
月 火 水 木 金
6・13・20日 7・28日 1・8・15・22日 2・9・23日 3・10・17日

6
日野川物語2021年7月

【昭和創業のお豆腐屋さん】
おかんごはん2021年7月【天ざるうどんに挑戦！】
米子高専知的セミナー2021年8月【AIと機械学習】

7
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年8月

【カヤックで中海に漕ぎ出そう！】
ド近所さん！2021年8月

【ド近所づきあい】

8
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年7月 

【ああ…懐かしの法勝寺電車】
聞いて納得！医療最前線2021年7月【遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）】

公立鳥取環境大学「未来への授業」2021年7月【健康住宅】

9
日野川物語2021年7月

【昭和創業のお豆腐屋さん】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年7月

【～美保男の魅力を大調査！編～】

10
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年7月

【再生可能エネルギーの現在地】 10：25～知っていますか？あの人の技2021年8月
ふるさとタイムトリップ2021年6月【快進撃！ミラクル根雨】

10：45〜健康ぷらざ  10：50〜産業技術HOT情報/2021年7月  10：55〜あの人の技/2021年8月

11
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年7月

【～美保男の魅力を大調査！編～】
看護大・とりたんセミナー2021年6月【性格とその人らしさ】

米子高専知的セミナー2021年8月【AIと機械学習】

0
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年8月

【カヤックで中海に漕ぎ出そう！】
おかんごはん2021年7月【天ざるうどんに挑戦！】
米子高専知的セミナー2021年8月【AIと機械学習】

1
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年7月 

【ああ…懐かしの法勝寺電車】
聞いて納得！医療最前線2021年7月【遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）】

公立鳥取環境大学「未来への授業」2021年7月【健康住宅】

2
日野川物語2021年7月

【昭和創業のお豆腐屋さん】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年7月

【～美保男の魅力を大調査！編～】

3
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年7月
【再生可能エネルギーの現在地】 15：25～産業技術HOT情報 2021年7月

ふるさとタイムトリップ2021年6月【快進撃！ミラクル根雨】
15：45〜健康ぷらざ  15：50〜産業技術HOT情報/2021年7月  15：55〜あの人の技/2021年8月

4
日野川物語2021年7月

【昭和創業のお豆腐屋さん】
ド近所さん！2021年8月

【ド近所づきあい】

5
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年8月

【カヤックで中海に漕ぎ出そう！】
おかんごはん2021年7月【天ざるうどんに挑戦！】
米子高専知的セミナー2021年8月【AIと機械学習】

6
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年7月 

【ああ…懐かしの法勝寺電車】
聞いて納得！医療最前線2021年7月【遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）】

ふるさとタイムトリップ2021年6月【快進撃！ミラクル根雨】

7
ド近所さん！2021年8月

【ド近所づきあい】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年7月

【～美保男の魅力を大調査！編～】

8
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年7月

【再生可能エネルギーの現在地】 20：25～健康ぷらざ 2021年7月
ふるさとタイムトリップ2021年6月【快進撃！ミラクル根雨】

聞いて納得！医療最前線2021年7月【遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）】

9
日野川物語2021年7月

【昭和創業のお豆腐屋さん】
看護大・とりたんセミナー2021年6月【性格とその人らしさ】

米子高専知的セミナー2021年8月【AIと機械学習】

10
中海物語～未来に水辺の煌めきを～2021年8月

【カヤックで中海に漕ぎ出そう！】
おかんごはん2021年7月【天ざるうどんに挑戦！】

聞いて納得！医療最前線2021年7月【遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）】

11
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年7月 

【ああ…懐かしの法勝寺電車】
米子高専知的セミナー2021年8月【AIと機械学習】

公立鳥取環境大学「未来への授業」2021年7月【健康住宅】

0
ド近所さん！2021年8月

【ド近所づきあい】
吾空の筋斗雲にはのれません。2021年7月

【～美保男の魅力を大調査！編～】

1
Road to 2030～SDGsで考える ふるさとのミライ～2021年7月

【再生可能エネルギーの現在地】 25：25～あの人の技 2021年8月
ふるさとタイムトリップ2021年6月【快進撃！ミラクル根雨】

25：45〜健康ぷらざ  25：50〜産業技術HOT情報/2021年7月  25：55〜あの人の技/2021年8月

2
おかんごはん2021年7月【天ざるうどんに挑戦！】
初耳！ウルトラローカルクイズ2021年7月 

【ああ…懐かしの法勝寺電車】
看護大・とりたんセミナー2021年6月【性格とその人らしさ】

県民チャンネル タイムテーブル332
9月14日(火)・16日(木)・21日(火)・24日(金)・
27日(月)・29日(水)・30日(木)は、10:00から
鳥取県議会中継を行います。再放送は19:00～9月
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土 日 土 日 土 日 土 日
4 日 5 日 11日 12 日 18 日 19 日 25 日 26 日

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ

吾空の筋斗雲には
のれません。 ド近所さん！ 中海物語

6米子高専 医療最前線 おかんごはん 公立鳥取環境大学
おかんごはん 公立鳥取環境大学 米子高専 タイムトリップ

吾空の筋斗雲には
のれません。 ド近所さん！ Road to 2030

7：25～産業技術 県議熱中討論 7医療最前線 公立鳥取環境大学 米子高専
公立鳥取環境大学 タイムトリップ おかんごはん

ド近所さん！ 中海物語
県議熱中討論

日野川物語
8タイムトリップ 米子高専 健康・産業・あの人の技

看護大・とりたん おかんごはん 看護大・とりたん

中海物語 Road to 2030
9：25～産業技術 日野川物語 ド近所さん！

9健康・産業・あの人の技 公立鳥取環境大学 米子高専 おかんごはん
公立鳥取環境大学 健康・産業・あの人の技 おかんごはん 医療最前線

日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ

Road to 2030
10：25～産業技術 県議熱中討論 10医療最前線 タイムトリップ 米子高専

タイムトリップ 看護大・とりたん 医療最前線
初耳！ウルトラ

ローカルクイズ 日野川物語 中海物語 Road to 2030
11：25～産業技術 11おかんごはん 看護大・とりたん おかんごはん 医療最前線

公立鳥取環境大学 医療最前線 米子高専 看護大・とりたん

ド近所さん！ 吾空の筋斗雲には
のれません。 県議熱中討論

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 0米子高専 おかんごはん 公立鳥取環境大学

タイムトリップ 米子高専 米子高専
吾空の筋斗雲には

のれません。 中海物語 ド近所さん！
県議熱中討論 1看護大・とりたん 健康・産業・あの人の技 公立鳥取環境大学

医療最前線 公立鳥取環境大学 米子高専

中海物語 ド近所さん！ 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ ド近所さん！

2公立鳥取環境大学 タイムトリップ おかんごはん 医療最前線
タイムトリップ 公立鳥取環境大学 医療最前線 健康・産業・あの人の技

日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 県議熱中討論

中海物語
3健康・産業・あの人の技 米子高専 米子高専

米子高専 おかんごはん タイムトリップ
Road to 2030
16：25～産業技術 ド近所さん！ 日野川物語

県議熱中討論 4医療最前線 看護大・とりたん 健康・産業・あの人の技
公立鳥取環境大学 医療最前線 看護大・とりたん

ド近所さん！ 日野川物語 ド近所さん！ 吾空の筋斗雲には
のれません。 5看護大・とりたん 健康・産業・あの人の技 米子高専 看護大・とりたん

おかんごはん タイムトリップ おかんごはん 医療最前線

日野川物語 中海物語
県議熱中討論

Road to 2030
18：25～産業技術 6タイムトリップ 米子高専 おかんごはん

米子高専 おかんごはん 米子高専
初耳！ウルトラ

ローカルクイズ
Road to 2030
19：25～産業技術 中海物語

県議熱中討論 7公立鳥取環境大学 おかんごはん 看護大・とりたん
医療最前線 看護大・とりたん 公立鳥取環境大学

中海物語 日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ

吾空の筋斗雲には
のれません。 8健康・産業・あの人の技 タイムトリップ 医療最前線 看護大・とりたん

タイムトリップ 米子高専 おかんごはん 米子高専
Road to 2030

21：25～あの人の技 ド近所さん！ Road to 2030
21：25～産業技術 中海物語

9米子高専 看護大・とりたん タイムトリップ おかんごはん
看護大・とりたん おかんごはん 看護大・とりたん 医療最前線

吾空の筋斗雲には
のれません。

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 日野川物語

県議熱中討論 10医療最前線 米子高専 おかんごはん
タイムトリップ 看護大・とりたん 公立鳥取環境大学

ド近所さん！ Road to 2030
23：25～産業技術 県議熱中討論

初耳！ウルトラ
ローカ ルクイズ 11おかんごはん 看護大・とりたん 公立鳥取環境大学

米子高専 おかんごはん 医療最前線

中海物語 吾空の筋斗雲には
のれません。

初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 日野川物語

0医療最前線 公立鳥取環境大学 米子高専 看護大・とりたん
公立鳥取環境大学 米子高専 看護大・とりたん おかんごはん
初耳！ウルトラ

ローカルクイズ 中海物語 ド近所さん！
県議熱中討論 1看護大・とりたん タイムトリップ 米子高専

おかんごはん 看護大・とりたん タイムトリップ

日野川物語 初耳！ウルトラ
ローカルクイズ 県議熱中討論

吾空の筋斗雲には
のれません。 2公立鳥取環境大学 医療最前線 米子高専

タイムトリップ おかんごはん 公立鳥取環境大学
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※都合により番組内容が変わることがあります。（変更の場合は 123ch でご案内いたします） 13


