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 しゃべくりDJ
寺田恵子の
 ミュージックアワー！ 

2/14（水） よる10時Just P
O

P
 up K e i k o  T e r a d a

#9  2/2（金）
#10  2/16（金） よる10時

ジャスト
ポップアップ



ー「ジャストポップアップ」は寺田さんにとって
どんな番組でしたか？

ー当時の視聴者であり、「歌謡ポップスチャンネル」で
あらためて番組を観る方にメッセージをお願いします。

音楽に真摯に対応してくれていたような気がする。NHK
の音楽番組はそんなに多くなかったけど、その中でもす
ごく音楽好きな人が音楽番組を作っていた気がするし、
普通では出られないようなアーティストも扱ってくれる
番組だったので感謝してるかな。まだSHOW-YAが売
れる前の映像なのに、綺麗に撮ってくれているし、音も
バランスよく作ってくれている。あと、みんなで「ジャスト
ポップアップ！」ってお決まりで言わされたのをすごく覚
えてる！（笑）

君らも年を取っているのだよ！（笑） 自分はさておき、
SHOW-YAのメンバー若かったな～って観ると思うん
です。30年も前の話なんでね。今でもSHOW-YAは普
通にアルバム出してライブをやっているので比較すると
思うんですけど。それはそれ！君らも同じように時を過ご
しているんだっていうことを理解した上で、青春を呼び
起こして楽しんでもらえたらいいかなと思います。そのと
きの気持ちがふつふつと燃えあがってきたなら、今の
SHOW-YAのライブを観に来てほしい！

「ジャストポップアップ」は、1988年から1991年までNHKで放送された
ニューミュージック、ロックからトップアイドルのニューヒットなど
ジャンルを超えた音楽に出演者のトークを織り込んだスタジオショーだ。
現在も活躍中のSHOW-YAの寺田恵子に「ジャストポップアップ」について聞いてみた。

「きよしとこの夜」を10話一挙放送！！
きよしとこの夜
2000年2月2日にデビューし、歌謡界に大きな衝撃を与えた演歌
界のプリンス ・氷川きよし。今月は氷川きよしのデビュー日を記念
して、「きよしとこの夜」を一挙放送！！毎回、大物ゲストを招き、歌
唱ステージはもちろん、トークやコントを繰り広げるバラエティーシ
ョーを10話連続でお届けします。

#12  北島三郎 （NHK放送日：2006年9月14日）

#13  石原良純＆安達祐実 （NHK放送日：2006年9月21日）

#15  岩崎宏美＆林家正蔵 （NHK放送日：2007年2月15日）

#29  さだまさし （NHK放送日：2005年9月19日）

#30  柴田理恵 （NHK放送日：2005年11月7日）

#31  鳥羽一郎＆山川豊 （NHK放送日：2006年2月27日）

#33  水森かおり＆はなわ （NHK放送日：2006年3月13日）

#35  ガッツ石松 （NHK放送日：2005年5月16日）

#36  ジュディ・オング＆ボビー・オロゴン （NHK放送日：2007年11月8日）

#37  由紀さおり＆パパイヤ鈴木 （NHK放送日：2007年6月7日）

上沼恵美子 （NHK放送日：2007年1月25日）

#392/1（木）  午後6時ほか

2/3（土）  午後3時〜よる10時30分

歌謡ポップスチャンネル初放送
のエピソードでは、上沼恵美子の
トークが炸裂！子供時代に憧れ
ていたという黛ジュンの大ヒット
曲、「天使の誘惑」を熱唱します。

青春を呼び起こせ！ 伝説の音楽番組「ジャストポップアップ」

Just POP up

【出演】  TM NETWORK、BaBe、ALWAYS、PERSONZ、
A-JARI、 バブルガム・ブラザーズ  （NHK放送：1988年9月3日）

放送当時、結成6年目を迎えたTM NETWORKが「SEVEN 
DAYS WAR」の制作秘話や「Be Together」を披露。

2/2（金） よる10時ほか#9

SHOW-YAの「夜のせいじゃない」で番組はスタート。 
浅香唯は大ヒット曲「セシル」、ZIGGYは「GLORIA」を披露。
また大沢誉志幸は「レプリカモデル」などを熱唱。
【出演】  EPO、大沢誉志幸、SHOW-YA、ZIGGY、浅香唯
《コーナー企画》 米米CLUB
カールスモーキー石井、シュークリームシュ、ジェームス小野田、ボン 
（NHK放送：1988年9月10日） 

2/16（金） よる10時ほか#10

女性フォークシンガーを特集！
山崎ハコの暗く悲しい世界観に浸ります…。

#4  1971年のヒットナンバー
2/14（水） よる10時ほか

「津軽海峡・冬景色」「愛のメモリー」など不朽の
名曲についてしゃべくり倒します。

#4  1977年のヒットナンバー
2/28（水） よる10時ほか

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！！ テレビで観るラジオ風音楽番組

ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ 
（NHK放送日：2005年9月26日）

小堺一機
 （NHK放送日：2005年5月23日）

2/8（木）

#25 午後6時ほか

2/22（木）

#26 午後6時ほか

初
エピソー

ド

ⒸNHK

Ⓒ NHK



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。

第1・3水曜  午後6時 ほか

第2・4月曜  午後6時 ほか

新感覚の女子会トーク・バラエティ、今月はベテラン
「上杉香緒里」、歌力が魅力の「中西りえ」、平成のお
んなギター流し「おかゆ」が登場。初顔合わせの3人
が弾き語ります。協力：一般社団法人 日本音楽事業者協会

宮本隆治がアシスタントの相田
翔子とお届けする演歌・歌謡曲
情報バラエティ番組。三山ひろ
しは3年連続3回目の出場を果
たした紅白のエピソードを語り
ます。また川中美幸は、もず唱平
の作詞家生活50周年記念作品
となる最新曲を披露します。

#212/7（水） 上杉香緒里／中西りえ／おかゆ
上杉香緒里／中西りえ／おかゆ#222/21（水）

#1312/12（月・祝） 三山ひろし 午後6時ほか

川中美幸 午後6時ほか #1322/26（月）

#265 森昌子
2/4（日）  午前10時
2/5（月）  ひる0時 ほか

2/4（日） 
2/6（火） 

 午前10時30時
 ひる0時 ほか

山本譲二#266

Ⓒテレビ東京

2/3（土）  #347  島倉千代子／堀内孝雄／小金沢昇司／多岐川舞子
（テレビ東京放送日：1995年10月29日）

2/10（土）  #348  坂本冬美／山川豊／鳥羽一郎／西尾夕紀
（テレビ東京放送日：1995年11月5日）

2/17（土）  #349  八代亜紀／川中美幸／松原のぶえ／香田晋
香西かおり／矢吹春佳／高山厳 （テレビ東京放送日：1995年11月19日）
2/24（土）  #350  香西かおり／高山厳／八代亜紀／川中
美幸／松原のぶえ／香田晋（テレビ東京放送日：1995年11月26日）

2月は「風と波」「恋待ち港」「瀬戸内の心」「逢いたい
…」をテーマに取り上げ、それに関連した名曲を人気
演歌歌手が熱唱します。歌手別のミュージック

ビデオ番組。今月は、
初のセルフカバーシン
グル「哀しみの終着
駅」が話題の森昌子と、
“ふたり”シリーズ第二
弾「ふたりでよかった」
が好調の山本譲二を
特集します。

毎週土曜  午後2時

ビッグショー  都はるみ　
花の演歌に　笑いも添えて

1974年 から1979年まで
NHKで放送された歌謡番
組。芸能界の第一線で活
躍しているエンターテイ
ナーが出演し、良質の音楽
とトークを繰り広げます。

ⒸNHK

2/6（火） 午前10時 ほか
2月のビッグショーは都はるみ。「アンコ椿は恋の花」
「北の宿から」などの代表曲を歌唱するほか、かしまし
娘の３人と「好きになった人」「河内音頭(鉄砲節)」を披
露。都はるみの独特な”うなり節”と突き抜ける高音を
堪能できる歌謡ショー。 （ＮＨＫ放送日：1978年9月12日）

今回のテーマは「あの日の愛を歌に
込め」と称し、さまざまな愛の想いを
刻んだ名曲の数々をお届けします。
「歌コン最前線♪」のコーナーでは夏
川りみが、新しい旅立ちをテーマにし
た「フルサト」を披露、また「時代の歌　
こころの歌」では中条きよしが昭和
49年のヒット曲「うそ」を歌唱します。ⒸNHK

野口五郎／天童よしみ／山川豊／門倉有希／伍代
夏子／美川憲一／夏川りみ／中条きよし／森昌子　
（ＮＨＫ放送日：2007年2月13日）

2/6（火）  午後6時 ほか  #103

この番組では、オリジナルカセットテープを作って聴いてい
た懐かしい感覚を再現。ツメを折って保存したい1960～
90年代初頭の名曲の数々をフルコーラスでお届けします。
2月はバレンタインにちなみ、ラブソングを特集します。

毎週火曜  よる10時 ほか

2/6（火）  #45   プレゼントSONGS  
♪Present for you／チェッカーズ ♪プレゼント／JITTERIN' JINN ほか
2/13（火）  #46   バレンタインSONGS  
♪バレンタイン・キッス／国生さゆり ♪Blue Valentine's Day／大滝詠一 ほか
2/20（火）  #47   LOVESONGS（Vol.1）  
♪恋におちて -Fall in love-／小林明子 ♪Yes- No／オフコース ほか
2/27（火）  #48   LOVESONGS（Vol.2）  
♪木蘭の涙／スターダスト・レビュー ♪I LOVE YOU／尾崎豊 ほか

MC: 宮本隆治
アシスタント: 相田翔子

 午後6時ほか
 午後6時ほか

3月は
水森かおり、
丘みどりが登場！

お楽しみに！

2/4（日）  #36  赤いスイートピー
松田聖子／柏原よしえ／松本伊代ほか （NHK放送：1982年2月7日）

2/11（日）  #24  ジュリー、歌にコントに大活躍！
沢田研二／榊原郁恵／庄野真代ほか （NHK放送：1979年7月8日）

2/18（日）  #40  今夜は華麗に
河合奈保子／石川秀美／THE GOOD-BYEほか （NHK放送：1984年12月2日）

2/25（日）  #45  明菜のそっくりフォト
シブがき隊／中森明菜／堀ちえみほか（NHK放送：1983年5月15日）

日本のアイドルポップス史を語る上で欠かせない伝
説的な公開歌番組。

毎週日曜  よる10時

ⒸNHK
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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。※番組表の歌手名はオリジナル 
歌手名であり、お手本ボーカルの歌手とは異なります。※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。
2/19 深夜2時〜3時 スカパー(CS110)329ch

 NHKタイム

月
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22

金
2・9・16・23

 土
3・10・17・24

 日
4・11・18・25

6
歌謡最前線 知里のミュージック

エッセンスPartII
清水節子と大森あきらの

歌恋綴り 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
とちぎ発！旅好き！ベストヒット演歌

③⑰ 舞妓みらくる 7:00〜ハワイ・ローカルトーク 
⑩㉔舞妓みらくる 6:55〜いわさき白露シニアゴルフ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

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

日本のこころ ふるさとの歌
※㉕オリコン演歌＆歌謡スペシャル
2017 年間トップ100 (〜3:00)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
演歌男子。3 ⑥⑳ビッグショー 

都はるみ
⑬㉗煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

新着！
ビデオクリップ

車で旅する歌謡曲 
※⑧みんなの県民ＳＯＮＧ！
〜大分うた旅情編〜 
※㉒みんなの県民ＳＯＮＧ！
〜愛媛うた旅情編〜

時代を映す
名曲アルバム

演歌売れ筋 
ランキング

ベストヒット演歌
森昌子

インフォメーション ベストヒット演歌
山本譲二新着！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

新着！ビデオクリップ ミニ

60年代 
僕たちの青春ソングス 歩きながらソング

インフォメーション
※⑨車で旅する歌謡曲 
⑯ 11:45 〜 新着！ビデオクリップ ミニ

12
ベストヒット演歌

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20
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

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

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

演歌の花道 70's80's JUKEBOX　
〜私たちが選ぶこの10曲〜インフォメーション

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〜

 ※③「きよしとこの夜」一挙放送
  (～10:30) ツメ折り！

カセットソング車で旅する歌謡曲

4
わが心の演歌 歩きながらソング

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 ビッグショー 都はるみ

※⑰ビッグショー 
ハナ肇とクレージーキャッツ

しゃべくりDJ 寺田恵子
※④しゃべくりDJ 諸星和己
※⑪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

演歌男子。3
オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
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〜

 ⑩前川清 軽井沢音楽会 
 ランコントルファン 
 ⑰川中美幸 
 コンサート2010 
 〜人・うた・心〜 
 ㉔川中美幸コンサート
 「夢」の向こう側へ
 〜うたで綴る39年〜

カラオケ
演歌カウントダウン

100

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

僕たちの青春ソングス わが心の演歌

10

永遠のロッカーたち
※⑤懐メロ♪ ドライブミュージッ
ク〜北海道編〜※⑲懐メロ♪ ド
ライブミュージック〜北関東編〜 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！ ※⑦ビッグショー
桜田淳子 (〜11:00)  ※㉘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

※③ 10:30〜 歩きながらソング
 

レッツゴーヤング
懐メロ♪ ドライブミュージック

〜箱根・伊豆編〜フォークの旅路
懐メロ♪ 

ドライブミュージック
〜甲信越編〜

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

〜箱根・伊豆編〜
⑦⑭80年代 女性アイドルソング・
ベスト100  ㉑㉘あなたが選ぶ 
女性アイドルソング・ベスト100

ツメ折り！
カセットソング

しゃべくりDJ 寺田恵子 ※②しゃべ
くりDJ 諸星和己 ※⑨懐メロ♪ ドラ
イブミュージック〜箱根・伊豆編〜 ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

80年代女性アイドルソング
④中森明菜ベスト20
⑪小泉今日子ベスト20
⑱中山美穂ベスト20
㉕松田聖子ベスト20

僕たちの青春ソングス フォークの風景 フォークの旅路

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

〜甲信越編〜

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！ ⑦㉑政経マネジメント塾

⑭㉘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 ※⑲山日和 2:00〜 
僕たちの青春ソングス (〜2:30) OKINAWA MONDE W・ALKER

2 新・鉄路の旅 わが心の演歌  
※㉔2:30〜 山日和  

2:35〜 クロ女子白書
クロ女子白書 さつま狂句 舞妓みらくる さつま狂句

僕たちの青春ソングスインフォメーション

⑤水森かおり特集3 ⑫瀬川瑛子 
⑲山本譲二 ㉖大月みやこ

⑥福田こうへい ⑬小金沢昇司 
⑳水森かおり特集1 ㉗鳥羽一郎

⑦大月みやこ ⑭演歌女子。特集１ 
㉑水森かおり特集2 ㉘原田悠里

①水森かおり特集1 ⑧鳥羽一郎 
⑮演歌女子。特集２ ㉒水森かおり特集3

②水森かおり特集2 ⑨原田悠里 
⑯森昌子 ㉓福田こうへい

⑤演歌女子。特集１ ⑫水森かおり
特集2 ⑲原田悠里 ㉖森昌子

⑥演歌女子。特集２ ⑬水森かおり
特集3 ⑳瀬川瑛子 ㉗山本譲二

⑦森昌子 ⑭福田こうへい  
㉑小金沢昇司 ㉘水森かおり特集1

①瀬川瑛子 ⑧山本譲二 
⑮大月みやこ ㉒演歌女子。特集１

②小金沢昇司 ⑨水森かおり特集1 
⑯鳥羽一郎 ㉓演歌女子。特集２

⑤森昌子 ⑫福田こうへい ⑲小
金沢昇司 ㉖水森かおり特集1

⑥山本譲二 ⑬大月みやこ ⑳演歌
女子。特集１ ㉗水森かおり特集2

⑦水森かおり特集1 ⑭鳥羽一郎 ㉑演歌
女子。特集２ ㉘水森かおり特集3

①演歌女子。特集１ ⑧水森かおり特集2 
⑮原田悠里 ㉒森昌子

②演歌女子。特集２ ⑨水森かおり特集3
⑯瀬川瑛子 ㉓山本譲二

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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