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11年ぶりのオリジナル
アルバム「SOFTLY」を
発売した山下達郎を
特集。日本の音楽シー
ンに輝き続ける名曲の
数々をミュージックビ
デオでお届けします。

「演歌男子。」が『秘密』をテーマに
熱～いトークを繰り広げるバラエ
ティ特番！秘密のアルバム披露や
視聴者とスタッフが選ぶ「ミステリア
ス男子。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！

＜出演＞ 松阪ゆうき／伊達悠太／彩青／青山新／原田波人

デビュー35周年を祝し、90年代の貴重な
コンサート映像を2作連続放送！

森高千里 
CONCERT TOUR'92
「LIVE ROCK ALIVE」
8/20（土） よる8時

森高千里 
1996 [DO THE BEST] 
AT YOKOHAMA ARENA
8/20（土） よる9時45分

2022年8月、歌謡ポップスチャンネルの夏は演歌コンサートを大特集！
毎週土曜日の午前9時30分と午後4時から放送。

宮本隆治と福田こうへいによる『夏の演歌コンサート大特集』の見所紹介番組もお届けします！

山下達郎

THE YELLOW MONKEY、L'Arc～en～Ciel、
エレファントカシマシ、LUNA SEA、藤井フミヤ、
小沢健二など人気アーティストが続々登場！

1995年から1998年に放送された回を11話連続放送！

ポップジャム一挙放送

ミュージックビデオ特集

T A T S U R O  Y A M A S H I T A森高千里35周年記念特集

夏の演歌コンサート大特集

 ほか

8/6（土） 橋幸夫６０周年記念特別番組
～これまでのご支援に感謝とありがとうを込めて...～

午前11時

鳥羽一郎 35周年記念コンサート午後4時

午前11時

8/20（土） 午前9時30分福田こうへいミニライブin大間 独占密着
一番マグロの謳 ～たぐりよせた漁師たちとの絆～

丘みどりリサイタル15周年＋1
～演魅vol.3～  ほか

8/13（土） 市川由紀乃コンサート2021午前9時30分

よる9時 三山ひろし×純烈LIVE  ほか

午後4時
8/27（土） 島津亜矢リサイタル2015 ありがとう午前9時30分

70yearsさらなる挑戦
五木ひろしメモリアルコンサート

宮本隆治と福田こうへいがお届け！
8月「夏の演歌コンサート大特集」見どころ紹介

8/7（日） 午後6時30分 ほか

8/21（日） よる8時

＜紹介曲＞
♪さよなら夏の日 
♪クリスマス・イブ 
(30th Anniversary Edition) 
ほか

8/14（日） よる7時
＃1  8/27（土） 午後6時

2ヵ月（8月・9月）連続放送



番組表8
2022

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
1・8・15・22・29

火
2・9・16・23・30

水
3・10・17・24・31

木
4・11・18・25

金
5・12・19・26

土
6・13・20・27

日
7・14・21・28

あばれ八州御用旅 I
①～⑤銭形平次 ㉕～あばれ医者嵐山

ブルーリバーの
望むところだ！ 政経マネジメント塾

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
カラオケ人気ソング

◇歌謡決定版

昭和青春歌謡 コレクション
㉔時代劇主題歌コレクション
㉛歌謡決定版

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
歌謡決定版

⑦リクエスト特集 ⑭「港」演歌 
㉑8:00～ご当地ソング「瀬戸内・四国」 

㉘「お酒の演歌」
㉑宮本隆治の歌謡ポップス

☆一番星

わが心の演歌

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版
④「望郷演歌」傑作選

⑪「お酒の演歌」
㉕「一途な想い」特集

⑱演歌新曲ファイル

演歌新曲ファイル
歌謡決定版

⑤「80・90年代」名曲
⑲リクエスト特集

⑥芸能N 8:30～演歌の花道 ⑬歌謡ポ
ップス☆一番星 ⑳夏の演歌コンサート
見どころ紹介 8:15～ヒット演歌ミニ 
8:30～芸能N ㉗歌謡決定版

インフォメーション
⑥ロイヤルチェンバーオーケストラ 
with 原田悠里 
⑬市川由紀乃コンサート2021
⑳福田こうへい ミニライブin大間 
㉗島津亜矢リサイタル2015

（～12:00） 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
②五木ひろし ⑨川中美幸
⑯山内惠介 ㉓三山ひろし

㉚竹島宏
歌謡パレード

ベストヒット演歌
⑤坂本冬美 ⑫杉良太郎
⑲竹島宏 ㉖天童よしみ

時代を映す名曲アルバム

NHK歌謡コンサート
⑥橋幸夫 60周年記念特別番組
⑬川中美幸 45周年記念公演
⑳丘みどりリサイタル15周年
＋1～演魅vol.3～
㉗12:00～ 演歌の花道

演歌の花道①歌謡ポップス芸能ニュース
⑧夏の演歌コンサート見どころ紹介
11:45～ ヒット演歌ミニ

あばれ医者嵐山
①～⑨あばれ八州御用旅 I ㉖時代劇主題歌コレクション ㉙～昭和青春歌謡コレクション 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

⑧㉒演歌新曲ファイル
歌謡決定版

①「80・90年代」名曲
⑮㉙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
⑤2022年上半期新曲おさらい

⑫「望郷演歌」傑作選
⑲「お酒の演歌」

㉖「一途な想い」特集
⑦㉑演歌新曲ファイル

歌謡決定版
⑭㉘リクエスト特集

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

⑥鳥羽一郎 35周年記念コンサート
5:30～演歌の花道（～7:30）
⑬坂本冬美「～歌の夢 歌の旅～
Fuyumi Sakamoto 25th 
Anniversary Live」
⑳吉幾三 45年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～
㉗五木ひろしメモリアルコンサ
ート 70yearsさらなる挑戦

インフォメーション

③ごごナマ　ごごウタ
⑩宮本隆治番宣番組（仮）
5:15～特選！ ヒット演歌ミニ
5:30～鉄道歌浪漫 ３
⑰阿久悠コレクション
6:00～松本隆コレクション
㉔㉛歌謡決定版

歌謡決定版

⑪オリコン演歌＆歌謡 スペ
シャル2022 上半期TOP50

（～10:00）

⑦⑭歌謡パレード
5:45～NHK歌謡コンサート
6:30～宮本隆治と福田こうへい
がお届け！8月「夏の演歌コン
サート大特集」見どころ紹介
6:45～MV特集
㉑NHK歌謡コンサート（～7:15）
㉘演歌の花道
6:00～宮本隆治の歌謡ポップ
ス☆一番星

⑤竹島宏特集 ベストヒット演歌
⑫宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星
⑲歌謡決定版 ㉖演歌の花道
6:30～歌謡ポップス芸能N

⑬テレサ・テン コンサート・ラ
イブ ⑳前川清 軽井沢音楽会　
ランコントルファン（～7:30）
㉗演歌男子。トーク祭り
2022～秘密～

列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC 
⑥7:30～ 青春ソングス
8:00～ 昭和アニメソングコレク
ション（～11:00）
⑬遠藤実メモリアルコンサート
⑳7:30～ 青春ソングス
8:00～ 森高千里 CONCERT 
TOUR'92「LIVE ROCK 
ALIVE」（～9:45）
㉗列車で旅する歌謡曲
8:00～ 女性アイドルソング 山口
百恵ベストテン

⑦MV特集
⑭ポップジャム（～3:15）
㉑7:15～MV特集
7:30～懐メロ♪ ドライブミュ
ージック
8:00～山下達郎ミュージック
ビデオ特集
㉘MV特集（～10:00）MV特集

①80年代ウルトラヒット
コレクション

⑧元気100倍☆パワフルソング
⑮㉒J-POP名曲選

㉙夏に聴きたいポップス＆ロック

MV特集
②元気100倍☆パワフルソング
⑨夏に聴きたいポップス＆ロック

⑯㉚友に捧ぐ歌
㉓80年代ウルトラヒット

コレクション
MV特集

③愛しのベストヒット90's
⑩⑰㉛3時間まるごと！

青春ヒッツSP
㉔カラオケで歌いたい！

ヒット曲SP

MV特集
④思い出のタイアップソング

⑱元気100倍☆パワフルソング
㉕定番＆人気のJ-POP名曲選

⑤蘇える金狼（1979）
（～10:15）
⑫アウトロー歌謡コレクション
⑲映画主題歌コレクション
㉖レッツゴーヤング

（～11:45）

⑤10:15～野獣死すべし（1980）
（～0:15）
⑫二代目はクリスチャン
⑲愛情物語

⑬三山ひろし×純烈LIVE
10:30～演歌男子。LIVE 
TOUR 2019「五周年ノ宴」 

（～0:30）
⑳9:45～森高千里 1996 
[DO THE BEST] AT 
YOKOHAMA ARENA

（～11:30）
㉗女性アイドルソング
キャンディーズベストテン
10:00～太田裕美ベストテン

⑦MV特集
㉑シティ・ポップ 80's 
ミュージックビデオ特集
10:00～ 70/80年代 シ
ティ・ポップの名曲 ベスト
100（～3:00）
㉘10:00～飯尾和樹とコ
ムアイの音楽クエスト
10:53～コムアイのこれが
知りたい！
11:00～昭和アニメソング
コレクション

MV特集
①HAPPY!ラブソング
⑧㉙恋うたセレクション

㉒思い出のタイアップソング
⑮昭和アニメソングコレクション

MV特集
②心潤す癒しの歌

⑨愛するあの人に贈る歌
⑯恋うたセレクション
㉓爽やか青春ソング

㉚思い出のタイアップソング

MV特集
④80年代ウルトラヒット

コレクション
⑪3時間まるごと！

青春ヒッツSP（～1:00）
⑱定番＆人気のJ-POP名曲選

㉕友に捧ぐ歌
⑤0:15～ヤングスタジオ１０１
⑫犬死にせしもの 
0:30～青春ソングス
⑲彼のオートバイ、彼女の島
0:30～青春ソングス
㉖11:45～筒美京平コレクション
0:45～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

⑥0:00～すぎやまこういち
コレクション
⑬0:30～演歌男子。LIVE in 
東京お台場 大江戸温泉物語 

（～2:00）
⑳11:30～MV特集（～2:30）
㉗女性アイドルソング 岩崎宏美
ベストテン 0:00～アイドルソ
ングSP 松田聖子 （～1:30）

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

MUSIC ⑦MV特集
㉘ジャストポップアップ
1:00～AMEFURASSHI 
The Droppers◇
WOW!iSM（～3:00）

ぐっ！ジョブ 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～ 雨ニモマケズ、

⑩㉔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
⑥3時間まるごと！青春ヒッツSP
⑬2:00～思い出のタイアップ
ソング
⑳3:00～HAPPY!ラブソング
㉗3:00～心潤す癒しの歌
⑳2:30～懐メロ♪ ドライ
ブミュージック
㉗1:30～女性アイドルソング 
中森明菜ベスト20

高田純次のセカイぷらぷら
さつま狂句 

1:40～南九州グルメ便り
1:50～世界ローカルナビ

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～南九州グルメ便り

J-POP ライブラリー MV特集
②カラオケ人気曲
⑨⑯J-POP名曲選
㉓夏に聴きたいポップス＆ロック
㉚心潤す癒しの歌

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
⑤早見優 ⑫本田美奈子
⑲薬師丸ひろ子 ㉖原田知世

⑦J-POP ライブラリー
⑭3:15～ ㉑3:00～
懐メロ♪ドライブミュージック
⑭3:45～MV特集
㉘3:00～シティ・ポップ 80's 
MV特集

僕たちの青春ソングス 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
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