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ジャンル 作曲者・アーティスト名 作品名 曲目

邦楽 Ado うっせぇわ

邦楽 AKB48 Everyday、カチューシャ

邦楽 AKB48 365日の紙飛行機

邦楽 AKB48 ファーストラビット

邦楽 AKB48 フライングゲット

邦楽 AKB48 ヘビーローテーション

邦楽 AKB48 会いたかった

邦楽 AKB48 恋するフォーチューンクッキー

邦楽 aiko カブトムシ

邦楽 BoA メリクリ

邦楽 CHAGE&ASKA YAH YAH YAH

邦楽 Chara やさしい気持ち

邦楽 DECO*27 おじゃま虫 feat.初音ミク

邦楽 DREAMS COME TRUE LOVE LOVE LOVE

邦楽 DREAMS COME TRUE 晴れたらいいね

邦楽 Every Little Things Time goes by

邦楽 Every Little Things 出逢った頃のように

邦楽 H Jungle with t WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント

邦楽 HY 366日

邦楽 JUDY AND MARY Classic

邦楽 JUDY AND MARY LOVER SOUL

邦楽 JUDY AND MARY そばかす

邦楽 JUJU 東京

邦楽（アーティスト並べ、アルファベット順→漢字五十音順）



邦楽 KAN 愛は勝つ

邦楽 Kiroro 長い間

邦楽 Kiroro 未来へ

邦楽 L'Arc〜en〜Ciel DIVE TO BLUE

邦楽 L'Arc〜en〜Ciel Flower

邦楽 L'Arc〜en〜Ciel HONEY

邦楽 L'Arc〜en〜Ciel あなた

邦楽 L'Arc〜en〜Ciel 虹

邦楽 Le Couple ひだまりの詩

邦楽 MAX Seventies

邦楽 MAX TORA TORA TORA

邦楽 MAX 一緒に…

邦楽 MAX 銀河の誓い

邦楽 MISIA 名前のない空を見上げて

邦楽 MISIA 明日へ

邦楽 MISIA 逢いたくていま

邦楽 MISIA オルフェンズの涙

邦楽 miwa ヒカリへ

邦楽 MY LITTLE LOVER Hello, Again

邦楽 May‘ｎ/中島愛 ライオン

邦楽 NOKKO 人魚

邦楽 PUFFY アジアの純真

邦楽 PUFFY これが私の生きる道

邦楽 SMAP 世界に一つだけの花

邦楽 SMAP 夜空ノムコウ

邦楽 SPEED my graduation

邦楽 SPEED White Love

邦楽 Superfly 愛をこめて花束を



邦楽 Superfly フレア

邦楽 the briliant green There will be love there

邦楽 TRF Boy meets girl

邦楽 TRF masquerade！

邦楽 TRF Overnight Sensation

邦楽 TRF 寒い夜だから…

邦楽 YOASOBI 夜に駆ける

邦楽 ZARD Get U're Dream

邦楽 ZARD マイ フレンド

邦楽 ZARD 負けないで

邦楽 ZARD 揺れる思い

邦楽 相川七瀬 恋心

邦楽 相川七瀬 夢見る少女じゃいられない

邦楽 あいみょん マリーゴールド

邦楽 赤い鳥 翼をください

邦楽 秋山雅史 千の風になって

邦楽 安室奈美恵 Body Feels EXIT

邦楽 安室奈美恵 Can you celebrate

邦楽 安室奈美恵 Chase the Chance

邦楽 安室奈美恵 Don't wanna cry

邦楽 安室奈美恵 HERO

邦楽 安室奈美恵 TRY ME ～私を信じて～

邦楽 アンジェラ・アキ 手紙〜拝啓　十五の君へ〜

邦楽 いきものがかり YELL

邦楽 いきものがかり ありがとう

邦楽 石川さゆり 風の盆恋歌

邦楽 石川さゆり 天城越え

邦楽 石川さゆり 津軽海峡・冬景色



邦楽 いずみたく 手のひらを太陽に

邦楽 井上陽水 少年時代

邦楽 今井美樹 PRIDE

邦楽 イルカ なごり雪

邦楽 岩崎 宏美 すみれ色の涙

邦楽 岩崎宏美 聖母（マドンナ）たちのララバイ

邦楽 宇多田ヒカル Automatic

邦楽 宇多田ヒカル First Love

邦楽 ウルフルズ ガッツだぜ！！

邦楽 越路吹雪 愛の讃歌

邦楽 大黒摩季 熱くなれ

邦楽 大黒摩季 夏が来る

邦楽 太田裕美 木綿のハンカチーフ

邦楽 大塚愛 さくらんぼ

邦楽 大橋純子 シルエット・ロマンス

邦楽 岡本真夜 この星空の彼方

邦楽 岡本真夜 そのままの君でいて

邦楽 岡本真夜 TOMORROW

邦楽 尾崎紀世彦 また逢う日まで

邦楽 小田和正 たしかなこと

邦楽 小田和正 言葉にできない

邦楽 小田和正 ラブ・ストーリーは突然に

邦楽 おニャン子クラブ セーラー服を脱がさないで

邦楽 海援隊 贈る言葉

邦楽 ガガガDX 人間っていいな

邦楽 華原朋美 I'm Proud

邦楽 辛島美登里 サイレント・イヴ

邦楽 喜納昌吉 花



邦楽 木村カエラ Butterfly

邦楽 キャンディーズ もうすぐ春ですね

邦楽 キャンディーズ 春一番

邦楽 キャンディーズ 暑中お見舞い申し上げます

邦楽 久保田早紀 異邦人

邦楽 黒うさP 千本桜

邦楽 小泉今日子 あなたに会えてよかった

邦楽 小泉今日子 なんてったってアイドル

邦楽 倖田來未 Moon Crying

邦楽 倖田來未 you

邦楽 倖田來未 キューティーハニー

邦楽 小林明子 恋におちて-Fall in love-

邦楽 米米CLUB 君がいるだけで

邦楽 米米CLUB 浪漫飛行

邦楽 小柳ゆき あなたのキスを数えましょう

邦楽 小柳ルミ子 お久しぶりね

邦楽 小柳ルミ子 瀬戸の花嫁

邦楽 酒井法子 碧いうさぎ

邦楽 坂本九 上を向いて歩こう

邦楽 坂本九 心の瞳

邦楽 坂本九 見上げてごらん夜の星を

邦楽 坂本冬美 夜桜お七

邦楽 サザンオールスターズ TSUNAMI

邦楽 さとう宗幸 青葉城恋唄

邦楽 沢田知可子 会いたい

邦楽 篠原涼子 恋しさとせつなさと心強さと

邦楽 島谷ひとみ 亜麻色の髪の乙女

邦楽 ジュディ・オング 魅せられて



邦楽 東海林修 怪獣のバラード

邦楽 スターダスト★レビュー 木蘭の涙

邦楽 スピッツ 空も飛べるはず

邦楽 スピッツ チェリー

邦楽 スピッツ ロビンソン

邦楽 大事MANブラザーズバンド それが大事

邦楽 高橋真梨子 ごめんね…

邦楽 竹内まりや いのちの歌

邦楽 竹内まりや 元気を出して

邦楽 谷村新司 いい日旅立ち

邦楽 谷村新司・加山雄三 サライ

邦楽 チューリップ 夏色のおもいで

邦楽 つじあやの 風になる

邦楽 テレサ・テン 時の流れに身をまかせ

邦楽 トランザム ともだちはいいもんだ

邦楽 永井真理子 瞳・元気

邦楽 夏川りみ 蘇州夜曲

邦楽 夏川りみ 涙そうそう

邦楽 中島美嘉 雪の華

邦楽 中島みゆき 糸

邦楽 中島みゆき 銀の龍の背に乗って

邦楽 中島みゆき 時代

邦楽 中島みゆき 空と君のあいだに

邦楽 中島みゆき 地上の星

邦楽 中島みゆき 春なのに

邦楽 中島みゆき 麦の唄

邦楽 中森明菜 ミ・アモーレ

邦楽 中山美穂 世界中の誰よりきっと



邦楽 中山美穂 ただ泣きたくなるの

邦楽 永井真理子 ZUTTO

邦楽 西島三重子 池上線

邦楽 西野カナ トリセツ

邦楽 橋幸夫＆吉永小百合 いつでも夢を

邦楽 服部公一 アイスクリームのうた

邦楽 花岡優平 
風の中のクロニクル

邦楽 花は咲くプロジェクト 花は咲く

邦楽 浜崎あゆみ Depend on you

邦楽 浜崎あゆみ For My Dear...

邦楽 浜崎あゆみ Trust

邦楽 久石譲 Stand Alone

邦楽 一青窈 ハナミズキ

邦楽 平原綾香 威風堂々

邦楽 平原綾香 Jupiter

邦楽 平原綾香 おひさま〜大切なあなたへ

邦楽 平原綾香 ノクターン

邦楽 平松愛理 部屋とYシャツと私

邦楽 広瀬香美 ゲレンデがとけるほど恋したい

邦楽 広瀬香美 ロマンスの神様

邦楽 ピンク・レディー UFO

邦楽 ピンク・レディー サウスポー

邦楽 ピンク・レディー ペッパー警部

邦楽 平山三紀 真夏の出来事

邦楽 福山雅治 道標

邦楽 藤井フミヤ TRUE LOVE

邦楽 藤谷美和子 愛が生まれた日

邦楽 二葉あき子 水色のワルツ



邦楽 プリンセスプリンセス Diamonds（ダイアモンド）

邦楽 プリンセスプリンセス M

邦楽 古内東子  
誰より好きなのに

邦楽 本田美奈子 つばさ

邦楽 本田美奈子 1986年のマリリン

邦楽 松浦亜弥 桃色片想い

邦楽 松坂慶子 愛の水中花

邦楽 松田聖子 赤いスイートピー

邦楽 松田聖子 あなたに逢いたくて

邦楽 松田聖子 永遠のもっと果てまで

邦楽 松田聖子 輝いた季節へ旅立とう

邦楽 松田聖子 瑠璃色の地球

邦楽 松任谷由実 海を見ていた午後

邦楽 松任谷由実 守ってあげたい

邦楽 松任谷由実 恋人がサンタクロース

邦楽 松任谷由実 春よ、来い

邦楽 松村和子 帰ってこいよ

邦楽 美空ひばり 歌は我が命

邦楽 美空ひばり 愛燦燦

邦楽 美空ひばり 哀愁波止場

邦楽 美空ひばり お祭りマンボ

邦楽 美空ひばり 川の流れのように

邦楽 美空ひばり 悲しい口笛

邦楽 美空ひばり 悲しい酒

邦楽 美空ひばり 人生一路

邦楽 美空ひばり 船頭かわいや

邦楽 美空ひばり 東京キッド

邦楽 美空ひばり 真っ赤な太陽



邦楽 美空ひばり リンゴ追分

邦楽 美空ひばり 柔

邦楽 モーニング娘。 LOVEマシーン

邦楽 ももいろクローバー 行くぜっ！怪盗少女

邦楽 ももいろクローバーZ 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

邦楽 森高千里 私がオバさんになっても

邦楽 森山直太朗 さくら

邦楽 森山良子 この広い野原いっぱい

邦楽 森山良子 ある日の午後

邦楽 森山良子 あなたが好きで

邦楽 薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃

邦楽 薬師丸ひろ子 メインテーマ

邦楽 安田成美 風の谷のナウシカ

邦楽 山口淑子 夜来香

邦楽 山口百恵 乙女座宮

邦楽 山口百恵 夢先案内人

邦楽 山口百恵 いい日旅立ち

邦楽 山口百恵 秋桜

邦楽 山口百恵 しなやかに歌って

邦楽 山口百恵 夏ひらく青春

邦楽 山本リンダ 狂わせたいの

邦楽 山本リンダ どうにもとまらない

邦楽 山本リンダ 狙いうち

邦楽 米津玄師 パプリカ

アニメ 宮川泰 宇宙戦艦ヤマト 無限に広がる大宇宙

アニメ ささき いさお 宇宙戦艦ヤマト 宇宙戦艦ヤマト オープニングテーマ

アニメ 松谷裕子 うる星やつら ラムのラブソング

アニメ（作品五十音順並べ）



アニメ ラミューズ キテレツ大百科 はじめてのチュウ

アニメ LiSA 鬼滅の刃 紅蓮華

アニメ LiSA 鬼滅の刃 炎

アニメ 中川奈美 鬼滅の刃 竈門炭治郎の歌

アニメ ゴダイゴ 銀河鉄道999 銀河鉄道999

アニメ 矢島晶子 クレヨンしんちゃん オラはにんきもの

アニメ 高橋洋子 新世紀エヴァンゲリオン 残酷な天使のテーゼ

アニメ 高橋洋子 新世紀エヴァンゲリオン シト誕生 魂のルフラン

アニメ 宇多田ヒカル 新世紀エヴァンゲリオン シン One Last Kiss

アニメ 岩崎良美 タッチ タッチ

アニメ B.B.クイーンズ / E-Girls ちびまる子ちゃん 踊るポンポコリン

アニメ manzo 天体戦士サンレッド 続・溝の口太陽族

アニメ 影山ヒロノブ ドラゴンボール CHA-LA- HEAD-CHA-LA

アニメ 高橋洋樹 ドラゴンボール 摩訶不思議アドベンチャー

アニメ 橋本潮 ドラゴンボール ロマンティックあげるよ

アニメ 大杉久美子 母をたずねて三千里 草原のマルコ

アニメ DALI 美少女戦士セーラームーン セーラームーン伝説

アニメ 岡田恭子 ひみつのアッコちゃん ひみつのアッコちゃん

アニメ スリーグレイセス 魔法使いサリー 魔法使いサリーのうた

ドラマ 串田アキラ、こおろぎ‘73 太陽戦隊サンバルカン 太陽戦隊サンバルカン

童謡 岡野貞一 ふるさと

童謡 滝廉太郎 お正月

童謡 滝廉太郎 花

童謡 山田耕筰 赤とんぼ

日本歌曲 木下牧子 さびしいカシの木

日本歌曲 高田三郎 くちなし

童謡（作曲者五十音順並べ）

日本歌曲（作曲者五十音順並べ）



日本歌曲 武満徹 小さな空

日本歌曲 團伊玖磨 花の街

日本歌曲 中田章 早春賦

日本歌曲 石川啄木 初恋

日本歌曲 服部良一 蘇州夜曲

日本歌曲 別宮貞雄 さくら横ちょう

日本歌曲 山田耕筰 さくらさくら

日本歌曲 仰げば尊し

日本歌曲 黒いひとみ

合唱曲 エンジェルスハーモニー BELIEVE

洋楽 アンドレ・ポップ 恋は水色（L'amour est bleu ラムール・エ・ブル）

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

洋楽 カーペンターズ 青春の輝き（I Need To Be In Love）

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

洋楽 カーペンターズ シング（Sing）

洋楽 カーペンターズ トップ・オブ・ザ・ワールド（Top of the world）

洋楽 クイーン 伝説のチャンピオン（We Are The Champions）

洋楽 サイモン＆ガーファンクル 明日に架ける橋

洋楽 ジル・ティボー マイ・ウェイ（My Way）

洋楽 セリーヌ・ディオン トゥ・ラヴ・ユー・モア（to love you more）

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

洋楽 ビートルズ イエスタデイ（Yesterday）

洋楽 ビートルズ オブラディ・オブラダ（Ob-La-Di, Ob-La-Da）

洋楽 ビートルズ ヘイ・ジュード（Hey Jude）

洋楽 ビートルズ レット・イット・ビー

洋楽 フォスター 祈り（The Prayer）

洋楽（アーティスト五十音順並べ）

合唱曲（作曲者五十音順並べ）



洋楽 プライツマン 彼方の光（Far away）

洋楽 ホイットニー・ヒューストン オール・アット・ワンス（All At Once）

洋楽 ホイットニー・ヒューストン グレイテスト・ラヴ・オブ・オール（The Greatest Love Of All）

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

洋楽 マイケル・ブーブレ ホワイト・クリスマス（White Christmas）

洋楽 マライアキャリー HERO

洋楽 マライアキャリー 恋人たちのクリスマス（All I Want For Christmas Is You）

洋楽 マクブラウン ローズ（The Rose）

洋楽 モリコーネ ネッラ・ファンタジア（Nella Fantasia）

洋楽 ラカジェ アマポーラ（Amapola）

ニュークラシック サラ・ブライトマン タイム・トゥー・セイ・グッバイ（Time to say goodbye）

ニュークラシック シークレット・ガーデン ユー・レイズ・ミー・アップ（You raise me up）

ニュークラシック アメイジング・グレース（Amazing Grace）

ニュークラシック ピエ・イエズ（Pie Jesus）

ミュージカル アーサー・フリード 雨に唄えば 雨に唄えば（Singin' In The Rain）

ミュージカル アンドリュー・ロイド・ウェーバー エビータ アルゼンチンよ泣かないで（Don't Cry For Me Argentina）

ミュージカル アンドリュー・ロイド・ウェーバー オペラ座の怪人 オペラ座の怪人（The Phantom Of The Opera）

ミュージカル アンドリュー・ロイド・ウェーバー キャッツ メモリー（Memory）

ミュージカル ジョージ・バーナード・ショー マイ・フェア・レディ 踊り明かそう（I Could Have Danced All Night）

ミュージカル シルヴェスター・リーヴァイ エリザベート 愛と死のロンド

ミュージカル シルヴェスター・リーヴァイ エリザベート 闇が広がる

ミュージカル シルヴェスター・リーヴァイ エリザベート 私だけに

ミュージカル チャールズ・ストラウス アニー トゥモロー（Tomorrow）

ミュージカル ポール・テイチェンズ オズの魔法使い 虹の彼方に（Over The Rainbow）

ミュージカル マーヴィン・ハムリッシュ コーラスライン 愛した日々に悔いはない（What I Did For Love）

ミュージカル マーク・シャイマン 天使にラブ・ソングを オー・ハッピー・デイ（O Happy Day）

ニュークラシック（アーティスト五十音順並べ）

ミュージカル（作曲者五十音順並べ）



ミュージカル ミシェル・シェーンベルク レ・ミゼラブル オン・マイ・オウン（On My Own）

ミュージカル ミシェル・シェーンベルク レ・ミゼラブル 民衆の歌（Do You Hear The People Sing ?）

ミュージカル ミシェル・シェーンベルク レ・ミゼラブル 夢やぶれて（I Dream A Dream）

ミュージカル ミシェル・シェーンベルグ ミス・サイゴン 命をあげよう（I'd Give My Life For You）

ミュージカル リチャード・ロジャース サウンド・オブ・ミュージック エーデルワイス（Edelweiss）

ミュージカル リチャード・ロジャース サウンド・オブ・ミュージック サウンド・オブ・ミュージック（The Sound Of Music）

ミュージカル リチャード・ロジャース サウンド・オブ・ミュージック すべての山に登れ（Climb Every Mountain）

ミュージカル リチャード・ロジャース サウンド・オブ・ミュージック ドレミの歌（Do・Re・Mi）

ミュージカル リチャード・ロジャース サウンド・オブ・ミュージック わたしの好きなもの（My Favorite Things）

ミュージカル リチャード・ロジャース 王様と私 シャル・ウィ・ダンス？（Shall We Dance?）

ミュージカル レナード・バーンスタイン ウエスト・サイド・ストーリー トゥナイト（Tonight）

ミュージカル（宝塚） ベルサイユのばら

ミュージカル（宝塚） フランツ・デーレ パリゼット すみれの花咲くころ

ミュージカル（劇団四季） 三木たかし 「ユタと不思議な仲間たち」 ともだち(ファミリー)はいいもんだ

映画 Pasek&Paul The Greatest Showman Never Enough

映画 ミシェル・ルグラン シェルブールの雨傘 シェルブールの雨傘

映画 ヘンリー・マンシーニ ティファニーで朝食を ムーン・リヴァー（Moon River）

映画 ニーノ・ロータ ロミオとジュリエット 愛のテーマ

映画 ニーノ・ロータ ロミオとジュリエット ロミオとジュリエット（A Time For Us）

映画 リヒャルト・ハイマン 会議は踊る ただ一度だけ

映画 アルフレッド・ニューマン 慕情 慕情

ディズニー ロバート・ロペス / 松たか子・神田沙也加 アナと雪の女王 生まれてはじめて（For The First Time In Forever）

ディズニー ロバート・ロペス / 神田沙也加・津田英佑 アナと雪の女王 とびら開けて（Love Is Open The Door）

ディズニー ロバート・ロペス / 松たか子 アナと雪の女王 レット・イット・ゴー（Let It Go）

ディズニー アラン・メンケン アラジン ホール・ニュー・ワールド（A Whole New World）

ディズニー アラン・メンケン/Naomi Scott アラジン Speechless (from Disney's Aladdin)

映画音楽（作品五十音順並べ）

ディズニー（作品五十音順並べ）



ディズニー アラン・メンケン / 木下晴香 アラジン（実写版） スピーチレス〜心の声(パート1)

ディズニー フランク・チャーチル 白雪姫 いつか王子様が（Someday My Prince Will Come）

ディズニー フランク・チャーチル 白雪姫 ハイ・ホー（Heigh-Ho）

ディズニー アル・ホフマン シンデレラ ビビディ・バビディ・ブー（Bibbidi-Bobbidi-Boo）

ディズニー アル・ホフマン シンデレラ 夢はひそかに（A Dream Is A Wish Your Heart Makes）

ディズニー アラン・メンケン 塔の上のラプンツェル 輝く未来（I See The Light）

ディズニー アラン・メンケン 塔の上のラプンツェル 自由への扉（When Will My Life Begin）

ディズニー リー・ハーライン ピノキオ 星に願いを（When You Wish Upon A Star）

ディズニー アラン・メンケン ポカホンタス カラー・オブ・ザ・ウィンド（Colors Of The Wind）

ディズニー マシュー・ワイルダー ムーラン リフレクション（Reflection）

ディズニー ロバート・シャーマン メリー・ポピンズ 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

ディズニー アラン・メンケン ライオンキング サークル・オブ・ライフ（The Circle Of Life）

ディズニー アラン・メンケン リトル・マーメイド パート・オブ・ユア・ワールド（Part Of Your World）

ディズニー アラン・メンケン 美女と野獣 美女と野獣（Beauty And The Beast）

ディズニー ジャック・ローレンス 眠れる森の美女 いつか夢で（Once Upon A Time）

ディズニー シャーマン兄弟 小さな世界（It's A Small World）

ジブリ 久石譲 となりのトトロ さんぽ

ジブリ 久石譲 となりのトトロ となりのトトロ

ジブリ 久石譲 / 米良美一 もののけ姫 もののけ姫

ジブリ 久石譲 耳をすませば カントリーロード

ジブリ 久石譲 天空の城ラピュタ 君をのせて

ジブリ 久石譲 魔女の宅急便 ルージュの伝言

野球 中山晋平 東京ヤクルトスワローズ 東京音頭

野球 山本正之 中日ドラゴンズ応援歌 燃えよドラゴンズ

野球 古関裕而 阪神タイガースの歌 六甲おろし

野球 宮崎尚志 広島東洋カープ それ行けカープ

ジブリ（作品五十音順並べ）

野球（球団五十音順並べ）



野球 古関裕而 読売巨人軍球団歌 闘魂こめて

オペレッタ アブラハム サヴォイの舞踏会 常に変わらぬ愛を

オペレッタ カールマーン チャールダーシュの女王 ハイヤー、山こそ我が故郷

オペレッタ カールマーン バヤデレ 踊りましょうよ、シミーダンス！

オペレッタ カールマーン 伯爵令嬢マリツァ 行こう！ヴァラシュディン

オペレッタ カールマーン 伯爵令嬢マリツァ ジプシーヴァイオリンを聴くと（マリツァ登場の歌）

オペレッタ カールマーン 伯爵令嬢マリツァ プスタでは娘たちが

オペレッタ シュトルツ 白馬亭にて 愛の歌はワルツでなければ

オペレッタ シュトルツ プラタ公園の春 プラタ公園の春

オペレッタ スッペ ボッカチオ 恋はやさし野辺の花よ

オペレッタ ベナツキー 白馬亭にて 愛してもらえたら

オペレッタ ヨハン・シュトラウス ウィーン気質 アンネン・ポルカ（酔っ払いのポルカ）

オペレッタ ヨハン・シュトラウス こうもり 侯爵様、あなたのような御方ならば

オペレッタ ヨハン・シュトラウス2世 こうもり 田舎娘を演じるなら

オペレッタ ヨハン・シュトラウス2世 こうもり ふるさとの調べ（ロザリンデのチャールダーシュ）

オペレッタ レハール ジプシーの恋 聞こえてくるあの調べ

オペレッタ レハール ジュディッタ くちづけより熱く

オペレッタ レハール パガニーニ 愛、この世の天国（アンナ・エリーザのワルツの歌）

オペレッタ レハール メリー・ウィドウ ヴィリアの歌

オペレッタ レハール ルクセンブルグ伯爵 ピエールが誘ったの（ジュリエッタのシャンソン）

オペレッタ レハール ルクセンブルグ伯爵 微笑みかける幸せ

オペレッタ レハール 微笑みの国 青いパゴダのサロンでは（ミーのダンスの歌）

オペレッタ レハール 微笑みの国 我がすべての命を捧げる

オペラ ヴェルディ リゴレット 慕しい名前

オペラ ヴェルディ 椿姫 花から花へ

オペラ ヴェルディ 椿姫 さようなら過ぎ去った日よ

オペレッタ（作曲者五十音順並べ）

オペラ（作曲者五十音順並べ）



オペラ ガーシュイン ポギーとベス サマータイム

オペラ グノー ロミオとジュリエット 私は夢に生きたい

オペラ ドヴォルザーク ルサルカ 白銀の月よ

オペラ ドニゼッティ ドン・パスクワーレ 騎士はそのまなざしに

オペラ ドニゼッティ リタ 家庭も宿屋も順風満帆

オペラ ドニゼッティ 愛の妙薬 受け取って、あなたは自由よ

オペラ ドニゼッティ 連隊の娘 フランスに敬礼！

オペラ ビゼー 真珠とり 昔のように 夜の暗がりの中

オペラ プッチーニ ジャンニ・スキッキ 私のお父さん

オペラ プッチーニ トスカ 歌に生き 愛に生き

オペラ プッチーニ ラ・ボエーム あなたの愛の呼び声に

オペラ プッチーニ ラ・ボエーム 私が街を歩けば

オペラ プッチーニ ラ・ボエーム 私の名前はミミ

オペラ プッチーニ トゥーランドット 誰も寝てはならぬ

オペラ プッチーニ 蝶々夫人 ある晴れた日に

オペラ ヘンデル ジューリオ・チェザール この胸に息のある限り

オペラ モーツァルト イドメネオ エレットラのアリア

オペラ モーツァルト ドン・ジョバンニ どれほどあなたを愛しているか（ドンナ・アンナのロンド）

オペラ モーツァルト 二人の男爵 大いなる魂と高貴な心

オペラ モーツァルト 魔笛 パパパの二重唱

オペラ ロッシーニ セビリアの理髪師 今の歌声は

アメリカ ピー・ウィー・キング テネシーワルツ（Tennessee Waltz）

アルゼンチン カルロス・ガルデル ポル・ウナ・カベ―サ（Por una cabeza）

イタリア カプア オー・ソレ・ミオ（O sole mio）

イタリア トスティ セレナータ（La Serenata）

イタリア ドメニコ・モドゥーニョ ボラーレ（Volare）

イタリア ナポリ民謡 カタリカタリ（Core 'ngrato）

歌曲（作曲者五十音順並べ）



イタリア ナポリ民謡 サンタルチア（Santa Lucia）

イタリア ナポリ民謡 帰れソレントへ（Torna a Surriento）

イタリア オットリーノ・レスピーギ 最後の陶酔（L`ultima ebbrezza）

イタリア カッチーニ アヴェ・マリア（Ave Maria）

イタリア ジャン・ポール・マルティーニ 愛の喜び（Piacer d'amor）

イタリア マスカーニ アヴェ・マリア（Ave Maria）

イタリア ベネディクト 麗しい四月が（Col ritornar del dolce april ）

ドイツ ジーツィンスキー ウィーンわが夢のまち（Wien, du stadt meiner Träume）

ドイツ ヨハン・シュトラウス 春の声

ドイツ ウェルナー 野なかの薔薇（Heidenröslein）

ドイツ シューベルト アヴェ・マリア（Ave Maria）

ドイツ シューベルト 糸紡ぎのグレートヒェン（Gretchen am Spinnrade）

ドイツ シューベルト エレンの歌第3番（Ellens dritter Gesang, Ellens Gesang III）

ドイツ シューベルト 音楽に寄せて（An die Musik）

ドイツ シューベルト 君こそは憩い（Du bist die Ruh）

ドイツ シューベルト 野なかの薔薇（Heidenröslein）

ドイツ シューベルト 春の信仰（Frühlingsglaube）

ドイツ シューマン 女の愛と生涯（Frauenliebe und Leben） 彼って、誰よりも一番ステキだわ（Er，der Herrlichste von allen　Op.42-2）

ドイツ シューマン 献呈（Widmung）

ドイツ フランツ・リスト 愛の夢（O lieb,）

ドイツ リヒャルト・シュトラウス Morgen!

ドイツ リヒャルト・シュトラウス 献呈（Zueignung）

ドイツ リヒャルト・シュトラウス 最後の木の葉（Letzte Blätter）による8つの歌曲 万霊節（rseelen）

ドイツ(ラテン語) モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス（Ave verum corpus）

ドイツ(ラテン語) モーツァルト 踊れ、喜べ、幸いなる魂よ

フランス グノー アヴェ・マリア（Ave Maria）

フランス サティ ジュ・トゥ・ヴー（Je te veux）

フランス デラクア 牧歌（Villanelle）



フランス ドビュッシー レクイエム 星の夜（Nuit d'etoiles）

フランス プーランク 愛の小径（Les chemins de l'amour）

フランス フォーレ 慈悲深いイエス（Pie Jesu）

フランス フォーレ 夢のあとに（Après un rêve ）

フランス エディット・ピアフ 愛の讃歌（Hymne à l'amour）

フランス ジョゼフ・コズマ 枯葉（Les Feuilles mortes）

フランス マイク・ウィルシュ オー・シャンゼリゼ（Les Champs-Élysées）

フランス プーランク 愛の小径（Les chemins de l'amour）

ロシア フロリアン・ハーマン 黒い瞳

ロシア ラフマニノフ ヴォカリーズ


