NHK でフル J-POPmp3 を無料で
NHK-FM では、毎月・月末の水・木・金の
歌謡スクランブルという番組で最新 J-POP を
フルで流します。
ぼくがレンタルせず音楽配信も受けずに
余裕でいられるのは、この歌謡スクランブルが
あるからです。
月・火は演歌の新曲です。
時間は午後の１時から２時。
たいてい留守録して、あとから
パソコンでラジオ録音生活
（http://www.fmyoko.com/radio.html）
の方法で PC に落とします。
NHK-FM の周波数は東京が 82.5MHz。地域によって
異なります。
FM 放送 周波数一覧
http://www.nhk.or.jp/res/tvres5/h50303.htm
これを先ほど書いたパソコンでラジオ録音生活の
方法でパソコンに取り込み、午後のこ〜だで mp3 化します。
音楽をたのしむのに、時間をかけるかお金をかけるかの
違いです。

実際に放送された楽曲をサンプルとして書いておきます。

歌謡スクランブル・2006 年 5 月 31 日（水曜日）
話題のホットミュージック（３）
ORANGE RANGE 「チャンピオーネ」
玉置成実 「Result」
ジャンヌダルク 「HEAVEN」
mihimaru GT 「気分上々↑↑」
misono 「個人授業」
THC!! 「Little Bird」
GAKU-MC/桜井和寿(Mr.Children) 「手を出すな！」
いきものがかり 「HANABI」
藤木直人 「HEY! FRIENDS」
伊藤由奈 「Precious 」
倖田來未 「恋のつぼみ」
山崎まさよし 「アンジェラ」
歌謡スクランブル・2005 年 6 月 2 日（木曜日）
話題のホットミュージック（４）
元ちとせ 「青のレクイエム」
東京スカパラダイスオーケストラ 「星降る夜に」
Cocco 「陽の照りながら雨の降る」
中森明菜 「花よ踊れ」
佐田玲子 「木蘭の涙」
山本潤子 「翼をください」
高橋真梨子 「僕の嘘」
角松敏生 with 千秋 「Smile」
ZARD 「ハートに火をつけて」
ゴスペラーズ 「一筋の軌跡」
福山雅治 「milk tea」
歌謡スクランブル・2005 年 6 月 3 日（金曜日）
話題のホットミュージック（５）
山下智久 「抱いてセニョリータ」
嵐 「きっと大丈夫」

美勇伝 「一切合切あなたに あ・げ・る♪」
w-inds. 「TRIAL」
鈴木亜美 「Alright!」
UVERworld 「Colors of the Heart」
hitomi 「GO MY WAY」
愛内里菜 「MIRACLE」
広沢タダシ 「右手に夕焼け 左手に朝焼け」
Skoop On Somebody 「How We Do It!!!」
絢香 「melody 〜 SOUNDS REAL 〜」
安室奈美恵 「CAN

T SLEEP,CAN

T EAT,I

M SICK」

アンジェラ・アキ 「This Love」
-過去歌謡スクランブル・2005 年 6 月 1 日（水曜日）
１．松任谷由実 「ついてゆくわ」
２．コブクロ 「ここにしか咲かない花」
３．平原綾香 「Eternally」
４．ZARD 「星のかがやきよ」
５．SOPHIA 「ANSWER 〜イチバンタダシイコタエ〜 」
６．岡本真夜 「星の世界」
７．雅-miyavi「Freedom Fighters-アイスクリーム持った裸足の女神と、機関銃持った裸の王様」
８．GOING UNDER GROUND 「 STAND BY ME」
９．LIV 「未来の花」
10．K 「抱きしめたい」
11．Crystal Kay 「恋におちたら」
12．鈴木雅之 「Passage of Time」
歌謡スクランブル・2005 年 6 月 2 日（木曜日）
１．SINGER SONGER 「初花凛々」
２．槇原敬之 「明けない夜が来ることはない」
３．柴田淳 「幻」
４．ORANGE RANGE 「ラヴ・パレード」
５．矢野真紀 「遠い世界に」
６．大竹佑季 「Greensleeves 」
７．ティンクティンク 「星の世界」
８．愛内里菜 「赤く熱い鼓動」

９．Natural High 「プロローグ」
10．藍坊主 「瞼の裏には」
11．Meyou 「好きです」
12．小田和正 「たしかなこと」
歌謡スクランブル・2005 年 6 月 3 日（金曜日）
１．タッキー＆翼 「仮面」
２．W（ダブルユー） 「愛の意味を教えて！」
３．鈴木亜美 「Eventful」
４．Gackt 「Metamorphoze 〜メタモルフォーゼ〜」
５．大塚愛 「SMILY」
６．Rie fu 「I Wanna Go To A Place..」
７．L

Arc 〜 en 〜 Ciel 「叙情詩」

８．SHAKALABBITS 「between YOU and ME」
９．GARNET CROW 「君の思い描いた夢 集メル HEAVEN」
10．hitomi 「Japanese girl」
11．ジャンヌダルク「ダイヤモンドヴァージン」
12．Dragon Ash 「crush the window」
13．倉木麻衣 「P.S MY SUNSHINE」

お買いあげありがとうございます。
NHK-FM の番組表はこちらから
http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/index.cgi
『 FM 』のタブをクリックして月末の
月〜金の午後 1 時〜午後 2 時をチェックします。
ぎりぎりまで選曲が行われるようですので、
直前にならないと曲名はわからない
ようです。
しかし、いままで放送がなかったということは
１度もありません。
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