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H a y a s h i b e  S a t o s h i

林 部 智 史
嚴島神社 奉納演奏会
第一夜「古からの美しき調べ」

5/27（土） よる7時

今年2月にデビュー7周年を迎えた歌手 林部智史。2023年特別企画として、
世界遺産の嚴島神社を舞台に自身初の奉納演奏会をおこなう。
和楽器が奏でる美しき調べにのせて心を込めて歌う第一夜

「古からの美しき調べ」の模様を歌謡ポップスチャンネルでテレビ独占生中継！

海援隊 50周年コンサート
〜 故郷 離れて50年 〜

海援隊デビュー
50周年、半世紀
を記念して開催さ
れたメモリアルコ
ンサートを放送。

“永遠のスター”西城秀樹の
出演番組を4時間連続放送！

（4月1日 東京・日本橋
三井ホールにて開催）

テレビ
初放送

5/21（日） 
午後6時

5/14
（日） 

5/16
（火） 

5/31
（水） 

沢田研二
出演番組を連続放送

西城秀樹 山内惠介 出演番組を連続放送

よる7時

レッツゴーヤング
#15

よる7時45分

ベストステージ
セレクション 
沢田研二

よる8時15分

ふたりの
ビッグショー
沢田研二＆
郷ひろみ

よる8時45分
#37レッツゴーヤング

よる9時30分
ベストステージセレクション 西城秀樹

よる11時
西城秀樹 ミュージックビデオ特集

よる8時
NHK歌謡コンサート #231

午前11時

午前10時

NHK歌謡コンサート

山内惠介特集
ベストヒット演歌

#130

午後3時30分

午後4時15分

#146

#207

よる10時 #1, #2青春のポップス

独占生中継！

独占生中継！

独占生中継！
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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！

※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

月
1・8・15・22・29

火
2・9・16・23・30

水
3・10・17・24・31

木
4・11・18・25

金
5・12・19・26

土
6・13・20・27

日
7・14・21・28

わが心の演歌 昭和青春歌謡 コレクション 時代を映す名曲アルバム ブルーリバーの望むところだ！
政経マネジメント塾

⑦京都・味の大捜査線リターンズ　
～タマゴ編～列車で旅する歌謡曲～

TRAIN and RAILWAY MUSIC

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

③時代劇主題歌⑩昭和銀幕スター
⑰音楽でたどる流行～昭和50年代
㉔アウトロー歌謡㉛昭和青春歌謡 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 歌謡決定版

⑦聴いて歌って「力みなぎる」名曲特集
⑭春爛漫！「歌姫」演歌特集

㉑「男の未練・女の未練」特集
㉘宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星

8:00～歌謡決定版

オリコン演歌＆歌謡
TOP30

⑧吉幾三特集
ベストヒット演歌

8:30～リクエスト特集
◇歌謡決定版

USEN演歌ベスト20
⑩歌謡決定版

歌謡決定版
④「男の未練・女の未練」特集
⑪春に聴きたい「桜」名曲特集

⑱聴いて歌って「力みなぎる」名曲特集
㉕春爛漫！「歌姫」演歌特集

⑤⑲リクエスト特集
◇歌謡決定版

⑫㉖演歌新曲ファイル

⑥⑬㉗歌謡決定版
⑳宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星

インフォメーション

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

⑦島津亜矢
感動！！熱舞台名作歌謡劇場

歌謡パレード
ベストヒット演歌
③㉛山内惠介特集

⑩三山ひろし特集 ⑰前川清特集
㉔丘みどり特集

④福田こうへい特集 ベストヒット演歌
⑪ビッグショー加山雄三 海よ 俺の夢を！
⑱ふたりのビッグショー吉幾三＆千昌夫
㉕ふたりのビッグショー 加山雄三＆海援隊

ベストヒット演歌
⑤吉幾三特集 ⑫丘みどり特集

⑲福田こうへい特集 ㉖三山ひろし特集インフォメーション

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 オリコン演歌＆歌謡

TOP30
③昭和歌謡サバイバル☆

激突！演歌男子。
2:00～それゆけ！演歌アウトドア

倶楽部

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

列車で旅する歌謡曲～
TRAIN and RAILWAY MUSICインフォメーション インフォメーション

①㉒歌謡ポップス芸能ニュース
⑧⑮演歌の花道 ㉙煌く日本の歌手 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

⑥祝！鳥羽一郎
デビュー40周年記念コンサート
3:00～みんなの県民ＳＯＮＧ！

～信州うた旅情編～

USEN演歌ベスト20
⑦吉幾三 50周年記念

ファイナルコンサート in Tokyoリクエスト特集
◇歌謡決定版

⑧㉒演歌新曲ファイル
USEN演歌ベスト20

⑨歌謡決定版

歌謡決定版
⑤春に聴きたい「桜」名曲特集

⑫「家族を想う」名曲特集
⑲春爛漫！「歌姫」演歌特集

㉖恋する「ロマンティック」歌謡特集
インフォメーション

⑦㉑演歌新曲ファイル
⑭㉘リクエスト特集

◇歌謡決定版

インフォメーション ③魅力があふれてる！
演歌・歌謡曲向上委員会スペシャル
⑩煌く日本の歌手
4:00～おかげさま～福田こうへい
コンサートツアー2014秋～
⑰歌謡決定版㉔坂本冬美

「～歌の夢 歌の旅～Fuyumi 
Sakamoto 25th Anniversary Live」
㉛NHK歌謡コンサート
5:00～煌く日本の歌手

歌謡決定版
④「家族を想う」名曲特集

⑪聴いて歌って「力みなぎる」名曲特集
⑱恋する「ロマンティック」歌謡特集

㉕「男の未練・女の未練」特集

インフォメーション

オリコン演歌＆歌謡
TOP30

①島津亜矢　
SINGER in 東京オペラシティ

6:00～前川清特集
ベストヒット演歌

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

USEN演歌ベスト20
⑤純烈コンサート2022
「さらば青春の小田井」

NHK歌謡コンサート
⑳島津亜矢リサイタル2015 

ありがとう（～6:30）
㉗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...～ ⑦歌謡チャリティーコンサート
6:15～NHK歌謡コンサート
⑭吉幾三 '92 Tea Time Concert 
ちょっと来ない？ In 青山
6:15～吉幾三ベストヒット演歌
㉑ふたりのビッグショー 
加山雄三＆海援隊
6:00～海援隊50周年コンサート
～故郷 離れて50年～（～8:00）
㉘前川清 55周年記念コンサート
4:30～前川清 ベストヒット演歌

（～7:30）

インフォメーション ⑥市川由紀乃 無観客リサイタル
2020～わたしは由紀乃～
⑬歌謡ポップス芸能ニュース
6:00～時代劇主題歌コレクション
⑳6:30～鉄道歌浪漫３（～8:00）
㉗紡ぐ詩。繋ぐ歌。
～林部智史 新たな挑戦～
6:30～そして、創る歌、織出す
音色（おと）～林部智史のこれから～

ベストヒット演歌
③三山ひろし特集

⑩前川清特集
⑰山内惠介特集

㉔福田こうへい特集
㉛吉幾三特集

昭和スター列伝
④森繁久彌
⑪加山雄三
⑱遠藤実

㉕越路吹雪

⑤丘みどり特集
ベストヒット演歌

⑫宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星

⑲㉖歌謡決定版

列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC
①②闇を斬る！大江戸犯科帳

⑥愛と青春のフォークソングコ
レクション
8:00～ ～A・RU・KU 第二章
～ 柏原芳恵コンサート2022
⑬MV特集
⑳8:00～MV特集（～11:00）
㉗【生中継】林部智史 嚴島神社 
奉納演奏会 第一夜「古からの
美しき調べ」
8:45～70/80年代 昭和歌謡
名曲アルバム
9:00～山下達郎 ミュージック
ビデオ特集

⑦MV特集（～10:00）
⑭レッツゴーヤング
7:45～ ベストステージセレクシ
ョン 沢田研二
8:15～ふたりのビッグショー 
沢田研二＆郷ひろみ
㉑8:00～愛と青春のフォーク
ソングコレクション
㉘7:30～僕たちの青春ソングス
8:00～レッツゴーヤング
8:45～ベストステージセレクション 
沢田研二（～9:15）

MV特集
①永遠のアイドル名曲特集
⑧㉒プレイバック青春ソング

⑮特集「編曲者たち」
㉙テンションUP！
元気満タンソング

MV特集
②心が安らぐバラード

⑨プレイバック青春ソング80's
㉓鉄板！カラオケ人気曲

㉚永遠のアイドル名曲特集

⑯NHK歌謡コンサート
8:45～レッツゴーヤング

9:30～ベストステージセレク
ション 西城秀樹

MV特集
③お宝MV大集合！

⑩心揺さぶる青春ソング
⑰㉔J-POP&ROCKベスト

セレクション
㉛心が安らぐバラード

MV特集
④出会いと別れの歌
⑪メガヒット90's
⑱テンションUP！
元気満タンソング

㉕懐かしすぎる90's名曲
プレイリスト

レッツゴーヤング
8:45～70/80年代 昭和歌謡

名曲アルバム
⑤青春のポップス
⑫ザ・トップテン

MV特集
⑤J-POP&ROCK
ベストセレクション

⑫永遠のアイドル名曲特集
11:00～ お宝MV大集合！

㉖プレイバック青春ソング80's
11:00～メガヒット90's

⑲70年代 女性アイドルソング・
ベスト１００

⑦10:00～A.B.C. Live2022 
「LOVE IS LOVE」
11:15～レッツゴーヤング
⑭㉑MV特集
㉘9:15～ふたりのビッグショー 
沢田研二＆郷ひろみ
10:00～ザ・トップテン
11:00～80年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００（～3:00）

①～④70年代 女性アイドルソング・ベスト１００ 
⑧～⑪80年代 女性アイドルソング・ベスト１００

㉒～㉕70/80年代アイドルソング イントロ大辞典
⑮⑰⑱MV特集（～0:00）　⑯青春のポップス　㉙㉚㉛70年代昭和歌謡ベスト・ソングス100

⑥中山美穂 VIRGIN FLIGHT '86 
MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT
⑬YOU RCふたたび（～11:15） 
㉗ポップジャム 
10:45～YOU RCふたたび（～0:00）

70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

懐メロ♪ ドライブミュージック
⑯西城秀樹 MV特集

CAR and DRIVE MUSIC ⑥MV特集
⑬11:15～
忌野清志郎 MV特集
0:15～忌野清志郎 コレクション
1:15～忌野清志郎 LIVE 
ALBUM コレクション

（～2:45）
⑳ポップジャム
0:30～J-POP a（エース）
民生がCHARAが飲んで歌って
90分
㉗0:00～忌野清志郎 MV特集
1:00～忌野清志郎 コレクション

懐メロ♪ ドライブミュージック
～ミッドナイト ハイウェイ編～ ツメ折り！カセットソング 70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

④松本隆コレクション
⑪筒美京平コレクション
⑱阿久悠コレクション

㉕大村雅朗コレクション 青春のポップス
0:30～レッツゴーヤング

⑦70年代男性アイドルソング 
郷ひろみベストテン

1:00～怪獣ソングコレクション

ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 発見らくちゃく！
③⑰政経マネジメント塾

⑩㉔郷土劇場「芸能の広場」
㉛政経マネジメント塾
1:30～旅する観光列車

岡崎体育の京の観察日記 原日出子の京さんぽ

アゲアゲめし

さつま狂句
絶景ニッポン

～四季彩パレット～

さつま狂句

南九州グルメ便り ⑤⑲世界ローカルナビ⑫㉖いわさき
白露シニアゴルフトーナメント2022

世界ローカルナビ ⑯㉚いわさき白露
シニアゴルフトーナメント2022 南九州グルメ便り

MV特集 MV特集
②大怪獣ガメラ

3:30～僕たちの青春ソングス
MV特集

③大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン

MV特集
④大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス
3:45～70/80年代 昭和歌謡名曲

アルバム

MV特集
⑤ガメラ 大怪獣空中決戦

3:45～70/80年代 昭和歌謡名曲
アルバム

⑥ガメラ２ レギオン襲来
⑬2:45～RCサクセション LIVE 
ALBUM コレクション（～4:15）
⑳昭和アニメソングコレクション（～5:00）
㉗忌野清志郎 LIVE ALBUM コレク
ション 3:30～RCサクセション LIVE 
ALBUM コレクション （～5:00）

⑦ガメラ３ 邪神＜イリス＞覚醒
⑭YOU 誰でもミュージシャン
～坂本龍一の音楽講座～
2:50～パートII 
㉑昭和アニメソングコレクション

（～7:00）
㉘3:00～MV特集（～5:00）

日本のこころ　ふるさとの歌 ⑥J-POP ライブラリー
⑬4:15～70/80年代 昭和歌謡名曲
アルバム
4:30～僕たちの青春ソングス

⑦J-POP ライブラリー
⑭テクノポップコレクション60年代　僕たちの青春ソングス
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