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4:00 4:15～ルイ・アームストロ

ング：伝説のコンサート

3:45～ポール・マッカートニ

ー：都市伝説の真実

4:05～ビートルズ：ジャーニ

ー

アース・ウインド＆ファイアー：

ロック・レジェンズ

カイリー・ミノーグ：ポップ・プ

ロフィール

ビートルズ：ディスティネーシ

ョン・トゥ・ハンブルグ
4:00

4:30 4:25～ブラッド・スウェット

＆ティアーズ：ライヴ・アット・

ミュージックラーデン1973

ブリトニー・スピアーズ：ポッ

プ・プロフィール

4:45～ビートルズ：アップ・ク

ローズ＆パーソナル
4:30

5:00 5:15～ルイ・アームストロ

ング・トリビュート：オールス

ター・スウィング＆ジャズ・

コンサート

5:10～ランディ・ブレッカー

＆ビル・エヴァンス：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング2003

ケシャ：ポップ・プロフィール 5:00

5:30 5:45～バング・ユア・ヘッド・フ

ェスティバル2005

エルヴィス・プレスリー：

IMPACT～世界を変えた1曲

～「ハートブレイク・ホテル」

ビートルズ：コンポージング・

ザ・ビートルズ・ソングブック

レノン＆マッカートニー

1957-1965

5:25～ブラック・アイド・ピー

ズ：ロック・レジェンズ
5:30

6:00 6:15～デューク・エリント

ン：伝説のコンサート

伝説のコンサート：60年代ヒ

ット曲

6:10～ジャズ・レジェンズ・

ライヴ！#14 ステップス・ア

ヘッド他

6:10～MA

HEADLINES#323

ビートルズ：ビッグ・ビート・ボ

ックス
6:00

6:30 ビートルズ：イン・アメリカ 6:30

7:00 カウント・ベイシー・オーケ

ストラ：ライヴ・イン・ベルギ

ー1961

7:05～プラターズ＆フレン

ズ：伝説のコンサート

ビートルズ：コンポージング・

ザ・ビートルズ・ソングブック

レノン＆マッカートニー

1966-1970

ライオネル・ハンプトン：伝説

のコンサート

ビートルズ：マジカル・ミステ

リー・ツアー・メモリーズ
7:00

7:30 7:45～ナット・キング・コー

ル：伝説のコンサート

7:35～ビートルズ：Parting

Ways～それぞれの道 ビート

ルズ解散後の軌跡～

7:30
8:00 7:55～サミー・プライス：ラ

イヴ・イン・ベルギー1958

8:05～バリー・ホワイト：伝説

のコンサート

ピーター・フランプトン：ライ

ヴ・アット・シカゴ2006 #1
8:00

8:30 8:35～マイケル・ケースハ

ンマー：ソロ・ジャズ・セッシ

ョン

スタンリー・ジョーダン：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2007

8:30

9:00 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 9:00

9:30 シネマタイム#431 SF ジャズ・コレクティブ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2010 #1

情報番組 ピーター・ガブリエル：ロッ

ク・レジェンズ

ジャニス・ジョプリン：ロック・

レジェンズ

情報番組 T.REX：スタジオ・ライヴ 9:30

10:00 ライオネル・ハンプトン：伝

説のコンサート

スティーヴ・タール：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング2004

10:15～ポリス：ライヴ・アッ

ト・ミュージックラーデン

1979

クリーデンス・クリアウォータ

ー・リバイバル：ロック・レジェ

ンズ

カウント・ベイシー・オーケス

トラ：ライヴ・イン・ベルギー

1961

9:55～デヴィッド・ボウイ・ヒ

ストリー1969-1971
10:00

10:30 10:45～ロイ・エアーズ：ラ

イヴ・アット・ニューモーニ

ング2004

SF ジャズ・コレクティブ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2010 #2

イーグルス：デスペラード 10:30

11:00 ザ・ブルース・ブラザーズ：ラ

イヴ・アット・オーネ・フィルタ

ー1990

情報番組 ベニー・グッドマン：伝説のコ

ンサート

シネマタイム#432 11:00

11:30 マーク・ターナー：ソロ・ジャズ・

セッション

クアルテート・モレレンバウ

ム：ライヴ・アット・ニューモー

ニング 2003

11:45～ビリー・ジョエル：ブ

ロードキャスティング・ライヴ

エリック・トラファズ：ライヴ・

アット・ニューモーニング

2003

11:30

12:00 情報番組 情報番組 12:00

12:30 ホセ・フェリシアーノ：ライ

ヴ・アット・ニュー・モーニ

ング2008 #1

情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 ジュールズ倶楽部 第246夜

▽ジェフ・ベック、アリシア・

キーズ他

情報番組 12:30

13:00 13:15～ホセ・フェリシア

ーノ：ライヴ・アット・ニュ

ー・モーニング2008 #2

ジュールズ倶楽部 第 242 夜

▽ジェリー・ダマーズ、メロデ

ィ・ガルドー他

ジュールズ倶楽部 第 243

夜▽ゴリラズ、ボビー・マクフ

ァーリン他

ジュールズ倶楽部 第244夜

▽イアン・ハンター、マムフォ

ード＆サンズ他

ジュールズ倶楽部 第245夜

▽LCD サウンドシステム、ケ

リス他

ジャスティン・ビーバー：ポッ

プ・プロフィールズ
13:00

13:30 13:35～ジェフ・ベック：スタ

ジオ・ライヴ1972

ジャスティン・ビーバー：ロン

ドン・ライヴ2012
13:30

14:00 情報番組 14:05～ボブ・マーリー＆ザ・

ウェイラーズ：伝説のライヴ

14:05～ブラー：再結成ライ

ヴ・アット・ハイドパーク

2009

14:05～ブラック・サバス：名

盤『パラノイド』制作秘話

14:05～ビヨンセ：ポップ・プ

ロフィール

14:15～ブライアン・ウィル

ソン：ソングライター Part1

1962-1969

14:00

14:30 レッド・ツェッペリン：オン・

ザ・レコード

ホイットニー・ヒューストン：ウ

ィー・ウィル・オールウェイズ・

ラヴ・ユー

14:25～ナイル・ホーラン：イ

ンサイド・アウト
14:30

15:00 15:10～ボブ・マーリー：

IMPACT～世界を変えた1曲～

14:55～ザック・ワイルド：ラ

イヴ・アット・フロント＆セン

ター2013

15:00

15:30 ブラック・サバス：名盤『パ

ラノイド』制作秘話

15:35～ボブ・ディラン：ダウ

ン・イン・ザ・フラッド

15:35～ディオンヌ・ワーウィ

ック：伝説のコンサート

テイラー・スウィフト：ジャス

ト・フォー・ユー
15:30

16:00 16:10～レディオヘッド：スタ

ジオ・ライヴ

15:50～レッド・ツェッペリ

ン：名盤『Ⅳ』制作秘話
16:00

16:30 エアロスミス：スタジオ・ラ

イヴ

伝説のコンサート：歌姫特集

vol.2

カルヴィン・ハリス：360セッ

ションズ
16:30

17:00 16:45～キッス：ロック・レ

ジェンズ

R.E.M.：スタジオ・ライヴ 16:50～サミー・プライス：ラ

イヴ・イン・ベルギー1958

アリアナ・グランデ：ポップ・

プロフィール
17:00

17:30 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 17:30

18:00 レインボー：ヒストリー ジュールズ倶楽部 第15夜▽

ザ・ザ、ジェイホークス、チャカ

デマス、チャールズ・アンド・エ

ディ、Black Umfolosi、マリア・

マッキー＆ジェイホークス

ジュールズ倶楽部 第17夜

▽ポルノ・フォー・パイロス、

セイント・エティエンヌ他

ジュールズ倶楽部 第18夜

▽レニー・クラヴィッツ、ビョ

ーク、グロリア・エステファン

他

ジュールズ倶楽部 第 24 夜

▽デヴィッド・バーン、コクト

ー・ツインズ、シール他

ジュールズ倶楽部 第25夜

▽ボニー・レイット、ジミー・

ヴォーン、ジャー・ウォブル

with ドロレス・オリオーダン

他

★MA HEADLINES#324 18:00

18:30 ジェームス・ブラウン＆B.B.

キング with マイケル・ジャク

ソン：ライヴ・イン・ L.A. 1983

18:30

19:00 モリッシー：スタジオ・ライヴ 19:10～MA

HEADLINES#323

マドンナ：ポップ・プロフィー

ル

デヴィッド・ボウイ：シリアス・

ムーンライト・ツアー 1983

エリック・クラプトン：ライヴ・

アット・ NEC 1986
19:00

19:30 オアシス：スタジオ・ライヴ ★シネマタイム#432 ★サミー・ヘイガーのロック

ンロール・ロード・トリップ#5

「グラミー・ミュージアム」ゲ

スト：ナンシー・ウィルソン）＆

ジェリー・カントレル

19:35～マイケル・ジャクソ

ン：ファイナル・ワード
19:30

20:00 19:55～AC/DC：名盤『地

獄のハイウェイ』制作秘話

ビートルズ：マジカル・ミステリ

ー・ツアー・メモリーズ

モダン・ジャズ・カルテット：ラ

イヴ・イン・ベルギー1961

Part1

19:57～レインボー：ヒストリ

ー

ピンク・フロイド：ビハインド・

ザ・ウォール
20:00

20:30 ★モダン・ジャズ・カルテット：

ライヴ・イン・ベルギー 1961

Part2

プリンス・トラスト・コンサー

ト2010▽クイーン、エリッ

ク・クラプトン、フィル・コリン

ズ他

20:30

21:00 21:15～モーターヘッド：ヒ

ストリー

20:55～ジュールズ倶楽部 第

139夜▽ルー・リード、キング

ス・オブ・レオン他

20:59～クルセイダーズ：ラ

イヴ・アット・オーネ・フィルタ

ー1987

21:05～マイケル・ジャクソ

ン：ディボーション
21:00

21:30 21:20～ピンク・フロイド：名

盤『おせっかい』制作秘話
21:30

22:00 フランク・ザッパ：イエロー・シ

ャーク ライヴ・イン・フランク

フルト 1992

22:02～ジュールズ倶楽部

第140夜▽プリテンダーズ、

ロバート・パーマー他

21:50～ジュールズ倶楽部

第141夜▽ステレオフォニッ

クス、ジョン・ケイル他

ジュールズ倶楽部 第142夜

▽レディオヘッド、パット・メ

セニー他

21:55～ジャネット・ジャクソ

ン：エクスポーズド
22:00

22:30 22:25～ピンク・フロイド：名

盤『ザ・ウォール』制作秘話
22:30

23:00 23:05～ホワイトスネイク：

ライヴ2004

23:05～デュラン・デュラン：

ロック・レジェンズ

23:05～ローリング・ストー

ンズ：ミック・ジャガー・ストー

リー

23:05～フロム・ザ・ベース

メント・ライヴ #1▽トム・ヨ

ーク、アルバート・ハモンド

Jr.他

【来日大物ジャズ・アーティス

ト特集！②】

23:00～ロイ・ハーグロー

ヴ・クインテット：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2007

#1

24:00～ロイ・ハーグロー

ヴ・クインテット：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2007

#2

23:00

23:30 【ジョー・ザヴィヌル没後 10 周

年特集】

23:30～★ジョー・ザヴィヌル

＆ウェザー・アップデート：ライ

ヴ・イン・ミュンヘン 1986

24:30～ジョー・ザヴィヌル・シ

ンジケート：ライヴ・アット・ニュ

ーモーニング 2004

23:50～プリンス・トラスト・

コンサート 2011▽ボーイ・

ジョージ、ピート・タウンゼン

ト、ジュリアン・レノン他

23:40～フー・ファイターズ：

ロック・レジェンズ
23:30

24:00 24:05～アクセプト：ライ

ヴ・アット・ヴァッケン・オー

プン・エア2014

★LIVE ダブリンの街角で～

OTHER VOICES～ #23/カ

ーラ・ディロン

24:06～カーキ・キング：ライ

ヴ～ビューティフル・ノイズ～
24:00

24:30 ビョーク：スタジオ・ライヴ 24:30

25:00 25:05～アイアン・メイデ ローリング・ストーンズ物語 25:10～マドンナ：パフォーマ

ンス・ヒストリー

シネマタイム#432 ジェラルド・クレイトン：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング
25:00

25:30 ドリーム・シアター：ライヴ・

アット・ヴァッケン・オープ

ン・エア2015

25:27～ランディ・ウェストン・

アフリカン・リズムス：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング 2004

25:25～ザ・フー：ヒストリー

1964-1968

リンゴ・スター＆ヒズ・オール

スター・バンド：ライヴ・アッ

ト・グリーク・シアター1989

25:30
26:00 ビーチ・ボーイズ：ロック・レ

ジェンズ

26:05～ジェラルド・クレイト

ン：ライヴ・アット・ニューモー

ニング2010 #2

26:00

26:30 東京03角田＆ゆってぃの

ぶらり作曲の旅#79

★天使のコーラス#180 ビートルズ：IMPACT～世界を

変えた1曲～「抱きしめたい」

東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#79

26:25～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#39

「ファンダンゴのしらべ」

26:30

27:00 バング・ユア・ヘッド・フェ

スティバル 2001-2005

ビートルズ：ディスティネーショ

ン・トゥ・ハンブルグ

ビートルズ：イン・アメリカ 洋モノ#60：スキャット おんがく白書：中川五郎 Live Lab.#32：白鶴山 ブラッド・メルドー：ソロ・ジャ

ズ・セッション
27:00

27:30 27:45～楽器教則 27:30


