
곡명 가수명
ああ上野駅 井沢　八郎 1
哀愁の高山 竜　鉄也 2
哀愁列車 三橋　美智也 3
あいつ 渡　哲也 4
会津の小鉄 京山　幸枝若 5
会津磐梯山 福島県民謡 6
愛のきずな 安倍　里葎子 7
愛の讃歌 菅原　洋一 8
愛の果てまで ハニー・シックス 9
愛は傷つきやすく ヒデとロザンナ 10
I LOVE YOU オフコース 11
青い珊瑚礁 松田　聖子 12
青い山脈 藤山　一郎＆奈良　光枝 13
青い鳥 ザ・タイガース 14
青いリンゴ 野口　五郎 15
赤い花　白い花 赤い鳥 16
赤い風船 浅田　美代子 17
赤いランプの終列車 春日　八郎 18
赤城の子守唄 東海林　太郎 19
赤ちょうちん かぐや姫 20
あきらめないで 秋庭　豊とアローナイツ 21
悪女 中島　みゆき 22
憧れのハワイ航路 岡　晴夫 23
あじさい情話 北島　三郎 24
足手まとい 森　雄二とサザンクロス 25
熱海の夜 箱崎　晋一郎 26
あなたが欲しい ぴんから兄弟 27
あなただけを あおい　輝彦 28
あなたに生きる 大川　栄策 29
あなたの心に 中山　千夏 30
あなたの妻と呼ばれたい 牧村　三枝子 31
あの丘越えて 美空　ひばり 32
あの娘が泣いてる波止場 三橋　美智也 33
あの娘たずねて 佐々木　新一 34
あの素晴らしい愛をもう一度 加藤　和彦/北山　修 35
網走番外地 高倉　健 36
あばよ 研　ナオコ 37
あばれ玄海 天童　よしみ 38
雨やどり さだ　まさし 39
雨に咲く傘の花 欧陽　菲菲 40
雨の赤坂 角川　博 41
雨の大阪 三門　忠司 42
雨の東京 真木　ひでと 43
雨のブルース 淡谷　のり子 44
雨の港 大川　栄策 45
雨の物語 イルカ 46
アメリカン・フィーリング サーカス 47
ア・モーレ ～はげしく愛して～ 桂　銀淑 48
嵐の金曜日 HOUND DOG 49
アンコ椿は恋の花 都　はるみ 50
あんたのバラード 世良　公則とツイスト 51
あん時ゃどしゃ降り 春日　八郎 52
暗夜航路 キム・ヨンジャ 53
YES-YES-YES オフコース 54
YES,NO オフコース 55
伊豆の雨 角川　博 56
伊豆の佐太郎 高田　浩吉 57
いっぽんどっこの唄 水前寺　清子 58
いつまでもいつまでも ザ・サベージ 59



命あたえて 森　進一 60
命燃やして 石川　さゆり 61
今はもうだれも アリス 62
イヨマンテの夜 伊藤　久男 63
イルカにのった少年 城　みちる 64
色づく街 南　沙織 65
祝いしぐれ 松前　ひろ子 66
Wake Up 財津　和夫 67
ウォンテッド (指名手配) ピンク・レディー 68
浮草ぐらし 都　はるみ 69
浮草情話 森若　里子 70
浮草の宿 殿さまキングス 71
憂き世川 瀬川　瑛子 72
うしろ姿 矢吹　健 73
うそよ今夜も ロス・インディオス＆シルビア 74
梅と兵隊 田端　義夫 75
裏切りの街角 甲斐バンド 76
S・O・S ピンク・レディー 77
越後獅子の唄 美空　ひばり 78
越前岬 川中　美幸 79
エメラルドの伝説 ザ・テンプターズ 80
艶歌 君　夕子 81
王将 村田　英雄 82
おーい中村君 若原　一郎 83
大阪すずめ 永井　みゆき 84
大阪で生まれた女 BORO 85
大阪ナイト・クラブ 三門　志郎＆玉城　百合子 86
大阪の女(ひと) ザ・ピーナッツ 87
大阪ふたりづれ 大月　みやこ 88
おしどり人生 鏡　五郎 89
お世話になりました 井上　順 90
おてもやん 熊本県民謡 91
男どうし 天童　よしみ 92
男の子女の子 郷　ひろみ 93
男の酒 秋岡　秀治 94
男の水割り 佳山　明生 95
男はつらいよ 渥美　清 96
男道 北島　三郎 97
お富さん 春日　八郎 98
おまえとおれ 杉　良太郎 99
お祭りマンボ 美空　ひばり 100
お店ばなし 増位山　太志郎 101
思いきりアメリカン 杏里 102
想い出ぼろぼろ 内藤　やす子 103
想い出まくら 小坂　恭子 104
おもいやり 黒木　憲 105
おやじの背中 北島　三郎 106
およげ！たいやきくん 子門　真人 107
お嫁においで 加山　雄三 108
温泉芸者 五月　みどり 109
女心の唄 バーブ佐竹 110
おんな船頭唄 三橋　美智也 111
おんなの朝 美川　憲一 112
女の意地 西田　佐知子 113
女の駅 大月　みやこ 114
女のきもち 角川　博 115
女のくやしさ 内山田　洋とクール・ファイブ 116
女の酒 森若　里子 117
女の爪あと 矢吹　健 118
女の港 大月　みやこ 119



女ひとり デューク・エイセス 120
海岸通 イルカ 121
帰ってこいよ 松村　和子 122
帰らざる日々 アリス 123
帰ろかな 北島　三郎 124
案山子 (かかし) さだ　まさし 125
加賀の女 北島　三郎 126
学生街の喫茶店 ガロ 127
影を慕いて 藤山　一郎 128
傘がない 井上　陽水 129
カサブランカ ダンディ 沢田　研二 130
かしこい女じゃないけれど 北原　由紀 131
風　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はしだ　のりひことシューベルツ 132
風が泣いている ザ・スパイダース 133
片想い 浜田　省吾 134
加藤隼戦闘隊 軍歌 135
悲しい酒 美空　ひばり 136
悲しき口笛 美空　ひばり 137
悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ 138
釜ヶ崎人情 三音　英次 139
神様お願い ザ・テンプターズ 140
かもめが翔んだ日 渡辺　真知子 141
唐獅子牡丹 高倉　健 142
ガラスのジェネレーション 佐野　元春 143
からたち日記 島倉　千代子 144
カリフォルニア・コネクション 水谷　豊 145
河内おとこ節 中村　美律子 146
川の流れを抱いて眠りたい 時任　三郎 147
川は流れる 仲宗根　美樹 148
ガンダーラ ゴダイゴ 149
危険なふたり 沢田　研二 150
傷だらけのローラ 西城　秀樹 151
北ウイング 中森　明菜 152
北からの手紙 杉　良太郎 153
北へ 小林　旭 154
君が嘘をついた オフコース 155
君が美しすぎて 野口　五郎 156
君がすべてさ 千　昌夫 157
君からお行きよ 黒沢　明とロス・プリモス 158
君だけに愛を ザ・タイガース 159
君だけを 西郷　輝彦 160
君に会いたい ザ・ジャガーズ 161
きみの朝 岸田　智史 162
君の名は 織井　茂子 163
君のひとみは10000ボルト 堀内　孝雄 164
九州炭坑節 福岡県民謡 165
兄弟仁義 北島　三郎 166
兄弟船 鳥羽　一郎 167
今日の日はさようなら 森山　良子 168
銀河鉄道999 ゴダイゴ 169
ギンギラギンにさりげなく 近藤　真彦 170
禁じられた遊び 山口　百恵 171
禁じられた恋 森山　良子 172
銀の雨 松山　千春 173
串本節 和歌山民謡 174
釧路の夜 美川　憲一 175
グッド・バイ・マイ・ラブ アン・ルイス 176
熊野灘 鳥羽　一郎 177
狂った果実 石原　裕次郎 178
黒田節 福岡県民謡 179



ゲイシャ･ワルツ 神楽坂　はん子 180
月下美人 門　あさ美 181
月月火水木金金 軍歌 182
結婚するって本当ですか ダ・カーポ 183
ケメ子の歌 ザ・ダーツ 184
恋歌 八代　亜紀 185
恋するカレン 大滝　詠一 186
恋する夏の日 天地　真理 187
恋の季節 ピンキーとキラーズ 188
恋のしずく 伊東　ゆかり 189
恋のダイヤル6700 フィンガー5 190
恋のブギウギ・トレイン アン・ルイス 191
恋人もいないのに シモンズ 192
高原列車は行く 岡本　敦郎 193
高校三年生 舟木　一夫 194
恍惚のブルース 青江　三奈 195
好色一代女 内田　あかり 196
ここに幸あり 大津　美子 197
心の色 中村　雅俊 198
古城 三橋　美智也 199
個人授業 フィンガー5 200
コットン気分 杏里 201
言葉にできない オフコース 202
湖畔の宿 高峰　三枝子 203
ごめんね 小林　旭 204
最後にもう一度 秋庭　豊とアローナイツ 205
サウスポー ピンク・レディー 206
酒場 冠　二郎 207
酒場ひとり 中村　美律子 208
酒きずな 天童　よしみ 209
酒は涙か溜息か 藤山　一郎 210
細雪 五木　ひろし 211
SACHIKO ばんば　ひろふみ 212
薩摩の女 北島　三郎 213
さよならの向う側 山口　百恵 214
さよならは昼下り 石原　裕次郎＆真梨邑　ケイ 215
さよならをするために ビリー・バンバン 216
さらば涙と言おう 森田　健作 217
三百六十五歩のマーチ 水前寺　清子 218
倖せさがして 五木　ひろし 219
シーサイド・バウンド ザ・タイガース 220
C調言葉に御用心 サザンオールスターズ 221
ジェニーはご機嫌ななめ ジューシイ・フルーツ 222
叱らないで 青山　ミチ 223
時間よ止まれ 矢沢　永吉 224
時代 中島　みゆき 225
下町育ち 笹　みどり 226
下町の太陽 倍賞　千恵子 227
自動車ショー歌 小林　旭 228
しなやかに歌って 山口　百恵 229
死ぬまで一緒に 西田　佐知子 230
しのび恋 金田　たつえ 231
上海帰りのリル 津村　謙 232
15の夜 尾崎　豊 233
秋止符 アリス 234
十七歳の地図 尾崎　豊 235
出世子守唄 一節　太郎 236
ジュリアに傷心(ハートブレイク) チェッカーズ 237
城ヶ崎ブルース 黒沢　明とロス･プリモス 238
精霊流し グレープ 239



昭和時次郎 渥美　二郎 240
昭和流れうた 森　進一 241
ジョニーの子守唄 アリス 242
白鷺三味線 高田　浩吉 243
白いギター チェリッシュ 244
白いサンゴ礁 ズー・ニー・ヴー 245
白い花の咲く頃 岡本　敦郎 246
白いブランコ ビリー・バンバン 247
真実一路のマーチ 水前寺　清子 248
新宿そだち 大木　英夫＆津山　洋子 249
人生の並木路 ディック・ミネ 250
新聞少年 山田　太郎 251
好きさ 好きさ 好きさ ザ・カーナビーツ 252
好きになった人 都　はるみ 253
スキャンダル テレサ・テン 254
すずめの涙 桂　銀淑 255
捨てられて 長山　洋子 256
すみれ色の涙 岩崎　宏美 257
スモーキン・ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 258
スローモーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中森　明菜 259
セーラー服と機関銃 “夢の途中” 薬師丸　ひろ子 260
世界は二人のために 佐良　直美 261
セカンド・ラブ 中森　明菜 262
赤色エレジー あがた　森魚 263
セクシー・ユー (モンロー・ウォーク) 郷　ひろみ 264
セクシャルバイオレットNo1 桑名　正博 265
蒼夜曲～セレナーデ～ 尾崎　亜美 266
泉州春木港 鳥羽　一郎 267
戦争を知らない子供たち ジローズ 268
千年の古都 都　はるみ 269
戦友 軍歌 270
前略、道の上より 一世風靡セピア 271
草原の輝き アグネス・チャン 272
蘇州夜曲 霧島　昇＆渡辺　はま子 273
卒業 尾崎　豊 274
それぞれの原宿 ロス・インディオス＆シルビア 275
そんなナイト・パブ 増位山　太志郎 276
そんなヒロシに騙されて 高田　みづえ 277
抱かれ上手 和田　アキ子 278
竹田の子守唄 赤い鳥 279
たそがれマイ・ラブ 大橋　純子 280
達者でナ 三橋　美智也 281
たった二年と二ヶ月で 水森　英夫 282
他人じゃないの 敏　いとうとハッピー＆ブルー 283
他人船 三船　和子 284
旅鴉 五木　ひろし 285
出発(たびだち)の歌 上條　恒彦＆六文銭 286
旅の終りに 冠　二郎 287
旅の宿 吉田　拓郎 288
旅の夜風 霧島　昇＆ミス･コロムビア 289
誰か故郷を想わざる 霧島　昇 290
誰かさんと誰かさん ザ・ドリフターズ 291
ダンシング・オールナイト もんた＆ブラザーズ 292
ダンスパーティーの夜 林　伊佐緒 293
小さなスナック パープル・シャドウズ 294
千恵っ子よされ 岸　千恵子 295
ちゃっきり節 静岡県民謡 296
中央フリーウェイ 荒井　由実 297
珍島(チンド)物語 天童　よしみ 298
ついて来るかい 小林　旭 299



津軽平野 千　昌夫 300
月のあかり 桑名　正博 301
爪 ペギー葉山 302
冷たい雨 ハイ・ファイ・セット 303
手酌酒 香田　晋 304
DESTINY 松任谷　由実 305
天使のウインク 松田　聖子 306
東京キッド 美空　ひばり 307
東京たずね人 琴風　豪規 308
東京流れもの 竹越　ひろ子 309
東京の花売娘 岡　晴夫 310
東京の灯よいつまでも 新川　二朗 311
東京ブギウギ 笠置　シヅ子 312
東京 Hold Me Tight 桂　銀淑 313
東京ららばい 中原　理恵 314
どうぞこのまま 丸山　圭子 315
どうにかなるさ かまやつ　ひろし 316
遠い世界に 五つの赤い風船 317
遠くで汽笛を聞きながら アリス 318
遠くへ行きたい ジェリー　藤尾 319
都会の天使たち 堀内　孝雄＆桂　銀淑 320
時には母のない子のように カルメン・マキ 321
時のいたずら 松山　千春 322
時は流れても 山本　譲二 323
時をかける少女 原田　知世 324
年下の男の子 キャンディーズ 325
ともしび 八代　亜紀 326
ドンパン節 秋田県民謡 327
中仙道 鳥羽　一郎 328
ナオミの夢（ANI HOLEN AL NAOMI) ヘドバ＆ダビデ 329
長い髪の少女 ザ・ゴールデン・カップス 330
長崎の女 春日　八郎 331
長崎の夜はむらさき 瀬川　瑛子 332
渚のバルコニー 松田　聖子 333
渚の女 五木　ひろし 334
渚のシンドバッド ピンク・レディー 335
渚のはいから人魚 小泉　今日子 336
泣きながら夢を見て 佳山　明生＆貴美 337
啼くな小鳩よ 岡　晴夫 338
なごり雪 イルカ 339
懐しのブルース 高峰　三枝子 340
浪花恋しぐれ 都　はるみ＆岡　千秋 341
浪花盃 五木　ひろし 342
なみだ坂 村田　英雄 343
なみだの桟橋 松原　のぶえ 344
涙の条件 テレサ・テン 345
涙の連絡船 都　はるみ 346
涙は俺がふく 石原　裕次郎 347
涙をふいて 三好　鉄生 348
新潟ブルース 美川　憲一 349
新妻に捧げる歌 江利　チエミ 350
虹とスニーカーの頃 チューリップ 351
22才の別れ 風 352
二代目無法松 村田　英雄 353
刃傷松の廊下 眞山　一郎 354
ネオン川 バーブ佐竹 355
能登はいらんかいね 坂本　冬美 356
能登半島 石川　さゆり 357
暖簾 (のれん) 五木　ひろし 358
ハートのエースが出てこない キャンディーズ 359



ハイティーン・ブギ 近藤　真彦 360
Hi-Hi-Hi あおい　輝彦 361
博多の女 北島　三郎 362
函館の女 北島　三郎 363
箱根のおんな 北島　三郎 364
走れコウタロー ソルティー・シュガー 365
バスルームから愛をこめて 山下　久美子 366
20歳のめぐり逢い シグナル 367
ハッとして！Good 田原　俊彦 368
波止場しぐれ 石川　さゆり 369
花の首飾り ザ・タイガース 370
花の時・愛の時 前川　清 371
花のワルツ 千　昌夫 372
花嫁 はしだ　のりひことクライマックス 373
母に捧げるバラード 海援隊 374
バラが咲いた マイク　真木 375
ハロー・グッバイ 柏原　芳恵 376
弾きがたり 佳山　明生 377
美・サイレント 山口　百恵 378
人恋酒 美空　ひばり 379
ひと夏の経験 山口　百恵 380
ひとり咲き CHAGE＆ASKA（チャゲ＆飛鳥） 381
ひとりじゃないの 天地　真理 382
ひとりのクラブ 石原　裕次郎 383
ひとりの札幌 三條　正人 384
ひとりぼっち 美空　ひばり 385
緋牡丹博徒 藤　純子 386
ひまわり娘　　　 伊藤　咲子 387
ビューティフル・ネーム ゴダイゴ 388
歩 北島　三郎 389
ファンキー・モンキー・ベイビー キャロル 390
フィーリング ハイ・ファイ・セット 391
不思議なピーチパイ 竹内　まりや 392
ふたり酒 川中　美幸 393
ふたりのクラブ 殿さまキングス＆高野　恵子 394
ふたりの旅路 五木　ひろし 395
ふたりの春 川中　美幸 396
ふたり道 細川　たかし 397
埠頭を渡る風 松任谷　由実 398
冬が来る前に 紙ふうせん 399
フランシーヌの場合 新谷　のりこ 400
ふりむけばヨコハマ マルシア 401
ふるさと 五木　ひろし 402
ふるさとのはなしをしよう 北原　謙二 403
ふれあい 中村　雅俊 404
豊後水道 川中　美幸 405
坊がつる讃歌 芹　洋子 406
包丁一代 岡　千秋 407
ボーイフレンド 杏里 408
僕は泣いちっち 守屋　浩 409
星影のワルツ 千　昌夫 410
星屑の町 三橋　美智也 411
蛍 (ほたる) 松原　のぶえ 412
炎の男 北島　三郎 413
ボヘミアン 葛城　ユキ 414
マイ・ピュア・レディ 尾崎　亜美 415
街の灯り 堺　正章 416
待っている女 五木　ひろし 417
まつの木小唄 二宮　ゆき子 418
真夏の出来事 平山　みき 419



瞼(まぶた)の母 中村　美律子 420
守ってあげたい 松任谷　由実 421
迷い道 渡辺　真知子 422
舞酔(まよ)い雪 大川　栄策 423
真夜中のドア 松原　みき 424
みずいろの雨 八神　純子 425
みずいろの手紙 あべ　静江 426
ミスターサマータイム サーカス 427
みだれ髪 美空　ひばり 428
乱れ花 大月　みやこ 429
港シャンソン 岡　晴夫 430
港の五番町 五木　ひろし 431
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 432
港町・涙町・別れ町 石原　裕次郎 433
港町ブルース 森　進一 434
港夜景 細川　たかし 435
未練の波止場 松山　恵子 436
Moonlight Surfer 石川　セリ 437
無縁坂 グレープ 438
娘よ 芦屋　雁之助 439
夢想花 円　広志 440
無法松の一生 ～度胸千両入り～ 村田　英雄 441
夫婦みち 高樹　一郎＆津山　洋子 442
め組のひと ラッツ＆スター 443
芽生えてそして 菅原　洋一 444
目ン無い千鳥 霧島　昇 445
もう一度逢いたい 八代　亜紀 446
もう一度一から出なおします 小林　旭 447
燃えろいい女 ツイスト 448
もしも明日が わらべ 449
モナリザの微笑 ザ・タイガース 450
モンキーマジック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゴダイゴ 451
モンテカルロで乾杯 庄野　真代 452
柳ヶ瀬ブルース 美川　憲一 453
山小舎の灯 近江　俊郎 454
ヤマトナデシコ七変化 小泉　今日子 455
山の吊橋 春日　八郎 456
遣(や)らずの雨 川中　美幸 457
柔 美空　ひばり 458
夕陽が泣いている ザ・スパイダース 459
夕焼けとんび 三橋　美智也 460
ゆきずり 細川　たかし 461
湯の町エレジー 近江　俊郎 462
夢一輪 青木　美保 463
夢おんな 桂　銀淑 464
夢飾り 島倉　千代子 465
夢先案内人 山口　百恵 466
夢一夜 南　こうせつ 467
夜明けの停車場 石橋　正次 468
夜汽車 北島　三郎 469
横須賀ストーリー 山口　百恵 470
夜桜お七 坂本　冬美 471
吉田松陰 尾形　大作 472
夜空を仰いで 加山　雄三 473
四つのお願い ちあき　なおみ 474
夜の銀狐 斉条　史朗 475
夜のプラットホーム 二葉　あき子 476
よろしく哀愁 郷　ひろみ 477
RIDE ON TIME 山下　達郎 478
ラバウル小唄 軍歌 479



ラブ・ナイト・スポット 里見　浩太朗＆水口　玲子 480
ラブユー東京 黒沢　明とロス･プリモス 481
乱 小柳　ルミ子 482
リフレインが叫んでる 松任谷　由実 483
リンゴ追分 美空　ひばり 484
リンゴの唄 並木　路子 485
リンゴ村から 三橋　美智也 486
リンダ 竹内　まりや 487
浪曲子守唄 一節　太郎 488
ろくでなし 越路　吹雪 489
六本木ララバイ 内藤　やす子 490
わかって下さい 因幡　晃 491
別れのブルース 淡谷　のり子 492
別れの夜明け 石原　裕次郎＆八代　亜紀 493
忘れてほしい 渥美　二郎 494
忘れな草をあなたに 菅原　洋一 495
わたし祈ってます 敏　いとうとハッピー＆ブルー 496
わたしたちどうするの？ ザ・マイクハナサーズ 497
私の彼は左きき 麻丘　めぐみ 498
私は泣いています リリィ 499
私は街の子 美空　ひばり 500


