
PK-RT1200 内蔵1200曲一覧
曲名 歌手名 ジャンル

会いたい 沢田　知可子 J-POP
I LOVE YOU 尾崎　豊 J-POP
赤いスイートピー 松田　聖子 J-POP
安奈 甲斐バンド J-POP
異邦人 久保田　早紀 J-POP
M PRINCESS PRINCESS J-POP
哀愁のカサブランカ 郷　ひろみ J-POP
大空と大地の中で 松山　千春 J-POP
涙のリクエスト チェッカーズ J-POP
ヤングマン (Y M C A) 西城　秀樹 J-POP
神田川 かぐや姫 J-POP
乾杯 長渕　剛 J-POP
クリスマス・イブ 山下　達郎 J-POP
初恋 村下　孝蔵 J-POP
元気を出して 竹内　まりや J-POP
心の旅 チューリップ J-POP
秋桜 (コスモス) 山口　百恵 J-POP
SWEET MEMORIES 松田　聖子 J-POP
2億4千万の瞳 郷　ひろみ J-POP
さよなら オフコース J-POP
浪漫飛行 米米CLUB J-POP
少年時代 井上　陽水 J-POP
ジョニイへの伝言 ペドロ＆カプリシャス J-POP
ルビーの指環 寺尾　聰 J-POP
とんぼ 長渕　剛 J-POP
はじまりは　いつも雨 ASKA （飛鳥　涼） J-POP
SAY YES CHAGE＆ASKA（チャゲ＆飛鳥） J-POP
FIRST LOVE 宇多田　ヒカル J-POP
AUTOMATIC 宇多田　ヒカル J-POP
世界中の誰よりきっと <PartⅡ> 中山　美穂＆WANDS J-POP
翼の折れた天使 中村　あゆみ J-POP
長い夜 松山　千春 J-POP
卒業写真 松任谷　由実 J-POP
恋人がサンタクロース 松任谷　由実 J-POP
チェリー スピッツ J-POP
チャンピオン アリス J-POP
花の首飾り ザ・タイガース J-POP
TSUNAMI サザンオールスターズ J-POP
TOMORROW 岡本　真夜 J-POP
ルージュの伝言 松任谷　由実 J-POP
私はピアノ 高田　みづえ J-POP
TOMORROW NEVER KNOWS Mr.Children J-POP
どんなときも 槇原　敬之 J-POP
OH MY LITTLE GIRL 尾崎　豊 J-POP
あなたに会えてよかった 小泉　今日子 J-POP
最後の雨 中西　保志 J-POP
星屑のステージ チェッカーズ J-POP
真夏の果実 サザンオールスターズ J-POP
ラブ・ストーリーは突然に 小田　和正 J-POP
Get Wild TM NETWORK(TMN) J-POP
DEPARTURES globe J-POP
フレンズ レベッカ J-POP
MY REVOLUTION 渡辺　美里 J-POP
季節の中で 松山　千春 J-POP
世界が終るまでは ･･･ WANDS J-POP
妹 かぐや姫 J-POP
関白宣言 さだ　まさし J-POP
雨 森高　千里 J-POP
恋 松山　千春 J-POP
お嫁サンバ 郷　ひろみ J-POP
翼をください 赤い鳥 J-POP
UFO ピンク・レディー J-POP
いとしのエリー サザンオールスターズ J-POP
リバーサイド・ホテル 井上　陽水 J-POP
長い間 Kiroro J-POP



夜空ノムコウ SMAP J-POP
Get Along Together ～愛を贈りたいから～ 山根　康広 J-POP
あの日にかえりたい 松任谷　由実 J-POP
想い出がいっぱい H2O J-POP
俺たちの旅 中村　雅俊 J-POP
飾りじゃないのよ涙は 中森　明菜 J-POP
結婚しようよ 吉田　拓郎 J-POP
心もよう 井上　陽水 J-POP
サボテンの花 ～ひとつ屋根の下より～ チューリップ J-POP
太陽がくれた季節 青い三角定規 J-POP
てんとう虫のサンバ チェリッシュ J-POP
岬めぐり ウィークエンド J-POP
CAN YOU CELEBRATE? 安室　奈美恵 J-POP
なごり雪 イルカ J-POP
ドラマティックレイン 稲垣　潤一 J-POP
セーラー服と機関銃 “夢の途中” 薬師丸　ひろ子 J-POP
さらばシベリア鉄道 大滝　詠一 J-POP
ギザギザハートの子守唄 チェッカーズ J-POP
ジュリアに傷心(ハートブレイク) チェッカーズ J-POP
壊れかけのRadio 徳永　英明 J-POP
素顔 長渕　剛 J-POP
大きな玉ねぎの下で～はるかなる想い 爆風スランプ J-POP
渚のバルコニー 松田　聖子 J-POP
瑠璃色の地球 松田　聖子 J-POP
春よ、来い 松任谷　由実 J-POP
真夏の夜の夢 松任谷　由実 J-POP
探偵物語 薬師丸　ひろ子 J-POP
さよならの向う側 山口　百恵 J-POP
シングルベッド シャ乱Q J-POP
ロビンソン スピッツ J-POP
DESIRE 中森　明菜 J-POP
仮面舞踏会 少年隊 J-POP
未来予想図 II DREAMS COME TRUE J-POP
サザン・ウィンド 中森　明菜 J-POP
SEASONS 浜崎　あゆみ J-POP
もう恋なんてしない 槇原　敬之 J-POP
サウダージ ポルノグラフィティ J-POP
夏祭り Whiteberry J-POP
If DA PUMP J-POP
Everything MISIA J-POP
天体観測 BUMP OF CHICKEN J-POP
PRIDE 今井　美樹 J-POP
secret base ～君がくれたもの～ ZONE J-POP
地上の星 中島　みゆき J-POP
大きな古時計 平井　堅 J-POP
愛はかげろう 雅夢 J-POP
恋しくて BEGIN J-POP
恋の予感 安全地帯 J-POP
これが私の生きる道 Puffy J-POP
大都会 クリスタルキング J-POP
夏の扉 松田　聖子 J-POP
ハナミズキ 一青　窈 J-POP
瞳をとじて 平井　堅 J-POP
やさしいキスをして DREAMS COME TRUE J-POP
奏 (かなで) スキマスイッチ J-POP
雪の華 中島　美嘉 J-POP
悪女 中島　みゆき J-POP
雨の物語 イルカ J-POP
案山子 (かかし) さだ　まさし J-POP
かもめが翔んだ日 渡辺　真知子 J-POP
北ウイング 中森　明菜 J-POP
銀河鉄道999 ゴダイゴ J-POP
銀の雨 松山　千春 J-POP
時代 中島　みゆき J-POP
白いブランコ ビリー・バンバン J-POP
セカンド・ラブ 中森　明菜 J-POP
月のあかり 桑名　正博 J-POP
ふれあい 中村　雅俊 J-POP



カブトムシ aiko J-POP
花 ORANGE RANGE J-POP
もうひとつの土曜日 浜田　省吾 J-POP
栄光の架橋 ゆず J-POP
夏の日の1993 class J-POP
木綿のハンカチーフ 太田　裕美 J-POP
青春の影 チューリップ J-POP
男の勲章 嶋　大輔 J-POP
碧い瞳のエリス 安全地帯 J-POP
レイニーブルー 徳永　英明 J-POP
落陽 吉田　拓郎 J-POP
Time goes by Every Little Thing J-POP
スローモーション 中森　明菜 J-POP
糸 中島　みゆき J-POP
丸の内サディスティック 椎名　林檎 J-POP
何度でも DREAMS COME TRUE J-POP
桃色吐息 髙橋　真梨子 J-POP
愛のうた 倖田　來未 J-POP
ロード THE 虎舞竜 J-POP
六本木心中 アン・ルイス J-POP
ワインレッドの心 安全地帯 J-POP
キセキ GReeeeN J-POP
ヘビーローテーション AKB48 J-POP
この夜を止めてよ JUJU J-POP
Story AI J-POP
粉雪 レミオロメン J-POP
桜 コブクロ J-POP
小さな恋のうた MONGOL800 J-POP
I'm proud 華原　朋美 J-POP
イムジン河 ザ・フォーク・クルセダーズ J-POP
三日月 絢香 J-POP
Love so sweet 嵐 J-POP
愛唄 GReeeeN J-POP
島唄 THE BOOM J-POP
空も飛べるはず スピッツ J-POP
道 EXILE J-POP
歌うたいのバラッド 斉藤　和義 J-POP
愛をこめて花束を Superfly J-POP
HANABI Mr.Children J-POP
ORION 中島　美嘉 J-POP
時間よ止まれ 矢沢　永吉 J-POP
366日 HY J-POP
翳りゆく部屋 松任谷　由実 J-POP
女々しくて ゴールデンボンバー J-POP
愛のかたまり KinKi Kids J-POP
恋するフォーチュンクッキー AKB48 J-POP
恋音と雨空 AAA J-POP
I LOVE YOU クリス・ハート J-POP
アイネクライネ 米津　玄師 J-POP
C.O.S.M.O.S. ～秋桜～ 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE J-POP
高嶺の花子さん back number J-POP
365日の紙飛行機 AKB48 J-POP
Wherever you are ONE OK ROCK J-POP
海の声 浦島　太郎（桐谷　健太） J-POP
サイレントマジョリティー 欅坂46 J-POP
恋 星野　源 J-POP
LOSER 米津玄師 J-POP
サヨナラの意味 乃木坂46 J-POP
シャルル バルーン J-POP
灰色と青 ( + 菅田将暉 ) 米津　玄師 J-POP
カタオモイ Aimer J-POP
さよならエレジー 菅田　将暉 J-POP
Lemon 米津　玄師 J-POP
ノーダウト Official髭男dism J-POP
シンデレラガール King & Prince J-POP
U.S.A. DA PUMP J-POP
世界はあなたに笑いかけている Little Glee Monster J-POP
アイデア 星野　源 J-POP



アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) MISIA J-POP
愛を伝えたいだとか あいみょん J-POP
あなたとトゥラッタッタ♪ DREAMS COME TRUE J-POP
君はロックを聴かない あいみょん J-POP
オールドファッション back number J-POP
帰り道は遠回りしたくなる 乃木坂46 J-POP
Flamingo 米津　玄師 J-POP
プロローグ Uru J-POP
今夜このまま あいみょん J-POP
貴方解剖純愛歌～死ね～ あいみょん J-POP
POP Virus 星野　源 J-POP
ロキ 鏡音リン・みきとP J-POP
パプリカ Foorin J-POP
好きと言わせたい IZ*ONE J-POP
HAPPY BIRTHDAY back number J-POP
白日 King Gnu J-POP
トリコ Nissy(西島　隆弘) J-POP
アゲイン WANIMA J-POP
君を待ってる King & Prince J-POP
Pretender Official髭男dism J-POP
まちがいさがし 菅田　将暉 J-POP
命に嫌われている。 カンザキイオリ J-POP
海の幽霊 米津　玄師 J-POP
コイワズライ Aimer J-POP
ただ君に晴れ ヨルシカ J-POP
優しいあの子 スピッツ J-POP
花束のかわりにメロディーを 清水　翔太 J-POP
さくら 森山　直太朗 J-POP
桜坂 福山　雅治 J-POP
島人ぬ宝 BEGIN J-POP
世界に一つだけの花 SMAP J-POP
涙そうそう 夏川　りみ J-POP
オリビアを聴きながら 杏里 J-POP
ごめんね… 髙橋　真梨子 J-POP
タッチ 岩崎　良美 J-POP
for you… 髙橋　真梨子 J-POP
未来へ Kiroro J-POP
駅 竹内　まりや J-POP
One Love 嵐 J-POP
３月９日 レミオロメン J-POP
負けないで ZARD J-POP
トリセツ 西野　カナ J-POP
花束を君に 宇多田　ヒカル J-POP
マリーゴールド あいみょん J-POP
おどるポンポコリン B.B.クイーンズ アニメ・特撮
崖の上のポニョ 藤岡　藤巻と大橋　のぞみ アニメ・特撮
ライオン May'n/中島　愛 アニメ・特撮
God knows… 平野　綾 アニメ・特撮
MICKEY MOUSE MARCH ディズニー アニメ・特撮
キミの冒険 岡崎　体育 アニメ・特撮
キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア 北川　理恵 アニメ・特撮
騎士竜戦隊リュウソウジャー 幡野　智宏 アニメ・特撮
愛にできることはまだあるかい RADWIMPS アニメ・特撮
となりのトトロ 井上　あずみ アニメ・特撮
魂のルフラン 高橋　洋子 アニメ・特撮
Butter-Fly 和田　光司 アニメ・特撮
RPG SEKAI NO OWARI アニメ・特撮
Let it go ありのままで 松　たか子 アニメ・特撮
千本桜 黒うさP feat.初音ミク アニメ・特撮
ひまわりの約束 秦　基博 アニメ・特撮
unravel TK from 凛として時雨 アニメ・特撮
シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN アニメ・特撮
前前前世 RADWIMPS アニメ・特撮
ピースサイン 米津　玄師 アニメ・特撮
打上花火 DAOKO×米津　玄師 アニメ・特撮
HUGっと! YELL FOR YOU 引坂　理絵 他 アニメ・特撮
ププッとフムッとかいけつダンス 伊勢　大貴 アニメ・特撮
I beg you Aimer アニメ・特撮



Super Powers V6 アニメ・特撮
アンパンマンのマーチ ドリーミング アニメ・特撮
残酷な天使のテーゼ 高橋　洋子 アニメ・特撮
吾亦紅 (われもこう) すぎもと　まさと 演歌・歌謡曲
泪の乾杯 竹山　逸郎 演歌・歌謡曲
世界の国からこんにちは 三波　春夫 演歌・歌謡曲
ふるさとは今もかわらず 新沼　謙治 演歌・歌謡曲
男の酒場 西方　裕之 演歌・歌謡曲
からたちの小径 島倉　千代子 演歌・歌謡曲
修善寺の宿 鏡　五郎 演歌・歌謡曲
居酒屋「津軽」 大石　まどか 演歌・歌謡曲
昭和の花 小金沢　昇司 演歌・歌謡曲
峠越え 福田　こうへい 演歌・歌謡曲
肱川(ひじかわ)あらし 伍代　夏子 演歌・歌謡曲
はぐれ花 市川　由紀乃 演歌・歌謡曲
上海夜曲 藤山　一郎 演歌・歌謡曲
ひとり薩摩路 水森　かおり 演歌・歌謡曲
夜桜 山川　豊 演歌・歌謡曲
恋の奴隷 奥村　チヨ 演歌・歌謡曲
あなたひとすじ 川中　美幸 演歌・歌謡曲
千の風になって 秋川　雅史 演歌・歌謡曲
熱き心に 小林　旭 演歌・歌謡曲
海雪 ジェロ 演歌・歌謡曲
愛のままで… 秋元　順子 演歌・歌謡曲
娘よ 芦屋　雁之助 演歌・歌謡曲
安芸の宮島 水森　かおり 演歌・歌謡曲
小樽運河 都　はるみ 演歌・歌謡曲
おしろい花 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
松島紀行 水森　かおり 演歌・歌謡曲
また君に恋してる 坂本　冬美 演歌・歌謡曲
女に生まれて 三山　ひろし 演歌・歌謡曲
花は咲く 花は咲くプロジェクト 演歌・歌謡曲
A whole new world (日本語詞) 中村　倫也＆木下　晴香 外国曲
橘中佐 軍歌（文部省唱歌） 軍歌
宮さん宮さん 軍歌 軍歌
海ゆかば 軍歌 軍歌
水師営の会見 ボニージャックス 軍歌
居酒屋 木の実　ナナ＆五木　ひろし デュエット
北空港 浜　圭介＆桂　銀淑 デュエット
今夜は離さない 橋　幸夫＆安倍　葎子 デュエット
3年目の浮気 ヒロシ＆キーボー デュエット
東京めぐり愛 琴風　豪規＆石川　さゆり デュエット
ふたりの大阪 都　はるみ＆宮崎　雅 デュエット
ふたりのラブソング 五木　ひろし＆都　はるみ デュエット
忘れていいの 谷村　新司＆小川　知子 デュエット
麦畑 オヨネーズ デュエット
浪花恋しぐれ 都　はるみ＆岡　千秋 デュエット
いつもの小道で 田辺　靖雄＆梓　みちよ デュエット
青い山脈 藤山　一郎＆奈良　光枝 デュエット
夜のめぐり逢い 石原　裕次郎＆八代　亜紀 デュエット
ロンリー・チャップリン 鈴木　聖美 WITH RATS＆STAR デュエット
北上夜曲 多摩　幸子＆和田　弘とマヒナスターズ デュエット
大阪音頭 平野　まさる＆長瀬　和子 デュエット
青葉の笛 唱歌 童謡・唱歌
ひいらぎかざろう クリスマス・ソング 童謡・唱歌
秋田県民歌 県民歌 童謡・唱歌
横浜市歌 市歌 童謡・唱歌
早稲田大学校歌～都の西北～ 校歌 童謡・唱歌
同志社カレッジソング 校歌 童謡・唱歌
ふるさとの 藤山　一郎 童謡・唱歌
すかんぽの咲く頃 美空　ひばり 童謡・唱歌
からたちの花 鮫島　有美子 童謡・唱歌
磯原節 民謡 民謡
犬山音頭 民謡 民謡
おかよ 民謡 民謡
奥多摩よささ節 民謡 民謡
甲州音頭 民謡 民謡
小倉節 民謡 民謡



上州小唄 民謡 民謡
須坂小唄 民謡 民謡
鎮西小唄 民謡 民謡
中野小唄 民謡 民謡
南蛮音頭 民謡 民謡
三朝小唄 民謡 民謡
いやさか音頭 北海道民謡 民謡
道南盆唄 北海道民謡 民謡
嘉瀬の奴踊り 青森県民謡 民謡
秋田音頭 秋田県民謡 民謡
秋田大黒舞 秋田県民謡 民謡
外山節 岩手県民謡 民謡
あがらしゃれ 山形県民謡 民謡
豊年こいこい節 宮城県民謡 民謡
相馬節 福島県民謡 民謡
新津松坂 新潟県民謡 民謡
両津甚句 新潟県民謡 民謡
伊那節 長野県民謡 民謡
ホッチョセ節 岐阜県民謡 民謡
桑名の殿様 三重県民謡 民謡
しげさ節 島根県民謡 民謡
串木野さのさ 鹿児島県民謡 民謡
唐船ドーイ 沖縄曲 民謡
テンヨー節 よなは　徹 民謡
谷茶前～勝連節 登川　誠仁＆大城　美佐子 民謡
朝花節 (ひぎゃ節） 奄美民謡　（武下　和平） 民謡
青葉城恋唄 さとう　宗幸 演歌・歌謡曲
あざみの歌 伊藤　久男 演歌・歌謡曲
あの鐘を鳴らすのはあなた 和田　アキ子 演歌・歌謡曲
雨の慕情 八代　亜紀 演歌・歌謡曲
いい日旅立ち 山口　百恵 演歌・歌謡曲
石狩挽歌 北原　ミレイ 演歌・歌謡曲
いちご白書をもう一度 バンバン 演歌・歌謡曲
今は幸せかい 佐川　満男 演歌・歌謡曲
祝い酒 坂本　冬美 演歌・歌謡曲
うそ 中条　きよし 演歌・歌謡曲
襟裳岬 森　進一 演歌・歌謡曲
お久しぶりね 小柳　ルミ子 演歌・歌謡曲
おふくろさん 森　進一 演歌・歌謡曲
風港 大川　栄策 演歌・歌謡曲
君といつまでも 加山　雄三 演歌・歌謡曲
恋におちて 小林　明子 演歌・歌謡曲
恋のバカンス ザ・ピーナッツ 演歌・歌謡曲
愛燦燦 美空　ひばり 演歌・歌謡曲
五番街のマリーへ ペドロ＆カプリシャス 演歌・歌謡曲
狙いうち 山本　リンダ 演歌・歌謡曲
アカシアの雨がやむとき 西田　佐知子 演歌・歌謡曲
サントワマミー 越路　吹雪 演歌・歌謡曲
シクラメンのかほり 布施　明 演歌・歌謡曲
愛しき日々 堀内　孝雄 演歌・歌謡曲
粋な別れ 石原　裕次郎 演歌・歌謡曲
知床旅情 加藤　登紀子 演歌・歌謡曲
昴 谷村　新司 演歌・歌謡曲
裏町酒場 美空　ひばり 演歌・歌謡曲
大阪ラプソディー 海原　千里・万里 演歌・歌謡曲
贈る言葉 海援隊 演歌・歌謡曲
瀬戸の花嫁 小柳　ルミ子 演歌・歌謡曲
霧の摩周湖 布施　明 演歌・歌謡曲
男と女の破片 前川　清 演歌・歌謡曲
踊り子 村下　孝蔵 演歌・歌謡曲
そして…めぐり逢い 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
哀しみ本線日本海 森　昌子 演歌・歌謡曲
空港 テレサ・テン 演歌・歌謡曲
おまえとふたり 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
そんな夕子にほれました 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
女のみち 宮　史郎とぴんからトリオ 演歌・歌謡曲
影法師 堀内　孝雄 演歌・歌謡曲
ホテル 島津　ゆたか 演歌・歌謡曲



悲しい色やね 上田　正樹 演歌・歌謡曲
東京 やしき　たかじん 演歌・歌謡曲
ブルーライト・ヨコハマ いしだ　あゆみ 演歌・歌謡曲
想い出の渚 ザ・ワイルド・ワンズ 演歌・歌謡曲
君こそわが命 水原　弘 演歌・歌謡曲
あなたのブルース 矢吹　健 演歌・歌謡曲
道頓堀人情 天童　よしみ 演歌・歌謡曲
演歌みち 松原　のぶえ 演歌・歌謡曲
俺ら東京さ行ぐだ 吉　幾三 演歌・歌謡曲
学生時代 ペギー葉山 演歌・歌謡曲
中ノ島ブルース 内山田　洋とクール・ファイブ 演歌・歌謡曲
南国土佐を後にして ペギー葉山 演歌・歌謡曲
二人でお酒を 梓　みちよ 演歌・歌謡曲
望郷酒場 千　昌夫 演歌・歌謡曲
無言坂 香西　かおり 演歌・歌謡曲
恋人も濡れる街角 中村　雅俊 演歌・歌謡曲
恋人よ 五輪　真弓 演歌・歌謡曲
紅花の宿 水田　竜子 演歌・歌謡曲
星降る街角 敏　いとうとハッピー＆ブルー 演歌・歌謡曲
今日でお別れ 菅原　洋一 演歌・歌謡曲
アケミという名で十八で 千　昌夫 演歌・歌謡曲
純子 小林　旭 演歌・歌謡曲
酒と泪と男と女 河島　英五 演歌・歌謡曲
百万本のバラ 加藤　登紀子 演歌・歌謡曲
サチコ ニック・ニューサー 演歌・歌謡曲
北帰行 小林　旭 演歌・歌謡曲
圭子の夢は夜ひらく 藤　圭子 演歌・歌謡曲
ひとり酒 伍代　夏子 演歌・歌謡曲
シルエット・ロマンス 大橋　純子 演歌・歌謡曲
真赤な太陽 美空　ひばり 演歌・歌謡曲
酔歌 吉　幾三 演歌・歌謡曲
冬のリヴィエラ 森　進一 演歌・歌謡曲
また逢う日まで 尾崎　紀世彦 演歌・歌謡曲
海峡 吉　幾三 演歌・歌謡曲
恋のフーガ ザ・ピーナッツ 演歌・歌謡曲
青春時代 森田　公一とトップギャラン 演歌・歌謡曲
そして、神戸 内山田　洋とクール・ファイブ 演歌・歌謡曲
鳥取砂丘 水森　かおり 演歌・歌謡曲
長崎は今日も雨だった 内山田　洋とクール・ファイブ 演歌・歌謡曲
橋 北島　三郎 演歌・歌謡曲
バスストップ 平　浩二 演歌・歌謡曲
望郷じょんから 細川　たかし 演歌・歌謡曲
見上げてごらん夜の星を 坂本　九 演歌・歌謡曲
戦争を知らない子供たち ジローズ 演歌・歌謡曲
やっぱ好きやねん やしき　たかじん 演歌・歌謡曲
三都物語 谷村　新司 演歌・歌謡曲
みちづれ 渡　哲也 演歌・歌謡曲
ふたり酒 川中　美幸 演歌・歌謡曲
歩 北島　三郎 演歌・歌謡曲
夜桜お七 坂本　冬美 演歌・歌謡曲
捨てられて 長山　洋子 演歌・歌謡曲
ああ上野駅 井沢　八郎 演歌・歌謡曲
街の灯り 堺　正章 演歌・歌謡曲
珍島(チンド)物語 天童　よしみ 演歌・歌謡曲
もう一度逢いたい 八代　亜紀 演歌・歌謡曲
時の過ぎゆくままに 沢田　研二 演歌・歌謡曲
さらば恋人 堺　正章 演歌・歌謡曲
勝手にしやがれ 沢田　研二 演歌・歌謡曲
メモリーグラス 堀江　淳 演歌・歌謡曲
おかあさん 森　昌子 演歌・歌謡曲
愛のメモリー 松崎　しげる 演歌・歌謡曲
二輪草 川中　美幸 演歌・歌謡曲
なみだ恋 八代　亜紀 演歌・歌謡曲
まつり 北島　三郎 演歌・歌謡曲
あなたにあげる 西川　峰子 演歌・歌謡曲
あばれ太鼓 ～無法一代入り～ 坂本　冬美 演歌・歌謡曲
嵐を呼ぶ男 石原　裕次郎 演歌・歌謡曲
旅人よ 加山　雄三 演歌・歌謡曲



明日があるさ 坂本　九 演歌・歌謡曲
上を向いて歩こう 坂本　九 演歌・歌謡曲
おさななじみ デューク・エイセス 演歌・歌謡曲
黒い花びら 水原　弘 演歌・歌謡曲
こんにちは赤ちゃん 梓　みちよ 演歌・歌謡曲
じんじろげ 森山　加代子 演歌・歌謡曲
一人ぼっちの二人 坂本　九 演歌・歌謡曲
霧笛が俺を呼んでいる 赤木　圭一郎 演歌・歌謡曲
目を閉じて 和田　弘とマヒナ・スターズ 演歌・歌謡曲
夢であいましょう 坂本　スミ子 演歌・歌謡曲
せんせい 森　昌子 演歌・歌謡曲
ありがとう…感謝 小金沢　昇司 演歌・歌謡曲
ああ人生に涙あり 里見　浩太朗＆横内　正 演歌・歌謡曲
京都から博多まで 藤　圭子 演歌・歌謡曲
琵琶湖周航の歌 加藤　登紀子 演歌・歌謡曲
名月赤城山 東海林　太郎 演歌・歌謡曲
悲しい酒 美空　ひばり 演歌・歌謡曲
ゴンドラの唄 森繁　久彌 演歌・歌謡曲
高校三年生 舟木　一夫 演歌・歌謡曲
おゆき 内藤　国雄 演歌・歌謡曲
もしもピアノが弾けたなら 西田　敏行 演歌・歌謡曲
雪列車 前川　清 演歌・歌謡曲
矢切の渡し 細川　たかし 演歌・歌謡曲
よこはま たそがれ 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
与作 北島　三郎 演歌・歌謡曲
無法松の一生 ～度胸千両入り～ 村田　英雄 演歌・歌謡曲
君恋し フランク　永井 演歌・歌謡曲
べにばな 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
港が見える丘 平野　愛子 演歌・歌謡曲
夢追い酒 渥美　二郎 演歌・歌謡曲
夢一夜 南　こうせつ 演歌・歌謡曲
わかって下さい 因幡　晃 演歌・歌謡曲
君待てども 平野　愛子 演歌・歌謡曲
九段の母 二葉　百合子 演歌・歌謡曲
人恋酒場 三山　ひろし 演歌・歌謡曲
愛の讃歌 越路　吹雪 演歌・歌謡曲
ひとり長良川 水森　かおり 演歌・歌謡曲
夜明けのブルース 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
男のうそ 三山　ひろし 演歌・歌謡曲
蜻蛉（かげろう）の恋 角川　博 演歌・歌謡曲
命かさねて 藤原　浩 演歌・歌謡曲
南部蝉しぐれ 福田　こうへい 演歌・歌謡曲
釧路空港 山内　惠介（山内　恵介） 演歌・歌謡曲
黒髪しぐれ 鏡　五郎 演歌・歌謡曲
冬子のブルース 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
雨の港町 キム・ヨンジャ 演歌・歌謡曲
新宿の女 藤　圭子 演歌・歌謡曲
飛騨の龍 鳥羽　一郎 演歌・歌謡曲
あぁ… あんた川 石川　さゆり 演歌・歌謡曲
独楽 (こま) 島津　亜矢 演歌・歌謡曲
お岩木山 三山　ひろし 演歌・歌謡曲
スポットライト 山内　惠介 演歌・歌謡曲
命咲かせて 市川　由紀乃 演歌・歌謡曲
あき子慕情 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
おちょこ鶴 城之内　早苗 演歌・歌謡曲
霧島の宿 水田　竜子 演歌・歌謡曲
海の防人－海を守る男たちに捧げる歌－ 鳥羽　一郎 演歌・歌謡曲
男の海峡 神野　美伽 演歌・歌謡曲
男のコップ酒 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
ひとり北国 吉　幾三 演歌・歌謡曲
女のあかり 天童　よしみ 演歌・歌謡曲
人生ごよみ 川中　美幸 演歌・歌謡曲
広東の花売娘 岡　晴夫 演歌・歌謡曲
再愛 山川　豊 演歌・歌謡曲
紅の傘 大月　みやこ 演歌・歌謡曲
流転の波止場 山内　惠介 演歌・歌謡曲
心かさねて 市川　由紀乃 演歌・歌謡曲
おんなの暦 松原　のぶえ 演歌・歌謡曲



ふれ逢い橋 長山　洋子 演歌・歌謡曲
雨の舟宿 こおり　健太 演歌・歌謡曲
宇奈月の雨 鏡　五郎 演歌・歌謡曲
男の勝負 北島　三郎 演歌・歌謡曲
九頭竜川 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
私の恋 森　進一 演歌・歌謡曲
哀愁の酒 キム・ヨンジャ 演歌・歌謡曲
風鈴酒場 水田　かおり 演歌・歌謡曲
旅は鼻唄 東海林　太郎 演歌・歌謡曲
花の広東航路 岡　晴夫 演歌・歌謡曲
あなたと生きる 川中　美幸 演歌・歌謡曲
わすれ宿 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
新庄恋しや 水田　竜子 演歌・歌謡曲
アカシアの街で 北山　たけし 演歌・歌謡曲
会津追分 森山　愛子 演歌・歌謡曲
お花見どんたく 島倉　千代子他 演歌・歌謡曲
南京の花売娘 岡　晴夫 演歌・歌謡曲
海猫挽歌 永井　裕子 演歌・歌謡曲
北のひとり星 走　裕介 演歌・歌謡曲
くちなし雨情 杜　このみ 演歌・歌謡曲
天龍下れば 市丸 演歌・歌謡曲
鳰の湖 丘　みどり 演歌・歌謡曲
津軽おとこ節 北山　たけし 演歌・歌謡曲
水に咲く花・支笏湖へ 水森　かおり 演歌・歌謡曲
天竜流し 福田　こうへい 演歌・歌謡曲
初恋　Love in fall 前川　清 演歌・歌謡曲
いろは小唄 中村　錦之助 演歌・歌謡曲
白い船のいる港 平野　愛子 演歌・歌謡曲
花ふたたび キム・ヨンジャ 演歌・歌謡曲
茶屋町しぐれ 出光　仁美 演歌・歌謡曲
哀愁北岬 服部　浩子 演歌・歌謡曲
片時雨 岩本　公水 演歌・歌謡曲
みれん船 鏡　五郎 演歌・歌謡曲
海鳴りの駅 大月　みやこ 演歌・歌謡曲
花が咲いている 石川　さゆり 演歌・歌謡曲
京都 ふたたび 多岐川　舞子 演歌・歌謡曲
熊野路へ 坂本　冬美 演歌・歌謡曲
恋女房 原田　悠里 演歌・歌謡曲
残花 (ざんか) 山本　譲二 演歌・歌謡曲
長崎しぐれ 島津　悦子 演歌・歌謡曲
VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～ 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
港です 女です 涙です 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
雪の花哀歌 岡　ゆう子 演歌・歌謡曲
なみだ雲 川野　夏美 演歌・歌謡曲
伊那のふる里 丘　みどり 演歌・歌謡曲
哀愁のリラ 岩出　和也 演歌・歌謡曲
こころの灯り 北野　まち子 演歌・歌謡曲
最終出船 山口　ひろみ 演歌・歌謡曲
半分のれん 川中　美幸 演歌・歌謡曲
礼文水道 水田　竜子 演歌・歌謡曲
愛は一期一会 北原　ミレイ 演歌・歌謡曲
漁火街道 椎名　佐千子 演歌・歌謡曲
禁じられた恋のボレロ 水原　弘 演歌・歌謡曲
乱れ月 角川　博 演歌・歌謡曲
忘れじの君いづこ 二葉　あき子 演歌・歌謡曲
望郷山河 三山　ひろし 演歌・歌謡曲
一番星 天童　よしみ 演歌・歌謡曲
恋はひといろ 田川　寿美 演歌・歌謡曲
十国峠 鳥羽　一郎 演歌・歌謡曲
すず虫 松尾　雄史 演歌・歌謡曲
雪恋華 （ゆきれんげ） 市川　由紀乃 演歌・歌謡曲
愛のワルツ 神野　美伽 演歌・歌謡曲
おもかげ 和田　青児 演歌・歌謡曲
紙の鶴 丘　みどり 演歌・歌謡曲
酒供養～縁歌バージョン～ 石川　さゆり 演歌・歌謡曲
暁 (あかつき) 伍代　夏子 演歌・歌謡曲
さみだれ 冠　二郎 演歌・歌謡曲
花は苦労の風に咲く 杜　このみ 演歌・歌謡曲



大丈夫 氷川　きよし 演歌・歌謡曲
おとこの純情 辰巳　ゆうと 演歌・歌謡曲
風花(かざはな)港 服部　浩子 演歌・歌謡曲
せめてもう一度 大月　みやこ 演歌・歌謡曲
萩しぐれ 原田　悠里 演歌・歌謡曲
未練なんだぜ 大川　栄策 演歌・歌謡曲
凛 (りん) 島津　亜矢 演歌・歌謡曲
わすれ酒 中村　美律子 演歌・歌謡曲
大阪恋時雨 天童　よしみ 演歌・歌謡曲
口紅模様 香西　かおり 演歌・歌謡曲
純烈のハッピーバースデー 純烈 演歌・歌謡曲
通り雨 石原　詢子 演歌・歌謡曲
人生 (みち) 吉　幾三 演歌・歌謡曲
令和夢追い太鼓 松阪　ゆうき 演歌・歌謡曲
冬嵐 細川　たかし 演歌・歌謡曲
遠い花 出光　仁美 演歌・歌謡曲
北のウミネコ キム・ヨンジャ 演歌・歌謡曲
恋待ち夜雨 城之内　早苗 演歌・歌謡曲
神戸の女 岩出　和也 演歌・歌謡曲
ごめんよ麗子 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
須磨の雨 瀬口　侑希 演歌・歌謡曲
天城越え 石川　さゆり 演歌・歌謡曲
命くれない 瀬川　瑛子 演歌・歌謡曲
いのちの限り 天童　よしみ 演歌・歌謡曲
浮雲ふたり 神野　美伽 演歌・歌謡曲
浮世坂 伍代　夏子 演歌・歌謡曲
駅 大川　栄策 演歌・歌謡曲
大阪しぐれ 都　はるみ 演歌・歌謡曲
奥飛騨慕情 竜　鉄也 演歌・歌謡曲
河内おとこ節 中村　美律子 演歌・歌謡曲
川の流れのように 美空　ひばり 演歌・歌謡曲
木曽路の女 原田　悠里 演歌・歌謡曲
北国の春 千　昌夫 演歌・歌謡曲
北の旅人 石原　裕次郎 演歌・歌謡曲
北の漁場 北島　三郎 演歌・歌謡曲
兄弟船 鳥羽　一郎 演歌・歌謡曲
きよしのズンドコ節 氷川　きよし 演歌・歌謡曲
釧路湿原 水森　かおり 演歌・歌謡曲
くちなしの花 渡　哲也 演歌・歌謡曲
五能線 水森　かおり 演歌・歌謡曲
酒よ 吉　幾三 演歌・歌謡曲
さざんかの宿 大川　栄策 演歌・歌謡曲
人生いろいろ 島倉　千代子 演歌・歌謡曲
津軽海峡・冬景色 石川　さゆり 演歌・歌謡曲
津軽の花 原田　悠里 演歌・歌謡曲
つぐない テレサ・テン 演歌・歌謡曲
時の流れに身をまかせ テレサ・テン 演歌・歌謡曲
長良川艶歌 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
ノラ 門倉　有希 演歌・歌謡曲
流恋草（はぐれそう） 香西　かおり 演歌・歌謡曲
花も嵐も 山本　譲二 演歌・歌謡曲
陽は昇る 坂本　冬美 演歌・歌謡曲
風雪ながれ旅 北島　三郎 演歌・歌謡曲
舟唄 八代　亜紀 演歌・歌謡曲
孫 大泉　逸郎 演歌・歌謡曲
みだれ髪 美空　ひばり 演歌・歌謡曲
むらさき雨情 藤　あや子 演歌・歌謡曲
夫婦坂 都　はるみ 演歌・歌謡曲
雪椿 小林　幸子 演歌・歌謡曲
夜霧よ今夜も有難う 石原　裕次郎 演歌・歌謡曲
愛人 テレサ・テン 演歌・歌謡曲
愛の終着駅 八代　亜紀 演歌・歌謡曲
足手まとい 森　雄二とサザンクロス 演歌・歌謡曲
雨酒場 香西　かおり 演歌・歌謡曲
雨の御堂筋 欧陽　菲菲 演歌・歌謡曲
アメリカ橋 山川　豊 演歌・歌謡曲
祝い船 門脇　陸男 演歌・歌謡曲
越冬つばめ 森　昌子 演歌・歌謡曲



おしどり 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
男の背中 増位山　太志郎 演歌・歌謡曲
男の港 鳥羽　一郎 演歌・歌謡曲
男船 神野　美伽 演歌・歌謡曲
おもいで酒 小林　幸子 演歌・歌謡曲
想いで迷子 チョー・ヨンピル 演歌・歌謡曲
女の港 大月　みやこ 演歌・歌謡曲
喝采（かっさい） ちあき　なおみ 演歌・歌謡曲
川 北島　三郎 演歌・歌謡曲
北酒場 細川　たかし 演歌・歌謡曲
北の宿から 都　はるみ 演歌・歌謡曲
君は心の妻だから 鶴岡　雅義と東京ロマンチカ 演歌・歌謡曲
恋の町札幌 石原　裕次郎 演歌・歌謡曲
心凍らせて 高山　厳 演歌・歌謡曲
こころ酒 藤　あや子 演歌・歌謡曲
コモエスタ赤坂 ロス・インディオス 演歌・歌謡曲
小指の想い出 伊東　ゆかり 演歌・歌謡曲
細雪 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
さそり座の女 美川　憲一 演歌・歌謡曲
佐渡の恋唄 細川　たかし 演歌・歌謡曲
時代おくれ 河島　英五 演歌・歌謡曲
じょんから女節 長山　洋子 演歌・歌謡曲
白い海峡 大月　みやこ 演歌・歌謡曲
すきま風 杉　良太郎 演歌・歌謡曲
宗右衛門町ブルース 平和　勝次とダークホース 演歌・歌謡曲
だんな様 三船　和子 演歌・歌謡曲
千曲川 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
津軽平野 千　昌夫 演歌・歌謡曲
なみだの操 殿さまキングス 演歌・歌謡曲
年輪 北島　三郎 演歌・歌謡曲
箱根八里の半次郎 氷川　きよし 演歌・歌謡曲
花と竜 村田　英雄 演歌・歌謡曲
花街の母 金田　たつえ 演歌・歌謡曲
氷雨 佳山　明生 演歌・歌謡曲
釜山港へ帰れ 渥美　二郎 演歌・歌謡曲
ブランデーグラス 石原　裕次郎 演歌・歌謡曲
紅の舟唄 北見　恭子 演歌・歌謡曲
抱擁 箱崎　晋一郎 演歌・歌謡曲
骨まで愛して 城　卓矢 演歌・歌謡曲
瞼の母 中村　美律子 演歌・歌謡曲
みちのくひとり旅 山本　譲二 演歌・歌謡曲
昔の名前で出ています 小林　旭 演歌・歌謡曲
無錫旅情（むしゃくりょじょう） 尾形　大作 演歌・歌謡曲
夫婦舟 三笠　優子 演歌・歌謡曲
山 北島　三郎 演歌・歌謡曲
夕焼け雲 千　昌夫 演歌・歌謡曲
雪國 吉　幾三 演歌・歌謡曲
夢芝居 梅沢　富美男 演歌・歌謡曲
ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽　菲菲 演歌・歌謡曲
別れの一本杉 春日　八郎 演歌・歌謡曲
別れの予感 テレサ・テン 演歌・歌謡曲
蜩（ひぐらし） 長山　洋子 演歌・歌謡曲
十九の春 田端　義夫 演歌・歌謡曲
下北漁港 鳥羽　一郎 演歌・歌謡曲
伊勢めぐり 水森　かおり 演歌・歌謡曲
博多ア・ラ・モード 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
有明海 北山　たけし 演歌・歌謡曲
大和路の恋 水森　かおり 演歌・歌謡曲
夕陽燦燦 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
花つむぎ 伍代　夏子 演歌・歌謡曲
みれん心 氷川　きよし 演歌・歌謡曲
四万十川 三山　ひろし 演歌・歌謡曲
秋恋歌 香西　かおり 演歌・歌謡曲
男川 福田　こうへい 演歌・歌謡曲
高遠 さくら路 水森　かおり 演歌・歌謡曲
唇スカーレット 山内　惠介 演歌・歌謡曲
麗しきボサノヴァ 五木　ひろし 演歌・歌謡曲
尾曳の渡し 森山　愛子 演歌・歌謡曲



FAREWELL MY LILLY DEAR アメリカ愛唱歌 外国曲
ISLE OF BEAUTY イギリス民謡 外国曲
OH BOYS CARRY ME LONG アメリカ民謡 外国曲
POLLY PUT THE KETTLE ON イギリス童謡 外国曲
THE PRETTY GIRL MILKING HER COW アイルランド民謡 外国曲
ELLEN BAYNE アメリカ民謡 外国曲
GENTLE MAIDEN アイルランド民謡 外国曲
KATHLEEN MAVOURNEEN アイルランド民謡 外国曲
MY LOVE'S AN ARBUTUS アイルランド民謡 外国曲
SAINT PATRICK'S DAY アイルランド民謡 外国曲
THE ROSE OF ALLANDALE スコットランド民謡 外国曲
WILL YOU COME TO THE BOW'R アイルランド民謡 外国曲
イエスタディ（YESTERDAY） ビートルズ 外国曲
レット・イット・ビー（LET IT BE） ビートルズ 外国曲
ラブ・ミー・テンダー（LOVE ME TENDER） エルヴィス・プレスリー 外国曲
雪が降る アダモ 外国曲
ABCの歌（ALPHABET SONG） フランス民謡 外国曲
アメージング・グレース（AMAZING GRACE） ゴスペル 外国曲
アヴェマリア（AVE MARIA） 讃美歌 外国曲
BEAUTIFUL DREAMER アメリカ愛唱歌 外国曲
ブラームスの子守歌（CRADLE SONG BRAHMS） ドイツ愛唱歌 外国曲
シューベルトの子守歌（CRADLE SONG SCHUBERT） ドイツ愛唱歌 外国曲
ダニー・ボーイ（DANNY BOY） アイルランド民謡 外国曲
DOWN BY THE RIVERSIDE ゴスペル 外国曲
DRINK TO ME ONLY WITH THINE EYES イギリス民謡 外国曲
ハンプティ・ダンプティ（HUMPTY DUMPTY） イギリス民謡 外国曲
HUSH A BYE イギリス童謡 外国曲
LITTLE BIRD イギリス童謡 外国曲
MARSEILLAISE フランス国歌 外国曲
メリーさんの羊（MARY HAD A LITTLE LAMB） アメリカ童謡 外国曲
MARYLAND MY MARYLAND アメリカ愛唱歌 外国曲
漕げよマイケル（MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE） アメリカ民謡 外国曲
マイ・ボニー（MY BONNIE） アメリカ民謡 外国曲
懐かしきケンタッキーの我が家（MY OLD KENTUCKY HOME） アメリカ愛唱歌 外国曲
NOW I LAY ME DOWN TO SLEEP イギリス民謡 外国曲
O HOLY NIGHT 讃美歌 外国曲
オー・ソレ・ミオ（O SOLE MIO） イタリア民謡 外国曲
愛しのクレメンタイン（OH MY DARLING CLEMENTINE ） アメリカ民謡 外国曲
おお、スザンナ（OH SUSANNA） アメリカ愛唱歌 外国曲
オー・ハッピー・デイ（OH!  HAPPY DAY） ゴスペル 外国曲
POLLY WOLLY DOODLE アメリカ民謡 外国曲
POP GOES THE WEASEL イギリス童謡 外国曲
RUB-A-DUB-DUB                               イギリス童謡 外国曲
サンタ・ルチア（SANTA LUCIA） イタリア民謡 外国曲
SHENANDOAH アメリカ民謡 外国曲
SKIP TO MY LOU アメリカ民謡 外国曲
セント・ルイス・ブルース（ST. LOUIS BLUES） アメリカ愛唱歌 外国曲
STAR SPANGLED BANNER アメリカ合衆国国歌 外国曲
THREE LITTLE KITTENS イギリス民謡 外国曲
AULD LANG SYNE スコットランド民謡 外国曲
BINGO アメリカ民謡 外国曲
BLUE BELLS OF SCOTLAND スコットランド民謡 外国曲
草競馬（CAMPTOWN RACES） アメリカ愛唱歌 外国曲
懐かしのヴｧージニア（CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY） アメリカ愛唱歌 外国曲
DOLCY JONES アメリカ愛唱歌 外国曲
ETON BOATING SONG イギリス愛唱歌 外国曲
FLEE AS A BIRD スペイン民謡 外国曲
FLOW GENTLY SWEET AFTON スコットランド民謡 外国曲
HAIL TO THE CHIEF スコットランド民謡 外国曲
峠の我が家（HOME ON THE RANGE） アメリカ民謡 外国曲
金髪のジェニー（JEANIE WITH THE  LIGHT BROWN HAIR） アメリカ愛唱歌 外国曲
KEEL ROW スコットランド民謡 外国曲
ラ・パロマ（LA PALOMA） スペイン民謡 外国曲
LOCH LOMOND スコットランド民謡 外国曲
主は冷たい土の中に（MASSAS IN DE COLD GROUND） アメリカ民謡 外国曲
冬の星座（MOLLIE DARLING） アメリカ民謡 外国曲
NANCY LEE イギリス愛唱歌 外国曲
NIGHTINGALE SONG フランス歌劇 外国曲



O CHARLIE IS MY DARLING スコットランド民謡 外国曲
ROBIN ADAIR スコットランド民謡 外国曲
TEN LITTLE INDIANS アメリカ童謡 外国曲
UPIDEE ドイツ民謡 外国曲
聖者の行進（WHEN THE SAINTS GO MARCHIN' IN） アメリカ民謡 外国曲
OH HAPPY DAY THAT FIXED MY CHOICE 讃美歌 外国曲
HALLELUJAH CHORUS 讃美歌 外国曲
MY LOVE SHES LIKE A LASSIE YET スコットランド民謡 外国曲
CHAIRS TO MEND イギリス童謡 外国曲
GOLDEN SLUMBERS イギリス童謡 外国曲
I'M A PILGRIM ゴスペル 外国曲
LOOBY LOO イギリス童謡 外国曲
MORNING SERENADE フランス歌曲 外国曲
SEE-SAW イギリス童謡 外国曲
STARS OF THE SUMMER NIGHT イギリス民謡 外国曲
THE LASS OF RICHMOND HILL イングランド民謡 外国曲
TIT-WILLOW イギリス歌曲 外国曲
ALL THROUGH THE NIGHT イギリス民謡 外国曲
ANGELINA BAKER アメリカ愛唱歌 外国曲
リパブリック讃歌（BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC） アメリカ民謡 外国曲
BLACKSMITH イギリス民謡 外国曲
CIRIBIRIBIN イタリア民謡 外国曲
かっこう（CUCKOO） ドイツ民謡 外国曲
GENTLE ANNIE アメリカ愛唱歌 外国曲
HABANERA フランス歌劇 外国曲
HAS SORROW THY YOUNG DAYS SHADED アイルランド民謡 外国曲
ユーモレスク（HUMORESKE） アメリカ愛唱歌 外国曲
HUSH LITTLE BABY イギリス童謡 外国曲
IN THE GOOD OLD SUMMERTIME アメリカ愛唱歌 外国曲
LA TRAVIATA イタリア歌劇 外国曲
LAST NIGHT アメリカ愛唱歌 外国曲
MARIA MARI イタリア民謡 外国曲
MILLER OF THE DEE イギリス民謡 外国曲
MY LOVE IS LIKE A RED RED ROSE イギリス民謡 外国曲
MY OWN NATIVE LAND アイルランド民謡 外国曲
NOBODY KNOWS THE TROUBLE IVE SEEN ゴスペル 外国曲
OAK AND THE ASH イギリス民謡 外国曲
オールド・ブラック・ジョー（OLD BLACK JOE） アメリカ愛唱歌 外国曲
ケーキをこねて（PAT A CAKE） イギリス童謡 外国曲
RIGOLETTO イタリア歌劇 外国曲
ROCK-A-BYE BABY イギリス民謡 外国曲
ROW ROW ROW  YOUR BOAT イギリス童謡 外国曲
SALLY IN OUR ALLEY イギリス民謡 外国曲
黄色いリボン（SHE WORE A YELLOW RIBBON） アメリカ民謡 外国曲
SICILIANA イタリア歌劇 外国曲
アリラン 韓国民謡 韓国曲
カプトリワカプスニ 韓国民謡 韓国曲
セタリョン 韓国民謡 韓国曲
チョナンサムゴリ 韓国民謡 韓国曲
チンドアリラン 韓国民謡 韓国曲
トラジ 韓国民謡 韓国曲
ニルリリヤ 韓国民謡 韓国曲
ハンオベンニョン 韓国民謡 韓国曲
プンニョンカ 韓国民謡 韓国曲
ペンノレ 韓国民謡 韓国曲
クンバムタリョン 韓国民謡 韓国曲
コツタリョン 韓国民謡 韓国曲
シンコサンタリョン 韓国民謡 韓国曲
ソンジュプリ 韓国民謡 韓国曲
チャンブタリョン 韓国民謡 韓国曲
テピョンガ 韓国民謡 韓国曲
ハンガンスタリョン 韓国民謡 韓国曲
ミリャンアリラン 韓国民謡 韓国曲
モンクムポタリョン 韓国民謡 韓国曲
ヤンサンド 韓国民謡 韓国曲
戦友 軍歌 軍歌
ラバウル小唄 軍歌 軍歌
軍艦行進曲 軍歌 軍歌



敵は幾万 軍歌 軍歌
日本海海戦 軍歌 軍歌
日本海軍 軍歌 軍歌
広瀬中佐 軍歌（文部省唱歌） 軍歌
道は六百八十里 軍歌 軍歌
雪の進軍 軍歌 軍歌
同期の桜 霧島　昇 軍歌
荒鷲の歌 軍歌 軍歌
鯉のぼり 文部省唱歌 童謡・唱歌
さくら 日本古謡 童謡・唱歌
たこのうた 童謡 童謡・唱歌
青い目の人形 童謡 童謡・唱歌
赤い靴 童謡 童謡・唱歌
仰げば尊し 文部省唱歌 童謡・唱歌
牛若丸 文部省唱歌 童謡・唱歌
案山子 (かかし) 文部省唱歌 童謡・唱歌
かごめ かごめ わらべうた 童謡・唱歌
かぞえうた 日本古謡 童謡・唱歌
かたつむり 文部省唱歌 童謡・唱歌
月 文部省唱歌 童謡・唱歌
通りゃんせ わらべうた 童謡・唱歌
ひらいた ひらいた わらべうた 童謡・唱歌
ふじの山 文部省唱歌 童謡・唱歌
雪 文部省唱歌 童謡・唱歌
われは海の子 文部省唱歌 童謡・唱歌
花咲爺 童謡・唱歌 童謡・唱歌
ペチカ 童謡・唱歌 童謡・唱歌
どんぐりころころ 童謡・唱歌 童謡・唱歌
荒城の月 唱歌 童謡・唱歌
茶つみ 文部省唱歌 童謡・唱歌
浜辺の歌 唱歌 童謡・唱歌
冬景色 文部省唱歌 童謡・唱歌
冬の夜 童謡 童謡・唱歌
村のかじや 文部省唱歌 童謡・唱歌
村まつり 文部省唱歌 童謡・唱歌
りんごのひとりごと 童謡 童謡・唱歌
海 文部省唱歌 童謡・唱歌
かもめの水兵さん 童謡 童謡・唱歌
ずいずいずっころばし 童謡 童謡・唱歌
あんたがたどこさ わらべうた 童謡・唱歌
池の鯉 文部省唱歌 童謡・唱歌
うさぎ うさぎ わらべうた 童謡・唱歌
浦島太郎 唱歌 童謡・唱歌
蝶々 童謡 童謡・唱歌
鳩 文部省唱歌 童謡・唱歌
花いちもんめ わらべうた 童謡・唱歌
虫のこえ 文部省唱歌 童謡・唱歌
むすんで ひらいて 文部省唱歌 童謡・唱歌
春の小川 童謡・唱歌 童謡・唱歌
旅愁 童謡・唱歌 童謡・唱歌
七つの子 童謡・唱歌 童謡・唱歌
山寺の和尚さん わらべうた 童謡・唱歌
ゆりかごの歌 童謡 童謡・唱歌
ローレライ 唱歌 童謡・唱歌
鉄道唱歌 唱歌 童謡・唱歌
箱根八里 唱歌 童謡・唱歌
仲よしこみち 童謡 童謡・唱歌
桜井の訣別 唱歌 童謡・唱歌
赤い帽子白い帽子 童謡 童謡・唱歌
朝日は昇りぬ 文部省唱歌 童謡・唱歌
あの町この町 唱歌 童謡・唱歌
雨ふり 童謡 童謡・唱歌
雨降りお月さん 文部省唱歌 童謡・唱歌
アルプス一万尺 わらべうた 童謡・唱歌
一月一日 唱歌 童謡・唱歌
一寸法師 唱歌 童謡・唱歌
うさぎとかめ 唱歌 童謡・唱歌
うさぎのダンス 童謡 童謡・唱歌



おおさむこさむ わらべうた 童謡・唱歌
おぼろ月夜 唱歌 童謡・唱歌
カチューシャの唄 唱歌 童謡・唱歌
鎌倉 唱歌 童謡・唱歌
汽車ポッポ 童謡 童謡・唱歌
金魚のひるね 童謡 童謡・唱歌
金太郎 唱歌 童謡・唱歌
こうま 文部省唱歌 童謡・唱歌
故郷(こきょう)の空 スコットランド民謡 童謡・唱歌
叱られて 唱歌 童謡・唱歌
四季の雨 文部省唱歌 童謡・唱歌
証城寺の狸囃子 童謡 童謡・唱歌
すずめのおやど フランス民謡 童謡・唱歌
砂山 唱歌 童謡・唱歌
背くらべ 童謡 童謡・唱歌
船頭小唄 唱歌 童謡・唱歌
早春賦 唱歌 童謡・唱歌
二宮金次郎 文部省唱歌 童謡・唱歌
庭の千草 アイルランド民謡 童謡・唱歌
人形 文部省唱歌 童謡・唱歌
野ばら 唱歌 童謡・唱歌
埴生の宿 唱歌 童謡・唱歌
波浮の港 文部省唱歌 童謡・唱歌
浜千鳥 童謡 童謡・唱歌
春がきた 唱歌 童謡・唱歌
春よこい 童謡 童謡・唱歌
菩提樹 唱歌 童謡・唱歌
真白き富士の嶺 唱歌 童謡・唱歌
桃太郎 唱歌 童謡・唱歌
俵はごろごろ わらべうた 童謡・唱歌
しゃぼん玉 童謡・唱歌 童謡・唱歌
もみじ 童謡・唱歌 童謡・唱歌
故郷（ふるさと） 童謡・唱歌 童謡・唱歌
ハッピー・バースディ・トゥ・ユー 童謡・唱歌 童謡・唱歌
トロイカ 童謡・唱歌 童謡・唱歌
どこかではるが 童謡・唱歌 童謡・唱歌
蛍の光 スコットランド民謡 童謡・唱歌
あがり目さがり目 わらべうた 童謡・唱歌
一番星みつけた わらべうた 童謡・唱歌
おちゃらかホイ わらべうた 童謡・唱歌
キューピー・ピーちゃん 童謡 童謡・唱歌
黄金虫 (こがねむし) 童謡 童謡・唱歌
十五夜お月さん 童謡 童謡・唱歌
雀の学校 童謡 童謡・唱歌
だるまさん わらべうた 童謡・唱歌
手の鳴る方ヘ 童謡 童謡・唱歌
なべなべそこぬけ わらべうた 童謡・唱歌
奈良の大仏さん わらべうた 童謡・唱歌
ねんねこしゃっしゃりましゃ わらべうた 童謡・唱歌
ベアトリ姉ちゃん 唱歌 童謡・唱歌
牧場の朝 文部省唱歌 童謡・唱歌
餅つき 文部省唱歌 童謡・唱歌
赤とんぼ 童謡・唱歌 童謡・唱歌
ピクニック 童謡・唱歌 童謡・唱歌
紀元節 唱歌 童謡・唱歌
恋の鳥 唱歌 童謡・唱歌
故郷の廃家 唱歌 童謡・唱歌
児島高徳 唱歌 童謡・唱歌
青山土手から わらべうた 童謡・唱歌
赤い鳥小鳥 童謡 童謡・唱歌
才女 唱歌 童謡・唱歌
赤い山青い山白い山 わらべうた 童謡・唱歌
あした 童謡 童謡・唱歌
あぶくたった わらべうた 童謡・唱歌
信田の藪 (しのだのやぶ) 唱歌 童謡・唱歌
雨 童謡 童謡・唱歌
いちかけにかけ わらべうた 童謡・唱歌
いちじくにんじん わらべうた 童謡・唱歌



一番はじめは わらべうた 童謡・唱歌
天は東北 唱歌 童謡・唱歌
いちもんめのいちすけさん わらべうた 童謡・唱歌
たけのこいっぽん わらべうた 童謡・唱歌
一銭かいましょか わらべうた 童謡・唱歌
いっちゃんが～ろくちゃんが わらべうた 童謡・唱歌
1本ばしコチョコチョ わらべうた 童謡・唱歌
いなかの四季 唱歌 童謡・唱歌
千曲川旅情の歌 唱歌 童謡・唱歌
チンドンヤ 童謡 童謡・唱歌
土投げ唄 唱歌 童謡・唱歌
いもむしごろごろ わらべうた 童謡・唱歌
天長節 唱歌 童謡・唱歌
うぐいすの夢 童謡 童謡・唱歌
美しき 唱歌 童謡・唱歌
江戸の子守唄 わらべうた 童謡・唱歌
トマト 童謡 童謡・唱歌
えんどうの花 唱歌 童謡・唱歌
おうち忘れて 童謡 童謡・唱歌
おおなみこなみ わらべうた 童謡・唱歌
なんでしょね わらべうた 童謡・唱歌
おじゃみおふた わらべうた 童謡・唱歌
ねんねん猫のしっぽ わらべうた 童謡・唱歌
おせんべいやけたかな わらべうた 童謡・唱歌
落葉のおどり 唱歌 童謡・唱歌
ビールだる 唱歌 童謡・唱歌
ひとめふため わらべうた 童謡・唱歌
日の丸のはた 唱歌 童謡・唱歌
お月さまいくつ わらべうた 童謡・唱歌
お月見 唱歌 童謡・唱歌
白頭鳥 (ペタコ) 童謡 童謡・唱歌
紅屋の娘 唱歌 童謡・唱歌
坊さん坊さん わらべうた 童謡・唱歌
ほうしこほうしこ わらべうた 童謡・唱歌
星の界(よ) 唱歌 童謡・唱歌
鬼は外福は内 わらべうた 童謡・唱歌
お山のお猿 童謡 童謡・唱歌
かごかき 唱歌 童謡・唱歌
向こう横丁 わらべうた 童謡・唱歌
霞か雲か 唱歌 童謡・唱歌
やさいのうた わらべうた 童謡・唱歌
山は呼ぶ野は呼ぶ海は呼ぶ 唱歌 童謡・唱歌
ゆうびんやさん わらべうた 童謡・唱歌
四丁目の犬 唱歌 童謡・唱歌
亀戸の天神さま わらべうた 童謡・唱歌
旅泊 唱歌 童謡・唱歌
落葉松 (からまつ) 唱歌 童謡・唱歌
かりがわたる 文部省唱歌 童謡・唱歌
蛙の夜まわり 童謡 童謡・唱歌
河原柳 唱歌 童謡・唱歌
紅萌ゆる丘の花 唱歌 童謡・唱歌
恋はやさし野辺の花よ 唱歌 童謡・唱歌
故郷を離るる歌 唱歌 童謡・唱歌
ことしのぼたん わらべうた 童謡・唱歌
霧 文部省唱歌 童謡・唱歌
今度生まれたら 唱歌 童謡・唱歌
卒業の歌 文部省唱歌 童謡・唱歌
花園の恋 唱歌 童謡・唱歌
風鈴 文部省唱歌 童謡・唱歌
山の唄 唱歌 童謡・唱歌
夕立 文部省唱歌 童謡・唱歌
漁船 (りょうせん) 文部省唱歌 童謡・唱歌
木の葉のお舟 童謡 童謡・唱歌
小諸なる古城のほとり 唱歌 童謡・唱歌
酒場の唄 唱歌 童謡・唱歌
さすらいの唄 唱歌 童謡・唱歌
里ごころ 童謡 童謡・唱歌
青春の歌 唱歌 童謡・唱歌



船頭さん 童謡 童謡・唱歌
大黒様 童謡 童謡・唱歌
種まき権兵衛 わらべうた 童謡・唱歌
旅は青空 唱歌 童謡・唱歌
旅人の唄 唱歌 童謡・唱歌
天満の市は わらべうた 童謡・唱歌
燈臺 (とうだい) 文部省唱歌 童謡・唱歌
時計台の鐘 唱歌 童謡・唱歌
南京言葉 童謡 童謡・唱歌
八幡太郎 文部省唱歌 童謡・唱歌
春の唄 童謡 童謡・唱歌
富士山見たら 唱歌 童謡・唱歌
みどりのそよ風 唱歌 童謡・唱歌
みなと 唱歌 童謡・唱歌
りすりすこりす 童謡 童謡・唱歌
夏は来ぬ 童謡・唱歌 童謡・唱歌
日本大学校歌 校歌 童謡・唱歌
明治大学校歌 校歌 童謡・唱歌
ああ、玉杯に花うけて 唱歌 童謡・唱歌
佐渡おけさ 新潟県民謡 民謡
北海盆唄 北海道民謡 民謡
新庄節 山形県民謡 民謡
日光和楽踊り 栃木県民謡 民謡
伊予節 愛媛県民謡 民謡
デンサ節 沖縄曲（大浜　みね） 民謡
トゥバラーマ 沖縄曲（山里　勇吉） 民謡
秋田おばこ 秋田県民謡 民謡
五木の子守唄 熊本県民謡 民謡
貝殻節 鳥取県民謡 民謡
鹿児島おはら節 鹿児島県民謡 民謡
木曽節 長野県民謡 民謡
草津節 群馬県民謡 民謡
コキリコ節 富山県民謡 民謡
金毘羅舟々 香川県民謡 民謡
斉太郎節 宮城県民謡 民謡
ソーラン節 北海道民謡 民謡
津軽じょんから節 青森県民謡 民謡
南部牛追唄 岩手県民謡 民謡
真室川音頭 山形県民謡 民謡
八木節 群馬県民謡 民謡
安来節 島根県民謡 民謡
紅花摘唄 山形県民謡 民謡
さんさ時雨 宮城県民謡 民謡
相馬盆唄 福島県民謡 民謡
磯節 茨城県民謡 民謡
銚子大漁節 千葉県民謡 民謡
木更津甚句 千葉県民謡 民謡
大島節 東京都民謡 民謡
小諸馬子唄 長野県民謡 民謡
郡上節 岐阜県民謡 民謡
岡崎五万石 愛知県民謡 民謡
山中節 石川県民謡 民謡
伊勢音頭 三重県民謡 民謡
下津井節 岡山県民謡 民謡
関の五本松 島根県民謡 民謡
男なら 山口県民謡 民謡
阿波踊り 徳島県民謡 民謡
よさこい節 高知県民謡 民謡
稗搗(ひえつき)節 宮崎県民謡 民謡
刈干切唄 宮崎県民謡 民謡
伊良部トーガニー 沖縄曲（国吉　源次） 民謡
七月エイサー 沖縄曲（前川　守賢） 民謡
てぃんさぐぬ花 沖縄曲（宮里　康子、古謝　美佐子、宮里　奈美子、比屋根　幸乃） 民謡
ナークニー 沖縄曲（山里　ゆき） 民謡
なりやまあやぐ 沖縄曲（国吉　源次） 民謡
鳩間節 沖縄曲（乙女　椿） 民謡
浜育ち 沖縄曲（城間　和子） 民謡
漲水ぬクイチャー 沖縄曲（古堅　宗揮） 民謡



帽子くまー 沖縄曲（田場　盛信、我如古　より子） 民謡
みるく節 沖縄曲（伊良皆　高吉、岡山　稔、喜舎場　英勝） 民謡
桃売いアン小 沖縄曲（田場　盛信、金城　恵子） 民謡
山崎ぬあぶじゃーま 沖縄曲（山里　勇吉） 民謡
花笠踊り 山形県民謡 民謡
お江戸日本橋 東京都民謡 民謡
祖谷の粉ひき唄 徳島県民謡 民謡
宇和島さんさ 愛媛県民謡 民謡
江差追分 北海道民謡 民謡
越中おわら節 富山県民謡 民謡
縁故節 山梨県民謡 民謡
お立ち酒 宮城県民謡 民謡
尾鷲節 三重県民謡 民謡
河内音頭 大阪府民謡 民謡
江州音頭 滋賀県民謡 民謡
コツコツ節 大分県民謡 民謡
庄内おばこ 山形県民謡 民謡
岳の新太郎さん 佐賀県民謡 民謡
田原坂 熊本県民謡 民謡
淡海節 滋賀県民謡 民謡
秩父音頭 埼玉県民謡 民謡
鶴崎踊り 大分県民謡 民謡
十三の砂山 青森県民謡 民謡
ノーエ節 静岡県民謡 民謡
のんのこ節 佐賀県民謡 民謡
箱根馬子唄 神奈川県民謡 民謡
福知山音頭 京都府民謡 民謡
ぶらぶら節 長崎県民謡 民謡
本荘追分 秋田県民謡 民謡
三国節 福井県民謡 民謡
三原やっさ節 広島県民謡 民謡
宮津節 京都府民謡 民謡
弥三郎節 青森県民謡 民謡
吉野川筏唄 奈良県民謡 民謡
安里屋ユンタ 沖縄曲 民謡
相川音頭 新潟県民謡 民謡
秋田船方節 秋田県民謡 民謡
磯浜盆唄 北海道民謡 民謡
俵つみ唄 青森県民謡 民謡
トイチンサ節 富山県民謡 民謡
粘土節 山梨県民謡 民謡
広島木遣り音頭 広島県民謡 民謡
デカンショ節 兵庫県民謡 民謡
おこさ節 秋田県民謡 民謡
長持唄 宮城県民謡 民謡
新相馬節 福島県民謡 民謡
仲順流り 沖縄県民謡 民謡
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