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演歌・歌謡曲ジャン
ルの2022年上半期
のオリコンシングル
ランキングTOP50
をカウントダウン形
式で発表！

RCサクセション
LIVE ALBUM コレクション
7/17（日） よる10時

忌野清志郎
LIVE ALBUM コレクション
7/17（日） よる11時30分

＜前編＞ ＃234  7/8（金） 午後6時 ほか
＜後編＞ ＃235  7/22（金） 午後6時 ほか

番組放送10周年を記念して、北島三郎の門下から
原田悠里、山口ひろみ、北山たけしが一挙にゲスト出演！

山口ひろみ 原田悠里 北山たけし

7/30（土） 午後5時30分 ロイヤルチェンバーオーケストラ with 原田悠里 ～明日へつなぐコンサート今・この時に2021年12月に開催された
LIVEをテレビ初放送

7/24（日） 午後5時 北山たけし ファーストコンサート 2004年に開催された記念すべきファーストコンサート

7/24（日） 午後6時30分 山口ひろみ デビュー5周年コンサート 2006年に開催されたデビュー5周年コンサート

2003年ソロ・アルバム『KING』に伴うツアーから、
渋谷公会堂での千秋楽公演の模様を放送。

忌野清志郎 
WANTED
7/24（日） よる9時

「忌野清志郎 ミュージックビデオ特集」
「忌野清志郎 コレクション」も再放送！

(C)ユニバーサル ミュージック

＃1  7/16（土） 
午後4時 ほか
＃2  7/16（土） 
午後6時 ほか

オリコン
演歌＆歌謡スペシャル 
2022上半期TOP50

GODIEGO特集

日本中をキュンキュンさせた
82年デビューの女性アイドルを特集！

2016年に東京文化会館大ホールで
開催したライブを放送！

ゴダイゴのリーダーでありサウンドの要、ミッキー吉野が選曲したゴダイゴ名曲プレイリストをお届け！

花の82年組
特集

Godiego 
with billboard classics 
premium strings 2016

松本伊代、堀ちえみ、石川秀美、早見優、薬師丸ひろ子、原田知世出演番組も放送！

5時間特番

再放送

中森明菜 7/15（金） よる9時45分  レッツゴーヤング ＃18
（NHK放送日：1984年6月24日）

7/22（金） よる8時  ヤングスタジオ１０１ ＃3 ほか
（NHK放送日：1986年5月11日）

小泉今日子 7/29（金） よる8時  ザ・トップテン
（日本テレビ放送日：1984年5月21日）

7/30（土） よる9時  
GODIEGO ミッキー吉野 SELECTION

7/30（土） よる8時

7/30（土） よる10時

「飯尾和樹とコムアイの音楽クエスト」GODIEGO特集  
ゲスト：タケカワ ユキヒデ

番組10周年記念蔵出し放送
宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 
北島三郎スペシャル

7/24（日） 午後3時
2014年に北島三郎が出演したスペシャル回を放送！
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さらに詳しい情報は
歌謡ポップスチャンネル
公式ホームページへ！

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

銭形平次
OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾さつま狂句 6:40～南九州グルメ便り
6:50～世界ローカルナビ

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
カラオケ人気ソング

◇歌謡決定版

時代を映す名曲アルバム
⑳時代劇主題歌コレクション
㉗昭和青春歌謡コレクション

知里のミュージックエッセンスPartII ミュージック・シャワー 若っ人ランド
昭和青春歌謡 コレクション
ぐっ！ジョブ 
7:30～雨ニモマケズ、 
⑰㉛宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星（⑰8:00～） 
㉔㉛歌謡決定版（㉛8:00～）

わが心の演歌

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版
⑦「感謝」特集

⑭2022年上半期新曲おさらい
㉑「80年代・90年代」名曲

㉘「花」特集

歌謡決定版
①2022年上半期新曲おさらい

⑮㉙リクエスト特集
⑧㉒演歌新曲ファイル

宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 
②㉚歌謡決定版 ⑯歌謡ポップ
ス芸能N 8:30～演歌の花道

インフォメーション

②よろずや平四郎活人剣
⑨⑯燃えよ剣 
12:15～青春ソングス ミニ
㉓座頭市（1989） 
11:30～ビッグショー 勝
新太郎
㉚オリコン演歌＆歌謡
スペシャル2022 上半期
TOP50 #2

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

インフォメーション ベストヒット演歌
⑤天童よしみ ⑫山内惠介
⑲川中美幸 ㉖三山ひろし

歌謡パレード
ベストヒット演歌

①㉒坂本冬美 ⑧三山ひろし
⑮杉良太郎 ㉙山内惠介時代を映す名曲アルバム

④心、響く詞（うた）いずこへ
～林部智史　音楽の旅～
⑪時代劇主題歌コレクション NHK歌謡コンサート演歌の花道
④歌謡ポップス芸能ニュース

銭形平次 ㉒～あばれ八州御用旅Ⅰ インフォメーション
インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

USEN演歌ベスト20
㉛オリコン演歌＆歌謡ス
ペシャル2022 上半期
TOP50（～6:00）

④⑱演歌新曲ファイル
歌謡決定版

⑪㉕リクエスト特集

USEN
演歌ベスト20 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

歌謡決定版
①「ドラマティック歌謡」

⑧「港」演歌
⑮「80年代・90年代」名曲

㉒「君想う」歌
㉙「望郷演歌」傑作選

③⑰演歌新曲ファイル
⑩歌謡決定版
㉔3:00～【番組10周年
記念蔵出し放送】宮本隆治
の歌謡ポップス☆一番星 
北島三郎スペシャル
4:45～特選！ヒット演歌ミニ

インフォメーション インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

②⑨歌謡パレード
4:45～NHK歌謡コンサート
②5:30～鉄道歌浪漫 ２
⑨5:30～丘みどりリサイタル
15周年＋1～演魅vol.3～
⑯オリコン演歌＆歌謡スペシャル
2022 上半期TOP50（～9:00）
㉓橋幸夫 60周年記念特別番組
5:30～遠藤実メモリアルコン
サート（～7:30）
㉚特集 歌のビッグステージ
5:30～ロイヤルチェンバーオー
ケストラ with 原田悠里～明日
へつなぐコンサート今・この時に

インフォメーション

歌謡決定版
⑥2022年上半期新曲おさらい

⑬「人情演歌」傑作選
㉗「80年代・90年代」名曲

⑳歌謡ポップス芸能ニュース
5:30～ 鉄道歌浪漫３

歌謡決定版
⑦「80年代・90年代」名曲

⑭「港」演歌
㉑「望郷演歌」傑作選

㉘「感謝」特集

③⑩NHK歌謡コンサート
③6:30～歌謡決定版（～8:30）
⑩5:45～五木先生の歌う！
SHOW学校 超拡大版SP
7:00～大集合！J-POP青春の80s 
～音楽はタイムマシン！～（～9:00）
⑰演歌の花道
6:00～福田こうへい無観客LIVE
㉔北山たけし ファーストコンサート
6:30～山口ひろみ デビュー5周年
コンサート
㉛6:00～演歌の花道

①㉙五木ひろし特集　ベスト
ヒット演歌
⑧㉒宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星
⑮歌謡決定版

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY MUSIC 

②⑨MV特集
⑯9:00～あなたが選ぶ 女性
アイドルソング・ベスト100 

（～1:00）
㉓7:30～西郷輝彦LIVE2010
9:00～70/80年代アイドルソ
ング イントロ大辞典（～1:00）
㉚音楽でたどる流行
～昭和50年代コレクション～
8:00～飯尾和樹とコムアイの
音楽クエスト
8:53～コムアイのこれが知り
たい！
9:00～GODIEGO ミッキー
吉野 SELECTION

③8:30～MV特集（～11:30）
⑩9:00～レッツゴーヤング
9:45～ヤングスタジオ１０１ 

（～10:30）
⑰鉄道歌浪漫 ２
9:00～MV特集
㉔鉄道歌浪漫 ３
9:00～忌野清志郎 
WANTED（～11:15）
㉛青春ソングス
8:00～80年代女性アイドル
ソング アラカルト

MV特集
④ベストヒット2000-2020
⑪ラブソング2000-2020

⑱J-POP名曲選
㉕カラオケ人気曲

MV特集
⑤夏に聴きたいポップス＆

ロック
⑫愛するあの人に贈る歌

⑲思い出のタイアップソング
㉖HAPPY!ラブソング

MV特集
⑥ラブソング90年代ver
⑬まるごと！青春ヒッツSP

⑳ベストヒット80's
㉗ベストヒット90's

MV特集
⑦㉘J-POP名曲選

⑭ベストヒット2000-2020
㉑夏に聴きたいポップス＆ロック

昭和アニメソングコレクション
㉒ヤングスタジオ１０１
8:45～ねらわれた学園

（～10:30）
㉙ザ・トップテン

①あしたのジョー 劇場版
11:45～ 青春ソングス ミニ
⑧劇場版 あしたのジョー２
11:00～アウトロー歌謡コレク
ション
⑮レッツゴーヤング
㉒10:30～メイン・テーマ

（～0:15）
㉙愛情物語
10:45～80年代女性アイドル
ソング 原田知世ベストテン
11:45～MV特集

MV特集
④勇気をくれる歌

⑪HAPPY!ラブソング
⑱爽やか青春ソング
㉕心潤す癒しの歌

MV特集
⑤㉖愛するあの人に贈る歌

⑫泣けるバラード
⑲HAPPY!ラブソング MV特集

⑦ベストヒット2000-2020
⑭夏に聴きたいポップス＆ロック

㉑J-POP名曲選
㉘思い出のタイアップソング

②80年代 女性アイドル
ソング・ベスト100（～2:00）
⑨70年代 女性アイドル
ソング・ベスト100（～2:00）
㉚Godiego with billboard 
classics premium 
strings 2016

③11:30～青春ソングス ミニ
11:45～MV特集
1:45～蘇える金狼（1979）
⑩10:30～YELLOW MAGIC 
ORCHESTRA ’80 WORLD 
TOUR IN AMERICA
11:45～MV特集
0:00～MV特集
2:00～野獣死すべし（1980）
⑰RCサクセションLIVE 
ALBUM コレクション
11:30～忌野清志郎LIVE 
ALBUM コレクション
1:00～劇場版 あしたのジョー２
3:00～MV特集
㉔11:15～忌野清志郎 ミュージ
ックビデオ特集
0:15～忌野清志郎 コレクション
1:15～ジャストポップアップ
2:00～ゴルゴ13（1983）
3:45～MV特集
㉛徳永英明「30th ANNIVERSARY 
CONCERT TOUR 2016 ALL 
TIME BEST Presence」
11:45～青春ソングス ミニ
0:00～MV特集
2:00～SPACE ADVENTURE 
コブラ
3:45～MV特集

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング

CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ ドライブミュージック CAR and DRIVE 

MUSIC
ポップジャム（㉒0:15～）
㉙ジャストポップアップ

MV特集 ㉙青春ソングス ミニ
ぐっ！ジョブ

⑪停波（翌7:00）
ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

政経マネジメント塾
1:30～ 絶景ニッポン
～四季彩パレット～

⑬㉗郷土劇場「芸能の広場」

きらり九州 絶景ニッポン
～四季彩パレット～ MV特集

②2:00～J-POP名曲選
⑨2:00～ラブソング2000-2020
⑯3:45～80～90年代ヒットソング

㉓まるごと！青春ヒッツSP
㉚2:00～愛するあの人に贈る歌

⑯あしたのジョー 劇場版
㉚AMEFURASSHI The 
Droppers◇WOW!iSM

雨ニモマケズ、 OKINAWA 
MONDE W・ALKER 原日出子の京さんぽ

さつま狂句 
1:40～世界ローカルナビ
1:50～南九州グルメ便

J-POP ライブラリー
70/80年代 シティ・ポップの
名曲 ベスト100
⑲アウトロー歌謡コレクション
㉖映画主題歌コレクション

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング

女性アイドルソング
①柏原芳恵 ⑧菊池桃子 ⑮荻野目
洋子 ㉒松本伊代 ㉙堀ちえみ

僕たちの青春ソングス ⑤永遠のロッカーたち 
3:30～フォークの風景 
⑫昭和50年代コレクション
⑲すぎやまこういちコレクション 
㉖筒美京平コレクション

70's80's JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE歩きながらソング

※番組内容・放送スケジュールは都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 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。特番・新番組
時代劇横丁 昭和カルチャー・コレクション

【全停波】7/12(水)深夜1:00～翌7:00、7/6(水)深夜3:55～4:00 スカパー！（110度CS）
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