
ゴッドファーザー愛のテーマ 
（Speak softly Love) 

Andy Williams さらば青春の時 アリス 

Honesty Billy Joel 悲しみにさよなら 安全地帯 

My Life Billy Joel ワインレッドの心 安全地帯 

Close to you Carpenters 悲しみが止まらない 杏里 

Yesterday Once More Carpenters 津軽海峡冬景色 石川さゆり 

Desperado Eagles ふたりの愛ランド 石川優子＆チャゲ 

明日に架ける橋 
(Bridge Over Troubled Water) 

Simon & Garfunkel 遠い世界に 五つの赤い風船 

太陽がくれた季節 青い三角定規 居酒屋 五木ひろし＆木の実ナナ 

翼をください 赤い鳥 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 

わたしの彼は左利き 麻丘めぐみ 少年時代 井上陽水 

二人でお酒を 梓みちよ 夢の中へ 井上陽水 

待つわ あみん 夏の終りのハーモニー 井上陽水&安全地帯 

あの日に帰りたい 荒井由実(松任谷由実) Goodbye Yesterday 今井美樹 

卒業写真 荒井由実 なごり雪 イルカ 

ルージュの伝言 荒井由実(松任谷由実) 亜麻色の髪の乙女 ヴィレッジ・シンガーズ 



そして、神戸 内山田洋とクール・ファイブ 我が良き友よ かまやつひろし 

今宵の月のように エレファントカシマシ だれかが風の中で 上條恒彦 

雨の御堂筋 欧陽菲菲 君といつまでも 加山雄三 

ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽菲菲 異邦人 久保田早紀 

木綿のハンカチーフ 太田裕美 夏をあきらめて 研ナオコ 

忘れていいの 小川知子/谷村新司 My lady 郷ひろみ 

さらば青春 小倉桂 哀愁のカサブランカ 郷ひろみ 

また逢う日まで 尾崎紀世彦 バレンタイン・キッス 国生さゆり 

I LOVE YOU 尾崎豊 あなた 小坂明子 

麦畑 オヨネーズ 銀河鉄道999 ゴダイゴ 

神田川 かぐや姫 
恋におちて  
-Fall in Love- 

小林明子 

22才の別れ 風 あの時君は若かった ザ・スパイダーズ 

知床旅情 加藤登紀子 恋のバカンス ザ・ピーナッツ 

あの素晴らしい愛をもう一度 加藤和彦と北山修 悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ 

酒と泪と男と女 河島英五 想い出の渚 ザ・ワイルドワンズ 



歩いて帰ろう 斉藤和義 チャコの海岸物語 サザンオールスターズ 

歌うたいのバラッド 斉藤和義 TSUNAMI サザンオールスターズ 

ずっと好きだった 斉藤和義 真夏の果実 サザンオールスターズ 

tokyo blues 斉藤和義 ミス・ブランニューデイ サザンオールスターズ 

見あげてごらん夜の星を 坂本九 
Ya Ya 
(あの時代を忘れない) 

サザンオールスターズ 

上を向いて歩こう 坂本九 
October  
〜リリー・カサブランカ〜 

さだまさし 

さらば恋人 堺正章 関白宣言 さだまさし 

街の灯り 堺正章 青葉城恋唄 さとう宗幸 

あなただけを  
〜Summer Heartbreak〜 

サザンオールスターズ 勝手にしやがれ 沢田研二 

いとしのエリー サザンオールスターズ 時の過ぎゆくままに 沢田研二 

海 サザンオールスターズ 人生いろいろ 島倉千代子 

希望の轍 サザンオールスターズ ロンリー・チャップリン 鈴木聖美 with Rats&Star 

シャ・ラ・ラ サザンオールスターズ 奏 スキマスイッチ 

栞のテーマ サザンオールスターズ 夜空のムコウ SMAP 

旅姿六人衆 サザンオールスターズ そんなヒロシに騙されて 高田みづえ 



私はピアノ 高田みづえ リンゴの唄 並木路子 

FOR YOU… 高橋真梨子 糸 中島みゆき 

残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 時代 中島みゆき 

人生の扉 竹内まりや 乾杯 長渕剛 

黄昏のビギン ちあきなおみ 空に太陽がある限り 錦野旦 

涙のリクエスト チェッカーズ もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 

夜明けのブレス チェッカーズ いちご白書をもう一度 バンバン 

心の旅 チューリップ 男と女のラブゲーム 日野美歌&葵司朗 

真夜中のギター 千賀かほる カナダからの手紙 平尾昌晃/畑中葉子 

愛人 テレサ・テン 真夏の出来事 平山みき 

つぐない テレサ・テン 愛が生まれた日 藤谷美和子/大内義明 

時の流れに身をまかせ テレサ・テン 君は薔薇より美しい 布施明 

別れの予感 テレサ・テン 霧の摩周湖 布施明 

星降る街角 敏いとうとハッピーブルー これが青春だ 布施明 

未来予想図II DREAMS COME TRUE シクラメンのかほり 布施明 



マイウェイ 布施明 愛燦燦 美空ひばり 

青い山脈 藤山一郎 お祭りマンボ 美空ひばり 

高校三年生 舟木一夫 川の流れのように 美空ひばり 

恋の季節 ピンキーとキラーズ 真っ赤な太陽 美空ひばり 

五番街のマリーへ ペドロ&カプリシャス チャイナタウン 矢沢永吉 

矢切の渡し 細川たかし 舟唄 八代亜紀 

北酒場 細川たかし 春先小紅 矢野顕子 

メモリーグラス 堀江淳 秋桜(コスモス) 山口百恵 

愛のメモリー 松崎しげる 岬めぐり 山本コウタローとウィークエンド 

赤いスイートピー 松田聖子 雪国 吉幾三 

夏の扉 松田聖子 落陽 吉田拓郎 

青い珊瑚礁 松田聖子 初恋 村下孝蔵 

SWEET MEMORIES 松田聖子 あの鐘を鳴らすのはあなた 和田アキ子 

瞳はダイアモンド 松田聖子 古い日記 和田アキ子 

天使の誘惑 黛ジュン 笑って許して 和田アキ子 


