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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

出演：坂東玉三郎／小椋佳／水前寺清子／小林幸子／堀内孝雄／三山ひろし／杜このみ ほか

司会：宮本隆治

三橋美智也 二十三回忌追善
メモリアルコンサート

〜 坂東玉三郎・小椋佳が
ミッチーに捧げる名曲たち〜

前編

島津亜矢
リサイタル2010 挑戦

3ヵ月連続特集

五木先生の
歌う！SHOW学校

いよいよスタート！



ⒸNHK

＜出演者＞ 

坂東玉三郎／小椋佳
水前寺清子／小林幸子／堀内孝雄
岩本公水／三山ひろし／杜このみ
＜司会＞ 宮本隆治

11/24（土） 午後4時   
2010年10月に東京·NHKホールで行われたデビュー25周年
記念リサイタルの模様をお届けします。 オリジナル曲やカバ
ー曲、ポップス、歌謡浪曲など25周年を迎えてあらたに挑戦
してゆく島津亜矢の彩り豊かなステージをお楽しみください。

島津亜矢
リサイタル2010 挑戦

独
占
放
送
！

NHKで人気の音楽バラエティ番組をCS初放送！

ここは歌謡曲しか教えない
という世にも珍しい学校。
懐かしい歌に新しい歌。
みんなで歌って笑える
SHOW学校です。五木ひ
ろし先生が歌の世界のア
レコレを熱血指導します!

＜出演者＞ 五木ひろし／山内惠介／三山ひろし／竹島宏／市川由紀乃
 小池徹平／今市隆二（三代目 J Soul Brothers） ほか

新番組新番組新番組

11/7（水） 午後4時 スタート！   
五木ひろしが「先生」に扮し、山内惠介、三山ひろし、竹島宏ら若手演歌歌手や
お笑いタレントなどを生徒に、懐かしい歌から新しい歌まで、音楽の世界のルー
ツや魅力を楽しく教えていく音楽バラエティ番組。（NHK放送日：2015年10月12日）

三橋美智也 二十三回忌追善
メモリアルコンサート
～坂東玉三郎・小椋佳がミッチーに捧げる名曲たち～前編

11/10（土） 午後4時   
昭和を代表する歌手·三橋美智也。二十三回忌を迎える現在もその歌声は人々の心を魅了してや
みません。番組では、貴重な写真や音源を元に彼の生い立ちや偉業を紹介するとともに8月に東京·
浅草公会堂で開催された追善コンサートの模様をお届けします。人間国宝·坂東玉三郎、シンガー
ソングライター·小椋佳、小林幸子、三山ひろしなど超豪華メンバーが「リンゴ村から」「古城」「哀愁
列車」「達者でナ」「星屑の町」など、三橋美智也の名曲の数々や自身のヒット曲を歌い上げます。

◆再放送 11/19（月）午後5時

三橋美智也

＜写真協力：テイチクエンタテインメント＞

3ヵ月連続
「歌姫・
島津亜矢
特集」
第1弾

12月は
島津亜矢の

最新コンサートを
独占放送！ 

予告



氷川きよしがグッチ裕三と繰り広げるバラエティ番組。

松田聖子・中森明菜が80年代に発売した「オリジナ
ル・アルバム」から名曲を厳選してお届けします。

深夜1時、新たな音楽に出会う時間
「WOWOW  PLUS  MUSIC」
音楽専門チャンネル『歌謡ポップスチャンネル』が
“今伝えたい”をキーワードに多彩な音楽ジャンルの
アーティストを独自にピックアップ！
その魅力・素晴らしさをお届けします。

3ヵ月にわたってレギュラー放送（全6話）

1988年から1991年までNHKで放送された若者向けの音楽番組。

番組DJが70～90年代の音楽について
独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組。

ふるさとに響け！
福田こうへい
復興の歌声
 ～三陸ツアー2017～
11/3（土・祝） 午後4時

11/12（月） 午後6時

TOSHIHIKO
TAHARA 
DOUBLE
"T" TOUR 2015

11/4（日） 午後5時

11/16（金） よる11時

山内惠介
コンサート
2016
～ひたむきに、あなたに
届け “歌力 ” ～

11/17（土） 午後4時 NAONのYAON 2018
11/18（日） 午後4時 11/30（金） よる10時

ⒸNHK

FLYING KIDS／杉山清貴／村井麻里子
THE GREAT RICHIES

11/9（金） （NHK放送日：
1990年8月4日）よる10時 ほか#27

人気演歌歌手の
新旧ヒット曲を
全曲フルコーラスで
ご紹介。

シンガーソングライターとして活躍中の平松愛理が
1980年のヒット曲を中心に紹介します。

11/7（水） よる10時 ほか  #2

デビュー18年目を迎えた“演歌
界の貴公子”山内惠介の新旧
のヒット曲をお楽しみください。
＜紹介曲＞
♪釧路空港 ♪恋する街角 
♪さらせ冬の嵐 ほか

#284   山内惠介
11/9（金） 午後4時 ほか

デビュー35周年を迎えた長山洋子。
立ち弾きでの津軽三味線など独自
の世界観をたっぷりお届けします。
＜紹介曲＞
♪じょんから女節 ♪恋の津軽十三湖 
♪じょっぱり よされ ほか

11月は「路地裏」「夫婦桜…」を
テーマを取り上げ、それに関連した
名曲を人気演歌歌手が熱唱します。

#285   長山洋子
11/23（金・祝） 午後4時 ほか

11月の演歌コンサート 11月の懐かし系コンサート

Ⓒテレビ東京

都はるみ／天童よしみ／原田悠里
11/22（木） 

（テレビ東京放送日：1996年3月31日）

川中美幸／山川豊／坂本冬美／河島英五
11/8（木） 

（テレビ東京放送日：1992年1月12日）

午後4時 ほか #370

ゲスト：山瀬まみ＆中孝介
11/6（火）

（NHK放送日：2007年10月25日）

午後4時 ほか #48

午後4時 ほか #371

音楽活動を中心に幅広く活躍中のダイアモンド ユカイが
1975年のヒット曲を中心に紹介します。 

11/21（水） よる10時 ほか  #2

デビュー15周年の北山たけしが登場。憧れの北島
三郎のもとで８年間の修行を経て、デビューを果た
した北山たけしの歌手人生に迫ります。
＜歌唱曲＞♪片道切符 ♪漁歌 ♪津軽おとこ節

#149   北山たけし
11/5（月） 午後4時 ほか

詩吟の家元で生まれ、自身も師範代の資格をもつ
石原詢子が登場。彼女を支えた亡き両親への想い
とともに歩んできた歌手人生30年間を振り返ります。
＜歌唱曲＞♪夕霧海峡 ♪淡墨桜 詩吟入り ♪遥かな道

#150   石原詢子
11/19（月） 午後4時 ほか

宮本隆治が相田翔子とお届けする
演歌·歌謡曲情報バラエティ番組。

演歌の花道

＜歌唱曲＞
♪花／中孝介 
♪百万本のバラ ♪陽春／氷川きよし 
♪ＳＡＹ ＹＥＳ／氷川きよし・中孝介　

松田聖子 アルバム･コレクション
11/5（月） #1 11/6（火） #2 よる11時 ほか

中森明菜アルバム･コレクション
11/7（水） #1 11/8（木） #2 よる11時 ほか

ⒸNHK

WOWOW PLUS 
MUSIC

－ 深夜1時の音楽タイム －

新番組スタート！

妹尾 武 虹のコンキスタドール 中澤卓也

妹尾 武／虹のコンキスタドール／中澤卓也 ...and more
11/24（土） 深夜1時 スタート

曜日替わりで7組のアーティストが登場

～坂東玉三郎・小椋佳がミッチーに捧げる名曲たち～



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

 日
4・11・18・25

6 歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 清水節子と大森あきらの歌恋綴り わが心の演歌 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER
政経マネジメント塾とちぎ発！旅好き！

日本のこころ　ふるさとの歌 京ことコト※③山日和◇京ことコト

7
週刊カセット

演歌ベスト20

わが心の演歌 車で旅する歌謡曲 60年代　
僕たちの青春ソングス

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

世界ローカルナビ 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

若っ人ランドうた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 歩きながらソング

8 時代を映す
名曲アルバム

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

昭和スター列伝
①田端義夫⑧森繁久彌

⑮近江俊郎
㉒加山雄三㉙霧島昇

時代を映す名曲アルバム
昭和スター列伝

④田端義夫⑪森繁久彌
⑱近江俊郎㉕加山雄三

9
インフォメーション 演歌男子。３ うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

インフォメーション

10 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０11 車で旅する歌謡曲

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ ③㉔きよしとこの夜

⑩⑰NHK歌謡コンサート
特選！ ヒット演歌 ◇インフォ

インフォメーション

演歌売れ筋
ランキング

インフォメーション

1
ベストヒット演歌 

①⑭㉘森進一 ②⑫㉖五木ひろし特集1 ⑤⑲前川清 ⑥⑳島津亜矢 ⑦㉑演歌男子。2018
⑧㉒演歌女子。2018 ⑨㉓氷川きよし ⑬⑯㉗五木ひろし特集2 ⑮㉙石川さゆり ㉚山内惠介

歩きながらソング

インフォメーション

2 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

インフォメーション

3 70's 80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～

4
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

⑥⑬きよしとこの夜
⑳㉗NHK歌謡
コンサート

五木先生の歌う！
SHOW学校

※㉑俺ら東京さ行ぐだ ～純情
篇～ ※㉘俺は上野のプレスリ
ー (～5:30)

演歌の花道 ベストヒット演歌
②石川さゆり
⑨⑯山内惠介
㉓㉚長山洋子

③福田こうへい三陸ツアー2017
5:00～ 三山ひろし探検隊
⑩三橋美智也二十三回忌
追善メモリアルコンサート　
前編～坂東玉三郎・小椋佳
がミッチーに捧げる名曲たち～
5:30～ スナック寿美
⑰山内惠介コンサート2016 
5:30～ わが心の演歌 
㉔島津亜矢
リサイタル2010 挑戦

ジャストポップアップ
※⑱NAONのYAON 2018 
(～7:00)  ※㉕五木ひろし  
歌って走って30年～ふるさと
美浜で紡いだ絆～

花王名人劇場
※㉙五木ひろし ミュージ
ックビデオメイキング 

「ＶＩＶＡ・ＬＡ・ＶＩＤＡ！
～生きてるっていいね！～」 
5:00～ わが心の演歌

インフォメーション

5
⑤五木ひろしメモリアルコンサ
ート 70yearsさらなる挑戦 
⑫三山ひろし探検隊シリーズ
6:00～ 福田こうへい
三陸ツアー2017
⑲三橋美智也二十三回忌追
善メモリアルコンサート 前編
～坂東玉三郎・小椋佳がミッ
チーに捧げる名曲たち～ 
6:30～ 煌く日本の歌手 
㉖山川豊デビュー35周年記念
コンサート 6:30～ わが心の演歌

わが心の演歌 わが心の演歌 ④TOSHIHIKO 
TAHARA  

DOUBLE"T"TOUR 
2015

⑪レッツゴーヤング
㉕ビッグショー 

美空ひばり

インフォメーション

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌の花道 五木先生の歌う！
SHOW 学校

※③ビッグショー 美空ひばり
※㉔ビッグショー 雪村いづみ

インフォメーション
特選！ ヒット演歌

7 時代を映す
名曲アルバム

うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～⑨五
木ひろしミュージックビデオメイキング 宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！！ 
④㉕ダイアモンド ユカイ

⑪⑱平松愛理
歩きながらソング※㉓スナック
寿美～浅草で“春よ来い”～

8
60年代 僕たちの青春ソングス

週刊カセット演歌
ベスト20

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！

④⑱寺田恵子 ⑪㉕諸星和己

僕たちの青春ソングス ツメ折り！
カセットソング

9 70's80's JUKEBOXシリーズ　Ｂ面コレクション
※㉒㉓㉖～㉚70's80's JUKEBOX　～私たちが選ぶこの10曲～ 夜も一生けんめい。

10
しゃべくりDJ 

ミュージックアワー！！ 
⑤⑲諸星和己 ⑫㉖寺田恵子 ツメ折り！

カセットソング
しゃべくりDJ 

ミュージックアワー！！ 
⑦⑭平松愛理

㉑㉘ダイアモンド ユカイ

ジャスト
ポップアップ

※①レッツゴーヤング

ジャスト
ポップアップ

※㉓レッツゴーヤング
 (～1:00)

※㉚NAONのYAON 2018
 (～1:00)

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

レッツゴーヤング
夜も一生けんめい。

11
70年代男性アイドルソングベストテン ①西城秀樹
80年代女性アイドルソングアルバム･コレクション

⑤⑥⑫⑮㉑㉒㉗㉘松田聖子 ⑦⑧⑬⑭⑲⑳㉖㉙中森明菜

②ジャッキー吉川＆ブルー
コメッツ ファイナルコンサ
ートin中野サンプラザ
⑨コロッケ芸能生活35周
年記念コンサート
⑯TOSHIHIKO TAHARA  
DOUBLE"T"TOUR 2015

④WOWOW MUSIC Selection 
TIMELESS SESSIONS in YOKOHAMA  
0:00～ 懐メロ♪ ドライブ
～ミッドナイト ハイウェイ編～  
⑪80年代女性アイドルソング
SP 松田聖子 ⑱中森明菜 
㉕小泉今日子0 懐メロ♪ドライブミュージック～関西編～

ベストヒット演歌 
③石川さゆり

⑩⑰山内惠介 ㉔長山洋子 ツメ折り！カセットソング（～1：30）

1
僕たちの青春ソングス※③⑩⑰昭和スター列伝（～1：30） ㉔～㉚WOWOW PLUS MUSIC -深夜1時の音楽タイム-

ぐっ！ジョブ
～九州ゲンキ主義経済～ ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ 政経マネジメント塾

※⑭世界ローカルナビ ※㉘目撃者ｆ
郷土劇場 

※⑧目撃者ｆ 2:00～ virtual 
trip 2:15～ 山日和 

※㉒目撃者ｆ

きらり九州めぐり逢い
※⑨㉓郷土劇場

昭和スター列伝 70's80's 
JUKEBOXシリーズ
Ｂ面コレクション

ハワイ・ローカルトーク
OKINAWA MONDE W・ALKER

2 原日出子の京さんぽ 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～クロ女子白書 さつま狂句 世界ローカルナビ ※⑧京ことコト さつま狂句

インフォメーション 車で旅する歌謡曲 懐メロ♪ドライブ ～九州編～※④箱根・伊豆編

2018

11
[  番組表  ]

演歌おすすめ番組

懐かしおすすめ番組
マークは同時に複数の音声を放送している音声多重放送の番組で

す。※番組は深夜3時にて放送終了します。※番組表の歌手名はオリジ
ナル歌手名であり、お手本ボーカルの歌手とは異なります。※番組は予
告無く変更、または休止する場合がございます。予めご了承ください。
11/6 深夜3時～4時 JCHITS(HD)　11/20 深夜3時～4時 JCHITS(SD)　
11/20 深夜4時～5時 スカパープレミアム(H264)644ch　
11/27 深夜1時～ 11/28 朝7時 スカパープレミアム(H264)644ch

PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時～午後6時

（年中無休※年末年始を除く）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
http://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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