
相 田 翔 子
Shoko Aida

宮 本 隆 治
Lyuji Miyamoto

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～

放送200回記念
スペシャル

結成50周年特集

TULIP
Someday Somewhere

紡ぐ詩。繋ぐ歌。
～林部智史 新たな挑戦～

独占放送！

レッツゴーヤング
沢田研二出演回

ザ・タイガース
世界はボクらを待っている

2021

1  
January



小林幸子、鳥羽一郎、市川由紀乃をゲストに招いて
放送200回の記念スペシャル回を２回にわたってお届けします！

紡ぐ詩。繋ぐ歌。
～林部智史 新たな挑戦～

TULIP 
Someday Somewhere

/独 /占 /放 / 送 /

放送200回記念スペシャル

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
コンサート

午後5時

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
コンサート 2016

午後6時15分1/28（木） 午後5時 ほか

これまでの一番星のスペシャル回の名場面を中心にお届け。番組史上最大の大騒ぎとなった吉幾三・山
本譲二・鳥羽一郎・香西かおりによる新年会SPやバンド編成の公開収録で盛り上がった一番星コンサー
トの模様、さらに北島三郎、和田アキ子ら大物歌手たちとのロケ企画などの映像を振り返ります。さらに、
ゲストの最新SNS事情・YouTube動画や最新曲も紹介します。
＜歌唱曲＞ ♪しろくろましろ／小林幸子 ♪戻れないんだよ／鳥羽一郎 ♪なごり歌／市川由紀乃

#201 放送200回記念スペシャル 後編

1/14（木） 午後5時 ほか

第1回からこれまでをVTRで振り返りながら、島倉千代子、ペギー葉山、弘田三枝子、
ジャッキー吉川、ケーシー高峰など番組を彩ったレジェンドの貴重な映像を紹介します。
さらに、スペシャル回にふさわしいゲストの歌唱も披露。ゲストの初夢を叶えて、アコース
ティック兄弟デュオの竜徹日記も特別出演！
＜歌唱曲＞ ♪おもいで酒／小林幸子 ♪カサブランカ・グッバイ／鳥羽一郎with竜徹日記 ♪雪恋華／市川由紀乃

#200 放送200回記念スペシャル 前編

竜徹日記

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～

2020年にデビュー5周年を迎えた歌手・林部智史の創作ドキュメンタリーを独占放
送！シングル「あいたい」でデビューし、”今、もっとも泣ける歌”として注目を集めた林
部智史が、シンガーソングライターの小椋佳が全曲を作詞・作曲するアルバム制作に
挑戦。「シクラメンのかほり」「俺たちの旅」「愛燦燦」「愛しき日々」「夢芝居」など、詩
を大切にし、数えきれない名作を世に送り出してきた小椋佳の歌世界へ挑む歌手・
林部智史の姿を追う。　　　

午後6時 ◆再放送　1/27（水）よる7時

TULIP コレクション
TULIPの楽曲の中から厳選した曲を、独自視点の解説付きでお届け。ヒット曲を中心
とした#1と、隠れた名曲を届ける#2の二本立てでお送りします。

#1  1/24（日） よる8時15分 ほか #2  1/24（日） よる8時45分

こちらもチェック！

1/24（日） よる7時
1971年に財津和夫を中心に結成され、72年『魔法の黄色い靴』でメジャーデビューし
たTULIP。第一期TULIP最後のツアーとなった79年夏の8大都市コンサート「Live 
Act TULIP In Big Cities」の模様を収録した作品『TULIP Someday Somewhere』
をお届け。最終公演地・ハワイの太陽と海、若きメンバーの笑顔がまぶしい。

◆再放送　1/29（金）よる9時

＜曲目＞ ♪魔法の黄色い靴  ♪虹とスニーカーの頃  ♪風のメロディ ほか

結成
50周年
特集

Ⓒシンコーミュージック・エンタテイメント

 1/24（日） 

 1/24（日） 

 1/30（土）  1/30（土） 



番組の放送日時や内容は、予告なく変更される場合がございます。

1/11（月・祝）はオフコース特集！

1月は「ひとり」「せつない気持ち」
をテーマに人気演歌歌手が熱唱。

中村美律子／伍代夏子／
冠二郎

1/6（水） あさ7時30分 ほか
#424「ひとり」

（テレビ東京放送日：1997年7月13日）

坂本冬美／川中美幸／
加門亮

1/13（水） あさ7時30分 ほか
#425「せつない気持ち」

Ⓒテレビ東京

ⒸNHK

＜出演＞五木ひろし／谷村新司／香西かおり／三山ひろし ほか
#147  1/1（金・祝） 午後2時 ほか

（NHK放送日：2010年9月7日）

＜出演＞石川さゆり／川中美幸／水森かおり
弦哲也／神野美伽 ほか

#148  1/1（金・祝） 午後2時45分 ほか

（NHK放送日：2010年9月21日）

深夜1時
ほか

バンもん！のうぉーうぉーPLUS
【アーティスト】 
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI

#4  1/7（木）
真っ白な詩 ～僕たちは強く生きる～
【アーティスト】 
真っ白なキャンバス

#3  1/25（月）

声優とアイドルの活動
を両立するハイブリッ
ド・ユニット i☆Ris。
2016年11月25日に
開催された、i☆Ris初
の武道館公演「i☆Ris 
4 th  Ann ive rsa ry 
Live～418～」を放送。

動画サイトへの配信をきっかけに突如現れた4人組ロック
バンド「ACE COLLECTION」（エースコレクション）。
個性的でクリエイティブな彼らの音楽を聴けば、彼らが只
者ではないと容易に察することができる。確かな腕と感性
を持つ、しかし音楽的出自の違うミュージシャンが共に音を鳴らすことで、全く異形
の、面白いものが生まれる…。そんな “ACE COLLECTION”の魅力をお届けします。

1/22（金）
よる10時30分

(C)エイベックス・エンタテインメント 

正月三が日は人気番組＆コンサートを一挙放送

午前10時
NHK歌謡コンサート  7話一挙放送
＜出演＞ 八代亜紀／吉幾三／坂本冬美／五木ひろし
 天童よしみ／三山ひろし／石川さゆり ほか

1/1（金・祝） 1/2（土） 1/3（日）

午後4時
昭和・平成・令和　
時代を超えた名曲コンサート

よる8時15分
ザ・スター 
岩崎宏美スペシャル

Ⓒフジテレビジョン

午後6時
布施明 デビュー50周年
記念コンサート～次の一歩～ 
Live at 東京国際フォーラムⒸ徳間ジャパンコミュニケーションズ

午前10時
演歌の花道  10話一挙放送
＜出演＞ 島倉千代子／小林幸子／香西かおり
 前川清／森進一／伍代夏子／都はるみ ほか

よる8時
由紀さおり 
50年記念コンサート
2019“感謝”

午後6時
島津亜矢 
SINGER in 東京オペラシティ

Ⓒテイチクエンタテインメント

午後4時
ザ・スター 
北島三郎

Ⓒフジテレビジョン

午後4時
明日へつなげるコンサート 
南相馬市「氷川きよし福田こうへい
島津亜矢ほか豪華ゲスト登場」

ⒸNHK

Ⓒ NHK

午後5時
五木先生の歌う！
SHOW学校　
超拡大版スペシャル

午後6時15分
島津亜矢 
SINGER コンサート 2018

Ⓒテイチクエンタテインメント

よる7時45分

「25th Anniversary 
Concert Tour 2011 VOCALIST & 
BALLADE BEST FINAL」Ⓒユニバーサル ミュージック

ベストヒット演歌

i☆Ris 
4th Anniversary Live

～418～

1/12（火） 午後3時30分 ほか
坂本冬美特集

＜紹介曲＞♪俺でいいのか 
♪ブッタのように私は死んだ ほか

1/19（火） 午後3時30分
三山ひろし特集

＜紹介曲＞♪北のおんな町 
♪その名もコノハナサクヤヒメ ほか （テレビ東京放送日：1997年9月21日）

オフコース 1982・6・30 武道館 コンサート
Ⓒユニバーサル ミュージック

小田和正ミュージックビデオ

よる9時30分
MUSIC JUNCTION
#6 日本武道館伝説LIVE feat.オフコース
よる10時
オフコース 1982・6・30 武道館 コンサート
よる11時45分
オフコース コレクション
深夜0時45分
小田和正 ミュージックビデオ

Ⓒ東宝

ザ・タイガース 
世界はボクらを待っている

＜曲目＞♪君だけに愛を♪モナリザの微笑♪花の首飾り♪銀河のロマンス ほか 
1968年劇場公開映画　監督：和田嘉訓

タイガースのサウンドが響く東京の夜空。強烈なエレキビー
トの音波に、宇宙船が墜落!！降りてきたのはアンドロメダ
星の王女・シルビイだった！GS映画の最高峰！ヒット曲満
載のファニー・ストーリー！！

1/23（土） よる7時 ほか

ⒸNHK

レッツゴーヤング

沢田研二出演回3話一挙放送！

1/23（土）

よる8時30分 #24 （NHK放送：
1979年7月8日）♪ＯＨ！ギャル ♪セーリング ほか

よる9時15分 #15 （NHK放送：
1980年2月10日）♪TOKIO ♪ハウンド・ドッグ ほか

よる10時 #16 （NHK放送：
1983年2月6日）♪背中まで45分

1/1（金・祝） よる10時

1/3（日） よる10時

1/2（土） よる10時

#13 中森明菜／
THE HIGH-LOWS 
ほか

#14 奥田民生／TUBE 
ほか

#15 小沢健二／奥田民生 
ほか

#16 藤井フミヤ／
Every Little Thing
ほか

#17 斉藤和義／
エレファントカシマシ 
ほか

#20 THE ALFEE／
LUNA SEA ほか

#18 藤井フミヤ／
THE YELLOW MONKEY 
ほか

#24 米米CLUB／
JUDY AND MARYほか

#23 THE YELLOW MONKEY／
相川七瀬 ほか

#19 hide with Spread Beaver／
小沢健二 ほか

#21 L'Arc～en～Ciel／
PUFFY ほか

#22 LUNA SEA／MAX 
ほか

12話一挙放送！

ACE COLLECTION #1  1/21（木）NEW

ⒸNHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK



2021

1
[  番組表  ]

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
わが心の演歌※④歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII

※⑤歩きながらソング 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～ ミュージック・シャワー OKINAWA MONDE W・ALKER
※②新春狂言「末広かり」 政経マネジメント塾

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 さつま狂句※②OKINAWA MONDE W・ALKER （～7:00）

山日和 6:50～⑨㉓いわさき白露ゴルフ⑯㉚世界ローカルナビ

7 オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※⑪オリコン

演歌＆歌謡スペシャル2020 
年間TOP100

＜歌謡決定版＞

車で旅する歌謡曲 わが心の演歌 僕たちの青春ソングス
※①煌く日本の歌手～わが心の演歌～

若っ人ランド
※②煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

7:30～ 歌謡決定版（～9:30）

時代を映す名曲アルバム
※③煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
7:30～歌謡決定版（～9:30）

※⑩ 若っ人ランド
演歌の花道 煌く日本の歌手～わが心の演歌～

※①歌謡決定版（～9:30）

8 時代を映す名曲アルバム USEN演歌
ベスト20
※⑦歌謡決定版

＜歌謡決定版＞
※①9:30～インフォメーション

※㉒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
⑨水森かおり ⑯松原のぶえ
㉓北島三郎 ㉚天童よしみ

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9 ベストヒット演歌 
⑥中村美律子 ⑬鳥羽一郎

⑳前川清 ㉗坂本冬美
インフォメーション

演歌新曲ファイル 
※②インフォメーション
10:00～ 演歌の花道
※⑯㉚歌謡決定版

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※③インフォメーション

10:00～ オリコン演歌＆歌謡
スペシャル2020 年間
TOP100 （～4:00）

10 インフォメーション NHK歌謡コンサート
※① （～3:30）

特選！ ヒット演歌11
⑤特別番組 渥美二郎デビュー
３０周年記念コンサート
⑫鉄道歌浪漫 12:30～ 60年
代 僕たちの青春ソングス
⑲鉄道歌浪漫 ２　
12:30～60年代 僕たちの青
春ソングス㉖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

※㉑＜歌謡決定版＞

特選！ヒット演歌
12

演歌新曲ファイル
※⑱＜歌謡決定版＞

インフォメーション

1
インフォメーション 歌謡決定版

※②演歌の花道（～3:30） きよしとこの夜

USEN演歌
ベスト20

※⑤＜歌謡決定版＞（～4:30）
特選！ ヒット演歌 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30
※⑦オリコン

演歌＆歌謡スペシャル2020 
年間TOP100

⑧丘みどり リサイタル2018
～演魅（えんび）～
⑮川中美幸 七変化！美幸一座
／オンステージ 人･うた･心
㉒＜歌謡決定版＞
㉙特別番組 渥美二郎デビュー
３０周年記念コンサート

2 オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※②3:30～インフォメーション

4:00～ザ・スター北島三郎
（～6:00）
※⑨オリコン

演歌＆歌謡スペシャル2020 
年間TOP100

USEN
演歌ベスト20

※㉛オリコン
演歌＆歌謡スペシャル2020 

年間TOP100
（～8:00）3

インフォメーション ベストヒット演歌 
⑫坂本冬美 ⑲三山ひろし

㉖森進一

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

※④オリコン演歌＆歌謡
スペシャル2020
年間TOP100

演歌新曲ファイル 
※⑬㉗歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20
※①昭和・平成・令和　

時代を超えた名曲コンサート

聴かせて！
あなたのリクエスト 
新曲・名曲・ヒット曲

※③明日へつなげるコンサート 南相馬市 
5:00～五木先生の歌う！SHOW学校 
超拡大版スペシャル （～6:15） 
※⑰＜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

特選！ ヒット演歌
※②6:00～ 島津亜矢　
SINGER in 東京オペラシティ
※⑯三山ひろし×純烈LIVE
6:30～ 三山ひろしの「歌い継ぐ！昭
和の流行歌」
※㉚宮本隆治の歌謡ポップス☆一番
星コンサート 
6:15～宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星コンサート2016(～8:15)

6 列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

⑦純烈コンサート2020 YOU 
ARE MY SUNSHINE!!!!

『追われる者より追う者が強い
んじゃ!』
⑭小林幸子 世界遺産「薬師寺
」復興祈願コンサート
㉑鳥羽一郎 35周年記念コン
サート
㉘市川由紀乃 オン・ステージ
～令和の夢～

艶歌 -ENKA- <60分>
※①布施明 デビュー50周年

記念コンサート （～8:15）
※⑮五木先生の

歌う！SHOW学校
※㉙＜歌謡決定版＞

艶歌 -ENKA- <60分>
※③6:15～ 島津亜矢

SINGERコンサート2018
（～7:45）

※㉔紡ぐ詩。繋ぐ歌。
～林部智史 新たな挑戦～

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

レッツゴーヤング 列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC
※㉗紡ぐ詩。繋ぐ歌。～林部

智史 新たな挑戦～

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

②8:00～ 由紀さおり 50年記
念コンサート2019“感謝”

（～10:00）
⑨島津亜矢リサイタル2015 
ありがとう（～9:30）
⑯7:30～ 長山洋子特集 ベス
トヒット演歌
8:30～MV特集（～10:30）
㉓ザ・タイガース 
世界は僕らを待っている
8:30～レッツゴーヤング

（～10:45）
㉚8:15～青春ソングスミニ
8:30～懐メロドライブ

③7:45～徳永英明「25th 
Anniversary Concert Tour 
2011 VOCALIST & BALLADE 
BEST FINAL」（～10:00）
⑩MV特集（～9:00） ⑰五木ひろ
しの異次元ライブ2020～歌で伝
えたかったこと ～Part１
㉔TULIP Someday 
Somewhere （～8:15）

 僕たちの青春ソングス
※⑦純烈とバーチャルデートだ

よ！「蜜ディス！蜜ディス！」僕たちの青春ソングス ミニ

8 懐メロ♪ ドライブミュージック
※①8:15～ ザ・スター 岩崎宏美スペシャル （～9:45）

⑩9:00～ MV特集
⑰五木ひろしの異次元ライブ
2020～歌で伝えたかったこと
～Part２
9:00～ MV特集
㉔8:15～ TULIP コレクショ
ン
9:15～ 80年代女性アイドル
ソングSP 松田聖子
㉛MV特集

9
④80年代女性アイドルソング 

中森明菜ベスト20
⑪MUSIC JUNCTION

10:00～ オフコース 
1982・6・30 武道館 コンサート

（～11:45）
⑱80年代女性アイドルソング 

小泉今日子ベスト20
㉕筒美京平コレクション

10:00～ 松本隆コレクション
（～11:00）

MV特集 
※㉖TULIP コレクション

9:30～ MV特集

⑥⑳ポップジャム
9:45～MV特集

⑬㉗MV特集 （～11:00）
MV特集

MV特集
※㉙TULIP 

Someday Somewhere
（～10:15）

MV特集
※⑨9:30～10:30
※②10:00～ポップジャム

（～1:00）
※⑯10:30～70's80's JUKEBOX
(～11:30)
※㉓10:45～沢田研二ベスト
テン（～11:45）10 ツメ折り！

カセットソング
70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

①ポップジャム （～1:00）
㉒10:30～ i☆Ris 4th 

Anniversary Live
～418～（～1:15）

㉙10:15～ 70/80年代女性
アイドルソング 財津和夫 作品集

11:15～MV特集
11:30～ 松本隆 原作・音楽・

監督映画『微熱少年』
（～1:30）

ツメ折り！カセットソング
※③ポップジャム （～1:00）

※㉔10:45～ MV特集

MV特集

11 MV特集 J-POP ライブラリー
80年代女性アイドルソング

ベストテン
⑦ 河合奈保子 ⑭柏原芳恵

㉑菊池桃子 ㉘松本伊代

⑨11:30～70's80's JUKEBOX
（～1:30）
⑯11:30～ 僕たちの青春ソン
グス
0:00～ 80年代女性アイドル
ソング アラカルト （～2:00）
㉓11:45～MV特集
0:00～CAR＆DRIVE MUSIC
㉚ポップス＆ロック1988
ライブスペシャル
0:45～青春ソングス ミニ

⑩ツメ折りカセット(～1:00)
⑰㉛ポップジャム

11:45～MV特集(～2:00)
※㉛0:00～SHOW-YA 

HARDEST ROCK(～1:30)
㉔ザ・タイガース 世界は僕ら

を待っている
0:30～青春ソングス

僕たちの青春ソングス
※⑪11:45～オフコース コレクション

0
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

※⑪0:45～MV特集

懐メロ♪
ドライブミュージック CAR and DRIVE MUSIC クロスカヴァー・ソングショー 70's80's JUKEBOXシリーズ　

野球選手の歌

1

懐メロ♪ ドライブミュージック
※⑪バンもん！のうぉーうぉーPLUS
◇WOWOW PLUS MUSIC
※㉕真っ白な詩 ～僕たちは強く生き
る～◇WOWOW PLUS MUSIC

MV特集
㉖ACE COLLECTION◇
WOWOW PLUS MUSIC

MV特集
⑦バンもん！のうぉーうぉーPLUS◇

WOWOW PLUS MUSIC
㉑ACE COLLECTION◇
WOWOW PLUS MUSIC

⑭㉘MV特集

僕たちの青春ソングス
※①MV特集

※㉒1:15～ 僕たちの青春ソングス 
ミニ

②MV特集 （～3:00）
⑨1:30～ 僕たちの青春ソングス

㉓㉚MV特集

③MV特集 （～3:00）
⑩だからここに来た! -全日本フォー
ク・ジャンボリーの記録- （～2:30）
㉔浜田麻里　Beyond Tomorrow 
Tour’91～’92 “TOMORROW”

ぐっ！ジョブ 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郷土劇場「芸能の広場」

(～2:30)
きらり九州

湯めぐり鉄道
～温泉といやしの旅～

※①新春狂言「釣狐」 （～2:30）

⑰懐メロ♪ ドライブミュージック
㉛真っ白な詩 ～僕たちは強く生きる

～◇WOWOW PLUS MUSIC

2 クロ女子白書 OKINAWA MONDE W・
ALKER

いわさき白露シニアゴルフトーナメン
ト2020

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 ※⑧ （～2:30）
2:15～山日和※㉒世界ローカルナビ（～2:25） 
2:20～世界ローカルナビ※㉒2:25～ 山日和

風男塾ってどんな塾？◇
WOWOW PLUS MUSIC

J-POP ライブラリー
※⑩2:30～ 僕たちの青春ソングス

※㉔2:15～ MV特集
2:30～ 僕たちの青春ソングスインフォメーション 懐メロ♪ ドライブミュージック

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。
1/6 深夜3:55～4:00 スカパー！（329ch）
1/13 深夜3:55～4:00 スカパー！（329ch）

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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