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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD1●GES-15558

加賀清孝
淡海悟郎（オーケストラ編曲）

2 つばさをください カラオケ 村井邦彦 淡海悟郎（オーケストラ編曲）
3 つばさをください カラピアノ 村井邦彦 加賀清孝
4 明日という大空 歌唱＊ 平野祐香里 橋本祥路 橋本祥路
5 明日という大空 カラオケ 橋本祥路 橋本祥路
6 明日という大空 カラピアノ 橋本祥路

文部省唱歌 文部省唱歌
高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌
岡野貞一

文部省唱歌 文部省唱歌
高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌
岡野貞一

11 星空はいつも 歌唱・器楽 芙龍明子 浦田健次郎
12 星空はいつも カラピアノ 浦田健次郎

デニー	ランデル
サンデー	リンザー
デニー	ランデル
サンデー	リンザー

15 ボイスアンサンブル 音楽づくりA-①
16 ボイスアンサンブル 音楽づくりA-②
17 ボイスアンサンブル 音楽づくりB-①
18 ボイスアンサンブル 音楽づくりB-②
19 われは海の子 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌
20 われは海の子 カラピアノ 文部省唱歌
21 われは海の子 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 山下康介
22 われは海の子 カラオケ 文部省唱歌 山下康介
23 メヌエット 器楽 クリーガー 石桁冬樹
24 メヌエット カラピアノ クリーガー 石桁冬樹
25 星の世界 歌唱 川路柳虹（日本語詞） コンバース 飯沼信義
26 星の世界 カラピアノ コンバース 飯沼信義
27 雨のうた 器楽 鹿谷美緖子
28 雨のうた カラピアノ＋シンセ. 鹿谷美緖子
29 和音の音で旋律づくり 伴奏例① 佐井孝彰（伴奏編曲）
30 和音の音で旋律づくり 伴奏例② 佐井孝彰（伴奏編曲）
31 思い出のメロディー 歌唱 深田じゅんこ 橋本祥路
32 思い出のメロディー カラピアノ 橋本祥路
33 風を切って 歌唱・器楽 土肥　武 橋本祥路
34 風を切って カラピアノ 橋本祥路

文部省唱歌 文部省唱歌
高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌
岡野貞一

文部省唱歌 文部省唱歌 浦田健次郎
高野辰之 岡野貞一 山下康介（オーケストラ編曲）

文部省唱歌 浦田健次郎
岡野貞一 山下康介（オーケストラ編曲）

CD２●GES-15559
1 越天楽今様 歌唱・器楽 慈鎮和尚（作歌） 日本古謡 浦田健次郎
2 越天楽今様 カラピアノ 日本古謡 浦田健次郎
3 越天楽今様 歌唱＊ 慈鎮和尚（作歌） 日本古謡 若松正司
4 越天楽今様 カラオケ 日本古謡 若松正司
5 きっと届ける 歌唱 長井理佳 長谷部匡俊
6 きっと届ける カラピアノ 長谷部匡俊
7 さよなら友よ 歌唱 阪田寛夫 黒澤吉徳
8 さよなら友よ カラピアノ 黒澤吉徳
9 さよなら友よ 歌唱＊ 阪田寛夫 黒澤吉徳 加賀清孝
10 さよなら友よ カラオケ 黒澤吉徳 加賀清孝

加賀清孝
飯沼信義（伴奏編曲）
加賀清孝
飯沼信義（伴奏編曲）
加賀清孝
山下康介（オーケストラ編曲）
加賀清孝
山下康介（オーケストラ編曲）

14 あおげばとうとし カラオケ 作曲者不明

12 あおげばとうとし カラピアノ 作曲者不明

13 あおげばとうとし 歌唱＊ 作詞者不明 作曲者不明

11 あおげばとうとし 歌唱 作詞者不明 作曲者不明

37 ふるさと 歌唱＊

38 ふるさと カラオケ

35 ふるさと 歌唱 浦田健次郎

36 ふるさと カラピアノ 浦田健次郎

13 ラバーズ	コンチェルト 器楽 石桁冬樹

14 ラバーズ	コンチェルト カラピアノ 石桁冬樹

9 おぼろ月夜 歌唱＊ 大橋　恵

10 おぼろ月夜 カラオケ 大橋　恵

8 おぼろ月夜 カラピアノ

1 つばさをください 歌唱＊ 山上路夫 村井邦彦

7 おぼろ月夜 歌唱
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
15 夏は来ぬ（１番・５番） 歌唱＊ 佐佐木信綱 小山作之助 山下康介
16 夏は来ぬ（１番〜５番） 歌唱＊ 佐佐木信綱 小山作之助 山下康介
17 夏は来ぬ（１番・５番） カラオケ 小山作之助 山下康介
18 夏は来ぬ（１番・５番） カラピアノ 小山作之助
19 浜千鳥 歌唱＊ 鹿島鳴秋 弘田龍太郎 山下康介
20 浜千鳥 カラオケ 弘田龍太郎 山下康介
21 浜千鳥 カラピアノ 弘田龍太郎

CD３●GES-15560
1 Wish	〜夢を信じて 歌唱 杉本竜一 杉本竜一 三宅悠太
2 Wish	〜夢を信じて カラピアノ 杉本竜一 三宅悠太
3 旅立ちの日に 歌唱 小嶋　登 坂本浩美 松井孝夫
4 旅立ちの日に カラピアノ 坂本浩美 松井孝夫

松井孝夫
山下康介（オーケストラ編曲）
松井孝夫
山下康介（オーケストラ編曲）

7 あすという日が 歌唱 山本瓔子 八木澤教司
8 あすという日が カラピアノ 八木澤教司
9 歌よ	ありがとう 歌唱 花岡　恵 橋本祥路
10 歌よ	ありがとう カラピアノ 橋本祥路
11 歌よ	ありがとう 歌唱＊ 花岡　恵 橋本祥路 橋本祥路
12 歌よ	ありがとう カラオケ 橋本祥路 橋本祥路
13 そよ風のデュエット 器楽 佐井孝彰
14 そよ風のデュエット カラピアノ 佐井孝彰
15 いのちの歌 歌唱 Miyabi 村松崇継 三宅悠太
16 いのちの歌 カラピアノ 村松崇継 三宅悠太
17 Edelweiss（英語） 歌唱＊ オスカー	ハマースタイン２世 リチャード	ロジャーズ 佐橋俊彦
18 Edelweiss カラオケ リチャード	ロジャーズ 佐橋俊彦
19 Edelweiss（日本語） 歌唱 阪田寛夫（日本語詞） リチャード	ロジャーズ
20 Edelweiss カラピアノ リチャード	ロジャーズ
21 木星 器楽 ホルスト 長谷部匡俊
22 木星 カラピアノ ホルスト 長谷部匡俊

ホルヘ	ミルチベルグ
橋本祥路（合奏編曲）

24 君が代 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司
25 君が代 カラオケ 林　広守 若松正司
26 君が代 カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

ダニエル	ロブレス

6 旅立ちの日に カラオケ 坂本浩美

23 コンドルは飛んで行く 器楽

5 旅立ちの日に 歌唱＊ 小嶋　登 坂本浩美


