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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD１●GES-15543

1 ちょうちょう 歌唱＊ 不明 ドイツ民謡 佐橋俊彦
2 ちゅうりっぷ 歌唱＊ 近藤宮子 井上武士 佐橋俊彦
3 おつかい ありさん 歌唱＊ 関根栄一 團 伊玖磨 佐橋俊彦
4 めだかの がっこう 歌唱＊ 茶木　滋 中田喜直 佐橋俊彦
5 いぬの おまわりさん 歌唱＊ さとう よしみ 大中　恩 佐橋俊彦
6 ことりの うた 歌唱＊ 与田準一 芥川也寸志 佐橋俊彦
7 こいのぼり 歌唱＊ 近藤宮子 絵本唱歌（無名著作物） 佐橋俊彦
8 こぶたぬきつねこ 歌唱＊ 山本直純 山本直純 佐橋俊彦
9 ぞうさん 歌唱＊ まど・みちお 團 伊玖磨 佐橋俊彦

10 おつかい ありさん カラピアノ 團 伊玖磨
11 ちゅうりっぷ カラピアノ 井上武士 飯沼信義
12 ちょうちょう カラピアノ ドイツ民謡
13 ぞうさん カラピアノ 團 伊玖磨
14 めだかの がっこう カラピアノ 中田喜直
15 ことりの うた カラピアノ 芥川也寸志
16 こぶたぬきつねこ カラピアノ 山本直純
17 こいのぼり カラピアノ 絵本唱歌（無名著作物）
18 いぬの おまわりさん カラピアノ 大中　恩
19 セブン ステップス（日本語） 歌唱＊ 不明 アメリカの遊び歌 松井忠重

20 セブン ステップス（英語） 歌唱＊ アメリカの遊び歌 松井忠重
21 セブン ステップス カラピアノ アメリカの遊び歌 長谷部匡俊
22 チェッ チェッ コリ 歌唱＊ 不明 ガーナの遊び歌 たかしま あきひこ

23 チェッ チェッ コリ カラピアノ ガーナの遊び歌 長谷部匡俊
24 ひらいた ひらいた 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 川崎祥悦
25 ひらいた ひらいた カラピアノ わらべ歌 川崎祥悦
26 ひらいた ひらいた 歌唱＊ わらべ歌 わらべ歌 小森昭宏
27 ひらいた ひらいた カラオケ わらべ歌 小森昭宏
28 さんぽ 歌唱＊ 中川李枝子 久石　譲 信田かずお
29 さんぽ カラオケ 久石　譲 信田かずお
30 さんぽ カラピアノ 久石　譲
31 じゃんけんぽん 歌唱 芙龍明子 橋本祥路
32 じゃんけんぽん カラピアノ 橋本祥路
33 じゃんけんぽん 歌唱＊ 芙龍明子 橋本祥路 若松正司
34 じゃんけんぽん カラオケ 橋本祥路 若松正司
35 みんなで あそぼう 歌唱 長井理佳 長谷部匡俊
36 みんなで あそぼう カラピアノ 長谷部匡俊
37 しろくまの ジェンカ 歌唱 平井多美子（日本語詞） ケン ウォール 平吉毅州
38 しろくまの ジェンカ カラピアノ ケン ウォール 平吉毅州
39 かたつむり 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌 明石潤祐
40 かたつむり カラピアノ 文部省唱歌 明石潤祐
41 かたつむり 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 亀山耕一郎
42 かたつむり カラオケ 文部省唱歌 亀山耕一郎
43 ぶん ぶん ぶん 歌唱 村野四郎（日本語詞） ボヘミア民謡 八村義夫
44 ぶん ぶん ぶん カラピアノ ボヘミア民謡 八村義夫

文部省唱歌 文部省唱歌
林　柳波 井上武士

文部省唱歌
井上武士

文部省唱歌 文部省唱歌
林　柳波 井上武士

文部省唱歌
井上武士

CD２●GES-15544
1 たのしく ふこう 歌唱・器楽 鹿谷美緖子 鹿谷美緖子
2 たのしく ふこう カラピアノ 鹿谷美緖子
3 どんぐりさんの おうち 歌唱・器楽A 久野静夫 市川都志春
4 どんぐりさんの おうち 歌唱・器楽B 久野静夫 市川都志春
5 どんぐりさんの おうち カラピアノ 市川都志春
6 どれみで あいさつ 歌唱 安西 薫 長谷部匡俊
7 どれみで あいさつ 階名唱・器楽 長谷部匡俊
8 どれみで あいさつ カラピアノ 長谷部匡俊

45 うみ 歌唱

46 うみ カラピアノ

47 うみ 歌唱＊ 佐橋俊彦

48 うみ カラオケ 佐橋俊彦
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
9 なかよし 歌唱・器楽 海野洋司 佐井孝彰

10 なかよし カラピアノ 佐井孝彰
11 どれみふぁその まねっこ 器楽A
12 どれみふぁその まねっこ 器楽B

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
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

18 やまびこ ごっこ 歌唱＊ おうち やすゆき 若月明人 佐橋俊彦
19 やまびこ ごっこ カラオケ 若月明人 佐橋俊彦
20 やまびこ ごっこ カラピアノ 若月明人 八村義夫
21 さがしてみよう　ならしてみよう 歌唱・器楽 安西 薫 長谷部匡俊
22 さがしてみよう　ならしてみよう カラピアノ 長谷部匡俊
23 きらきらぼし 歌唱 武鹿悦子（日本語詞） フランス民謡 飯沼信義
24 きらきらぼし カラピアノ フランス民謡 飯沼信義
25 きらきらぼし 階名唱 フランス民謡 飯沼信義
26 きらきらぼし 器楽 フランス民謡 飯沼信義
27 きらきらぼし カラピアノ フランス民謡 飯沼信義
28 はる なつ あき ふゆ 歌唱＊ 三浦真理 三浦真理 佐橋俊彦
29 はる なつ あき ふゆ カラオケ 三浦真理 佐橋俊彦
30 はる なつ あき ふゆ カラピアノ 三浦真理
31 さんちゃんが 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子
32 さんちゃんが カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子
33 おおなみ こなみ 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子
34 おおなみ こなみ カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子
35 おちゃらか ほい 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子
36 おちゃらか ほい カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

CD３●GES-15545
1 あいあい 歌唱＊ 相田裕美 宇野誠一郎 信田かずお
2 あいあい カラオケ 宇野誠一郎 信田かずお
3 あいあい カラピアノ 宇野誠一郎
4 とんくるりん ぱんくるりん 歌唱・器楽 滝　紀子 川崎祥悦
5 とんくるりん ぱんくるりん 階名唱・器楽 川崎祥悦
6 とんくるりん ぱんくるりん カラピアノ 川崎祥悦
7 とんくるりん ぱんくるりん 歌唱＊ 滝　紀子 川崎祥悦 若松正司
8 とんくるりん ぱんくるりん カラオケ 川崎祥悦 若松正司
9 こいぬの マーチ 階名唱・器楽 作曲者不明 黒澤吉徳

10 こいぬの マーチ カラピアノ 作曲者不明 黒澤吉徳
11 こいぬの マーチ 歌唱＊ 久野静夫 作曲者不明 川崎祥悦
12 こいぬの マーチ カラオケ 作曲者不明 川崎祥悦

権藤はなよ
林　柳波（補作）

14 たなばたさま カラオケ 下総皖一 大橋　恵
15 たなばたさま カラピアノ 下総皖一
16 おしょうがつ 歌唱＊ 東　くめ 滝　廉太郎 小森昭宏
17 おしょうがつ カラオケ 滝　廉太郎 小森昭宏
18 おしょうがつ カラピアノ 滝　廉太郎 飯沼信義
19 うれしい ひなまつり 歌唱＊ サトウ ハチロー 河村光陽 小森昭宏
20 うれしい ひなまつり カラオケ 河村光陽 小森昭宏
21 うれしい ひなまつり カラピアノ 河村光陽
22 きみがよ 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司
23 きみがよ カラオケ 林　広守 若松正司
24 きみがよ カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

飯沼信義

大橋　恵

ひのまる カラオケ 大橋　恵

ひのまる 歌唱 飯沼信義

ひのまる カラピアノ

13 たなばたさま 歌唱＊

ひのまる 歌唱＊

下総皖一 大橋　恵

13

14

15

16

17

飯沼信義ひのまる 階名唱
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD１●GES-15546

1 メッセージ 歌唱 杉本竜一 杉本竜一
2 メッセージ カラピアノ１ 杉本竜一
3 メッセージ カラピアノ２ 杉本竜一
4 メッセージ 歌唱＊ 杉本竜一 杉本竜一 杉本竜一
5 メッセージ カラオケ 杉本竜一 杉本竜一
6 小犬の ビンゴ 歌唱＊ 志摩　桂（日本語詞） アメリカの遊び歌 淡海悟郎
7 小犬の ビンゴ カラピアノ アメリカの遊び歌 橋本祥路
8 ロンドンばし 歌唱＊ 高田三九三（日本語詞） イギリスの遊び歌 福田一雄
9 ロンドンばし カラピアノ イギリスの遊び歌 橋本祥路

文部省唱歌 文部省唱歌
林　柳波 下総皖一

文部省唱歌
下総皖一

文部省唱歌 文部省唱歌
林　柳波 下総皖一

文部省唱歌
下総皖一

14 はしの 上で 歌唱 久野静夫（日本語詞） フランス民謡 藤原嘉文
15 はしの 上で カラピアノ フランス民謡 藤原嘉文

編曲者不明
若松正司（オーケストラ編曲）
編曲者不明
若松正司（オーケストラ編曲）
編曲者不明
黒澤吉徳（伴奏編曲）

19 ドレミの うた 歌唱＊ ペギー葉山（日本語詞） リチャード ロジャーズ 小森昭宏
20 ドレミの うた カラオケ リチャード ロジャーズ 小森昭宏

石桁冬樹
信田かずお（オーケストラ編曲）
石桁冬樹
信田かずお（オーケストラ編曲）

23 かっこう 歌唱＊ 小林純一（日本語詞） ドイツ民謡 信田かずお
24 かっこう カラオケ ドイツ民謡 信田かずお
25 かっこう 階名唱 ドイツ民謡 石桁冬樹
26 かっこう 器楽 ドイツ民謡 石桁冬樹
27 かっこう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹
28 かえるの がっしょう 歌唱 岡本敏明（日本語詞） ドイツ民謡 石桁冬樹
29 かえるの がっしょう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹
30 かえるの がっしょう 階名唱 ドイツ民謡 石桁冬樹
31 かえるの がっしょう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹
32 かえるの がっしょう 器楽 ドイツ民謡 石桁冬樹
33 かえるの がっしょう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹
34 ぷっかり くじら 歌唱＊ 高木あきこ 長谷部匡俊 亀山耕一郎
35 ぷっかり くじら カラオケ 長谷部匡俊 亀山耕一郎
36 ぷっかり くじら 階名唱・器楽 長谷部匡俊
37 ぷっかり くじら カラピアノ 長谷部匡俊
38 虫の こえ 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌 黒澤吉徳
39 虫の こえ カラピアノ 文部省唱歌 黒澤吉徳
40 虫の こえ 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 鹿谷美緖子
41 虫の こえ カラオケ 文部省唱歌 鹿谷美緖子

CD２●GES-15547
1 この 空 とぼう 歌唱・器楽 海野洋司 鹿谷美緖子
2 この 空 とぼう カラピアノ 鹿谷美緖子
3 いるかは ざんぶらこ 歌唱・器楽 東　龍男 若松正司 黒澤吉徳
4 いるかは ざんぶらこ カラピアノ 若松正司 黒澤吉徳
5 いるかは ざんぶらこ 歌唱＊ 東　龍男 若松正司 若松正司
6 いるかは ざんぶらこ カラオケ 若松正司 若松正司

10 かくれんぼ 歌唱

11 かくれんぼ カラピアノ

12 かくれんぼ 歌唱＊ 川崎祥悦

13 かくれんぼ カラオケ 川崎祥悦

16 たぬきの たいこ 歌唱＊ 阪田寛夫（日本語詞） チェコ民謡

17 たぬきの たいこ カラオケ チェコ民謡

18 たぬきの たいこ カラピアノ チェコ民謡

22 ドレミの うた カラオケ リチャード ロジャーズ

21 ドレミの うた 歌唱＊ ペギー葉山（日本語詞） リチャード ロジャーズ
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
飯沼信義
橋本祥路（伴奏編曲）
飯沼信義
橋本祥路（伴奏編曲）
飯沼信義
三宅一徳（オーケストラ編曲）
飯沼信義
三宅一徳（オーケストラ編曲）

11 かねが なる 歌唱A 勝　承夫（日本語詞） フランス民謡
12 かねが なる 歌唱B 勝　承夫（日本語詞） フランス民謡
13 かねが なる カラピアノ フランス民謡
14 かぼちゃ 歌唱・器楽 桑原ほなみ 黒澤吉徳
15 かぼちゃ カラピアノ 黒澤吉徳
16 かぼちゃ 歌唱＊ 桑原ほなみ 黒澤吉徳 淡海悟郎
17 かぼちゃ カラオケ 黒澤吉徳 淡海悟郎
18 あのね、のねずみは 歌唱 春畑セロリ 春畑セロリ
19 あのね、のねずみは カラピアノ 春畑セロリ
20 夕やけこやけ 歌唱 中村雨紅 草川　信
21 夕やけこやけ カラピアノ 草川　信
22 夕やけこやけ 歌唱＊ 中村雨紅 草川　信 亀山耕一郎
23 夕やけこやけ カラオケ 草川　信 亀山耕一郎
24 小ぎつね 歌唱＊ 勝　承夫（日本語詞） ドイツ民謡 三宅一徳
25 小ぎつね カラオケ ドイツ民謡 三宅一徳
26 小ぎつね 階名唱・器楽 ドイツ民謡 飯沼信義
27 小ぎつね カラピアノ ドイツ民謡 飯沼信義

わらべ歌
宗　春夫（採譜）
わらべ歌
宗　春夫（採譜）

30 あんたがた どこさ 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子
31 あんたがた どこさ カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子
32 なべ なべ そこぬけ 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子
33 なべ なべ そこぬけ カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

CD３●GES-15548
1 どこかで 歌唱 石桁冬樹 石桁冬樹
2 どこかで カラピアノ 石桁冬樹
3 こぐまの 二月 器楽 市川都志春
4 こぐまの 二月 階名唱 市川都志春
5 こぐまの 二月 カラピアノ 市川都志春
6 こぐまの 二月 歌唱＊ 平井多美子 市川都志春 加賀清孝
7 こぐまの 二月 カラオケ 市川都志春 加賀清孝

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

12 夕日 歌唱＊ 葛原しげる 室崎琴月 小森昭宏
13 夕日 カラオケ 室崎琴月 小森昭宏
14 夕日 カラピアノ 室崎琴月 加賀清孝
15 とんぼの めがね 歌唱＊ 額賀誠志 平井康三郎 橋本祥路
16 とんぼの めがね カラオケ 平井康三郎 橋本祥路
17 とんぼの めがね カラピアノ 平井康三郎
18 シャボン玉 歌唱＊ 野口雨情 中山晋平 橋本祥路
19 シャボン玉 カラオケ 中山晋平 橋本祥路
20 シャボン玉 カラピアノ 中山晋平 八村義夫

7 山の ポルカ 階名唱・器楽 チェコ民謡

8 山の ポルカ カラオケ チェコ民謡

9 山の ポルカ 歌唱＊ 芙龍明子（日本語詞） チェコ民謡

10 山の ポルカ カラピアノ チェコ民謡

28 ずいずい ずっころばし 歌唱 わらべ歌 佐井孝彰

29 ずいずい ずっころばし カラピアノ 佐井孝彰

歌唱

はるが きた カラピアノ

はるが きた 歌唱＊ 黒澤吉徳

はるが きた カラオケ 黒澤吉徳

8

9

10

11

はるが きた
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
21 あの 青い 空のように 歌唱 丹羽譲次 丹羽譲次 明石潤祐
22 あの 青い 空のように カラピアノ 丹羽譲次 明石潤祐
23 はるの まきば 歌唱 阪田寛夫 市川都志春
24 はるの まきば カラピアノ 市川都志春
25 海と　おひさま 歌唱 高木あきこ 橋本祥路
26 海と　おひさま カラピアノ 橋本祥路
27 手のひらを たいように 歌唱 やなせ たかし いずみ たく
28 手のひらを たいように カラピアノ いずみ たく
29 どらやきバウンド 歌唱 桑原永江 森山至貴
30 どらやきバウンド カラピアノ 森山至貴
31 ドレミで あそぼ 歌唱・器楽 花岡　恵 橋本祥路
32 ドレミで あそぼ カラピアノ 橋本祥路

岡部栄彦
黒澤吉徳（伴奏編曲）

34 アイアイ カラピアノ 宇野誠一郎 黒澤吉徳（伴奏編曲）
35 きみがよ 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司
36 きみがよ カラオケ 林　広守 若松正司
37 きみがよ カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

歌唱・器楽 相田裕美 宇野誠一郎33 アイアイ
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD1●GES-15549
1 友だち 歌唱＊ 秋間ゆう子 秋間ゆう子 淡海悟郎

2 友だち カラオケ 秋間ゆう子 淡海悟郎

3 友だち カラピアノ 秋間ゆう子

4 ドレミで歌おう 歌唱・器楽 小原光一 作曲者不明 飯沼信義

5 ドレミで歌おう カラピアノ 作曲者不明 飯沼信義

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

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 海風きって 歌唱・器楽 高木あきこ 石桁冬樹

12 海風きって カラピアノ 石桁冬樹

13 海風きって 歌唱・器楽＊ 高木あきこ 石桁冬樹 亀山耕一郎

14 海風きって カラオケ 石桁冬樹 亀山耕一郎

15 茶つみ 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌

16 茶つみ カラピアノ 文部省唱歌

17 茶つみ 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 若松正司

18 茶つみ カラオケ 文部省唱歌 若松正司

19 練習１（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

20 練習１（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

21 練習２（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

22 練習２（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

23 練習３（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

24 練習３（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

25 練習４（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

26 練習４（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

27 練習１（シ・ラ） 器楽 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

28 練習１（シ・ラ） カラピアノ 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

29 練習２①（シ・ラ・ソ） 器楽 長谷部匡俊（伴奏編曲）

30 練習２①（シ・ラ・ソ） カラピアノ 長谷部匡俊（伴奏編曲）

31 練習２②（シ・ラ・ソ） 器楽 長谷部匡俊（伴奏編曲）

32 練習２②（シ・ラ・ソ） カラピアノ 長谷部匡俊（伴奏編曲）

33 きれいなソラシ tu唱 吉澤	実 石桁冬樹（伴奏編曲）

34 きれいなソラシ 器楽 吉澤	実 石桁冬樹（伴奏編曲）

35 きれいなソラシ カラピアノ 吉澤	実 石桁冬樹（伴奏編曲）

36 坂道 器楽 鹿谷美緖子

37 坂道 カラピアノ 鹿谷美緖子

38 雨上がり 器楽 佐井孝彰

39 雨上がり カラピアノ 佐井孝彰

40 アチャ	パチャ	ノチャ 器楽 ラップランド民謡 三宅悠太

41 アチャ	パチャ	ノチャ カラピアノ ラップランド民謡 三宅悠太

CD２●GES-15550
原	由多加

飯沼信義（伴奏編曲）

6 春の小川 歌唱

7 春の小川 階名唱

8 春の小川 カラピアノ

9 春の小川 歌唱＊ 若松正司

10 春の小川 カラオケ 若松正司

1 ゆかいな木きん 器楽 作曲者不明
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
2 ゆかいな木きん カラピアノ 作曲者不明 飯沼信義（伴奏編曲）

3 ゆかいな木きん 歌唱＊ 小林純一 作曲者不明 淡海悟郎

4 ゆかいな木きん カラオケ 作曲者不明 淡海悟郎

5 うさぎ 歌唱 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦

6 うさぎ カラピアノ 日本古謡 川崎祥悦

7 うさぎ 歌唱＊ 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦

8 うさぎ カラオケ 日本古謡 川崎祥悦

9 とどけよう	このゆめを 歌唱・器楽 安西　薫 長谷部匡俊

10 とどけよう	このゆめを カラピアノ 長谷部匡俊

11 あの雲のように 歌唱・器楽 芙龍明子 作曲者不明 飯沼信義

12 あの雲のように カラピアノ 作曲者不明 飯沼信義

文部省唱歌

巌谷小波

14 ふじ山 階名唱 文部省唱歌

15 ふじ山 カラピアノ 文部省唱歌

文部省唱歌

巌谷小波

17 ふじ山 カラオケ 文部省唱歌 若松正司

岡部栄彦

黒澤吉徳（伴奏編曲）

岡部栄彦

黒澤吉徳（伴奏編曲）

20 練習（ソ・ファ・ミ） 器楽 佐井孝彰（伴奏編曲）

21 練習（ソ・ファ・ミ） カラピアノ 佐井孝彰（伴奏編曲）

22 帰り道 歌唱 若松　歓 若松　歓

23 帰り道 カラピアノ 若松　歓

24 帰り道 歌唱＊ 若松　歓 若松　歓 若松　歓

25 帰り道 カラオケ 若松　歓 若松　歓

ピーター	ヤーロウ

レナード	リプトン

ピーター	ヤーロウ

レナード	リプトン

ピーター	ヤーロウ

レナード	リプトン

29 おかしのすきな	まほう使い 歌唱 秋葉てる代 大熊崇子

30 おかしのすきな	まほう使い カラピアノ 大熊崇子

31 おかしのすきな	まほう使い 歌唱＊ 秋葉てる代 大熊崇子 淡海悟郎

32 おかしのすきな	まほう使い カラオケ 大熊崇子 淡海悟郎

33 ラドレの音でせんりつづくり 伴奏例 長谷部匡俊

34 歌おう	声高く 歌唱 花岡　恵 長谷部匡俊

35 歌おう	声高く カラピアノ 長谷部匡俊

36 エーデルワイス 器楽 リチャード	ロジャーズ 佐井孝彰

37 エーデルワイス カラピアノ リチャード	ロジャーズ 佐井孝彰

CD３●GES-15551
1 ゆりかごの歌 歌唱＊ 北原白秋 草川　信 若松正司

2 ゆりかごの歌 カラオケ 草川　信 若松正司

3 ゆりかごの歌 カラピアノ 草川　信

4 七つの子 歌唱＊ 野口雨情 本居長世 亀山耕一郎

5 七つの子 カラオケ 本居長世 亀山耕一郎

6 七つの子 カラピアノ 本居長世

ふじ山 歌唱 文部省唱歌

ふじ山 歌唱＊ 文部省唱歌 若松正司

18 山のポルカ 器楽 チェコ民謡

19 山のポルカ カラピアノ チェコ民謡

浦田健次郎

27 パフ 歌唱
芙龍明子

（日本語詞）
浦田健次郎

浦田健次郎

13

16

28 パフ カラピアノ

26 パフ 器楽
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
7 どこかで春が 歌唱＊ 百田宗治 草川　信 佐橋俊彦

8 どこかで春が カラオケ 草川　信 佐橋俊彦

9 どこかで春が カラピアノ 草川　信 平吉毅州

10 こころパレット 歌唱 春畑セロリ 春畑セロリ

11 こころパレット カラピアノ 春畑セロリ

12 おはよう　おはよう 歌唱 星	梨津子 佐井孝彰

13 おはよう　おはよう カラピアノ 佐井孝彰

14 にじ 歌唱 新沢としひこ 中川ひろたか

15 にじ カラピアノ 中川ひろたか

16 ゴー	ゴー	ゴー 歌唱 花岡　恵 橋本祥路

17 ゴー	ゴー	ゴー カラピアノ 橋本祥路

18 ゴー	ゴー	ゴー 歌唱＊ 花岡　恵 橋本祥路 小森昭宏

19 ゴー	ゴー	ゴー カラオケ 橋本祥路 小森昭宏

20 また	あそぼ 歌唱・器楽 織田ゆり子 上柴はじめ

21 また	あそぼ カラピアノ 上柴はじめ

22
Head,	Shoulders,
Knees	And	Toes

歌唱 不明 不明

23
Head,	Shoulders,
Knees	And	Toes

カラピアノ 不明

24 ゆかいなまきば 器楽 アメリカ民謡 赤羽耕史郎

25 ゆかいなまきば カラピアノ アメリカ民謡 赤羽耕史郎

26 よろこびの歌 器楽 ベートーベン 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

27 よろこびの歌 カラピアノ ベートーベン 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

石桁冬樹

長谷部匡俊（伴奏編曲）

29 ミッキーマウス	マーチ カラピアノ ジミー	ドッド 長谷部匡俊（伴奏編曲）

30 君が代 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司

31 君が代 カラオケ 林　広守 若松正司

32 君が代 カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

28 ミッキーマウス	マーチ 器楽 ジミー	ドッド
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD1●GES-15552

1 花束をあなたに 歌唱 杉本竜一 杉本竜一 佐井孝彰（伴奏編曲）
2 花束をあなたに カラピアノ 杉本竜一 佐井孝彰（伴奏編曲）
3 花束をあなたに 歌唱＊ 杉本竜一 杉本竜一 山下康介（オーケストラ編曲）
4 花束をあなたに カラオケ 杉本竜一 山下康介（オーケストラ編曲）
5 さくら さくら 歌唱 日本古謡 日本古謡 長谷部匡俊
6 さくら さくら カラピアノ 日本古謡 長谷部匡俊
7 さくら さくら 歌唱＊ 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦
8 さくら さくら カラオケ 日本古謡 川崎祥悦
9 いいこと ありそう 歌唱・器楽 里乃塚玲央 佐井孝彰

10 いいこと ありそう 階名唱 佐井孝彰
11 いいこと ありそう カラピアノ 佐井孝彰
12 いいこと ありそう 歌唱＊ 里乃塚玲央 佐井孝彰 佐橋俊彦
13 いいこと ありそう カラオケ 佐井孝彰 佐橋俊彦
14 歌のにじ 歌唱・器楽 佐田和夫 岡部栄彦
15 歌のにじ 階名唱 岡部栄彦
16 歌のにじ カラピアノ 岡部栄彦
17 歌のにじ 歌唱＊ 佐田和夫 岡部栄彦 淡海悟郎
18 歌のにじ カラオケ 岡部栄彦 淡海悟郎

文部省唱歌
船橋栄吉
文部省唱歌
船橋栄吉
文部省唱歌
船橋栄吉
文部省唱歌
船橋栄吉
文部省唱歌
船橋栄吉

24 風のメロディー 歌唱 平野祐香里 鹿谷美緖子
25 風のメロディー カラピアノ 鹿谷美緖子
26 クラッピング ファンタジー 第７番　楽しいマーチ 手拍子・器楽 長谷部匡俊
27 クラッピング ファンタジー 第７番　楽しいマーチ カラピアノ＋鍵.ハ. 長谷部匡俊
28 いろんな木の実 歌唱・器楽 中山知子（日本語詞） 西インド諸島民謡 加賀清孝
29 いろんな木の実 カラピアノ 西インド諸島民謡 加賀清孝
30 いろんな木の実 歌唱＊ 中山知子（日本語詞） 西インド諸島民謡 加賀清孝
31 いろんな木の実 カラオケ 西インド諸島民謡 加賀清孝

CD２●GES-15553
1 陽気な船長 器楽 市川都志春
2 陽気な船長 カラピアノ 市川都志春

加賀清孝
小林秀雄（伴奏編曲）
加賀清孝
小林秀雄（伴奏編曲）
加賀清孝
淡海悟郎（オーケストラ編曲）
加賀清孝
淡海悟郎（オーケストラ編曲）

7 とんび 歌唱 葛原しげる 梁田　貞 石桁冬樹
8 とんび 階名唱 梁田　貞 石桁冬樹
9 とんび カラピアノ 梁田　貞 石桁冬樹

10 とんび 歌唱＊ 葛原しげる 梁田　貞 若松正司
11 とんび カラオケ 梁田　貞 若松正司
12 パレード ホッホー 歌唱＊ 高木あきこ 平吉毅州 有澤孝紀
13 パレード ホッホー カラオケ 平吉毅州 有澤孝紀
14 パレード ホッホー カラピアノ 平吉毅州

長谷部匡俊
橋本祥路（伴奏編曲）

16 オーラ リー カラピアノ ジョージ プールトン 橋本祥路（伴奏編曲）
17 サミングの練習 器楽 長谷部匡俊（伴奏編曲）
18 サミングの練習 カラピアノ 長谷部匡俊（伴奏編曲）

文部省唱歌 文部省唱歌 中野義見
高野辰之 岡野貞一 平吉毅州（伴奏編曲）

文部省唱歌
岡野貞一

文部省唱歌 文部省唱歌 中野義見
高野辰之 岡野貞一 若松正司（オーケストラ編曲）

文部省唱歌
岡野貞一

23 打楽器の音楽 音楽づくり
24 茶色の小びん 器楽 ジョセフ ウィナー 浦田健次郎

平吉毅州（伴奏編曲）

21 もみじ 歌唱＊

若松正司（オーケストラ編曲）

19 もみじ 歌唱

20 もみじ

メラー

15 オーラ リー 器楽

22 もみじ カラオケ

メラー

5 ゆかいに歩けば 歌唱＊ 保富康午（日本語詞）

カラピアノ

6 ゆかいに歩けば カラオケ

若松正司

3 ゆかいに歩けば 歌唱 保富康午（日本語詞）

ジョージ プールトン

4 ゆかいに歩けば カラピアノ

長谷部匡俊

22 まきばの朝 歌唱＊ 文部省唱歌

メラー

23 まきばの朝 カラオケ

メラー

21 まきばの朝 カラピアノ

長谷部匡俊

若松正司

19 まきばの朝 歌唱 文部省唱歌 長谷部匡俊

20 まきばの朝 階名唱
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
25 茶色の小びん カラピアノ ジョセフ ウィナー 浦田健次郎
26 茶色の小びん 歌唱＊ 芙龍明子（日本語詞） ジョセフ ウィナー 佐橋俊彦
27 茶色の小びん カラオケ ジョセフ ウィナー 佐橋俊彦
28 さくら さくら（平調子 ー＝E） 器楽 日本古謡
29 さくら さくら（平調子 ー＝D） 器楽 日本古謡
30 ２人でせんりつづくり 伴奏例① 三宅悠太（伴奏編曲）
31 ２人でせんりつづくり 伴奏例② 三宅悠太（伴奏編曲）
32 赤いやねの家 歌唱 織田ゆり子 上柴はじめ
33 赤いやねの家 カラピアノ 上柴はじめ
34 赤いやねの家 歌唱＊ 織田ゆり子 上柴はじめ 淡海悟郎
35 赤いやねの家 カラオケ 上柴はじめ 淡海悟郎
36 ジッパ ディー ドゥー ダー 器楽 アリー リューベル 佐井孝彰
37 ジッパ ディー ドゥー ダー カラピアノ アリー リューベル 佐井孝彰
38 みかんの花さくおか 歌唱＊ 加藤省吾 海沼　実 亀山耕一郎
39 みかんの花さくおか カラオケ 海沼　実 亀山耕一郎
40 みかんの花さくおか カラピアノ 海沼　実

CD３●GES-15554
1 せいくらべ 歌唱＊ 海野　厚 中山晋平 山下康介
2 せいくらべ カラオケ 中山晋平 山下康介
3 せいくらべ カラピアノ 中山晋平 黒澤吉徳
4 みどりのそよ風 歌唱＊ 清水かつら 草川　信 山下康介
5 みどりのそよ風 カラオケ 草川　信 山下康介
6 みどりのそよ風（１番・２番） カラピアノ 草川　信
7 みどりのそよ風（１番〜５番） カラピアノ 草川　信

新美南吉（原作）
新井鷗子

9 ごんぎつね カラピアノ 三宅悠太
10 いつだって！ 歌唱 若松　歓 若松　歓
11 いつだって！ カラピアノ 若松　歓
12 いつだって！ 歌唱＊ 若松　歓 若松　歓 若松　歓
13 いつだって！ カラオケ 若松　歓 若松　歓
14 林の朝 歌唱 平田多美子 作曲者不明 市川都志春
15 林の朝 カラピアノ 作曲者不明 市川都志春
16 いのちのオーケストラ 歌唱 弓削田健介 弓削田健介
17 いのちのオーケストラ カラピアノ 弓削田健介
18 いのちのオーケストラ 歌唱＊ 弓削田健介 弓削田健介 森 悠也
19 いのちのオーケストラ カラオケ 弓削田健介 森 悠也

リチャード シャーマン
ロバート シャーマン
リチャード シャーマン
ロバート シャーマン

22 チャレンジ！ 歌唱 舘内浩二 舘内聖美
23 チャレンジ！ カラピアノ 舘内聖美
24 Sing a rainbow 歌唱 アーサー  ハミルトン アーサー  ハミルトン 長谷部匡俊
25 Sing a rainbow カラピアノ アーサー  ハミルトン 長谷部匡俊
26 雨の公園 器楽 作曲者不明 岡部栄彦
27 雨の公園 カラピアノ 作曲者不明 岡部栄彦

P.S.ヒル
M.J.ヒル
P.S.ヒル
M.J.ヒル
リチャード シャーマン
ロバート シャーマン
リチャード シャーマン
ロバート シャーマン

32 君が代 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司
33 君が代 カラオケ 林　広守 若松正司
34 君が代 カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス

30

31

三宅悠太歌唱・器楽ごんぎつね8

佐井孝彰

佐井孝彰

器楽

カラピアノ

28 ハッピー バースデイ トゥ ユー 器楽 鹿谷美緖子

29 ハッピー バースデイ トゥ ユー カラピアノ 鹿谷美緖子

20 子どもの世界 歌唱・器楽 小野崎孝輔（日本語詞） 黒澤吉徳

21 子どもの世界 カラピアノ 黒澤吉徳
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD１●GES-15555
1 Believe 歌唱 杉本竜一 杉本竜一 橋本祥路
2 Believe カラピアノ 杉本竜一 橋本祥路
3 Believe 歌唱＊ 杉本竜一 杉本竜一 若草　恵
4 Believe カラオケ 杉本竜一 若草　恵
5 すてきな一歩 歌唱 長井理佳 長谷部匡俊
6 すてきな一歩 カラピアノ 長谷部匡俊
7 すてきな一歩 歌唱＊ 長井理佳 長谷部匡俊 佐橋俊彦
8 すてきな一歩 カラオケ 長谷部匡俊 佐橋俊彦
9 こいのぼり 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌
10 こいのぼり カラピアノ 文部省唱歌
11 こいのぼり 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 佐橋俊彦
12 こいのぼり カラオケ 文部省唱歌 佐橋俊彦
13 小さな約束 器楽 佐井孝彰
14 小さな約束 カラピアノ 佐井孝彰
15 いつでもあの海は 歌唱 佐田和夫 長谷部匡俊
16 いつでもあの海は カラピアノ 長谷部匡俊
17 いつでもあの海は 歌唱＊ 佐田和夫 長谷部匡俊 若松正司
18 いつでもあの海は カラオケ 長谷部匡俊 若松正司
19 リボンのおどり（ラ	バンバ） 器楽A メキシコ民謡 原	由多加
20 リボンのおどり（ラ	バンバ） 器楽B メキシコ民謡 原	由多加
21 打楽器でリズムアンサンブル 音楽づくり

浦田健次郎
川崎祥悦（伴奏編曲）

23 静かにねむれ カラピアノ フォスター 川崎祥悦（伴奏編曲）

24
こげよ	マイケル
（Michael,	row	the	boat	ashore）

歌唱 長崎一男（日本語詞） スピリチュアル 長谷部匡俊

25
こげよ	マイケル
（Michael,	row	the	boat	ashore）

階名唱① スピリチュアル 長谷部匡俊

26
こげよ	マイケル
（Michael,	row	the	boat	ashore）

階名唱② スピリチュアル 長谷部匡俊

27
こげよ	マイケル
（Michael,	row	the	boat	ashore）

階名唱③ スピリチュアル 長谷部匡俊

28
こげよ	マイケル
（Michael,	row	the	boat	ashore）

カラピアノ スピリチュアル 長谷部匡俊

29 夢の世界を 歌唱 芙龍明子 橋本祥路
30 夢の世界を カラピアノ 橋本祥路
31 夢の世界を 歌唱＊ 芙龍明子 橋本祥路 横山菁児
32 夢の世界を カラオケ 橋本祥路 横山菁児

ウォルフ	シュタイン
ウォルフガング	ヤス
ウォルフ	シュタイン
ウォルフガング	ヤス

CD２●GES-15556
1 冬げしき 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌 石桁冬樹
2 冬げしき カラピアノ 文部省唱歌

石桁冬樹
若松正司（オーケストラ編曲）

4 冬げしき カラオケ 文部省唱歌 若松正司（オーケストラ編曲）
文部省唱歌 文部省唱歌
林　柳波 橋本国彦

文部省唱歌
橋本国彦

文部省唱歌 文部省唱歌
林　柳波 橋本国彦

文部省唱歌
橋本国彦

9 子もり歌（律音階） 歌唱 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦
10 子もり歌（律音階） カラピアノ 日本古謡 川崎祥悦
11 子もり歌（都節音階） 歌唱 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦
12 子もり歌（都節音階） カラピアノ 日本古謡 川崎祥悦
13 子もり歌（律音階） 器楽 日本古謡
14 子もり歌（都節音階） 器楽 日本古謡

7 スキーの歌 歌唱＊ 橋本祥路

8 スキーの歌 カラオケ 橋本祥路

橋本祥路

6 スキーの歌 カラピアノ 橋本祥路

3 冬げしき 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌

5 スキーの歌 歌唱

橋本祥路

34 キリマンジャロ カラピアノ 橋本祥路

22 静かにねむれ 歌唱・器楽 武井君子（日本語詞） フォスター

33 キリマンジャロ 器楽
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曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
15 音階の音で旋律づくり 伴奏例 鹿谷美緖子（伴奏編曲）
16 威風堂々 器楽 エルガー 長谷部匡俊
17 威風堂々 カラピアノ エルガー 長谷部匡俊
18 大空がむかえる朝 歌唱 あだち	やえ 浦田健次郎 長谷部匡俊
19 大空がむかえる朝 カラピアノ 浦田健次郎 長谷部匡俊
20 大空がむかえる朝 歌唱＊ あだち	やえ 浦田健次郎 若松正司
21 大空がむかえる朝 カラオケ 浦田健次郎 若松正司

明石潤祐
佐井孝彰（伴奏編曲）

23 ほたるの光 カラピアノ スコットランド民謡 佐井孝彰（伴奏編曲）
明石潤祐
浦田健次郎（オーケストラ編曲）

25 ほたるの光 カラオケ スコットランド民謡 浦田健次郎（オーケストラ編曲）

CD３●GES-15557
1 ちいさい秋みつけた 歌唱＊ サトウ	ハチロー 中田喜直 若松正司
2 ちいさい秋みつけた カラオケ 中田喜直 若松正司
3 ちいさい秋みつけた カラピアノ 中田喜直
4 海 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 若松正司
5 海 カラオケ 文部省唱歌 若松正司
6 海 カラピアノ 文部省唱歌 加賀清孝
7 マイ	バラード 歌唱 松井孝夫 松井孝夫
8 マイ	バラード カラピアノ 松井孝夫

池　毅
富澤　裕（伴奏編曲）
池　毅
富澤　裕（伴奏編曲）

11 A	good	day 歌唱 富澤　裕 富澤　裕
12 A	good	day カラピアノ 富澤　裕
13 それぞれの空 歌唱 新井鷗子 森山至貴
14 それぞれの空 カラピアノ 森山至貴
15 小さな鳥の	小さな夢（斉唱） 歌唱 星	梨津子 佐井孝彰
16 小さな鳥の	小さな夢（斉唱） カラピアノ 佐井孝彰
17 小さな鳥の	小さな夢（同声２部） 歌唱 星	梨津子 佐井孝彰

黒澤吉徳
橋本祥路（伴奏編曲）
黒澤吉徳
橋本祥路（伴奏編曲）

20
クラッピング	ファンタジー	第４番
ギャラクシー	〜銀河をこえて〜

手拍子・器楽 長谷部匡俊

21
クラッピング	ファンタジー	第４番
ギャラクシー	〜銀河をこえて〜

カラピアノ＋鍵.ハ. 長谷部匡俊

22 アフリカン	シンフォニー 器楽 ヴァン	マッコイ 赤羽耕史郎
23 アフリカン	シンフォニー カラピアノ＋鈴＋大太鼓 ヴァン	マッコイ 赤羽耕史郎
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

18 失われた歌 器楽 チャールズ	チルトン

19 失われた歌 カラピアノ チャールズ	チルトン

9 ありがとうの花 歌唱 坂田おさむ 坂田おさむ

10 ありがとうの花 カラピアノ 坂田おさむ

22 ほたるの光 歌唱 日本語詞（稲垣千頴） スコットランド民謡

24 ほたるの光 歌唱＊ 日本語詞（稲垣千頴） スコットランド民謡
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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


