
歌声あまねレパートリー

流行歌 フォークソング グループサウンズ
昭和3 出船 昭和40 女の意地 昭和32 桑畑 昭和41 思い出の渚
昭和6 侍ニッポン 昭和40 旅人よ 昭和35 知床旅情 昭和41 いつまでもいつまでも
昭和17 鈴懸（すずかけ）の径 昭和40 涙くんさよなら 昭和40 女ひとり 昭和41 夕陽が泣いてる
昭和21 リンゴの歌 昭和41 お嫁においで 昭和41 思い出の赤いヤッケ 昭和41 青い瞳
昭和23 谷間のともしび 昭和41 ラブユー東京 昭和41 今日の日はさようなら 昭和42 ブルーシャトウ
昭和23 異国の丘 昭和41 君といつまでも 昭和41 バラが咲いた 昭和42 真っ赤な太陽
昭和24 銀座カンカン娘 昭和41 霧氷 昭和41 若者たち 昭和42 北国の二人
昭和24 青い山脈 昭和41 ベッドで煙草を吸わないで 昭和42 この広い野原いっぱい 昭和43 マリアの泉
昭和24 長崎の鐘 昭和41 蒼い星屑 昭和42 空に星があるように 昭和43 恋の季節
昭和25 水色のワルツ 昭和42 銀色の道 昭和42 バラ色の雲 昭和43 小さなスナック
昭和25 白い花の咲く頃 昭和42 新宿ブルース 昭和43 イムジン川 昭和43 モナリザの微笑み
昭和26 上海帰りのリル 昭和42 世界は二人のために 昭和43 戦争は知らない 昭和43 花の首飾り
昭和27 あこがれの郵便馬車 昭和42 星影のワルツ 昭和43 友よ 昭和43 星に祈りを
昭和27 芸者ワルツ 昭和42 虹色の湖 昭和43 悲しくてやりきれない 昭和43 エメラルドの伝説
昭和28 街のサンドイッチマン 昭和43 ブルーライトヨコハマ 昭和43 青年は荒野をめざす 昭和51 青春時代
昭和28 雪の降る街を 昭和43 好きになった人 昭和43 何のために

昭和29 あなたと共に 昭和43 小さな日記 昭和44 歌 愛唱歌
昭和29 お富さん 昭和43 知りすぎたのね 昭和44 風 学生時代
昭和29 高原列車は行く 昭和43 天使の誘惑 昭和44 さすらい人の子守唄 四季の歌
昭和29 黒百合の歌 昭和43 夕月 昭和44 遠い世界に 琵琶湖周航の歌
昭和30 カスバの女 昭和44 空よ 昭和44 時には母のない子のように 北帰行
昭和30 この世の花 昭和44 港町ブルース 昭和44 フランシーヌの場合 雪山讃歌
昭和30 別れの一本杉 昭和44 今日でお別れ 昭和44 白い色は恋人の色 リリー・マルレーン
昭和30 ああ新撰組 昭和44 真夜中のギター 昭和44 ある日突然 グリーンスリーブス
昭和31 ここに幸あり 昭和44 長崎は今日も雨だった 昭和44 白いブランコ 五木の子守唄
昭和31 リンゴ村から 昭和44 夜明けのスキャット 昭和45 戦争を知らない子供たち オールドブラックジョー
昭和31 哀愁の街に霧が降る 昭和45 そっとおやすみ 昭和46 花嫁 線路は続くよ　どこまでも
昭和31 哀愁列車 昭和45 雨がやんだら 昭和46 黒の舟歌 アルプス一万尺
昭和31 若いおまわりさん 昭和45 希望 昭和47 あのすばらしい愛をもう一度 アロハオエ
昭和31 東京の人 昭和45 京都慕情 昭和47 学生街の喫茶店 サンタルチア
昭和32 喜びも悲しみも幾歳月 昭和45 圭子の夢は夜ひらく 昭和47 さよならをするために フニクリ　フニクラ
昭和32 錆びたナイフ 昭和45 手紙 昭和48 神田川 禁じられた遊び
昭和32 東京のバスガール 昭和45 誰もいない海 昭和48 心もよう おおブレネリ
昭和32 東京午前三時 昭和46 また逢う日まで 昭和48 心の旅 おおスザンナ
昭和32 夜霧の第二国道 昭和46 雨の御堂筋 昭和48 白いギター 山男の歌
昭和32 踊り子 昭和46 私の城下町 昭和48 夢の中へ おもちゃのチャチャチャ
昭和33 こいさんのラブコール 昭和46 終着駅 昭和49 岬めぐり 芭蕉布
昭和33 有楽町で会いましょう 昭和46 別れの朝 平成2 少年時代 わらの中の七面鳥
昭和33 古城 昭和47 おまえに We Shall Overcome しゃれこうべと大砲
昭和34 黒い花びら 昭和47 喝采 竹田の子守唄 原爆を許すまじ
昭和34 心の窓に灯を 昭和47 瀬戸の花嫁 ドナドナ もずが枯れ木で
昭和34 東京ナイトクラブ 昭和47 折鶴 花はどこへいった



昭和34 南国土佐を後にして 昭和47 太陽がくれた季節 花はどこへいった(普及版) ロシア民謡
昭和35 アカシアの雨がやむとき 昭和47 北国行きで 花はどこへいった(英語版) カチューシャ
昭和35 再会 昭和47 りんどうの花 Five Hundred Miles 黒い瞳の
昭和35 誰よりも君を愛す 昭和48 くちなしの花 風に吹かれて ステンカラージン

昭和36 君恋し（ｵﾘｼﾞﾅﾙ大正11） 昭和48 ジョニーへの伝言 ともしび
昭和36 硝子のジョニー 昭和48 五番街のマリーへ トロイカ
昭和36 上を向いて歩こう 昭和48 赤い風船 山のロザリア
昭和36 川は流れる 昭和49 ふれあい

昭和36 北上夜曲 昭和49 襟裳岬 ラジオ・テレビ主題歌
昭和37 いつでも夢を 昭和49 二人でお酒を とんがり帽子(鐘の鳴る丘）
昭和37 遠くへ行きたい 昭和50 シクラメンのかほり 笛吹童子
昭和37 下町の太陽 昭和50 昔の名前で出ています 月光仮面
昭和37 寒い朝 昭和50 千曲川 宇宙戦艦ヤマト
昭和37 若いふたり 昭和50 北の宿から 銭形平次
昭和37 赤いハンカチ 昭和51 およげ！　たいやきくん ああ人生に涙あり(水戸黄門）
昭和37 島育ち 昭和51 春一番 快傑ハリマオの唄
昭和37 霧子のタンゴ 昭和51 津軽海峡冬景色 バス通り裏
昭和37 レッツキッス 昭和51 大阪ラプソディー 夢で会いましょう
昭和38 エリカの花散るとき 昭和52 北国の春 赤胴鈴之助
昭和38 こんにちは赤ちゃん 昭和53 いい日旅立ち 少年探偵団
昭和38 学園広場 昭和53 みちづれ ひょっこりひょうたん島
昭和38 見上げてごらん夜の星を 昭和54 異邦人 少年ジェット

昭和38 高校三年生 昭和55 昴（すばる）
昭和38 明日があるさ 昭和56 ルビーの指輪
昭和38 夕陽の丘 昭和57 北酒場
昭和38 恋のバカンス
昭和39 アンコ椿は恋の花
昭和39 ウナ・セラ・ディ東京
昭和39 お座敷小唄
昭和39 幸せなら手をたたこう
昭和39 手のひらを太陽に
昭和39 大阪ぐらし
昭和39 忘れな草をあなたに
昭和39 夜明けの歌


