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五 木 ひ ろ し
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MC宮本隆治と相田翔子がお送りする音楽情報バラエティ番組。

前編

I

日本歌謡界の第一線をリードし続ける人気歌手
五木ひろしがメインゲストに登場！
2年後に芸能生活60周年を見据えた歌手人生に迫ります。

10/14（金）午後6時 ほか

後編

I

＜コーナーゲスト＞ 竹川美子

10/28（金）午後6時 ほか

T

＜コーナーゲスト＞ 東京力車

S

10/14（金）午前10時 ほか

五木ひろし特集 ベストヒット演歌
五木先生の歌う！SHOW 学校

U

10/23（日）午後5時

超拡大版スペシャル
70yearsさらなる挑戦

I

五木ひろしメモリアルコンサート

K

10/30（日）午後5時

そのほか「NHK歌謡コンサート」
「歌謡パレード」
「演歌の花道」も放送！

TULIP

10/16（日）
午後5時

「8・11
パゴダ・イン・
芦ノ湖」

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手「演歌男子。」
が、格闘技を彷彿させる
リングの上で" 昭和歌謡のサビ"をかけて様々な対決に挑む新感覚バラエティショー。
＜出演＞

松原健之
純烈
はやぶさ
パク・ジュニョン
徳永ゆうき
真田ナオキ
新浜レオン
東京力車

10/23（日）よる7時
1984 年にTULIP（財津和夫、
安部俊幸、姫野達也、宮城伸
一郎、伊藤薫）が箱根芦ノ湖
湖 畔で開 催した伝 説の野 外
LIVE の模様を放送！

中山美穂

実況：清野茂樹

(C)ユニバーサル ミュージック

うる星やつら

VIRGIN FLIGHT

10/21（金）よる9時
「うる星やつら
了子の９月のお茶会」
ほか

'86 MIHO NAKAYAMA
FIRST CONCERT

10/28（金）よる9時

10/29（土）よる7時
1985 年にデビューし、翌年に初めて行ったコンサートツアー
「VIRGIN FLIGHT」
から、中野サンプラザ公演の模様を放送。

10月よりテレビ新シリーズが
スタートする
「うる星やつら」
の
OVA 11作品を2日に分けて
一挙放送！

© 高橋留美子／小学館

「うる星やつら
電気仕掛けの御庭番」
ほか
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番組表
火

月

3・10・17・24・31

水

4・11・18・25

木

5・12・19・26

金

6・13・20・27

7・14・21・28

土

1・8・15・22・29
ブルーリバーの
望むところだ！

長崎犯科帳

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

カラオケ人気ソング
◇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
時代を映す名曲アルバム
㉖昭和青春歌謡 コレクション
わが心の演歌

USEN
演歌ベスト20

ベストヒット演歌

インフォメーション

⑥「お酒の演歌」
⑬「海峡演歌」傑作選
⑳「一途な想い」特集
㉗「人生演歌」傑作選

歌謡パレード

④川中美幸 ⑪㉕市川由紀乃
⑱竹島宏

60年代 僕たちの青春ソングス
③⑰歌謡ポップス芸能ニュース

歌謡決定版

⑦㉑演歌新曲ファイル
⑭㉘リクエスト特集◇
歌謡決定版
ベストヒット演歌

⑦坂本冬美 ⑭㉘五木ひろし
㉑松原健之

NHK歌謡コンサート

NHK歌謡コンサート

若っ人ランド
①歌謡決定版
⑧㉒歌謡ポップス芸能ニュース
8:30～演歌の花道
⑮㉙宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星

インフォメーション

歌謡決定版
③⑰演歌新曲ファイル

USEN
演歌ベスト20

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

インフォメーション

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

インフォメーション

演歌男子。LIVEシリーズ

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

⑤「はやぶさのデュエットソング」
6:00～「パク・ジュニョンの
LOVE SONG」
⑫6:00～「新浜レオンの
新御三家ヒットソング」

⑫うたごえ列車
「徳永ゆうき号」発車します
⑲演歌男子。トーク祭り
2022～秘密～
㉖鉄道歌浪漫
6:30～僕たちの青春ソングス

歌謡決定版

⑥㉗「海峡演歌」傑作選
⑬ご当地ソング
「九州」
⑳「人生演歌」傑作選

歌謡決定版 ②㉓8:00～
②㉓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

歌謡決定版

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

政経マネジメント塾

インフォメーション

列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC

演歌の花道

日

2・9・16・23・30

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

⑦「一途な想い」
⑭「許されぬ恋」
㉑「海峡演歌」傑作選
㉘ご当地ソング
「九州」
インフォメーション

USEN
演歌ベスト20

USEN
演歌ベスト20
②⑯演歌新曲ファイル
⑨㉓リクエスト特集◇

歌謡パレード
歌謡決定版
4:45～NHK歌謡コンサート
⑮魅力があふれてる！演歌・歌謡曲向
㉚宮本隆治の
上委員会SP（～6:00）
㉒島津亜矢 感動！！熱舞台名作歌謡 歌謡ポップス☆一番星
劇場（～7:00）
㉙演歌の花道 5:00～ 泣いた！笑っ ②⑨NHK歌謡コンサート
た！こころ歌 氷川きよし
（～6:00） ②5:45～宮本隆治の歌謡ポッ

プス☆一番星コンサート
⑨6:30～ビッグショー 布施明
（～7:30）
①市川由紀乃
⑯昭和歌謡サバイバル☆
無観客リサイタル2020
激突！演歌男子。
⑧前川清 軽井沢音楽会
㉓五木先生の歌う！
宮本隆治の歌謡ポップス☆ ランコントルファン
SHOW学校 超拡大版SP
⑮6:00～ 列車で旅する
一番星
6:15～青春ソングス
歌謡曲
（～10:00）
⑦市川由紀乃特集
㉙6:00～阿久悠コレクション 6:45～MV特集
ベストヒット演歌
㉚五木ひろしメモリアルコンサ
㉑歌謡決定版
ート 70yearsさらなる挑戦

①テレサ・テン コンサート・ライブ
⑧懐メロ♪ドライブミュージック
②MV特集
㉒MV特集（～10:00）
アイドルソング
右門捕物帖
㉙中山美穂 VIRGIN FLIGHT
⑨7:30～イントロ大辞典
'86 MIHO NAKAYAMA
（～11:30）
FIRST CONCERT
⑯あなたが選ぶベスト100
（～11:00）
昭和アニメソングコレクション
①Godiego with billboard ㉓8:30～財津和夫作品集
⑦筒美京平コレクション
classics premium strings ㉓TULIP
⑭鉄道歌浪漫（～9:30）
「8・11 パゴダ・イン・芦ノ湖」
2016（～10:30）
MV特集
MV特集
MV特集
⑧松任谷由実
ミュージックビ 9:30～懐メロ♪ドライブミュ
③シンガーソングライター大特集
④歴史に輝くメガヒット
⑥80年代ウルトラヒット
ージック
デオ特集
⑬歴史に輝くメガヒット
⑩定番＆人気のJ-POP名曲選 ⑪80年代ウルトラヒット
9:00～山下達郎 ミュージック ㉚森高千里
⑱応援ソング
⑳元気100倍☆パワフルソングアイドルソング
⑰㉔90年代ウルトラヒット
MV特集
⑦南沙織
CONCERT TOUR'92
ビデオ特集
㉕恋うたセレクション
㉛応援ソング
㉗90年代ウルトラヒット
⑤㉖カラオケで歌いたい！
10:00～野口五郎
8:45～森高千里 1996
㉙70's80's JUKEBOX
ヒット曲SP
⑭9:30～鉄道歌浪漫２
[DO THE BEST]（～10:30）
9:00～松本隆コレクション
⑫お宝MV大集合！
⑲3時間まるごと！
うる星やつら
青春ヒッツSP
㉑了子の９月のお茶会 10:00～ア
イム・THE・終ちゃん 10:30～夢の レッツゴーヤング
②MV特集（～1:00）
MV特集
MV特集
仕掛人、因幡くん登場！ラムの未来 ①10:30～ GODIEGO
MV特集
⑨11:30～MV特集（～1:30）
③㉛恋うたセレクション
⑥友に捧ぐ歌
はどうなるっちゃ！？
（～11:30） ミッキー吉野 SELECTION
④元気100倍☆パワフルソング
⑯11:00～映画主題歌コレク
㉘電気仕掛けの御庭番 9:30～月 （～11:30）
⑩眠れぬ夜に聴きたいバラード
⑬恋うたセレクション
⑪㉕思い出のタイアップソング
ション
⑳眠れぬ夜に聴きたいバラード に吠える 10:00～ヤギさんとチーズ
⑰元気100倍☆パワフルソング
⑱友に捧ぐ歌
10:30～ハートをつかめ
㉓飯尾和樹とコムアイの音楽
㉗元気100倍☆パワフルソング
㉔ソロボーカリスト
クエスト
10:53～コムアイのこれが知り
⑦アイドルソング
たい！
列車で旅する歌謡曲
①11:30～MV特集（～2:30）ポップジャム
70's80's JUKEBOX
70's80's JUKEBOX ツメ折り！カセットソング ～TRAIN and RAILWAY 郷ひろみ
0:00～太田裕美
㉓11:00～（～1:15）
⑧MV特集（～1:45）
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ～私たちが選ぶこの10曲～
MUSIC
⑭鉄道歌浪漫３
㉚10:30～
⑮忌野清志郎 WANTED
⑭㉑0:30～青春ソングス
TOUR 2003-2004
㉒㉙アイドルソングアラカルト
うる星やつら
㉒0:45～MV特集(～3:45)
㉑11:30～怒れ!!シャーベット
②1:00～
0:00～渚のフィアンセ
㉙0:45～青春ソングス ミニ
列車で旅する歌謡曲
CAR and DRIVE
CAR and DRIVE
㉘乙女ばしかの恐怖
懐メロ♪ ドライブミュージック
⑨㉓1:30～青春ソングス
11:30～霊魂とデート
MUSIC
MUSIC
⑯MV特集（㉓1:15～）
0:00～昭和アニメソングコレクション
㉚松任谷由実
ミュージックビデオ特集
ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ ⑤⑲政経マネジメント塾
きらり九州
絶景ニッポン～四季彩パレット～
ぐっ！ジョブ
1:00～アイドルソング
70's80's JUKEBOXシリーズ 野球
1:30～ 旅する観光列車
松任谷由実作品集
さつま狂句 1:40～南九州グルメ便り
さつま狂句 1:40～世界ローカルナビ の歌①2:30～⑧1:45～3:45
アゲアゲめし
原日出子の京さんぽ
⑫㉖郷土劇場「芸能の広場」
⑮忌野清志郎 ミュージックビデオ特集
1:50～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

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

アイドルソングアラカルト
④⑪70年代
⑱㉕80年代

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

70's80's JUKEBOXシリーズ
70's80's JUKEBOX
Ｂ面コレクション
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

特番・新番組

2:00～平成名球界編
3:00～MV特集（～4:00）
㉙10月番組未定①
⑦㉑眠れぬ夜に聴きたいバラード 2:00～アイドルソング
中山美穂ベスト20

MV特集

⑭シンガーソングライター大特集
㉘応援ソング

青春ソングス⑧3:45～MV特集
㉒3:45～青春ソングス ミニ

※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。

時代劇横丁

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！

あばれ八州御用旅 I
㉓㉚あばれ医者嵐山

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。

