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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！

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手「演歌男子。」が『夏』をテーマに熱～い
トークを繰り広げるバラエティ特番！夏の風物詩ソング披露や秘蔵写真の登場、
視聴者とスタッフが選ぶ「夏男ランキング」など演歌男子たちの知られざる魅力が
たっぷりつまった60分をお届けします！

中 村 雅 俊 特 集

M A S A T O S H I  N A K A M U R A

デビュー時のレコードジャケットのエピソードから、小椋佳が作詞・作曲し
た人気ドラマ「俺たちの旅」シリーズの楽曲、さらに桑田佳祐が手掛けた名
曲など、中村雅俊の代表曲を紹介。貴重なLIVE映像もお届けします。
＜紹介曲＞♪ふれあい ♪俺たちの旅 ♪恋人も濡れる街角

午後6時 ほか#213  8/13（金） 中村雅俊（前編）

ザ・ビートルズのジョージ・ハリスンとの貴重な体験談から、紅白歌合戦初
出場となった代表曲、吉田拓郎提供の楽曲、そして、LIVEで大事にしてい
るという楽曲を紹介します。番組名物コーナー「スマホの一番星☆」では
意外な写真も！？＜紹介曲＞♪心の色 ♪いつか街で会ったなら ♪君がいてくれたから

午後6時 ほか#214  8/27（金） 中村雅俊（後編）

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～
中村雅俊が番組初登場！前後編の2回にわたりお届けします！

中村雅俊ビルボードライブ
「DAWN」

午後6時8/29（日） 
1974年にドラマ「われら青春！」で主演に抜擢さ
れ俳優デビューを果たし、自身が歌った同ドラマ
の挿入歌「ふれあい」が100万枚超のヒットを記
録。以降、数多くのドラマや映画に出演、歌手とし
ても精力的に活動を続け、ドラマの主題歌となった
「俺たちの旅」、桑田佳祐が作詞・作曲を手掛けた
「恋人も濡れる街角」など、数々の名曲を世に送り
出してきた。 Billboard Live YOKOHAMAの特
別な空間で披露する歌手・中村雅俊の魅力あふ
れるプレミアムなステージは必見です。

（2021年7月6日開催／Billboard Live YOKOHAMA）

7月6日開催のビルボードライブをテレビ独占放送。そのほか、出演番組も放送！ 

主宰・中村雅俊がゲストにさだま
さしを迎えて、上質な音楽をじっく
りと楽しんでいただく大人のため
の音楽番組。引退を決めた山口
百恵との知られざるエピソードを
はじめ、1974年に中村雅俊と売り
上げ1位を競い合った因縁の歌
「ふれあい」「精霊流し」の裏話を聞くとともに2曲メドレーで送り、また大
ヒット曲「関白宣言」を2人で初共演する。（NHK放送日：2006年1月12日）

午後6時30分8/7（土） 

音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし

◆再放送 8/29（日）よる7時

ⒸNHK

午後6時 ほか#1  8/8（日・祝） 
＜出演＞ 花園直道／三丘翔太／一条貫太／東京力車

午後6時 ほか#2  8/22（日） 
＜出演＞ 真田ナオキ／二見颯一／新浜レオン／青山新

MC独自のコーナー！
「名曲喫茶 飯尾」は、美味しいコーヒーと音楽、そして、
心を潤すマスターのお話を味わえるお店。８月はどんな
曲を紹介してくれるのでしょう
か？ そして、コムアイが「今」興味
を持っているものを国内外の地
域文化を追う音楽ライター・大石

始氏と共にお届けする「コムアイのこれが知りたい！」。
今回は「郡上おどり」を紹介します。

8月は、夏になると聴きたくなる、口ずさみ
たくなる、私たちを夏の気分にさせてくれる
「夏歌」を大特集！

午後6時 ほか8/15（日） 
＜テーマ＞ 夏歌

＜ゲスト＞杉山清貴／早見優

スタイリスト：奥田ひろ子　ヘアメイク：鈴木佐知



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。

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。

NHK歌謡コンサート

圧巻の歌唱力で、演歌からバラードまで
あらゆる歌を歌い上げる！ 歌怪獣・島津亜矢を大特集。

アジアの歌姫テレサ・テンの歌声を、
コンサートと歌番組の貴重映像でお届けします。

8/7（土） はテレサ・テン
出演番組を連続放送！

「南部蝉しぐれ」の鮮烈デビューから10周年を迎えた
福田こうへいを特集！

人気実力を兼ね備えた女性演歌歌手・
市川由紀乃を2ヵ月（8～9月）連続で特集！

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」

市川由紀乃
コンサート2017～唄女～

沢田研二
出演番組を放送

日本の夏を語る上で欠かせないアーティスト ジュリーの貴重映像をお届け！

福田こうへいは「南部蝉しぐれ」を熱唱。また氷川きよしや
島津亜矢とのデュエットも披露。（NHK放送日：2017年6月17日）

8/26（木） 午後5時

2017年に東京・浅草公会堂にて行われ
たコンサート。ヒット曲をメドレーでお
送りするほか、「待っている女」「赤ちょう
ちん」「情炎」などのカバー曲も披露。

8/21（土）
午後4時

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。
ザ・チューブが出演、「夏に片想
い」を披露します。
（NHK放送日：1986年5月11日）

#3  8/13（金） よる8時

TUBEのヒットナン
バーをミュージックビ
デオとライブ映像で
お届けします。
＜紹介曲＞
♪シーズン・イン・ザ・サン 
♪あー夏休み
♪さよならイエスタデイ ほか

8/3（火） よる10時30分 ほか

市川由紀乃 
オン・ステージ～令和の夢～

2019年に大阪・新歌舞伎座にて行われた公演をお届け。自身のヒット
曲のほか、「プレイバックPart2」「車屋さん」「細雪」などのカバーも披露。

8/21（土） 午後5時30分

ⒸNHK

TUBEをお届け！

＜出演＞都はるみ／吉幾三／香西かおり ほか

（NHK放送日：2011年4月12日）#168  8/15（日） 午後1時 ほか

＜出演＞山内惠介／水森かおり／川中美幸 ほか

（NHK放送日：2011年4月19日）#169  8/22（日） 午後1時 ほか

ヤングスタジオ101

TUBE ミュージックビデオ特集

福田こうへい特集 
ベストヒット演歌
ヒット曲をフルコーラスでお送りします。
最新曲「男の残雪」もお届けします。
＜紹介曲＞♪南部蝉しぐれ ♪峠越え 
♪道ひとすじ ♪かんべんナ ♪男の残雪 ほか

8/6（金） 午後6時 ほか

NEW!

ⒸNHK

Ⓒテレビ東京

Ⓒテレビ東京

演歌の花道

＜歌唱曲＞♪つぐない ♪悲しい自由 ほか
（テレビ東京放送日： 1989年12月10日）

#358

＜歌唱曲＞♪別れの予感 ♪悲しみと踊らせて ほか
（テレビ東京放送日： 1991年9月1日）

#360

＜歌唱曲＞♪愛人 ♪時の流れに身をまかせ ほか
（テレビ東京放送日：1994年1月9日）

#362

午後4時

午後4時30分

午後5時

テレサ・テン 
コンサート・ライブ

午後5時30分

1985年に東京・NHKホールで開催
されたコンサート。「空港」「船歌」
「何日君再来」「つぐない」ほか、珠
玉の歌声をご堪能ください。
ⓒユニバーサル ミュージック

特集 歌のビッグステージ

歌謡パレード

＜出演＞ザ・チューブ／中森明菜／松本伊代 ほか

CAR and 
DRIVE MUSIC

#76  8/3（火）
#77  8/10（火）
#78  8/17（火）
#79  8/24（火）

毎週火曜  
よる11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。今回の主役はSAAB。

島津亜矢コンサート特集

2部構成でお届け。第1部は「サブとジュリーのおもしろ広
場」と題し、北島三郎と沢田研二がサービスマンとなって
歌にダンスにコントに大活躍。また第2部では北島三郎の
歌唱指導を受けて、沢田研二が「兄弟仁義」に挑戦！
（NHK放送日：1980年9月23日）

8/8（日・祝） よる7時 ほか

ⒸNHK

＜出演＞沢田研二／北島三郎／八代亜紀
小林幸子／千昌夫 ほか
＜沢田研二歌唱曲＞♪酒場でDABADA ♪兄弟仁義 ほか

ⒸNHK

1988年～1991年にNHKで放送された歌謡番組。沢田
研二出演回を放送。

8/22（日）

よる7時 #4
（NHK放送日：1988年4月26日）
＜歌唱曲＞♪サムライ ♪チャンス

よる7時45分 #5
（NHK放送日：1989年6月27日）
＜歌唱曲＞♪真赤な太陽 ほか

よる8時30分 #6
（NHK放送日：1989年9月26日）
＜歌唱曲＞♪ダーリング ほか

和楽器バンド 
大新年会2016 
日本武道館 -暁ノ宴-
8/8（日・祝） よる10時 

2016年1月6日に日本武道館で開催された新年恒例ライ
ブ。セカンドアルバム「八奏絵巻」の収録曲を余すことなく
披露したプレミアムライブをお届けします。

ⓒエイベックス・エンタテインメント

Lym 
「今はこれしか言えない」
8/25（水）
深夜0時 
若手ロックシーンの中で今、最も注目を集めているロックバ
ンド、Lym（リーム）。彼らの楽曲やバンドの魅力にライブ
映像やレコーディング風景を交えながら迫っていく。

Who is 
Hakubi ?
#1 8/29（日）

深夜0時 
2021年9月にメジャーデビューを迎える“Hakubi”。
「Hakubiとは…？」をテーマに楽曲制作の裏側やメンバー
1人1人に密着し、Hakubiを紐解いていく。 

NEW!

島津亜矢特集 
ベストヒット演歌

ヒット曲をフルコーラスでお送りし
ます。悲恋を描いた2021年の最
新曲「夏つばき」もお届けします。
＜紹介曲＞♪独楽（こま） ♪凛 ♪眦（まなじり） ほか

8/20（金）
午後6時 ほか

島津亜矢 感動！！熱舞台名作歌謡劇場

島津亜矢のリサイタルの目玉である
“名作歌謡劇場”を放送。1995年～
2008年のリサイタルの中から名作選
をお届けします。

8/14（土） 午後4時

ⓒテイチクエンタテインメント

島津亜矢
リサイタル2015 ありがとう

2015年に東京国際フォーラムで開催され
た30年記念リサイタル。
＜歌唱曲＞♪どうにもとまらない ♪青い珊瑚礁 ♪津軽海峡・冬景色 ほか

8/14（土） よる7時

ⓒテイチクエンタテインメント

島津亜矢　
SINGER in 東京オペラシティ

2017年に東京オペラシティ コンサートホー
ルで開催された、島津亜矢初の“演歌を歌
わない”コンサート。
＜歌唱曲＞♪地上の星 ♪未来へ 
♪アメイジング・グレイス ほか

8/28（土） よる7時

ⓒテイチクエンタテインメント
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[  番組表  ]

月
2・9・16・23・30

火
3・10・17・24・31

水
4・11・18・25

木
5・12・19・26

金
6・13・20・27

 土
7・14・21・28

 日
1・8・15・22・29

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～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

演歌新曲ファイル
※⑤歌謡決定版

※⑲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

若っ人ランド
①椎名佐千子特集 ベストヒット演歌
⑧吉幾三特集 ベストヒット演歌
⑮㉒㉙歌謡決定版

8 歌謡決定版 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9
ベストヒット演歌 ③山内惠介
⑩香西かおり⑰氷川きよし
㉔島津亜矢㉛細川たかし

きよしとこの夜
※⑫福田こうへい特集 ベストヒット演歌
※㉖藤あや子特集 ベストヒット演歌

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
※⑩歌謡決定版

※㉔聴かせて！あなたのリクエ
スト　新曲・名曲・ヒット曲
※㉛ごごナマ　ごごウタ

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版
歌謡決定版

12
演歌男子。夏だ！浴衣だ！
トーク祭りだ！
※⑤演歌の花道※⑲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

演歌新曲ファイル
※⑬聴かせて！あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲
※㉗昭和青春歌謡 コレクション

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

⑦演歌の花道
⑭島津亜矢 感動！！熱舞台
名作歌謡劇場（～7:00）
㉑市川由紀乃コンサート
2017～唄女～㉘オリコ
ン演歌＆歌謡 2021年上
半期TOP30（～7:00）

①⑮演歌新曲ファイル
⑧㉒聴かせて！あなたのリク
エスト 新曲・名曲・ヒット曲
㉙ビッグショー 八代亜紀
4:45～ ふたりのビッグシ
ョー 八代亜紀＆藤圭子
5:30～ 僕たちの青春ソン
グス

インフォメーション

5 ④演歌男子。大運動会
⑪演歌の花道
⑱歌謡決定版
㉕太田裕美 庄野真代 渡辺
真知子 オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート
6:30～ TUBE ミュージッ
クビデオ特集

⑤⑫⑲歌謡決定版
㉖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」
6:00～ 福田こうへい特集 
ベストヒット演歌

⑦テレサ・テン 
コンサート・ライブ
6:30～ 音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし
㉑市川由紀乃 
オン・ステージ
～令和の夢～

6
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
※⑥福田こうへい特集 ベスト
ヒット演歌※⑳島津亜矢特集 
ベストヒット演歌

演歌男子。夏だ！浴衣だ！トー
ク祭りだ！※①五木ひろしメモ
リアルコンサート 70yearsさ
らなる挑戦（～8:00）※⑮飯尾
和樹とコムアイの音楽クエスト
※㉙中村雅俊ビルボードライブ

「DAWN」

7 列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 
懐メロ♪ ドライブミュージック

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 

⑦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
9:15～ レッツゴーヤング
⑭島津亜矢リサイタル
2015 ありがとう
9:30～ TUBE ミュージッ
クビデオ特集
㉑鉄道歌浪漫2
8:30～ 80年代女性アイド
ルソング 中森明菜ベスト20
㉘島津亜矢　SINGER in 
東京オペラシティ
9:00～ 飯尾和樹とコムア
イの音楽クエスト

①8:00～ 艶歌 -ENKA- 
<60分> 
⑧特集 歌のビッグステージ 
8:30～鉄道歌浪漫（～10:00）
⑮MV特集
㉒歌謡パレード（～9:15）
㉙音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし
7:30～ 特集 歌のビッグ
ステージ
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MV特集

MV特集

70's80's JUKEBOX　
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

MV特集

⑥レッツゴーヤング
⑬ヤングスタジオ１０１
⑳ジャストポップアップ

㉗ポップジャム

MV特集

9
MV特集

⑥80年代 女性アイドルソ
ング・ベスト１００
⑬MV特集
⑳70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
0:00～ツメ折り！カセット
ソング
㉗昌子・淳子・百恵 
涙の卒業式　出発
10:00～70年代女性アイ
ドルソング キャンディーズ
ベストテン
11:00～70年代女性アイ
ドルソング 太田裕美ベス
トテン
0:00～70年代女性アイド
ルソング 岩崎宏美 ベスト
テン

①MV特集 （～0:00）
⑮レッツゴーヤング㉒MV特集
9:30～ 松任谷由実 ミュージ
ックビデオ特集（～10:00）
㉙ポップジャム

MV特集
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③松任谷由実 ミュージックビ
デオ特集 10:30～ TUBE ミ
ュージックビデオ特集
⑩⑰㉛MV特集 
㉔レベッカ ミュージックビデ
オ特集10:30～青春ソングス

MV特集

⑧和楽器バンド 大新年会2016 
日本武道館 -暁ノ宴-◇WOW!iSM 
―SPEC!AL―（～0:30）
⑮70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
11:00～ 僕たちの青春ソングス
11:30～ SUPER☆GiRLS 
超LIVE 2019～新たなる道へ～
◇WOW!iSM ―SPEC!AL― 

（～2:30）㉒㉙MV特集
11 70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

CAR and DRIVE 
MUSIC

※㉛70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

J-POP ライブラリー 70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

0 CAR and DRIVE 
MUSIC ツメ折り！カセットソング

70/80年代 
シティ・ポップの名曲 

ベスト100
※㉕Lym「今はこれしか
言えない」◇WOW!iSM

―SPEC!AL―

しゃべくりDJ ダイアモンド☆
ユカイ & 平松愛理のミュージ
ックアワー！！※⑤しゃべくり
DJ 平松愛理のミュージックア
ワー！！※⑫しゃべくりDJ ダイ
アモンド☆ユカイのミュージッ
クアワー！！

①70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
1:00～ ツメ折り！カセットソング
2:00～ 懐メロ♪ ドライブミュ
ージック⑧0:30～ MV特集
㉒工藤静香 ミュージックビデ
オ特集0:30～ ヤなことそっと
ミュート「ミュートリップ」◇
WOW!iSM ―ART!ST―
㉙Who is Hakubi?
◇WOW!iSM―ART!ST―
1:00～ DedachiKenta  
WOW!iSMーL!VEー from 
RITTOR BASE 2:00～ TRF 
ミュージックビデオ特集

1
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！

④⑱政経マネジメント塾⑪㉕郷
土劇場「芸能の広場」（～2:30） きらり九州 絶景ニッポン

～四季彩パレット～

2 雨ニモマケズ、 OKINAWA MONDE 
 W・ALKER

絶景ニッポン
～四季彩パレット～ Ｕ字工事の旅！発見 さつま狂句 2:15～世界ローカ

ルナビ 2:25～山日和

インフォメーション インフォメーション3 70's80's JUKEBOXシリーズ　
Ｂ面コレクション※㉘野球選手の
うた～平成名球界編～

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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