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ザ・スター 松田聖子
 振り向けば･･･聖子

オリジナル版全５話５週連続放送！

森昌子 
ラストコンサート
〜爆笑!コントで綴る昭和歌謡ファイナル〜

特番

さだまさし
コンサートツアー2019
新自分風土記

特番

山内惠介
20周年記念！祝

2ヵ月連続特集



2001年4月に「霧情」でデビュー、2015年から5年連続でNHK紅白歌合戦に
出場中の人気歌手・山内惠介。2020年4月より始まる20周年イヤーを祝し、
3月・4月と2ヵ月連続で山内惠介を特集！

山内惠介 
 祝 20周年記念！

オリジナル版全5話を5週連続で放送！

ザ・スター 松田聖子 振り向けば・・・聖子

演歌・歌謡曲の新曲をいち早くミュージックビデオで紹介する「演歌新曲ファイル」。「選りぬき」のコーナーに
は山内惠介が出演！3月に発売の最新曲「残照」の聴きどころを紹介。撮影秘話や楽曲への想いも語ります。

#3  3/4（水） 午後4時  ほか
#4  3/18（水） 午後4時  ほか

山内惠介のスペシャル回を前・後編の2回にわたり放送！前編となる今回は、美空ひばりに憧れ歌手
を目指した頃から「ぼくはエンカな高校生」のキャッチフレーズでデビューするまで、さらに恩師の作
曲家・水森英夫とのエピソードを語ります。また、苦節15年で念願のＮＨＫ紅白歌合戦初出場となっ
た記念曲「スポットライト」の話もお届けします。 ＜紹介曲＞ ♪霧情 ♪みだれ髪 ♪釧路空港 ♪スポットライト

3/26（木） 午後5時  ほか

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～

#182   山内惠介 20周年スペシャル 前編

3月・4月
2ヵ月連続特集

五木ひろしが“先生”に扮し熱血
指導する音楽バラエティ番組。

#6  山内惠介が股旅スタイルで「潮来笠」を披露。
 （NHK放送日：2016年9月17日）
#8  山内惠介が三橋美智也の代表曲「達者でナ」を歌唱。

 （NHK放送日：2017年3月4日）
#9  山内惠介が歌舞伎の「与話情浮名横櫛」のワンシーンを熱演？！

 （NHK放送日：2017年3月11日）
#12  五木先生と学級委員・山内惠介の仲良しすぎるやりとりに注目！

 （NHK放送日：2017年4月22日）

3/26（木） 午後6時
五木先生の歌う！SHOW学校
山内惠介出演回を4話一挙放送！

ⒸNHK

4月も山内惠介出演番組が盛りだくさん！
「一番星」後編のほか、デビュー当時の貴重映像もお届けします。

“80年代女性アイドル伝説feat.松田聖子”と題し、80年代女性アイドルに精通した多彩なゲスト陣が熱く
プレゼンし、アイドルたちの知られざる姿や“分岐点”を探るトークバラエティ！楽曲を提供していた偉大な
シンガーソングライター、現代のアイドルとの差などあらゆる角度からアイドルの“分岐点”を導き出します。

1983年にフジテレビで放送された、30分まるごと松田聖子だけが出演する伝説の音楽番組
「ザ・スター 松田聖子　振り向けば・・・聖子」。デビュー4年目・21歳のフレッシュで可愛
らしい姿から、アルバム曲や洋楽カバーを堂 と々歌い上げるシンガーとしての姿まで、スー
パーアイドル・松田聖子の魅力が詰まった超貴重映像をお届けします！

＜歌唱曲＞ ♪裸足の季節 ♪星空のドライブ ♪白いパラソル ♪ONLY MY LOVE ♪SUNSET BEACH  
＜コーナー＞ 「明太子ジョッキー」蒲池法子が久留米の楽しか話と良か音楽を紹介！

#1  3/22（日） よる8時 （フジテレビ放送日：1983年3月1日）

＜歌唱曲＞ ♪青い珊瑚礁 ♪風立ちぬ ♪野ばらのエチュード ♪冬のアルバム ♪エンドレス・ラブ 
＜コーナー＞ 「ノースショアから愛を込めて」ノースショアの熱い風とファンキーな音楽を英語でジャンジャン届けちゃう！

#2  3/29（日） よる8時 （フジテレビ放送日：1983年3月8日）

#3  4/5（日） #4  4/12（日） #5  4/19（日） よる8時
Ⓒフジテレビジョン

プルメリアの伝説 天国のキッス

松田聖子主演の1983年公開映画。中井貴一との爽やか
カップルも話題となった、ハワイを舞台にしたラブロマンス。
＜出演＞松田聖子／中井貴一 ほか 
＜主題歌＞♪天国のキッス／松田聖子 
＜挿入歌＞♪プルメリアの花 ♪パシフィック／松田聖子
＜監督＞河崎義祐

3/1（日） よる8時
◆再放送　3/13（金）よる11時15分 ほか

Ⓒ東宝

＜MC＞
飯尾和樹（ずん）

コムアイ（水曜日のカンパネラ）

MUSIC JUNCTION
80年代女性アイドル伝説 feat.松田聖子
特番

#1  3/2（月） #2  3/16（月） よる9時  ほか

こちらもチェック！

#1   A面：80年代女性アイドル #2   B面：松田聖子



歌謡ポップスチャンネルが贈るアーティストMV特集
番組。3月は松任谷由実を特集。人の心に寄り添い、
時代と共に歩んできた、誰もが知っているヒット曲の
中から厳選したミュージッククリップをお届けします。
＜紹介曲＞♪リフレインが叫んでる  ♪ANNIVERSARY～無限に
CALLING YOU  ♪Sunny day Holiday ほか

テーマ毎に時代を席巻したヒットナンバーから、Ｂ面・アル
バム収録曲まで幅広い選曲でお届けします。
＜紹介曲＞♪カサブランカ・ダンディ／沢田研二 
♪男達のメロディー／SHOGUN ♪サラリーマン／忌野清志郎 ほか

3/10（火） 午後5時 ほか #128

ⒸNHK

3/3（火） よる9時 ほか

1985年 に「おニャン子クラブ」でデビューし、その翌年に演歌歌
手としてデビューを果たした城之内早苗。最近ではフルアルバム
「早苗歌」もリリースし、様々なアーティストの楽曲やオリジナル
曲へも挑戦。芸能生活35周年記念曲となる新曲もご紹介。 

「秘めた思いを歌に込め」をテーマに天童よしみ・都はる
みらが名曲を披露。小林幸子は奈良県の春日大社萬葉
植物園から「万葉恋歌　ああ、君待つと」を熱唱します。
（NHK放送日：2009年9月22日）

WOWOW PLUS MUSIC
  

深夜1時の音楽タイム 
今伝えたい”をキーワードに多彩な音楽ジャンルのアーティストを独自にピックアップし、その魅力をお届けします。

ひばりのすべて

NEW 前野健太のどーして歌は生まれんの
バブルON
ないと！

今や歌手だけでな
く俳優としても大
活躍のシンガー・
ソングライター前
野健太が歌のふる
さとを訪ね旅をす
る紀行番組。

日本に再びバブルの
嵐を起こすべく勃ち上
がった益子寺かおりと
中尊寺まいによる地下
セクシーアイドルユニ
ット「ベッド・イン」の
音楽トークバラエティ！

#1  3/19（木） 深夜1時 ほか#1  3/16（月） 深夜1時 ほか
NEW ベッド・インの

3/12（木） 
午後5時 ほか
#181   城之内早苗

井上苑子
「そんちゃん、22歳の休日」

#4  3/5（木）

東京女子流の
1/2成人式

#4  3/6（金）

Maison book girl
/Dual

#2  3/3（火）
#3  3/17（火）

田村芽実
～ワタシノアカシ～

#2  3/4（水）
#3  3/18（水）

美空ひばりのドキュメント映画

撮影：田中聖太郎

よる10時 ほか毎週木曜よる7時 ほか毎週水曜

「あの人想う旅」「裏街灯り」を
テーマに人気演歌歌手が熱唱。

Ⓒテレビ東京

3/10（火） 午後4時30分 ほか
#404   （テレビ東京放送日： 1996年12月15日）

小林旭／大月みやこ／長山洋子

3/24（火） 午後4時30分 ほか
#405   （テレビ東京放送日： 1997年1月19日）

森進一／小林幸子／角川博

芸能生活25周年リサイタルの模様を、ステージの舞台裏や誕生パー
ティーなどのプライベート映像も交えて追った、1971年公開の人間ド
キュメント映画。「東京キッド」「リンゴ追分」「柔」「真赤な太陽」「悲し
い酒」「人生一路」「悲しき口笛」など、24曲たっぷり聴かせる圧巻の
「ひばり・オン・ステージ」をお届けします。（監督：井上梅次）

ファンから惜しまれつつも2019年12月25日のコンサートを最後に、
マイクを置いた森昌子の引退ライブの模様をお届け！

飽くなき創作意欲と演奏姿勢、そしてファンを喜ばせるサービス精神の
旺盛さは今なお健在のさだまさし。2019年5月にリリースしたセルフカ
バーアルバム『新自分風土記』２作を携えた全国ツアーから、12月5日
の東京国際フォーラム千穐楽公演の模様をお届け。色あせることない
さだメロディーと、ウイットと感動にあふれたトークをお楽しみください。
＜歌唱曲＞♪雨やどり ♪祈り ♪精霊流し ♪望郷 ♪償い ほか

3/20（金・祝） よる8時 ◆再放送　3/31（火）午前9時30分
3/28（土） よる8時

Ⓒ東宝

森昌子ラストコンサート
～爆笑!コントで綴る昭和歌謡ファイナル～

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～

宮本隆治が相田翔子とお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組

2ヵ月連続特集 ありがとう森昌子 第2弾

コンサートツアー2019　
新自分風土記

さだまさし
3/15（日） よる7時 

#9   愛知高速交通・リニモ(愛知)
#10   大井川鐡道本線・ＳＬ(静岡)
#11   えちごトキめき鉄道・日本海ひすいライン(新潟・富山)
#12   近畿日本鉄道・特急しまかぜで巡る京都線(奈良・京都)

日本全国の美しい鉄道風景を懐かしい歌とともにお届け。

松任谷由実

前半は、森昌子扮する「ま～ちゃ
ん」が昭和にタイムスリップしたよ
うな懐かしくも面白い爆笑歌謡
コントを披露。「勝手にしやがれ」
「魅せられて」「雨の慕情」など、
誰しもが知っている昭和の名曲
を圧巻の歌声でカバー！ 後半で
はデビュー曲「せんせい」や「哀し
み本線日本海」「越冬つばめ」と
いった大ヒット曲からラストシン
グル「あなたの愛に包まれなが
ら」まで、彼女の歌手人生47年
がぎゅっと凝縮されたステージを

お届け！ 森昌子の歌声を聞くラストチャンス！さらに、コンサートの裏側にも密着！
笑いと感動を同時に楽しめる極上のエンタテイメントをお楽しみください。



2020

3
[  番組表  ]

月
2・9・16・23・30

火
3・10・17・24・31

水
4・11・18・25

木
5・12・19・26

金
6・13・20・27

 土
7・14・21・28

 日
1・8・15・22・29

6 歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII

演歌新曲ファイル
※④酒と涙と男女の演歌

＜歌謡決定版＞ 
※⑱春なのにお別れ演歌

＜歌謡決定版＞

うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～ 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾U字工事の旅！発見

オリコン演歌＆
歌謡TOP30 

※㉓艶歌-ENKA-<60分> 
7:30～ オリコン演歌＆歌
謡スペシャル 2019年間

トップ100 (～3:30)

歩きながらソング※㉛うた紀行(～9:00) 車で旅する歌謡曲 ハワイ・ローカルトーク 7:00～山日和
※⑦㉑いわさき白露トーナメント

7 ③⑰列車で旅する
歌謡曲～TRAIN and 
RAILWAY MUSIC 
⑩㉔期待の新星

◇特選！ヒット演歌

わが心の演歌
⑥女性歌手特集◇特選！
ヒット演歌 ⑬酒と涙と男
女の演歌＜歌謡決定版＞ 
⑳聴かせて！あなたのリク
エスト 新曲・名曲・ヒット曲 
㉗日本全国歌めぐり＜歌
謡決定版＞

ベストヒット演歌
①㉒2019年紅白歌合戦

出場歌手 
⑧㉙伍代夏子 ⑮丘みどり

芸妓えれがんす
若っ人ランド

8
ベストヒット演歌 

⑤㉖北島三郎 
⑫三山ひろし⑲山本譲二

ベストヒット演歌 
⑦㉘藤あや子 

⑭城之内早苗 ㉑森昌子
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星

9 インフォメーション

演歌新曲ファイル 
※① 酒と涙と男女の演歌

＜歌謡決定版＞

③大月みやこ 2009秋のコンサ
ート ⑩小林幸子 世界遺産「薬
師寺」復興祈願コンサート
⑰島津亜矢リサイタル2008 無双
(～11:30)㉔ザ・スター 森昌子 
(～11:30) ㉛ひばりのすべて USEN

演歌ベスト30

聴かせて！
あなたのリクエスト 
新曲・名曲・ヒット曲 

※⑲日本全国歌めぐり ＜歌謡
決定版＞※㉖酒と涙と男女の

演歌＜歌謡決定版＞

2019年発売曲
特集

◇特選！ヒット演歌
スペシャル 

※⑬カラオケ人気曲◇特
選！ヒット演歌スペシャル 
※㉗令和に歌い継ぎたい
名曲集＜歌謡決定版＞

演歌新曲ファイル
 

※⑭春なのにお別れ演歌
＜歌謡決定版＞ 

※㉘日本全国歌めぐり
＜歌謡決定版＞

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

10

11
演歌の花道 ※㉛煌く日本の歌

手～わが心の演歌～
ベストヒット演歌 

③三山ひろし⑰城之内早苗 
㉛北山たけし 

※⑩㉔艶歌-ENKA-<60分>

列車で旅する歌謡曲 
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC12
平成紅白名曲選 
特選！ ヒット演歌

スペシャル 
※⑯カラオケ人気曲◇
特選！ヒット演歌スペシャル 
※㉚令和に歌い継ぎた
い名曲集＜歌謡決定版＞

インフォメーション

1
USEN

演歌ベスト30

期待の新星
◇特選！ヒット演歌 
※⑪女性歌手特集
◇特選！ヒット演歌 
※㉕男性歌手特集
◇特選！ヒット演歌

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

演歌の花道 きよしとこの夜 きよしとこの夜 
※⑧㉒NHK歌謡コンサート特選！ ヒット演歌ミニ

インフォメーション

2 ベストヒット演歌 
⑥三山ひろし ⑬⑳城之内早苗 

㉗北山たけし

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト303

インフォメーション インフォメーション

インフォメーション 車で旅する歌謡曲 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

4
オリコン

演歌＆歌謡
TOP 30

インフォメーション

演歌新曲ファイル 
※⑪春なのにお別れ演歌

＜歌謡決定版＞ 
※㉕日本全国歌めぐり

＜歌謡決定版＞

インフォメーション

USEN
演歌ベスト30

演歌の花道 わが心の演歌

5 NHK歌謡コンサート 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

カラオケ人気曲
◇特選！ヒット演歌

スペシャル 
※⑭ふくい浪漫 

い～ざぁええDay 
7:00～竹島宏の「音故

知新」(～8:30) 
※㉘平成紅白名曲選　
特選！ ヒット演歌スペ

シャル 

聴かせて！
あなたのリクエスト 
新曲・名曲・ヒット曲 

※⑮日本全国歌めぐり
＜歌謡決定版＞ 

※㉒プルメリアの伝説 
天国のキッス 

6:45～僕たちの青春ソングス ミニ

インフォメーション

6
五木先生の歌う！SHOW学校
※③みんなの県民ＳＯＮＧ！

～島根うた旅情編～ (～7:00)

⑤鳥羽一郎35周年記念コ
ンサート ⑫由紀さおり50
年記念コンサート2019“感
謝”(～8:00) ⑲川中美幸 コ
ンサート「夢」の向こう側へ 
㉖五木先生の歌う！
SHOW学校(～9:00)

特選！ ヒット演歌ミニ

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

③㉛春なのにお別れ演歌
＜歌謡決定版＞ 

⑩㉔艶歌 -ENKA- <60分> 
⑰十人十色の演歌
＜歌謡決定版＞

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 演歌新曲ファイル
 
※⑥十人十色の演歌
＜歌謡決定版＞ 
※⑳演歌の花道 
8:00～ひばりのすべて 
9:30～テレサ・テン コン
サート・ライブ(～10:30)

CAR and DRIVE MUSIC 
※⑧マルシア Debut 30th 
Anniversary Kick Off Live(～10:00) 
※⑮さだまさしコンサートツア
ー2019 新自分風土記(～9:00) 
※㉒しゃべくりDJ クリス松村
のミュージックアワー！！

演歌の花道

8 懐メロ♪ドライブミュージック
⑦2018福田こうへいコ
ンサート 9:45～ 五木ひ
ろしの変な異次元酒場 ～
井上芳雄、六角精児ら 豪
華共演～前編  
10:45～後編(～11:45) 
⑭8:30～ 竹島 宏の「百
歌繚乱」 
10:00～ 艶歌 -ENKA-  
㉑川中美幸コンサート 

「夢」の向こう側へ 
9:30～ 鉄道歌浪漫 
㉘森昌子ラストコンサー
ト ～爆笑!コントで綴る
昭和歌謡ファイナル～ 
10:00～ 小田和正 ミュ
ージックビデオ特集 

①プルメリアの伝説 天国
のキッス 9:45～ 僕たち
の青春ソングス ミニ 
⑮9:00～十人十色の演歌
＜歌謡決定版＞ 
㉒ザ・スター 松田聖子 
8:30～ 80年代女性アイ
ドルソングSP 松田聖子 
㉙ザ・スター 松田聖子 
8:30～ レッツゴーヤング

9
夜も一生けんめい。 

※②⑯MUSIC JUNCTION 
80年代女性アイドル伝説 

feat.松田聖子 
9:30～ MUSIC JUNCTION 

LOVE NOTE(～10:30)

ミュージックビデオ特集
③㉔松任谷由実 

※⑩何度でも「観たい」
ミュージックビデオ

※⑰春に聴きたいハッピーソング
※㉛メガヒットソング

ミュージックビデオ特集
④90'sドラマ主題歌 

⑪小田和正 
⑱アン・ルイス  

㉕春に聴きたいハッピーソング

ポップジャム

SONG LIST

10
ミュージックビデオ特集
②10:30～メガヒットソング 
⑯10:30～春に聴きたいハ
ッピーソング  ※70年代女
性アイドルソング  ⑨南沙織 
㉓岩崎宏美 ㉚榊原郁恵

ツメ折り！
カセットソング

※MV特集⑩90'sドラマ
主題歌㉔メガヒットソング

※㉛プルメリアの伝説 
天国のキッス（～11:45）

④⑱70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ 
⑪㉕MUSIC JUNCTION 

LOVE NOTE
J-POP ライブラリー

⑥一青窈 SPECIAL in 中津川
⑬艶歌 -ENKA-

10:30～レッツゴーヤング(～11:15) 
⑳10:30～艶歌-ENKA-
㉗MUSIC JUNCTION 

80年代女性アイドル伝説 
feat.松田聖子

クロスカヴァー・
ソングショー 

※①(～1:30) 
※⑮(～2:00) 
※㉙(～1:00)

11 僕たちの青春ソングス
J-POP ライブラリー

※㉛11:45～ アイドルソング
細野晴臣作品集（～0:45）

ツメ折り！カセットソング
※④70/80年代女性アイドル
ソング 大瀧詠一 作品集 
※⑱70/80年代女性アイドル
ソング 尾崎亜美 作品集

ミュージックビデオ特集
⑤懐かしのヒットソング 

⑫松任谷由実  
⑲ 90'sドラマ主題歌 

㉖聖飢魔II 

⑥THE BACK HORN 
SPECIAL in 中津川

0:00～ アラウンド90's
ロックバンド

◆MV特集 ⑬11:15～ プル
メリアの伝説 天国のキッス 
⑳X'masスペシャル ポップス
＆ロック 1989ライブ(～1:15) 

㉗MUSIC JUNCTION 
LOVE NOTE

レッツゴーヤング

MV特集⑦㉘春に聴きたいハッピ
ーソング ⑭メガヒットソング ㉑
90'sドラマ主題歌

0
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

懐メロ♪ドライブミュージック
※㉛0:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ

ミュージックビデオ特集 
⑦アン・ルイス ⑭アラウンド
90'sロックバンド ㉑春に聴き
たいハッピーソング ※㉘CAR 
and DRIVE MUSIC

MUSIC JUNCTION 80年代
女性アイドル伝説 feat.松田聖子

MUSIC JUNCTION 
LOVE NOTE

※㉙1:00～ 何度でも「観たい」
ミュージックビデオ(～2:00)

1
WOWOW PLUS MUSIC ③⑪⑰㉕Maison book girl/Dual ④⑩⑱㉔田村芽実～ワタシノアカシ～ ⑤⑬井上苑子 「そんちゃん、22歳の休日」 

⑥⑫東京女子流の1/2成人式 ⑯㉖前野健太のどーして歌は生まれんの ⑲㉓ベッド・インのバブルONないと！ 
◆MV特集 ⑳1:15～ アラウンド90'sロックバンド ㉗春に聴きたいハッピーソング ㉚懐かしのヒットソング ㉛アラウンド90'sロックバンド※②懐メロ♪ ドライブミュージック ※⑨鉄道歌浪漫 (～2:30)

70's80's JUKEBOXシリーズ 
野球選手の歌 ※㉑野球選手
のうた～平成名球界編～ 
※㉘70's80's JUKEBOX
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

①何度でも「観たい」ミュージック
ビデオ※MV特集 ⑧90'sドラマ
主題歌 ㉒メガヒットソング

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！ ④⑱政経マネジメント塾 
26:00～ 新春狂言 

⑪㉕郷土劇場 
26:20～ ハワイ・ローカルトー

ク

⑤⑲新春狂言 
⑫㉖きらり九州めぐり逢い

ゆるっとふわ鉄旅
ハワイ・ローカルトーク OKINAWA MONDE W・ALKER

2
⑥⑳いわさき白露シニアプロアマト
ーナメント2019 ⑬㉗世界ローカル
ナビ 26:10～ 山日和 2:15～芸妓
えれがんす  2:20～さつま狂句

J-POP ライブラリー 
※⑭ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義
経済～ 2:25～ ハワイ・ローカルトー
ク 2:35～ クロ女子白書

さすらいの太陽クロ女子白書 さつま狂句
インフォメーション

マークは同時に複数の音声を放送している音
声多重の番組です。※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。
3/4 深夜1時～翌7時 JDS、JC−HITS、ひかりTV
3/9 深夜1時～翌7時スカパー！（CS110）329ch

特番・新番組
ランキング番組初回放送

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
https://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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