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うれしいひなまつり みかんの花咲く丘 いい日旅立ち * 埴生の宿 *

こいのぼり かもめの水兵さん 遠くへ行きたい 秋桜

背くらべ 仲良し小道 バラがさいた 桜貝の歌 *

スキー しょうじょう寺 いつでも夢を 千曲川

ずいずいずっころばし からすの赤ちゃん 銀色の道 森の水車

たき火 蛙の笛 昴_subaru 船頭小唄

ちいさい秋みつけた 見てござる 心の窓にともし灯を 知床旅情

ドレミの歌 お猿のかごや 雨に咲く花 鈴懸の径

めだかの学校 可愛い魚やさん 湖愁 女ひとり

われは海の子 金魚の昼寝 君だけを 寒い朝

夏は来ぬ りんごのひとりごと 想い出の渚 北上夜曲

花・滝廉太郎 お山のおさる 高校三年生 * 山のけむり *

汽車ポッポ 赤い鳥小鳥 学生時代 四季の歌 *
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仰げば尊し 赤い靴 ふるさとの話をしよう 山のロザリア

蛍の光 まりととのさま ブルーシャトー トロイカ *

月の沙漠 * 靴がなる 風 琵琶湖周航の歌 *

肩たたき どんぐりころころ 旅人よ ゴンドラの唄＊

紅葉 夕陽 君といつまでも カチューシャの唄 ＊

七つの子 * 月の砂漠 亜麻色の髪の乙女 野ばら

春の小川 紅葉 五番街のマリーへ ロンドンデリーの歌

村祭 花嫁人形 桃色吐息 アニー・ローリー

大きな古時計 * 夕焼け小焼け ジョニーへの伝言 エーデルワイス

茶摘み * 春よ来い 小指の想い出 おお牧場はみどり

虫のこえ どこかで春が 瀬戸の花嫁 雪山賛歌

朝はどこから * 日立の樹 青春時代 山男の歌

冬景色 荒城の月 * 青葉城恋唄 坊がつる讃歌
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里の秋 * 花 青春サイクリング 枯葉

旅愁 * 早春賦 霧の摩周湖 パリの空の下

朧月夜 浜辺の歌 * 青春の城下町 オー・シャンゼリゼ

かあさんの歌 浜千鳥 なごり雪 サンタルチア

とうりゃんせ 椰子の実 * 小さな日記 ローレライの歌

あめふり この道 翼をください オー・ソレミオ

雨降りお月さん 夏の思い出 * 上を向いて歩こう 帰れソレントへ

なかよし小道 赤とんぼ ＊ 幸せなら手をたたこう 愛の賛歌

船頭さん 砂山 世界に一つだけの花 サン・トワ・マミー

優しいお母様 さくらさくら 花～すべての人の心に花を～ 恋心 (タンゴ)

からすの赤ちゃん 春が来た 倖せはここに 恋人よ

あの子はたあれ 花かげ 木綿のハンカチーフ ラストダンスは私に

ママのお膝 故郷 * 誰もいない海 峠の我家
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かもめの水兵さん 鐘の鳴る丘 あの素晴らしい愛をもう一度 スワニー川

雨 忘れな草をあなたに この広い野原いっぱい ともしび

青い目の人形 あの鐘を鳴らすのはあなた 春一番 心の窓にともしびを

叱られて ドレミの歌 愛しき日々 別れの磯千鳥

庭の千草 大きな栗の木の下で あざみの歌 並木の雨

聖夜 この木なんの木 すみれの花咲くころ 宵待ち草 *

六甲おろし 泳げタイヤキくん テネシーワルツ 城ケ島の雨

栄冠は君に輝く 赤胴鈴之助 ホワイトクリスマス 波浮の港 *

富士の山 手のひらを太陽に クリスマス・イブ 出船 *

うさぎとかめ からたちの花 夜明けのメロディー 五木の子守唄

どじょっこふなっこ 浦島太郎 夜明けの唄 竹田の子守唄

箱根の山 村祭り 若者たち 中国地方の子守唄

世界は二人の為に 明日があるさ シューベルトの子守唄
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湖畔の宿 湯の町エレジー リンゴの歌 影を慕いて

南の花嫁さん 長崎の鐘 美しき天然 銀座カンカン娘

憧れのハワイ航路 青い山脈 サーカスの唄 誰か故郷を想わざる

東京の花売娘 青い背広で ああそれなのに 小さな喫茶店で

啼くな小鳩よ 丘を越えて 高原の宿 曉に祈る

裏町人生 あの丘越えて 真室川ブギ 麦と兵隊

支那の夜 港町１３番地 東京ブギウギ 若鷲の歌

夜来香 越後獅子の唄 カスバの女 同期の桜

上海帰りのリル 私は街の子 別れ船 月月火水木金金

蘇州夜曲 悲しき口笛 かえり船 軍艦マーチ

シスコのチャイナタウン 花笠道中 ふるさとの燈台 ラバウル小唄

旅の夜風 アルプスの牧場 懐かしのブルース 異国の丘

目無い千鳥 新雪 山小屋の灯 * 港が見える丘

黒い花びら 別れの一本杉 あなたと共に 江利子

この世の花 お富さん. ここに幸あり」 白い花の咲く頃 *

りんどう峠 チャンチキおけさ 喜びも悲しみも幾年月 泣かないで

からたち日記 船方さんよ アカシアの雨がやむとき 君恋し

あこがれの郵便馬車 お百度恋さん エリカの花散るとき 有楽町で会いましょう

あの娘が泣いてる波止場 月の法善寺横丁 コーヒルンバ 銀座の恋の物語

おさげと花と地蔵さんと お月さん今晩は 高原列車は行く 東京ブルース

リンゴ村から 始めて来た港 踊子 東京ナイトクラブ

おんな船頭唄 帰りの港 町のサンドイッチマン 誰よりも君を愛す

古城 南国土佐を後にして 黒百合の歌 グッドナイト

哀愁列車 人生劇場 若い二人（北原） 島のブルース

おーい中村君 東京のバスガール」 忘れないさ 島育ち

若いお巡りさん 柿の木坂の家 * 宗右衛門町ブルース原曲 ひばりの花売り娘
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ブルーライト横浜 宗右衛門町ブルース 釜山港へ帰れ つぐない

さざんかの宿 道頓堀人情 京都から博多まで 北酒場

天城越え 大阪ラプソディー もしかしてⅡ 小樽の人よ

風の盆恋歌 雨の御堂筋 くちなしの花 矢切の渡し

津軽海峡・冬景色 河内おとこ節 みちづれ 王将

星影のワルツ 大阪しぐれ きよしのズンドコ節 皆の衆

夕焼雲 浪華恋しぐれ 喝采 潮来花嫁さん

他人船 夫婦坂 私の城下町 昭和枯れすすき

長良川艶歌 涙の連絡船 お久しぶりね 川の流れのように*

夢酔枕 すきま風 人生いろいろ 北国の春

命くれない なみだの操 長崎の夜はむらさき 知りたくないの

浪花節だよ人生は 二輪草 もう一度逢いたい 長崎は今日も雨だった

演歌みち 恋の町札幌 又逢う日まで 中の島ブルース

ボケない小唄 ソーラン節 妻恋道中 伊豆の佐太郎

ボケます小唄 黒田節 流転 白鷺三味線

長生き音頭 炭坑節 勘太郎月夜唄 ああ人生に涙あり

百歳音頭 いい湯だな 赤城の子守唄 涙の渡り鳥

幸せ音頭 野崎小唄 雪の渡り鳥 浮草ぐらし

ちゃっきり節 天竜下れば 沓掛時次郎 花笠音頭

串本節 三味線ブギウギ 潮来笠 これから音頭

大漁唄い込み ヤットン節 木曽節三度笠 天竜下れば

木曽節 トンコ節 大利根月夜 籠の鳥

真室川音頭 こんな別嬪見たことない 月夜の渡り鳥 地上の星

お座敷小唄 さすらい 鴛鴦道中＊ おぼろ月夜の三度笠

おてもやん 青いカナリア 花笠道中 伊太郎旅唄

海軍小唄 ボタンとリボン 旅笠道中 中山七里

祇園小唄 ブンガワンソロ 箱根八里の半次郎 ラバウル小唄
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