
曲名 作詞 作曲 編曲者
Ave Maria 作曲者不詳 内藤淳一
ふるさと 小山薫堂 youth case 三宅悠太
ひまわりの約束 秦 基博 秦 基博 佐井孝彰
レット・イット・ゴー～ありのままで 高橋知伽江（日本語詞） アンダーソン＝ロペス，ロペス 佐井孝彰
Plymouth Rock ホーリフ
ソルフェージュ
翼をください 山上路夫 村井邦彦 加賀清孝
少年時代 井上陽水 井上陽水，平井夏美 大熊崇子
’O sole mio （我が太陽） カプッロ／野口耽介（日本語詞）カープア
Caro mio ben (いとしの わがきみ) 作詞者不詳／宮本益光（日本語詞）ジョルダーニ
花 武島羽衣 滝　廉太郎
夏の思い出 江間章子 中田喜直
見上げてごらん夜の星を 永　六輔 いずみたく 内藤淳一
星に願いを ハーライン 河合紳和
Brazil バホーゾ 内藤淳一
C-a-f-f-e-e ヘリング
ボレロ ラヴェル
ザナルカンドにて 『ファイナルファンタジーⅩ』から 植松伸夫 内藤淳一
序曲 交響組曲《ドラゴンクエストⅠ》から すぎやまこういち 内藤淳一
サザエさん 林　春生 筒美京平 植村幸市
第三の男のテーマ カラス 植村幸市
なごり雪 伊勢正三 伊勢正三 植村幸市
デイ・ドリーム・ビリーバー ZERRY（日本語詞） スチュアート 植村幸市
Memory （ミュージカル《キャッツ》から） ナン，エリオット ロイド＝ウェバー
ハバネラ（オペラ《カルメン》から） 宮本益光（日本語詞） ビゼー 横山潤子
闘牛士の歌（オペラ《カルメン》から） 宮本益光（日本語詞） ビゼー 横山潤子
Heidenröslein ゲーテ／近藤朔風（日本語詞） ヴェルナー 黒澤吉徳
Heidenröslein ゲーテ シューベルト
Ich liebe dich ヘロゼー／藤田圭雄（日本語詞）ベートーヴェン
京畿道アリラン 朝鮮半島民謡 朝鮮半島民謡
ホルディリディア 飯塚　広（日本語詞） スイス民謡
虫のこえ 文部省唱歌 文部省唱歌
秩父屋台囃子 櫻井　寛（楽譜構成）
たこ たこ あがれ わらべ歌
子守歌 日本古謡
さくら 日本古謡
竹田の子守唄 京都府民謡 京都府民謡 藤原康行
安波節 沖縄県民謡 沖縄県民謡 澤田育子（楽譜構成）
安里屋ユンタ 星　克 宮良長包 澤田育子（楽譜構成）
こきりこ 富山県民謡 富山県民謡 澤田育子（楽譜構成）

〈寄せの合方〉（長唄《勧進帳》から） 四世杵屋六三郎 澤田育子（楽譜構成）
《さくら》変奏曲 日本古謡 福山昌美（楽譜構成）
〈初段〉（箏曲《六段の調べ》から） （伝）八橋検校 福山昌美（楽譜構成）
小さな空 武満　徹 武満　徹 三宅悠太
むこうむこう 三井ふたばこ 中田喜直
この道 北原白秋 山田耕筰
故郷 高野辰之 岡野貞一 黒澤吉徳
枯葉 コズマ 桑山真理（採譜）
Oh Happy Day ホーキンズ ホーキンズ 植村幸市
Smoke On The Water ブラックモア，ギラン，グローヴァー，ロード，ペイス ブラックモア，ギラン，グローヴァー，ロード，ペイス 植村幸市
冬景色 文部省唱歌 文部省唱歌 石桁冬樹
荒野の果てに フランスのキャロル／由木　康（日本語詞）フランスのキャロル 三宅悠太
青い山脈 西條八十 服部良一 内藤淳一（採譜）
能《高砂》から 世阿弥（作） 世阿弥（作）
能《羽衣》から 作者不詳 作者不詳
願い 深田じゅんこ 佐井孝彰
ぼくは ぼく 工藤直子 三宅悠太
夢みたものは… 立原道造 木下牧子
Now Is The Month Of Maying 作詞者不詳／皆川達夫（日本語歌詞） モーリー 内藤淳一
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オペラ《カルメン》（ビゼー） ビゼー
アリラン（朝鮮半島）
オルティンドー（モンゴル）
先住民たちの合唱 （台湾）
ウズン・ハワ（トルコ）
ヨーデル（スイス）
イヌイットの喉歌（カナダ）
アルフー （中国）
サウン・ガウ（ミャンマー）
シタール（インド）
ニッケルハルパ（スウェーデン）
ツィター（オーストリア）
チャランゴ（ボリビア）
バグパイプ（イギリス，スコットランド）
ナイ（ルーマニア）
ケーナ（ペルー）
鼻笛（タヒチ島）
ガムラン（インドネシア）
トーキング・ドラム（西アフリカ一帯）
バラフォン（西アフリカ一帯）
スティールパン（トリニダード・トバゴ）

《枯葉》 コズマ
雅楽 舞楽《陵王》 作者不詳
能《道成寺》 作者不詳
箏曲《みだれ（乱輪舌）》 （伝）八橋検校
尺八曲 琴古流古典本曲《鹿の遠音》 作曲者不詳
組曲《動物の謝肉祭》 サン=サーンス
バレエ音楽《ボレロ》 ラヴェル

《平均律クラヴィーア曲集》第１巻から第１番 ハ長調 BWV846
〈プレリュードとフーガ〉

J.S.バッハ

ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 op.57《熱情》 ベートーヴェン
《パガニーニ大練習曲》から第３曲〈ラ・カンパネッラ〉 リスト
《前奏曲集》第１巻から第10曲〈沈める寺〉 ドビュッシー
ピアノ・ソナタ第７番 変ロ長調 op.83 プロコフィエフ
プリペアド・ピアノのための《ソナタとインターリュード》 ケージ
交響曲第９番 ニ短調 op.125《合唱付き》から第4楽章 ベートーヴェン
混声合唱のための《うた》から〈さくら〉 日本古謡／武満　徹（編曲）
交響曲第25番 ト短調 K.183から第１楽章 モーツァルト
ヴァイオリン協奏曲第５番 イ長調 K.219《トルコ風》から第３楽章 モーツァルト
セレナード 変ロ長調 K.361《グラン・パルティータ》から第３楽章 モーツァルト
オペラ《フィガロの結婚》 K.492 第2幕から三重唱〈スザンナ，出て来なさい〉モーツァルト


