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 演歌ランキング番組
年間スペシャル

12/26（火） 〜12/29（金）

美空ひばり
生誕80周年記念
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ⒸNHK

「ビッグショー  美空ひばり」
12/10（日） 午後6時 #1  わが歌のさだめに生きて
12/24（日） 午後6時 #2  わが歌は永遠に語らん

12/25（月） 午後4時

祝 2017紅白出場！
注目の演歌歌手に迫る 直前特番



 

美空ひばり
生誕80周年記念

美空ひばりの生誕80周年を記念し、NHKで放送された歌謡番組「ビッグショー」をお届けします。 
歌唱曲にまつわるエピソードや関係者へのインタビューなど、番組本編をより楽しむための、

歌謡ポップスチャンネルオリジナルのミニ解説コーナー付き。

「ビッグショー 美空ひばり」

12/10（日） 午後6時
 #1  わが歌のさだめに生きて

幼少時代の写真と共に、1940～50年代の名曲をメドレーで
歌うほか、恩師·古賀政男との思い出を語ります。
《歌唱曲》  ♪リンゴ追分／♪悲しき口笛／♪港町十三番地 ほか

◆再放送 12/30（土） 午後4時 （NHK放送日：1978年12月26日）

「ビッグショー 美空ひばり」 

12/24（日） 午後6時
#2  わが歌は永遠に語らん

デューク·エイセスと共演。「バナナボート」やナット·キング·
コールの「LOVE」などの洋楽カバーを披露します。
《歌唱曲》  ♪バナナボート ⁄♪LOVE／♪悲しい酒 ほか

◆再放送 12/30（土） 午後5時 （NHK放送日：1977年4月17日）

2017紅白出場！祝

一年を締めくくる年末の風物詩「NHK紅白歌合
戦」をテーマに、かつて総合司会も務めた宮本
隆治が演歌·歌謡曲の歌手にクローズアップし
て、見どころを紹介します。番組では今年の紅
白出場者へのインタビューや過去の貴重なアー
カイブ映像も公開します。

◆再放送 12/30（土） ひる0時
12/2512/2512/25（月）（月）（月） 午後 午後 午後444時時時 宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星

　  ～演歌・歌謡曲情報バラエティ～ 　　

第2・4月曜  午後6時～よる7時
宮本隆治がお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組。12月は2017
年の総集編を2回に分けてお送り致します。 総集編1はゲストの皆さんの
スペシャルトークと代表曲をダイジェストでご紹介。 総集編2は番組５周
年を機に、新アシスタントに元Winkの相田翔子さんを迎え、内容もスタ
ジオセットもリニューアルされた7月以降の放送をまとめてお届けします。

三山ひろし

石川さゆり 加藤登紀子

福田こうへい

橋幸夫

大月みやこ

瀬川瑛子

【ゲスト】  杉良太郎／三山ひろし／クミコ／黛ジュン
 伊藤咲子／加藤登紀子／中条きよし／菅原洋一
 福田こうへい／香西かおり／沢田知可子

#127  2017年総集編112/11（月） 午後6時 ほか 

【ゲスト】  橋幸夫／大月みやこ／大川栄策／原田悠里
 鳥羽一郎／城之内早苗
 石川さゆり／藤あや子／水森かおり／中村美律子
 長山洋子／ジャッキー吉川とブルーコメッツ／瀬川瑛子

#128  2017年総集編212/25（月） 午後6時 ほか 

ⒸNHK

注目の注目の注目の注目の注目の注目の
演歌歌手に迫る演歌歌手に迫る演歌歌手に迫る演歌歌手に迫る演歌歌手に迫る演歌歌手に迫る
直前特番直前特番直前特番

【出演】  宮本隆治 ⁄ 2017年 紅白出場歌手 ほか

ビッグショー 雪村いづみ　
生きて歌って　夢をみて

12/5（火） 午前10時 ほか
放送当時40歳を迎えた雪村いづみが登場。 デビュー曲
「想い出のワルツ」や「青いカナリヤ」など初期の楽曲を
メドレーで披露するほか、ミュージカルの名優・宝田明
との歌とダンスのパフォーマンスで会場を魅了。 歌手生
活25年が凝縮されたステージショーをお届けします。 
（ＮＨＫ放送日：1977年9月4日）

ⒸNHK

美空ひばり・江利チエミとともに
“三人娘”と称された雪村いづみが登場！

総集編



 

 

歌謡ポップスチャンネルは、日本で唯一の演歌・歌謡曲専門チャンネルです。

氷川きよしとグッチ裕三が各界で活躍する第一人者
や話題の人物をゲストに迎え、楽しいトークと趣向を
凝らした歌を繰り広げるバラエティショー。

世代や音楽ジャンルの枠を飛び
越えて愛されたミュージシャン、
かまやつひろし。音楽に囲まれて
育ち、カントリー&
ウエスタン歌手とし
てデビュー。その後、
ザ·スパイダースに

加入し、GSの礎を築きました。解散後は
フォークの世界へ···。ジャンルにとらわれない
音楽への探究心は多くの後進ミュージシャ
ンを惹きつけました。番組では、ザ·スパイ
ダース時代を知るレコーディング·ディレク
ターや晩年まで活動を共にした泉谷しげる
が、かまやつひろしの音楽の世界を語ります。

#8 かまやつひろし
12/11（月） よる10時 ほか

ストーリーテラー 
吉田栄作

第1・3水曜  午後6時 ほか
演歌界で注目の若手女性歌手を集め、他の番組では
決して見られない「素顔」と「魅力」を伝えます。出演者
はあくまで普段着、プライベート感あふれるカジュアル
な「女子会」風新感覚トークバラエティ番組。『クイズ！
「イントロ一丁」～サビ抜きで～』には花咲ゆき美、
西田あい、竹村こずえも参戦。
  協力：一般社団法人 日本音楽事業者協会

#1712/6（水） 大城バネサ／オルリコ／山城カミーラ美幸
大城バネサ／オルリコ／山城カミーラ美幸#1812/20（水）

1988年から1991年までNHKで放送された若者向
けの音楽番組。 現在も世界的に活躍を続ける
LOUDNESSは、「HEAVIER THAN HELL」など
全３曲をスタジオで実演。 放送当時、ソロデビュー
3年目を迎えた渡辺満里奈は「夏の短編」を披露。

木曜  午後6時

ⒸNHK

12/7・21（木）　　　 #37  由紀さおり＆パパイヤ鈴木
                                           （NHK放送日：2007年6月7日）

12/14（木）　　　 #19  武田鉄矢 （NHK放送日：2005年4月18日）
12/28（木） #20  コロッケ （NHK放送日：2005年6月6日）

12/1（金）  よる10時 ほか
#5   ♪HEAVIER THAN HELL／LOUDNESS
 ♪センチメンタル・カーニバル／芳本美代子 ほか
 （NHK放送：1988年6月18日）

12/15（金）  よる10時 ほか
#6   ♪言葉じゃいえないLoneliness／スターダストレビュー
 ♪夏の短編／渡辺満里奈 ほか
 （NHK放送：1988年7月9日）

毎週木曜  午後6時

Ⓒテレビ東京

12/2（土）  #338  新沼謙治／黒沢年男／香田晋
（テレビ東京放送日：1995年7月30日）

12/9（土）  #339  青江三奈／三沢あけみ／加門亮
（テレビ東京放送日：1995年8月27日）

12/16（土）  #340  山本譲二／伍代夏子／長保有紀／西方裕之
（テレビ東京放送日：1995年9月3日）

12/23（土・祝） #341  石川さゆり／八代亜紀／杉田二郎
（テレビ東京放送日：1995年9月10日）

12/30（土）  #342  坂本冬美／香西かおり／北島三郎
（テレビ東京放送日：1995年9月17日）

毎回季節や場所、感情など1つのテーマを取り上げ、それに関
連した名曲を人気演歌歌手が熱唱します。来宮良子の語りと
共に送られる名曲の数々は、心に染み入ること間違いなしです。

毎週土曜  午後2時

©photo by Ichigo Sugawara

泉谷しげる
1970年代から90年代の歌謡曲を、番組DJが独自の
視点でお届けする、テレビで観るラジオ風音楽番組！
寺田恵子はSHOW-YA、プリンセス プリンセスを
始めとしたガールズバンドの歴史を振り返り、諸星
和己はB’zやCHAGE and ASKAなどミリオンヒット
が続出した1993年についてしゃべくり倒します。

第2・第4 水曜  よる10時 ほか

#2  1974年のヒットナンバー
12/13（水） 寺田恵子

#2  1993年のヒットナンバー
12/27（水） 諸星和己

ⒸNHK

※12/30のみ午前11時30分から放送

老舗ＣＤショップ「新星堂」の
年間演歌売り上げランキング。

第一興商カラオケで最も歌われている
演歌の「新曲年間」ランキング。

「USEN」の
演歌・歌謡曲年間リクエストランキング。

演歌・歌謡曲ジャンルの
オリコンシングル年間ランキング。

12/26（火） 
午後2時 ～午後4時 

2 時間 12/27（水）
午前10時 ～午後4時 

6 時間 12/28（木）
午後2時 ～午後4時 

2 時間 12/29（金）
午前10時 ～午後6時 

8 時間

2017年のヒット曲がすべてわかる！ 演歌ランキング番組  年間スペシャル
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[  番組表  ]

演歌＆歌謡
ランキングアワー お茶の間アワー

懐かし
プレミアムアワー

マークは同時に複数の音声を放送している音声多重放送の番組です。
※番組は深夜3時にて放送終了します。※番組は予告無く変更、または
休止する場合がございます。予めご了承ください。

 NHKタイム

月
4・11・18・25

火
5・12・19・26

水
6・13・20・27

木
7・14・21・28

金
1・8・15・22・29

 土
2・9・16・23・30

 日
3・10・17・24・31

6
歌謡最前線 知里のミュージック

エッセンスPartII
煌く日本の歌手

～わが心の演歌～ わが心の演歌 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER 政経マネジメント塾
※㉛セイン・カミュの旅ワンダー
6:30～ たけおの鹿児島全力たび

とちぎ発！旅好き！ベストヒット演歌
山日和

virtual trip ※⑨㉓サーフアイランド種
子島プロ2017

7 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

カラオケ演歌
カウントダウン

100

ＤＡＭ
演歌カラオケ新曲

ベストテン
※㉘ DAM演歌2017 
カラオケ新曲年間ベスト30

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

日本のこころ ふるさとの歌
※㉛歩きながらソング

 (～12:00)若っ人ランド

8 宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

新着！
ビデオクリップ

9
インフォメーション

日本のこころ ふるさとの歌

10
④⑪演歌男子。２
⑱㉕わが心の演歌

ビッグショー 
雪村いづみ

※⑫㉖煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 
㉖10:30～インフォメーション
 (～11:00)

新着！
ビデオクリップ

※㉗ DAM演歌2017 
カラオケ新曲年間ベスト30
 (～4:00)

車で旅する歌謡曲
※⑭あなたの街に聞きに
幾三!! ～心で歌うのど自
慢～ ㉘あなたの街に聞
きに幾三!! ～ありがとう
を歌に込めて～

①⑮時代を映す名曲アルバム 
⑧㉒NHK歌謡コンサート
10:45～インフォメーション
㉙オリコン演歌＆歌謡スペシ
ャル 2017年間トップ100 
(～6:00)

演歌売れ筋 
ランキング

※㉚NHK歌謡コンサート
11:30～ 演歌の花道

ベストヒット演歌
瀬川瑛子

インフォメーション ベストヒット演歌
小金沢昇司

※㉔インフォメーション新着！ビデオクリップ ミニ

11 時代を映す
名曲アルバム

宮本隆治の 
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

 うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

インフォメーション
演歌女子。 オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

※㉛12:00～ 
レッツゴーヤング

 (～9:00)

新着！ビデオクリップ ミニ
インフォメーション

※⑬60年代 僕たちの青春ソ
ングス

歩きながらソング ①⑮インフォメーション
⑧㉒車で旅する歌謡曲

12
ベストヒット演歌 ＵＳＥＮ 演歌ランキング

トップ20
※㉚祝 2017紅白

出場！注目の演歌歌手に
迫る直前特番

 1:00～ ベストヒット演歌 
 紅白出場歌手スペシャル2017

車で旅する歌謡曲

1
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ 演歌女子。

インフォメーション 新着！ビデオクリップ ミニ
インフォメーション

2 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

※㉖演歌売れ筋ランキン
グ2017 年間トップ30

ＤＡＭ
演歌カラオケ新曲

ベストテン

カラオケ演歌
カウントダウン100

 ※㉘USEN演歌ランキ
ング2017年間トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

演歌の花道
※㉚山内惠介ドキュメンタリー 

～愛が信じられないなら～ ツメ折り！
カセットソングインフォメーション※ ㉚三山ひろし密着ドキュメント (～3:30)

新着！ビデオクリップ ミニ

3
うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～ クリス松村の注文の多いレコード店

車で旅する歌謡曲 
※㉚煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

③⑰永遠のロッカーたち
⑩㉔懐メロ♪ ドライブミュージッ

ク～北海道編～

4 わが心の演歌 ※㉕祝 2017紅白出場！注目の演歌歌手に迫る直前特番(～5:00) 歩きながらソング ※㉚美空ひばり
生誕80周年記念 ビッグショー (～6:00) ジャストポップアップ

インフォメーション

5
ベストヒット演歌 煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
※⑨㉓ビッグショー 

雪村いづみ

しゃべくりDJ 寺田恵子のミュー
ジックアワー！※③しゃべくりDJ 
諸星和己のミュージックアワー！
※⑩歩きながらソング

演歌の花道 インフォメーション

6
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

 
NHK歌謡コンサート

演歌女子。  
きよしとこの夜

①⑧演歌男子。２ ⑮㉒わが心
の演歌 ㉙インフォメーション

②山内惠介コンサート2016 
～ひたむきに、あなたに届け“歌力”～
⑨三山ひろしの「歌い継ぐ！昭和の流行歌」 7:00～ 
三山ひろしの「OMAN何しに来たがぞね！」 (～8:00)
⑯福田こうへいコンサート2017 IN 新歌舞伎座
㉓水森かおり ふれあいコンサート2017
㉚五木ひろしコンサート～よこはま・たそがれから40年の熱唱～

 ⑩㉔美空ひばり
 生誕80周年記念 
 「ビッグショー 
 美空ひばり」歩きながらソング 歩きながらソングインフォメーション インフォメーション

7  新着！
 ビデオクリップ

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

新着！
ビデオクリップ

 演歌売れ筋
 ランキング
※㉙演歌

売れ筋ランキング
2017 

年間トップ30

 ⑩この人 
 北島三郎ショー
 ㉔この人 
 フランク永井ショー

歩きながらソング ※㉚煌く日本
の歌手～わが心の演歌～

8
 うた紀行

 ～懐かしい歌 彩る情景～ 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～ オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

 ③⑰カラオケ演歌
 カウントダウン100
 ⑩㉔ＵＳＥＮ 
 演歌ランキング トップ２０
 ㉛9:00～ 
 ツメ折り！カセットソング
 (～翌3:00)

 煌く日本の歌手
 ～わが心の演歌～

9
60年代 僕たちの青春ソングス

※㉙中村あゆみ Rock Alive 2016 (～11:00)

僕たちの青春ソングス

10
④⑱懐メロ♪ ドライブミュー
ジック～北海道編～
⑪㉕永遠のロッカーたち ツメ折り！

カセットソング

しゃべくりDJ 寺田恵子のミュ
ージックアワー！ ※⑥歩きなが
らソング ※㉗しゃべくりDJ 諸
星和己のミュージックアワー！

野口五郎の
改札口の伝言板 ジャスト

ポップアップ 新着！ビデオクリップ
 

レッツゴーヤング
※㉔レッツゴーヤングコンサート

2012 (～11:30)
しゃべくりDJ 寺田恵子のミュージックアワー！
※④フォーク・ジャンボリー 2002 (～0:30)
※⑪歩きながらソング

懐メロ♪
ドライブミュージック

～北陸編～

懐メロ♪
ドライブミュージック

～北陸編～

11
野口五郎の

改札口の伝言板
懐メロ♪ドライブミュージック

～北陸編～
⑥⑬あなたが選ぶ 女性アイド
ルソング・ベスト１００
⑳㉗70年代 女性アイドルソ
ング・ベスト１００

ツメ折り！
カセットソング

①㉙しゃべくりDJ 諸星和己⑧歩きなが
らソング ⑮㉒しゃべくりDJ 寺田恵子 ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

※㉚ DAM演歌2017 
カラオケ新曲年間ベスト30

 80年代女性アイドルソング
 ③小泉今日子ベスト20
 ⑩中山美穂ベスト20
 ⑰松田聖子ベスト20
 ㉔11:30～ 70's80's JUKEBOX 
 ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ (～2:30)

僕たちの青春ソングス クリス松村の注文の多いレコード店 クリス松村の注文の多いレコード店

0 懐メロ♪ ドライブミュージック ～ミッドナイト ハイウェイ編～

70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
懐メロ♪ ドライブミュージック

～北陸編～

1 時代を映す名曲アルバム
懐メロ♪ ドライブミュージック
～ミッドナイト ハイウェイ編～ぐっ！ジョブ

～九州ゲンキ主義経済～
ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！ ⑥⑳政経マネジメント塾

⑬㉗たけおの鹿児島全力たび きらり九州めぐり逢い 郷土劇場 70's80's JUKEBOXシリーズ　
Ｂ面コレクション

ハワイ・ローカルトーク ⑤⑲サーフアイランド種子島プロ2017
2:10～ virtual trip 
⑫㉖OKINAWA MONDE W・ALKER

2 新・鉄路の旅 わが心の演歌クロ女子白書 さつま狂句 山日和 さつま狂句 僕たちの青春ソングス※㉔懐メロ♪ 
ドライブ～ミッドナイト ハイウェイ編～インフォメーション

④演歌男子。2017 特集2 
⑪大月みやこ ⑱角川博 
㉕紅白出場歌手スペシャル2017(～6:00)

⑤水森かおり特集1 
⑫鳥羽一郎 ⑲香西かおり 
㉖水森かおり特集3

⑥水森かおり特集2 ⑬原田悠里 
⑳演歌男子。2017 特集1 
㉗福田こうへい

⑦水森かおり特集3 ⑭瀬川瑛子 
㉑演歌男子。2017 特集2 
㉘大月みやこ

①演歌男子。2017 特集1 
⑧福田こうへい ⑮小金沢昇司 
㉒水森かおり特集1

④大月みやこ ⑪角川博 
⑱水森かおり特集2 ㉕原田悠里

⑤鳥羽一郎 ⑫香西かおり  
⑲水森かおり特集3 ㉖瀬川瑛子

⑥原田悠里 ⑬演歌男子。2017 特集1
⑳福田こうへい ㉗小金沢昇司

⑦瀬川瑛子 ⑭演歌男子。2017 特集2
㉑大月みやこ ㉘角川博

①福田こうへい ⑧小金沢昇司 ⑮水森
かおり特集1 ㉒鳥羽一郎 ㉙香西かおり

④香西かおり ⑪水森かおり特集3 
⑱瀬川瑛子 ㉕演歌男子。2017特集2

⑤演歌男子。2017 特集1 ⑫福田こうへい 
⑲小金沢昇司 ㉖水森かおり特集1

⑥演歌男子。2017 特集2 
⑬大月みやこ ⑳角川博

⑦水森かおり特集1 ⑭鳥羽一郎 
㉑香西かおり ㉘水森かおり特集2

①角川博 ⑧水森かおり特集2 
⑮原田悠里 ㉒演歌男子。2017特集1

③⑰
ＵＳＥＮ 

演歌
ランキング 
トップ２０ 
(～8:00)

PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時～午後6時

（年中無休※年末年始を除く）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
http://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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