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4月9日は関連番組を5時間連続放送！
ヤングスタジオ１０１
中森明菜特集
三山ひろし 3ヵ月連続特集 第2弾

三山ひろし×立川志の春 
落語対談

タケカワユキヒデ
CONCERT'88 
東京郵便貯金ホール

特番



岩崎宏美
45周年記念スペシャル

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～
1975年に「二重唱（デュエット）」でデビュー。
2020年に45周年を迎えた実力派女性シンガー・
岩崎宏美が「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～」に初登場！
これまで歌い続けてきた彼女の軌跡を代表曲とともに
前・後編の2回にわたり振り返ります。

5月は岩崎宏美スペシャル（後編）を放送。お楽しみに！

思い出深いレコードジャケットの話、カバー曲としても人気の代表
曲、NHK紅白歌合戦や日本レコード大賞での歌唱も話題となった
名曲、さらに大ファンだというさだまさしが手掛けた曲も披露します。
＜紹介曲＞♪思秋期 ♪すみれ色の涙 ♪残したい花について

午後6時 ほか4/23（金） 
#207 岩崎宏美スペシャル（前編）

作詞家・阿久悠との記念曲制作時のエピソードや、構想32年という壮大な作
品「X -Cross-」シリーズで手掛けるコラボ企画など、名だたる作詞家、作曲家、
ジャンルを超えたアーティストと作り上げる石川さゆりの歌世界に迫ります。
＜紹介曲＞♪転がる石 ♪暗夜の心中立て ♪あぁ…あんた川

午後6時 ほか4/9（金） 
#206 石川さゆりスペシャル（後編）

70年代女性アイドルソング 岩崎宏美ベストテン

「ロマンス」「思秋期」ほか岩崎宏美のヒット曲をお届け。
＜紹介曲＞♪二重唱(デュエット) ♪ロマンス ♪思秋期 ♪シンデレラ・ハネムーン 
♪聖母たちのララバイ ほか

よる8時30分4/25（日） 

デビュー記念日の4/25には岩崎宏美関連番組を放送！
ザ・スター 岩崎宏美スペシャル

1981年～83年にかけてフジテレビで放送さ
れた伝説の音楽番組「ザ・スター」を放送！
（フジテレビ放送日：1983年4月30日）

よる7時4/25（日） 

Ⓒフジテレビジョン

石川さゆりスペシャル（後編）

ヤングスタジオ１０１
中森明菜特集

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～

立川志の春

LARGE

紺色：C100M90
オレンジ：M85Y100

SMALL

三山ひろし×立川志の春 落語対談

午後6時
4/25（日） 

三山ひろしが日本の伝統
芸能である落語のいろは
を一から学ぶ特別番組。
落語の定義や種類、噺の
構造から覚え方まで落語
家 立川志の春とともに
対談形式でお届けします。

＜出演＞

三山ひろし
立川志の春

人気歌手・三山ひろしを3ヵ月連続で特集。
三山ひろしの魅力を様 な々角度からお届けします。

三山ひろし
3ヵ月連続特集  第2弾

＜歌唱曲＞♪LA BOHEME（ラ・ボエーム）  ♪TWIST OF FATE-運命のいたずら-  
♪ロンリー・ジャーニー ♪赤い鳥逃げた ♪DREAMING  ♪予感  ♪ジプシー・クイーン

（NHK放送日：1986年9月7日）よる8時#12 4/9（金） 
中森明菜スペシャル回を放送！

そのほか関連番組を5時間連続放送！

＜歌唱曲＞♪スマイル・フォー・ミー ♪トワイライト－夕暮れ便り－

（NHK放送日：
1983年7月24日）よる8時45分#8 4/9（金） 

レッツゴーヤング

ⒸNHK

Ⓒ NHK

よる9時30分 ほか4/9（金） 
80年代女性アイドルソング 中森明菜ベスト20

代表的なシングルヒット曲を番組独自に選定し、その20曲をたっぷりお届けします。

よる11時#1 4/9（金） 深夜0時#2 4/9（金） 
80年代女性アイドルソング 中森明菜 アルバム･コレクション

1982年～89年の間に発売したオリジナル・アルバムの収録曲から、番組が選んだ隠れた名曲や人気曲などのリコメンド・トラックを紹介。三山ひろしが
落語に挑戦！

予告第3弾

4月より
放送時間が

金曜日の午後6時に
変わりました。



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。

2021年4月1日にデビュー45年を迎えるゴダイゴ、
タケカワユキヒデの貴重映像を放送

1985年のゴダイゴ解
散後、タケカワユキヒデ
の初のソロライブ。
「TRY」「MIDNIGHT 
MOVIE」「KEEP ON 
DREAMING」など、ゴ
ダイゴとは違った魅力
溢れる楽曲の数々。ア
ルバム「I LOVE YOU」
発表前の貴重なステー
ジ映像をお届けします。

4/11（日）
よる7時45分

よる10時 Augusta Family ミュージックビデオ特集
よる11時 さかいゆう Touch The Soul
深夜1時 さかいゆう AugustaとNew Normal

4/4（日）

よる10時 山崎まさよし AugustaとNew Normal
よる10時30分 山崎まさよし/Augusta Camp Special Selection

4/18（日）

よる10時 Augusta Camp 2020
4/25（日）

よる10時 秦基博 AugustaとNew Normal 
よる10時30分 秦基博/Augusta Camp Special Selection
よる11時30分 スキマスイッチ AugustaとNew Normal
深夜0時 スキマスイッチ/Augusta Camp Special Selection

4/11（日）

WOW!iSM ―SPEC!AL―

WOW!iSM ―ART!ST―

魅力あふれるパフォーマンス、独自の個性で、観客から「ワォ！」と感
嘆されるアーティストたち。『ART!ST』『L!VE』『SPEC!AL』の３つ
の軸で、歌手、バンド、ダンサー、アイドル、声優など、ボーダレスな
現代音楽シーンで輝きを放つアーティストを特集するシリーズ。

NEW! 東京女子流 
CONCERT*07「10年目のはじまり」

4/18（日） 深夜0時
2010年にメジャーデビューしたガー
ルズグループ、東京女子流。デビュー
10年目の令和元年に中野サンプラザ
で開催された記念ライブをお届け。 
＜曲目＞♪雨と雫 ♪kissはあげない 
♪ヒマワリと星屑 ほか

#1  4/25（日）
深夜1時スタート！

NEW! CYNHN｠～青写真を描く～  

4人体制で再出発した女性ヴォー
カルユニット“CYNHN”。新体制で
迎える初めてのワンマンライブへの
“期待”と“不安”とは。等身大の
“今”を追う。

オトナM!LKへご招待♡  【アーティスト】M!LK
#2  4/9（金） 深夜1時 ほか

#3  4/23（金） 深夜1時 ほか

ヤなことそっとミュート「ミュートリップ」  
【アーティスト】ヤなことそっとミュート

#4  4/2（金）
深夜1時 ほか

タケカワユキヒデ 
CONCERT'88 
東京郵便貯金ホール

永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～ゴダイゴ特集

＜紹介曲＞♪ガンダーラ ♪モン
キー・マジック ♪ビューティフル・
ネーム ♪銀河鉄道 999 ほか

ゴダイゴが「愛の３イヤーズ」を披露。

永遠のロッカーたち
ゴダイゴ
#13 4/11（日） 午後6時45分

レッツゴーヤング
#34 4/11（日） 午後6時

4/11（日）
よる7時15分

ⒸNHK

紡ぐ詩。繋ぐ歌。
～林部智史 新たな挑戦～

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。
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・小椋佳の全曲書
き下ろしによるアルバム「まあだだよ」の制作に挑戦。

4/18（日） よる7時

紡ぐ詩。繋ぐ歌。
それから～林部智史の今～

「まあだだよ」リリース後の
林部智史に密着！アルバム
完成後に小椋佳と共演した
「おうちでコンサート」配信
LIVEの模様やオーケスト
ラ演奏でのコンサートの舞
台裏も撮影。林部智史のコンサートに懸ける想いに迫ります。

4/18（日） よる8時

＜出演＞

石川さゆり／森進一／前川清／香西かおりほか

（NHK放送日：1997年2月25日）#157  4/4（日）

＜出演＞

小林幸子／三波春夫／加山雄三／八代亜紀ほか

（NHK放送日：2000年4月4日）#158  4/11（日）

＜出演＞

藤澤ノリマサ／島津亜矢／北島三郎／小林幸子 ほか

（NHK放送日：2010年12月14日）#159  4/18（日）

＜出演＞

氷川きよし／市川由紀乃／神野美伽／クミコほか

（NHK放送日：2011年1月18日）#160  4/25（日）

ⒸNHKⒸ NHK

ベストヒット演歌

ヤングスタジオ１０１

山内惠介特集
4/2（金） 午後6時 ほか

＜紹介曲＞
♪風蓮湖 ♪冬枯れのヴィオラ 
♪さらせ冬の嵐 ♪残照 ♪古傷 ほか

デビュー20周年を迎えた山内
惠介を特集。20周年記念曲第
２弾として発表した最新曲「古
傷」もお届け。

ぜ～んぶ中澤卓也のBEST10
4/18（日） 午後6時 

歌手・中澤卓也の道程
4/14（水） あさ7時 

4/28（水） 午後5時 

仮装演歌男子。
～ヒーローたちの救世主伝説～

レギュラー放送再開！

「レッツゴーヤング」 「ポップジャム」 も継続放送中！！

「レッツゴーヤング」の後継
番組として80年代、当時の
中高生のハートをわしづか
みにした伝説の番組。4月
は中森明菜スペシャル回を
お送りします。

#12 4/9（金） よる8時

ジャストポップアップ

1988年から1991年まで
NHKで放送された若者向け
の音楽番組。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まで、ジャ
ンルを越えた音楽に、出演者
とのトーク

やメッセージを織り込んだスタジオ
ショー。４月は数々のアーティストに影
響を与えたLOUDNESSが登場！

#5 4/16（金） よる8時

#60  4/6（火）
#61  4/13（火）
#62  4/20（火）
#63  4/27（火）

よる7時 ほか毎週火曜

あこがれの「名車」と共に素
敵な「音楽」をお送りする、新
感覚の番組。＜今回の車＞
RANGE ROVER SPORT

Ⓒ JAGUAR LAND ROVER

CAR and 
DRIVE MUSIC

レギュラー放送
再開！

オーガスタファミリーのLIVE、
特別番組を一挙大放送！

ドキュメンタリー番組を連続放送

Augusta Special

豪華アーティストた
ちによるライブ、貴
重なコラボ、山崎ま
さよし25周年を祝
福する企画など、配
信ライブ映像に新
たな編集を加えた
特別プログラム。
＜出演＞

杏子／山崎まさよし／岡本定義(COIL)
あらきゆうこ／元ちとせ／スキマスイッチ
長澤知之／秦 基博／さかいゆう
浜端ヨウヘイ／竹原ピストル／松室政哉
DedachiKenta／Newcomer Act：FAITH
Okayuka

午後1時 ほか毎週日曜

ⒸNHK

【アーティスト】

CYNHN

（NHK放送日：1981年11月15日）

（NHK放送日：1986年9月7日）

（NHK放送日：1988年6月18日）
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[  番組表  ]

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

 日
4・11・18・25

6
うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～ 知里のミュージックエッセンスPartII 70's 80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

列車で旅する歌謡曲～
TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

ミュージック・シャワー OKINAWA MONDE W・ALKER
政経マネジメント塾

車で旅する歌謡曲 わが心の演歌 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

さつま狂句 6:45～山日和 6:50～ いわ
さき白露ゴルフ※⑰世界ローカルナビ

7
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

歌謡決定版
歌謡決定版

※⑭歌手・中澤卓也の道程

聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲

※①鉄道歌浪漫２
8:30～ 僕たちの青春ソングス 

※⑮演歌新曲ファイル
※㉙歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

若っ人ランド
ベストヒット演歌
④前川清 ⑪森進一

⑱三山ひろし ㉕増位山太志郎

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～

※③⑰⑱歌謡決定版

9
山内惠介特集 

ベストヒット演歌
※⑬㉗歌謡決定版

きよしとこの夜
※⑮五木先生の歌う！

SHOW学校
時代を映す名曲アルバム

インフォメーション

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

歌謡決定版

11 演歌新曲ファイル
※⑬宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星コンサート2016
※㉗聴かせて！あなたのリクエ
スト　新曲・名曲・ヒット曲

USEN
演歌ベスト20

ベストヒット演歌
①長山洋子 ⑮坂本冬美

㉙椎名佐千子
※⑧㉒歌謡決定版 歌謡決定版

12
①㉒演歌の花道 

⑧北島三郎特集 ベストヒット演歌 
⑮㉙宮本隆治の歌謡ポップス☆

一番星 インフォメーション

1 インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

NHK歌謡コンサート

USEN
演歌ベスト20 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

歌謡決定版

② ザ・スター 
内山田洋とクール・ファイブ

※⑨㉓演歌新曲ファイル
⑯㉚聴かせて！

あなたのリクエスト
2 USEN

演歌ベスト203 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

歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

③ザ・スター 北島三郎 ⑩石川さゆ
り10周年リサイタル 歌から詩へ 
5:15～ 歌手生活20周年記念 石
川さゆりリサイタル 道 （～7:00） 
⑰坂本冬美「いい女になりたいコン
サート'90  いまわたしは炎です」 
5:00～ 坂本冬美「リサイタル’94 
ずっと、あなたの冬美です」 （～6:15） 
㉔五木先生の歌う！SHOW学校 
超拡大版スペシャル 5:15～ 2018
福田こうへいコンサート IN 浅草
公会堂 ～真心伝心～ （～7:00）

④⑱演歌新曲ファイル
⑪㉕聴かせて！

あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲

インフォメーション

5 ⑦中村美律子デビュー30周年
記念コンサート～笑顔の先に～
⑭川中美幸 七変化！美幸一座
／オンステージ 人･うた･心
㉑演歌男子。LIVE TOUR 
2019「五周年ノ宴」
㉘仮装演歌男子。～ヒーロー
たちの救世主伝説～

歌謡決定版

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～ 
※②山内惠介特集 
ベストヒット演歌 
※⑯演歌の花道 

※㉚NHK歌謡コンサート
（～7:30）

③北島三郎特集 ベストヒット演歌
③⑩7:00～艶歌 -ENKA-<60分>

（～8:00）⑰6:15～坂本冬美
「10周年記念リサイタル」（～7:30）
㉔7:00～ 福田こうへい無観客 
ＬＩＶＥ２０２１－独唱－ あれから
１０年… （～8:30）

④ 島 津 亜 矢SINGERコンサート
2018（～7:30）⑪レッツゴーヤング 
6:45～永遠のロッカーたち（～7:15） 
⑱ぜ～んぶ中澤卓也のBEST10 
㉕三山ひろし×立川志の春 落語
対談 6:30～本人歌唱セレクション
～宮本隆治の歌謡ポップス☆一番
星～

7 列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 
CAR and DRIVE 

MUSIC
懐メロ♪ 

ドライブミュージック
CAR and DRIVE 

MUSIC
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC 

※㉚7:30～僕たちの青春ソングス

④7:30～ 鉄道歌浪漫
9:00～ ポップジャム
⑪7:15～永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～ゴダイゴ
特集 7:45～タケカワユキヒデ 
CONCERT'88 東京郵便貯金
ホール
⑱紡ぐ詩。繋ぐ歌。～林部智史 
新たな挑戦～
8:00～ 紡ぐ詩。繋ぐ歌。それ
から～林部智史の今～
8:30～ 鉄道歌浪漫２（～10:00） 
㉕ザ・スター 岩崎宏美スペシ
ャル 
8:30～ 70年代女性アイドル
ソング 岩崎宏美 ベストテン 
9:30～ MUSIC JUNCTION 

（～10:00）

③8:00～ 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 

（～10:00）
⑩8:00～MV特集（～10:00）
⑰7:30～坂本冬美「～歌の夢　
歌の旅～　Fuyumi Sakamoto 
25th Anniversary Live -My 
Favorite Songs-」
㉔8:30～艶歌 -ENKA- <60分>

8

MV特集 MV特集

ミュージックビデオ特集
⑦大江千里 8:30～渡辺美里

⑭MISIA  ㉑レベッカ 
8:30～ 大江千里 ㉘globe

MV特集

レッツゴーヤング
※⑨ヤングスタジオ１０１
※⑯ジャストポップアップ

※㉓ポップジャム
MV特集※⑨レッツゴーヤング（～9:30）

9
MV特集

②70年代 女性アイドルソン
グ・ベスト１００
⑨9:30～ 80年代女性アイド
ルソング 中森明菜ベスト20
11:00～ 中森明菜 アルバム･
コレクション
⑯70年代男性アイドルソング 
沢田研二ベストテン
10:00～ 郷ひろみベストテン
11:00～西城秀樹ベストテン
0:00～野口五郎ベストテン
㉓70/80年代女性アイドルソ
ング 吉田拓郎 作品集
10:00～ 松任谷由実（荒井由
実・呉田軽穂）作品集
11:00～来生たかお 作品集
0:00～ 宇崎竜童 作品集
㉚70年代女性アイドルソング　
アラカルト

⑰本人歌唱セレクション～宮本隆治
の歌謡ポップス☆一番星～

㉔レベッカ ミュージックビデオ特集 MV特集

10
MV特集

※⑩ツメ折り！カセットソング

④Augusta Family ミュージックビデオ
特集 ⑪秦基博 AugustaとNew Normal 
10:30～ 秦基博／Augusta Camp 
Special Selection （～11:30）
⑱山崎まさよし AugustaとNew Normal 
10:30～ 山崎まさよし／Augusta 
Camp Special Selection （～11:30）
㉕Augusta Camp 2020（～1:00）

11 70's80's JUKEBOX ～カテ
ゴリ別 名曲プレイリスト～ ツメ折り！カセットソング

J-POP ライブラリー
※㉑TM NETWORK ミュー

ジックビデオ特集

70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～
※①シティ・ポップの名曲 

ベスト100 

④さかいゆう Touch The Soul
◇WOWOW PLUS MUSIC
⑪スキマスイッチ Augustaと
New Normal 0:00～ スキマ
スイッチ／Augusta Camp 
Special Selection
⑱ 大江千里 ミュージックビデ
オ特集（仮）
0:00～東京女子流 
CONCERT*07「10年目の
はじまり」◇WOW!iSM ―
SPEC!AL― （～2:15）

0 CAR and DRIVE MUSIC
※⑤筒美京平コレクション 懐メロ♪ ドライブミュージック 70/80年代 シティ・ポップの

名曲 ベスト100 

しゃべくりDJ 浅香唯のミュー
ジックアワー！！

※⑧㉒しゃべくりDJ 大槻ケン
ヂのミュージックアワー！！

③THE CHECKERS 
CHRONICLE 1985 I 
Typhoon’TOUR 
1:30～MV特集 （～3:30） 
⑩MV特集 
⑰徳永英明「25th 
Anniversary Concert Tour 
2011 VOCALIST & 
BALLADE BEST FINAL」 
2:15～MV特集 
2:30～ 80年代女性アイドル
ソング 中森明菜ベスト20

（～4:00） 
㉔MV特集

1
懐メロ♪ ドライブミュージック

オトナM!LKへご招待 ◇
WOW!iSM―ART!ST―
※⑥ヤなことそっとミュート「ミュート
リップ」◇WOW!iSM ―ART!ST―
※⑳懐メロ♪ ドライブミュージック

懐メロ♪ ドライブミュージック
②ヤなことそっとミュート「ミュートリ
ップ」◇WOW!iSM ―ART!ST―
⑨㉓オトナM!LKへご招待 ◇
WOW!iSM―ART!ST―
⑯㉚懐メロ♪ ドライブミュージック

④さかいゆう Augustaと
New Normal 
1:30～ MV特集（～2:30） 
⑪80年代女性アイドルソング
SP 松田聖子 （～2:30）
㉕CYNHN ～青写真を描く～ 
◇WOW!iSM―ART!ST―ぐっ！ジョブ 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郷土劇場「芸能の広場」 （～2:30）
きらり九州 ※㉙京都・味の大
捜査線リターンズ （～2:30）

絶景ニッポン
～四季彩パレット～

2 雨ニモマケズ、 OKINAWA MONDE 
 W・ALKER

いわさき白露ゴルフ
2:10～世界ローカルナビ

2:20～ハワイ・ローカルトーク
Ｕ字工事の旅！発見

さつま狂句◇世界ローカルナビ 
2:25～ 山日和⑯㉚いわさき白露シニア
ゴルフトーナメント2020 2:25～ 山日和

⑱2:15～ MV特集
㉕僕たちの青春ソングス

インフォメーション インフォメーション3 J-POP ライブラリー
※③3:30～僕たちの青春ソングス

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。

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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