
あ 愛燦燦 美空ひばり 北の旅人 石原裕次郎

愛は勝つ KAN 北の宿から 都はるみ

愛のままで・・・ 秋元順子 君がいるだけで 米米クラブ

青い山脈 きよしのズンドコ節 氷川きよし

青葉城恋唄 さとう宗幸 く クリスマス・イヴ 山下達郎

赤いスイートピー 松田聖子 こ 恋しさとせつなさと心強さと 篠原涼子

赤とんぼ 荒城の月

明日への手紙 手嶌葵 言葉にできない オフコース

あなた 小坂明子 秋桜 山口百恵

あなたに会えてよかった 小泉今日子 この広い野原いっぱい 森山良子

あの素晴らしい愛をもう一度 加藤和彦・北山修 このまま君だけを奪い去りたい DEEN

天城越え 石川さゆり この道

雨の慕情 八代亜紀 ゴンドラの唄

ありがとう いきものがかり さ 酒と泪と男と女 河島英五

歩いて帰ろう 斉藤和義 酒よ 吉幾三

い いい日旅立ち 山口百恵 さそり座の女 美川憲一

いつでも夢を 橋幸夫・吉永小百合 さとうきび畑 森山良子

糸 中島みゆき 里の秋

いとしのエリー サザンオールスターズ サライ 加山雄三・谷村新司

いつかのメリークリスマス B'z し 四季の歌 芹洋子

異邦人 久保田早紀 シーズン・イン・ザ・サン TUBE

う 上を向いて歩こう 坂本九 時代 中島みゆき

海 島唄 THE BOOM

海雪 ジェロ Jupiter 平原綾香

え 駅 竹内まりや 少年時代 井上陽水

越冬つばめ 森昌子 精霊流し グレープ

お 大きな古時計 シルエット・ロマンス 大橋純子

大空と大地の中で 松山千春 知床旅情

朧月夜 シングルベッド シャ乱Ｑ

おもいで酒 小林幸子 人生いろいろ 島倉千代子

おふくろさん 森進一 す SWEET MEMORIES 松田聖子

か 家族になろうよ 福山雅治 ZUTTO 永井真理子

奏 スキマスイッチ 聖者の行進

悲しい酒 美空ひばり せ 世界中の誰よりきっと 中山美穂＆WANDS

かやの木山の 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子

からたちの花 千の風になって 秋川雅史

川の流れのように 美空ひばり そ 早春賦

カントリー・ロード 蘇州夜曲

乾杯 長渕剛 た Diamonds プリンセス・プリンセス

き キセキ GReeeeN ち ちいさい秋みつけた

北国の春 千昌夫 茶摘み

北酒場 細川たかし 珍島物語 天童よしみ

つ 津軽海峡冬景色 石川さゆり ま Ｍｙ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 渡辺美里



津軽のふるさと 美空ひばり 負けないで ZARD

月の砂漠 また君に恋してる 坂本冬美

つぐない テレサ・テン 待ちぼうけ

翼をください 赤い鳥 真っ赤な太陽 美空ひばり

と ＴＲＵＥ　ＬＯＶＥ 藤井フミヤ 守ってあげたい 松任谷由実

遠く遠く 槇原敬之 み 見上げてごらん夜の星を 坂本九

遠くへ行きたい ジェリー藤尾 三日月 絢香

時の流れに身をまかせ テレサ・テン みかんの花咲く丘

トロイカ みだれ髪 美空ひばり

どんなときも。 槇原敬之 みちのくひとり旅 山本譲二

な 泣かせてください～歌劇「リナルド」よりアリア～ 未来へ kiroro

なごり雪 イルカ 未来予想図 DREAMS COME TRUE

涙そうそう 夏川りみ 未来予想図Ⅱ DREAMS COME TRUE

夏の思い出 む ムーン・リバー

夏の日の１９９３ class も もう恋なんてしない 槇原敬之

夏は来ぬ モーツァルトの子守歌

七つの子 紅葉

の 野に咲く花のように ダ・カーポ モルダウの流れ

野ばら（シューベルト） や 矢切の渡し 細川たかし

は バイカル湖のほとり 椰子の実

Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ 木村カエラ ゆ 夕焼け小焼け

初恋 村下孝蔵 雪

花 雪国 吉幾三

花～すべての人の心に花を～ 嘉納昌吉 雪の華 中島美嘉

花の街 雪の降る街を

花は咲く 花は咲くプロジェクト 夢芝居 梅沢富美男

ハナミズキ 一青窈 揺れる想い ZARD

浜辺の歌 よ 夜明けのブルース 五木ひろし

春の小川 宵待草

ひ 氷雨 日野美歌 夜桜お七 坂本冬美

ひまわりの約束 秦基博 夜空ノムコウ SMAP

広い河の岸辺 クミコ ら ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ DREAMS COME TRUE

ふ Ｆｉｒｓｔ　Ｌｏｖｅ 宇多田ヒカル ら・ら・ら・ 大黒摩季

釜山港へ帰れ 渥美二郎 ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ　ＬＯＶＥＳＯＮＧ 久保田利伸

冬景色 り リフレインが叫んでる 松任谷由実

冬のリヴィエラ 森進一 旅愁

ＰＲＩＤＥ 今井美樹 ろ ローレライ

故郷 ロンドンデリーの歌

ふるさとは今もかわらず 新沼謙治 わ 渡良瀬橋 森高千里

フレンズ レベッカ われは海の子

へ Ｂｅｓｔ　Ｆｒｉｅｎｄ ｋｉｒｏｒｏ



愛と青春の旅立ち                                 Up Where We Belong ジョー・コッカー＆ジェニファー・ウォーンズ

愛はかげろうのように                           I'veNever Been To Me シャーリーン

明日に架ける橋                            Bridge Over Troubled Water サイモン＆ガーファンクル

イエスタデイ・ワンス・モア                      Yesterday Once More カーペンターズ

イフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー      If We Hold On Together ダイアナ・ロス

イマジン                                                             Imagine ジョン・レノン

ウィア・オール・アローン                               We're All Alone ボズ・スキャッグス

ウィザウト・ユー                                             Without You ニルソン

エンドレス・ラヴ                                            Endress Love ダイアナ・ロス＆ライオネル・リッチー

オープン・アームズ                                          Open Arms ジャーニー　/　マライアキャリー

オールウェイズ・ラブ・ユー　　         　　　 　I Will Always Love You ホイットニー・ヒューストン

オール・バイ・マイ・セルフ　　　　              　      All By Myself エリック・カルメン

オネスティ                                                        Honesty ビリー・ジョエル

君の友達                                            You've Got A Friend キャロル・キング

君の瞳に恋してる                     Can't Take My Eyes Off Of You ボーイズ・タウン・ギャング

故郷に帰りたい（カントリー・ロード）　Take Me Home,Country Roads ジョン・デンバー

サムホエア・アウト・ゼア　　             　　　 Somewhere Out There リンダ・ロンシュタット＆ジェームス・イングラム

ＳＨＥ                                                                    She エルヴィス・コステロ

素直になれなくて                                Hard To Say I'm Sorry シカゴ

すべてをあなたに                          Saving All My Love For You ホイットニー・ヒューストン

セイ・ユー・セイ・ミー　                            Say You Say Me ライオネル・リッチー

そよ風の誘惑                             Have You Never Been Mellow オリビア・ニュートンジョン

デイ・ドリーム・ビリーバー                          Daydream Believer モンキーズ

トゥ・ラヴ・ユー・モア                                 To Love You More セリーヌ・ディオン

ピアノ・マン                                                      Piano Man ビリー・ジョエル

マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン                 My Heart Will Go On セリーヌ・ディオン

ラヴィン・ユー　                                      　　    　Lovin' You ミニー・リパートン

ローズ                                                            The Rose ベット・ミドラー



　さよならの夏～コクリコ坂から～　「コクリコ坂から」

　上を向いて歩こう　「コクリコ坂から」

　朝ごはんの歌　「コクリコ坂から」

　ひこうき雲　「風立ちぬ」

　いのちの記憶　「かぐや姫の物語」

　Fine On The Outside　「思い出のマーニー」

　風になる　「猫の恩返し」

　世界の約束　「ハウルの動く城」

　崖の上のポニョ　「崖の上のポニョ」

　海のおかあさん　「崖の上のポニョ」

　ひまわりの家の輪舞曲　「崖の上のポニョ」

　Arrietty's Song　「借りぐらしのアリエッティ」

　いのちの名前　「千と千尋の神隠し」

　時の歌　「ゲド戦記」

　テルーの唄　「ゲド戦記」

　ルージュの伝言　「魔女の宅急便」

　やさしさに包まれたなら　「魔女の宅急便」

　はにゅうの宿　「火垂るの墓」

　愛は花、君はその種子　「おもひでぽろぽろ」

　さくらんぼの実る頃　「紅の豚」

　時には昔の話を　「紅の豚」

　　　　スタジオジブリの歌　集めましたスタジオジブリの歌　集めました	♫

　風の谷のナウシカ　「風の谷のナウシカ」

　君をのせて　「天空の城ラピュタ」

　となりのトトロ　「となりのトトロ」

　さんぽ　「となりのトトロ」

　めぐる季節　「魔女の宅急便」

　カントリー・ロード　「耳をすませば」

　もののけ姫　「もののけ姫」

　いつも何度でも　「千と千尋の神隠し」



OH !  DARLING

DON'T LET ME DOWN

YOU WON'T SEE ME

YOUR MOTHER SHOULD KNOW

AND I LOVE HER

HERE, THERE AND EVERYWHERE

HELLO, GOODBYE

PENNY LANE

WE CAN WORK IT OUT

WAIT

TICKET TO RIDE

YESTERDAY

YOU NEVER GIVE ME YOUR MONEY

SOMETHING

ALL YOU NEED IS LOVE

THE BALLAD OF JOHN AND YOKO

IN MY LIFE

LET IT BE

THE LONG AND WINDING ROAD

NOWHERE MAN

MICHELLE

NORWEGIAN WOOD(THIS BIRD HAS FLOWN)

　　　The	Beatles	!!

ELEANOR　RIGBY

ACROSS　THＥ　ＵＮＩＶＥＲSE（from the Album“LET IT BE”)

GIRL

HEY JUDE

IF I FELL



　常套句 　Mr.Children

　抱きしめたい 　Mr.Children

　掌 　Mr.Children

　しるし 　Mr.Children

　LOVE　LOVE　LOVE 　DREAM COMES TRUE

　逢いたくていま 　MISIA

　さくら（独唱） 　森山直太朗

　愛をこめて花束を 　Superfly

　Last Love Song 　Superfly

　WINTER SONG 　DREAM COMES TRUE

　あなたに逢いたくて～Missing You～ 　松田聖子

　赤いスイートピー 　松田聖子

　瞳をとじて 　平井堅

　糸 　中島みゆき

　たしかなこと 　小田和正

　SAY YES 　CHAGE and ASKA

　悲しみにさよなら 　安全地帯

　ワインレッドの心 　安全地帯

　Missing 　久保田利伸

　　　聴かせます聴かせます♪

　ひまわりの約束 　秦基博

　アイ 　秦基博

　言の葉 　秦基博



　　　オールディーズの名曲集めました　　　オールディーズの名曲集めました	♫

　プロコル・ハルム

　アニマルズ

　コニー・フランシス

　プラターズ

　ザ・カスケーズ

　デル・シャノン

　コニー・フランシス

　コニー・フランシス

　ポール・アンカ

　プラターズ

　ドリス・デイ

　ニール・セダカ

　サイモン＆ガーファンクル

　ハンク・ウィリアムズ

　エルヴィス・プレスリー

　ベン・E・キング

　パット・ブーン

　モンキーズ

　ポール・アンカ

　ポールとポーラ

　テンプテーションズ

　ボビー・ヴィントン

　ママス＆パパス

　ザ・コーデッツ

　　朝日のあたる家

　　青い影

　　マイ・ガール

　　ミスター・ロンリー

　　夢のカリフォルニア

　　ロリポップ

　　好きにならずにいられない

　　スタンド・バイ・ミー

　　砂に書いたラブレター

　　デイ・ドリーム・ビリーバー

　　ダイアナ

　　ヘイ！ポーラ

　　君はわが運命

　　煙が目にしみる

　　ケ・セラ・セラ

　　恋の片道切符

　　サウンド・オブ・サイレンス

　　ジャンバラヤ

　　ヴァケイション

　　オンリー・ユー　

　　悲しき雨音

　　悲しき街角

　　可愛いベイビー

　　カラーに口紅


