
曲名 作詞 作曲 編曲者
ひまわりの約束 秦 基博 秦 基博 佐井孝彰
翼をください 山上路夫 村井邦彦 鶴原勇夫
世界に一つだけの花 槇原敬之 槇原敬之 佐井孝彰
Swing Low Sweet Chariot アフリカン アメリカン スピリチュアル

／岩沢千早（日本語歌詞）
アフリカン アメリカン スピリチュアル 岡部栄彦

待ちぼうけ 北原白秋 山田耕筰
野ばら ゲーテ シューベルト
野ばら ゲーテ ヴェルナー
この道 北原白秋 山田耕筰
夏の思い出 江間章子 中田喜直
花の街 江間章子 團 伊玖磨
サンタ ルチア ナポリ民謡 ナポリ民謡 川崎祥悦
カーロ ミオ ベン 作詞者不明 ジョルダーニ
五月の歌 オーヴァーベック／青柳善吾（日本語詞）モーツァルト

『京鹿子娘道成寺』から 藤本斗文 初世杵屋弥三郎 初世杵屋作十郎（補曲）
ソーラン節 北海道民謡 北海道民謡 鹿谷美緖子
まつり花 中国民謡／花岡 恵（日本語詞） 中国民謡 小原光一（採譜）
アリラン 朝鮮半島民謡／安西 薫（日本語詞）朝鮮半島民謡 長谷部匡俊（採譜）
Annie Laurie ダグラス／藤浦 洸（日本語詞） スコット夫人 浦田健次郎
思い出 ベイリー／古関吉雄（日本語詞）ベイリー 鹿谷美緖子
おお，シャンゼリゼ 安井かずみ（日本語詞） ウィルショー，ディガン 石桁冬樹
ウィーン，わが夢の街 あらかわひろし（日本語詞） ジーツィンス 加賀清孝
我が太陽 カプッロ／野口耽介（日本語詞）カープア 橋本祥路
アヴェ マリア スコット／シュトルク（独語詞）／

堀内敬三（日本語詞）
シューベルト

君を愛す（優しき愛） ヘロゼー／藤田圭雄（日本語詞）ベートーヴェン
美しい五月に ハイネ／堀内敬三（日本語詞） シューマン
歌の翼に 久野静夫（日本語詞） メンデルスゾーン
誰も寝てはならぬ アダーミ，シモーニ／芹山かな（日本語詞）プッチーニ 佐井孝彰
もはや飛べまい，この蝶々 D.ポンテ／架我主門（日本語詞） モーツァルト
乾杯の歌 芹山かな（日本語詞） ヴェルディ 黒澤吉徳
私を泣かせて ロッシ ヘンデル 長谷部匡俊
かつて木陰は ミナート ヘンデル
荒城の月 土井晩翠 滝 廉太郎 飯沼信義
ふるさと 高野辰之 岡野貞一 平吉毅州
時の旅人 深田じゅんこ 橋本祥路
野ばら 近藤朔風（日本語詞） ヴェルナー 黒澤吉徳
アヴェ ヴェルム コルプス 作詞者不明 モーツァルト
荒れ野に御使い フランス民謡／門馬直衛（日本語詞）フランス民謡 黒澤吉徳
Amazing Grace J. ニュートン アメリカの古い旋律 橋本祥路
Country Roads B. ダノフ，T. ニヴァート，J. デンヴァー B. ダノフ，T. ニヴァート，J. デンヴァー 石桁冬樹
Happy Xmas （War is Over） J. レノン，Y. オノ J. レノン，Y. オノ 石桁冬樹
A Whole New World T. ライス／湯川れい子（日本語詞）A. メンケン 藤原嘉文
Circle of Life T. ライス／松澤 薫（日本語詞） E. ジョン 藤原嘉文
Oh Happy Day E. ホーキンズ／架我主門（日本語詞）E. ホーキンズ 加賀清孝
Happy Birthday to You P.S.ヒル，M.J.ヒル P.S.ヒル，M.J.ヒル 苣木宏幸
Clapping Quartet No.1 長谷部匡俊
箏曲『六段の調』から （伝）八橋検校
威風堂々 エルガー 岡部栄彦
木星 ホルスト 橋本祥路
リベルタンゴ ピアソラ 鹿谷美緖子
いつも何度でも 木村 弓 苣木宏幸
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曲名 作曲
バレエ音楽 ボレロ ラヴェル
アヴェ マリア グレゴリオ聖歌
陽の光を浴びて雲雀が ヴェンタドルン
キリエ 『教皇マルチェルスのミサ』から パレストリーナ
彼女は私の過ちを許してくれるだろうか ダウランド
メヌエット  コメディ バレ『気前のよい恋人たち』から リュリ
ガヴォット  オペラ『アティス』から リュリ
交響曲第９番 ベートーヴェン
菩提樹 連作歌曲集『冬の旅』から シューベルト
ポロネーズ〈英雄〉 ショパン
交響詩 はげ山の一夜 ムソルグスキー

リムスキー＝コルサコフ（編曲）
おお，運命の女神よ  『カルミナ ブラーナ』から オルフ
長唄『京鹿子娘道成寺』
箏曲 『千鳥の曲』 二世吉沢検校
尺八楽 『鹿の遠音』 琴古流古典本曲
組踊 『執心鐘入』 玉城朝薫（作）
管絃 『五常楽急』
能 『船弁慶』 観世信光（作）
文楽 『義経千本桜』《河連法眼館の段》 二世竹田出雲，三好松洛，並木千柳（宗輔）（作）
子供のための組曲 長沢勝俊
八木節 鹿谷美緖子（採譜）
江差追分 小原光一（採譜）
にんば(仁羽） 松本源之助社中
ソーラン節 鹿谷美緖子（採譜）
よさこい節 鹿谷美緖子（採譜）
ひえつき節 鹿谷美緖子（採譜）
谷茶前 鹿谷美緖子（採譜）
アリラン（朝鮮半島） 長谷部匡俊（採譜）
カディスのアレグリアス（スペイン） 長谷部匡俊（採譜）
マニャルセウ（インドネシア・ジャワ島） 長谷部匡俊（採譜）
森のさけび（ルーマニア） 長谷部匡俊（採譜）
コンドルは飛んで行く（アンデス地方） 長谷部匡俊（採譜）
アーヴァーズ（イラン） 長谷部匡俊（採譜）
Scotland the Brave（スコットランド） 長谷部匡俊（採譜）
マラパのイェリ（カメルーン） 長谷部匡俊（採譜）
エンターテイナー Scott Joplin
A列車で行こう Duke Ellington
HIGHWAY STAR Deep Purple
ライディーン YMO
WHITE CHRISTMAS Bing Crosby
BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN
RPG SEKAI NO OWARI
Six Greetings きくお feat. 初音ミク


