
アンジェラ・アキ
【　　あ行　　】 サクラ色
aiko カブトムシ 安全地帯
青山テルマ そばにいるね 碧い瞳のエリス あの頃へ
赤い鳥 悲しみにさよなら じれったい
竹田の子守唄 翼を下さい ワインレッドの心
アグネス・チャン 杏里
ひなげしの花 オリビアを聴きながら
麻丘めぐみ 悲しみが止まらない
芽生え 私の彼は左利き アン・ルイス 六本木心中
天地真理 ひとりじゃないの Eagles
あみん 待つわ Hotel California
絢香 いきものがかり
I believe Jewelry Day ありがとう 風が吹いている
三日月 みんな空の下 石川ひとみ まちぶせ
荒井由実（松任谷由実）　　　　　いしだあゆみ ブルーライトヨコハマ
ANNIVERSARY 泉谷しげる 春夏秋冬
あの日に帰りたい 翳りゆく部屋 五つの赤い風船
卒業写真 中央フリーウェイ 遠い世界に
冷たい雨 ひこうき雲 まぼろしの翼とともに
埠頭を渡る風 守ってあげたい もしもボクの背中に翼がはえて
やさしさに包まれたなら 因幡晃 わかって下さい
リフレインが叫んでいる 井上陽水
ルージュの伝言 愛は君 ありがとう
アリス いっそセレナーデ
今はもう誰も 帰らざる日々 いつのまにか少女は
狂った果実 終止符 帰れない二人 傘がない
ジョニーの子守唄 チャンピオン 飾りじゃないのよ涙は
涙の誓い 冬の稲妻 紙飛行機 帰郷



欧陽菲菲 ラブ・イズ・オーバー コブクロ 蕾
氷の世界 心もよう 岡林信康 おもかげ色の空 置手紙
小春おばさん 桜三月散歩道 君に捧げるラブソング 海岸通 賀茂の流れに 【　　さ行　　】
少年時代 白い一日 山谷ブルース 神田川 黄色い船 斉藤和義
ダンスはうまく踊れない チューリップのアップリケ ささやかなこの人生 歩いて帰ろう 歌うたいのバラッド
断絶 手紙 友よ 好きだった人 青春 ずっと好きだった
夏の終わりのハーモニー プカプカ 田中君じゃないか 斉藤哲夫
夏祭り 東へ西へ 私たちの望むものは 笠置シヅ子 東京ブギウギ されど私の人生は
夢の中へ リバーサイドホテル 岡本真夜 TOMORROW 加藤ミリヤ Aitai 悩み多きものよ
今井美樹 荻野目洋子 六本木純情派 かまやつひろし Simon & Garfunkel
Goodbye Yesterday 小椋桂 どうにかなるさ THE BOXER
Peace of my wish 愛燦燦 さらば青春 河島英五 Mrs.Robinson
PRIDE しおさいの詩 酒と泪と男と女 てんびんばかり 堺正章 さらば恋人
イルカ・伊勢正三 少しは私に愛をください 菅野美穂 坂本九
なごり雪 泣かせて めまい 上を向いて歩こう
H2O 想い出がいっぱい 揺れるまなざし 来生たかお 夢の途中 見上げてごらん夜の星を
NSP 尾崎紀世彦 また逢う日まで キャンディーズ サザンオールスターズ
さよなら 尾崎豊 春一番 やさしい悪魔 いとしのエリー
夕暮れ時はさびしそう I LOVE YOU Kiroro 恋人も濡れる街角
Every Littel Thing Oh My Little Girl 長い間 未来へ 栞のテーマ TSUNAMI
Time Goes By 久保田早紀 異邦人 涙のキッス 真夏の果実
Fragile 【　　か行　　】 久保田利伸 Missing みんなのうた メロディー
エレファントカシマシ 海援隊 あんたが大将 GLAY
今宵の月のように 加川良 HOWEVER BE LOVED さだまさし
遠藤賢司 カレーライス 教訓 伝道 桑田佳祐 悲しい気持ち 縁切寺 無縁坂
大瀧詠一 かぐや姫 越路吹雪 Salyu To U
恋するカレン 幸せな結末 赤ちょうちん あの人の手紙 愛の賛歌 サントワマミー 沢田研二
太田裕美 木綿のハンカチーフ あの唄はもう唄わないのですか ろくでなし 時の過ぎゆくままに
大塚愛 プラネタリウム 今はちがう季節 妹 小林明子 恋におちて 沢田知可子 会いたい

22歳の別れ

ZOO～愛を下さい～

Oh！クラウディア

YaYa あの時代を忘れない



SMAP 長渕剛
JAY WALK 世界に一つだけの花 万里の河 ひとり咲き おいらの家まで 乾杯
Just Because ZONE 僕はこの瞳で嘘をつく 幸せになろうよ しゃぼん玉
何も言えなくて…夏 チューリップ 順子 巡恋歌

銀の指環 サボテンの花 しょっぱい三日月の夜
You've got a friend 【　　た行　　】 青春の影 夕陽を追いかけて 素顔 とんぼ
シグナル 高木麻早 一人ぼっちの部屋 テレサ・テン 別れの予感 ろくなもんじゃねぇ
柴咲コウ 月のしずく 高田渡 DREAMS COME TRUE
島谷ひとみ 自転車に乗って 生活の柄 うれしい　たのしい　大好き 中村雅俊 俺たちの旅
亜麻色の髪の乙女 高橋真梨子 Winter Song 中森明菜
ザ・シューベルツ ごめんね For You きみにしか聞こえない スローモーション セカンドラブ
風 桃色吐息 沈没船のモンキーガール 中山千夏 あなたの心に
JuJu 竹内まりや 何度でも 未来予想図Ⅱ
奇跡を望むなら 素直になれたなら 家に帰ろう（マイ・スウィート・ホーム） めまい やさしいキスをして 世界中の誰よりきっと
ナツノハナ 駅 人生の扉 雪のクリスマス 夏川りみ 涙そうそう
やさしさで溢れるように 玉置浩二 トワエモア 虹と雪のバラード 並木路子 リンゴの唄
新谷のり子 田園 嘲笑 西岡恭蔵
フランシーヌの場合は メロディー 【　　な行　　】 サーカスにはピエロが
Superfly 千賀かほる 真夜中のギター 中島美嘉 プカプカ
愛をこめて花束を ちあきなおみ ORION 雪の華
Last Love Song 喝采 四つのお願い 中島みゆき 【　　は行　　】
ズーニーヴー 白いサンゴ礁 Char 悪女 あした ハイファイセット
スガシカオ 夜空ノムコウ All Around Me あなたの心に 糸 スカイレストラン
スターダストレビュー 気絶するほど悩ましい 狼になりたい 化粧 BUZZ ケンとメリー
木蓮の涙 Song in my heart 時代 長谷川きよし 別れのサンバ
スピッツ 空と君のあいだに PUFFY
空も飛べるはず エピローグ 男と女 春なのに ファイト 渚にまつわるエトセトラ
チェリー 渚 伝わりますか ヘッドライト・テールライト 浜田省吾
ロビンソン はじまりはいつも雨 ホームにて 悲しみは雪のように もう一つの土曜日

Secret Base～君がくれたもの～
James　Taylor

20歳のめぐり逢い

中山美穂 ＆ WANDS

CHAGE & ASKA



【　　ま行　　】 ともだち 夏休み
バンバン マイペース 東京 森高千里 人間なんて 二十歳のワルツ
いちご白書をもう一度 松たか子 雨 渡良瀬橋 花嫁になる君に 春だったね
ザ・ピーナッツ ビートルズが教えてくれた
恋のバカンス 恋のフーガ 松田聖子 【　　や行　　】 ペニーレインでバーボンを
ヒデとロザンナ 愛の奇跡 赤いスイートピー 青い珊瑚礁 薬師丸ひろ子 探偵物語 マークⅡ
一青窈 ハナミズキ Sweet Memories 山口百恵 夢先案内人 まにあうかもしれない
平山みき 真夏の出来事 大切なあなた 瑠璃色の地球 山崎ハコ 祭りのあと もう寝ます
ビリー・バンバン 松山千春 飛びます 望郷 吉田町の唄 落陽
白いブランコ また君に恋してる 貴方だけ YUI 流星 リンゴ
弘田三枝子 人形の家 大空と大地の中で 吉永小百合 寒い朝
ザ・フォーク・クルセダーズ オホーツクの海 帰ろう 吉田拓郎 【　　ら行　　】
あの素晴らしい愛をもう一度 かざぐるま 季節の中で あの娘といい気分 ある雨の日の情景 Righteous Brothers 
イムジン河 君が好きさ イメージの詩 馬 Unchained Melody
悲しくてやりきれない 君のために作った歌 襟裳岬 大きな夜 Le Couple ひだまりの詩
福山雅治 銀の雨 恋 おきざりにした悲しみは レベッカ フレンズ
家族になろうよ 桜坂 こんな夜は 人生の空から 伽草子 ガラスの言葉
Squall Hello 長い夜 走れ夜汽車 今日までそして明日から 【　　わ行　　】
藤井フミヤ TRUE LOVE 初恋 ふるさと 結婚しようよ 恋唄 ザ・ワイルドワンズ
布施明 そっとおやすみ 南風にのせて もう一度 恋の歌 高円寺 思い出の渚
PRINCESS PRINCESS 雪化粧 私を見つめて 心の破片 こっちを向いてくれ
M ジュリアン 黛ジュン 言葉 人生を語らず
ザ・ブルーハーツ 雲に乗りたい 天使の誘惑 シンシア 制服
情熱の薔薇 MISIA 青春の詩 世情

逢いたくていま Everything せんこう花火 外は白い雪の夜
白い色は恋人の色 Song For You たどり着いたらいつも雨降り

美空ひばり 旅の宿
五番街のマリー ジョニーへの伝言 悲しい酒 川の流れのように 冷たい雨が降っている
BORO 大阪で生まれた女 南沙織 どうしてこんなに悲しいんだろう

Let it Go～ありのままで～

CHE・R・RY

BETSY & CHRIS

ペドロ & カプリシャス

17才
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