12月1日
火
4:00

放送休止

4:30
5:00

12月2日
水

12月3日
木

12月4日
金

橘家文蔵「文七元結」～ 立川談幸「七段目」「能
独演会 文蔵プレミアム《 狂言」～立川談幸独演
粋 らくご》
会《粋 らくご》

三遊亭圓輔「長短」「辰
巳の辻占」 ～８９歳にし
てバリバリ現役の圧倒
的なパワー！高齢者教
立川談幸「寝床」～立川 瀧川鯉昇「茶の湯」～瀧 橘家文蔵「文七元結」～
談幸独演会《粋 らくご》 川鯉昇独演会より《粋
独演会 文蔵プレミアム《
らくご》
粋 らくご》

12月5日
土

12月6日
日

立川談慶「幽女買い」「 三遊亭楽之介 「紙入れ」 4:00
井戸の茶碗」～国立演 「心眼」～三遊亭楽之介
4:30
芸場独演会《粋 らくご》 の会より《粋 らくご》

三遊亭遊雀「堪忍袋」「
真田小僧」 ～テンポよく
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 氣になるふたり会 #17～ 氣になるふたり会 #18～ 氣になるふたり会 #1～
Vol.9(前)～楽器カフェす Vol.9(後)～楽器カフェす Vol.1～楽器カフェすずら 楽器カフェすずらん亭： 楽器カフェすずらん亭： 楽器カフェすずらん亭：
ずらん亭◇桂三若「初天 三遊亭圓馬「短命」～弟 ん亭◇桂三若「鯛(桂三 春風亭朝也、笑福亭べ 春風亭朝也、笑福亭べ 春風亭朝也「元犬」笑福
子のママさん落語家・藍 枝作)」「青菜」
神」
瓶 笑福亭べ瓶「江戸荒 瓶 朝也「片棒」「新聞記 亭べ瓶「時うどん」
匠-TAKUMI- #29
匠-TAKUMI- #31
匠-TAKUMI- #34
匠-TAKUMI- #26
講談：神田陽子「四谷怪 桂米助「新聞記事」～『
談 お岩誕生」 池袋演 突撃!隣の昼ごはん』、大
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

5:00

8:30

春風亭柳太郎「夢の続
き」～柳太郎の会《粋
らくご》

9:00
9:30

5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00

10:00

立川談幸「七段目」「能
狂言」～立川談幸独演
会《粋 らくご》

5:30
6:00
6:30
7:00
7:30

柳家小里ん「お見立て」「 春風亭柳太郎「カレー屋 春風亭柳好「崇徳院」「 春風亭柳太郎「夢の続
お直し」～柳家小里ん独 」「くしゃみ講釈」～柳太 三井の大黒」～談志も認 き」～柳太郎の会《粋
演会より《粋 らくご》
郎の会《粋 らくご》
めた先々代、テレビで活 らくご》
躍の先代を継ぐ五代目
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

8:00

情報番組

昔昔亭桃太郎「春雨宿」
「ぜんざい公社」～池袋
演芸場12月中席より《粋
らくご》
情報番組

匠-TAKUMI- #30

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #25

9:30

三遊亭遊雀「堪忍袋」「
真田小僧」 ～テンポよく
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
柳家小里ん「お見立て」「
お直し」～柳家小里ん独
演会より《粋 らくご》

匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #30

8:30
9:00

10:00

15:00

柳家権太楼「不動坊」～
第606回三越落語会より
《粋 らくご》

15:30

情報番組

16:00
16:30

嗚呼、成金の壁 #21～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、桂宮治

17:00

情報番組

三遊亭楽之介 「紙入れ」 橘家文蔵「試し酒」「雑俳 立川談慶「幽女買い」「 三遊亭楽之介 「紙入れ」 嗚呼、成金の壁 #37～
「心眼」～三遊亭楽之介 」～独演会 文蔵プレミア 井戸の茶碗」～国立演 「心眼」～三遊亭楽之介 楽器カフェすずらん亭◇
の会より《粋 らくご》
ム《粋 らくご》
芸場独演会《粋 らくご》 の会より《粋 らくご》
春風亭昇々「湯屋番」、
桂宮治「蜘蛛駕籠」
三笑亭夢花「幇間腹」「 春風亭柳好「崇徳院」「 嗚呼、成金の壁 #24～ 桂右團治「くしゃみ講釈」 昔昔亭桃太郎「春雨宿」
自家用車」～初代夢丸 三井の大黒」～談志も認 楽器カフェすずらん亭◇ 「誕生日(桂三枝作)」～ 「ぜんざい公社」～池袋
の惣領弟子がその遺志 めた先々代、テレビで活 柳亭小痴楽、桂宮治
池袋演芸場９月上席より 演芸場12月中席より《粋
を継ぐ！ダンディな落語 躍の先代を継ぐ五代目
《粋 らくご》
らくご》
E～落語[エレクトーン× E～落語[エレクトーン× 恋人-KOITO-指南 #3～ 恋人-KOITO-指南 #4～ 柳家さん喬「芝浜」小志
落語] Vol.1 出演：ちょ 落語] Vol.2 出演：桂竹 楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ ん「千早振る」～祝 柳家
ちょら組より、橘家文吾・ 千代、三遊亭遊子、山﨑 12:50～桂三若「怒りの 瀧川鯉斗 ゲスト：柳家 小志ん真打昇進記念 柳
三遊亭ぽん太・立川かし 雅也（エレクトーン演奏） パワー」「寝床」～花の 緑君(ろっくん)
家さん喬 独演会 唯一
お江戸で十八番勝負６《 三遊亭圓馬「青菜」「短 無二、至高の話芸！現
め
命」～弟子のママさん落 代落語の最高峰！愛弟
夢 寄席》
三遊亭圓馬「青菜」～弟 三遊亭遊史郎「お見立
語家・藍馬の真打昇進 宝井琴星「義士外伝 梶
子のママさん落語家・藍 て」～青山学院大学落
の喜びを高座に！自慢 川与惣兵衛 掛け軸回し
情報番組
情報番組
情報番組
桂米福「ラーメン屋」「稽 嗚呼、成金の壁 #1～楽
古屋」～柳亭小痴楽から 器カフェすずらん亭◇柳
柳家さん喬「寝床」～三 柳家甚語楼「宿屋の仇 昔昔亭桃太郎「春雨宿」 遡ること15年、単独で真 亭小痴楽、桂宮治
越落語会より《粋 らくご 討」～柳家甚語楼の会《 「ぜんざい公社」～池袋 打昇進を果たした逸
15:20～情報番組
》
粋 らくご》
材！現役最年長・桂米 情報番組
丸最後の弟子が得意の
情報番組
情報番組
15:50～春風亭一左「そ 情報番組
匠-TAKUMI- #23
ば清」「粗忽の釘」～言
嗚呼、成金の壁 #22～ 嗚呼、成金の壁 #23～ 葉のひとつひとつを大切 柳亭小燕枝「らくだ」～ 六代目柳家小さん「長者
楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇ に。師匠・一朝直伝の江 独演会 小燕枝の会《粋 番付」～小さんひとり千
柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
一夜《粋 らくご》
戸前落語を披露！《鮮 らくご》
あざやか》
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組

17:30

桂歌春「紙入れ」「たが
や」～亡き師匠から受け
継いだ紋付袴と「ネタ」「
落語を残すのは落語家
情報番組

瀧川鯉朝「街角のあの
娘」「松山鏡」～落語界
の異端児、古典落語だ
けでなく、マニアックとも
情報番組

柳家権太楼「鰍沢」～柳
家権太楼独演会より《粋
19:45～古今亭菊千代「
厩火事」～女性初の真
打ち登場！男社会の中
で初志貫き花開く！
情報番組

六代目柳家小さん「長者 柳家権太楼「芝浜」～三 柳家権太楼「猫の災難」 柳家権太楼「不動坊」～ 柳家さん喬「寝床」～三 19:00
番付」～小さんひとり千 越落語会特別企画 三 ～柳家権太楼独演会よ 第606回三越落語会より 越落語会より《粋 らくご
19:40～E～落語[エレク 19:30
一夜《粋 らくご》
越師走寄席《粋 らくご》 り《粋 らくご》
《粋 らくご》
トーン×落語] Vol.1 出
三遊亭遊馬「やかん」～ 三遊亭遊史郎「紙入れ」 鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀 三遊亭鳳楽「鹿政談」～ 演：ちょちょら組より、橘 20:00
三遊亭遊馬独演会
～青山学院大学落語研 池」～鶴瓶が名付け親 円生百席に挑戦第41回 家文吾・三遊亭ぽん太・
20:30
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
立川かしめ

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

氣になるふたり会 #2～
楽器カフェすずらん亭：
三遊亭司「お見立て」古
今亭志ん八「取扱説明
昔昔亭桃之助～真打昇
進披露親子会『生まれも
育ちも、江東区。』より
昔昔亭桃太郎「お見合
情報番組

橘家文蔵「試し酒」「雑俳 春風亭一左「そば清」「
」～独演会 文蔵プレミア 粗忽の釘」～言葉のひと
ム《粋 らくご》
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
語を披露！《鮮 あざや
か》
桂右團治「くしゃみ講釈」 22:05～柳家さん喬「芝
「誕生日(桂三枝作)」～ 浜」小志ん「千早振る」
池袋演芸場９月上席より ～祝 柳家小志ん真打昇
《粋 らくご》
進記念 柳家さん喬 独演
会 唯一無二、至高の話
柳家さん喬「芝浜」小志 芸！現代落語の最高
ん「千早振る」～祝 柳家 峰！愛弟子の真打昇進
小志ん真打昇進記念 柳 にさん喬節がますます
家さん喬 独演会 唯一 嗚呼、成金の壁 #2～楽
無二、至高の話芸！現 器カフェすずらん亭 ◇
代落語の最高峰！愛弟 柳亭小痴楽、桂宮治
子の真打昇進にさん喬
節がますます冴えわた
柳家権太楼「火焔太鼓」 春風亭一朝「宿屋の富」
「唐茄子屋政談」～押し 「短命」《粋 らくご》
も押されもしない寄席の
第一人者の至高の高
座！笑って泣いて、円熟
の語りが観客を魅了！《 25:25～鯉斗に訊け！！
極 名人噺》
#4～楽器カフェすずらん
亭◇瀧川鯉斗 ゲスト：
26:05～柳家甚語楼「宿 瀧川鯉津
屋の仇討」～柳家甚語
楼の会《粋 らくご》
26:25～山遊亭金太郎「
徂徠豆腐」～池袋演芸
場７月上席昼の部より《
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.3(後) のヲタク落語会Vol.4(前)
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：山口勝平
ゲスト：関智一

柳家権太楼「鰍沢」～柳 山遊亭金太郎「徂徠豆
家権太楼独演会より《粋 腐」～池袋演芸場７月上
らくご》
席昼の部より《粋 らくご
》
情報番組
情報番組

橘ノ圓満 『橘ノ圓満独
演会 深川de圓満会』～
上野の老舗日本料理屋
の若旦那から３８歳で落
語家に。三代続く江戸っ
子が深川で得意の古典
落語を披露。

三遊亭遊雀「堪忍袋」「
真田小僧」 ～テンポよく
たたみかける語り口。脂
が乗り切った爆笑必至
の高座を堪能《粋 らくご
》
春風亭一朝「宿屋の富」
「短命」《粋 らくご》

★笑わせnight！★ #79
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
情報番組

春風亭伝枝「短命」「紺
屋高尾」～若手真打の
人気ユニット「ヨセゲー」
、落語家のハワイアンバ
ンド「アロハマンダラーズ
」メンバー！プロレスのリ
ングアナウンサーもつと
めるなど多彩に活躍中
宝井琴調「大岡政談より
柳家さん喬「長短」～小
人情匙加減」～独演会『
志ん真打昇進記念 柳家
封印切の会』《夢 寄席》
さん喬 独演会 唯一無
嗚呼、成金の壁 #21～ 桂米福「ラーメン屋」「稽 柳家花緑「つる」／台所
楽器カフェすずらん亭◇ 古屋」～柳亭小痴楽から おさん「松曳き」～柳家
柳亭小痴楽、桂宮治
遡ること15年、単独で真 花緑一門会より《粋 らく
打昇進を果たした逸
ご》
材！現役最年長・桂米
春風亭柳太郎「カレー屋 丸最後の弟子が得意の 柳家権太楼「芝浜」～三
」「くしゃみ講釈」～柳太 古典落語を披露！《粋 越落語会特別企画 三
らくご》
郎の会《粋 らくご》
越師走寄席《粋 らくご》
三遊亭圓輔「辰巳の辻
占」 ～８９歳にしてバリ
バリ現役の圧倒的なパ
三遊亭歌太郎「寝床」～ 桂三若「落語の図書館」 柳家権太楼「火焔太鼓」
歌太郎ひとり会『春 乾坤 Vol.9(前)～楽器カフェす 「唐茄子屋政談」～押し
一擲』《夢 寄席》
ずらん亭◇桂三若「初天 も押されもしない寄席の
神」
第一人者の至高の高
座！笑って泣いて、円熟
柳亭小燕枝「らくだ」～ 六代目柳家小さん「長者 の語りが観客を魅了！《
独演会 小燕枝の会《粋 番付」～小さんひとり千 極 名人噺》
らくご》
一夜《粋 らくご》
宝井琴鶴「太閤記より
明智左馬之助 湖水乗っ
きり」～五代目宝井琴鶴
CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #21～ 嗚呼、成金の壁 #22～
のヲタク落語会Vol.4(後) 楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
～楽器カフェすずらん亭 柳亭小痴楽、桂宮治
柳亭小痴楽、桂宮治
ゲスト：関智一

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

★笑わせnight！★ #80 17:30
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八 18:00
福☆みずほ、おせつとき
18:30
情報番組

柳家さん助「十徳」「安兵
衛狐」「ねずみ穴」～名
人・さん喬の愛弟子で、
熱狂的なファンを持つ唯
我独尊の魅力。こんな時
代だからこそ、年に１度
の独演会に思いを込め
て。
春風亭柳太郎「カレー屋
」「くしゃみ講釈」～柳太
郎の会《粋 らくご》

21:00

春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「
鹿政談」～雑誌『anan』
読者が選ぶ「好きな女流
落語家」NO.1！女流落
語家にはめずらしい、大
ネタや啖呵を演ずる本
講談：神田陽子「四谷怪
談 お岩誕生／伊藤喜
兵衛の最期」 池袋演芸
場8月中席～芸歴40年
を越え、日本講談協会
会長も務めた女流講談
桂三若「落語の図書館」
Vol.9(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「妻の
春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
語を披露！《鮮 あざや
か》
27:05～嗚呼、成金の壁
#23～楽器カフェすずら
ん亭◇柳亭小痴楽、桂
宮治

23:30

21:30
22:00
22:30
23:00

24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

12月7日
月

12月8日
火

12月11日
金

12月12日
土

12月13日
日

三遊亭笑遊「祇園祭」「
三軒長屋(上)」～年齢を
感じさせない破天荒なは
じけぶり！大きな地声で
歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
嗚呼、成金の壁 #4～楽 嗚呼、成金の壁 #5～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇柳
川鯉八、春風亭昇々
亭小痴楽「磯の鮑」、春
風亭昇々「部長の娘」
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #30

入船亭扇辰「竹の水仙」
『扇辰日和～入船亭扇
辰独演会』～柔らかで落
ち着いた雰囲気と端正
三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
嗚呼、成金の壁 #6～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、春風亭昇々

三遊亭金時「愛宕山」四
代目金馬「地見屋」～『
金時、金馬になる会』次
男が五代目金馬襲名！
桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第二
部：「らくだ」《夢 寄席》

4:00

情報番組

情報番組

CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.7(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：宍戸 留美
三笑亭茶楽「芝浜」～池
袋演芸場10月中席より《
情報番組

6:00

情報番組

桂小文治「抜け雀」～大
学落研から先代文治の
芸に惚れて噺家に！素
直な気持ちを忘れるなと
春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
6:05～CSもえよせ 春風
亭吉好のヲタク落語会
Vol.7(前)～楽器カフェす
ずらん亭 ゲスト：宍戸
桂竹丸「西郷隆盛」～池
袋演芸場12月中席より《
情報番組

「お見立て」～青山学院 『扇辰日和～入船亭扇 (上・下)」～三遊亭遊馬
辰独演会』～柔らかで落 独演会《粋 らくご》
遊三の弟子に。得意の ち着いた雰囲気と端正
9:00 情報番組
情報番組
情報番組

桂歌春「紙入れ」「たが
や」～亡き師匠から受け
継いだ紋付袴と「ネタ」「
落語を残すのは落語家
情報番組

古今亭文菊「子別れ」
～よこはま文菊開花亭
より《粋 らくご》
情報番組

三遊亭圓馬「青菜」「短
命」～弟子のママさん落
語家・藍馬の真打昇進
の喜びを高座に！自慢
情報番組

三遊亭遊史郎「紙入れ」 8:00
「お見立て」～青山学院
大学落語研究会から小 8:30
遊三の弟子に。得意の
9:00
情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #26

4:00 桂歌春「紙入れ」「たが

古今亭文菊「子別れ」
や」～亡き師匠から受け ～よこはま文菊開花亭
より《粋 らくご》
落語を残すのは落語家
三遊亭楽大「紙入れ」「 春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」真打昇進披 粗忽の釘」～言葉のひと
露特別高座～大ファン つひとつを大切に。師匠
の伊集院光の落語家時 ・一朝直伝の江戸前落
★笑わせnight！★ #90 6:05～嗚呼、成金の壁
～楽器カフェすずらん亭 #3～楽器カフェすずらん
◇すいたんすいこう、八 亭◇瀧川鯉八、春風亭
福☆みずほ、おせつとき 昇々
匠-TAKUMI- #20
匠-TAKUMI- #22

4:30 継いだ紋付袴と「ネタ」「
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

12月9日
水
三遊亭圓馬「青菜」「短
命」～弟子のママさん落
語家・藍馬の真打昇進
の喜びを高座に！自慢
桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第二
部：「らくだ」《夢 寄席》

8:00 三遊亭遊史郎「紙入れ」 入船亭扇辰「竹の水仙」 三遊亭遊馬「品川心中
8:30 大学落語研究会から小

10:00 桂 宮治 独演会「宮治

本舗エピソードⅢ」第二
10:30 部：「らくだ」《夢 寄席》
11:00 入船亭扇辰「竹の水仙」

『扇辰日和～入船亭扇
11:30 辰独演会』～柔らかで落

ち着いた雰囲気と端正

12:00 CSもえよせ 春風亭吉好

のヲタク落語会Vol.7(後)
12:30 ～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：宍戸 留美
13:00 桂歌若「壺算」「厩火事」
～池袋演芸場１１月上
13:30 席後半より《夢 寄席》
14:00 情報番組
14:30 柳家小満ん「裸の嫁入り

」「富久」～柳家小満ん
15:00 の会より《粋 らくご》
15:30 情報番組
16:00 桂竹千代「竹千代学習

会」Vol.3(前)～楽器カフ
16:30 ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら
17:00 情報番組
17:30 桂米助「新聞記事」～『

突撃!隣の昼ごはん』、大
18:00 情報番組
18:30 春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「

鹿政談」～雑誌『anan』
19:00 読者が選ぶ「好きな女流
落語家」NO.1！女流落
19:30 柳家権太楼「不動坊」～
第606回三越落語会より
20:00 《粋 らくご》
20:30 情報番組
21:00 春風亭一左「そば清」「

12月10日
木

匠-TAKUMI- #33

4:30
5:00
5:30

6:30
7:00
7:30

匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #25

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #34

匠-TAKUMI- #28

9:30

歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
桂小文治「抜け雀」～大
学落研から先代文治の
芸に惚れて噺家に！素
直な気持ちを忘れるなと
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.8(前)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：平野 綾
桂佐ん吉「堪忍袋」「愛
宕山」《夢 寄席》

三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
三遊亭金時「愛宕山」四
代目金馬「地見屋」～『
金時、金馬になる会』次
男が五代目金馬襲名！
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.8(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：平野 綾
桂三木助「小間物屋政
談」～五代目三木助 三
五歳記念独演会～先々
代の祖父、先代の叔父
情報番組

春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
11:10～三遊亭遊史郎「
紙入れ」「お見立て」～
青山学院大学落語研究
会から小遊三の弟子に
嗚呼、成金の壁 #25～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

桂 宮治 独演会「宮治 情報番組
本舗エピソードⅢ」第二
部：「らくだ」《夢 寄席》 桂三若「落語の図書館」
Vol.3(後)～楽器カフェす
三遊亭遊馬「品川心中 ずらん亭◇桂三若「植木
(上・下)」～三遊亭遊馬 屋娘」
情報番組
独演会《粋 らくご》

情報番組

10:00

嗚呼、成金の壁 #26～ 匠-TAKUMI- #27
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八 情報番組

匠-TAKUMI- #29

12:00

情報番組

12:30

桂よね吉、茂山千五郎、
茂山茂 落言「太郎冠者
伝説」～笑えない会
Legacy《夢 寄席》
情報番組

金原亭馬治「お見立て」
馬治丹精会～馬生ゆず
りの粋を堪能。日々進化
する正統派！《夢 寄席
情報番組

嗚呼、成金の壁 #28～ 13:00
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八 13:30

歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
情報番組
春風亭伝枝「短命」「紺
屋高尾」～若手真打の
三遊亭金時 改メ 五代目 立川談修「後生鰻」「庖 金原亭馬生「品川心中」 神田松鯉「天保六花撰 人気ユニット「ヨセゲー」
三遊亭金馬「芝浜」～『 丁」～談志が生前最後 ～扇遊・馬生ふたり会よ 玉子の強請」「源平盛衰 、落語家のハワイアンバ
金時、金馬になる会』次 に真打昇進を認めた弟 り《粋 らくご》
記より 扇の的」～あの ンド「アロハマンダラーズ
男が五代目金馬襲名！ 子の、正攻法で清々しい
松之丞がほれた師匠が 」メンバー！プロレスのリ
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
桂竹丸「明智光秀」～池
袋演芸場12月中席より《
桂竹千代「竹千代学習 桂三若「落語の図書館」 桂三若「落語の図書館」 林家彦いち「ちりとてち 三遊亭遊馬「品川心中
会」Vol.3(後)～楽器カフ Vol.2(前)～楽器カフェす Vol.2(後)～楽器カフェす ん」～昇太、喬太郎、白 (上・下)」～三遊亭遊馬
ェすずらん亭 ゲスト：立 ずらん亭◇桂三若「初恋 ずらん亭◇桂三若「文七 鳥とSWA(創作話芸アソ 独演会《粋 らくご》
川がじら
」(桂三枝作)
元結」
シエーション)を結成した
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
嗚呼、成金の壁 #27～
楽器カフェすずらん亭◇
春風亭一花「幇間腹」古 桂右女助「ねずみ」～名 説経節政大夫「説経節 三遊亭圓馬「高砂や」～ 柳亭小痴楽、瀧川鯉八
今亭菊千代「星野屋」～ 跡・三升家を継ぐ唯一の 小栗判官一代記 矢取り 酔っぱらいを演じたらピ
情報番組
情報番組
春風亭一花「幇間腹」古
高座に咲いた花ずらり。 情報番組
今亭菊千代「星野屋」～
華やかに神楽坂女子
情報番組
神田松鯉「天保六花撰 春風亭一花「幇間腹」古 立川談修「五貫裁き」～ 18:50～説経節政大夫～
玉子の強請」「源平盛衰 今亭菊千代「星野屋」～ 談志が生前最後に真打 鎌倉時代の僧侶の説経
金原亭馬の助「ねずみ 記より 扇の的」～あの 高座に咲いた花ずらり。 昇進を認めた弟子の、 がルーツ。落語の原型と
穴」《粋 らくご》
松之丞がほれた師匠が 華やかに神楽坂女子
正攻法で清々しい後味 も言われる幻の伝統芸
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #25～ 能“説経節”を名人語り
のヲタク落語会Vol.8(前) のヲタク落語会Vol.8(後) 楽器カフェすずらん亭◇ で。《夢 寄席》
風間杜夫の落語会「夢 ～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭 柳亭小痴楽、瀧川鯉八 嗚呼、成金の壁 #26～
の酒」
楽器カフェすずらん亭◇
ゲスト：平野 綾
ゲスト：平野 綾
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

桂 宮治 独演会「宮治 林家彦いち「ちりとてち
粗忽の釘」～言葉のひと 本舗エピソードⅢ」第二 ん」～昇太、喬太郎、白
つひとつを大切に。師匠 部：「らくだ」《夢 寄席》 鳥とSWA(創作話芸アソ
21:30
・一朝直伝の江戸前落
シエーション)を結成した
語を披露！《鮮 あざや
新作落語の雄がついに
か》
登場！落語家生活30年
22:00 22:10～桂小文治「抜け
三遊亭遊馬「品川心中 柳家さん助「十徳」「安兵
雀」～大学落研から先代 (上・下)」～三遊亭遊馬 衛狐」「ねずみ穴」～名
文治の芸に惚れて噺家 独演会《粋 らくご》
人・さん喬の愛弟子で、
22:30
に！素直な気持ちを忘
熱狂的なファンを持つ唯
れるなという師匠の教え
我独尊の魅力。こんな時
胸に壁を突き破る！《粋 柳家さん助「十徳」「安兵 代だからこそ、年に１度
23:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.3(前)～楽器カフェす 衛狐」「ねずみ穴」～名 の独演会に思いを込め
ずらん亭◇桂三若「天災 人・さん喬の愛弟子で、 て。《夢 寄席》
23:30
」
熱狂的なファンを持つ唯 桂三若「落語の図書館」
我独尊の魅力。こんな時 Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「植木
24:00 一龍齋貞山「雲霧仁左 代だからこそ、年に１度
屋娘」
衛門～因果小僧六之助 の独演会に思いを込め
」～貞山・貞鏡親子会《 て。《夢 寄席》
24:30
桂米福「ラーメン屋」「稽 桂文治「善光寺の由来」
夢 寄席》
古屋」～柳亭小痴楽から 入船亭扇治「たがや」『
遡ること15年、単独で真 新宿末廣亭余一会昼の
25:00 嗚呼、成金の壁 #6～楽
打昇進を果たした逸
部 文治・扇治二人会』
器カフェすずらん亭◇柳 材！現役最年長・桂米 ～名門寄席の大人気二
亭小痴楽、春風亭昇々 丸最後の弟子が得意の 人会をお届け！芸協を
25:30
説経節政大夫～鎌倉時
古典落語を披露！《粋 代の僧侶の説経がルー
らくご》
ツ。落語の原型とも言わ
26:00 春風亭一花「幇間腹」古 立川談修「五貫裁き」～
れる幻の伝統芸能“説
今亭菊千代「星野屋」～ 談志が生前最後に真打 経節”を名人語りで。《夢
高座に咲いた花ずらり。 昇進を認めた弟子の、 寄席》
26:30
華やかに神楽坂女子
正攻法で清々しい後味
会！《夢 寄席》
の「ダーク」な落語《夢
寄席》
27:00 ★笑わせnight！★ #86 桂竹千代「竹千代学習
桂竹千代「竹千代学習
～楽器カフェすずらん亭 会」Vol.2(前)～楽器カフ 会」Vol.2(後)～楽器カフ
◇すいたんすいこう、八 ェすずらん亭 ゲスト：春 ェすずらん亭 ゲスト：春
27:30
福☆みずほ、おせつとき 風亭柳若
風亭柳若
ょうた ゲスト：かぎしっ
ぽ、いちもくさん

鯉斗五十番勝負#5～楽 10:30
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭 11:00
一左
11:30
情報番組

柳家さん助「十徳」「安兵
衛狐」「ねずみ穴」～名
人・さん喬の愛弟子で、
熱狂的なファンを持つ唯
我独尊の魅力。こんな時
代だからこそ、年に１度
三笑亭茶楽「たち切り」
～池袋演芸場10月中席
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
風亭柳若
桂歌春「紙入れ」「たが
や」～亡き師匠から受け
継いだ紋付袴と「ネタ」「
落語を残すのは落語家
立川談修「五貫裁き」～
談志が生前最後に真打
昇進を認めた弟子の、
正攻法で清々しい後味
一龍齋貞山「雲霧仁左
衛門～因果小僧六之助
」～貞山・貞鏡親子会《
夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #27～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

14:00

柳家権太楼「芝浜」～三 六代目玉屋柳勢(柳亭市 古今亭菊太楼『古今亭 三遊亭遊喜「徂徠豆腐」
越落語会特別企画 三 楽 改メ)「ねずみ」「大工 菊太楼独演会in深川(文 「明烏」～小遊三一門の
越師走寄席《粋 らくご》 調べ(上)」～柳亭市馬の 化庁芸術祭参加公演)』 秘蔵っ子！風貌も芸も
一番弟子がついに真打 ～惚れぬいて弟子入り 師匠そっくり！芸協若手
昇進！威勢のいい名跡 した師匠のもとで修業中 真打の人気ユニット「ヨ
を襲名して元気に花火を に師匠が他界…。名人・ セゲー」の一員でラジオ
桂歌春「紙入れ」「たが 桂歌春「紙入れ」「たが
や」～亡き師匠から受け や」～亡き師匠から受け 二代目古今亭圓菊の遺 ＤＪとしても活躍する人
継いだ紋付袴と「ネタ」「 継いだ紋付袴と「ネタ」「 伝子を受け継ぐことを誓 気落語家！《粋 らくご》
落語を残すのは落語家 落語を残すのは落語家 春風亭愛橋「かぼちゃや 三遊亭笑遊「祇園祭」「
の仕事だけど、お客様を の仕事だけど、お客様を 」～落語とツイストの会 三軒長屋(上)」～年齢を
寄席》
感じさせない破天荒なは
残すことも落語家の大き 春風亭伝枝「短命」「紺
残すことも落語家の大き より《夢
鯉斗五十番勝負#5～楽
鯉斗五十番勝負#6～楽 じけぶり！大きな地声で
器カフェすずらん亭◇瀧 屋高尾」～若手真打の 器カフェすずらん亭◇瀧 大爆笑を誘いみんなを
川鯉斗 ゲスト：春風亭 人気ユニット「ヨセゲー」 川鯉斗 ゲスト：春風亭 元気に！《粋 らくご》
柳家権太楼「火焔太鼓」
一左
、落語家のハワイアンバ 一左
「唐茄子屋政談」～押し
ンド「アロハマンダラーズ
も押されもしない寄席の
桂文治「軒付け」入船亭 」メンバー！プロレスのリ 柳家さん助「十徳」「安兵 第一人者の至高の高
扇治「頂き猫」『新宿末 ングアナウンサーもつと 衛狐」「ねずみ穴」～名 座！笑って泣いて、円熟
廣亭余一会昼の部 文 めるなど多彩に活躍中 人・さん喬の愛弟子で、 の語りが観客を魅了！《
治・扇治二人会』～名門 桂文福「大相撲風景」～ 熱狂的なファンを持つ唯 極 名人噺》
寄席の大人気二人会を 上方落語と河内音頭の 我独尊の魅力。こんな時
会《粋 らくご》
お届け！芸協を代表す
25:15～CSもえよせ
春 CSもえよせ 春風亭吉好 代だからこそ、年に１度 CSもえよせ 春風亭吉好
風亭吉好のヲタク落語 のヲタク落語会Vol.8(前) の独演会に思いを込め のヲタク落語会Vol.8(後)
会Vol.7(後)～楽器カフェ ～楽器カフェすずらん亭 て。《夢 寄席》
～楽器カフェすずらん亭
桂米福「ラーメン屋」「稽 ゲスト：平野 綾
すずらん亭 ゲスト：宍戸 ゲスト：平野 綾
古屋」～柳亭小痴楽から
留美
遡ること15年、単独で真
一龍齋貞山「雲霧仁左 桂文治「善光寺の由来」 打昇進を果たした逸
桂文治「軒付け」入船亭
衛門～因果小僧六之助 入船亭扇治「たがや」『 材！現役最年長・桂米 扇治「頂き猫」『新宿末
」～貞山・貞鏡親子会《 新宿末廣亭余一会昼の 丸最後の弟子が得意の 廣亭余一会昼の部 文
夢 寄席》
部 文治・扇治二人会』 古典落語を披露！《粋 治・扇治二人会』～名門
～名門寄席の大人気二 らくご》
寄席の大人気二人会を
人会をお届け！芸協を 桂三若「落語の図書館」 27:15～桂三若「落語の
お届け！芸協を代表す
桂竹千代「竹千代学習 桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(前)～楽器カフ 会」Vol.3(後)～楽器カフ Vol.2(前)～楽器カフェす 図書館」Vol.2(後)～楽器
ェすずらん亭 ゲスト：立 ェすずらん亭 ゲスト：立 ずらん亭◇桂三若「初恋 カフェすずらん亭◇桂三
川がじら
川がじら
」(桂三枝作)
若「文七元結」

21:00

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30
26:00
26:30
27:00
27:30

12月14日
月

12月15日
火

12月16日
水

12月17日
木

12月18日
金

12月19日
土

12月20日
日

夫婦」 ～奈々福、独演。
浪曲師、銀座でうなる、
銀座がうなる～《夢 寄
桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第一
部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
」《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #25～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

桂歌春「紙入れ」「たが
や」～亡き師匠から受け
継いだ紋付袴と「ネタ」「
落語を残すのは落語家
三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
嗚呼、成金の壁 #26～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

玉川奈々福「清水次郎
長伝 お民の度胸」～奈
々福、独演。浪曲師、銀
座でうなる、銀座がうな
三遊亭歌扇「締め込み」
「竹の水仙」～故三代目
三遊亭圓歌の最後の弟
子。内弟子として継承し
嗚呼、成金の壁 #27～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

匠-TAKUMI- #26

匠-TAKUMI- #28

匠-TAKUMI- #20

情報番組

情報番組

情報番組

瀧川鯉朝「街角のあの
娘」「松山鏡」～落語界
の異端児、古典落語だ
けでなく、マニアックとも
柳家さん喬「芝浜」小志
ん「千早振る」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
三遊亭圓丸「死神」～新
宿末廣亭定席より《粋
三遊亭圓輔「船徳」～池
袋演芸場６月中席より《
情報番組

柳家ほたる「井戸の茶碗
」～祝！真打昇進！師
4:55～春風亭一左「そば
清」「粗忽の釘」～言葉
のひとつひとつを大切に
。師匠・一朝直伝の江戸
前落語を披露！《鮮 あ
ざやか》
★笑わせnight！★ #83
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
桂歌助「思ひ出」～歌助
一笑会《粋 らくご》
情報番組

学落研から先代文治の 夫婦」 ～奈々福、独演。
浪曲師、銀座でうなる、
直な気持ちを忘れるなと 銀座がうなる～《夢 寄
9:00 情報番組
情報番組

三遊亭金時「愛宕山」四
代目金馬「地見屋」～『
金時、金馬になる会』次
男が五代目金馬襲名！
情報番組

笑福亭福笑「コロナ狂詩
曲」「猫の恩返し」～爆笑
王桂枝雀の座を引き継
いだ上方落語随一の爆
情報番組

桂歌春「紙入れ」「たが
や」～亡き師匠から受け
継いだ紋付袴と「ネタ」「
落語を残すのは落語家
情報番組

三遊亭笑遊「祇園祭」「
三軒長屋(上)」～年齢を
感じさせない破天荒なは
じけぶり！大きな地声で
情報番組

笑福亭希光「青菜」「千 8:00
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット 8:30
「芸協カデンツァ」メンバ
9:00
情報番組

9:30 匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #34

匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #29

匠-TAKUMI- #21

匠-TAKUMI- #22

匠-TAKUMI- #24

9:30

情報番組

10:00

★笑わせnight！★ #89
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
情報番組

★笑わせnight！★ #90 10:30
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八 11:00
福☆みずほ、おせつとき
11:30
情報番組

匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #25

12:00

情報番組

情報番組

12:30

桂文治「善光寺の由来」
入船亭扇治「たがや」『
新宿末廣亭余一会昼の
部 文治・扇治二人会』
情報番組

三遊亭丈助(たん丈 改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
神様・圓丈に弟子入り。
情報番組

昔昔亭桃之助「辰巳の
辻占」「船徳」～東京下
町育ちで幼少の頃から
落語が身近に。漫才師
情報番組

桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら
三遊亭遊喜「徂徠豆腐」
「明烏」～小遊三一門の
秘蔵っ子！風貌も芸も
師匠そっくり！芸協若手
真打の人気ユニット「ヨ
セゲー」の一員でラジオ
桂歌蔵「モンゴル公演記
」～桂歌蔵の会《粋 らく
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「天災
」
笑福亭福笑「コロナ狂詩
曲」「猫の恩返し」～爆笑
王桂枝雀の座を引き継
いだ上方落語随一の爆
桂佐ん吉「堪忍袋」「愛
宕山」《夢 寄席》

13:00

情報番組

六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工
調べ(上)」～柳亭市馬の
一番弟子がついに真打
桂小文治「抜け雀」～大
学落研から先代文治の
芸に惚れて噺家に！素
直な気持ちを忘れるなと
★笑わせnight！★ #86
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
立川談修「後生鰻」「庖
丁」～談志が生前最後
に真打昇進を認めた弟
子の、正攻法で清々しい
情報番組

桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第一
部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
」《夢 寄席》
★笑わせnight！★ #88
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
風亭柳若
金原亭馬生「品川心中」
～扇遊・馬生ふたり会よ
り《粋 らくご》

14:00 情報番組

三遊亭丈助(たん丈 改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
神様・圓丈に弟子入り。
笑福亭福笑「コロナ狂詩
曲」「猫の恩返し」～爆笑
王桂枝雀の座を引き継
いだ上方落語随一の爆
★笑わせnight！★ #85
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
三遊亭金時 改メ 五代目
三遊亭金馬「芝浜」～『
金時、金馬になる会』次
男が五代目金馬襲名！
情報番組

情報番組

13:30

三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
三遊亭圓馬「青菜」「短
命」～弟子のママさん落
語家・藍馬の真打昇進
の喜びを高座に！自慢
★笑わせnight！★ #84
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
柳家小満ん「裸の嫁入り
」「富久」～柳家小満ん
の会より《粋 らくご》

4:00 三遊亭遊史郎「紙入れ」 桂小文治「抜け雀」～大 玉川奈々福「仙台の鬼

「お見立て」～青山学院 学落研から先代文治の
芸に惚れて噺家に！素
遊三の弟子に。得意の 直な気持ちを忘れるなと
歌太郎改メ 三遊亭志う 六代目玉屋柳勢(柳亭市
歌「文七元結」 真打昇 楽 改メ)「ねずみ」「大工
進披露特別公演 ～
調べ(上)」～柳亭市馬の
NHK新人落語大賞受賞 一番弟子がついに真打
CSもえよせ 春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.8(前) のヲタク落語会Vol.8(後)
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：平野 綾
ゲスト：平野 綾
匠-TAKUMI- #30
匠-TAKUMI- #33

4:30 大学落語研究会から小
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

8:00 桂小文治「抜け雀」～大 玉川奈々福「仙台の鬼
8:30 芸に惚れて噺家に！素

10:00 桂 宮治 独演会「宮治

本舗エピソードⅢ」第一
10:30 部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
」《夢 寄席》
11:00 古今亭文菊「子別れ」
～よこはま文菊開花亭
11:30 より《粋 らくご》
12:00 ★笑わせnight！★ #83

～楽器カフェすずらん亭
12:30 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
13:00 古今亭志ん輔「芝浜」～
志ん輔の会《粋 らくご》

4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
小笑
情報番組

器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
小笑
情報番組

～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
情報番組

演会 花緑ごのみ(2015
年5月23日収録)《粋 ら
くご》
情報番組

桂文治「善光寺の由来」
衛門～因果小僧六之助 入船亭扇治「たがや」『
新宿末廣亭余一会昼の
夢 寄席》
部 文治・扇治二人会』
18:30 情報番組
情報番組

六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工
調べ(上)」～柳亭市馬の
一番弟子がついに真打
情報番組

三遊亭歌扇「締め込み」
「竹の水仙」～故三代目
三遊亭圓歌の最後の弟
子。内弟子として継承し
情報番組

歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
情報番組

三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
古今亭菊太楼『古今亭
菊太楼独演会in深川(文
化庁芸術祭参加公演)』
～惚れぬいて弟子入り
した師匠のもとで修業中
に師匠が他界…。名人・
三遊亭圓輔「野ざらし」
～池袋演芸場６月中席
三遊亭金時「愛宕山」四
代目金馬「地見屋」～『
金時、金馬になる会』次
男が五代目金馬襲名！
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
風亭柳若
桂歌若「壺算」「厩火事」
～池袋演芸場１１月上
席後半より《夢 寄席》

おせつときょうた、桂華
紋 令和元年度Ｗ受賞
記念 本当の兄弟会～
史上初！令和最初の漫
才新人大賞、ＮＨＫ新人
落語大賞を兄弟で受賞
情報番組

青山らくごVol.3～風間
杜夫と旬な若手たち～
風間杜夫、笑福亭べ瓶、
三遊亭とむ、三遊亭鳳
月 「蒲田行進曲」「スチ
ュワーデス物語」の名優
情報番組

青山らくごVol.3～落語
界注目の若手の会～柳
家わさび、春風亭昇々、
柳家緑太 若手落語家
ブームをけん引する注
目の噺家が登場！古典
情報番組

19:00

三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
代の高座名を受け継い
で。岩手県大船渡市の
笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
ー！よしもと新喜劇出身
の異色の落語家のパワ
古今亭菊太楼『古今亭
菊太楼独演会in深川(文
化庁芸術祭参加公演)』
～惚れぬいて弟子入り
した師匠のもとで修業中
に師匠が他界…。名人・
二代目古今亭圓菊の遺
伝子を受け継ぐことを誓
三遊亭とん馬「替わり目
」～池袋演芸場７月上席
より《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #28～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

春風亭柏枝「六尺棒」「
引っ越しの夢」～竜馬に
憧れ北海道から上京し、
七代目柳橋の芸に衝撃
を受け土下座して弟子
入り！すらりと背の高い
三遊亭遊史郎「紙入れ」
「お見立て」～青山学院
大学落語研究会から小
遊三の弟子に。得意の
若旦那が登場する噺で
魅せる！《粋 らくご》#88
★笑わせnight！★
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
ょうた キンカ、ソロデビ
ュー’s
三遊亭遊喜「徂徠豆腐」
「明烏」～小遊三一門の
秘蔵っ子！風貌も芸も
師匠そっくり！芸協若手
真打の人気ユニット「ヨ
セゲー」の一員でラジオ
ＤＪとしても活躍する人
気落語家！《粋 らくご》
春風亭伝枝「短命」「紺
屋高尾」～若手真打の
人気ユニット「ヨセゲー」
、落語家のハワイアンバ
ンド「アロハマンダラーズ
」メンバー！プロレスのリ
ングアナウンサーもつと
めるなど多彩に活躍中
鯉斗五十番勝負#8～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
小笑

春風亭笑好「ぜんざい公
社」「短命」～真面目で
研究熱心、でもそれ以上
に競馬、プロレス、ラーメ
ン好き？大御所・小柳枝
の弟子として、寄席を大
柳家さん喬「芝浜」小志
ん「千早振る」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
子の真打昇進にさん喬
節がますます冴えわた
瀧川鯉昇「千早振る」／
入船亭扇遊「天狗裁き」
～二人三客の会《粋 ら
くご》

21:00

14:30 説経節政大夫～鎌倉時 一龍齋貞山「雲霧仁左

代の僧侶の説経がルー
15:00 ツ。落語の原型とも言わ
れる幻の伝統芸能“説
15:30 情報番組

衛門～因果小僧六之助
」～貞山・貞鏡親子会《
夢 寄席》
情報番組

情報番組

16:00 鯉斗五十番勝負#6～楽 鯉斗五十番勝負#7～楽 鯉斗五十番勝負#8～楽 ★笑わせnight！★ #87 柳家花緑「高砂や」～独

器カフェすずらん亭◇瀧
16:30 川鯉斗 ゲスト：春風亭
一左
17:00 情報番組
17:30 一龍齋貞山「雲霧仁左

18:00 」～貞山・貞鏡親子会《

19:00 柳家権太楼「火焔太鼓」 三遊亭歌扇「締め込み」 昔昔亭桃之助「辰巳の

第一人者の至高の高
20:00 座！笑って泣いて、円熟
の語りが観客を魅了！《
20:30 情報番組

子。内弟子として継承し
露の新治「阿弥陀池」～
露の新治落語会《粋 ら
情報番組

落語が身近に。漫才師
風間杜夫の落語会「火
焔太鼓」
情報番組

桂文治「軒付け」入船亭
扇治「頂き猫」『新宿末
廣亭余一会昼の部 文
治・扇治二人会』～名門
寄席の大人気二人会を
お届け！芸協を代表す
情報番組

21:00 三遊亭楽大「紙入れ」「

春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
語を披露！《鮮 あざや
か》
22:03～玉川奈々福「清
水次郎長伝 お民の度
胸」～奈々福、独演。浪
曲師、銀座でうなる、銀
座がうなる～《夢 寄席》
三遊亭遊喜「徂徠豆腐」
「明烏」～小遊三一門の
秘蔵っ子！風貌も芸も
師匠そっくり！芸協若手
真打の人気ユニット「ヨ
セゲー」の一員でラジオ
ＤＪとしても活躍する人
気落語家！《粋 らくご》
春風亭伝枝「短命」「紺
屋高尾」～若手真打の
人気ユニット「ヨセゲー」
、落語家のハワイアンバ
ンド「アロハマンダラーズ
」メンバー！プロレスのリ
ングアナウンサーもつと
めるなど多彩に活躍中
三遊亭楽大「紙入れ」「
粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
の伊集院光の落語家時
代の高座名を受け継い
で。岩手県大船渡市の
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「植木
屋娘」

桂右團治「くしゃみ講釈」
～池袋演芸場９月上席
より《粋 らくご》
三遊亭遊喜「徂徠豆腐」
「明烏」～小遊三一門の
秘蔵っ子！風貌も芸も
師匠そっくり！芸協若手
真打の人気ユニット「ヨ
セゲー」の一員でラジオ
ＤＪとしても活躍する人
気落語家！《粋 らくご》
青山らくごVol.3～風間
杜夫と旬な若手たち～
風間杜夫、笑福亭べ瓶、
三遊亭とむ、三遊亭鳳
月 「蒲田行進曲」「スチ
ュワーデス物語」の名優
と今ノリにノッテいる新鮮
落語家たちの競演！意
おせつときょうた、桂華
紋 令和元年度Ｗ受賞
記念 本当の兄弟会～
史上初！令和最初の漫
才新人大賞、ＮＨＫ新人
落語大賞を兄弟で受賞
の快挙！《鮮 あざやか
》
嗚呼、成金の壁 #26～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

柳家さん助「十徳」「安兵
衛狐」「ねずみ穴」～名
人・さん喬の愛弟子で、
熱狂的なファンを持つ唯
我独尊の魅力。こんな時
代だからこそ、年に１度
の独演会に思いを込め
て。《夢 寄席》
瀧川鯉朝「あいつのいな
い朝」～池袋演芸場８月
中席より《夢 寄席》
青山らくごVol.3～落語
界注目の若手の会～柳
家わさび、春風亭昇々、
柳家緑太 若手落語家
ブームをけん引する注
目の噺家が登場！古典
あり、創作ありと若いパ
ワーが弾ける！《夢 寄
笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
ー！よしもと新喜劇出身
の異色の落語家のパワ
三遊亭とん馬「稽古屋」
～池袋演芸場７月上席
より《粋 らくご》
嗚呼、成金の壁 #27～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

「唐茄子屋政談」～押し 「竹の水仙」～故三代目 辻占」「船徳」～東京下
19:30 も押されもしない寄席の 三遊亭圓歌の最後の弟 町育ちで幼少の頃から

粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
21:30
の伊集院光の落語家時
代の高座名を受け継い
で。岩手県大船渡市の
22:00 入船亭扇辰「竹の水仙」
『扇辰日和～入船亭扇
辰独演会』～柔らかで落
22:30
ち着いた雰囲気と端正
な口調、そして繊細な演
技力。同期の柳家喬太
23:00 鯉斗五十番勝負#7～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：三遊亭
23:30 23:45～鯉斗五十番勝負
#8～楽器カフェすずらん
亭◇瀧川鯉斗 ゲスト：
24:00
三遊亭小笑
24:30 嗚呼、成金の壁 #25～
25:00

楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

25:30 おせつときょうた、桂華

紋 令和元年度Ｗ受賞
記念 本当の兄弟会～
史上初！令和最初の漫
才新人大賞、ＮＨＫ新人
26:30 落語大賞を兄弟で受賞
の快挙！《鮮 あざやか
》
27:00 桂三若「落語の図書館」
Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「天災
27:30
」
26:00

三遊亭圓遊「宿屋仇」「
三軒長屋」 ～丸メガネ
と際どいシャレで『底ぬ
け脱線ゲーム』などお茶
の間の人気者に！芸歴
五十五年をこえた今も連
鯉斗五十番勝負#5～楽 鯉斗五十番勝負#6～楽 27:10～鯉斗五十番勝負
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 #7～楽器カフェすずらん
川鯉斗 ゲスト：春風亭 川鯉斗 ゲスト：春風亭 亭◇瀧川鯉斗 ゲスト：
一左
一左
三遊亭小笑

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

19:30
20:00
20:30

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30

ぴろき独演会～松本人 25:00
志が嫉妬した才能にま
すますみがきをかけ
25:30
て！こんな時代だからこ
そ、「明るく陽気に、行き
ましょう」！《夢 寄席》 26:00
川柳つくし「守護神」～ 26:30
川柳つくし独演会《夢
寄席》
★笑わせnight！★ #87 27:00
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
27:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：キンカ、ソ
ロデビュー’s

12月21日
月

12月22日
火

12月23日
水

12月24日
木

12月25日
金

12月26日
土

12月27日
日

玉川奈々福「仙台の鬼
夫婦」 ～奈々福、独演。
浪曲師、銀座でうなる、
銀座がうなる～《夢 寄
5:00 桂歌春「紙入れ」「たが 隅田川馬石「鰍沢」～フ
や」～亡き師匠から受け ランボヤン寄席より《夢
5:30 継いだ紋付袴と「ネタ」「 寄席》
落語を残すのは落語家
6:00 ★笑わせnight！★ #84 ★笑わせnight！★ #85
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
6:30 ◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
7:00 匠-TAKUMI- #30
匠-TAKUMI- #33

ぴろき独演会～松本人
志が嫉妬した才能にま
すますみがきをかけ
て！こんな時代だからこ
5:15～瀧川鯉朝「街角の
あの娘」「松山鏡」～落
語界の異端児、古典落
語だけでなく、マニアック
★笑わせnight！★ #86
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
匠-TAKUMI- #26

笑福亭福笑「コロナ狂詩
曲」「猫の恩返し」～爆笑
王桂枝雀の座を引き継
いだ上方落語随一の爆
玉川奈々福「清水次郎
長伝 お民の度胸」～奈
々福、独演。浪曲師、銀
座でうなる、銀座がうな
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
風亭柳若
匠-TAKUMI- #28

鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
池」桂三四郎「全くの逆」
～鶴瓶が名付け親の会
が今年も開催！元祖イ
柳家ほたる「井戸の茶碗
」～祝！真打昇進！師
匠・権太楼似の天真爛
漫な笑顔がお客を包み
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
風亭柳若
匠-TAKUMI- #30

笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
隅田川馬石「鰍沢」～フ
ランボヤン寄席より《夢
寄席》

4:00

情報番組

情報番組

情報番組

桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら
瀧川鯉橋「宿屋の富」～
こいのつなわたり其ノ十
情報番組

6:00

7:30 情報番組

柳家ほたる「井戸の茶碗
」～祝！真打昇進！師
匠・権太楼似の天真爛
漫な笑顔がお客を包み
昔昔亭桃之助「辰巳の
辻占」「船徳」～東京下
町育ちで幼少の頃から
落語が身近に。漫才師
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら
瀧川鯉太「異母兄弟～
大根多厚バージョン」～
情報番組

神田松鯉「天保六花撰 歌太郎改メ 三遊亭志う
メ)「出来心」「老人前座じ 玉子の強請」「源平盛衰 歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
神様・圓丈に弟子入り。 松之丞がほれた師匠が NHK新人落語大賞受賞
9:00 情報番組
情報番組
情報番組

三遊亭丈助(たん丈 改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
神様・圓丈に弟子入り。
情報番組

歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
情報番組

笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
情報番組

歌太郎改メ 三遊亭志う 8:00
歌「文七元結」 真打昇
8:30
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
9:00
情報番組

9:30 ぴろき独演会～松本人

匠-TAKUMI- #31

匠-TAKUMI- #33

匠-TAKUMI- #20

9:30

情報番組

情報番組

10:00

CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.7(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：宍戸 留美
情報番組

CSもえよせ 春風亭吉好 10:30
のヲタク落語会Vol.8(前)
～楽器カフェすずらん亭 11:00
ゲスト：平野 綾
11:30
情報番組

匠-TAKUMI- #34

匠-TAKUMI- #21

12:00

情報番組

情報番組

12:30

瀧川鯉朝「街角のあの
娘」「松山鏡」～落語界
の異端児、古典落語だ
けでなく、マニアックとも
春風亭柏枝「六尺棒」「
引っ越しの夢」～竜馬に
憧れ北海道から上京し、
七代目柳橋の芸に衝撃
昔々亭慎太郎「幽霊不
動産」「壺算」～女子大
生百人が選んだ“イケメ
ン”落語家グランプリで
三遊亭歌扇「締め込み」
「竹の水仙」～故三代目
三遊亭圓歌の最後の弟
子。内弟子として継承し
鯉斗五十番勝負#5～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
一左
宝井琴星「義士外伝 梶
川与惣兵衛 掛け軸回し
」宝井琴鶴「太閤記より
明智左馬之助 湖水乗っ
立川談慶「不動坊」「鼠
穴」～談志のもとでなん
と９年半の前座修行！
その芸を、生き様を後世
20:15～桂三若「落語の
図書館」Vol.2(後)～楽器
カフェすずらん亭◇桂三
若「文七元結」
桂雀太、菊地まどか、旭
堂南龍『話芸の三きょう
だい 神戸公演 桂雀太
・菊地まどか・旭堂南龍
の会』～上方の落語、浪
曲、講談各界の気鋭が
一度に楽しめる！各賞
を受賞し勢いに乗る３人
の、異なる流儀と面白さ
の競演！《夢 寄席》

鯉斗五十番勝負#6～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉斗 ゲスト：春風亭
一左
春風亭笑好「ぜんざい公
社」「短命」～真面目で
研究熱心、でもそれ以上
に競馬、プロレス、ラーメ
東生亭世楽「三人旅」「
十徳」～あの勝新太郎
の弟子から異色の転
身！豪放磊落な“勝新イ
★笑わせnight！★ #87
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
春風亭一左「そば清」「
粗忽の釘」～言葉のひと
つひとつを大切に。師匠
・一朝直伝の江戸前落
18:05～入船亭扇遊「口
入れ屋」「三井の大黒」
～米丸、小三治、文枝、
文珍、染丸、権太楼、志
19:05～立川談幸「妾馬」
「明烏」 ～談志唯一の
内弟子として二人暮らし
。談志イズムを受け継ぐ
20:15～桂三若「落語の
図書館」Vol.3(前)～楽器
カフェすずらん亭◇桂三
若「天災」
神田鯉栄『第78回両国
亭砥寄席』～人間国宝・
神田松鯉の弟子にして
伯山の姉弟子。長年の
修行の末鍛え上げた、ド
スの効いた修羅場読
み！《夢 寄席》

13:00

4:00 隅田川馬石「鰍沢」～フ

ランボヤン寄席より《夢

4:30 寄席》

情報番組

8:00 三遊亭丈助(たん丈 改

8:30 じ太郎」～42歳で新作の 記より 扇の的」～あの

匠-TAKUMI- #34

匠-TAKUMI- #27

匠-TAKUMI- #29

柳家ほたる「井戸の茶碗
」～祝！真打昇進！師
匠・権太楼似の天真爛
漫な笑顔がお客を包み
三遊亭丈助(たん丈 改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
神様・圓丈に弟子入り。
桂三若「落語の図書館」
Vol.2(前)～楽器カフェす
12:45～立川談修「五貫
裁き」～談志が生前最
後に真打昇進を認めた
弟子の、正攻法で清々し
情報番組

笑福亭希光「青菜」「千
両みかん」～鶴光の弟
子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工
調べ(上)」～柳亭市馬の
一番弟子がついに真打
桂三若「落語の図書館」
Vol.2(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「文七
元結」
三遊亭遊三「寝床」～遊
三を聴く会《粋 らくご》
情報番組

鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
池」桂三四郎「全くの逆」
～鶴瓶が名付け親の会
が今年も開催！元祖イ
桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第一
部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
」《夢 寄席》
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「天災
」
橘家竹蔵「こんにゃく問
答」～第55回橘家竹蔵
情報番組

4:30
5:00
5:30

6:30
7:00
7:30

志が嫉妬した才能にま
10:00 すますみがきをかけ

て！こんな時代だからこ
10:30 そ、「明るく陽気に、行き
ましょう」！《夢 寄席》
11:00 歌太郎改メ 三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
11:30 進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞
12:00 桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(後)～楽器カフ
12:30 ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら
13:00 桂夏丸「懐かしのＣＭ」
～寿真打昇進披露興行
13:30 情報番組
14:00 三遊亭圓遊「宿屋仇」「

玉川奈々福「清水次郎
長伝 お民の度胸」～奈
々福、独演。浪曲師、銀
座でうなる、銀座がうな
CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.7(前)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：宍戸 留美
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「植木
屋娘」
桂文治「善光寺の由来」
入船亭扇治「たがや」『
新宿末廣亭余一会昼の
部 文治・扇治二人会』
瀧川鯉昇「千早振る」／ 立川談慶「不動坊」「鼠 立川談幸「妾馬」「明烏」 情報番組
入船亭扇遊「天狗裁き」 穴」～談志のもとでなん ～談志唯一の内弟子と
～二人三客の会《粋 ら と９年半の前座修行！ して二人暮らし。談志イ 桂歌若「壺算」「厩火事」
くご》
その芸を、生き様を後世 ズムを受け継ぐ立川流 ～池袋演芸場１１月上
席後半より《夢 寄席》
に伝える！《粋 らくご》 の重鎮。《粋 らくご》

三軒長屋」 ～丸メガネ
14:30 と際どいシャレで『底ぬ
け脱線ゲーム』などお茶
15:00 の間の人気者に！芸歴
五十五年をこえた今も連
15:30 情報番組
情報番組

情報番組

情報番組

情報番組

16:00 嗚呼、成金の壁 #3～楽 嗚呼、成金の壁 #4～楽 嗚呼、成金の壁 #5～楽 嗚呼、成金の壁 #6～楽 桂佐ん吉「堪忍袋」「愛

器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇柳 器カフェすずらん亭◇柳 宕山」《夢 寄席》
16:30 川鯉八、春風亭昇々
川鯉八、春風亭昇々
亭小痴楽「磯の鮑」、春 亭小痴楽、春風亭昇々
風亭昇々「部長の娘」
17:00 情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
17:30 春風亭一花「幇間腹」古 桂夏丸「いが栗」～寿真 三遊亭遊三「金明竹」～ 橘家竹蔵「天災」～第55 桂扇生「やんま久次」～

今亭菊千代「星野屋」～ 打昇進披露興行より《夢 遊三を聴く会《粋 らくご
情報番組
華やかに神楽坂女子
18:30 情報番組
古今亭菊之丞「火焔太 桂歌若「壺算」「厩火事」
鼓」「付き馬」(神楽坂伝 ～池袋演芸場１１月上
19:00 桂米福「ラーメン屋」「稽 統芸能2020毘沙門寄
席後半より《夢 寄席》
古屋」～柳亭小痴楽から 席)～粋でしなやか、名
19:30 遡ること15年、単独で真 人五代目志ん生の芸を 桂竹千代「竹千代学習
打昇進を果たした逸
継承するこれぞ江戸落 会」Vol.3(前)～楽器カフ
20:00 材！現役最年長・桂米 立花家橘之助「俗曲 浮 ェすずらん亭 ゲスト：立
丸最後の弟子が得意の 世節」～三越薫風寄席 川がじら
20:30 情報番組
情報番組
情報番組

回橘家竹蔵独演会～笑 2017桂扇生独演会《粋
情報番組
情報番組
三遊亭圓遊「宿屋仇」「
三軒長屋」 ～丸メガネ
と際どいシャレで『底ぬ
け脱線ゲーム』などお茶
19:40～桂竹千代「竹千
代学習会」Vol.3(後)～楽
器カフェすずらん亭 ゲ
スト：立川がじら
情報番組

瀧川鯉昇「千早振る」／
入船亭扇遊「天狗裁き」
～二人三客の会《粋 ら
くご》
19:45～桂三若「落語の
図書館」Vol.2(前)～楽器
カフェすずらん亭◇桂三
若「初恋」(桂三枝作)
情報番組

21:00 笑福亭福笑「コロナ狂詩 鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀

三遊亭遊喜「徂徠豆腐」
「明烏」～小遊三一門の
秘蔵っ子！風貌も芸も
師匠そっくり！芸協若手
真打の人気ユニット「ヨ
セゲー」の一員でラジオ
ＤＪとしても活躍する人
気落語家！《粋 らくご》
柳家さん喬「芝浜」小志
ん「千早振る」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
子の真打昇進にさん喬
節がますます冴えわた
瀧川鯉昇「千早振る」／
入船亭扇遊「天狗裁き」
～二人三客の会《粋 ら
くご》

隅田川馬石「鰍沢」～フ
ランボヤン寄席より《夢
寄席》

18:00 高座に咲いた花ずらり。 情報番組

曲」「猫の恩返し」～爆笑
王桂枝雀の座を引き継
21:30
いだ上方落語随一の爆
笑派！落語会はいつも
満杯と不動の人気を誇
22:00 三遊亭丈助(たん丈
改
メ)「出来心」「老人前座じ
じ太郎」～42歳で新作の
22:30
神様・圓丈に弟子入り。
悲願の還暦前真打昇進
を実現！《鮮 あざやか
23:00 ★笑わせnight！★
#89
～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
23:30
福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：ドドん、こ
じらせハスキー
24:00 古今亭菊之丞「火焔太
鼓」「付き馬」(神楽坂伝
統芸能2020毘沙門寄
24:30
席)～粋でしなやか、名
人五代目志ん生の芸を
25:00 継承するこれぞ江戸落
語の真髄！《粋 らくご》
25:30 立川談慶「不動坊」「鼠

穴」～談志のもとでなん
と９年半の前座修行！
26:00
その芸を、生き様を後世
に伝える！《粋 らくご》
26:30
27:00 ★笑わせnight！★ #88
27:30

～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき
ょうた キンカ、ソロデビ
ュー’s

桂佐ん吉「堪忍袋」「愛
池」桂三四郎「全くの逆」 宕山」《夢 寄席》
～鶴瓶が名付け親の会
が今年も開催！元祖イ
ケメン落語家の参戦で
上方パワーがさく裂！《 春風亭笑好「ぜんざい公
六代目玉屋柳勢(柳亭市
楽 改メ)「ねずみ」「大工 社」「短命」～真面目で
調べ(上)」～柳亭市馬の 研究熱心、でもそれ以上
一番弟子がついに真打 に競馬、プロレス、ラーメ
昇進！威勢のいい名跡 ン好き？大御所・小柳枝
を襲名して元気に花火を 鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
の弟子として、寄席を大
春風亭笑好「ぜんざい公
社」「短命」～真面目で 池」桂三四郎「全くの逆」
研究熱心、でもそれ以上 ～鶴瓶が名付け親の会
に競馬、プロレス、ラーメ 23:50～三遊亭圓遊「宿
ン好き？大御所・小柳枝 屋仇」「三軒長屋」 ～丸
の弟子として、寄席を大 メガネと際どいシャレで『
古今亭菊太楼『古今亭
底ぬけ脱線ゲーム』など
菊太楼独演会in深川(文 お茶の間の人気者に！
化庁芸術祭参加公演)』 芸歴五十五年をこえた
～惚れぬいて弟子入り 今も連日寄席で大爆笑
した師匠のもとで修業中 をとる実力派！《粋 らく
に師匠が他界…。名人・ ★笑わせnight！★ #85
二代目古今亭圓菊の遺 ～楽器カフェすずらん亭
伝子を受け継ぐことを誓 ◇すいたんすいこう、八
立川談幸「妾馬」「明烏」 福☆みずほ、おせつとき
～談志唯一の内弟子と ょうた ゲスト：かぎしっ
して二人暮らし。談志イ ぽ、いちもくさん
ズムを受け継ぐ立川流 宝井琴星「義士外伝 梶
川与惣兵衛 掛け軸回し
の重鎮。《粋 らくご》
」宝井琴鶴「太閤記より
明智左馬之助 湖水乗っ
きり」～五代目宝井琴鶴
真打昇進襲名披露興行
★笑わせnight！★ #89 ★笑わせnight！★
#90
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
◇すいたんすいこう、八 ◇すいたんすいこう、八
福☆みずほ、おせつとき 福☆みずほ、おせつとき
ょうた ゲスト：ドドん、こ ょうた ゲスト：ドドん、こ
じらせハスキー
じらせハスキー

三遊亭歌扇「締め込み」
「竹の水仙」～故三代目
三遊亭圓歌の最後の弟
子。内弟子として継承し
た古典落語を披露。《鮮
あざやか》
春風亭柏枝「六尺棒」「
引っ越しの夢」～竜馬に
憧れ北海道から上京し、
七代目柳橋の芸に衝撃
を受け土下座して弟子
入り！すらりと背の高い
林家彦いち「ちりとてち
ん」～昇太、喬太郎、白
鳥とSWA(創作話芸アソ
シエーション)を結成した
新作落語の雄がついに
登場！落語家生活30年
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(前)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
柳家甚語楼「壺算」～柳 風亭柳若
家甚語楼の会《粋 らく
ご》
入船亭扇遊「口入れ屋」 神田松鯉「天保六花撰
「三井の大黒」～米丸、 玉子の強請」「源平盛衰
小三治、文枝、文珍、染 記より 扇の的」～あの
丸、権太楼、志の輔、雲 松之丞がほれた師匠が
助、さん喬に続き栄えあ 人間国宝に。名人が磨
る紫綬褒章受章！国が
き上げた至高の話芸を
嗚呼、成金の壁
#3～楽 嗚呼、成金の壁
#4～楽
器カフェすずらん亭◇瀧 器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉八、春風亭昇々
川鯉八、春風亭昇々

嗚呼、成金の壁 #4～楽
器カフェすずらん亭◇瀧
川鯉八、春風亭昇々

春風亭笑好「ぜんざい公
社」「短命」～真面目で
研究熱心、でもそれ以上
に競馬、プロレス、ラーメ
ン好き？大御所・小柳枝
の弟子として、寄席を大
古今亭菊太楼『古今亭
菊太楼独演会in深川(文
化庁芸術祭参加公演)』
～惚れぬいて弟子入り
した師匠のもとで修業中
に師匠が他界…。名人・
二代目古今亭圓菊の遺
伝子を受け継ぐことを誓
瀧川鯉太「錦の袈裟」～
伝説のコイタナイト～RE
・BIRTH～《夢 寄席》
嗚呼、成金の壁 #5～楽
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽「磯の鮑」、春
風亭昇々「部長の娘」

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

桂 宮治 独演会「宮治 22:30
本舗エピソードⅢ」第二
部：「らくだ」《夢 寄席》
23:00

春風亭伝枝「短命」「紺
屋高尾」～若手真打の
人気ユニット「ヨセゲー」
、落語家のハワイアンバ
ンド「アロハマンダラーズ
」メンバー！プロレスのリ
ングアナウンサーもつと
めるなど多彩に活躍中
桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.2(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：春
風亭柳若

23:30
24:00
24:30
25:00
25:30

林家彦いち「ちりとてち 26:00
ん」～昇太、喬太郎、白
鳥とSWA(創作話芸アソ
26:30
シエーション)を結成した
新作落語の雄がついに
登場！落語家生活30年
嗚呼、成金の壁
#6～楽 27:00
器カフェすずらん亭◇柳
亭小痴楽、春風亭昇々
27:30

12月28日
月

12月29日
火

12月30日
水

4:00 鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀

隅田川馬石「鰍沢」～フ 瀧川鯉朝「街角のあの
池」桂三四郎「全くの逆」 ランボヤン寄席より《夢 娘」「松山鏡」～落語界
の異端児、古典落語だ
が今年も開催！元祖イ
けでなく、マニアックとも
玉川奈々福「仙台の鬼 ぴろき独演会～松本人 笑福亭福笑「コロナ狂詩
夫婦」 ～奈々福、独演。 志が嫉妬した才能にま 曲」「猫の恩返し」～爆笑
浪曲師、銀座でうなる、 すますみがきをかけ
王桂枝雀の座を引き継
銀座がうなる～《夢 寄 て！こんな時代だからこ いだ上方落語随一の爆
桂三若「落語の図書館」 6:15～桂三若「落語の図 桂三若「落語の図書館」
Vol.2(前)～楽器カフェす 書館」Vol.2(後)～楽器カ Vol.3(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「初恋 フェすずらん亭◇桂三若 ずらん亭◇桂三若「天災
」(桂三枝作)
「文七元結」
」
匠-TAKUMI- #22
匠-TAKUMI- #24
匠-TAKUMI- #26

4:30 ～鶴瓶が名付け親の会 寄席》
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

7:30 情報番組

情報番組

8:00 三遊亭歌扇「締め込み」 三遊亭楽大「紙入れ」「

「竹の水仙」～故三代目 粗忽の釘」真打昇進披
8:30 三遊亭圓歌の最後の弟 露特別高座～大ファン

情報番組

12月31日
木
柳家ほたる「井戸の茶碗
」～祝！真打昇進！師
匠・権太楼似の天真爛
漫な笑顔がお客を包み
玉川奈々福「清水次郎
長伝 お民の度胸」～奈
々福、独演。浪曲師、銀
座でうなる、銀座がうな
桂三若「落語の図書館」
Vol.3(後)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「植木
屋娘」
匠-TAKUMI- #28

4:00

情報番組

7:30

柳家権太楼「芝浜」～三 桂 宮治 独演会「宮治
越落語会特別企画 三 本舗エピソードⅢ」第二
越師走寄席《粋 らくご》 部：「らくだ」《夢 寄席》

4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00

8:00
8:30

子。内弟子として継承し の伊集院光の落語家時
9:00 情報番組
情報番組
情報番組

情報番組

9:00

9:30 匠-TAKUMI- #23

匠-TAKUMI- #29

9:30

10:00 笑福亭希光「青菜」「千

両みかん」～鶴光の弟
10:30 子で人気急上昇ユニット
「芸協カデンツァ」メンバ
11:00 桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第一
11:30 部：「強情灸」「蜘蛛駕籠
」《夢 寄席》
12:00 三遊亭楽生「寿限無」～
第58回三遊亭楽生独演
12:30 おせつときょうた、桂華
紋 令和元年度Ｗ受賞
13:00 記念 本当の兄弟会～
史上初！令和最初の漫
13:30 才新人大賞、ＮＨＫ新人
落語大賞を兄弟で受賞
14:00 情報番組
14:30 神田松鯉「天保六花撰

玉子の強請」「源平盛衰
15:00 記より 扇の的」～あの
松之丞がほれた師匠が
15:30 情報番組

匠-TAKUMI- #25

匠-TAKUMI- #27

鈴々舎八ゑ馬「阿弥陀
池」桂三四郎「全くの逆」
～鶴瓶が名付け親の会
が今年も開催！元祖イ
桂 宮治 独演会「宮治
本舗エピソードⅢ」第二
部：「らくだ」《夢 寄席》

10:00

柳家わさび「粗忽長屋」
～柳家わさび独演会《夢
青山らくごVol.3～風間
杜夫と旬な若手たち～
風間杜夫、笑福亭べ瓶、
三遊亭とむ、三遊亭鳳
月 「蒲田行進曲」「スチ
ュワーデス物語」の名優
情報番組

隅田川馬石「鰍沢」～フ 玉川奈々福「仙台の鬼
ランボヤン寄席より《夢 夫婦」 ～奈々福、独演。
寄席》
浪曲師、銀座でうなる、
銀座がうなる～《夢 寄
六代目玉屋柳勢(柳亭市 三遊亭歌扇「締め込み」
楽 改メ)「ねずみ」「大工 「竹の水仙」～故三代目
調べ(上)」～柳亭市馬の 三遊亭圓歌の最後の弟
一番弟子がついに真打 子。内弟子として継承し
★笑わせnight！★ #87 ★笑わせnight！★ #88
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
12:55～青山らくごVol.3 ◇すいたんすいこう、八
～落語界注目の若手の 福☆みずほ、おせつとき
会～柳家わさび、春風 古今亭文菊「子別れ」
亭昇々、柳家緑太 若手 ～よこはま文菊開花亭
落語家ブームをけん引 より《粋 らくご》
する注目の噺家が登
情報番組
情報番組

林家彦いち「ちりとてち
ん」～昇太、喬太郎、白
鳥とSWA(創作話芸アソ
シエーション)を結成した
情報番組

昔昔亭桃之助「辰巳の
辻占」「船徳」～東京下
町育ちで幼少の頃から
落語が身近に。漫才師
情報番組

柳家花緑「高砂や」～独
演会 花緑ごのみ(2015
年5月23日収録)《粋 ら
くご》
情報番組

14:30

嗚呼、成金の壁 #27～
楽器カフェすずらん亭◇
柳亭小痴楽、瀧川鯉八

16:00

情報番組

17:00

16:00 CSもえよせ 春風亭吉好 嗚呼、成金の壁 #25～

嗚呼、成金の壁 #26～
のヲタク落語会Vol.8(後) 楽器カフェすずらん亭◇ 楽器カフェすずらん亭◇
16:30 ～楽器カフェすずらん亭 柳亭小痴楽、瀧川鯉八 柳亭小痴楽、瀧川鯉八
ゲスト：平野 綾
17:00 情報番組
情報番組
情報番組
17:30 春風亭鹿の子「鼓ヶ滝」「 玉川奈々福「清水次郎

鹿政談」～雑誌『anan』

桂小文治「抜け雀」～大 宝井琴星「義士外伝 梶
長伝 お民の度胸」～奈 学落研から先代文治の 川与惣兵衛 掛け軸回し
」宝井琴鶴「太閤記より
座でうなる、銀座がうな 直な気持ちを忘れるなと 明智左馬之助 湖水乗っ
情報番組
情報番組
情報番組

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

15:00
15:30

16:30

17:30

18:00 読者が選ぶ「好きな女流 々福、独演。浪曲師、銀 芸に惚れて噺家に！素

18:00

落語家」NO.1！女流落
18:30 情報番組

18:30

19:00 春風亭伝枝「短命」「紺

宝井琴星「義士外伝 梶
川与惣兵衛 掛け軸回し
」宝井琴鶴「太閤記より
、落語家のハワイアンバ 明智左馬之助 湖水乗っ
20:00 ンド「アロハマンダラーズ 桂 花團治「豊竹屋」～か
」メンバー！プロレスのリ みがたらくご花團治の宴
20:30 情報番組
情報番組

桂三木助「小間物屋政
談」～五代目三木助 三
五歳記念独演会～先々
代の祖父、先代の叔父
鈴々舎馬風「親子酒」～
馬風一門寄席鑑賞会よ
情報番組

21:00 隅田川馬石「鰍沢」～フ

桂よね吉、茂山千五郎、
茂山茂 落言「太郎冠者
伝説」～笑えない会
Legacy《夢 寄席》

屋高尾」～若手真打の

19:30 人気ユニット「ヨセゲー」

21:30

ランボヤン寄席より《夢
寄席》

22:00 三遊亭楽大「紙入れ」「

柳家さん喬「芝浜」小志
ん「千早振る」～祝 柳家
小志ん真打昇進記念 柳
家さん喬 独演会 唯一
無二、至高の話芸！現
代落語の最高峰！愛弟
子の真打昇進にさん喬
節がますます冴えわた
神田鯉栄『第78回両国
亭砥寄席』～人間国宝・
神田松鯉の弟子にして
伯山の姉弟子。長年の
修行の末鍛え上げた、ド
スの効いた修羅場読
み！《夢 寄席》

粗忽の釘」真打昇進披
露特別高座～大ファン
22:30
の伊集院光の落語家時
代の高座名を受け継い
で。岩手県大船渡市の
23:00 笑福亭鉄瓶「宮戸川」～
鉄瓶・佐ん吉 落語ライブ
《夢 寄席》
23:30 立川談慶「不動坊」「鼠
穴」～談志のもとでなん
と９年半の前座修行！
24:00
その芸を、生き様を後世 春風亭柏枝「六尺棒」「
に伝える！《粋 らくご》 引っ越しの夢」～竜馬に
憧れ北海道から上京し、
24:30
七代目柳橋の芸に衝撃
を受け土下座して弟子
入り！すらりと背の高い
25:00 桂竹千代「竹千代学習 昔々亭慎太郎「幽霊不
会」Vol.3(前)～楽器カフ 動産」「壺算」～女子大
ェすずらん亭 ゲスト：立 生百人が選んだ“イケメ
25:30
川がじら
ン”落語家グランプリで
堂々２位のイケメン落語
寄席
26:00 昔昔亭桃之助「辰巳の 家が魅せる！《夢
柳家花緑「高砂や」～独
辻占」「船徳」～東京下 演会 花緑ごのみ(2015
町育ちで幼少の頃から 年5月23日収録)《粋 ら
26:30
落語が身近に。漫才師 くご》
として活動するかたわら
、様々な職を経て、30才
27:00 CSもえよせ
春風亭吉好 CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.7(前) のヲタク落語会Vol.7(後)
～楽器カフェすずらん亭 ～楽器カフェすずらん亭
27:30
ゲスト：宍戸 留美
ゲスト：宍戸 留美

入船亭扇遊「口入れ屋」
「三井の大黒」～米丸、
小三治、文枝、文珍、染
丸、権太楼、志の輔、雲
柳家小せん「三方一両
損」
情報番組

入船亭扇辰「心眼」「竹
の水仙」『扇辰日和～入
船亭扇辰独演会』～柔ら
かで落ち着いた雰囲気
と端正な口調、そして繊
林家彦いち「ちりとてち 細な演技力。同期の柳
ん」～昇太、喬太郎、白 家喬太郎と人気、実力と
鳥とSWA(創作話芸アソ もに双璧をなす格調高
シエーション)を結成した い風格が漂う本寸法の
新作落語の雄がついに 魅力。《粋 らくご》
登場！落語家生活30年
歌太郎改メ
三遊亭志う
歌「文七元結」 真打昇
進披露特別公演 ～
NHK新人落語大賞受賞 三遊亭丈助(たん丈 改
メ)「出来心」「老人前座じ
の大器がついに真打
に！GINZA SIXで華麗に じ太郎」～42歳で新作の
役者の落語会、第11回「
神様・圓丈に弟子入り。
ごらく亭」の夏休み～役 悲願の還暦前真打昇進
者たちによる落語とお座 を実現！《鮮 あざやか
敷芝居や演芸の会！コ 桂三若「落語の図書館」
ロナにめげずに笑っちゃ Vol.2(前)～楽器カフェす
ずらん亭◇桂三若「初恋
おう！《夢 寄席》
」(桂三枝作)

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00
24:30
25:00

桂米多朗「歳そば」～桂
米多朗の会《粋 らくご》

25:30

桂佐ん吉「堪忍袋」「愛
宕山」《夢 寄席》

26:00
26:30

桂竹千代「竹千代学習
会」Vol.3(後)～楽器カフ
ェすずらん亭 ゲスト：立
川がじら

CSもえよせ 春風亭吉好
のヲタク落語会Vol.8(後)
～楽器カフェすずらん亭
ゲスト：平野 綾

27:00
27:30

