
うたごえプロジェクター（デカ字Ver2207)

あ　I LOVE YOU　 あ　アドロ　 あ　朝　
あ　ああお前さん　 あ　アニーローリー　 あ　朝だ元気で　
あ　ああそれなのに　 あ　アネマ・エ・コーレ　 あ　朝はどこから　
あ　ああ上野駅　 あ　アバンティポポロ　 あ　朝露　
あ　ああ人生に涙あり　 あ　アビニョンの橋の上で　 あ　歩いていこう　
あ　ああ玉杯に花うけて　 あ　アフリカの呼び声　 あ　歩いて行こう～いきものがかり　
あ　あかつきの空に　 あ　アブラハムの子　 あ　歩くうた　
あ　あかるい朝を　 あ　アベちゃんを贈る言葉　 あ　淡き灯に　
あ　あきらめない　 あ　アベマリア(シューベルト）　 あ　熱き心に　
あ　あこがれの郵便馬車　 あ　アベマリア　 あ　秋　
あ　あさりがきゅっ　 あ　アベマリア（グノー）　 あ　秋でもないのに　
あ　あざみの歌　 あ　アマポーラ　 あ　秋のシャンソン　
あ　あした元気になあれ　 あ　アマリリス　 あ　秋の夜半　
あ　あじさい　 あ　アムール河の波　 あ　秋の子　
あ　あじさいの花　 あ　アメイジング・グレイス　 あ　秋の月　
あ　あすという日が　 あ　アリベデルチ・ローマ　 あ　秋景色　
あ　あずさ２号　 あ　アリラン　 あ　秋田音頭　
あ　あそび虫のうた　 あ　アルディラ　 あ　蒼い星くず　
あ　あなた　 あ　アルプスの牧場　 あ　赤いサラファン　
あ　あなたが夜明けをつげる子どもたち　あ　アルプス一万尺　 あ　赤いスイートピー　
あ　あなたとうたおう　 あ　アロハ・オエ　 あ　赤いハンカチ　
あ　あなたと共に　 あ　アンジェラスの鐘　 あ　赤い帽子白い帽子　
あ　あなたのすべてを　 あ　アンパンマンのマーチ　 あ　赤い花白い花　
あ　あなたのへいわ わたしのへいわ　 あ　亜麻色の髪の乙女　 あ　赤い靴　
あ　あなたの夢は　 あ　仰げば尊し　 あ　赤い靴のタンゴ　
あ　あなたの心に　 あ　会いたい　 あ　赤い風船（加藤）　
あ　あなたはどこで　 あ　会津磐梯山　 あ　赤い風船（浅田）　
あ　あなたをわすれない　 あ　哀愁の街に霧が降る　 あ　赤とんぼ　
あ　あの丘こえて　 あ　哀愁列車　 あ　赤旗　
あ　あの人のように　 あ　天城越え　 あ　赤胴鈴之助　
あ　あの娘が泣いてる波止場　 あ　安里屋ユンタ　 あ　赤鼻のトナカイ　
あ　あの子はだあれ　 あ　嵐　 あ　足音たかく　
あ　あの日にかえりたい　 あ　愛ある街で　 あ　逢いたいなァあの人に　
あ　あの日の授業　 あ　愛しかない時　 あ　逢えてよかったね　
あ　あの町この町　 あ　愛する人に歌わせないで　 あ　雨　
あ　あの空に帰ろう　 あ　愛ちゃんはお嫁に　 あ　雨あがり　
あ　あの素晴らしい愛をもう一度　 あ　愛に生き平和にいきる　 あ　雨のち晴れるや　
あ　あの鐘を鳴らすのはあなた　 あ　愛のくらし　 あ　雨の物語　
あ　あの青い空のように　 あ　愛のままで　 あ　雨の遊園地　
あ　あめふり　 あ　愛のメロディー　 あ　雨降りお月さん　
あ　あめふり熊のこ　 あ　愛の国から幸福へ　 あ　雨（童謡）　
あ　ありがとう(永井)　 あ　愛の讃歌　 あ　青いプラトーク　
あ　ありがとう　 あ　愛は君のよう　 あ　青い地球を　
あ　ありがとう・さようなら　 あ　愛は燃えている　 あ　青い山脈　
あ　ありがとう（ゲゲゲの女房）　 あ　愛をありがとう　 あ　青い眼の人形　
あ　ありのままで　 あ　愛燦燦　 あ　青い空は　
あ　ありのままで（松たか子Ｖｅｒ）　 あ　憧れのハワイ航路　 あ　青い背広で　
あ　ありふれた人生　 あ　憧れは馬車にのって　 あ　青い鳥　
あ　ある恋の物語　 あ　或る日突然　 あ　青空　
あ　あれの（荒野）のはてに（聖歌３５番）　あ　或る雨の午後　 あ　青空よ白い雲よ　
あ　あわてんぼうのサンタクロース　 あ　挨拶って素敵だなあ　 あ　青葉の笛　
あ　あわて床屋　 あ　新しいあいつ　 あ　青葉城恋唄　
あ　あん時ゃどしゃぶり　 あ　明日があるさ　 あ　ｱﾓｰルモナムールマイラブ　
あ　あゝわからない　 あ　明日に架ける橋　 い　Imagine　
あ　アイアイ　 あ　明日は俺達の時代　 い　INORI～祈り(クミコ）　
あ　アイビリーブインミュージック　 あ　明日は咲こう花咲こう　 い　inoti　
あ　アカシアの雨が止む時　 あ　明日への伝言　 い　It's a small world　
あ　アガニョーク(山の灯)　 あ　明日をこの手に　 い　いい声だいい声だ　
あ　アコーディオンがつぶやいた　 あ　明日を築くわかもの　 い　いい日旅立ち　
あ　アデュー　 あ　有賀糖　 い　いい時代　
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い　いい湯だな　 い　家路（本田路津子）　 う　ヴォルガよりドンへ　
い　いざこよいゆかん　 い　岩尾別旅情　 う　ヴォルガ下り　
い　いちご　 い　岩手の和尚さん　 う　上を向いて歩こう　
い　いちご白書をもう一度　 い　池の鯉　 う　兎のダンス　
い　いちばんほしいもの　 い　池上線　 う　宇宙戦艦ヤマト　
い　いっそセレナーデ　 い　泉のほとり　 う　宇部興産炭鉱労働者のうた　
い　いってしまった小鳥　 い　泉のほとり山形版　 う　歌えバンバン　
い　いっぽんでもニンジン　 い　潮来笠　 う　歌え子どもたち　
い　いっぽんの松　 い　生きがい　 う　歌ってよ夕陽の歌を　
い　いつかある日　 い　生きているということは　 う　歌って愛して　
い　いつき(五木)の子守歌　 い　生きてりゃいいこときっとある　 う　歌の町　
い　いつくしみふかき　 い　生きて生きて生きて　 う　歌の翼に　
い　いつでも君は　 い　生きるものの歌　 う　歌よありがとう　
い　いつでも夢を　 い　田舎のバス　 う　歌をうたえば　
い　いつまでも　 い　田舎の冬　 う　歌声ドンチャカ節　
い　いつまでもいつまでも　 い　田舎娘　 う　浦のあけくれ　
い　いつもの小道で　 い　異国の丘　 う　浦島太郎　
い　いつも何度でも　 い　異邦人　 う　浮草の旅　
い　いとしい娘（あなた）たちへ　 い　石狩川悲歌　 う　海に来たれ　
い　いとしのエリー　 い　祈り(林学）　 う　海の歌　
い　いとしのクレメンタイン　 い　祈りよとどけ　 う　海は、はてなく　
い　いとし子よ　 い　祝い酒　 う　海はふるさと　
い　いぬのおまわりさん　 い　糸　 う　海は恋してる　
い　いぬふぐり　 い　離別(イビヨル)　 う　海は目をつぶる　
い　いのち(生命)をささえて　 う　We are the world　 う　海ほおずきの歌　
い　いのち　 う　We shall overcome　 う　海よ教えて　
い　いのちのかぎり　 う　うぐいす　 う　海・その愛　
い　いのちの歌　 う　うぐいす（童謡）　 う　海（松原遠く）　
い　いのちの理由　 う　うさぎ　 う　牛若丸　
い　いのちの記憶　 う　うさぎとかめ　 う　美しい○十代　
い　いのちをかけて　 う　うそつきトーデン　 う　美しい十代　
い　いま　この手に　 う　うた　 う　美しい地球　
い　いまわたしたちは　 う　うたおうよおどろうよ　 う　美しき　
い　いろはのうた　 う　うたごえよ明日のために　 う　美しきわが故郷　
い　イキイキマン　 う　うたごえ一周山手線　 う　美しき五月のパリ　
い　イムジンガン　 う　うたごえ喫茶に集う人　 う　美しき五月の沖縄　
い　イヨマンテの夜　 う　うたごえ喫茶ドンパン節　 う　美しき天然　
い　インシャラー　 う　うたごえ快援隊　 う　美しき祖国のために　
い　インシャラー（史麻）　 う　うたって愛して　 え　エイトマン　
い　インターナショナル　 う　うちの女房にゃ髭がある　 え　エタナリー　
い　一丁目一番地　 う　うみ　 え　エデンの東　
い　一寸法師　 う　うりずんの海　 え　エリカの花散るとき　
い　一年生になったら　 う　うりずんの頃　 え　エルベ河　
い　一日の終わり　 う　うる(美)わし春の花よ　 え　エントツがないのサンタさん　
い　一月一日　 う　うるわし春よ　 え　エンメンタール美わし　
い　一本の鉛筆　 う　うるわし（美し）の志賀高原　 え　エーデルワイス　
い　一杯のコーヒーから　 う　うれしいひなまつり　 え　エーデルワイスのうた　
い　一番音頭　 う　うれたぶどう　 え　栄冠は君に輝く　
い　一週間　 う　ウィンター・ワンダーランド　 え　江戸子守歌　
い　今、今、今　 う　ウェディングドレス　 え　笑顔が一番　
い　今あなたと　 う　ウォビチャンカ　 え　笑顔が重なれば　
い　今が勝負だぜ　 う　ウォルシング・マチルダ　 え　襟裳岬　
い　今この時代に　 う　ウチョ－ス　 え　越冬つばめ　
い　今でしょう！声をあげるとき　 う　ウナ・セラ・ディ東京　 え　越後のはなし　
い　今はもうだれも　 う　ウラルのぐみの木　 え　越後獅子の唄　
い　今地球が美しい　 う　ウリナラコ　 え　駅馬車　
い　命のかぎり　 う　ウルトラマンタロウの歌　 え　ＹＥＬＬ(エール）　
い　夜来香　 う　ウンパッパ　 お　おいで一緒に　
い　妹　 う　ヴォラーレ　 お　おいらのシンディ　
い　家路　 う　ヴォルガの舟唄　 お　おいらの空は鉄板だ　
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お　おいらは百姓の次男坊　 お　オレンジ娘　 お　踊り子（村下孝蔵）　
お　おい仲間たち　 お　オ・ソレ・ミオ　 お　踊り明かそう　
お　おうま　 お　オールド・ブラック・ジョー　 お　踊子　
お　おおカリーナの花が咲く　 お　オールマンリバー　 お　面影　
お　おおスザンナ　 お　丘は花ざかり　 お　面影の郷　
お　おおブレネリ　 お　丘を越えて　 お　音戸の船歌　
お　おお牧場はみどり　 お　俺たちのシルクロード　 お　鬼のパンツ　
お　おかあさん　 お　俺たちのフクシマ　 か　かあさんの歌　
お　おくりもの　 お　俺たちの恋　 か　かえるの合唱　
お　おさかな天国　 お　俺たちの歌　 か　かけがえのない人生を　
お　おさななじみ　 お　俺たちの詩Part1　 か　かごめかごめ　
お　おさななじみ・その後　 お　俺たちの詩Part２　 か　かぜ(風)にふかれて　
お　おしえて　 お　俺たちは太陽　 か　かたかごの花　
お　おじさん風「トルコ行進曲」　 お　俺たちは栄えある　 か　かたつむり　
お　おたまじゃくしは蛙の子　 お　俺たちゃ若者　 か　かなりや　
お　おちび(落日)のうた　 お　俺の町　 か　かなわぬ恋　
お　おてもやん　 お　俺は旋盤工　 か　かね(金)の減る丘　
お　おどるポンポコリン　 お　俺は枕木　 か　かの瞳　
お　おなかのへるうた　 お　俺は鍛冶屋　 か　かもめ　
お　おはなしゆびさん　 お　俺らこんなんじゃいやだ　 か　かもめの水兵さん　
お　おはよう東京　 お　俺ら東京さ行ぐだ　 か　からすの赤ちゃん　
お　おぼろ月夜　 お　俺達は太陽　 か　からたちの小径　
お　おまえに　 お　大きなうた　 か　からたちの花　
お　おまつり　 お　大きなうた（替え歌）　 か　からたち日記　
お　おもいでのアルバム　 お　大きな古時計　 か　かりゆしの夜　
お　おもちゃのチャチャチャ　 お　大きな栗の木の下で　 か　かわいいあの娘　
お　おもちゃのマーチ　 お　大島節　 か　かわいいかくれんぼ　
お　おやすみ仲間たち　 お　大江戸東京音頭　 か　かわいい魚屋さん　
お　およげたいやきくん　 お　大牟田うたう会のうた　 か　がくじん(岳人)のうた　
お　おりづる　 お　大空と大地の中で　 か　がんばれ東北　
お　おれ、ねこ　 お　大空へ飛べ　 か　がんばろう　
お　おれたちの胸の火は　 お　大阪ラプソディ　 か　カウボーイの夢　
お　おれたちは金属労働者　 お　奥入瀬　 か　カスバの女　
お　おわびのスキャット　 お　奥様お手をどうぞ　 か　カタクリの花君のこと　
お　おーい中村君　 お　女の園　 か　カチューシャ　
お　お久しぶりね　 お　女の道　 か　カチューシャの唄　
お　お使いは自転車に乗って　 お　女ひとり　 か　カナダ旅行　
お　お前を待っている 　 お　女心の歌　 か　カプリ島　
お　お嫁においで　 お　小川の向う岸　 か　カミニート　
お　お富さん　 お　尾瀬ヶ原　 か　カリンカ　
お　お山のお猿　 お　思い出のグリーングラス　 か　カントリー・ロード　
お　お山の杉の子　 お　思い出の赤いヤッケ　 か　ガード下の靴みがき　
お　お座敷小唄　 お　思い出（久しき昔）　 か　上高地の春　
お　お星さま　 お　思えば遠くへ来たもんだ　 か　乾杯　
お　お正月　 お　想いを寄せて　 か　乾杯の歌　
お　お江戸日本橋　 お　想い出がいっぱい　 か　刈干切歌　
お　お父帰れや　 お　想い出のサンフランシスコ　 か　勘太郞月夜唄　
お　お猿のかごや　 お　想い出のソレンツァーラ　 か　哀しみのソレアード　
お　お祭りマンボ　 お　想い出の渚　 か　哀しみ本線日本海　
お　お竹さん　 お　想い出ぼろぼろ　 か　喝采　
お　お花ちゃん　 お　想い出まくら　 か　壁塗り甚句　
お　お菓子と娘　 お　折り鶴　 か　学園天国　
お　オオ・シャンゼリゼ　 お　教え子を再び戦場に送るな　 か　学園広場　
お　オクラホマの七面鳥　 お　沖縄を返せ　 か　学生時代　
お　オブラディ・オブラダ　 お　沖縄今こそ立ち上がろう　 か　学生街の喫茶店　
お　オホーツクの舟唄　 お　王将　 か　家族写真　
お　オリビアを聴きながら　 お　男はつらいよ　 か　寒椿　
お　オリーブの歌　 お　老いも若きも　 か　崖の上のポニョ　
お　オルフェの歌　 お　落ちた指輪　 か　川の流れのように　
お　オレンジの葉陰で　 お　贈る言葉　 か　川は流れる　

おっくんプロジェクターMENU-3



うたごえプロジェクター（デカ字Ver2207)

か　川岸のベンチで　 き　きみとぼくの間に　 き　漁夫の歌　
か　川面にひとつ　 き　きよしこの夜　 き　祇園小唄　
か　帰ってきたヨッパライ　 き　きよしのズンドコ節　 き　禁じられた恋　
か　帰ってこいよ　 き　きら(燦)めく星座　 き　禁じられた遊び　
か　帰らざる日のために　 き　キエフの鳥の歌　 き　絆（たかだ）　
か　帰れソレントへ　 き　キエンセラ　 き　絆（森田）　
か　影を慕いて　 き　キサス・キサス・キサス　 き　聞かせてよ愛の言葉を　
か　快傑ハリマオの歌　 き　キッズソーラン　 き　聞け万国の労働者　
か　怪獣のバラード　 き　キッズ・ソーラン　 き　行商人　
か　悲しい酒　 き　キャンディ・キャンディ　 き　貴様と俺　
か　悲しき口笛　 き　キャンプだホイ　 き　金太郎　
か　悲しき天使　 き　キャンプファイヤーの歌　 き　金髪のジェニー　
か　悲しくてやりきれない　 き　キューピー・ピーちゃん　 き　金魚の昼寝　
か　枯葉　 き　キラキラ星　 き　銀座の恋の物語　
か　柿の木坂の家　 き　九百マイル　 き　銀座カンカン娘　
か　案山子　 き　京都の恋　 き　銀河鉄道999　
か　案山子（さだまさし）　 き　今日でお別れ　 き　銀色の道　
か　楽に寄す　 き　今日の日はさようなら　 き　霧の中の少女　
か　樫の樹　 き　切手のないおくりもの　 き　霧の摩周湖　
か　母さんおしえて　 き　北の宿から　 き　霧よ雲よ峰よ　
か　母さんの手のひら　 き　北の旅人　 き　霧子のタンゴ　
か　河の歌　 き　北へ　 く　Granada(グラナダ）　
か　河は呼んでる（そよ吹く風に）　 き　北国の春　 く　くちなしの花　
か　河は呼んでる（デュランス河の）　 き　北国の春替歌　 く　くるめくわだち　
か　涸沢のうた　 き　北酒場　 く　ククウェチカ　
か　狩人の合唱　 き　北風の中に　 く　クヌミシタ　
か　神田川　 き　北風小僧の寒太郎　 く　クラリネットをこわしちゃった　
か　籠の鳥　 き　君が明日に生きる子供なら　 く　グアンタナメラ　
か　紙のピアノ　 き　君こそわが命　 く　グッデー グッバイ　
か　紙ひこうき　 き　君しにたもうことなかれ　 く　グッバイバイ　
か　肩たたき　 き　君といつまでも　 く　グミの木（小さなグミの木）　
か　落葉松　 き　君にありがとう　 く　グリーン　グリーン　
か　蛙のよまわり　 き　君について行こう　 く　グリーンスリーブス　
か　蛙の笛　 き　君の名は　 く　九条音頭　
か　貝殻節　 き　君の眸が　 く　国のすみずみから　
か　買物ブギ　 き　君の祖国を　 く　暗い夜　
か　金は天下のまわりもの　 き　君は君の主人公だから　 く　暗い日曜日　
か　釜石小学校校歌　 き　君は生きているか　 く　桑ばたけ　
か　鎌倉　 き　君は胸を張って　 く　桑畑　
か　鐘がなれば　 き　君よ心の舵をとれ　 く　群衆　
か　鐘の音は単調に鳴り響く　 き　君をのせて　 く　苦しい仕事　
か　鐘の鳴る丘　 き　君恋し　 く　草原に　
か　霞か雲か　 き　君知りて　 く　草津節　
か　革命歌　 き　夾竹桃のうた　 く　草競馬　
か　風　 き　巨人の星　 く　草笛吹いて(童謡）　
か　風がはこぶもの　 き　希望　 く　雲が人々を殺さぬように　
か　風と光と子どもたち　 き　希望のささやき　 く　靴が鳴る　
か　風になりたい　 き　希望の沖に　 く　黒いパイプ　
か　風に会いにいきませんか　 き　希望の灯　 く　黒い眸（ひとみ）　
か　風に吹かれて　 き　希望の空へ　 く　黒い瞳 Dark Eyes　
か　風の歌　 き　希求　 く　黒い瞳の　
か　風の盆　 き　昨日生まれたブタの子が　 く　黒の舟歌　
か　風よあなたは　 き　木が一本あれば　 く　黒潮のうた　
か　風よふるさとよ　 き　木曽節　 く　黒猫のタンゴ　
か　風よ歌え　 き　気のいいアヒル　 く　黒田節　
か　風花　 き　気球に乗ってどこまでも　 け　ケンタッキーのわが家　
か　鹿児島小原節　 き　汽車　 け　ケ・サラ　
き　きたかみ(北上)夜曲　 き　汽車は通り過ぎてゆく　 け　ケ・サラ（にしむらよしあき）　
き　きっとしあわせ　 き　汽車ぽっぽ　 け　ケ・サラ（岩谷時子）　
き　きっとツナガル　 き　汽車ポッポ　 け　ケ・セラ・セラ　
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け　ゲゲゲの鬼太郎　 こ　五月のバラ　 こ　高原の駅よさようなら　
け　原爆を許すまじ　 こ　五月の娘に　 こ　高原列車は行く　
け　原発下請労働者　 こ　五月の恋人　 こ　高校三年生　
け　憲法九条五月晴れ　 こ　五月の歌　 こ　鯉のぼり　
け　月光仮面は誰でしょう　 こ　五番街のマリーへ　 こ　黄金のリンゴの木を植えた　
け　月桃　 こ　公園の手品師　 こ　黄金の小麦　
け　月桃（解説）　 こ　古城　 こ　黄金虫　
け　毛皮のマリー　 こ　呼応計画の歌　 こ　５００マイル　
け　結婚しようよ　 こ　国際学生連盟の歌　 さ　365日の紙飛行機　
け　結婚するって本当ですか　 こ　坑夫の墓　 さ　さあ若者たち　
こ　こいのぼり　 こ　壕舎の中で　 さ　さいたろう(斉太郎)節　
こ　こうず（ふくろう）　 こ　子供を守るうた　 さ　さくら　
こ　こうま　 こ　子鹿のバンビ　 さ　さくらよ　
こ　こきりこ　 こ　小指の想い出　 さ　さくらんぼ　
こ　ここに幸あり　 こ　小麦色の娘　 さ　さくらんぼの実る頃　
こ　ここはどこだ　 こ　心さわぐ青春の歌(関）　 さ　さくら貝の歌　
こ　ここは故郷　 こ　心つなごう　 さ　さくら（童謡）　
こ　こころひとつに　 こ　心の中に　 さ　ささやかなこの人生　
こ　こさめ(小雨)降る路　 こ　心の友　 さ　さすらい　
こ　こしゅう(湖愁)　 こ　心の太陽あらわそう　 さ　さすらいの歌　
こ　こすもす(秋桜)　 こ　心の旅　 さ　さとうきび畑　
こ　このハンマー　 こ　心の歌　 さ　さようなら　
こ　この世の花　 こ　心の窓に灯を　 さ　さよならの夏　
こ　この人を守れ　 こ　心はいつも夜明けだ　 さ　さよならはダンスの後に　
こ　この勝利ひびけとどろけ　 こ　心もよう　 さ　さよならをするために　
こ　この地球（ほし）が美しくあるために　 こ　心を寄せあって　 さ　さよならオーガスティン　
こ　この広い野原いっぱい　 こ　心騒ぐ青春の歌　 さ　さよなら（小田和正）　
こ　この手のひらに愛を　 こ　恋　 さ　さよなら（筒井）　
こ　この手をつないで　 こ　恋しているんだもん　 さ　さらしもののブルース　
こ　この歌をつないで　 こ　恋のしずく　 さ　さらばジャマイカ　
こ　この町から　 こ　恋のバカンス　 さ　さらば恋人よ　
こ　この空に　 こ　恋のフーガ　 さ　さらば恋人（堺）　
こ　この胸のときめきを　 こ　恋の季節　 さ　さらば青春　
こ　この街で　 こ　恋の季節　小岩版　 さ　さわやかな風になって　
こ　この道　 こ　恋の悩み知る君は　 さ　さんぽ　
こ　この道が好き　 こ　恋の町札幌　 さ　ざわめけバイカル　
こ　この道を行く　 こ　恋はやさし 野辺の花よ　 さ　サウンドオブミュージック　
こ　こぶしかためて　 こ　恋はやさし野辺の花よ（桃園京子）　さ　サウンド・オブ・サイレンス　
こ　こもりうた　 こ　恋は水色　 さ　サザエさん　
こ　こよなき愛の歌　 こ　恋は野の鳥（ハバネラ）　 さ　サッちゃん　
こ　これから音頭　 こ　恋人もいないのに　 さ　サバの女王　
こ　これが自由というものか　 こ　恋人よ　 さ　サボテンの花　
こ　これが青春だ　 こ　恋心　 さ　サモア島のうた　
こ　こんにちは　 こ　恋文（由紀さおり）　 さ　サライ　
こ　こんにちは赤ちゃん　 こ　拳　 さ　サラス・ポンダ　
こ　こんにちは！平和行進です！　 こ　故郷の人々　 さ　サリナンデ　
こ　こんめえ馬　 こ　故郷の廃家　 さ　サンタが町にやってくる　
こ　ごきげんよう　 こ　故郷の春　 さ　サンタルチア(緒園涼子）　
こ　コサックの子守歌　 こ　故郷の空　 さ　サンタルチア　
こ　コサックの悲歌　 こ　故郷をはなるる歌　 さ　サンタルチア（堀内敬三）　
こ　コザックは口笛を吹いて　 こ　木の葉のお船　 さ　サンライズサンセット　
こ　コムソモールの歌　 こ　港湾労働者　 さ　サン・トワ・マミー　
こ　コメディアン　 こ　湖畔の宿　 さ　サ・セ・パリ　
こ　コモエスタ赤坂　 こ　漕げよマイケル　 さ　ザマナイ～時代よ　
こ　コンドルが飛んでゆく　 こ　粉雪のタンゴ　 さ　三交替節　
こ　コーヒールンバ　 こ　航路　 さ　三月一日の歌　
こ　ゴンドラの唄　 こ　荒城の月　 さ　三百六十五夜　
こ　ゴンドリ・ゴンドラ　 こ　言葉にできない　 さ　三百六十五歩のマーチ　
こ　五匹のこぶたとチャールストン　 こ　高原の宿　 さ　佐渡おけさ　
こ　五月のうた　 こ　高原の旅愁　 さ　作業場の休憩　
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さ　再会　 し　冗談じゃない税　 す　すてきな友達　
さ　寒い朝　 し　十九の春　 す　すてきな娘さん　
さ　山谷ブルース　 し　十二月の歌　 す　すばらしい明日のために　
さ　山賊の歌　 し　十五夜お月さん　 す　すばらしき明日のために　
さ　座・ロンリーハーツ親父バンド　 し　収穫の歌　 す　すみれの花咲く頃　
さ　採炭のうた　 し　受験生ブルース　 す　ずいずいずっころばし　
さ　桜井の訣別（わかれ）　 し　叱られて　 す　スイカの名産地　
さ　淋しい手風琴　 し　囚人の歌　 す　スカンポの咲く頃　
さ　蔵王のうた　 し　四万十川　 す　スキー　
さ　酒と泪と男と女　 し　四季の歌　 す　スキーの歌（唱歌）　
さ　里ごころ　 し　四季の雨　 す　スコットランドの釣鐘草　
さ　里の秋　 し　四月のカーネーション　 す　ステキなエコたわし　
さ　里子にやられたおけい　 し　地底の歌　 す　ステンカ・ラージン　
さ　防人の歌　 し　城ヶ島の雨　 す　ストドラパンパ(牧場の小道）　
し　12の誕生日に　 し　少年少女冒険隊　 す　スリコ　
し　18才　 し　少年時代　 す　スワニー　
し　Jambalaya(H.Williams)　 し　島人ぬ宝　 す　スワニー河　
し　Sing(Carpenters)　 し　島原の子守歌　 す　スーダラ節　
し　SingOut 今あなたと　 し　島唄　 す　ズンガリ　
し　しあわせ(幸福)を売る男　 し　島唄（本意版）　 す　好きになった人　
し　しあわせのうた　 し　島育ち　 す　座り込めここへ　
し　しあわせの歌　 し　常磐炭坑節　 す　昴(すばる)　
し　しあわせ運べるように　 し　幸せなら手をたたこう　 す　炭掘る仲間　
し　しおさいの詩　 し　幸せのワルツ　 す　砂に消えた涙　
し　しゃれこうべと大砲　 し　情熱の花　 す　砂山　
し　しょうじょうじ(証城寺)の狸囃子　 し　新人哀歌　 す　素敵なランデヴー　
し　しらす畑　 し　新相馬節　 す　鈴懸の径　
し　しらとり(白鳥)の歌　 し　新雪　 す　雀の学校　
し　しろつめくさ　 し　時代　 せ　せかいじゅうの海が　
し　シェナンドー(English)　 し　時代おくれ　 せ　せっき(赤旗)　
し　シェリートリンド　 し　死んだ女の子　 せ　せわしき流れの河　
し　シクラメンのかほり　 し　死んだ男の残したものは　 せ　せんせい　
し　シベリア大地の歌　 し　洒落男　 せ　せんぶりせんじのうた　
し　シャボン玉　 し　焼酎の歌　 せ　セ・シボン　
し　シャローム　 し　白いギター　 せ　セーヌの花　
し　シャンテ　 し　白いサンゴ礁　 せ　世界がひとつになるまで　
し　シュクラン・ジャジーラン　 し　白いバラ　 せ　世界に一つだけの花　
し　シュワ・ジペチカ　 し　白いブランコ　 せ　世界の国からこんにちは　
し　シューベルトの子守歌　 し　白い想い出　 せ　世界の果てに　
し　シーハイルの歌　 し　白い色は恋人の色　 せ　世界の青春　
し　ジェンカ　 し　白い花の咲く頃　 せ　世界は二人のために　
し　ジグーリ　 し　白樺　 せ　世界をつなげ花の輪に　
し　ジュピター　 し　白樺は野に立てり　 せ　世界中のこどもたちが　
し　ジョニーは兵隊に　 し　白神山地の詩　 せ　全世界民主青年歌　
し　ジョニーへの伝言　 し　真珠　 せ　前線にも春が来た　
し　ジョリー・シャポー　 し　知りたくないの　 せ　千の風になって　
し　ジョン・ブラウン　 し　知床旅情　 せ　惜別のうた　
し　ジングルベル　 し　精霊流し　 せ　惜別の歌　
し　ジーラジーラ　 し　自動車をつくる仲間たち　 せ　惜春鳥　
し　七里ケ浜の哀歌　 し　自由なる大地へ　 せ　戦争はもういやだ(ともしび版）　
し　上海帰りのリル　 し　自由よ　 せ　戦争はもういやだ(ポロ版）　
し　下町の太陽　 し　自由ベトナム行進曲　 せ　戦争はもういやだ　
し　人生いろいろ　 し　芝浦　 せ　戦争はもういやだ（くりたはる版）　
し　人生の並木路　 し　酋長の娘　 せ　戦争は知らない　
し　人生劇場　 し　霜月の午後　 せ　戦争をしたがる与党たち　
し　仕事の歌　 し　静かな湖畔の　 せ　戦争を知らない子どもたち　
し　仕事の歌（原曲）　 す　すかんぽによせて　 せ　戦争入門　
し　信濃の国　 す　すずめのお宿　 せ　戦友　
し　信濃恋唄　 す　すずらん　 せ　戦車は動けない　
し　倖せはここに　 す　すてきな友だち　 せ　瀬戸の花嫁　
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せ　絶唱　 た　たたかいの中に　 た　闘うわれら　
せ　線路の仕事　 た　たたかいの火を　 た　闘ってこそ明日はある　
せ　線路はつづくよどこまでも　 た　ただ一度の賜り物　 ち　ちいさな手紙　
せ　聖なる湖バイカル　 た　たなばたさま　 ち　ちくわ音頭　
せ　背くらべ　 た　たびだちの朝（依田）　 ち　ちゃっきり節　
せ　船頭さん　 た　たんぽぽ(雪の下）　 ち　ちんから峠　
せ　船頭小唄　 た　タイガー･マスク　 ち　チェリーピンクマンボ　
せ　選炭情歌　 た　タンポポ(金網の）　 ち　チキチキバンバン　
せ　青年の樹　 た　ダイアモンド（プリプリ）　 ち　チキチキムムム　
せ　青年は荒野をめざす　 た　ダニーボーイ　 ち　チゾルム街道　
せ　青年行動隊のうた　 た　ダンカングレイ　 ち　チムチムチェリー　
せ　青春　 た　ダンスパーティーの夜　 ち　チャオチャオバンビーナ　
せ　青春どんちゃか　 た　俵つみ唄　 ち　チャンチキおけさ　
せ　青春のパラダイス　 た　俵はごろごろ　 ち　チューリップ　
せ　青春の城下町　 た　出発の歌　 ち　チリビリビン　
せ　青春の影　 た　団結おどり　 ち　中国地方の子守唄　
せ　青春の歯車　 た　団結の力　 ち　中国地方の子守歌　
せ　青春は雲の彼方に　 た　大こくさま　 ち　千曲川　
せ　青春サイクリング　 た　大地　 ち　地上の星　
せ　青春ノスタルジー　 た　大地讃頌　 ち　地底(ちてい)建設のうた　
せ　青春万々歳　 た　大東京音頭　 ち　地底の歌　
せ　青春時代　 た　大楠公　 ち　地球は回るよ　
せ　青春歌声天国　 た　大漁唄い込み　 ち　地雷ではなく花をください　
せ　青春牧場　 た　大漁節　 ち　小さい手を守ろう　
そ　そして今は　 た　大行進の歌　 ち　小さい秋見つけた　
そ　そっとおやすみ　 た　太陽がいっぱい　 ち　小さい部屋で　
そ　そとは北風　 た　太陽がくれた季節　 ち　小さなグミの木　
そ　その夏を教えて　 た　旅にでたい　 ち　小さなスナック　
そ　その手の中に　 た　旅のはじまり　 ち　小さな世界　
そ　そらふね(宙船)　 た　旅の夜風　 ち　小さな喫茶店　
そ　それが仲間だ　 た　旅の宿　 ち　小さな日記　
そ　それが大事　 た　旅人の子守歌　 ち　小さな木の実　
そ　それゆけカープ　 た　旅人よ　 ち　小さな靴屋さん　
そ　そんな町を　 た　旅立ちの日に　 ち　秩父音頭　
そ　ぞうさん　 た　旅笠道中　 ち　竹馬の友　
そ　ぞうれっしゃよはしれ　 た　旅路の春　 ち　美（ちゅ）らうた　
そ　ソルベーグの歌　 た　楽しいショティッシュ　 ち　茶摘　
そ　ソレアード　 た　楽しき農夫　 ち　蝶々　
そ　ソーラン節　 た　武田節　 ち　誓い　
そ　卒業写真　 た　炭坑ばやし　 ち　調子を揃えてクリッククリッククリック　
そ　増税節　 た　炭坑社宅のおかみさん　 つ　つぐない　
そ　外山節　 た　炭坑節　 つ　つばめ　
そ　宗谷岬　 た　炭婦協行進曲　 つ　つりがね草　
そ　底冷えの工場から　 た　炭郎くんと炭子さん　 つ　ツィガンの馬車は行く　
そ　底力のタンゴ　 た　煙草屋の娘　 つ　月　
そ　操車場恋唄　 た　田原坂　 つ　月あかり　
そ　早春賦　 た　田植　 つ　月がとっても青いから　
そ　相馬盆歌　 た　田植え唄　 つ　月の沙漠　
そ　祖国　 た　田植え歌　 つ　月の法善寺横丁　
そ　祖国の山河に　 た　竹田の子守唄　 つ　月夜　
そ　祖国の歌　 た　耕す者への祈り　 つ　月影のナポリ　
そ　空に星があるように　 た　脱走兵　 つ　月見草　
そ　空も飛べるはず　 た　誕生日　 つ　月見草の花　
そ　空よ　 た　誰かが風の中で　 つ　津軽のふるさと　
そ　空より高く　 た　誰か故郷を想わざる　 つ　津軽平野　
そ　草原の輝き　 た　誰もいない海　 つ　津軽海峡冬景色　
そ　草原情歌　 た　誰も知らぬ私の悲しみ　 つ　罪つくり　
そ　蘇州夜曲　 た　谷間に三つの鐘が鳴る　 つ　翼よ高く輝け　
た　たき火　 た　谷間の灯　 つ　翼をください　
た　たそがれの銀座　 た　達者でナ　 つ　蕾　
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つ　追憶　 と　トロイカ(雪の白樺～）　 な　なごり雪　
つ　鶴　 と　トーフの始めは豆である　 な　なため　
つ　鶴（中村）　 と　ドナウ川のさざ波　 な　なつかしきヴォルガ　
つ　鶴（坂山）　 と　ドナドナ　 な　なつかしき愛の歌　
て　てぃんさぐぬ花　 と　ドミニク　 な　なつかしのチゾルム街道　
て　てるてる坊主　 と　ドミノ　 な　なつかしのヴァージニア　
て　てんとう虫のサンバ　 と　ドレミの歌　 な　ナタリー　
て　ティティーヌ　 と　ドンドン　 な　ナポリは恋人　
て　テネシーワルツ　 と　ドンパン節　 な　七つの子　
て　テネシーワルツ旧　 と　動物園へ行こう　 な　七つの水仙　
て　ディープリヴァー　 と　友だちの歌　 な　仲よし小道　
て　デイ・ドリーム・ビリーバー　 と　友だちはいいもんだ　 な　仲間　
て　デモテロ言っちゃった　 と　友よ(岡林）　 な　仲間たち　
て　デュオ・花人生　 と　友よ未来を歌え　 な　仲間のあいさつ　
て　出船　 と　友よ（いずみたく）　 な　仲間のうた　
て　出船の港　 と　友よ（青山）　 な　仲間の顔　
て　天までとどけ　 と　友達だから　 な　仲間達　
て　天使のハンマー　 と　同志は倒れぬ　 な　何という胸の痛みだろうか　
て　天使の羽のマーチ　 と　同志よ固く結べ　 な　南国土佐を後にして　
て　天使の誘惑　 と　囚われ人　 な　南葛労働者の歌　
て　天国までは何マイル　 と　峠の我が家　 な　名前を書いて　
て　手　 と　峠道　 な　啼くな小鳩よ　
て　手と手と手と　 と　時には母のない子のように　 な　嘆きのセレナーデ　
て　手のうた　 と　時の流れに身をまかせ　 な　夏の思い出　
て　手のひらの歌　 と　時の過ぎゆくままに　 な　夏の日の思い出　
て　手のひらを太陽に　 と　時は過ぎてゆく　 な　夏の朝に　
て　手をたたきましょう　 と　時計　 な　夏は来ぬ　
て　手紙（アンジェラアキ）　 と　時計台の鐘　 な　夏休み　
て　鉄腕アトム　 と　東京だよおっ母さん　 な　夏祭り　
て　鉄道唱歌　 と　東京のバスガール　 な　平城山　
と　TOMORROW　 と　東京の人　 な　懐かしきケンタッキーのわが家　
と　Tomorrow「生きもの地球紀行」　 と　東京の屋根の下　 な　懐かしのヴァージニア　
と　とう(通)りゃんせ　 と　東京の椿姫　 な　汝が友　
と　とうだいもり　 と　東京の灯よいつまでも　 な　浪花節だよ人生は　
と　となりに来た人　 と　東京の花売り娘　 な　涙そうそう　
と　となりのトトロ　 と　東京キッド　 な　涙のリクエスト　
と　とべよ鳩よ　 と　東京ドドンパ娘　 な　涙の谷間に太陽を　
と　ともしび　 と　東京ナイト・クラブ　 な　涙をこえて　
と　ともだち　 と　東京ブギウギ　 な　涙君さよなら　
と　ともだちになるために　 と　東京ラプソディ　 な　軟弱もの　
と　ともだちの歌　 と　東京ワルツ　 な　鉈目（なため）　
と　ともだち讃歌　 と　東京ー沖縄　 な　長い夜　
と　とんび　 と　東京五輪音頭　 な　長い道　
と　とんぼのめがね　 と　東京流れ者　 な　長崎のザボン売り　
と　どこかで春が　 と　東京行進曲　 な　長崎の鐘（あたらしき）　
と　どこまでもゆこう　 と　東京音頭　 な　長生き音頭　
と　どこまでも幸せ求めて　 と　統一列車は走る　 に　にじいろ　
と　どじょこふなっこ　 と　道化師のソネット　 に　にっぽん昔ばなし　
と　どっこいしょ節　 と　道頓堀行進曲　 に　にんげんっていいな　
と　どんぐりころころ　 と　遠い世界に　 に　にんげんをかえせ　
と　どんづまりのうた　 と　遠き山に日はおちて　 に　ニコライの鐘　
と　どんとこい２００９　 と　遠くで汽笛を聞きながら　 に　人形　
と　どんと来い　 と　遠くへ行きたい　 に　人間のうた（門倉）　
と　どんなときも　 と　闘魂こめて　 に　人間の歌　
と　どん底の唄　 と　隣組　 に　似島（にのしま）　
と　どん底の歌　 と　飛び立とう　 に　庭の千草　
と　トム・ピリピ　 と　鳥の歌　 に　憎しみのるつぼ　
と　トラジ　 と　鳥の詩　 に　憎しみの中から　
と　トレロカモミロ　 な　ないしょ話　 に　新妻に捧げる歌　
と　トロイカ(走るトロイカ～）　 な　なごり寿司　 に　新島と板付と　
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に　日曜はだめよ　 は　二十歳　 は　花嫁人形　
に　日本国憲法前文　 は　函館の女　 は　花火　
に　虹(童謡)　 は　初恋　 は　花祭り　
に　虹と雪のバラード　 は　初恋（村下）　 は　花笠音頭　
に　虹色の湖　 は　反抗節　 は　花街の母　
に　２２才の別れ　 は　埴生の宿　 は　花言葉の唄　
ね　ねがい　 は　廃墟の鳩　 は　薔薇を召しませ　
ね　ネリーブライ　 は　挽歌　 は　裸になって何故悪い　
ね　年金時代　 は　春うらら　 は　裸のかえで　
ね　猫ふんじゃった　 は　春が呼んでるよ　 は　走れコウタロー　
ね　眠りの精　 は　春が来た　 は　遙かなるサンタルチア　
の　のばせばのびる　 は　春だから　 は　遙かな友に　
の　ノドルの川辺　 は　春と夜明けと若者たち　 は　遙か彼方　
の　ノーエ節　 は　春なのに　 は　馬車夫の歌　
の　ノーパサラン　 は　春に　 は　鳩　
の　蚤の歌　 は　春のうたごえ　 は　鳩よ　
の　野いちご　 は　春のうた（童謡）　 は　鳩よ飛べ夕張へ　
の　野いちご〔阪田）　 は　春の唄　 ひ　Human Rights　
の　野こえ山こえ　 は　春の小川　 ひ　ひ(陽)のあたる道　
の　野に咲く花のように　 は　春の日の花と輝く　 ひ　ひこうき雲　
の　野ばら　 は　春の行進曲　 ひ　ひざっこぞうのうた　
の　野崎小唄　 は　春は何色　 ひ　ひと(一)坪たりともわたすまい　
の　野菊　 は　春まつり音頭　 ひ　ひとつの歌から　
の　野風増　 は　春よ、来い　 ひ　ひとつの空の下で　
は　8時間ソング　 は　春よこい　 ひ　ひとつぶの涙　
は　はかなし愛の誓い　 は　春一番　 ひ　ひとつ星のうた　
は　はくぎん(白銀)は招くよ　 は　春風　 ひ　ひとり寝の子守歌　
は　はぐれつばめ　 は　晴れた五月　 ひ　ひと日の終り　
は　はじめの一歩　 は　果てもなき荒野原　 ひ　ひなげしの花　
は　はなさかじじい　 は　橋をつくったのはこの俺だ　 ひ　ひびかせろ　
は　はるかな友に　 は　母なるボルガをくだりて　 ひ　ひょっこりひょうたん島　
は　はるかな青空　 は　母なる故郷　 ひ　ひらいたひらいた　
は　はるか遠く流れるボルガ　 は　母親の歌　 ひ　ひろしまから　
は　ハイタッチ　 は　波止場だよ、お父つぁん　 ひ　ヒロシマ　
は　ハイリリハイロー　 は　波止場の夜　 ひ　ヒロシマのある国で　
は　ハゲとデブのうた～一日してならず～　は　波浮の港　 ひ　ビギン・ザ・ビギン　
は　ハッピーバースデー　 は　浜千鳥　 ひ　ビビディ　バビディブー　
は　ハナミズキ　 は　浜辺の歌　 ひ　ビヤ樽ポルカ　
は　ハンマーの歌　 は　灰色の瞳　 ひ　ビューティフル・ネーム　
は　バイカル湖のほとり　 は　畠へ行こう　 ひ　ビューティフル･サンデー　
は　バナナボート　 は　箱根八里　 ひ　ビリーブ　
は　バラが咲いた　 は　羽ばたけ憲法九条　 ひ　ピクニック　
は　バラはあこがれ　 は　芭蕉布　 ひ　ピケはる娘　
は　バラライカ　 は　花(すべての人のこころに）　 ひ　ピノキオへの手紙　
は　バラ色の人生　 は　花(滝廉太郎）　 ひ　ピレネーの山の男　
は　バルカンの星の下に　 は　花あそび　 ひ　ピースウェーブ　
は　バンジョー鳴らせ　 は　花かげ　 ひ　ピースナイン　
は　バンビーノ　 は　花ぐるま　 ひ　一人から一人へ　
は　パイナップル・プリンセス　 は　花と小父さん　 ひ　一人の手　
は　パダム・パダム　 は　花には太陽を子どもらに平和を　 ひ　一人の手（替え歌）　
は　パパはママが好き　 は　花のうた　 ひ　久しき昔(思い出）　
は　パパはママにいかれてる　 は　花のまわりで　 ひ　人の気も知らないで　
は　パリのお嬢さん　 は　花のメルヘン　 ひ　人を恋うる歌　
は　パリの屋根の下　 は　花の街　 ひ　光のエチュード　
は　パリの悪戯っ子　 は　花の首飾り　 ひ　広い河の岸辺　
は　パリの橋の下　 は　花はどこへいった　 ひ　広きドニエブルの嵐　
は　パリの空の下　 は　花は咲く　 ひ　広場と僕らと青空と　
は　パリ祭　 は　花は咲けども　 ひ　悲惨な戦争（Cruel War)　
は　パリ野郎　 は　花をおくろう　 ひ　日々　
は　万里の河　 は　花嫁　 ひ　日の丸の旗　
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ひ　東へ西へ　 ふ　二人の山男　 ほ　ボンボンキャラメル　
ひ　比叡おろし　 ふ　二人は若い　 ほ　ボートの上で　
ひ　氷雨　 ふ　冬が来る前に　 ほ　ポートラジウム物語　
ひ　火　 ふ　冬の夜　 ほ　ポーリュシカ・ポーレ　
ひ　琵琶湖哀歌　 ふ　冬の星座　 ほ　ポー・ボーイ　
ひ　琵琶湖就航の歌　 ふ　冬の稲妻　 ほ　僕のつくる道　
ひ　百万本のバラ(加藤登紀子）　 ふ　冬景色　 ほ　僕のひこうき　
ひ　百万本のバラ　 ふ　冬芽　 ほ　僕は泣いちっち　
ひ　百万本のバラ（松山善三）　 ふ　古い顔　 ほ　僕は特急の機関士で　
ひ　百姓娘(２種あり）　 ふ　古きぼだい樹　 ほ　僕らが戦争を望んでいるのか　
ひ　羊飼いの娘　 ふ　富士山讃歌　 ほ　僕らはいつも　
ひ　開けゆく広野　 ふ　振り込み詐欺だよおっかさん　 ほ　僕らはいつも陽気でいたい　
ひ　開けゆく歴史　 ふ　故郷のように　 ほ　北帰行　
ひ　陽はまた昇る　 ふ　故郷の山　 ほ　坊がつる讃歌　
ふ　PRIDE　 ふ　故郷の花はいつでも紅い　 ほ　坊や大きくならないで　
ふ　ふきのとう　 ふ　故郷（うさぎおいし）　 ほ　慕情　
ふ　ふしぎなポケット　 ふ　武器はみんな捨てろ　 ほ　抱擁　
ふ　ふじの山　 ふ　浮浪児の歌　 ほ　星に祈りを　
ふ　ふりそそげ春の陽　 ふ　深浦の空　 ほ　星に祈ろう　
ふ　ふるさと(祭りも近いが～）　 ふ　舟唄　 ほ　星に願いを　
ふ　ふるさとのうた　 ふ　船のり　 ほ　星のフラメンコ　
ふ　ふるさとのはなしをしょう　 ふ　船方さんよ　 ほ　星の世界に　
ふ　ふるさとの四季をうたう　 ふ　釜山港へ帰れ　 ほ　星の流れに　
ふ　ふるさとの山陰（ジグーリ）　 ふ　風雪ながれ旅　 ほ　星の界　
ふ　ふるさとの木の下で　 へ　へいわのうた　 ほ　星はなんでも知っている　
ふ　ふるさとはどこですか　 へ　ヘイ・ヤシネック　 ほ　星めぐりの歌　
ふ　ふるさとは今もかわらず　 へ　ベトナムの乙女たち　 ほ　星よおまえは　
ふ　ふるさと日和　 へ　ベトナムへ送るまい　 ほ　星よお前は　
ふ　ふるさと（ふるさと～）　 へ　ベリョースカ　 ほ　星屑の街　
ふ　ふるさと（故郷）の春　 へ　ベンセレモス　 ほ　星影さやかに（燃えろ代燃えろ）　
ふ　ふるさと（荒木）　 へ　ペチカ　 ほ　星影のワルツ　
ふ　ふるさと～嵐～　 へ　ペトルスとマルーシャ　 ほ　星影の小道　
ふ　ふれあい　 へ　ペリーヌ物語　 ほ　星空に両手を　
ふ　ぶらんこのうた　 へ　ペンギンさん　 ほ　星降る街角　
ふ　ぶんぶんぶん　 へ　兵士のワルツ　 ほ　本当のことを教えて　
ふ　ファイト（エコーソング）　 へ　兵隊が戦争に行くとき　 ほ　炎の歌　
ふ　ファニタ　 へ　平原の魂　 ほ　牧師と奴隷　
ふ　フィンランディア　 へ　平和と軍縮を　 ほ　牧歌～その夏～　
ふ　フィーリング　 へ　平和に生きる権利　 ほ　穂高よさらば　
ふ　フォルティシモ　 へ　平和のために　 ほ　菩提樹　
ふ　フニクリフニクラ　 へ　平和の花 紫金草　 ほ　蛍の光　
ふ　フランシーヌの場合　 へ　平和の９９９　 ほ　蛍（蛍の宿は）　
ふ　フランチェスカの鐘　 へ　平和への叫び　 ほ　誇りを胸に　
ふ　フル・フル　 へ　平和行進かぞえうた　 ほ　鉾をおさめて　
ふ　フルーツサラダの歌　 へ　平壌は心のふるさと　 ま　MyRevolution　
ふ　ブッヘンワルドの警鐘　 へ　弁天小僧　 ま　まあるい命　
ふ　ブランディーグラス　 ほ　ほうせん花　 ま　また君に恋してる　
ふ　ブラームスの子守歌　 ほ　ほおずきの歌　 ま　また逢う日まで　
ふ　ブルーシャトー　 ほ　ほたる　 ま　まだ見ぬ星を　
ふ　ブルーライト・ヨコハマ　 ほ　ほほえみ（微笑）がえし　 ま　まっかな秋　
ふ　ブンガワン・ソロ　 ほ　ほほにかかる涙　 ま　まつの木小唄　
ふ　ブーゲンビリア花咲くハノイよ　 ほ　ぼくのひこうき　 ま　まつり　
ふ　プロヴァンスの海へ　 ほ　ぼくらどんなにつらくとも　 ま　まつり花　
ふ　不屈の民　 ほ　ぼけない小唄　 ま　まめまき　
ふ　二つの岸　 ほ　ぼけます小唄　 ま　マイウエイ（中島）　
ふ　二つの手の想い出　 ほ　ホッカイ(北海)盆歌　 ま　マイム・マイム　
ふ　二人　 ほ　ホルディリディア　 ま　マイ・ウェイ　
ふ　二人でお酒を　 ほ　ホワイトクリスマス　 ま　マイ・ウェイ（岩谷時子）　
ふ　二人で行けば　 ほ　ホーおじさんの歌　 ま　マイ・ウエイ（中島）　
ふ　二人の世界　 ほ　ホーリージュンザイライ(何日君再来)　ま　マギー若き日の歌を　
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ま　ママごめんなさい　 み　みんな太陽　 も　モア　
ま　マライカ　 み　ミカンの実　 も　モスクワ郊外の夕べ　
ま　マリアンヌ　 み　ミネソタの卵売り　 も　モッキンバードビル　
ま　マリア・マリ　 み　三日月娘　 も　モミの木テーマソング　
ま　マルセリーノの歌　 み　三池でもやした火をもやせ　 も　モモの花のように　
ま　マンコロの歌　 み　三池の主婦の子守歌　 も　モン・パリ　
ま　マンマ　 み　三池炭坑節　 も　モーツァルトの子守歌　
ま　マーチ　 み　南の島のハメハメハ大王　 も　最上川舟唄　
ま　マーチングマーチ　 み　南の花嫁さん　 も　木綿のハンカチーフ　
ま　丸顔の娘　 み　南ベトナムからの手紙　 も　桃太郎　
ま　孫　 み　岬めぐり　 も　森と湖の踊り　
ま　守れホッパー　 み　未来へ　 も　森のくまさん　
ま　希空　 み　未来をかけて　 も　森のこびと　
ま　待ちぼうけ　 み　民族独立行動隊の歌　 も　森のクマさん　
ま　待つわ　 み　民衆の歌　 も　森の小径　
ま　松島　 み　民衆の歌が聞こえるか　 も　森の教会　
ま　松電バスのうた　 み　民衆の歌（ともしび版）　 も　森の楓　
ま　正夫星よ　 み　水の歌　 も　森の水車　
ま　毬藻の歌　 み　水色のワルツ　 も　樅の木　
ま　満州の丘に立ちて　 み　水虫の唄　 も　燃えよドラゴンズ　
ま　満州娘　 み　港　 も　燃えろよ燃えろ　
ま　満月の夕(ゆうべ)　 み　港が見える丘　 も　燃えろペチカ　
ま　牧場の娘　 み　港町十三番地　 も　紅葉　
ま　牧場の小道（ストドラパンパ）　 み　緑の地平線　 や　やさしさに包まれたなら　
ま　牧場の朝　 み　耳をすましてごらん　 や　やってみよう　
ま　町　 み　見上げてごらん夜の星を　 や　やま(炭鉱)の子　
ま　町から村から工場から　 み　見果てぬ夢　 や　ヤンキードゥードゥル　
ま　真っ赤な花はみんなの意気だ　 み　道　 や　ヤングマン　
ま　真夜中のギター　 む　むすんでひらいて　 や　八木節　
ま　真実（まこと）の愛　 む　娘よ　 や　山のかなたに　
ま　真室川音頭　 む　昔ある若者が　 や　山のロザリア　
ま　真白き富士の嶺　 む　昔のまま　 や　山の一行詩　
ま　真赤な太陽　 む　昔の名前で出ています　 や　山の人気者　
ま　真赤な秋　 む　村の娘　 や　山の友よ(虹芝寮々歌　
ま　窓辺に散るチェリョームハ　 む　村の婚礼　 や　山の吊橋　
ま　聖母（マドンナ）たちのララバイ　 む　村の鍛冶屋　 や　山の大尉　
ま　街　 む　村祭り　 や　山の子の歌　
ま　街のざわめきも聞こえず　 む　無縁坂　 や　山の彼方に　
ま　街のサンドイッチマン　 む　虫の声　 や　山の歌　
ま　街の灯り　 む　麦と兵隊　 や　山の煙　
ま　負けないで　 む　麦の唄　 や　山の音楽家　
ま　迷い道　 む　麦畑　 や　山は心のふるさと　
ま　鞠と殿さま　 め　めえめえ児山羊　 や　山への祈り　
み　みかんの花咲く丘　 め　めだかの学校　 や　山家育ち　
み　みどりのそよ風　 め　めんこい仔馬　 や　山寺の和尚さん　
み　みどりの山河　 め　メケ・メケ　 や　山小屋　
み　みどりの雨　 め　メダカの兄弟　 や　山小舎の灯　
み　みやまおだまき　 め　名月赤城山　 や　山男の歌(神保作詞）　
み　みんながみんな英雄　 め　夫婦春秋　 や　山男の歌（ともしび歌集）　
み　みんなが笑う日まで　 も　もうすぐ春だ　 や　山男小唄　
み　みんなでみんなで敵をうて　 も　もう二度と　 や　山男怠慢のうた　
み　みんなで刈り取ろう　 も　もう飛ぶまいぞ　 や　山羊さん郵便　
み　みんなと一緒にうたった　 も　もしもあなたに出逢ってなかったら　や　山蔭の道　
み　みんなのうた　 も　もしもあなたに逢えずにいたら　 や　弥三郎節　
み　みんなの中へ　 も　もしもピアノが弾けたなら　 や　柔　
み　みんなの心にとどくよう　 も　もしも君が　 や　椰子の実　
み　みんなニコニコ　 も　もしも明日が　 や　矢切りの渡し　
み　みんな一緒に　 も　もずが枯れ木で　 や　野球小僧　
み　みんな元気か　 も　もやせ闘魂　 ゆ　UFO替え歌　
み　みんな入ろ　 も　もろびとこぞりて　 ゆ　ゆかいな牧場　
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hbuゆ　ゆかいな行進　 よ　呼び込もう春を　 る　流亡の曲　
ゆ　ゆかいに歩けば　 よ　喜びも悲しみも幾年月　 る　流刑人のうた　
ゆ　ゆり(揺)かごのうた　 よ　夜のタンゴ　 る　瑠璃色の地球　
ゆ　ユナイト　 よ　夜のプラットホーム　 れ　れんげ草　
ゆ　ユニオン列車　 よ　夜は暗い　 れ　レッドリバーの谷　
ゆ　ユメカシーラ　 よ　夜明けだ　 れ　レールの音が聞こえますか　
ゆ　勇気あるもの　 よ　夜明けに　 ろ　ろくでなし　
ゆ　勇気１００％　 よ　夜明けのうた　 ろ　ロシア　
ゆ　夕べのうたごえ　 よ　夜明けのスキャット　 ろ　ロシアの曠野　
ゆ　夕べの秘密　 よ　夜明けのメロディー　 ろ　ロシアの草原　
ゆ　夕べの鐘　 よ　夜明けまで踊りたい　 ろ　ロシア私の故郷　
ゆ　夕べの集い　 よ　夜明け前の唄　 ろ　ロックローモンド　
ゆ　夕張わがふるさと　 よ　夜汽車　 ろ　ロック・イン・サマー　
ゆ　夕日　 よ　夜霧のしのび逢い　 ろ　ロマンよ風になれ　
ゆ　夕焼けとんび　 よ　夜霧のブルース　 ろ　ロマンス　
ゆ　夕焼け小焼け　 よ　夜霧の第二国道　 ろ　ロマンス（ロシア民謡）　
ゆ　夕焼け雲　 よ　夜霧よ今夜もありがとう　 ろ　ロンドンデリー・エア　
ゆ　夕焼小焼　 よ　宵待草　 ろ　ロヴィッチの娘　
ゆ　夕陽が泣いている　 よ　横田辺野古連帯の歌　 ろ　ローレライ　
ゆ　夕陽の丘　 よ　陽気なチンタ　 ろ　六月の雨　
ゆ　夢で逢いましょう　 よ　陽気に生きようこの人生をさ　 ろ　六甲おろし　
ゆ　夢のお馬車　 ら　Love and Peace　 ろ　労働者はいいぞ　
ゆ　夢の中に君がいる　 ら　ラジオ体操の歌　 ろ　労働者はまだ　
ゆ　夢の中へ　 ら　ラストダンスは私に　 ろ　老後は続くよどこまでも　
ゆ　夢の途中　 ら　ラストワルツ　 わ　わかっているよ　
ゆ　夢みる想い　 ら　ラバウル小唄　 わ　わかって下さい　
ゆ　夢わかば　 ら　ラブユー東京　 わ　わかば　
ゆ　夢をあきらめないで　 ら　ラルゴ　 わ　わが大地のうた　
ゆ　夢をかなえてどらえもん　 ら　ラ・クカラチャ　 わ　わが母のうた　
ゆ　夢をのせて　 ら　ラ・ゴロンドリーナ　 わ　わが祖国(This land is your land)　
ゆ　夢を語る時　 ら　ラ・スパニョラ　 わ　わたしの歩く道　
ゆ　夢一夜　 ら　ラ・スパニョーラ　 わ　わたしの紙風船　
ゆ　夢淡き東京　 ら　ラ・セーヌ　 わ　わたし祈ってます　
ゆ　夢芝居　 ら　ラ・パロマ　 わ　わたぼこの中に咲いた花　
ゆ　夢路より　 ら　ラ・ボエーム　 わ　わらぐつの歌　
ゆ　揺れる想い　 ら　ラ・マルセイエーズ　 わ　わらのなかの七面鳥　
ゆ　有楽町で逢いましょう　 ら　ラ・メール　 わ　わらの中の七面鳥　
ゆ　湯の町エレジー　 ら　ラ･ノビア　 わ　われは海の子　
ゆ　湯島の白梅　 ら　ラ･ノヴィア　 わ　われらの仲間　
ゆ　湯沢旅情　 り　りんご追分　 わ　われら愛す　
ゆ　誘惑の春　 り　りんどう(林道)人夫　 わ　われら青春　
ゆ　豊かな青い海　 り　リヒテンシュタイナー　ポルカ　 わ　ワインレッドの心　
ゆ　郵便馬車の馭者だった頃　 り　リムジンガン　 わ　ワシントン広場の夜は更けて　
ゆ　雪　 り　リラの花　 わ　ワダツミの木　
ゆ　雪がふる　 り　リリー・マルレーン　 わ　ワニのゲーナ　
ゆ　雪が降る（アダモ）　 り　リリー・マルレーン（片桐）　 わ　ワルシャワ労働歌　
ゆ　雪の渡り鳥　 り　リンゴのひとりごと　 わ　ワーク・ソング　
ゆ　雪の降る町を　 り　リンゴの唄　 わ　ワーシャ・ワシリョーク　
ゆ　雪の降る街を　 り　リンゴの木の下で　 わ　別れ　
ゆ　雪国　 り　リンゴの花咲く頃　 わ　別れても好きな人　
ゆ　雪山に消えたあいつ　 り　リンゴ娘　 わ　別れのブルース　
ゆ　雪山讃歌　 り　リンゴ村から　 わ　別れの一本杉　
ゆ　雪白く　 り　リンゴ追分　 わ　別れの朝　
よ　よこはま詩集　 り　リーザ・ジェーン　 わ　別れの磯千鳥　
よ　よみがえれ我が大地　 り　旅愁　 わ　別れ歌（中島みゆき）　
よ　よろこび　 り　陸前高田の松の木　 わ　別れ（山本学治）　
よ　よろこびの歌　 り　離陸準備完了　 わ　別れ（岡本版）　
よ　ヨイトマケの唄　 る　ルッツェルンからヴェヅギスヘ　 わ　吾亦紅　
よ　与作　 る　ルビーの指環　 わ　忘れな草　
よ　世直し音頭　 る　ルージュの伝言　 わ　忘れな草をあなたに　
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わ　我が人生に悔いなし　
わ　我が窮状　
わ　我が良き友よ　
わ　我等の仲間　
わ　私たちが進みつづける理由　
わ　私たちのブカレストにて　
わ　私たちは俺たちは(国鉄労働組合歌）　
わ　私と小鳥と鈴と　
わ　私に人生と言えるものがあるなら　
わ　私のインドネシア　
わ　私の人生６０から　
わ　私の回転木馬　
わ　私の城下町　
わ　私の子どもたちへ　
わ　私の孤独　
わ　私の希望（ねがい）　
わ　私の心はヴァイオリン　
わ　私の恋人　
わ　私の愛した街　
わ　私の焚火　
わ　私の青空　
わ　私はここに立つ　
わ　私はウェイトレス　
わ　私は生きるために太陽の下　
わ　私は街の子　
わ　私をしからないでママ　
わ　私を褒めてください　
わ　私を責めないで　
わ　童神　
わ　笑ってごらん　
わ　若いお巡りさん　
わ　若いってすばらしい　
わ　若い二人　
わ　若者たち　
わ　若者よ　
わ　若者達の話　
わ　若葉（わかば）　
原語　HappyXmas　
原語　Imagine　
原語　now_is_The_Time　
原語　The Water is wide　
原語　Trink,Trink　
原語　VALENCIA（バレンシア）　
原語　White Christmas　
原語　ホワイトクリスマス　
原語　七つの水仙　
原語　星と涼風クリスマス　
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せ　戦争はもういやだ（くりたはる版）　
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ち　調子を揃えてクリッククリッククリック　
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わ　わが祖国(This land is your land)　
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