
放送日 備考

Ｍ１ 玉井詩織×加藤いづみ 髪を切ってしまおう （加藤いづみ） 第41夜 2014年11月27日放送

Ｍ２ 高城れに×加藤いづみ 窓ガラスのへのへのもへじ (さそり座) 第48夜 2015年６月25日放送

Ｍ３ 加藤いづみ×今井マサキ TRUE SONG (加藤いづみ) 第61夜 2016年７月14日放送

Ｍ４ 佐々木彩夏×加藤いづみ あーりんはあーりん♡ (佐々木彩夏) 第65夜 2016年11月28日放送

Ｍ５ ANCHANG×加藤いづみ みかんのうた (SEX MACHINEGUNS) 第73夜 2017年７月13日放送

Ｍ６ 百田夏菜子×加藤いづみ 好きになって、よかった （加藤いづみ） 第86夜
2018年７月12日放

送

Ｍ７ ももいろクローバーＺ×加藤いづみ キミノアト (ももいろクローバーＺ) 第88夜 2018年９月13日放送

Ｍ８ 玉井詩織×加藤いづみ
シングルベッドはせまいのです(ももた
まい)

第96夜 2019年５月９日放送

７月16日(木) しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村
第110夜 「オトナゲスト 篠原ともえ」

加藤いづみ ベスト８＝５分01秒

加藤いづみ 名演 ［200710ver



放送日 備考

Ｍ１ 玉井詩織×小室哲哉×篠原ともえ(乱入) ＲＯＣＫＤＯＭ (THE ALFEE) 第47夜 2015年５月28日放送 『ももいろフォーク村』初登場

Ｍ２ ももいろクローバーＺ×篠原ともえ(乱入) Best Friend (Ｋｉｒｏｒｏ) 第50夜 2015年８月５日放送
×真山・廣田・柏木

×直太朗×榊いずみ
×ボンジュール鈴木

Ｍ３ ＧＵＩＴＡＲ ＧＩＲＬＺ×篠原ともえ(乱入) クルクル ミラクル （篠原ともえ） 第54夜
2015年12月17日放

送

Ｍ４ 篠原ともえ(乱入) クルクルミラクル (篠原ともえ) 第62夜 2016年８月３日放送

Ｍ５ 篠原ともえ(乱入) クルクルミラクル (篠原ともえ) 第66夜 2016年12月15日放送 「フＮｓ音楽祭」グランプリ

篠原ともえ(乱入)
今日までそして明日から (よしだたくろ
う)

第68夜 2017年２月23日放送

Ｍ６ 篠原ともえ(乱入) クルクルミラクル (篠原ともえ) 第79夜
2017年12月27日放

送
「フＮｓ桃黒歌合戦」優勝

Ｍ７ 篠原ともえ(乱入) クルクルミラクル (篠原ともえ) 第82夜 2018年３月15日放送
「いかすももクロ天国」
初代「もも天」キング

放送日 備考

Ｍ１ 篠原ともえ(乱入) 花束贈呈 第１夜 2003年８月25日放送 『フォーク村』初回

篠原ともえ ＲＯＣＫＤＯＭ (THE ALFEE) 第３夜 2003年８月27日放送

Ｍ２ 篠原ともえ(電話の声) 新幹線からの電話 第11夜 2005年８月25日放送

Ｍ３ 所ジョージ×坂崎幸之助×篠原ともえ 篠原くんは変な化粧 (所ジョージ) 第13夜 2006年８月28日放送

篠原ともえ(乱入) 花束贈呈 第16夜 2006年８月31日放送

Ｍ４ 篠原ともえ×LOVE LOVE ALL STARS カロゴンズのテーマ (カロゴンズ) 第25夜 2009年８月28日放送

Ｍ５ ALL 案山子 (さだまさし) 第36夜 2013年８月８日放送

開催日 備考

Ｍ１ 坂崎幸之助×高島彩×篠原ともえ ともえちゃん音頭 (篠原ともえ) 第１回 2002年8月8日

Ｍ２ 坂崎幸之助×吉田建×篠原ともえ 帰って来たベース漫談 第２回 2003年8月8日

Ｍ３ 坂崎幸之助×サンタラ×篠原ともえ 夏しぐれ (THE ALFEE) 第３回 2004年8月8日

Ｍ４ GTP×篠原ともえ 冷凍みかん (GTP) 第５回 2006年8月8日

Ｍ５ 深田恭子×武部聡志×篠原ともえ あなたに逢えてよかった (小泉今日子) 第５回 2006年8月8日

Ｍ６ ALL
あの素晴しい愛をもう一度
 (加藤和彦＆北山修)

第１〜７
回

2002〜08年８月８日

Ｍ７ 石井竜也×篠原ともえ ＭＣ 1996年8月8日 『８８８フジテレビまつり』

Ｍ８ 篠原ともえ 忘れちゃうモン (篠原ともえ)
1995年11月15日放

送
『TK MUSIC CLAMP』

７月16日(木) しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村
第110夜 「オトナゲスト 篠原ともえ」

篠原ともえの『ももいろフォーク村』 ＝５分07秒

篠原ともえの『お台場フォーク村』 ＝３分04秒

※副題も表記する

フォーク村の原点「ともえちゃんフォークジャンボリー」 ＝４分47秒

「ともえちゃんフォークジャンボ
リー」

［200710ver］篠原ともえ 総集編



放送日 備考

Ｍ１ 百田夏菜子×坂崎幸之助 第33夜 2012年８月14日放送

Ｍ２ 百田夏菜子×坂崎幸之助 第97夜 2019年６月13日放送

Ｍ３ 百田夏菜子 翼をください(赤い鳥) 第39夜 2014年９月18日放送

Ｍ４ 百田夏菜子×miwa 第41夜 2014年11月27日放送

Ｍ５ 百田夏菜子×榊いずみ 第42夜 2014年12月27日放送

Ｍ６ ももたまい
シングルベッドはせまいのです(ももた
まい)

第43夜 2015年１月22日放送

Ｍ７ ももたまい 第44夜 2015年２月19日放送

Ｍ８ 百田夏菜子×津田英佑 第62夜 2016年８月３日放送

Ｍ９ 百田夏菜子×斉藤由貴 MAY （斉藤由貴） 第46夜 2015年４月14日放送

Ｍ10 百田夏菜子×華原朋美 I'm proud （華原朋美) 第50夜 2015年８月５日放送

Ｍ11 百田夏菜子×南こうせつ 夏の少女 (南こうせつ) 第51夜 2015年９月３日放送

Ｍ12 百田夏菜子×和田彩花(アンジュルム) 有頂天LOVE (スマイレージ) 第52夜 2015年10月15日放送

Ｍ13 百田夏菜子 防人の詩 (さだまさし) 第52夜 2015年10月15日放送

Ｍ14
百田夏菜子×久本雅美

×木村充揮×内田勘太郎
おそうじオバチャン 第53夜 2015年11月19日放送

Ｍ15 岸谷香×佐々木彩夏×百田夏菜子 tiny tiny X'mas 第54夜 2015年12月17日放送

Ｍ16 百田夏菜子×広瀬香美 愛があれば大丈夫 (広瀬香美) 第55夜 2016年１月28日放送

Ｍ17 百田夏菜子 STAY DREAM (長渕剛) 第58夜 2016年４月14日放送

Ｍ18 百田夏菜子 だってかなちゃんなんだもーん☆ 第64夜 2016年10月20日放送

Ｍ19 百田夏菜子×高橋みなみ×高橋研 真赤な自転車 （おニャン子クラブ ） 第66夜 2016年12月15日放送

Ｍ20 百田夏菜子×佐々木彩夏×恩田快人 BLUE TEARS（JUDY AND MARY） 第67夜 2017年１月19日放送

Ｍ21 百田夏菜子×佐々木彩夏×坂崎幸之助 赤い風船 （浅田美代子） 第72夜 2017年６月15日放送
あーりん　Ag
夏菜子　Ag

Ｍ22 ももネギたまい Ring the Bell（ももたまい） 第73夜 2017年７月13日放送

Ｍ23 百田夏菜子×にゃんごすたー 紅 (X) 第73夜 2017年７月13日放送

Ｍ24
チームオレンジアカレンジャイ

×TAKUYA
紅の詩 （私立恵比寿中学） 第75夜 2017年８月14日放送

×柏木ひなた×秋本帆
華

Ｍ25 百田夏菜子×高橋洋子
ふしぎなメルモ 
（出原千花子・ヤングフレッシュ）

第78夜 2017年11月15日放送

Ｍ26 百田夏菜子×太田裕美 / 松本隆 赤いハイヒール （太田裕美） 第79夜 2017年12月27日放送

Ｍ27 百田夏菜子 ピンキージョーンズ 第80夜 2018年１月25日放送

Ｍ28 百田夏菜子×坂崎幸之助 サルビアの花 （もとまろ） 第83夜 2018年４月９日放送

Ｍ29
新チームアカレンジャイ

×かなこちゃんず
恋のヒメヒメ☆ぺったんこ
（姫野湖鳥 cv.田村ゆかり）

第86夜 2018年７月12日放送

百田夏菜子×秋本帆華
×上田理子×伊達花彩
×坂本遥奈×清井咲希
×根岸可蓮×西垣有彩 
×雨宮かのん×愛来

Ｍ30 百田夏菜子×坂崎幸之助 氷の世界 （井上陽水） 第87夜 2018年８月30日放送

Ｍ31 百田夏菜子×Chage ボヘミアン (葛城ユキ) 第90夜 2018年11月８日放送

Ｍ32 百田夏菜子×クミコ 百万本のバラ 第91夜 2018年12月13日放送

Ｍ33 百田夏菜子
あなたと熱帯 (MINAKO with WILD 
CATS)

第91夜 2018年12月13日放送

Ｍ34 百田夏菜子×加奈崎芳太郎 ちどり足 （古井戸） 第93夜 2019年２月14日放送

Ｍ35 百田夏菜子 / 松本隆 赤い絆 (山口百恵) 第103夜 2019年12月17日放送

Ｍ36 ももいろクローバーＺ×宍戸留美 おジャ魔女カーニバル！(MAHO堂) 第109夜 2020年６月30日放送

とびら開けて (神田沙也加×津田英佑)

７月16日(木) しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村
第110夜 「オトナゲスト 篠原ともえ」

夏菜子ちゃん 36曲＝18分11秒

失格 (橘いずみ)

初恋 (村下孝蔵)

夏菜子 名演集 ［200710ver］


