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前編 	 3/10（金）	
	 午後6時	ほか
後編 	 3/24（金）	
	 午後6時	ほか

S A T O S H I  H A Y A S H I B E

テレビ
初放送！

開催が決定した「林部智史 
嚴島神社 奉納演奏会」に向
けて、事前に広島の街を訪
れるドキュメンタリー番組。

3/26（日）	午後6時

そして、創る歌、
織出す音色　
 ～林部智史のこれから～
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©NHK

西城秀樹
デビュー記念日特集

3/25（土）	
午後4時　NHK歌謡コンサート	 ＃155
午後4時45分　歌謡チャリティーコンサート	 ＃1 〜 ＃3

よる8時30分　ベストステージセレクション	西城秀樹
よる9時　ふたりのビッグショー　西城秀樹&野口五郎©NHK

©NHK ©NHK ©NHK

CHAGE 
AND 

ASKA 
CONCERT MOVIE

GUYS
3/11（土）	よる8時	ほか

3/4（土）	
よる10時
1994年12月にNHKBS2
で放送された「BS流行歌
最前線JA-POPS NOW」
のスタジオLIVE。
♪言えないよ
♪セクシー・ユー
♪2億4千万の瞳 ほか

3月25日のデビュー記念日に出演番組を6時間連続放送！

ベストステージセレクション
郷ひろみ
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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
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22・29

木
2・9・16・23・30

金
3・10・17・24・31

土
4・11・18・25

日
5・12・19・26

銭形平次 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
㉙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 宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
⑫㉖歌謡決定版（～9:00）わが心の演歌

USEN演歌ベスト20

歌謡決定版
②日本全国「歌めぐり」特集

⑨「男の未練・女の未練」特集
⑯「夫婦演歌」傑作選

㉓春に聴きたい「桜」名曲特集
㉚「列車」がつむぐ歌物語

リクエスト特集◇
歌謡決定版

⑩㉔演歌新曲ファイル

宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
④歌謡決定版
⑱歌謡ポップス芸能ニュース 
8:30～演歌の花道

歌謡決定版
⑤「名曲カバー」特集

⑲「上京」歌物語
インフォメーション

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

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
⑦三山ひろし特集

⑭鳥羽一郎特集 ㉑山内惠介特集
㉘福田こうへい特集

歌謡パレード
ベストヒット演歌
③㉛鳥羽一郎特集

⑩市川由紀乃特集⑰福田こうへい特集
㉔三山ひろし特集

⑥⑳歌謡ポップス芸能ニュース
⑬㉗60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20⑥⑳演歌新曲ファイル
⑬㉗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

歌謡決定版
③「風」がつむぐ名曲特集

⑩「夫婦演歌」傑作選
⑰「男の未練・女の未練」特集

㉔「列車」がつむぐ歌物語
㉛春に聴きたい「桜」名曲特集

⑤⑲演歌新曲ファイル
⑫㉖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TOP30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

USEN演歌ベスト20

NHK歌謡コンサート
⑪（～5:30） 
⑱BS歌謡最前線（～5:00）インフォメーション

④歌謡チャリティーコンサート
※㉕（～8:30）
④6:00～
川中美幸 45周年記念公演

（～7:30）
⑪5:30～遠藤実メモリアル
コンサート（～7:30）
⑱5:00～坂本冬美

「～歌の夢 歌の旅～　
Fuyumi Sakamoto 
25th Anniversary Live 
-My Favorite Songs-」

①歌謡決定版
⑧吉幾三 45年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～
⑮祝！鳥羽一郎デビュー40周
年記念コンサート
㉒三山ひろしの学芸のすゝ め
～話芸講談・赤穂義士伝～
6:30～60年代 僕たちの青春
ソングス
㉙西郷輝彦LIVE2010
6:30～歌謡ポップス芸能ニュース

歌謡決定版
②「男の未練・女の未練」特集
⑨日本全国「歌めぐり」特集

⑯春に聴きたい「桜」名曲特集
㉓「風」がつむぐ名曲特集

㉚「夫婦演歌」傑作選

NHK歌謡コンサート
⑲歌謡チャリティーコンサート

（～7:30）
㉖心、響く詞（うた）いずこへ
～林部智史 音楽の旅～（～6:00）

歌謡パレード
㉖6:00～そして、創る歌、
織出す音色（おと）
～林部智史のこれから～宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星

③歌謡決定版
⑰山内惠介特集 ベストヒット演歌
㉛市川由紀乃特集 ベストヒット演歌

⑤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 
⑫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...～
⑲7:30～60年代 僕たちの青春
ソングス
㉖僕たちの青春ソングス
7:00～MV特集

あばれ八州御用旅 II
④7:30～鉄道歌浪漫３ 
⑪7:30～歌謡ポップス芸能ニュース 
8:00～
CHAGE AND ASKA 
CONCERT MOVIE GUYS

（～10:00）
⑱MV特集 
8:00～松任谷由実 MV特集
㉕8:30～ベストステージセレ
クション 西城秀樹

MV特集
⑥J-POP&ROCKベストセレ

クション
⑬会いたい人へ贈る歌

⑳プレイバック青春ソング
㉗女性ボーカル特集

MV特集
⑦出会いと別れの歌
⑭知ってる！歌える！

J-POP決定版
㉑心が安らぐバラード

㉘メガヒット2000-2020
MV特集

①⑮定番＆人気のJ-POP名曲選
⑧平成のヒット曲メドレー

㉒1990年代J-POP BEST集
㉙80年代J-POP BEST

MV特集
②女性ボーカル特集

⑨心弾む幸せラブソング
⑯気持ちを奮い立たせる歌

㉓知ってる！歌える！
J-POP決定版

㉚40年分の鉄板ソング！
ポップス＆ロック編④

（～11:00）

昭和アニメソングコレクション
③怪獣ソングコレクション

MV特集
⑤メガヒット90's

⑫80年代J-POP BEST
⑲平成のヒット曲メドレー

㉖90年代J-POPベスト・ソン
グス100（～0:00）

③大怪獣ガメラ
10:30～レッツゴーヤング 

（～0:00）
⑩大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン
⑰ガメラ 大怪獣空中決戦
10:45～怪獣ソングコレクション

（～11:45）
㉔ガメラ２ レギオン襲来
㉛ガメラ３ 邪神＜イリス＞覚醒

ふたりのビッグショー　
西城秀樹&野口五郎
⑱山下達郎 MV特集

MV特集
⑥あの頃を懐かしむ歌

⑬心弾む幸せラブソング
⑳気持ちを奮い立たせる歌

㉗珠玉のタイアップセレクション

MV特集
⑦気持ちを奮い立たせる歌

⑭愛のうた
㉑会いたい人へ贈る歌

㉘心弾む幸せラブソング

MV特集
②愛のうた

⑨会いたい人へ贈る歌
⑯あの頃を懐かしむ歌

㉓心弾む幸せラブソング

④ベストステージセレクション 
郷ひろみ 
10:30～ベストステージセレク
ション 西城秀樹
⑪林部智史スペシャルリクエストLIVE 

（～11:30） ⑱竹内まりや MV特集
㉕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！

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

⑩大怪獣空中戦 ガメラ対ギャ
オス（～0:45）
⑰11:45～僕たちの青春ソング
ス ミニ
㉔㉛MV特集（～1:00）

④70年代男性アイドルソング 
野口五郎ベストテン
⑪11:30～X'masスペシャル ポップ
ス＆ロック 1989ライブ（～1:45）
⑱ポップジャム（～0:30）
㉕番組未定

⑤MV特集（～1:00）
⑫忌野清志郎 WANTED 
TOUR 2003-2004

（～1:15）
⑲MV特集

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

MUSIC

③音楽でたどる流行
～昭和50年代コレクション～
⑩0:45～僕たちの青春ソング
ス ミニ 
⑰すぎやまこういちコレクション

④70年代男性アイドルソング 
郷ひろみベストテン
1:00～70年代男性アイドルソ
ング 西城秀樹ベストテン
⑪1:45～僕たちの青春ソングス ミニ
⑱0:30～J-POP a（エース）民生
がCHARAが飲んで歌って90分
㉕CHAGE AND ASKA 
CONCERT MOVIE GUYS

⑤1:00～
松任谷由実 MV特集
⑫1:15～ポップジャム
⑲オトナM!LKへご招待◇
WOW!iSM―ART!ST―
㉖Maison B◇WOW!iSM
1:30～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！ 政経マネジメント塾
1:30～旅する観光列車

※⑧㉒郷土劇場「芸能の広場」

きらり九州※㉓㉚絶景ニッポン
～四季彩パレット～ 絶景ニッポン～四季彩パレット～

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
※㉑いわさき白露シニアゴルフ

原日出子の京さんぽ
さつま狂句
1:40～シニアゴルフ⑩㉔世界ローカ
ルナビ◇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
③珠玉のタイアップセレクション

⑩J-POP&ROCK
ベストセレクション
⑰出会いと別れの歌

㉔プレイバック青春ソング
㉛心弾む幸せラブソング

④⑪70年代昭和歌謡ベスト・
ソングス100

⑱㉕80年代昭和歌謡ベスト・
ソングス100

右門捕物帖
懐メロ♪ ドライブミュージック ⑦⑭昭和アイドルコレクション

㉑㉘THE ALFEE 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
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