエラ代
表

55 The Taiso #5
00 【クレヨンしんちゃん2002年一挙放送】
#403-410

＜録画＞

＜録画＞

6
55 The Taiso #6
00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #537

7

＜録画＞
＜録画＞

00 ショッピング情報

8

30 ぶらぶら町中華 #49

8

00 ぶらぶら町中華 #50

9

30 路線バスで寄り道の旅
「足立区・葛飾区の下町を巡る旅！」（2020
年7月12日放送分）

10

11

15 路線バスで寄り道の旅
「所沢～上富～川越で秋の味覚巡りの旅！！」 20 路線バスで寄り道の旅
（2020年7月19日放送分）
「氷川さんの思い出の地を巡る旅」
（2020年8月2日放送分）
「谷中～上野～三河島で職人巡りの旅！！」
（2020年7月26日放送分）

30 路線バスで寄り道の旅
「国分寺～府中～立川で大人の社会科見学の
旅！」
（2020年8月9日放送分）

30 ★バドミントン
ワールドツアーファイナルズ2022
決勝
＜録画＞

10

20 ぶらぶら町中華 #37・38
30 ぶらぶら町中華 #35・36

00 おかしな刑事
10 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 日光鬼
居眠り刑事とエリート女警視 父と娘の名推
怒川明智伝説がつなぐ二つの転落死体！光秀
理！！海面2メートル！時間差殺人の謎 赤水 は生きていた？
門と西伊豆堂ヶ島の殺意

30 ぶらぶら町中華 #39・40
55 NEWS ACCESS
00 広域警察・ふたりの刑事
00 広域警察
～遷都1300年奈良、飛鳥、平城京をめぐる連 殺人犯は美人妻？！夫殺しの容疑者が逃亡
続殺人事件！！阿修羅と美少女に秘められた か！残された2000万円と謝罪の手紙「山梨～
驚愕の真実！！
熊本～天草」連続殺人に渦巻く女たちの執念と
復讐！

00 ★バドミントン
ワールドツアーファイナルズ2022
日本選手グループリーグ
＜録画＞

00 ★バドミントン
ワールドツアーファイナルズ2022
準決勝
＜録画＞

11

12

13

12
00 おかしな刑事
居眠り刑事とエリート女警視 新潟十日町着物
ショーに父娘潜入捜査！狙われた舞台上の時
限発射トリック！

00 松本清張名作ドラマスペシャル
霧の旗

00 広域警察
婚活パーティーに潜入捜査！容疑者は結婚詐
欺師の被害者たち？美人弁護士が追求した真
実と残された片方のピアスが語った驚愕の真実

00 広域警察
鳴門の渦が呑み込んだ殺人の記憶 神戸～徳
島～東京～大阪をめぐる忘却と復讐の愛憎
劇！！美しすぎる市長候補を取り巻く陰謀と純
愛の結末

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ザ・リベンジ
【B卓】黒沢咲・魚谷侑未・仲田加南・茅森早香

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ザ・リベンジ
【決勝卓】

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ファイナル1st
【A卓】瀬戸熊直樹・宮内こずえ・仲田加南・仲
林圭

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ファイナル1st
【B卓】猿川真寿・醍醐大・鈴木大介・一瀬由梨

13

14

15

9

14

16

30 LIVEセレクション

15

16

30 おじゃまんが山田くん #5
40 DJ KOOのココDO KOO!? #16

17

00 おじゃまんが山田くん #4

00 おじゃまんが山田くん #6

30 臨場 続章
#2-5

30 臨場 続章
#6-9

00 おじゃまんが山田くん #7

30 [終]臨場 続章
#10・11

17

30 DOCTORS 最強の名医
#3-6
00 ワールドプロレスリング
棚橋弘至大特集
～立ち上がる時はいつもエースがいた！今、再
び振り返る！～

18
10 [新]DOCTORS 最強の名医
#1・2

19

19

20

21

22

18

20
00 水曜どうでしょうClassic #217

00 水曜どうでしょうClassic #218

00 水曜どうでしょうClassic #219

00 水曜どうでしょうClassic #220

00 水曜どうでしょうClassic #221

00 水曜どうでしょうClassic #222

00 水曜どうでしょうClassic #223

30 ★おにぎりあたためますか #613

30 ★おにぎりあたためますか #614

30 ★おにぎりあたためますか #615

30 ★おにぎりあたためますか #616

30 ★おにぎりあたためますか #617

30 ★おにぎりあたためますか #618

30 ★おにぎりあたためますか #619

00 トリック（2000）
#3-5

00 トリック（2000）
#6-8

00 [終]トリック（2000）
#9・10

00 トリック（2002）
#2-4

00 ★女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン8
女流アマ予選2組目

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン8
女流プロ予選3組目

00 ワールドプロレスリング 完全版 #151
WRESTLE KINGDOM 13 in 東京ドーム
（2019年1月4日 東京・東京ドーム）

21

22

【対局者】丸山奏子・木下遥・二階堂亜樹・岡
田紗佳

23

23
40 [新]トリック（2002）
#1

24

25

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
女流アマ予選2組目

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
女流プロ準決勝1組目

【対局者】板野成美・小田あさ美・水崎綾女・及 【対局者】東城りお・岡田紗佳・山脇千文美・中
川奈央
田花奈

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
女流プロ準決勝2組目

24

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
女流アマ準決勝

【対局者】安藤りな・日向藍子・伊達朱里紗・丸 【対局者】水崎綾女・松本圭世・阿部暁燿子・
山奏子
板野成美

00 麻雀最強戦2021
00 女流雀士プロアマNo.1決定戦
ファイナル1st
てんパイクイーン シーズン8
【C卓】荒正義・川原舞子・原佑典・パタ☆ロッソ 女流プロ予選4組目

25

【対局者】東城りお・杉浦まゆ・宮内こずえ・日向
藍子

26

27

26
00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 棚橋弘至編
30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 田口隆祐編

1月16日(月)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト BUSHI編

1月17日(火)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト SHO編

1月18日(水)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト YOH編

1月19日(木)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 石井智宏編

1月20日(金)

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 天山広吉編

1月21日(土)

1月22日(日)

27

【テレ朝チャンネル2】2023年1月第4週

(12/22 ver.9)

●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

1月23日(月)

4

00 昭和・平成 鉄道の時代
大宮工場特集(2)
新線の開通③
碓氷峠鉄道文化むら①
碓氷峠鉄道文化むら②

1月24日(火)
00 昭和・平成 鉄道の時代
懐かしの車両②
さよなら運転特集
新線の開通④
地方の私鉄

1月25日(水)
00 昭和・平成 鉄道の時代
大江戸線全通にむけて
「北斗星」その軌跡～ラストランまで
「青ガエル」熊本電鉄でラストラン
新型車両デビュー 小田急ロマンスカーの系譜

5

6

7

1月26日(木)
00 昭和・平成 鉄道の時代
新型車両デビュー②
【特別編】鉄道の日特集（2017年）

1月27日(金)
00 昭和・平成 鉄道の時代
新型車両デビュー 平成の新型を中心に
ブルートレイン特集①
ブルートレイン特集②
よみがえる鉄道風景①

1月28日(土)
00 昭和・平成 鉄道の時代
よみがえる鉄道風景②
新線の開通
東海道・山陽新幹線の変遷
レールの上の「銀河」

00 人生の楽園 #1066

00 人生の楽園 #923

00 人生の楽園 #924

00 人生の楽園 #1097

00 人生の楽園 #1098

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

55 The Taiso #9
00 松本清張ドラマスペシャル
砂の器
第一夜
第二夜

55 The Taiso #10
00 路線バスで寄り道の旅
「阿佐ヶ谷姉妹企画の観光ツアー」
（2020年8月16日放送分）

55 The Taiso #11
00 路線バスで寄り道の旅
「高尾山～八王子を巡る旅！」
（2020年9月27日放送分）

55 The Taiso #12
00 【クレヨンしんちゃん2002年一挙放送】
#411-418

「“千葉のベイエリア”稲毛～幕張～船橋を巡る
旅！」
（2020年8月30日放送分）

「“湘南”茅ヶ崎～平塚を巡る旅！」（2020年
10月4日放送分）

55 The Taiso #7
55 The Taiso #8
00 ワールドプロレスリング完全版 #202 バー 00 ドラマスペシャル
ニング・スピリット
ヘヤチョウ
（2022年9月25日 兵庫・神戸ワールド記念
ホール）

30 ぶらぶら町中華 #53

00 ★テレメンタリー2022
（12月10日放送分）

10

30 ショッピング情報

00 棟居刑事シリーズ
棟居刑事の黙示録

00 再捜査刑事・片岡悠介
未解決事件の死者が復讐殺人!?美女の口元
に現れた5年分の嘘…静電気で見える暗号文
と、絶対に指紋が残るペンの謎

00 再捜査刑事・片岡悠介
死を呼ぶお忍び旅行！？妻と愛人を同伴する
男

00 スポーツセレクション

10

11

12
00 ★広域警察
00 棟居刑事シリーズ
宮崎～鹿児島～熊本始まりは詐欺師殺人！不 棟居刑事の複合遺恨
思議な女と影ある女とイケメン政治家…騙し騙
されの愛憎劇に刑事が迫る！薩摩切子に隠され
た驚愕の真実

00 再捜査刑事・片岡悠介
打ち上げ花火と同時に転落死！？脳指紋が暴
く10年前のパティシエ殺人…真犯人はオクラ好
き！？コンブが隠し味のケーキの謎

00 再捜査刑事・片岡悠介
死を呼ぶプロポーズ～結婚詐欺連続殺人！美
人容疑者が刑事をナンパ！？マフラーを絶対外
さない女の謎をＸ線と野沢菜が解く！！

00 再捜査刑事・片岡悠介
警視庁・未解決殺人特捜チームVS科捜研！最
新科学が暴いた美人バレリーナの裏の顔…衝撃
のラスト！！

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ファイナル1st
【D卓】多井隆晴・井出洋介・徳井健太・岡崎涼
太

54 麻雀最強戦2021
ファイナル2nd
【B卓】

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ファイナル2nd
【決勝卓】

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
ミスター麻雀カップ
【A卓】萩原聖人・黒沢咲・本田朋広・鈴木達也

13

14

15

9

00 スポーツセレクション

12

13

8

00 ぶらぶら町中華 #55

30 ショッピング情報

00 広域警察
00 棟居刑事シリーズ
～ママを殺した犯人を捕まえて！！河口湖～富 棟居刑事の情熱
士山～土肥温泉を巡る殺人事件！愛憎と純愛
と謎の遺産相続！資産家一族の悲劇の歴史に
巻き込まれた少女を守れ！

7

00 ショッピング情報
「調布～深大寺～三鷹で自由奔放旅！」
（2020年10月25日放送分）

「日本にいながら異国情緒を感じる旅！」
「八王子(秘)穴場スポットを巡る旅！」（2020 （2020年11月8日放送分）
年9月20日放送分）

00 黒澤明ドラマスペシャル
「生きる」（松本幸四郎主演、2007）

9

6
55 The Taiso #1
00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #538

「かたせ梨乃さんと「環状七号線」をぐるりと巡る
旅！」
（2020年9月6日放送分）

4

5

30 人生の楽園 #1096

8

11

1月29日(日)
00 [終]松本清張 けものみち
#7-9

14
54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2021
ファイナル2nd
【A卓】

00 おじゃまんが山田くん #13

30 おじゃまんが山田くん #14

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦
てんパイクイーン シーズン7
決勝

16

15

16

【対局者】日當ひな・山脇千文美・日向藍子・松
本圭世
00 おじゃまんが山田くん #8

17

30 [終]DOCTORS 最強の名医
#7・8

00 おじゃまんが山田くん #9

30 DOCTORS2 最強の名医
#2-5

30 [終]DOCTORS2 最強の名医
#6-9

30 ★[新]科捜研の女（2016-2017)
#1-4

30 ★科捜研の女（2016-2017)
#5-8

17

30 おじゃまんが山田くん #10

00 おじゃまんが山田くん #11

18

19

20

21

22

18

30 おじゃまんが山田くん #12

00 ドラマスペシャル
警部補・碓氷弘一
～マインド～

00 ★フィギュアスケートグランプリファイナル総
集編

20 [新]DOCTORS2 最強の名医
#1

20

30 ★渡辺篤史の建もの探訪
#1683
00 水曜どうでしょうClassic #224

00 水曜どうでしょうClassic #225

00 水曜どうでしょうClassic #226

00 水曜どうでしょうClassic #227

00 水曜どうでしょうClassic #228

00 水曜どうでしょうClassic #229

00 水曜どうでしょうClassic #230

30 ★おにぎりあたためますか #620

30 ★おにぎりあたためますか #621

30 ★おにぎりあたためますか #622

30 ★おにぎりあたためますか #623

30 ★おにぎりあたためますか #624

30 ★おにぎりあたためますか #625

30 ★おにぎりあたためますか #626

00 トリック（2002）
#5-7

00 トリック（2002）
#8-10

00 [終]トリック（2002）
#11

00 熱海の捜査官
#3-5

00 麻雀最強戦2022
00 ★渡辺篤史の建もの探訪
女流プロ最強新世代
#1684・1685
【A卓】後藤咲・鳥井ゆう・高津柚那・蒼井ゆりか

50 [新]熱海の捜査官
#1・2

00 ★史上初！新日本プロレス×スターダム歴
史的交差点！11月20日有明アリーナ試合＆
CS独占！舞台裏密着

25

21

22

55 スポーツセレクション

23

24

19

23

30 【ドラえもん1986年-1987一挙放送】
リフトストック
コメットハンターに挑戦
みかた指輪
グレードアップ液
つづれ屋をたてなおせ
厚みぬきとりバリ
ふきかえ糸電話 ほか

30 【ドラえもん1987年一挙放送】
空中シューズ
ユメ完結チップ
モンスターボール
あべこべせかいミラー
のび太の秘密基地
ペッター
としのいずみロープ ほか

30 【ドラえもん1997年一挙放送】
ママエプロン
ソノキニナール
のび太は大リーガー
人間機関車
キョーメイアンテナ
スペシャルカード
ノビータ ほか

30 【ドラえもん1997年一挙放送】
元気ハツラツパック
手相実現セット
銀河観光馬車ツアー
どこでもグラス
のび太は一寸法師
ココロで話そう
トロリン ほか

24
00 麻雀最強戦2022
女流プロ最強新世代
【B卓】西城凛・杉浦まゆ・御崎千結・辻百華

25

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト ジュース・ロビンソン編
00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 小島聡編

26

26

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト BUSHI編
00 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 田口隆祐編

27

27

30 ワールドプロレスリング
オレのメモリアルバウト 金丸義信編

1月23日(月)

1月24日(火)

1月25日(水)

1月26日(木)

1月27日(金)

1月28日(土)

1月29日(日)

【テレ朝チャンネル2】2023年2月第1週

(12/22 ver.9)

●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

1月30日(月)

4

00 昭和・平成 鉄道の時代
蒸気機関車の魅力①
上野駅物語
蒸気機関車の魅力②
ジョイフルトレインへの系譜

1月31日(火)

2月1日(水)

2月2日(木)

2月3日(金)

2月4日(土)

2月5日(日)

00 昭和・平成 鉄道の時代
第3セクター鉄道の誕生
私鉄特急特集
新型車両デビュー①
鉄道博物館特集①

4

5

6

7

5
00 人生の楽園 #1099

00 人生の楽園 #1100

25 ショッピング情報

25 ショッピング情報

55 The Taiso #2
00 おかずのクッキング一挙放送
#584-591

55 The Taiso #3
00 おかずのクッキング一挙放送
#533-540

6

7

8

8

9

9

10

11

10
55 NEWS ACCESS
55 NEWS ACCESS
00 西村京太郎トラベルミステリー
00 おとり捜査官・北見志穂
終着駅（ターミナル）殺人事件 上野～青森 ミ 停電の夜、連続美女絞殺！東京タワーからのぞ
ステリー特急ゆうづる
かれた現場…真犯人が待つ炎の海で絶対絶命
の女刑事

11

12

13

12
00 西村京太郎トラベルミステリー
再婚旅行殺人事件 出雲で死んだ女

00 おとり捜査官・北見志穂
深夜の首都高速でバラバラ連続殺人！銀座高
級クラブに潜入した美人女刑事

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
ミスター麻雀カップ
【B卓】二階堂瑠美・滝沢和典・古橋崇志・望月
雅継

54 NEWS ACCESS
00 麻雀最強戦2022
ミスター麻雀カップ
【決勝卓】

13

14

15

14

15

16

16
00 おじゃまんが山田くん #15

17

30 ★科捜研の女（2016-2017)
#9-12

17

30 ★科捜研の女（2016-2017)
#13-16

18

18

19

19

20

20

21

22

00 水曜どうでしょうClassic #231

00 水曜どうでしょうClassic #232

30 ★おにぎりあたためますか #649

30 ★おにぎりあたためますか #650

00 [終]熱海の捜査官
#6-8

00 [新]帰ってきた時効警察
#1-3

21

22

23

24

23

30 スポーツセレクション

24

30 麻雀最強戦2022
女流プロ最強新世代
【決勝卓】

25

26

27

25

30 ぶらぶら町中華 #7・8

30 ぶらぶら町中華 #22・23

00 ぶらぶら町中華 #9・10

00 ぶらぶら町中華 #24・25

30 ぶらぶら町中華 #55

30 ぶらぶら町中華 #26・27

1月30日(月)

1月31日(火)

26

27
2月1日(水)

2月2日(木)

2月3日(金)

2月4日(土)

2月5日(日)

