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＜コーナーゲスト＞ 工藤あやの

＜出演＞ 小泉今日子、
 チェッカーズ、吉川晃司ほか

©NHK

©NHK(C)NTV

西城秀樹が司会を務めた音楽番組が、4月よりレギュラー放送スタート！

前川清
55周年記念コンサート 
～ありのままに～ in 中野サンプラザホール
デビュー55周年を迎えた前川清。
2/7（火）に東京・中野サンプラザホールで開催された
コンサートをテレビ初独占放送！

©テイチクエンタテインメント

Photo:西岡浩記

4/23（日） 午後3時
テレビ初独占放送

吉幾三
50周年記念ファイナルコンサート in Tokyo
歌で喜怒哀楽の全てを表現する希代のエンターテイナーでありシンガーソングライター吉幾三。
2/18（土）に東京・ティアラこうとうで開催されたコンサートをテレビ初独占放送！

4/30（日） 午後4時
テレビ初独占放送

K
I
Y
O
S
H

I
 
M

A
E
K
A
W

A

I
K

U
Z

O
 

Y
O

S
H

I

4/14（金） 午後6時 ほか

青春のポップス

ふたりのビッグショー
郷ひろみ＆石井竜也

1960年代から1970年代の洋楽の名曲を、ゲスト歌手の歌と演奏で紹介。

日本を代表する２組のエンター
テイナーが共演し、良質の音楽
とトークで繰り広げるステージ・
ショー。 （NHK放送日：1997年10月20日）

“黄金の80年代”を代表する音楽番組。
4月よりレギュラー放送スタート！

♪よろしく哀愁
♪セクシー・ユー（モンロー・ウォーク）
♪ア・ブラ・カダ・ブラ ほか

4/1（土） よる9時 ほか
（NHK放送日：1998年4月5日）

#1

4/15（土） よる9時 ほか
（NHK放送日：1998年5月3日）

#2

4/7（金） よる8時 ほか
（日本テレビ放送日：1984年10月8日）

#2

4/1（土） 午後6時 ほか

番組レギュラー放送250回！！
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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
3・10・17・24

火
4・11・18・25

水
5・12・19・26

木
6・13・20・27

金
7・14・21・28

土
1・8・15・22・29

日
2・9・16・23・30

清左衛門残日録 ③銭形平次 ④（～7:15）
コレクション ㉔時代劇主題歌 ㉕昭和銀幕スター ㉖映画主題歌 ㉗アウトロー歌謡 ㉘昭和青春歌謡

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

④7:15～ 僕たちの青春ソング
ス ミニ
7:30～ 煌く日本の歌手～わが
心の演歌～
8:00～ 歌謡決定版

㉖昭和青春歌謡 コレクション
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 宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
⑨⑯㉚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

⑥「列車」がつむぐ歌物語
⑬春爛漫！「歌姫」演歌特集

⑳春に聴きたい「桜」名曲特集
㉗聴いて歌って「力みなぎる」名曲特集

⑦㉑演歌新曲ファイル
⑭㉘リクエスト特集◇

歌謡決定版

歌謡ポップス芸能ニュース
8:30～演歌の花道
①㉙歌謡決定版
⑮宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星

歌謡決定版
②「上京」歌物語

㉓「名曲カバー」特集
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
④福田こうへい特集

⑪山内惠介特集 ⑱三山ひろし特集
㉕前川清特集

歌謡パレード
ベストヒット演歌
⑦三山ひろし特集

⑭福田こうへい特集
㉑前川清特集 ㉘山内惠介特集

③⑰歌謡ポップス芸能ニュース
⑩㉔60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20③⑰演歌新曲ファイル
⑩㉔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
⑦「男の未練・女の未練」特集

⑭「夫婦演歌」傑作選
㉑春爛漫！「歌姫」演歌特集

㉘春に聴きたい「桜」名曲特集
演歌新曲ファイル⑨歌謡決定版
㉓前川清 55周年記念コンサート 
～ありのままに～in 中野サンプラザホール
4:30～前川清 軽井沢音楽会（～6:00）
㉚ふたりのビッグショー
4:00～吉幾三 50周年記念ファイ
ナルコンサート in Tokyo（～6:00）

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
4:45～歌謡チャリティーコンサート
①BS歌謡最前線
4:30～NHK歌謡コンサート
㉒前川清50周年記念コンサート
～時を忘れて～
5:30～BS歌謡最前線
㉙吉幾三 '92 Tea Time Concert 
ちょっと来ない？ In 青山
5:15～吉幾三 ４５年間、ありが
とう～ファイナルコンサート～

（～7:15）

インフォメーション

演歌新曲ファイル
⑤五木ひろしメモリアルコンサ
ート 70yearsさらなる挑戦
⑲北山たけし ファーストコンサ
ート
6:30～60年代 僕たちの青春
ソングス

歌謡決定版
⑥春爛漫！「歌姫」演歌特集
⑬「列車」がつむぐ歌物語

⑳聴いて歌って「力みなぎる」
名曲特集

㉗「夫婦演歌」傑作選

②NHK歌謡コンサート
5:45～歌謡チャリティーコンサート
⑨ふたりのビッグショー 
吉幾三＆千昌夫
6:00～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（～7:30）
⑯島津亜矢 SINGER in 東京
オペラシティ
㉓6:00～ふたりのビッグショー 
郷ひろみ＆石井竜也
㉚MV特集（～9:00）

⑦前川清特集 ベストヒット演歌
⑭宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星
㉑吉幾三特集 ベストヒット演歌
㉘歌謡決定版

①ふたりのビッグショー 
郷ひろみ＆石井竜也
⑧⑮ビッグショー加山雄三
㉒ビッグショー 勝新太郎

闇を斬る！大江戸犯科帳 ※③④あばれ八州御用旅 II
列車で旅する歌謡曲

①鉄道歌浪漫３（～8:30）
㉙7:15～吉幾三特集 ベストヒ
ット演歌 ②⑯㉓MV特集

⑨7:30～煌く日本の歌手
～わが心の演歌～
8:00～MV特集（～11:00）
㉚9:00～アリス コンサートツ
アー 2013～It's a Time～
日本武道館ファイナル

（～11:45）

MV特集
③J-POP&ROCK
ベストセレクション

⑩心弾む幸せラブソング
⑰㉔プレイバック青春ソング

MV特集
④心揺さぶる青春ソング

⑪知ってる！歌える！J-POP決定版
⑱テンションUP！
元気満タンソング

㉕出会いと別れの歌
MV特集

⑤1980年代 J-POP BEST
⑫昭和のヒット曲メドレー

⑲定番＆人気のJ-POP名曲選
㉖1990年代J-POP BEST

MV特集
⑥メガヒット2000-2020

⑬珠玉のタイアップセレクション
⑳心が安らぐバラード

㉗プレイバック青春ソング

ザ・トップテン
⑭レッツゴーヤング

（～11:00）
㉘90年代J-POPベスト・
ソングス100（～0:00）

①8:30～僕たちの青春ソングス
①⑮9:00～青春のポップス
⑧MV特集（～10:00）
⑮70年代男性アイドルソング 
西城秀樹ベストテン
㉒NTV紅白歌のベストテン
9:00～山下達郎 ミュージックビ
デオ特集（～10:00）
㉙MV特集（～11:00）

⑦70年代昭和歌謡ベスト・
ソングス100

⑭11:00～昭和アイドル
コレクション

㉑80年代昭和歌謡ベスト・
ソングス100

㉘0:00～ポップジャム
0:45～僕たちの青春ソングス 

ミニ

レッツゴーヤング
⑧10:00～ YOU 誰でもミュー
ジシャン～坂本龍一の音楽講座～
10:50～ YOU 誰でもミュージ
シャンパートII ～ＹＭＯの音楽
講座～（～0:00）
㉒10:00～竹内まりや ミュージッ
クビデオ特集

MV特集
③会いたい人へ贈る歌
⑩旅のお供にこの1曲

⑰気持ちを奮い立たせる歌
㉔心が安らぐバラード

MV特集
④気持ちを奮い立たせる歌

⑪珠玉のタイアップセレクション
⑱心弾む幸せラブソング
㉕会いたい人へ贈る歌

MV特集
⑥心弾む幸せラブソング
⑬会いたい人へ贈る歌
⑳旅のお供にこの1曲

㉗珠玉のタイアップセレクション

②⑨11:00～MV特集（～1:00）
⑯松任谷由実 MV特集
11:00～ オトナM!LKへご招待
◇WOW!iSM―ART!ST―

（～1:00）
㉓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～J-POP ライブラリー
㉚11:45～ポップジャム（～2:00）

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

①TULIP 「8・11 パゴダ・イン・芦ノ湖」 
0:30～TULIPコレクション（～1:30）
⑧0:00～テクノポップコレクション
⑮大村雅朗25th メモリアルスーパー
ライブ 0:45～大村雅朗コレクション

（～1:45）
㉒さかいゆう×origami 
PRODUCTIONS CITYPOP LOVERS
0:00～CITY POP COLLECTION 
selected by さかいゆう
㉙YOU 誰でもミュージシャン　
11:50～パートII 

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

MUSIC
②CAR and DRIVE MUSIC
⑨1:00～青春のポップス
1:30～僕たちの青春ソングス
⑯1:00～CAR and DRIVE 
MUSIC
㉓ザ・トップテン
1:00～青春のポップス
1:30～ベストステージセレク
ション 郷ひろみ

ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ ⑤⑲政経マネジメント塾
1:30～旅する観光列車

⑫㉖郷土劇場「芸能の広場」

岡崎体育の京の観察日記 原日出子の京さんぽ
①1:30～70/80年代女性アイドル
ソング 財津和夫 作品集（～2:30）
⑧MV特集（～4:00） ⑮1:45～歌の
トップテン（～2:30） ㉒70/80年代
女性アイドルソング 井上陽水作品集 
㉙テクノポップコレクション

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 ※⑱いわさ
き白露シニアゴルフトーナメント2022

絶景ニッポン
～四季彩パレット～

さつま狂句⑦㉑世界ローカルナビ
⑭㉘いわさき白露シニアゴルフトーナ
メント2022◇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

⑦⑭J-POP&ROCKベスト
セレクション

㉑心揺さぶる青春ソング
㉘テンションUP！
元気満タンソング

アイドルソング
①2:30～中森明菜ベスト20
㉒70年代アラカルト
㉙80年代アラカルト
⑮2:30～RCサクセション 
LIVE ALBUM コレクション

昭和アニメソングコレクション 
（～4:00）
⑯座頭市物語
㉓座頭市地獄旅
㉚座頭市血煙り街道懐メロ♪ ドライブミュージック

昭和アニメソングコレクション
⑱怪獣ソングコレクション

㉕すぎやまこういちコレクション
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～
僕たちの青春ソングス 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。 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 4/4（火）、10（月）深夜3:55～4:00 スカパー！プレミアムサービス


	PG-2023.4_omote_0307
	PG-2023.4_ura_0227 (1)

