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水森かおり＆
丘みどりスペシャル
水森かおり＆
丘みどりスペシャル

演歌女子。  演歌女子。  

追悼・星野仙一さん
〜音楽で偲ぶ闘将の人生〜

3/3（土） よる10時

3/12（月） 午後4時

 特番 水森かおりに密着！
〜歌の旅は北海道 支笏湖へ〜

新曲MV全編初公開



2003年から15年連続で紅白出場を果たし、
今や演歌界を牽引する人気歌手・水森かおりと
昨年、念願の紅白初出場を果たした新進気鋭の丘みどりが出演！ 
紅白から恋愛の話まで本音で語り合う女子会風トークバラエティ。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの住吉美紀。
（協力：一般社団法人　日本音楽事業者協会）
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P R O F I L E

丘みどり
出身地／兵庫県姫路市
小学5年生のときに「兵庫
県日本民謡祭名人戦」で優
勝。これを皮切りに数々の
民謡コンクールで優勝を飾
る。2005年「おけさ渡り鳥」
で演歌歌手デビュー。昨
年、第68回NHK紅白歌合
戦に「佐渡の夕笛」で待望
の初出場を果たす。3月7日
に新曲「鳰の湖（におのう
み）」を発表。

P R O F I L E

水森かおり
出身地／東京都北区
1995年デビュー。2003年4月に
発売した、11枚目のシングル「鳥
取砂丘」がロングヒットとなり、そ
の年の第54回NHK紅白歌合戦
に初出場。以後15年連続で出場
している。3月13日に新曲「水に咲
く花・支笏湖へ」を発表。

◆  今年の抱負

年が変わればゼロからのスター
トだと思っています。15回連続
で紅白に出させていただいてい
ますけど、また今年も必ず立てる
舞台だとは決して思っていない
ので、常に緊張感を持って、去
年と同じように幸せな一年だっ
たなと思えるような毎日を一日一
日大切にコツコツ積み重ねてい
くのみだと思います。みどりちゃ
んもそうですが、演歌女子もたく
さんいますので、みんなで切磋
琢磨しながら良い刺激を受け合
って演歌界を盛り上げていきた
いです。頑張ります！

◆  今年の抱負
去年と一昨年は目の前のスケジュールを
なんとかこなさなきゃといっぱいいっぱい
で楽しむ余裕までなかったので、今年は
去年同様突っ走りながらも、その中で楽
しめたらなと思っています。あとはやっぱ
り一度だけじゃなく、二度三度と紅白の
舞台に立てるように気を緩めずに頑張っ
ていこうと思っています。

演歌女子。  水森かおり＆丘みどりスペシャル

追悼・星野仙一さん
～音楽で偲ぶ闘将の人生～

1月4日に急逝した、球界の巨星・星野
仙一さん（享年70歳）。現役時代は中
日のエースとして、引退後は中日、阪神、
楽天で監督を務め、いずれもリーグ優勝
に導きました。偉大なる「燃える男」「闘
将」を、その人生に縁のある数々の音楽
で偲びます。

《紹介曲》
燃えよドラゴンズ！（板東英二）
街の灯がゆれる（星野仙一）
勝利の叫び（朝倉隆）
無縁坂（グレープ）
たしかなこと（小田和正） ほか
※曲目は変更になる場合があります。

3/3（土） よる10時ほか

今作は北海道を舞台に恋に破れた女のひとり旅の旅情と、支笏湖の風景を織り込ん
だ情緒溢れる旅情演歌。2004年発売「釧路湿原」以来の北海道を舞台にした曲で
す。番組では、普段は見ることのできないミュージックビデオの撮影に三日間密着。
真冬の北海道・支笏湖でどんな撮影が行われるのか。そしてどのようなミュージック
ビデオが完成するのか。水森かおりのインタビューを交えながら紹介します。北海
道を舞台にした真っ白な世界と水森かおりの歌の世界をお楽しみください。

        水森かおりに密着！
～歌の旅は北海道 支笏湖へ～

水森かおり ファン待望の2018年第一弾シングル「水に咲く花・支笏湖へ」
そのミュージックビデオのフルバージョンを初公開！

3/12（月） 午後4時ほか

特番
特番

©共同通信イメージズ／中日映画社

3/7（水）  午後6時ほか前編 3/21（水・祝）  午後6時ほか後編



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。

1974年から1979年までNHKで
放送された歌謡番組。当時、芸
能界の第一線で活躍していたエ
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。

毎回3組の若手歌手が登場し、“大好きなこと”や“いま伝
えたいこと”を熱く語るプレゼン・バラエティ！演歌男子た
ちの知られざるプライベートやリアルな素顔が明らかに！

＃1・2 ジェロ／パク・ジュニョン／川上大輔 
＃3・4 三山ひろし／はやぶさ／中澤卓也
＃5・6 徳永ゆうき／エドアルド／三丘翔太
＃7・8 松原健之／こおり健太／最上川司
＃9・10 大江裕／純烈／花園直道
＃11・12 松尾雄史／松阪ゆうき／真田ナオキ

3/3（土）  #351  石川さゆり／吉幾三／角川博
（テレビ東京放送日：1995年12月3日）

3/10（土）  #352  五木ひろし／瀬川瑛子／天童よしみ
（テレビ東京放送日：1995年12月10日）

3/17（土）  #353  北島三郎（テレビ東京放送日：1996年1月7日）
3/24（土）  #354  細川たかし／山本譲二／中村美律子

（テレビ東京放送日：1996年1月14日）

3/31（土）  #355  小林幸子／金田たつえ／長山洋子
（テレビ東京放送日：1996年1月28日）

3月は「津軽の海」「横浜の想い出」「風雪越えて…」
「望郷ながれ旅…」「花街暮色…」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。

毎週土曜  午後2時
Ⓒテレビ東京

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。#40のゲストは森山良子。歌
唱ステージではギターの弾き語りで「涙そうそう」を披露。
また、氷川きよしは森山直太朗の「さくら」を熱唱します。

ⒸNHK

Ⓒ NHK

1988年から1991年まで
NHKで放送された
若者向けの音楽番組

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

3/4（日）  よる10時 ほか #40  今夜は華麗に
河合奈保子／柏原芳恵／堀ちえみ ほか （NHK放送：1984年12月2日）

3/11（日）  よる10時 ほか #44  アイドルヒット２０曲
近藤真彦／早見優／岩崎宏美ほか （NHK放送：1984年3月4日）

3/18（日）  よる10時 ほか #47  必見！さよならの物語
田原俊彦／堀ちえみ／中森明菜ほか （NHK放送：1985年2月10日）

3/25（日）  深夜0時 #38  ディス・イズ・ブギ
桜田淳子／松田聖子／田原俊彦ほか（NHK放送：1981年10月25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 ほか

ⒸNHK

第2・4月曜  午後6時 ほか
毎週木曜  午後6時

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。角川博は、尊敬する先
輩・五木ひろしからの楽曲提供のエピソードを語ります。
また美川憲一は、当時はきわどい歌
詞で歌えないことも多かったという
ヒット曲を披露します。

#133 角川博
#134 美川憲一

3/12（月） 
3/26（月） 

よる7時 南こうせつ （NHK放送日：1979年1月16日）
よる8時 布施明 （NHK放送日：1977年10月9日）
よる9時 野口五郎 （NHK放送日：1978年5月9日）
よる10時 西城秀樹 （NHK放送日：1977年11月20日）
よる11時 桜田淳子 （NHK放送日：1979年2月13日）
深夜0時 岩崎宏美 （NHK放送日：1978年10月3日）

3/21（水・祝） よる7時～深夜1時

3/30（金） 午後4時～よる10時

ビッグショー 6話一挙放送！

プレゼン！演歌男子。全12話一挙放送！ （各話30分）

午後6時～よる10時

  70年代～80年代
女性アイドルソング
4週連続・日曜

3/4（日）  70年代　太田裕美／南沙織／キャンディーズ／山口百恵／ピンク・レディー ほか
3/11（日）  80年代　原田知世／中森明菜／松田聖子／薬師丸ひろ子／南野陽子 ほか
3/18（日）  あなたが選ぶ 松田聖子／中森明菜／斉藤由貴／浅香唯／岡田有希子 ほか

女性アイドルソング・ベスト１００ （各4話）

80年代女性アイドルソング・ベスト20
3/25（日）  松田聖子／中森明菜／小泉今日子／中山美穂

人
気
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送
!

#29 さだまさし3/22（木） （NHK放送日：
2005年9月19日）

#21 瀬川瑛子3/8（木） （NHK放送日：
2005年6月20日）

#40 森山良子（NHK放送日：
2006年4月6日）3/1・15・29（木）  

3/2（金） よる10時 ほか #11    
岡村靖幸／松岡英明／FENCE OF DEFENSE
Red Warriors／米米CLUB
［メッセージ】山本恭司（BOW WOW）
《MC》松岡英明
Red Warriorsはギターの弾き語
りで「Morning After」を、米米
CLUBは「KOME KOME WAR」
「あ！あぶない！」の２曲を披露。
 （NHK放送：1988年10月15日）

3/16（金） よる10時 ほか #12    
PEARL／仲村知夏／BOX
種ともこ／藤井尚之
［インタビュー】大沢誉志幸 《MC》松岡英明
2017年でデビュー30周年を迎えた
田村直美率いるPEARLは「Still」を、
BOXはデビューシングル「Temptation 
Girl」「風のBad Girl」の２曲を披露。
 （NHK放送：1988年5月14日）

ⒸNHK

3/14（水）  よる10時 ほか #5    
1990年のヒットソングをお届けし
ます。バンドブーム真っ只中の年、
寺田恵子が選ぶ1曲とは？

3/28（水）  よる10時 ほか #5    
卒業ソングを特集。数ある卒業ソ
ングの中から意外と知られていな
い山口百恵の名曲を紹介します。

ビッグショー  藤山一郎　
歌は涙か青春か（NHK放送日：1975年 1月5日）

3月のビッグショーは藤山一郎。
代表曲「酒は涙か溜息か」など
全17曲の名曲が凝縮された珠
玉のステージを披露します。 ⒸNHK

3/6（火） 午前10時 ほか

予告   4月は丘みどりが登場！

予告   4月は寺田恵子と諸星和己のコラボ回！！

予告  4月から新シリーズスタート！

予告  4月から新シリーズ「スクープ！演歌男子。」スタート！

※25日は深夜0時まで
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3
[  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。
3/6 深夜1時〜翌7時 JDS,JC-HITS

月
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22・29

金
2・9・16・23・30

 土
3・10・17・24・31

 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
舞妓みらくる ※⑰6:55〜 白露ゴルフ(〜7:10) 
※㉛6:55〜 山日和

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

世界ローカルナビ
日本のこころ 
ふるさとの歌若っ人ランド

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
⑤⑫演歌男子。３

⑲㉖わが心の演歌 ⑥⑳ビッグショー 
藤山一郎

⑬㉗煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

新着！
ビデオクリップ

※㉑中畑清の絶好調海峡
-歌で語るプロ野球-  

(〜11:30)

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

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
松前ひろ子

インフォメーション ベストヒット演歌
増位山太志郎新着！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
※㉑追悼・星野仙一さん 
※㉘インフォメーション

歩きながらソング 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
車で旅する歌謡曲

1
煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜  ※⑬特番 水森かおりに密着！◇ビデオクリップ 演歌女子。

インフォメーション 新着！ビデオクリップ※⑱水森かおりに密着！
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〜 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 ※⑫特番 水森かおりに密着！◇ビデオクリップ ※㉚「プレゼン！演歌男子。」一挙 (〜10:00) 歩きながらソング 

※⑩追悼・星野仙一さん 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〜
※⑩㉔ビッグショー 

藤山一郎

④⑪しゃべくりDJ 諸星和己
⑱しゃべくりDJ 寺田恵子
㉕追悼・星野仙一さん

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 ※⑯演歌男子。LIVE 春爛
漫 in OSAKA (〜7:00) ※㉓演歌男子。
LIVE 春爛漫 in TOKYO (〜7:00) オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

④70年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００ 
⑪80年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００ 
⑱あなたが選ぶ 女性アイ
ドルソング・ベスト１００ 
㉕80年代 女性アイドル
ソング松田聖子ベスト20
7:30〜 80年代 女性アイド
ルソング中森明菜ベスト20
9:00〜 80年代 女性アイドル
ソング小泉今日子ベスト20
 (〜10:30)

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

※㉑ビッグショー 南こうせつ
8:00〜 ビッグショー 布施明

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〜

③中村美律子デビュー３０周年
記念コンサート〜笑顔の先に〜
⑩演歌男子。フェスティバル2016
⑰演歌男子。学園祭LIVE in 浅草
㉔吉幾三コンサート 支えられて４０年
9:30〜 わが心の演歌
㉛水森かおり ふれあいコンサート
2017  9:30〜 特番 水森かおり
に密着！◇ビデオクリップ

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 ※㉑ビッグショー 野口五郎 (〜10:00)

僕たちの青春ソングス わが心の演歌

10
⑤⑲懐メロ♪ ドライブミュー
ジック〜北関東編〜
⑫㉖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 諸星和己の
ミュージックアワー！ 
※⑭しゃべくりDJ 寺田恵子 
※㉑ビッグショー 西城秀樹(〜11:00)

レッツゴーヤング
※①⑧野口五郎の
改札口の伝言板 

10:30〜 懐メロ♪ ドライブ
ミュージック 〜甲信越編〜

ジャスト
ポップアップ
※㉚ビッグショー 

南こうせつ

新着！ビデオクリップ
※③追悼・星野仙一さん
〜音楽で偲ぶ闘将の人生〜
10:30 〜 歩きながらソング

 レッツゴーヤング
※㉕10:30〜 
80年代女性アイドルソング 
中山美穂ベスト20 (〜0:00)

懐メロ♪ 
ドライブミュージック

〜九州編〜
フォークの旅路

11
⑤⑫野口五郎の改札口の伝言板
⑲㉖70's80's JUKEBOXシリーズ　
野球選手の歌 (〜0:00)

懐メロ♪ ドライブ〜九州編〜 
※⑥懐メロ♪ ドライブ〜箱根・伊豆編〜
※⑬追悼・星野仙一さん

あなたが選ぶ 
女性アイドルソング・ベスト１００
※㉑ビッグショー 桜田淳子
※㉘70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

②⑨しゃべくりDJ 諸星和己
⑯㉓しゃべくりDJ 寺田恵子
㉚フォークの旅路 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
㉕0:00〜 レッツゴーヤング 
(〜1:00)

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〜 ※㉑ビッグショー 岩崎宏美 (〜1:00) ※㉚追悼・星野仙一さん

70's80's JUKEBOX 〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜 ※㉑1:00〜 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〜
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 OKINAWA 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 舞妓みらくる◇山日和※⑮㉒ (〜2:30) 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演歌女子。特集１ ⑫増位山
太志郎 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松前ひろ子

①瀬川瑛子 ⑧山本譲二 ⑮大月みやこ 
㉒演歌女子。特集１ ㉙増位山太志郎

②小金沢昇司 ⑨松前ひろ子 
⑯鳥羽一郎 ㉓演歌女子。特集２

⑤大月みやこ ⑫演歌女子。特集１ 
⑲増位山太志郎 ㉖原田悠里

⑥鳥羽一郎 ⑬演歌女子。特集２ 
⑳水森かおり特集3 ㉗瀬川瑛子

⑦原田悠里 ⑭森昌子 
㉑福田こうへい ㉘小金沢昇司

①水森かおり特集3 ⑧瀬川瑛子 ⑮山本
譲二 ㉒大月みやこ ㉙演歌女子。特集１

②福田こうへい ⑨小金沢昇司 ⑯松前 
ひろ子 ㉓鳥羽一郎 ㉚演歌女子。特集２

⑤鳥羽一郎 ⑫演歌女子。特集２ 
⑲水森かおり特集3 ㉖瀬川瑛子

⑥原田悠里 ⑬森昌子 
⑳福田こうへい ㉗小金沢昇司

⑦瀬川瑛子 ⑭山本譲二 ㉑大月
みやこ ㉘演歌女子。特集１

①福田こうへい ⑧小金沢昇司 ⑮松前
ひろ子 ㉒鳥羽一郎 ㉙演歌女子。特集２

②大月みやこ ⑨演歌女子。特集１  
⑯増位山太志郎 ㉓原田悠里 ㉚森昌子

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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