
 

                              2012 年 10 月 20 日 

      

          「メディアウオッチング」のアンケート結果 

             「「「「必必必必ずずずず見見見見るるるる番組番組番組番組」「」「」「」「好好好好きなきなきなきな番組番組番組番組」」」」    

 

 

“望ましい放送の姿とは何か”について語り合う「放送を考える会～ 

メディアウオッチング」では、関西民放クラブの会員を対象に二度目の 

アンケート調査を実施しました(2012 年 10 月)。 

 

一回目は 2009 年 1 月。ラジオ・テレビ全般について調査しましたが、今回は、 

質問を「必ず見る番組」「好きな番組」の 2 点に絞り、いま民放ＯＢ・ＯＧが 

どのような番組を見ているのかお尋ねしました。 

 

回答者は団塊の世代（63～65 歳）から 70 歳、80 歳前後の世代です。 

「必ず見る番組」「好きな番組」を一つずつ記入してくださいとの問いかけには、 

回答者のほぼ 8 割がニュース、報道系ワイド番組、情報系ワイド番組、そして

紀行番組を中心とした教養番組を挙げ、バラエティー、娯楽番組を推した人は

ごくわずかでした。 

 

アンケート調査には下記のような意見も添えられていました。 

▼ 「残念ながら(テレビは)あまり見ません。古い映画をＷＯＷＯＷや他の媒体で見ます。 

   高齢化なのに(今のテレビは)若もの向きの番組ばかり」 

▼ 「ドキュメンタリーもの。特定の番組名が浮かんできません」 

▼ 「好きな番組は特になし。ニュース、天気、スポーツ以外、テレビはあまり見ない」 

▼ 「見たい番組なし、辛うじてニュース番組、『必ず見る番組』はない」 

▼ 「『嫌いな番組』という質問があってもいいのではないか」 

 

   アンケートの調査日  2012 年 10 月 12 日 

   調査方法       配布回収 

   調査対象       関西の民放ＯＢ・ＯＧ 

              （関西民放クラブ総会に出席した会員 142 名） 

   アンケート回収数   57 名 

 

 



民放 OB・OG が「「「「必必必必ずずずず見見見見るるるる番組番組番組番組」」」」    

 

ニュース 

 「ニュースウオッチ９」 NHK 月―金 21.00－22.00 

 「報道ステーション」  朝日放送 月―金 21.54－23.10 

 「NEWS 23 クロス」  毎日放送 月―金 22.54－23.50 

 「NEWS ZERO 」   読売テレビ 月―金 22.54－23.58 

 「VOICE」       毎日放送 月―金 18.15－19.00 

 「ワールドビジネスサテライト」 テレビ大阪 23.00－23.58 

 「NHK のニュース」 

 「民放各局のニュース」 

 

報道系ワイド番組 

「キャスト」      朝日放送 16.50－18.54 

 「スーパーN アンカー」 関西テレビ 月―金 16.48－19.00 

 「スーパーN アンカー」 （水曜の青山繁晴コメンテーターのコーナー） 

 「サンデーモーニング」 毎日放送 日曜 8.00－10.00 

 

情報系ワイド番組 

 「よーいどん！」    関西テレビ 月―金 9.55－11.20 

 「ちんちんぷいぷい」  毎日放送  月―金 14.55－17.45 

 「モーニングバード」  朝日放送  月―金 8.00－9.55 

 「探偵ナイトスクープ」 朝日放送  金曜 23.17－00.12 

 「和風総本家」     テレビ大阪 木曜 19.58－21.48 

 

ドキュメンタリー番組 

 「NHK スペシャル」   NHK 日曜 21.00－21.50、土曜 19.30－2045   

  「情熱大陸」      毎日放送 日曜 23.00－23.30 

  「夢の扉＋」      毎日放送 日曜 18.30－19.00 

 

ドラマ 

 「大河ドラマ」（平清盛） NHK 日曜 20.00－20.45 

 「連続テレビ小説」    NHK 月－土 8.00－8.15 

 「相棒」         朝日放送 水曜 21.00－21.54 

 「新五捕物長」      BS-TBS 月 18.00－19.00 

 「暴れん坊将軍」     サンテレビ 木曜 12.00－13.00 



教養番組  

自然・紀行 

  「世界ふしぎ発見」  毎日放送 土曜 21.00－21.54 

  「THE  世界遺産」   毎日放送 日曜 18.00－18.30 

  「にっぽん百名山」  NHKBS プレミアム 月曜 19.30－20.00 

  「ダーウインが来た！ 生きもの新伝説」 NHK 日曜 19.30－20.00 

 

  美術・歴史 

  「歴史秘話ヒストリア」 NHK 水曜 22.00－22.45 

  「BS 歴史館」       NHKBS プレミアム 木曜 20.00－21.00 

  「日曜美術館」      NHK E テレ 日曜 09.00－10.00 

  「開運！なんでも鑑定団」テレビ大阪 火曜 20.54－21.54  

 

  暮らし・健康 

  「ためしてガッテン」   NHK 水曜 20.00－20.45 

  「総合診療医ドクターG」NHK 木曜 22.00－22.43（2012 年 9 月終了） 

 

  趣味 

  「NHK 杯囲碁トーナメント」 NHK E テレ 日曜 12.30－14.00 

 

スポーツ番組 

  「F－１世界選手権中継」  ＢＳ－フジ 日曜 21.00－23.00 

  「プロ野球中継」      各局   

   

視聴者参加番組 

  「鶴瓶の家族に乾杯」    ＮＨＫ 月曜 20.00－20.45 

   

娯楽 

  「笑点『大喜利』」      読売テレビ 日曜 17.30－18.00 

   

 

 

 

 

 

 



民放 OB・OG の「「「「好好好好きなきなきなきな番組番組番組番組」」」」 

 

ニュース 

 「ＮＨＫニュース７」   ＮＨＫ 月―金 19.00－19.20 

 「ＢＩＺプラス」     ＮＨＫ 月―金 23.35－23.50 

 「報道ステーション」  朝日放送 月―金 21.54－23.10 

 「ワールドビジネスサテライト」 テレビ大阪 23.00－23.58 

 

報道系ワイド番組 

 「サンデーモーニング」  毎日放送 日曜 8.00－10.00 

 「たかじんのそこまで言って委員会」 読売テレビ 日曜 15.00－16.00 

 「朝まで生テレビ」    朝日放送 最終金曜 01.25－4.25(土曜の深夜、早朝) 

 

情報系ワイド番組 

 「あさイチ」      ＮＨＫ 月―金 8.15－9.55 

 「ちんちんぷいぷい」  毎日放送 月―金 14.55－17.45 

 「よーいどん！」    関西テレビ 月―金 9.55－11.20 

 「探偵ナイトスクープ」 朝日放送  金曜 23.17－00.12 

 「炎の体育会ＴＶ」   毎日放送 土曜 19.00－20.54 

 

ドキュメンタリー番組 

 「ＮＨＫスペシャル」  ＮＨＫ 日曜 21.00－21.50、土曜 19.30－2045  

 「土曜日の特番」    ＮＨＫ 土曜 19.30－22.15 

 「夢の扉＋」      毎日放送 日曜 18.30－19.00 

 

ドラマ 

 「大河ドラマ」（平清盛） ＮＨＫ 日曜 20.00－20.45 

 「イ・サン」      ＮＨＫ 日曜 23.00－00.00 

 「土曜ワイド劇場」   朝日放送 土曜 21.00－23.06 

 「暴れん坊将軍」    サンテレビ 木曜 12.00－13.00 

 

教養番組  

自然・紀行 

  「世界ふしぎ発見」  毎日放送 土曜 21.00－21.54 

  「THE  世界遺産」  毎日放送 日曜 18.00－18.30 

  「ダーウインが来た！ 生きもの新伝説」 NHK 日曜 19.30－20.00 



  「新日本風土記」   ＮＨＫＢＳプレミアム 日曜 21.00－22.00 

  「いい旅・夢気分」  テレビ大阪  水曜 20.00－20.54 

  「土曜スペシャル（旅もの〕」  テレビ大阪 19.00－20.54 

  「世界ふれあい街歩き」 ＮＨＫＢＳプレミアム 火曜 20.00－20.45 

  「トラベリックスⅢ 世界体感旅行」 ＢＳ－日テレ 日曜 21.00－22.00 

  「世界水紀行」      ＢＳ－日テレ 水曜 21.00－22.00 

   ＢＳ放送の「ヨーロッパ紀行」 ＢＳ各局  

 

  美術・歴史 

  「日曜美術館」      NHK E テレ 日曜 09.00－10.00 

  「開運！なんでも鑑定団」テレビ大阪 火曜 20.54－21.54  

  「追跡者・ザ・プロファイラー」 ＮＨＫＢＳプレミアム 水曜 21.00－22.00 

  ラジオ番組「歴史再発見」 ＮＨＫ第 2(ラジオ) 火曜 20.30－21.00 

 

  暮らし・健康 

  「チューボーですよ！」  毎日放送 土曜 23.30－24.00 

  「総合診療医ドクターG」 ＮＨＫ 木曜 22.00－22.43（2012 年 9 月終了） 

   

  音楽 

  「題名のない音楽会」    朝日放送 日曜 09.00－09.30 

 

  教育 

  「高校講座」全般        ＮＨＫ Ｅテレ 月―金 14.00－15.30 

 

スポーツ番組 

   「プロ野球中継」     各局  

 

バラエティー番組 

  「中居正広の金曜日のスマたちへ」 毎日放送 金曜 21.00－21.54 

 

視聴者参加番組 

  「鶴瓶の家族に乾杯」    ＮＨＫ 月曜 20.00－20.45 

  「新婚さんいらっしゃい」 朝日放送 日曜 12.55－13.25 

 

 

 


