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3ヵ月連続特集 第 3 弾

三山ひろし落語

〜日本の伝統芸に挑む〜

May

まるごと1日80 年代アイドル特集！
松田聖子 河合奈保子 中森明菜 ほか

H I D E K I

西城秀樹
＠アースコーポレーション

飯尾和樹とコムアイの音楽クエスト

▼

NTV 紅白歌のベストテン

▼

レッツゴーヤング

▼

S P E C I A L

スペシャル

S A I J O

H I D E K I

S A I J O

S P E C I A L

西城秀樹 スペシャル
無類のスター西城秀樹の偉大な功績を振り返り、在りし日の姿を届ける特集放送！
＠アースコーポレーション

NTV紅白歌のベストテン

新番組

5/3（月・祝）

「紅白歌合戦を毎週お茶の間に」
という発想
から始まった、当時としては画期的かつ異色
の音楽番組！アイドルスターの西城秀樹、野
口五郎、松田聖子、河合奈保子らが出演し、
歌唱＆爆笑トークを繰り広げます。西城秀樹
は新幹線を模したスペシャルセットの上で、
オフコースのカヴァー曲
「眠れぬ夜」
を熱唱！

よる8時 ほか

（日本テレビ放送日：1981 年 2月9日）

（C）NTV

５月からスタートする新番組！略して
「音クエ」
！
この番組では、MC 飯尾和樹（ずん）
とコムアイ
（水曜日のカンパネラ）
が日本のミュージッ
クシーンに影響を与えたアーティストや出来事をピックアップ。毎回、多彩なゲストを招き
ミッションを解き明かす音楽トークバラエティ！
MC 独自のコーナーも展開、見逃せません！

5/16（日）

＜司会＞堺正章／榊原郁恵
＜出演＞西城秀樹／野口五郎／
松田聖子／河合奈保子／
柏原よしえ／ゴダイゴ ほか

レッツゴーヤング

#3

5/3（月・祝）

ひる0時 30分

午後6時 ほか

西城秀樹出演回をお届けします！
＜西城秀樹歌唱曲＞
♪南十字星 ♪それ行けウィークエンド
（WORKING FOR THE WEEKEND）

5月は、西城秀樹を大特集！山口智充、松岡充を
ゲストに迎え、西城秀樹の
「初」伝説やここでしか
観られない内容を盛り沢山でお届けします。

©NHK

（NHK 放送：1982 年 4月25日）

LARGE

工藤静香

3ヵ月連続特集 第3 弾

「静香のコンサート'90春」
5/3（月・祝）

SMALL

よる10時 30分

◆再放送 5/21（金）
よる11時30分
紺色：C100M90

1990 年に東京・NHKホールで開催されたコ
ンサートの模様を放送。1987 年にソロデ
ビューし、チャート１位を獲得した
「禁断のテ
レパシー」、初めて中島みゆきに歌詞提供を
受けた
「FU-JI-TSU」、NHK紅白歌合戦に初
出場した
「MUGO・ん…色っぽい」、平成最
初の1 位曲
「恋一夜」、6 週連続 1 位を獲得し
た
「黄砂に吹かれて」
など、次々と生み出され
たヒット曲を完全網羅！人気実力を兼ね備え
たスーパーアイドル工藤静香、その勢いを記
録した必見 LIVEをお届けします！

オレンジ：M85Y100

©PONY CANYON INC.

工藤静香 ミュージックビデオ特集
5/3（月・祝）

深夜0時30分 ほか

1987 年のソロデビューから大ヒットを飛ばし続け、2021 年
にはその一翼を担った中島みゆきのカバーアルバムも発売し
た彼女のヒットナンバーをミュージックビデオでお届けします。
＜紹介曲＞♪メタモルフォーゼ ♪Ice Rain ♪激情 ほか

5/30（日）

午後6時

三山ひろしが日本の伝統芸能である落語に挑戦！
約 1ヵ月にわたり本気で取り組む姿から落語披露までを完全ドキュメントで放
送します。さらに歌唱コーナーでは最新曲
「谺−こだま」
のほかカバー曲もたっ
ぷりとお届けします。
＜出演＞三山ひろし／立川志の春

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〜

5月5日（水・祝）は
五木ひろし出演番組を
連続放送！

#208 5/14（金） 午後6時 ほか
岩崎宏美スペシャル
（後編）

今、若者たちに再注目されている
「昭和の歌
謡曲」の話題から、岩崎宏美の歌手人生を語
る上で欠かせない作曲家・筒美京平の楽曲の
魅力について伺います。さらに、観客や熱烈な
親衛隊の大声援の中で披露したLIVEステージの模様や、代表
曲と共に今の時代だからこそ聴いてほしい1 曲を披露します。

＜紹介曲＞♪聖母たちのララバイ ♪私たち ♪太陽が笑ってる ほか

#209 5/28（金）

山川豊

午後6時 ほか

2021 年にデビュー40 周年を迎えた山川豊が
登場！デビュー曲「函館本線」から数々のヒッ
ト曲を持つ山川豊の音楽人生を振り返ります。
また、今、力を入れて歌い続けている男の生き様を描いた最新曲
も紹介。スマホやYouTubeなど最近の活動についても伺います。
＜紹介曲＞♪しぐれ川 ♪あの日の花火 ♪拳

テレサ・テン
コンサート・ライブ
5/8（土）

午後 4 時

毎回1組の演歌男子をピックアップし、
番組独自のテーマでLIVEステージをお届け！

5/23（日）

午後 6 時

◆再放送 5/28
（金）
午後2時
午後1時 30 分

#216

今年デビュー10 年目を迎え
た新世代歌謡グループ はや
ぶさが、『デュエットソング』
をテーマに昭和の人気定番
ソングを披露。さらに
「酔わ
せて朝まで」
「ロマンティック
東京」ほかオリジナル曲も
たっぷりとお届けします。

演歌の花道

（テレビ東京放送日：
1991年10月6日）

午後2時 30 分

#225 （テレビ東京放送日：
1992年2月2日）

五木ひろしメモリアルコンサート
70yearsさらなる挑戦

午後5時

五木ひろしコンサート

〜よこはま・たそがれから40年の熱唱〜

午後6時 30 分

芸能生活５５周年記念

『五木ひろしスペシャルコンサート
〜紅白歌唱全４１曲の軌跡〜』

5/7

の

（金）

祝！Birthday！
の誕生日に出演
番組を連続放送！

林部智史
午後6時

＜歌唱曲＞ ♪浪花恋しぐれ ♪東京ナイト・クラブ
♪昭和枯れすゝき ♪カナダからの手紙 ほか

はやぶさの礎

〜ぼくらはこうして始まった〜

5/28（金）

5/31

午後1時 30 分

祝！Birthday！

山内惠介の誕生日に出演
番組を連続放送！

の

（月）

紡ぐ詩。繋ぐ歌。
〜林部智史 新たな挑戦〜

アジアの歌姫として、全世界の
人々から愛され続けているテ
レサ・テン。1985 年にNHK
ホールで開催された貴重なコ
ンサート映像をお届けします。

よる7時

紡ぐ詩。繋ぐ歌。
それから〜林部智史の今〜

＜歌唱曲＞
♪空港 ♪船歌 ♪つぐない ほか

よる7時30分

林部智史 ミュージックビデオ特集

Ⓒユニバーサル ミュージック

Ⓒ NHK

よる7時

Ⓒ NHK

よる7時45分

#146

#20

NHK歌謡コンサート 五木先生の歌う！SHOW学校

（NHK放送日：2010年8月31日）

（NHK放送日：2018年8月21日）

こちらもチェック➡

山内惠介特集 ベストヒット演歌

5/4（火・祝）午前9時 ほか

及川光博

踊っていただけますか？
5/29（土）

よる9時

1997年8月29日、
お台場に設けら
れた
「レインボー
ステージ」
にて繰
り広げられた絢
爛豪華なライヴ
から、シングル曲
はもちろんのこと
ライヴならでは
の人気曲を含ん
だ全7曲をセレク
ト。王子ミッチー
の魅力満載 ! 才
能大爆発 ! この
総合芸術とも呼
ぶべきスペシャル
なパフォーマンス
は必見！
Ⓒユニバーサル ミュージック

＜歌唱曲＞♪三日月姫 ♪その術を僕は知らない[E]
♪モラリティー ♪死んでもいい ♪S-D-R ほか

Ⓒ NTV

Ⓒ NTV

5月3日
（月・祝）

まるごと1日

80年代アイドル特集！
Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

午前9時

THE CHECKERS

CHRONICLE 1985 I Typhoon TOUR

1985 年に西武球場で開催されたライブ

CAR and 7
DRIVE MUSIC
よる

時 ほか

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＞CITROËN C3

#64 5/4（火・祝）
#65 5/11（火）
#66 5/18（火）
#67 5/25（火）

ＮＴＶ紅白歌のベストテン

CYNHN
オトナM!LKへ
〜青写真を描く〜 ご招待♡
【アーティスト】

CYNHN

レッツゴーヤング 6話連続放送

#2

（日本テレビ放送日：
1981年2月9日）

＜出演＞ 野口五郎／西城秀樹／松田聖子／河合奈保子

よる9時

WOW!iSM ―ART!ST―

【アーティスト】

午前11時

よる8時

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
『 L!VE 』
『 SPEC!AL 』の３つ
嘆されるアーティストたち。『 ART!ST 』
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。

Ⓒ NHK

＜出演＞ 松田聖子／中森明菜／西城秀樹／田原俊彦／近藤真彦／野口五郎 ほか

毎週火曜

Ⓒ Groupe PSA Japan

Ⓒ NTV

松田聖子、河合奈保子、中森明菜、工藤静香、野口五郎、
西城秀樹、チェッカーズほか人気アイドル大集合！

深夜1時

M!LK

5/30（日）

#12 中森明菜スペシャル回 （NHK放送日：1986年9月7日）
#11 中森明菜、柏原芳恵 ほか （NHK放送日：1986年12月7日）

5/7（金）

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

TRF

ほか

ヤングスタジオ１０１

#4

深夜1時 ほか

ミュージックビデオ特集
5/19（水）

よる10時 30分

工藤静香「静香のコンサート'90春」

そのほか、
「80年代女性アイドルソング アラカルト」
「80年代女性アイドル
ソング・ベスト100」など、1日まるごとアイドル特集をお送りします。

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。

よる 8 時

1993 年のデビュー以降、
パワーあふれる歌とダン
スで瞬く間に日本の音楽
シーンを席巻し、人々に愛
され 続 けている彼らの
数々のヒット曲をミュー
ジックデオでお届けします。

月

火

水

3・10・17・24・31

4・11・18・25

6

～懐かしい歌 彩る情景～

知里のミュージックエッセンスPartII

7
8
9
10
11
12
1
2
3

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

うた紀行

車で旅する歌謡曲

わが心の演歌

歌謡決定版

※③80年代女性アイドルソング
アラカルト
9:00～THE CHECKERS
④山内惠介特集 ベストヒット
CHRONICLE 1985 I Typhoon’TOUR 演歌 ⑪香西かおり特集 ベス
（～10:30）※⑩歌謡決定版
トヒット演歌 ⑱㉕歌謡決定版

歌謡決定版

演歌新曲ファイル

※③インフォメーション
※⑪演歌の花道
11:00～ レッツゴーヤング ※㉕聴かせて！あなたのリクエ
（～3:30）
スト 新曲・名曲・ヒット曲

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版

インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

列車で旅する歌謡曲～

⑥⑳聴かせて！
あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲
⑬㉗演歌新曲ファイル
きよしとこの夜

※⑳香西かおり特集
ベストヒット演歌

USEN
演歌ベスト20

ベストヒット演歌
⑥森進一 ⑬三山ひろし
⑳川中美幸 ㉗吉幾三

歌謡決定版

列車で旅する歌謡曲

※㉛NHK歌謡コンサート
7:45～ 五木先生の歌う！
SHOW学校（～8:30）

③NTV紅白歌のベストテン
9:00～ ヤングスタジオ１０１
（～10:30）
⑩⑰㉔MV特集
㉛8:30～ 山内惠介特集 ベス
トヒット演歌
9:30～ 僕たちの青春ソングス

歌謡決定版

6:15～ NHK歌謡コンサート
（～7:00）㉖きよしとこの夜

歌謡決定版

11
0
1
2
3

ミュージック・シャワー

OKINAWA MONDE W・ALKER

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

USEN
演歌ベスト20

CAR and DRIVE
MUSIC

日

2・9・16・23・30
政経マネジメント塾

さつま狂句
山日和～6:50世界ローカルナビ
～7:00若っ人ランド※①若っ人 ベストヒット演歌 ②北島三郎
ランド
（～8:00）
※6:50⑧㉒いわ ⑨坂本冬美 ⑯増位山太志郎
さき白露ゴルフ
㉓椎名佐千子 ※㉚歌謡決定版

歌謡決定版

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

インフォメーション

時代を映す名曲アルバム

歌謡決定版
歌謡決定版

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30
※⑨歌謡決定版

インフォメーション

NHK歌謡コンサート

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 ⑧香西かおり特集
※⑦紡ぐ詩。繋ぐ歌。それか ベストヒット演歌
ら～林部智史の今～
⑮艶歌 -ENKA- <60分>
7:30～ 林部智史 ミュージッ ㉙7:45～ MV特集
クビデオ特集
⑦レッツゴーヤング
⑭ヤングスタジオ１０１
㉑ジャストポップアップ
㉘ポップジャム

MV特集
⑫MISIA
⑲TRF 8:30～レベッカ
㉖工藤静香
8:30～大江千里

MV特集

①本人歌唱セレクション

②グループサウンズ THE G.S（～8:00）

宮本隆治の
6:30～鉄道歌浪漫（～8:00） ⑨ジャッキー吉川＆ブルーコメッツ コ
歌謡ポップス☆一番星 ⑮坂本冬美「いい女になりたいコ ンサート（～8:00）⑯飯尾和樹とコム

※⑦紡ぐ詩。繋ぐ歌。 ンサート'90 いまわたしは炎です」アイの音楽クエスト㉓演歌男子。
～林部智史 新たな挑戦～ ㉒6:30～ 川中美幸 コンサート LIVEシリーズ「はやぶさのデュエ
2010（～8:00）㉙6:15～市川由紀乃ットソング」㉚三山ひろし落語
※㉑演歌の花道
リサイタル 2019（～7:45）
～日本の伝統芸に挑む～
⑯NTV紅白歌のベストテン ㉓
70's80's JUKEBOX ～カテゴ
リ別 名曲プレイリスト～ ㉚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」

①㉒MV特集 ⑧CRAZY
ツメ折り！カセットソング
KEN BAND ＊ NOW at 日
※⑯野口五郎 50th Anniversary
本武道館 20201030
『GO ROAD 光の道へ』
⑮タケカワユキヒデ
CONCERT'88 東京郵便貯
金ホール ㉙飯尾和樹とコムア
イの音楽クエスト
ポップジャム
9:00～ 及川光博 踊っていた ※㉓㉚ジャストポップアップ
だけますか？ 9:45～ 僕たち
の青春ソングス ミニ
MV特集

MV特集

MV特集

70年代女性
アイドルソング
ベストテン

Ｕ字工事の旅！発見

さつま狂句 2:15～ ⑦㉑世界ローカル
ナビ 2:25～山日和 ⑭㉘いわさき白露
ゴルフ2:25～山日和

⑦天地真理
10:00～ アグネス・チャン
11:00～山口百恵
0:00～桜田淳子
MV特集
1:00～ オトナM!LKへご招待
③10:30～ 工藤静香「静香の
◇WOW!iSM―ART!ST―
コンサート'90春」
（～0:30）
⑭あなたが選ぶ 女性アイドル
MV特集
MV特集
ソング・ベスト１００
1:00～ 懐メロ♪ ドライブミュ
ージック
70's80's JUKEBOX ～カテ
70's80's JUKEBOX
J-POP ライブラリー
ゴリ別 名曲プレイリスト～ ツメ折り！カセットソング
～私たちが選ぶこの10曲～ ㉑80年代女性アイドルソング
河合奈保子ベストテン
10:00～ 中山美穂ベスト20
11:30～ 工藤静香「静香のコ
THE SOLAR BUDOKAN 2020
ンサート'90春」
⑤70/80年代 シティ・ポップ
⑯奥田民生 SPECIAL
しゃべくりDJ 大槻ケンヂのミ ㉘70/80年代女性アイドルソ
の名曲 ベスト100
CAR and DRIVE MUSIC
㉓10-FEET SPECIAL ㉚ヤバイ
ュージックアワー！！
ング 中島みゆき 作品集
※③0:30～ 工藤静香
懐メロ♪ ドライブミュージック ⑫オフコース コレクション
Tシャツ屋さん ※②松本隆 原作・
※⑬浅香唯
10:00～竹内まりや 作品集
⑲松本隆コレクション
ミュージックビデオ特集
音楽・監督映画『微熱少年』
（～2:00）
※㉗浅香唯＆大槻ケンヂ 11:00～ THE CHECKERS
㉖筒美京平コレクション
※⑨the
pillows「LOSTMAN GO
①70's80's JUKEBOXシリー
CHRONICLE 1985 I
（～2:30）
ズ Ｂ面コレクション
（～4:00）TO BUDOKAN」
Typhoon’TOUR
⑧伊藤銀次・杉真理・サーカス・
懐メロ♪ ドライブミュージック
0:30～ 藤井フミヤ ミュージッ庄野真代 LIVE Light Mellow ⑯ストレイテナー SPECIAL
懐メロ♪ ドライブミュージック ※⑪オトナM!LKへご招待◇
懐メロ♪ ドライブミュージック
クビデオ特集
Vol.1
in THE SOLAR BUDOKAN
WOW!iSM―ART!ST―
2:00～ J-POP ライブラリー 2020 ㉓MV特集
⑮㉙MV特集
㉚CYNHN ～青写真を描く～
⑤⑲政経マネジメント塾
絶景ニッポン
ナンデモ特命係
※㉒1:00～MV特集
◇WOW!iSM―ART!ST―
ぐっ！ジョブ
きらり九州
発見らくちゃく！
～四季彩パレット～
⑫㉖郷土劇場「芸能の広場」
（～2:30）

MV特集

10

土

1・8・15・22・29

演歌新曲ファイル※⑭聴かせ
オリコン
て！あなたのリクエスト
オリコン
※㉘はやぶさの礎
演歌＆歌謡
演歌＆歌謡
2:00～演歌男子。LIVEシリーズ
USEN
TOP30
歌謡決定版 「はやぶさのデュエットソング」
TOP30
※⑧歌謡決定版
※⑳宮本隆治の歌謡ポップス 3:00～ 演歌の花道
演歌ベスト20
※⑤演歌の花道
☆一番星
2:30～ 五木ひろしメモリアル
インフォメーション
コンサート 70yearsさらなる
①宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
挑戦
⑧テレサ・テン コンサート・ライブ
5:00～ 丘みどり リサイタル2018
（～7:00）⑮昭和・平成・令和 時代
インフォメーション
を超えた名曲コンサート㉒五木先生
USEN
の歌う！SHOW学校 超拡大版スペ 演歌新曲ファイル
シャル 5:15～きよしとこの夜 ※⑨㉓聴かせて！あなたのリク
⑤五木ひろしコンサート～よこ
演歌ベスト20 （～6:30）
㉙ビッグショー 八代亜紀 エスト 新曲・名曲・ヒット曲
はま・たそがれから40年の熱
4:45～ふたりのビッグショー 青江
唱～ ⑫小林幸子 世界遺産
三奈＆八代亜紀
「薬師寺」復興祈願コンサート
5:30～ふたりのビッグショー 八代
⑲宮本隆治の歌謡ポップス☆
亜紀＆藤圭子（～6:15）
一番星コンサート

⑤五木ひろしスペシャルコンサート
～紅白歌唱全４１曲の軌跡～（～9:00）
⑫演歌の花道
㉖本人歌唱セレクション

7

金

7・14・21・28

インフォメーション

6

9

カラオケ
人気ソング◇
歌謡決定版

木

6・13・20・27

NHK歌謡コンサート

※③80年代 女性アイドルソン
グ・ベスト１００
（～8:00）

8

70's 80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～

インフォメーション

4
5

5・12・19・26

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

インフォメーション

2021

5

[ 番組表 ]

特番・新番組
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。
5/11 深夜1時～翌朝6時 J:COM 川越局
5/19 深夜1時～翌朝6時 J:COM 港・新宿局

懐メロ♪ ドライブミュージック

J-POP ライブラリー

インフォメーション

お問い合わせ

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

-017-329
0570https://www.kayopops.
jp/

PHS・I P 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）

