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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

ⒸNHK

特集！日本武道館伝説LIVE

ALFEE
「OVER DRIVE 1983 
ALFEE 8-24 BUDOKAN」

オフコース 
1982・6・30 
武道館 コンサート

超拡大版スペシャル



ⒸNHK

#20  真夏の特別授業！ 6/14（日） よる7時 ほか

山内惠介が「あゝ 上野駅」のセリフ部分を博多弁で披露
したり、ダンサーを従えて丘みどりが「DESIRE-情熱-」
を歌い上げたりと見どころ満載。
（NHK放送日：2018年8月21日）

＜歌唱曲＞
♪抱きしめてTONIGHT  ♪東京ラプソディ／田原俊彦
♪哀愁でいと  ♪有楽町で逢いましょう／福田こうへい
♪ギンギラギンにさりげなく  ♪あゝ 上野駅／山内惠介  ほか

日本武道館伝説 武道の聖地であり音楽LIVEの聖地でもある日本武道館。
この地で開催された伝説的LIVEをオンエア！
関連番組「THE ALFEE コレクション」「オフコース コレクション」も放送！

6月は
特別編を

2話放送
！

超拡大版スペシャル氷川きよしがSHOW学校に登場！ 6/21（日） よる7時 ほか

転校生は氷川きよし。五木先生のむちゃぶりにこたえて
「哀愁列車」をキーをあげて熱唱したり、デビュー当時の
エピソードを語るなど見どころ満載。授業のあとには豪
華出演者によるスペシャルステージをお届けします。
（NHK放送日：2017年8月22日）

＜歌唱曲＞ 
♪きよしのズンドコ節  ♪哀愁列車  ♪男の絶唱／氷川きよし　
♪北酒場  ♪母ちゃんの浜唄／福田こうへい　
♪石狩挽歌  ♪心／島津亜矢　
♪北の旅人  ♪わすれ宿／五木ひろし  ほか

＜出演＞ 氷川きよし／福田こうへい／島津亜矢／丘みどり／椎名佐千子 ほか

ⒸNHKⒸ NHK

＜出演＞田原俊彦／山内惠介／福田こうへい／島津亜矢／丘みどり ほか
ⒸNHK Ⓒ NHK Ⓒ NHK

午後 5時 #14  市川由紀乃／竹島宏 ほか
午後 5時45分 #15  三山ひろし／天童よしみ ほか
午後 6時30分 #17  八代亜紀／丘みどり ほか
よる 7時15分 #18  福田こうへい／水森かおり ほか
よる 8時 #20  真夏の特別授業！
よる 8時45分 超拡大版スペシャル

市川由紀乃、三山ひろし、山内惠介、
福田こうへい、水森かおり、島津亜矢、
丘みどりほか人気歌手が続々登場！ ⒸNHKⒸ NHK

Ⓒ Project Ⅲ

「OVER DRIVE 1983 
ALFEE 8-24 BUDOKAN」
1983年8月24日に開催されたALFEE初の日本武道館LIVE。新曲
「メリーアン」を引っ提げ行なったLIVEで、ここからALFEEの快進撃
が始まった。ALFEEの36年連続武道館LIVEの皮切りとなった伝説
的LIVEをお届けします。
＜曲目＞♪トラベリング・バンド  ♪誓いの明日  
♪メリーアン  ♪See You Again  ♪夢よ急げ  ほか

6/28（日） よる7時

ALFEE 

オフコース 
1982・6・30 武道館 コンサート

1982年に開催された史上初の日本武道館10日間コンサート。今や伝説となっ
たコンサートの最終日の模様を収めた作品を放送。「さよなら」「愛を止めないで」
など数々の名曲を熱唱。会場を涙と感動の渦へと巻き込んだ貴重映像は必見！
＜曲目＞ ♪さよなら  ♪言葉にできない  ♪一億の夜を越えて  ♪Yes-No  ♪愛を止めないで  ほか

6/28（日） よる8時15分

Ⓒユニバーサル ミュージック

THE ALFEE 
コレクション

日本の音楽シーンを代表するバン
ドとして活躍しているTHE ALFEE
の1974年のデビューから80年代
の代表曲を中心に解説付きでお
届けします。

6/15（月） 
よる9時30分 ほか

オフコース 
コレクション  

1970年のデビューから50周年を
迎えるオフコース。番組では、全て
の人々に「今」聴いてほしいオフ
コースの楽曲を解説付きでお届け
します。

6/1（月） 
よる9時30分 ほか

田原俊彦をゲストに迎えてにぎやかにお届け。

は6話を一挙放送！6/27（土） 

特集！



1993年（平成5年）から14年間にわたって放送された、さまざまなジャン
ルの音楽をジャムして（一緒に混ぜて）伝えたNHKの若者向け音楽番組

あこがれの「名車」と共に爽
快なドライブルートを素敵な
音楽とともに走ります。今月
の主役はPEUGEOT RCZ。

ポップジャム

市川由紀乃と福田こうへいのコンサートや新旧のヒット曲をお届け！ 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

演歌・歌謡界で活躍する若
手イケメン歌手のトークバラ
エティ番組「演歌男子。」シ
リーズに出演したメンバーた
ちがリレー形式でお届けする
スペシャル特番！

表現力豊かな正統派の歌唱で
次世代の演歌の担い手として
注目される市川由紀乃のヒット
曲の数々をお届けします。
＜紹介曲＞♪雪恋華  ♪なごり歌 ほか　

岩手をこよなく愛し、今も岩手に住む、大自
然が育んだ風雲児！福田こうへいが描く演
歌・民謡の奥深い世界をお楽しみください。
＜紹介曲＞♪アイヤ子守唄 ♪筑波の寛太郎 ほか　

福田こうへいが、2017年に岩手県で開催した復興支援コン
サートの模様をお届けします。また、福田こうへいが生まれ育っ
た雫石町に赴き、福田こうへいの歌手としての原点を探ります。

2018年12月に東京・浅草公会堂にて開催されたコン
サート。「南部蝉しぐれ」「峠越え」「天竜流し」など自身
のヒット曲のほか、民謡や演歌の名曲のカバーも披露。

市川由紀乃がさらなる飛躍を懸け
挑んだ新歌舞伎座での初座長公
演、その千穐楽から「市川由紀乃 オ
ン・ステージ～令和の夢～」の模様
をお届け。自身のヒット曲のほかに
様々なジャンルの曲に挑戦。また舞
台稽古やステージの裏側にも密着。
（収録：2019年7月／大阪・新歌舞伎座）

ⒸNHK

Ⓒ NHK

CAR and DRIVE 
MUSIC
#44  6/1（月）
#45  6/8（月）
#46  6/15（月）
#47  6/22（月）

深夜0時 ほか毎週月曜

ⒸNHK

「思い出つのる」「恋の宿」を
テーマに人気演歌歌手が熱唱。

6/10（水） あさ7時30分 ほか
#410   （テレビ東京放送日：

1997年3月2日）

キム・ヨンジャ／原田ゆかり
加門亮／門倉有希

「思い出つのる」

（テレビ東京放送日：
1997年3月9日）

6/24（水） あさ7時30分
#411   
大月みやこ／山本譲二
香田晋／島津悦子

「恋の宿」

今回は2020年1月～5月までに番組出演した豪華歌手
たちのトークや歌唱をダイジェストでお届けします。

#186 2020年上半期総集編 6/11（木）午後5時 ほか

＜出演＞

山本譲二／渥美二郎／北原ミレイ
鏡五郎／城之内早苗
山内惠介／島津亜矢

緊急プログラム放送決定！
“こんな時代にはやっぱり清志郎の歌が必要だ！！”

＜曲目＞ ♪かくれんぼ／忌野清志郎 & Char 
♪世の中が悪くなっていく／忌野清志郎 Little Screaming Revue 
♪空がまた暗くなる／ RCサクセション  
♪仕草／忌野清志郎  ♪オーティスが教えてくれた／忌野清志郎 ほか

4月から2ヵ月連続で放送してきた
『忌野清志郎50周年記念特集』
も大好評。「今の時代に清志郎
がいてくれたら･･･」という圧倒的な数の視聴者の声
にお応えして歌謡ポップスチャンネルでは清志郎が遺
した魂の作品の中から隠れた名曲の数々をお届けす
るプログラムを緊急編成。必見です！  

6/21（日）
よる11時 ほか

#1  6/10（水） 
よる7時 ほか
#2  6/24（水） 

よる7時 ほか

歌謡ポップスチャンネルが贈る
アーティストMV特集

RCサクセション
SUMMER TOUR ’83 渋谷公会堂
～KING OF LIVE
6/21（日）
よる8時45分

こちらも
チェック

！

Ⓒテレビ東京

市川由紀乃特集 
ベストヒット演歌

6/2（火） 午後3時30時 ほか
福田こうへい特集 
ベストヒット演歌

6/16（火） 午後3時30時 ほか

ふるさとに響け！
福田こうへい復興の歌声
～三陸ツアー2017～

6/13（土） よる7時

2018福田こうへい コンサート IN 浅草公会堂
～真心伝心～

6/13（土） よる8時

市川由紀乃 
オン・ステージ～令和の夢～
新歌舞伎座初座長 市川由紀乃 特別公演より

6/18（木） 午後6時

撮影：月刊ミュージック☆スター編集部

天童よしみ、坂本冬美、鳥羽一郎
らがヒット曲を熱唱。市川由紀乃
は、西田佐知子の代表曲「アカシ
アの雨がやむとき」を披露。

#133  6/2（火）
午前10時 ほか
（NHK放送日：2009年11月24日）

美川憲一、都はるみらが自身のヒッ
ト曲を熱唱。坂本冬美は大ヒット
曲「また君に恋してる」を披露。

#134  6/9（火）
午前10時 ほか
（NHK放送日：2010年1月26日）

特別編

忌野清志郎 
コレクション ウルフルズのアコースティッ

クライブを3曲連続でお届
け。ポップジャム初登場の斉
藤和義とトータス松本の同
い年トークも見どころ。また
エレファントカシマシが名曲「孤独な旅人」を披露。
＜出演者＞

ウルフルズ／斉藤和義／エレファントカシマシ
SMILE／THE POSTMEN

#17  6/11（木） よる9時 ほか （NHK放送日：
1997年1月18日）

当時全国ツアーを終えたば
かりの藤井フミヤからスター
ト。歌手活動を行っていた
中谷美紀の貴重な歌唱映
像も見どころ。またTHE 
YELLOW MONKEYは大ヒット曲「BURN」を披露。
＜出演者＞

藤井フミヤ／THE YELLOW MONKEY／小沢健二
辺見えみり／中谷美紀／SCUDELIA ELECTRO

#18  6/25（木） よる9時 ほか （NHK放送日：
1997年9月20日）

ⒸNHK

Ⓒ NHK

Ⓒ Automobiles Peugeot

奥田民生 ミュージックビデオ特集
NEW！

2019年にソロ活動25周年
を迎えた奥田民生を特集。
独自の歌世界で年齢性別
問わず幅広く愛されている
その魅力をミュージックビデオでお届けします。
＜紹介曲＞ ♪愛のために  ♪イージュー★ライダー  ♪さすらい ほか

6/2（火）
よる9時 ほか

こちらもチェック！

6/7（日） よる9時 ほか

西城秀樹 
ミュージックビデオ特集

6/14（日） 午後6時30分 ほか

林部智史 
ミュージックビデオ特集

このほかL'Arc～en～Ciel、プリンセス 
プリンセス、松任谷由実、聖飢魔II 、小田
和正、エレファントカシマシなども放送！

はデビュー40年の
出演番組を連続放送！

田原俊彦の6/14（日）

よる7時
五木先生の歌う！SHOW学校 #20
よる7時45分
レッツゴーヤング #32
＜田原俊彦歌唱曲＞♪キミに決定!  ♪贈る言葉 ほか

（NHK放送日：
1981年8月9日）

よる8時30分
レッツゴーヤング #41 ＜田原俊彦歌唱曲＞♪君に薔薇薔薇…という感じ ほか

（NHK放送日：1982年1月31日）

よる9時15分
レッツゴーヤング #47 ＜田原俊彦歌唱曲＞ ♪7:00a.m.リアルタイムにて

 ♪銀河の神話

（NHK放送日：1985年2月10日）

さかいゆう Touch The Soul

「世界」と「旅」をテーマに制作された6th Album 『Touch The World』。ロンドン、
LA、NY、サンパウロの文化遺産とも言える歴史あるスタジオを巡り、 現地のミュージ
シャン、エンジニアと一緒にレコーディングをした、さかいゆう。そのレコーディングに
密着した軌跡とともに「さかいゆう」が世界と触れた時、一人のジャパニーズミュージ
シャンとしてなにを感じ、表現していくのか？！デビュー10周年を迎えたいま、集大成
ではなく、さらに進化する今の一番カッコイイ彼の「歌」と「グルーヴ」をお届けします。

#2  6/5（金） #3  6/19（金） 深夜1時 ほか



2020

6
[  番組表  ]

月
1・8・15・22・29

火
2・9・16・23・30

水
3・10・17・24

木
4・11・18・25

金
5・12・19・26

 土
6・13・20・27

 日
7・14・21・28

6
歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 懐メロ♪ 

ドライブミュージック

うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～
※⑪知里のミュージックエッセンスPartII 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾さつま狂句
車で旅する歌謡曲 うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～ 歩きながらソング 日本のこころ ふるさとの歌 山日和 6:50～ハワイ・ローカルトーク

7
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

＜歌謡決定版＞

車で旅する歌謡曲 わが心の演歌 60年代 
僕たちの青春ソングス 若っ人ランド 時代を映す名曲アルバム

演歌の花道 わが心の演歌 
※⑲演歌男子。特別編

8 ベストヒット演歌
③伍代夏子 ⑩原田悠里 

⑰市川由紀乃 ㉔城之内早苗 USEN演歌ベスト20
＜歌謡決定版＞
※㉖聴かせて！あなたの

リクエスト
新曲・名曲・ヒット曲

ベストヒット演歌
⑥北山たけし ⑬吉幾三 

⑳三山ひろし ㉗山内惠介

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
※⑦艶歌 -ENKA- <60分>

9 ベストヒット演歌
③三山ひろし ⑩山内惠介 

⑰福田こうへい ㉔北山たけし

インフォメーション

⑥⑳演歌新曲ファイル 
⑬㉗＜歌謡決定版＞

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

10 インフォメーション
NHK歌謡コンサート

特選！ ヒット演歌11
②渥美二郎デビュー３０周年
記念コンサート 
⑨川中美幸コンサート「夢」の
向こう側へ 
12:30～ 演歌の花道 
㉓大月みやこ 
2009秋のコンサート 
12:30～ 演歌の花道 
⑯㉚＜歌謡決定版＞

USEN演歌
ベスト20

聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 

※⑪㉕＜歌謡決定版＞ 
特選！ヒット演歌

12

演歌新曲ファイル 
※①⑮㉙＜歌謡決定版＞

インフォメーション

1
インフォメーション

きよしとこの夜 ＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト20 特選！ ヒット演歌 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

ベストヒット演歌 
⑤城之内早苗 ⑫島津亜矢 
⑲伍代夏子 ㉖原田悠里

2
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト20

⑤⑲艶歌 -ENKA- <60分> 
⑫㉖ 列車で旅する歌謡

曲 TRAIN and RAILWAY 
MUSIC3 インフォメーション ベストヒット演歌 

②⑨市川由紀乃 
⑯㉓㉚福田こうへい

インフォメーション インフォメーション

4
オリコン

演歌＆歌謡
TOP 30

演歌新曲ファイル 
※⑩㉔＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト20

聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 

※⑦㉑＜歌謡決定版＞

インフォメーション インフォメーション

5 ＜歌謡決定版＞
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
※④＜特選！ヒット演歌スペシ
ャル＞ (～8:00)

特選！ ヒット演歌 
※⑥NAONのYAON 
2018 (～8:00) 
※㉗五木先生の歌う！
SHOW学校 (～8:45)6

列車で旅する歌
謡曲～TRAIN and 
RAILWAY MUSIC ＜歌謡決定版＞ 

⑱市川由紀乃 
オン・ステージ
～令和の夢～ 

7:30～ 演歌の花道

時代を映す名曲アルバム 
※⑤演歌の花道  6:30～うた
紀行 ～懐かしい歌 彩る情景～ 
※⑲演歌の花道 6:30～ 林部
智史 MV特集

演歌男子。特別編 
※⑦懐メロ♪ ドライブミュージ
ック ※㉑MV特集

僕たちの青春ソングス 
※⑭林部智史 MV特集

7
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
※①⑧時代を映す名曲アルバム

レッツゴーヤング 
7:45～僕たちの青春ソングス ミニ

演歌男子。特別編 
※③懐メロ♪ ドライブミュージ
ック ※⑰MV特集 70's80's JUKEBOX 

～私たちが選ぶこの10曲～

⑬ふるさとに響け！
福田こうへい復興の歌声 
～三陸ツアー2017～ 
⑳石川さゆり10周年
リサイタル 歌から詩へ 
(～8:15)

⑦ ザ・スター 野口五郎 
9:00～ 西城秀樹 MV特集 
⑭五木先生の歌う！SHOW
学校 
7:45～ レッツゴーヤング 
㉑五木先生の歌う！SHOW
学校　超拡大版スペシャル 
8:15～ 懐メロ♪ ドライブ
ミュージック  
8:45～ RCサクセション　
SUMMER TOUR’83 渋谷
公会堂 ～KING OF LIVE 
COMPLETE～(～11:00) 
㉘ALFEE「OVER DRIVE 
1983 ALFEE 8-24 
BUDOKAN」 
8:15～ オフコース 
1982 ・ 6 ・ 30 武道館 コンサート

僕たちの青春ソングス

8 懐メロ♪ 
ドライブミュージック

クロスカヴァー・
ソングショー

懐メロ♪ 
ドライブミュージック ⑥NAONのYAON 2019　

第一部 
9:30～ NAONのYAON 2019　
第二部 (～11:30) 
⑬2018福田こうへいコンサート 
IN 浅草公会堂 ～真心伝心～ 
9:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ 
⑳8:15～ 歌手生活20周年記念 
石川さゆりリサイタル 道 
㉗8:45～五木先生の歌う！
SHOW学校 超拡大版スペシャル

9

①⑮㉙MV特集 
⑧㉒ツメ折り！カセットソング 

(～10:00)
MV特集 

②㉚奥田民生 ⑨松任谷由実  
⑯久保田利伸 ㉓西城秀樹

MV特集
ポップジャム

⑤アン・ルイス MV特集 
⑫70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～(～0:00) 
⑲しゃべくりDJ 浅香唯の
ミュージックアワー！！(～1:00) 
㉖森山良子 with 
東京フィルハーモニー交響楽団
～Ryoko Classics コンサート V～ 
(～11:00)

①オフコース コレクション
(～10:30) 
⑮THE ALFEE コレクション
(～10:30) 
㉙MV特集(～10:30) MV特集

10
MV特集 MV特集

㉓80年代女性アイドルソング 
南野陽子ベストテン

MV特集 
③L'Arc～en～Ciel  

⑩奥田民生 ⑰BARBEE BOYS  
㉔TUBE

J-POP ライブラリー

⑤MV特集 
⑫0:00～ 聖飢魔II MV特集 
㉖11:00～ 一青窈 SPECIAL 
in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2019 
0:00～ 70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ 

※⑬MV特集
MV特集 

㉘永遠のロッカーたちMV特集 
①TUBE 

⑧プリンセス プリンセス 
⑮小田和正 

㉒エレファントカシマシ 
㉙松任谷由実11 ツメ折り！

カセットソング

ツメ折り！
カセットソング

※⑩MV特集 
※㉔オフコース コレクション

MV特集 
㉕70年代男性アイドルソング 

沢田研二ベストテン

⑥11:30～永遠のロッカーたち 
⑬Char SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 
2019 
⑳㉗MV特集

ポップジャム 
※㉑忌野清志郎 コレクション 

(～0:00)
僕たちの青春ソングス

※㉙70/80年代女性アイドルソング 
財津和夫 作品集 (～0:30) MV特集

0
CAR and DRIVE 

MUSIC
※㉙0:30～ 懐メロ♪ドライブミュー

ジック (～1:30)

懐メロ♪
ドライブミュージック

J-POP ライブラリー 
※㉔忌野清志郎コレクション

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

⑥ACIDMAN SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 2019 
⑬THE BACK HORN SPECIAL in 
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 
2019 ⑳奥田民生 MV特集 
㉗J-POP ライブラリー

⑦高橋幸宏 MV特集 0:30～ オフコース 
コレクション (～1:30) ⑭竹原ピストル ＆ 
MOROHA スペシャルLIVE in FUJI & SUN 
’19 ㉑MV特集 0:30～ THE ALFEE コレ
クション ㉘Yogee New Waves スペシャル
LIVE in FUJI & SUN ’19

1
僕たちの青春ソングス 
※⑧停波 (～7:00) 

※㉒MV特集

しゃべくりDJ 寺田恵子のミュージック
アワー！ ※⑯しゃべくりDJ 寺田恵子& 
諸星和己のミュージックアワー！ 
※㉓MV特集 ※㉚高橋幸宏 MV特集

しゃべくりDJ 諸星和己のミュージッ
クアワー！ ※⑰しゃべくりDJ 寺田
恵子 & 諸星和己のミュージックアワ
ー！ ※㉔MV特集

さかいゆう Touch The Soul
◇WOWOW PLUS MUSIC 
④⑱僕たちの青春ソングス

さかいゆう Touch The Soul
◇WOWOW PLUS MUSIC  
※⑫㉖MV特集 CAR and DRIVE 

MUSIC

70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 
名曲プレイリスト～ (～2:00)

懐メロ♪ ドライブミュージックぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

③⑰政経マネジメント塾 
⑩㉔郷土劇場「芸能の広場」 

(～2:30)
きらり九州 ゆるっとふわ鉄旅

2 クロ女子白書 OKINAWA MONDE W・
ALKER

ハワイ・ローカルトーク2:20～ 世界ローカルナビ 
⑰世界ローカルナビ 2:10～ ハワイ・ローカルトーク Ｕ字工事の旅！発見 さつま狂句 2:15～山日和  

2:20～ハワイ・ローカルトーク
CUBERSの今日なにする～？

◇WOWOW PLUS MUSIC J-POP ライブラリー
※⑭ぐっ！ジョブ 

2:30～クロ女子白書インフォメーション MV特集

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。
※6/8 深夜1時～翌7時 全停波

特番・新番組
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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