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小田井涼平の活躍を番組の過去映像で振り返る完全保存版！

歌謡チャリティーコンサート

小田井涼平卒業スペシャル！ もう一度見たい純烈BEST10

＜歌唱曲＞♪恋人よ／五輪真弓
♪傷だらけのローラ／西城秀樹  ♪珍島物語／天童よしみ ほか

＜出演＞ 福田こうへい／パク・ジュニョン／松阪ゆうき／東京力車
 二見颯一／彩青  ＜スペシャルMC＞相田翔子

＜出演＞

五輪真弓／西城秀樹
天童よしみ／河島英五 ほか

午前10時 ＃1 前編
午後1時 ＃2 後編  

12/31（土）

11/9に大阪・サンケイホールブリーゼで行われた
『純烈コンサート2022「さらば青春の小田井」』の
模様を独占放送！

12/29（木） 午後6時30分

オフコース解散から10年を経た
1999年にメンバーの清水仁、松尾
一彦、大間ジローによって結成され
たライブユニットA.B.C.。2022年5
月に山形県・高畠町文化ホール「まほ
ら」で開催されたLIVEを放送。

12/25（日） よる9時15分

12/29（木） 午後6時 ほか

オフコース 1982・6・30 武道館 コンサート
12/25（日） よる7時30分

＃2 12/3（土） 午後5時30分 ほか

©NHK

トップ歌手たちの歌声を、フルオーケストラの
迫力ある演奏とともにお届けします。
（NHK放送日：1999年5月4日）

実力派演歌歌手・福田こうへいと演歌界を牽引する『演歌男子。』たちが
集結したスペシャルコンサートを独占放送！

それぞれの代表曲と新曲の
ほか、時代を超えて愛され
る昭和・平成の名曲を熱唱。
さらに、福田こうへい、松阪
ゆうき、二見颯一、彩青が
得意な民謡も披露します。
また福田こうへい憧れのア
イドル“Wink（ウィンク）” の
相田翔子も登場するなど見
どころ満載！

12/11（日） 午後4時

テレ
ビ初
独占
放送
！

12/11（日） 
同日放送

おかげさま
～福田こうへいコンサートツアー2014秋～

午後1時 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～

午後2時30分

テレビ初独占放送！

A.B.C. Live2022 「LOVE IS LOVE」

福田こうへい
ステキな

と
たち

上位にランクインした歌手の
皆さんからのコメントも必見です。

毎年恒例！6時間の
年末スペシャル版をお届け！



番組表12
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
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22・29

金
2・9・16・23・30

土
3・10・17・24・31

日
4・11・18・25

銭形平次 ㉙時代劇主題歌コレクション㉚音楽でたどる流行～昭和50年代コレクション～ 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

時代を映す名曲アルバム
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
④宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
⑪㉕歌謡決定版（～9:00）
⑱発見らくちゃく！
7:30～さつま狂句 7:40～グルメ便り 
7:50～ローカルナビわが心の演歌

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版
①「海峡演歌」傑作選

⑧「青春」特集
⑮「人生演歌」傑作選
㉒「周年歌手」特集

㉙2022年新曲おさらい 女性歌手

リクエスト特集◇
歌謡決定版

⑨㉓演歌新曲ファイル

宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
③㉛歌謡決定版
⑰歌謡ポップス芸能ニュース
8:30～演歌の花道

④歌謡決定版
⑱宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星

インフォメーション㉛わが心の演歌

カラオケ人気ソング◇
歌謡決定版

㉛インフォメーション
10:00～オリコン演歌＆
歌謡スペシャル2022年
間TOP100（～4:00）

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
⑥㉗市川由紀乃

⑬竹島宏 ⑳鳥羽一郎
歌謡パレード

ベストヒット演歌 
②㉓五木ひろし⑨鳥羽一郎⑯松原健之
㉚インフォ 10:30～小田井涼平卒業
SP！もう一度見たい純烈BEST10

⑤⑲歌謡ポップス芸能ニュース
⑫㉖60年代 僕たちの青春ソングス

NHK歌謡コンサート NHK歌謡コンサート

列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC演歌の花道 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
⑪おかげさま～福田こうへい
コンサートツアー2014秋～
2:30～福田こうへい ミニライブ
in大間（～4:00）

⑤⑲演歌新曲ファイル
⑫㉖リクエスト特集◇

歌謡決定版
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

㉙わが心の演歌
2:00～演歌男子。LIVE in 
東京お台場 大江戸温泉物語 
3:30～昭和歌謡サバイバル☆
激突！演歌男子。（～5:30）

歌謡決定版
②「人生演歌」傑作選
⑨「周年歌手」特集 

⑯「青春」特集
㉓2022年新曲おさらい 女性歌手
㉚2022年新曲おさらい 男性歌手 演歌新曲ファイル

⑪4:00～福田こうへいとステ
キな演歌男子。たち（～6:00）

㉕リクエスト特集◇
歌謡決定版

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

歌謡パレード
NHK歌謡コンサート

（③⑩4:45～）
⑰4:45～歌謡ポップス☆一番星
コンサート（～6:00）
㉔5:00～テレサ・テン 
コンサート・ライブ（～6:00）
㉛歌謡決定版（～7:00）

インフォメーション

時代を映す名曲アルバム
㉑6:00～それゆけ！演歌アウ
トドア倶楽部
㉘6:00～みんなの県民ＳＯＮ
Ｇ！～信州うた旅情編～
⑦歌謡決定版
⑭わが心の演歌
5:30～鉄道歌浪漫３

歌謡決定版

㉙5:30～純烈特集 ベストヒッ
ト演歌
6:00～小田井涼平卒業スペ
シャル！もう一度見たい純烈
BEST10
6:30～純烈コンサート2022

「さらば青春の小田井」
(～8:30)

NHK歌謡コンサート

③歌謡チャリティーコンサート
6:45～僕たちの青春ソングス ミニ
7:00～MV特集
⑩鳥羽一郎 35周年記念コンサ
ート
7:00～山下達郎 ミュージックビ
デオ特集
⑰6:00～五木ひろし特集 ベスト
ヒット演歌
6:45～歌謡チャリティーコンサート
㉔6:00～大集合！J-POP青春の
80s～音楽はタイムマシン！～
㉛7:00～MV特集（～4:00）

僕たちの青春ソングス ミニ
宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
②純烈特集 ベストヒット演歌
6:30～青春ソングス
⑯歌謡決定版
㉚鳥羽一郎特集 ベストヒット演歌
6:45～歌謡ポップス☆一番星コンサート（～8:00）

④西郷輝彦LIVE2010
⑪ロイヤルチェンバーオーケス
トラ with 原田悠里
⑱市川由紀乃 
無観客リサイタル2020
㉕TULIP 

「8・11 パゴダ・イン・芦ノ湖」人形佐七捕物帳⑬（～8:45）
①～⑫あばれ医者嵐山 僕たちの青春ソングス

④8:00～ 中山美穂 
VIRGIN FLIGHT '86 
MIHO NAKAYAMA FIRST 
CONCERT
⑪8:00～ザ・スター 西城秀樹 

（～10:00）
⑱ 列車で旅する歌謡曲
8:30～ポップジャム（～10:00）
㉕オフコース 1982・6・30 
武道館 コンサート（～9:15）

MV特集
⑤70-80年代 J-POP BEST

⑫シンガーソングライター
⑲知ってる！歌える！J-POP

㉖愛のうた

MV特集
⑥歴代紅白出場アーティスト

⑬9:00～愛のうた（～11:00）
⑳あの頃を懐かしむ歌

㉗70-80年代 J-POP BEST

⑬8:45～ 
僕たちの青春ソングス ミニ

MV特集
⑦カラオケで歌いたい！ヒット

曲SP
⑭定番＆人気のJ-POP名曲選

㉑お宝MV大集合！
㉘メガヒット90's

MV特集
①⑧90年代ウルトラヒット

⑮情緒あふれる歌
㉒2000年代J-POP BEST

㉙9:00～メガヒット80's（～0:00）

㉙8:30～僕たちの青春ソングス

昭和アニメソングコレクション
㉓SHOW-YA PRODUCE  
NAONのYAON 2022　前編

（～9:15）
㉚ポップジャム（～11:00）

③ポップジャム
⑩松任谷由実 ミュージックビ
デオ特集
9:00～ レッツゴーヤング

（～0:00）
⑰MV特集
10:00～ NAONのYAON 
2021 第一部（～11:30）
㉔大村雅朗25th メモリアルス
ーパーライブ
9:45～X'masスペシャル 
ポップス＆ロック 1989ライブ

（～0:00）

ルパン三世 PART1
②第1話～第8話
⑨第9話～第16話
⑯第17話～第23話
⑯0:30～僕たちの青春ソングス
㉓9:15～SHOW-YA 
PRODUCE  NAONのYAON 
2022　後編
11:00～J-POP a（エース）民
生がCHARAが飲んで歌って
90分
0:30～懐メロ♪ ドライブミュ
ージック
㉚11:00～MV特集

④あなたが選ぶ 女性アイドルソン
グ・ベスト100（～1:00）
⑪10:00～西城秀樹 マイ・フェイ
バリット ヒデキ
⑱10:00～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！
㉕9:15～A.B.C. Live2022 

「LOVE IS LOVE」
10:30～稲垣潤一 40th 
Anniversaryコンサート2022

（～0:00）

MV特集
⑤ソロボーカリスト

⑫クリスマスを彩る歌
⑲歴史に輝くメガヒット

㉖ 情緒あふれる歌

MV特集
⑥歴史に輝くメガヒット

⑳応援ソング
㉗眠れぬ夜に聴きたいバラー

ド

MV特集
①眠れぬ夜に聴きたいバラード

⑧応援ソング
⑮ソロボーカリスト

㉒クリスマスを彩る歌

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

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

③MV特集
⑩0:00～昭和アイドルコレク
ション
1:00～70/80年代女性アイド
ルソング 松任谷由実作品集
⑰11:30～NAONのYAON 
2021 第二部
1:00～WORLD GUITAR 
GIRLS COLLECTION 
－女子メタルの響宴－
㉔0:00～忌野清志郎 
WANTED TOUR 
2003-2004（～2:15）

70年代男性アイドルソング
⑪西城秀樹ベストテン

0:00～郷ひろみベストテン

⑱MV特集
㉕0:00～ポップジャム

（～1:30）CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ ドライブミュージック CAR and DRIVE 

MUSIC

ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 発見らくちゃく！
⑬すぎやまこういちコレクション（～2:00）⑦㉑政経マネジメント塾

1:30～旅する観光列車
⑭㉘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～
アイドルソング

④吉田拓郎作品集
⑪野口五郎ベストテン

⑱MV特集
㉕1:30～懐メロ♪ドライブミュージック

アゲアゲめし 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
㉒㉙紀伊半島の森で

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
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

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

MV特集
②歴史に輝くメガヒット

⑨応援ソング
⑯70-80年代 J-POP BEST
㉓歴代紅白出場アーティスト

㉚ 列車で旅する歌謡曲
3:00～CAR and DRIVE MUSIC

③懐メロ♪ ドライブミュージック
3:00～忌野清志郎 コレクション
⑩MV特集
⑰J-POPライブラリー
㉔2:15～忌野清志郎 LIVE 
ALBUM コレクション
3:45～MV特集

右門捕物帖
懐メロ♪ ドライブミュージック

ALFEE コレクション
⑳オフコース コレクション

㉗TULIP 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～

※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

【停波】スカパー！110度CS 12/6（火）深夜3:55-4:00、12/13（火）深夜1:00-翌7:00
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