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熱唱！うた道

〈出演〉細川たかし／彩青 ほか
〈ナレーター〉中澤卓也

昌子・淳子・百恵 涙の卒業式
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Photo: 西岡浩記

吉 幾三 特集

老若男女問わず、多くの世代に支持される希代のエンターテイナー吉幾三！
6月9日に
『吉幾三のおもちゃ箱〜令和エディション〜』、7月28日に
『おとこ・達へ』
と、
特徴的な2枚のコンピレーションアルバムをリリースする等、
幅広い音楽性を持つ吉幾三の魅力を、5時間に渡りお届けします。

吉幾三コンサート 支えられて４０年
7/10（土）

午後4時

吉幾三のデビュー40 周年記念コンサート。「雪國」
「酒よ」
などのオリジ
ナル曲や名曲カバーもたっぷりお届けします。
＜歌唱曲＞
♪と・も・子・・・ ♪俺はぜったい！プレスリー
♪春夏秋冬 ♪三味線が渡った町がある ♪四季〜津軽〜
♪男酔い ♪涙そうそう ほか
Photo：中村吉伸

独占放送 吉幾三 ４５年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～
7/10（土）

午後5時 30分

2018 年に東京・ティアラこうとうで開催された芸能生活 45 周年記念ライ
ブ。構成・演出から歌唱曲まですべて吉幾三が作り上げた“吉幾三の集大
成”を放送。演奏は 20 名強のバンドに三味線や二胡、尺八が加わった迫
力の大編成でお届けします。 ＜歌唱曲＞ ♪酒よ ♪雪國 ♪酔歌 ♪津軽平野 ほか
Photo：西岡浩記

吉幾三特集 ベストヒット演歌

演歌の花道

7/10（土）

7/10（土）

よる7時 30分 ほか

ヒット曲をミュージックビデオでお届けします。
＜紹介曲＞♪俺ら東京さ行ぐだ ♪海峡 ♪酒よ ♪情炎 ♪ららばい
♪男うた ♪人生 ♪TSUGARU ♪百年桜 ほか

熱唱！うた道
7/17（土）

#216

よる8時 30分「ぬくもり秋ふたり」

（テレビ東京放送日： 1991 年 10月6日)

＜出演＞ 吉幾三／五木ひろし
＜歌唱曲＞♪酒よ／吉幾三、五木ひろし
♪酔歌 ♪女のかぞえ唄／吉幾三

昌子・淳子・百恵 涙の卒業式

出発 たびだち

よる7時 15分

7/23（金・祝）

歌うことが大好きな演歌ファンを
応援する音楽番組。ゲストに細川
たかしを迎え、大ヒット曲
「北酒
場」
のほか、歌い継ぎたい名曲をフ
ルコーラスで披露します。

よる7時 30分

＜出演＞細川たかし／彩青
＜ナレーター＞中澤卓也
＜MC＞ミッツ・マングローブ

（BSスカパー！放送日：2021 年 3月22日）

宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
コンサート2016

～演歌ちょいワルおやじスペシャル～

7/17（土）

午後5時 15分

細川たかし、堀内孝雄、鳥羽一郎、角川博ら演歌界の“ちょいワルおやじ”たち
が集結！生演奏による豪華歌唱ステージと、素顔に迫る爆笑トークを繰り広
げます。（2016 年 10月放送番組）
＜細川たかし歌唱曲＞♪浪花節だよ人生は ♪北酒場 ♪矢切の渡し ほか

細川たかし特集 ベストヒット演歌

7/30（金）

午後6時

ヒット曲をミュージックビデオで紹介。最新曲
「風雪よされ」
もお届けします！
＜紹介曲＞♪艶歌船 ♪北岳 ♪新・応援歌、いきます ♪冬嵐 ♪2020 イヨマンテの夜 ほか

スター誕生！でデビューし、1973 年に
「花の中 3トリオ」
と命名された、森昌子・
桜田淳子・山口百恵。1977 年 3月に日本武道館で開催されたトリオでの最後の
ジョイントコンサートの模様をおさめた1977 年公開の映画作品。
＜歌唱曲＞♪せんせい ♪おかあさん／森昌子
♪わたしの青い鳥 ♪夏にご用心／桜田淳子
♪ひと夏の経験 ♪横須賀ストーリー／山口百恵 ほか

ビッグショー 桜田淳子

7/23（金・祝）

よる8時 30分

当時 20 歳の桜田淳子が登場。デビュー初期の楽曲をメド
レーで歌うほか、中島みゆきの
「化粧」
のカバーも披露。

Ⓒ NHK

（NHK 放送日：1979 年 2月13日）

70年代女性アイドルソング 山口百恵ベストテン

7/23（金・祝）

よる9時 30分

＜紹介曲＞♪ひと夏の経験 ♪秋桜
♪いい日 旅立ち ほか

70年代女性アイドルソング 桜田淳子ベストテン

7/23（金・祝）

よる10 時 30分

＜紹介曲＞♪気まぐれヴィーナス
♪しあわせ芝居 ♪リップスティック ほか

LARGE

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

宮本隆治の

歌謡ポップスチャンネル開局25周年記念

聴きたい歌いたい名曲300選！

歌謡ポップス☆一番星
〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜

3時間特番

7/25（日）

午後6時 ほか

「オリコン演歌＆歌謡 TOP30」
のスペシャル版！
演歌・歌謡曲ジャンルの2021 年上半期のオリコンシングル
ランキング TOP30をカウントダウン形式で発表！ミュー
SMALL
ジックビデオを全曲フルコーラスでお届けします。
（集計期間：2021 年 1月4日付〜2021 年 7月5日付）

#212 7/9（金）

午後6時 ほか

今回は 2021 年 1月〜6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。
＜出演＞小林幸子／鳥羽一郎／市川由紀乃／川中美幸

椎名佐千子／松原のぶえ／石川さゆり／岩崎宏美
山川豊／中村美律子／原田悠里 ＜特別出演＞竜徹日記

ごごナマ ごごウタ
演歌歌謡曲の話題曲
をゲストのおしゃべりと
ともにお届け。

Ⓒ NHK

#1

7/22（木・祝）

ひる0 時

（NHK放送日：2018年10月19日）

＜出演＞加山雄三／丘みどり／竹島宏 ほか

#2

7/29（木） ひる0 時 （NHK放送日：2019年9月27日）

＜出演＞千昌夫／氷川きよし／竹島宏 ほか

#23 7/4（日）

（NHK放送日：2003年1月14日）

#49 7/11（日）

午後1時 ほか

#166 7/18（日）

午後1時 ほか

よる8時

♪HEAVIER THAN HELL
♪SO LONELY／LOUDNESS
（NHK放送日：1988年6月18日）

7/30（金）

よる8時45分

♪チェルノブイリ／
THE BLUE HEARTS
Ⓒ NHK

（NHK放送日：1988年7月16日）

#16 7/30（金）

よる9時30分

♪KISS YOU／TM NETWORK
♪ICONOCLASM／BUCK-TICK

Ⓒ NHK

（NHK放送日：1989年1月21日）

POPS & ROCK
1988ライブスペシャル

Ⓒ NHK

7/30（金）

1988 年、クリスマスイブの夜に
放送された豪華スタジオライブ！
当時を代表するアーティストが
次々登場し、生バンド演奏による
名曲・ヒット曲を披露。
よる10 時 15 分

＜出演＞爆風スランプ／BARBEE

7/2（金）

Ⓒ NHK

午後6時 ほか

＜出演＞坂本冬美／竹島宏 ほか （NHK放送日：2004年1月13日）

毎回人気のアーティストにスポットを
あて、ミュージックビデオを紹介する
特集番組。今回は、艶やかで華やか
な歌世界を表現する藤あや子を特集。
南こうせつプロデュースによる、
最新曲
「夢のまにまに」
もお届け。

＜出演＞八代亜紀／島津亜矢 ほか （NHK放送日：2011年3月1日）

#167 7/28（水） 午後5時 ほか

＜出演＞氷川きよし／五木ひろし ほか （NHK放送日：2011年4月5日）
DVD「アリス3606日FINAL LIVE at KORAKUEN」
より

７月13日の誕生日に出演番組を3時間連続放送
祝！

ー
バースデ

中森明菜

7/13（火）

レッツゴーヤング

1988年から1991年までNHKで放送された
若者向けの音楽番組。

#7

ベストヒット演歌

＜出演＞氷川きよし／竹島宏 ほか

ジャストポップアップ

Ⓒ NHK

午後6時

藤あや子特集

午後1時 ほか

80'sジャパンロックバンドスペシャル

7/30（金）

〜 7/25（日）

歌謡ポップスチャンネル開局25周年を記念しお届けする
スペシャルプログラム。
日本の歴史に燦然と輝く名曲の数々を、演歌・歌謡曲・
J-POP などジャンルを問わず25 時間の超ボリュームで
お届けします。

NHK 歌謡コンサート

80年代に隆盛したジャパンロックバンドを大特集

#5

午後5時

＜紹介曲＞
♪夜桜お七／坂本冬美 ♪雪國／吉幾三
♪ハナミズキ／一青窈
♪箱根八里の半次郎／氷川きよし
紺色：C100M90
♪珍島物語／天童よしみ
オレンジ：M85Y100
♪レイニー ブルー／德永英明 ♪Jupiter／平原綾香
♪言葉にできない／小田和正
♪オリビアを聴きながら／杏里
♪夜明けのブルース／五木ひろし
♪千の風になって／秋川雅史 ♪Everything／MISIA
♪春よ、来い／松任谷由実 ほか

2021年上半期総集編

新番組

7/24（土）

BOYS／
PRINCESS PRINCESS／REBECCA／
TM NETWORK／聖飢魔Ⅱ／米米CLUB／
BUCK-TICK ほか （NHK放送日：1988年12月24日）

アリス 3606日

ファイナル・ライブ・アット・後楽園
7/3（土）

よる7時 30 分

1981 年 8月31日、後楽園球場にて行われた
アリス・ファイナル・ライブ。
「チャンピオン」
「遠くで汽笛を聞きながら」
「秋止符」
など、
ヒット曲を完全網羅した伝説の公演。
＜歌唱曲＞
♪夢去りし街角
♪秋止符
♪帰らざる日々
♪狂った果実
♪エスピオナージ− Espionage −
♪遠くで汽笛を聞きながら
♪チャンピオン ほか
アーティストの「いま」
をライブパフォー
マンスとして
「リアル」
に切り取りお届け
する『WOW!iSM ―L!VE― 』唯一無
二の歌、演奏、グルーヴ…。パフォー
マンスそのものの魅力を
「リアル」に伝
えるWOW!iSM オリジナルライブ。

DedachiKenta

WOW!iSM ―L!VE ―
from RITTOR BASE
7/31（土） 深夜 0 時

ロサンゼルス在住、21 歳のシンガーソングライター。14 歳からYouTubeで動画
を配信。撮影も自ら手掛ける一方、その清廉な歌声は瞬く間に世界中の多くの音
楽ファンの心を癒し、虜にした。次世代の音楽シーンを席巻するDedachiKenta
のパフォーマンスを東京・御茶ノ水 RITTOR BASEからお届けます。

#8

よる8時

♪スマイル・フォー・ミー
♪トワイライト−夕暮れ便り−

（NHK放送：1983年7月24日）

Ⓒ NHK

ヤングスタジオ101
#12

よる8時45分

中森明菜スペシャル回。

♪LA BOHEME
（ラ・ボエーム）
♪ロンリー・ジャーニー ♪DREAMING
♪予感 ♪ジプシークイーン ほか

Ⓒ NHK

（NHK放送日：1986年9月7日）

#11

よる9時30分

♪いっそセレナーデ ♪夢の中へ ♪Ｆｉｎ （NHK放送日：1986年12月7日）

#2

よる10時15分

♪TANGO NOIR

（NHK放送日：1987年4月5日）

7月14日に作詞生活50周年
トリビュートアルバムをリリースする松本隆を特集

松本隆特集
松本隆 原作・音楽・監督映画

『微熱少年』
7/16（金） よる 9 時

松本隆コレクション
7/16（金） よる 11 時

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。

Ⓒホリプロ

月

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

火

水

5・12・19・26

6・13・20・27

～懐かしい歌 彩る情景～

知里のミュージックエッセンスPartII

うた紀行

車で旅する歌謡曲

7・14・21・28

わが心の演歌
⑥ ザ・スター 内山田洋とク
ール・ファイブ
⑬演歌新曲ファイル
⑳聴かせて！あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲
㉗歌謡決定版

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

70's 80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～

歌謡決定版

6
7
8
9
10
11
0
1
2
3

金

OKINAWA MONDE W・ALKER
※⑰政経マネジメント塾（～7:00）

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

①関東義兄弟
8:30～ 演歌の花道（～9:00）
⑧関東無宿 ⑮「無頼」
より大
幹部 ㉒男の紋章
㉙演歌新曲ファイル
（～9:00）

日

3・10・17・24・31

ミュージック・シャワー

列車で旅する歌謡曲～

TRAIN and RAILWAY
MUSIC

さつま狂句 6:45～山日和
6:50～世界ローカルナビ

若っ人ランド

USEN
演歌ベスト20

演歌新曲ファイル

歌謡決定版

※⑬歌謡決定版
※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

①三山ひろし ⑮川中美幸
㉙吉幾三 ※⑧㉒歌謡決定版

歌謡決定版
歌謡決定版

①⑮宮本隆治の歌謡ポップス※②男の紋章
12:45～ 特選！ヒット演歌ミニ
☆一番星
㉒㉙ごごナマ ごごウタ
※⑧演歌の花道

USEN
演歌ベスト20

インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

演歌新曲ファイル

歌謡決定版

インフォメーション

歌謡パレード

※②㉚歌謡決定版
※⑯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

USEN
演歌ベスト20

さつま狂句◇山日和◇ローカルナビ

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

インフォメーション

インフォメーション
⑤歌謡決定版 ⑫インフォメー
ション 2:00～ 鉄道歌浪漫
⑲インフォメーション
2:00～ 鉄道歌浪漫 ２
㉖丘みどり リサイタル2018
～演魅（えんび）～

政経マネジメント塾

インフォメーション

時代を映す名曲アルバム

NHK歌謡コンサート
ベストヒット演歌

4・11・18・25

④増位山太志郎特集（～8:00）⑪歌謡決定版
（～8:00）⑱OKINAWA MONDE W・ALKE

歌謡決定版

特選！ ヒット演歌ミニ
※①きよしとこの夜 ※⑧藤あ
や子特集 ベストヒット演歌

インフォメーション

土

2・9・16・23・30

歌謡パレード

ベストヒット演歌 ⑥山内惠介
⑬香西かおり ⑳藤あや子
※㉗きよしとこの夜

4
5

木

1・8・15・22・29

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30
③坂本冬美「リサイタル’94 ずっと、あなたの冬美で
す」
（～5:15）⑩吉幾三コンサート 支えられて40年
（～5:30）⑰宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星コン
サート（～5:15）㉔艶歌 -ENKA- <60分>㉛オリコ
ン演歌＆歌謡 2021年上半期TOP30（～7:00）

NHK歌謡コンサート

USEN
演歌ベスト20

演歌新曲ファイル

③5:15～ 坂本冬美「～歌の夢 ※⑪聴かせて！あなたのリクエ
歌の旅～Fuyumi Sakamoto スト 新曲・名曲・ヒット曲
オリコン
25th Anniversary Live -My
①⑧⑮歌謡決定版
Favorite Songs-」
㉒歌手生活20周年記念
演歌＆歌謡
歌謡決定版
⑩5:30～ 独占放送 吉幾三
石川さゆりリサイ
タル
道
⑦ふたりのビッグショー 青江三奈＆
TOP 30
45年間、ありがとう～ファイ
6:45～
テレサ
・
テン
八代亜紀 ⑭歌謡パレード ㉑ふたり
ナルコンサート～（～7:30）
のビッグショー 谷村新司＆西城秀樹 コンサート・ライブ（～7:45） ②藤あや子特集 ベストヒット演歌 ⑰5:15～ 宮本隆治の歌謡ポッ
㉙オリコン演歌＆歌謡
㉘6:00～ 本人歌唱セレクション～
⑨宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 プス☆一番星コンサート2016
宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～ 2021年上半期TOP30
⑯本人歌唱セレクション
㉔歌謡ポップスチャンネル開局
（～8:00）
～宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～ 25周年記念 聴きたい歌いたい
演歌の花道
㉓特集 歌のビッグステージ（～7:30）名曲300選！
（～7/25 6:00）
※㉑僕たちの青春ソングス
㉚細川たかし特集 ベストヒット演歌 ㉛7:00～ 三山ひろし×純烈
LIVE（～8:30）
④艶歌 -ENKA- <60分>
列車で旅する歌謡曲
7:00～ 神野美伽 35周年記念
列車で旅する歌謡曲
～TRAIN
and
RAILWAY
③僕たちの青春ソングス
ミニ
コンサート
MIKA SHINNO FEST.
懐メロ♪ ドライブミュージック
MUSIC
～TRAIN and RAILWAY
⑪⑱MV特集
7:30～
アリス
3606日
ファイナル
・
※㉒7:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ
※㉓7:30～ 昌子・淳子・百恵 ライブ・アット・後楽園（～9:00）㉕オリコン演歌＆歌謡
MUSIC
涙の卒業式 出発（～8:30） ⑩7:30～ 吉幾三特集 ベストヒット 2021年上半期TOP30
演歌 ⑰熱唱！うた道
②ポップジャム ⑨レッツゴーヤング
MV特集
8:15～ 僕たちの青春ソングス ミニ
⑯ヤングスタジオ１０１ ㉓8:30～
⑦MISIA ⑭松任谷由実
ビッグショー 桜田淳子（～9:30）
8:30～ ゴスペラーズ
㉚ジャストポップアップ（～10:15）
㉑TUBE
8:30～ 松任谷由実
③9:00～ 野口五郎 50th
MV特集
㉘THE ALFEE
Anniversary『GO ROAD 光
の道へ』
⑩演歌の花道
レッツゴーヤング
MV特集
9:00～ MV特集（～11:00） ※④ジャストポップアップ
※⑬レッツゴーヤング
⑰鉄道歌浪漫
※㉕ヤングスタジオ１０１
MV特集
MV特集
②あなたが選ぶ 女性アイドル ㉛鉄道歌浪漫 ２
8:45～ ヤングスタジオ１０１
ソング・ベスト１００
（～11：00）
MV特集※④ポップジャム
（～10:30）
⑨工藤静香「静香のコンサート
※⑱及川光博 踊っていただけますか？（～10:30）
'90春」
MV特集
11:00～ ツメ折り！カセットソ
④10:30～MV特集
ング
⑪藤井フミヤ ミュージックビ
⑯松本隆 原作・音楽・監督映画 ③㉛MV特集
⑩11:00～ ツメ折り！カセットデオ特集
『微熱少年』
11:00～ MV特集（～1:00）
（～1:00）
11:00～ 松本隆コレクション ソング
0:00～ 80年代女性アイドル ⑰布施明 デビュー50周年記 ⑱10:30～MV特集
㉕NAONのYAON 2021
ソングSP 松田聖子（～1:30）念コンサート～次の一歩～
㉓9:30～ 70年代女性アイド Live at 東京国際フォーラム 第一部
70's80's JUKEBOX
⑦㉘ツメ折り！カセットソング
70's80's JUKEBOX
（～0:15）
ルソング
山口百恵
ベストテン
～私たちが選ぶこの10曲～
CAR and DRIVE MUSIC
⑭㉑J-POP ライブラリー
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
※㉙MV特集（～1:00） 10:30～ 70年代女性アイドル
ソング 桜田淳子ベストテン
④MV特集
11:30～ MV特集（～1:30）
⑪1:00～ 渡辺美里 ミュージ
①⑮しゃべくりDJ 平松愛理の ㉚10:15～ POPS & ROCK
ツメ折り！カセットソング
ックビデオ特集
1988ライブスペシャル
ミュージックアワー！！
※⑥永遠のロッカーたち
1:30～ Boom Trigger vs
0:00～ポップジャム
（～1:30）
⑧㉒しゃべくりDJ
J-POP ライブラリー
CAR and DRIVE MUSIC 0:30～ 永遠のロッカーたち
WATWING「ワトトリガー！」
◇
MV特集
ダイアモンド☆ユカイのミュー
～名曲プレイリスト～
WOW!iSM―SPEC!AL―
上田正樹特集
ジックアワー！！
※⑰0:15～MV特集
⑱MV特集
2:15～ 70's80's JUKEBOX ㉕NAONのYAON 2021
～カテゴリ別 名曲プレイリス 第二部
懐メロ♪ ドライブミュージック
ト～（～3:15）
1:00～ WORLD GUITAR
※㉖SHOW-YA ミュージックビデオ特集
※㉛DedachiKenta◇
GIRLS COLLECTION －女
WOW!iSM―L!VE―
子メタルの響宴－
絶景ニッポン
ナンデモ特命係
⑦㉑政経マネジメント塾
ぐっ！ジョブ
きらり九州
1:00～MV特集（～4:00） 2:00～ 懐メロ♪ ドライブミュ
発見らくちゃく！
⑭㉘郷土劇場「芸能の広場」
～四季彩パレット～
ージック
OKINAWA MONDE
絶景ニッポン
さつま狂句
雨ニモマケズ、
Ｕ字工事の旅！発見
2:15～世界ローカルナビ 2:25～山日和
W・ALKER
～四季彩パレット～
※⑦ビッグショー 八代亜紀
※㉘NHK歌謡コンサート
（～6:00）

③70's80's JUKEBOXシリーズ Ｂ面
コレクション⑰3:15～ 永遠のロッカー
たち～名曲プレイリスト～桑名正博特
集 3:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ
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[ 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。
※停波 7/5・14 深夜3時55分～4時 スカパー！
(CS110）329ch

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）

