
2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約110本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

Let’sチャレンジ詰碁 ＃143 10月1日～ 井澤秋乃四段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第143回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃144 10月1日～ 田村千明三段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第144回をお送りします。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第01回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第1回のテーマは「形を崩す一手
（1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第02回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第2回のテーマは「形を崩す一手
（2）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第03回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第3回のテーマは「形を崩す一手
（3）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第04回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第4回のテーマは「優位に立つモタ
レ攻め （1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第05回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第5回のテーマは「優位に立つモタ
レ攻め （2）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第06回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第6回のテーマは「優位に立つモタ
レ攻め （3）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第07回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第7回のテーマは「優位に立つモタ
レ攻め （4）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第08回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第8回のテーマは「優位に立つモタ
レ攻め （5）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第09回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第9回のテーマは「厚みは強気で活
かす （1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第10回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第10回のテーマは「厚みは強気で
活かす （2）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第11回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第11回のテーマは「厚みは強気で
活かす （3）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第12回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第12回のテーマは「厚みは強気で
活かす （4）」です。

囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約110本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第13回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第13回のテーマは「厚みは強気で
活かす （5）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第14回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第14回のテーマは「厚みは強気で
活かす （6）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第15回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第15回のテーマは「厚みは強気で
活かす （7）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第16回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第16回のテーマは「利きを見た攻め
（1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第17回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第17回のテーマは「利きを見た攻め
（2）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第18回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第18回のテーマは「利きを見た攻め
（3）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第19回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第19回のテーマは「断固封じ込める
（1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第20回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第20回のテーマは「断固封じ込める
（2）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第21回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第21回のテーマは「形勢判断に基
づく中盤戦 （1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第22回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第22回のテーマは「形勢判断に基
づく中盤戦 （2）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第23回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第23回のテーマは「形勢判断に基
づく中盤戦 （3）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第24回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第24回のテーマは「形勢判断に基
づく中盤戦 （4）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第25回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第25回のテーマは「厚みを活かした
終盤の決め （1）」です。

パンダネット囲碁講座「碁敵圧倒！手厚い攻
め」 第26回

10月1日～
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「碁敵圧倒！手厚い攻め」
と題し全26回でお送りする本木克弥七段の囲碁講座。第26回のテーマは「厚みを活かした
終盤の決め （2）」です。
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囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

囲碁スペシャル SENKO CUP ワールド碁女流
最強戦2018 1回戦3

10月1日～
今回は、2018年3月に行われた日本、中国、韓国、台湾、欧州の女流棋士8名による世界
戦「SENKO CUP ワールド碁女流最強戦2018」の1回戦3 崔精九段 vs 向井千瑛五段の対
局を解説は鈴木伸二七段、聞き手は星合志保二段でお送りします。

記憶の一局 ＃101 10月1日～

一人の棋士が、勝ち負けにこだわらず思い出に残る棋譜を紹介、当時の思い出話と共に
じっくり解説する。今回は1994年9月24日に行われた「第27回 早碁選手権戦」加藤正夫王
座 対 山田規三生新鋭トーナメント者の対局を、山田規三生九段による棋譜解説でお送り
します。

記憶の一局 ＃102 10月1日～

一人の棋士が、勝ち負けにこだわらず思い出に残る棋譜を紹介、当時の思い出話と共に
じっくり解説する。今回は1997年7月31日に行われた「第53期 本因坊戦 三次予選 決勝」
本田邦久九段 対 山田規三生七段の対局を、山田規三生九段による棋譜解説でお送りし
ます。

記憶の一局 ＃103 10月1日～

一人の棋士が、勝ち負けにこだわらず思い出に残る棋譜を紹介、当時の思い出話と共に
じっくり解説する。今回は1997年11月20日に行われた「第45期 王座戦 挑戦手合第3局」柳
時熏王座 対 山田規三生七段の対局を、山田規三生九段による棋譜解説でお送りしま
す。

記憶の一局 ＃104 10月1日～

一人の棋士が、勝ち負けにこだわらず思い出に残る棋譜を紹介、当時の思い出話と共に
じっくり解説する。今回は2006年6月26日、27日に行われた「第61期 本因坊戦 挑戦手合
第5局」高尾紳路本因坊 対 山田規三生九段の対局を、山田規三生九段による棋譜解説
でお送りします。

第26期 竜星戦 決勝トーナメント 1回戦 第01
局

10月1日～
2016年10月からスタートした「第26期 竜星戦」。2017年5月4日に行われた張 栩九段 対
大西竜平二段の対局をお送りします。

第26期 竜星戦 決勝トーナメント 1回戦 第02
局

10月1日～
2016年10月からスタートした「第26期 竜星戦」。2017年5月4日に行われた三村智保九段
対 芝野虎丸三段の対局をお送りします。

名局の解説 「第4期 竜星戦」特集 5 10月1日～
1994年3月22日に行われた「第4期 竜星戦 本戦Dブロック 17回戦」白石 裕九段 対 福井
正明八段の対局を、棋譜解説でお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃145 10月15日～ 田村千明三段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第145回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃146 10月15日～ 田村千明三段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第146回をお送りします。

第10期 中国竜星戦 ＃01 10月15日～
中国棋院所属のトッププロ棋士による早碁中国一決定戦。今回は、2019年3月12日に行わ
れた決勝三番勝負 A-5から韓一洲七段 対 謝科七段の対局をお送りします。

第1期 韓国竜星戦 ＃17 10月15日～
韓国棋院所属のトッププロ棋士による早碁韓国一決定戦。今回は、2018年9月17日に行わ
れた決勝三番勝負 第3局からカン・ドンユン九段 対 キム・ジソク九段の対局をお送りしま
す。

第28期 竜星戦 本戦ブロック天カメ08 10月15日～
2018年10月2日に初回放送を行った「第28期 竜星戦」本戦Hブロック 1回戦、佐田篤史三
段 対 藤村洋輔三段の対局を天井から盤上を映した映像のみでお送りします。

第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦 本戦トーナメ
ント 1回戦 第05局

10月15日～
2015年9月より開幕した「第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦」から、本戦トーナメント 1回戦 第
5局 青葉かおり四段 対 牛 栄子初段の対局をお送りします。
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囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦 本戦トーナメ
ント 1回戦 第06局

10月15日～
2015年9月より開幕した「第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦」から、本戦トーナメント 1回戦 第
6局 種村小百合二段 対 石井 茜二段の対局をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃137 配信中 田村千明三段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第137回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃138 配信中 田村千明三段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第138回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃139 配信中 田村千明三段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第139回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃140 配信中 井澤秋乃四段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第140回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃141 配信中 井澤秋乃四段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第141回をお送りします。

Let’sチャレンジ詰碁 ＃142 配信中 井澤秋乃四段が番組進行を行う「Let’sチャレンジ詰碁」の第142回をお送りします。

囲碁スペシャル SENKO CUP ワールド碁女流
最強戦2018 1回戦1

配信中
今回は、2018年3月に行われた日本、中国、韓国、台湾、欧州の女流棋士8名による世界
戦「SENKO CUP ワールド碁女流最強戦2018」の1回戦1 藤沢里菜三段 対 N.コヴァレヴァ
アマの対局を解説は鈴木伸二七段、聞き手は星合志保二段でお送りします。

囲碁スペシャル SENKO CUP ワールド碁女流
最強戦2018 1回戦2

配信中
今回は、2018年3月に行われた日本、中国、韓国、台湾、欧州の女流棋士8名による世界
戦「SENKO CUP ワールド碁女流最強戦2018」の1回戦2 黒嘉嘉七段 対 牛 栄子二段の対
局を解説は鈴木伸二七段、聞き手は星合志保二段でお送りします。

囲碁スペシャル 第8回 フマキラー 囲碁マス
ターズカップ

配信中

50歳以上のタイトル経験者と予選通過者の合計16名により争われるトーナメント戦。趙 治
勲名誉名人をはじめ、林 海峰名誉天元や大竹英雄名誉碁聖、二十四世本因坊秀芳など
のレジェンド棋士達が顔を合わせる貴重な棋戦だ。前回は小林 覚九段が優勝を飾った。
今年はどのレジェンド棋士がマスターズカップの称号を手にするのか。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃01

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第1回のテーマは「0目と1
目の見分け方」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃02

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第2回のテーマは「一線
のハネツギ」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃03

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第3回のテーマは「二線
のハネツギ」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃04

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第4回のテーマは「二線
のコスミ」です。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約110本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃05

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第5回のテーマは「大きい
のはどっち（1）」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃06

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第6回のテーマは「大きい
のはどっち（2）」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃07

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第7回のテーマは「侵入
の止め方」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃08

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第8回のテーマは「サル
スベリの仕方と止め方」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃09

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第9回のテーマは「先手
後手のヨセ」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃10

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第10回のテーマは「ヨセ
の小技編（1）」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃11

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第11回のテーマは「ヨセ
の小技編（2）」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃12

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第12回のテーマは「ヨセ
の総合問題（1）」です。

囲碁初級講座 -めざせ！5級- 王 景怡の「ヨ
セはOK」 ＃13

配信中
「ヨセはOK」と題し全13回でお送りする王 景怡三段の囲碁講座。第13回のテーマは「ヨセ
の総合問題（2）」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃01

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第1回の
テーマは「ウェルカム両ガカリ（1）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃02

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第2回の
テーマは「ウェルカム両ガカリ（2）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃03

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第3回の
テーマは「ウェルカム両ガカリ（3）［3子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃04

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第4回の
テーマは「ウェルカム両ガカリ（4）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃05

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第5回の
テーマは「ウェルカム両ガカリ（5）［4子局］」です。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約110本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃06

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第6回の
テーマは「ウェルカム両ガカリ（6）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃07

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第7回の
テーマは「富士山への入り方（1）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃08

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第8回の
テーマは「富士山への入り方（2）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃09

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第9回の
テーマは「富士山の眺め方［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃10

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第10回の
テーマは「隅へのツケ切り怖くない（1）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃11

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第11回の
テーマは「隅へのツケ切り怖くない（2）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃12

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第12回の
テーマは「守ったつもりのコスミツケ（1）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃13

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第13回の
テーマは「守ったつもりのコスミツケ（2）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃14

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第14回の
テーマは「迫られたらどう打つ？（1）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃15

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第15回の
テーマは「迫られたらどう打つ？（2）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃16

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第16回の
テーマは「隣の芝生は青いかな？（1）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃17

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第17回の
テーマは「隣の芝生は青いかな？（2）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃18

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第18回の
テーマは「ウィークポイントはどこ？（1）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃19

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第19回の
テーマは「ウィークポイントはどこ？（2）［5子局］」です。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約110本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃20

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第20回の
テーマは「ウィークポイントはどこ？（3）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃21

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第21回の
テーマは「ウィークポイントはどこ？（4）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃22

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第22回の
テーマは「戦わない踏み込み（1）［5子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃23

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第23回の
テーマは「戦わない踏み込み（2）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃24

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第24回の
テーマは「安全な幅寄せ（1）［4子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃25

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第25回の
テーマは「安全な幅寄せ（2）［3子局］」です。

熊ホウの囲碁上級講座「置碁は戦わずして勝
つ！」＃26

配信中
「置碁は戦わずして勝つ！」と題し全26回でお送りする熊 ホウ七段の囲碁講座。第26回の
テーマは「爽快なシボリ勝ち［3子局］」です。

厳選棋譜解説 第39期 棋聖戦 ＃01 配信中
2014年6月19日に行われた「第39期 棋聖戦」本戦リーグから、河野 臨九段 対 一力 遼七
段の対局を棋譜解説でお送りします。

厳選棋譜解説 第39期 棋聖戦 ＃02 配信中
2014年7月3日に行われた「第39期 棋聖戦」本戦リーグから、二十五世本因坊治勲 対 張
豊猷八段の対局を棋譜解説でお送りします。

厳選棋譜解説 第39期 棋聖戦 ＃03 配信中
2014年7月17日に行われた「第39期 棋聖戦」本戦リーグから、高尾紳路十段 対 山城 宏
九段の対局を棋譜解説でお送りします。

厳選棋譜解説 第39期 棋聖戦 ＃04 配信中
2014年8月28日に行われた「第39期 棋聖戦」本戦リーグから、羽根直樹九段 対 山下敬吾
九段の対局を棋譜解説でお送りします。

第1期 韓国竜星戦 ＃13 配信中
韓国棋院所属のトッププロ棋士による早碁韓国一決定戦。今回は、2018年8月8日に行わ
れたキム・ジソク九段 対 イ・ジヒョン九段の対局をお送りします。

第1期 韓国竜星戦 ＃14 配信中
韓国棋院所属のトッププロ棋士による早碁韓国一決定戦。今回は、2018年8月14日に行わ
れたカン・ドンユン九段 対 ビョン・サンイル九段の対局をお送りします。

第1期 韓国竜星戦 ＃15 配信中
韓国棋院所属のトッププロ棋士による早碁韓国一決定戦。今回は、2018年8月28日に行わ
れた決勝三番勝負 第1局からカン・ドンユン九段 対 キム・ジソク九段の対局をお送りしま
す。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約110本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

囲碁セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/IGO01）よりご確認ください。

第1期 韓国竜星戦 ＃16 配信中
韓国棋院所属のトッププロ棋士による早碁韓国一決定戦。今回は、2018年8月28日に行わ
れた決勝三番勝負 第2局からカン・ドンユン九段 対 キム・ジソク九段の対局をお送りしま
す。

第25期 竜星戦 決勝トーナメント 決勝戦 配信中
2015年10月からスタートした「第25期 竜星戦」。2016年8月1日に行われた井山裕太棋聖
対 一力 遼七段の対局をお送りします。

第25期 竜星戦 決勝トーナメント 準決勝 第01
局

配信中
2015年10月からスタートした「第25期 竜星戦」。2016年7月11日に行われた張 豊猷八段
対 一力 遼七段の対局をお送りします。

第25期 竜星戦 決勝トーナメント 準決勝 第02
局

配信中
2015年10月からスタートした「第25期 竜星戦」。2016年7月11日に行われた井山裕太棋聖
対 許 家元四段の対局をお送りします。

第25期竜星 一力 遼の素顔 配信中

第27期竜星戦で2期ぶり2度目の優勝を飾った一力 遼竜星の素顔に迫るドキュメンタリー
番組。一力竜星は、十代の頃から若手棋戦を総なめにし、国際棋戦でも結果を出してき
た。その後も毎年リーグ入りや七大タイトル戦に出場している紛れもないトップ棋士。 
一力竜星は何を思い、何を語るのか。そして盤外で見せる表情もお送りします。

第28期 竜星戦 本戦ブロック天カメ06 配信中
2018年10月2日に初回放送を行った「第28期 竜星戦」本戦Fブロック 1回戦、小山空也四
段 対 小池芳弘三段の対局を天井から盤上を映した映像のみでお送りします。

第28期 竜星戦 本戦ブロック天カメ07 配信中
2018年10月2日に初回放送を行った「第28期 竜星戦」本戦Gブロック 1回戦、常石隆志三
段 対 大西竜平三段の対局を天井から盤上を映した映像のみでお送りします。

第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦 本戦トーナメ
ント 1回戦 第01局

配信中
2015年9月より開幕した「第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦」から、本戦トーナメント 1回戦 第
1局 王 景怡会津中央病院杯 対 向井千瑛五段の対局をお送りします。

第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦 本戦トーナメ
ント 1回戦 第02局

配信中
2015年9月より開幕した「第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦」から、本戦トーナメント 1回戦 第
2局 小西和子八段 対 加藤啓子六段の対局をお送りします。

第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦 本戦トーナメ
ント 1回戦 第03局

配信中
2015年9月より開幕した「第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦」から、本戦トーナメント 1回戦 第
3局 吉原由香里六段 対 三村芳織三段の対局をお送りします。

第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦 本戦トーナメ
ント 1回戦 第04局

配信中
2015年9月より開幕した「第十九期 ドコモ杯 女流棋聖戦」から、1回戦 第4局 青木喜久代
八段 対 田村千明三段の対局をお送りします。

名局の解説 「第4期 竜星戦」特集 4 配信中
1994年3月7日に行われた「第4期 竜星戦 本戦Cブロック 14回戦」神田 英八段 対 依田紀
基九段の対局を、棋譜解説でお送りします。


