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※「ゆうかり喫茶」に使用している歌集「ゆうかり歌集」に、県友会の「のじぎく歌声広場」使用の歌及び

懐かしい曲・歌いたい曲を追加して掲載。 

※黒字の曲名は、「のじぎく歌声広場」掲載曲で、そのうち「ゆうかり歌集」掲載曲は曲名に「□枠」と歌

集のページ番号も掲載。青字の曲名は、追加の愛唱歌です。 

※外国語ばかりの歌、演歌やカラオケ向きの歌を除き、みんなで歌うのに適当な曲を採用しています。 

※「＊」印は、兵庫県ゆかりの歌。 

※歌唱曲の季節感を、「春」・「夏」・「秋」・「冬」・「全」（全季節）・「 」は季節感なし、で記入。 

※曲の流行機会については、「T」がテレビ、「R」がラジオ、「M」が映画・舞台。 

 

 

あ 
ああ上野駅・・・・・・・ 

あゝ玉杯に花うけて(一高寮歌)・・ 

ああ人生に涙あり 13・・T 

愛燦燦 14・・・・・・・ 

逢いたくて逢いたくて・・ 

愛と死を見つめて・・・・M 

愛の賛歌・・・・・・・・ 

愛は勝つ・・・・・・・・ 

青い山脈＊11・・・・春(M) 

蒼い星くず・・・・・・・ 

青い目の人形・・・・・・ 

あおげば尊し 19・・・・春 

青葉城恋歌 21・・・・・夏 

青葉の笛＊・・・・・・・ 

赤い靴・・・・・・・・・ 

赤い靴のタンゴ・・・・・ 

赤いサラファン・・・・・ 

赤いハンカチ 18・・・・春 

赤い風船・・・・・・・・ 

赤い帽子白い帽子・・・・ 

暁に祈る・・・・・・・・ 

赤とんぼ＊12・・・・・・秋 

赤とんぼの歌・・・・・・秋 

赤胴鈴之助の歌・・・・・R 

赤鼻のトナカイ・・・・・ 

憧れのハワイ航路・・・・ 

あこがれの郵便馬車・・・春夏 

朝はどこから・・・・・・ 

あざみの歌 20・・・・・夏 

明日があるさ 15・・・・夏 

熱き心に・・・・・・・・全 

あなた・・・・・・・・・ 

あなたの心に・・・・・・ 

アニー・ローリー・・・・ 

あの子はたあれ・・・・・ 

あの素晴らしい愛をもう一度・ 

あの町この町・・・・・・ 

天城越え・・・・・・・・ 

アメイジンググレイス・・ 

雨降りお月さん・・・・・ 

アルデバラン（朝ドラ）・・T 

或る日突然・・・・・・・ 

アルプス一万尺 17・・・春 

アンチェインジドメロディ・・(M) 

あんたがたどこさ・・・・ 

あんな娘がいいな・・・・ 

 

い 
いいじゃないの幸せならば・ 

いい日旅立ち 22・・・・春夏 

いい湯だな・・・・・・・ 

夜来香 25・・・・・・・春 

イエロー・サブマリン音頭・・ 

異国の丘 23・・・・・・ 

居酒屋・・・・・・・・・ 

一月一日・・・・・・・・冬 

「いちご白書」をもう一度・・ 

一番星みつけた＊・・・・ 

五木の子守唄・・・・・・ 

一週間・・・・・・・・・ 

いつでも夢を 24・・・・ 

いつまでもいつまでも・・ 

糸・・・・・・・・・・・ 

愛しのクレメンタイン・・ 

田舎のバス・・・・・・・ 

いのちの理由・・・・・・ 

異邦人・・・・・・・・・ 

イムジン河・・・・・・・ 

妹・・・・・・・・・・・ 

イヨマンテ（熊祭）の夜・ 

 

う 
ウェディングベル・・・・ 

上を向いて歩こう 27・・全 

宇宙戦艦ヤマト 26・・・T 

美しい十代・・・・・・・ 

ウナセラディ東京・・・・ 

海、その愛・・・・・・・ 

海は恋してる・・・・・・ 

海ゆかば・・・・・・・・ 

うれしいひな祭り 28・・春 

 

え 
栄冠は君に輝く＊・・・・夏 

栄光の架橋・・・・・・・ 

エイトマンの歌・・・・・T 

エーデルワイス・・・・・(M) 

江戸川慕情（チコちゃん）・T 
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エリカの花散るとき・・・ 

江梨子・・・・・・・・・ 

 

お 
オー・マイ・パパ・・・・ 

大きな古時計・・・・・・ 

おゝシャンゼリゼ・・・・ 

大阪で生まれた女・・・・ 

大阪ラプソディー・・・・ 

おゝ宝塚＊・・・・・・・M 

おおブレネリ・・・・・・ 

おゝ牧場はみどり 29・・春 

お母さんおぼえていますか・・R 

贈る言葉 36・・・・・・T 

お座敷小唄 33・・・・・ 

おさななじみ 30・・・・ 

お猿のかごや・・・・・・ 

おしえて（アルプスの少女ハイジ）・T 

お正月・・・・・・・・・冬 

男はつらいよ・・・・・・M 

お富さん 32・・・・・・ 

踊子・・・・・・・・・・(M) 

おどるポンポコリン・・・ 

おはなはん（朝ドラ）・・・T 

朧月夜・・・・・・・・・春 

おまえに・・・・・・・・ 

お祭りマンボ・・・・・・秋 

思い出（ベイリー）・・・ 

想い出の赤いヤッケ・・・冬 

おもいでのアルバム・・・全 

想い出まくら・・・・・・ 

思えば遠くへ来たもんだ・T 

面影橋から・・・・・・・ 

おもちゃのチャチャチャ・・・R 

オームとの交流（風に谷の・）・・・M 

お山の杉の子・・・・・・ 

おゆき・・・・・・・・・ 

およげ！たいやきくん90・・ 

お嫁においで・・・・・・ 

オリビアを聴きながら・・ 

オールドブラックジョー・ 

女の園 37・・・・・・・ 

女ひとり・・・・・・・・ 

 

か 
母さんの歌 41・・・・・冬 

怪傑ハリマオ・・・・・・R 

買物ブギ・・・・・・・・ 

帰って来たヨッパライ・・ 

帰らざる日々・・・・・・ 

蛙の笛・・・・・・・・・ 

かえり船・・・・・・・・ 

帰れソレントへ 40・・・ 

案山子・・・・・・・・・ 

柿の木坂の家・・・・・・ 

学園広場・・・・・・・・ 

学生街の喫茶店・・・・・ 

学生時代 38・・・・・・秋 

かぐや姫（三木鶏郎）・・秋R 

影を慕いて・・・・・・・ 

飾りじゃないのよ涙は・・ 

カスバの女・・・・・・・ 

風・・・・・・・・・・・ 

カチューシャ 43・・・・春 

喝采・・・・・・・・・・ 

ガード下の靴みがき・・・ 

悲しい酒・・・・・・・・ 

悲しくてやりきれない・・ 

カナリヤ・・・・・・・・ 

鐘の鳴る丘 42・・・・・R 

カミニート・・・・・・・ 

かやの木山・・・・・・・秋 

硝子のジョニー・・・・・ 

からたちの花・・・・・・春秋 

かわいいかくれんぼ・・・ 

川の流れのように 39・・ 

川は流れる・・・・・・・ 

神田川・・・・・・・・・ 

ガンダーラ・・・・・・・ 

乾杯 44・・・・・・・・ 

乾杯しようぜ 45・・・・ 

関白宣言・・・・・・・・ 

 

き 
黄色いリボン・・・・・・M 

気球に乗ってどこまでも・ 

紀元二千六白年・・・・・ 

傷だらけの人生・・・・・M 

季節の中で・・・・・・・ 

北上夜曲 46・・・・・・ 

北国の春 49・・・・・・春 

北の国から・・・・・・・T 

切手のないおくりもの・・ 

希望・・・・・・・・・・ 

君恋し・・・・・・・・・ 

君こそわが命・・・・・・ 

君だけを・・・・・・・・ 

君といつまでも 47・・・M 

君について行こう・・・・ 

君の名は・・・・・・・・R 

君のひとみは１万ボルト・ 

今日でお別れ・・・・・・ 

京都の恋・・・・・・・・ 

京都慕情・・・・・・・・ 

今日の日はさようなら48・・ 

きよしこのよる・・・・・冬 

霧の摩周湖・・・・・・・夏 

銀色の道 50・・・・・・冬 

銀座九丁目水の上・・・・ 

 

く 
クイカニマニマニ 51・・ 

クスリルンバ・・・・・・ 

紅萌ゆる岡の花(三高寮歌)・・ 

黒い瞳の・・・・・・・・ 

黒百合の歌・・・・・・・ 

軍艦行進曲・・・・・・・ 

群青・・・・・・・・・・M 

 

け 
ゲゲゲの鬼太郎・・・・・T 

月月火水木金金・・・・・ 

月光仮面は誰でしょう・・T 

結婚しようよ・・・・・・ 

結婚するって本当ですか・ 

ケンタッキーの我が家・・ 

原爆を許すまじ 52・・・ 
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こ 
こいさんのラブコール・・ 

恋におちて・・・・・・・T 

恋の季節 55・・・・・・ 

恋のバカンス・・・・・・ 

こいのぼり（やねより）・・春 

鯉のぼり（いらかの）・・・春 

恋のメキシカンロック・・ 

恋の予感・・・・・・・・ 

恋はみずいろ・・・・・・ 

恋人もいないのに・・・・ 

恋人よ・・・・・・・・・ 

公園の手品師・・・・・・秋 

高原列車は行く 56・・・夏 

高校三年生 53・・・・・春 

荒城の月 60・・・・・・春秋 

神戸市歌・・・・・・・・ 

故郷の空・・・・・・・・秋 

故郷の廃家・・・・・・・ 

故郷の人々・・・・・・・ 

故郷を離るる歌・・・・・春夏 

心の旅（ﾁｪﾘｯｼｭ）・・・・ 

心の瞳・・・・・・・・・ 

心の窓に灯を・・・・・・ 

古城 59・・・・・・・・秋 

秋桜（こすもす） ・・・・秋 

この木なんの木 61・・・T 

この空を飛べたら・・・・ 

この広い野原いっぱい62・・ 

この道・・・・・・・・・春 

五番街のマリーへ・・・・ 

湖畔の宿 63・・・・・・ 

コーヒールンバ・・・・・ 

コモエスタ赤坂・・・・・ 

小指の想い出・・・・・・ 

これが青春だ・・・・・・T 

これから音頭 57・・・・ 

ゴンドラの唄 58・・・・ 

こんにちは赤ちゃん 54・ 

紺碧の空・・・・・・・・ 

 

さ 
サウスポー・・・・・・・ 

サーカスの唄・・・・・・ 

さくら（独唱）・・・・・・春 

さくら貝の歌・・・・・・ 

酒と泪と男と女・・・・・ 

サザエさん 67・・・・・T 

さすらい・・・・・・・・ 

さとうきび畑・・・・・・夏 

里の秋 68・・・・・・・秋 

サバの女王・・・・・・・ 

寒い朝・・・・・・・・・ 

さようなら・・・・・・・ 

さよならをするために・・ 

サライ 66・・・・・・・T 

サンタ・ルチア・・・・・ 

サントワマミー・・・・・ 

３６５日の紙飛行機（朝ドラ）65・T 

三百六十五歩のマーチ64・・ 

さんぽ（トトロ）・・・・・M 

 

し 
幸せなら手をたたこう74・・ 

幸せのワルツ（星影のワルツ）118 

しあわせ運べるように＊・冬 

潮風の中で・・・・・・・ 

しおさいの詩・・・・・・ 

叱られて・・・・・・・・ 

四季の歌 70・・・・・・全 

シクラメンのかほり・・・ 

静かな湖畔・・・・・・・夏 

時代・・・・・・・・・・ 

時代おくれ・・・・・・・ 

下町の太陽・・・・・・・ 

島唄・・・・・・・・・・ 

島原の子守唄・・・・・・夏 

ジャニー・ギター・・・・ 

しゃぼん玉・・・・・・・ 

シャボン玉ホリディ・・・T 

シャロームの歌・・・・・ 

修学旅行・・・・・・・・ 

十五夜お月さん・・・・・秋 

シューベルトの子守歌・・ 

城ヶ島の雨・・・・・・・ 

證誠寺の狸ばやし・・・・秋 

情熱の花・・・・・・・・ 

少年時代 73・・・・・・夏 

少年探偵団の歌・・・・・R 

精霊流し・・・・・・・・夏 

昭和ブルース・・・・・・ 

女学生・・・・・・・・・ 

白鷺の城＊・・・・・・・ 

シルエット・ロマンス・・ 

知床旅情・・・・・・・・夏 

白い色は恋人の色・・・・ 

白いギター・・・・・・・ 

白い花が咲く頃 69・・・ 

白いブランコ 71・・・・ 

ジングルベル・・・・・・冬 

じんじろげ・・・・・・・ 

人生いろいろ 72・・・・ 

人生劇場・・・・・・・・ 

人生の並木路 75・・・・ 

 

す 
ずいずいずっころばし・・秋 

スイート・メモリィ・・・ 

好きだった・・・・・・・ 

鈴懸の径 77・・・・・・秋 

雀の学校・・・・・・・・ 

スタンド・アロン（坂の上の雲）・T 

ステンカ・ラージン・・・ 

砂山（中山晋平）・・・・・秋 

砂山（山田耕筰）・・・・・秋 

昴（すばる）78・・・・・冬 

すみれの花咲く頃＊79・・春M 

ズンガリ 76・・・・・・ 

 

せ 
背くらべ・・・・・・・・春 

聖者の行進・・・・・・・ 

青春時代 81・・・・・・ 

青年の樹・・・・・・・・ 

世界の国からこんにちは・ 

世界に一つだけの花 82・ 

世界は二人のために・・・ 

瀬戸の花嫁 84・・・・・ 

戦争を知らない子供たち83・ 

船頭小唄・・・・・・・・秋 
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船頭さん・・・・・・・・ 

戦友・・・・・・・・・・ 

線路は続くよどこまでも80・ 

 

そ 
草原情歌 85・・・・・・ 

早春賦・・・・・・・・・春 

そして神戸＊・・・・・・ 

卒業写真・・・・・・・・ 

空に星があるように・・・ 

空の神兵・・・・・・・・ 

空よ・・・・・・・・・・ 

それが大事・・・・・・・ 

 

た 
タイタニック・愛のテーマ・・M 

タイムトゥセイグッバイ・・・ 

太陽がくれた季節 89・・T 

たきび・・・・・・・・・冬 

竹田の子守唄・・・・・・ 

黄昏のビギン・・・・・・ 

煙草屋の娘・・・・・・・ 

出発（たびだち）の歌・・ 

旅の宿・・・・・・・・・ 

旅の夜風 87・・・・・・冬 

旅人よ・・・・・・・・・ 

誰か故郷を想わざる・・・ 

誰もいない海・・・・・・ 

誰よりも君を愛す・・・・ 

たわらはごろごろ・・・・秋 

炭坑節 86・・・・・・・秋 

だんご３兄弟 88・・・・ 

 

ち 
ちいさい秋みつけた・・・秋 

小さな木の実・・・・・・ 

小さなスナック・・・・・ 

小さな空・・・・・・・・ 

小さな日記・・・・・・・ 

地上の星 91・・・・・・T 

茶摘・・・・・・・・・・春 

チャンチキおけさ・・・・ 

チャンピオン・・・・・・ 

中国地方の子守歌・・・・ 

調子をそろえてｸﾘｯｸｸﾘｯｸｸﾘｯｸ・R 

チロリン村とくるみの木・T 

 

つ 
ついて来るかい・・・・・ 

津軽海峡・冬景色・・・・冬 

月がとっても青いから・・ 

月の沙漠＊92・・・・・ 

月の法善寺横丁・・・・・ 

筑波山麓男声合唱団・・・ 

翼をください・・・・・・ 

て 
手紙・・・・・・・・・・ 

デカンショ節＊・・・・・冬 

鉄人２８号＊・・・・・・T 

鉄道唱歌（要街道篇）＊・ 

鉄道唱歌（山陽・九州篇）＊・ 

鉄腕アトム＊・・・・・・T 

テネシー・ワルツ・・・・ 

手のひらに太陽を・・・・ 

出船 93・・・・・・・・ 

天使の誘惑・・・・・・・ 

てんとう虫のサンバ 94・ 

 

と 
同期の桜 97・・・・・・ 

遠くへ行きたい 99・・・ 

東京音頭・・・・・・・・ 

東京五輪音頭・・・・・・ 

東京ナイトクラブ・・・・ 

東京のバスガール・・・・ 

東京ラプソディー・・・・ 

遠い世界に・・・・・・・ 

遠き山に日は落ちて・・・夏 

峠のわが家・・・・・・・ 

通りゃんせ・・・・・・・秋 

時には母のない子のように・・ 

時をかける少女・・・・・M 

どこかで春が・・・・・・春 

どこまでも行こう・・・・ 

どしゃぶりの雨の中で・・ 

どじょっこふなっこ・・・全 

ドナドナ・・・・・・・・ 

となりのトトロ・・・・・M 

ともしび 100・・・・・ 

ＴＯＭＯＲＲＯＷ95・・ 

ドラえもんのうた・・・・ 

ドレミの歌 98・・・・・M 

トロイカ 96・・・・・・冬 

飛んでイスタンブール・・ 

どんなときも・・・・・・ 

 

な 
長い夜・・・・・・・・・ 

長崎の鐘・・・・・・・・ 

仲よし小道・・・・・・・春 

なごり雪 101・・・・・・春 

涙（なだ）そうそう 102・ 

夏の思い出・・・・・・・夏 

夏は来ぬ・・・・・・・・夏 

七つの子・・・・・・・・ 

浪花節だよ人生は・・・・ 

なのにあなたは京都へゆくの・ 

涙くんさよなら・・・・・ 

涙のかわくまで・・・・・ 

涙の季節・・・・・・・・ 

平城山・・・・・・・・・ 

南国土佐を後にして 103・ 

 

に 
新妻に捧げる歌・・・・・ 

虹と雪のバラード・・・・冬 

虹をわたって・・・・・・ 

日本全国酒飲み音頭・・・ 

日本昔ばなし・・・・・・T 

人形の家・・・・・・・・ 

 

ぬ 
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ね 
ねぇ！ ムーミン・・・・T 

ねむの木の子守歌（上皇后）・ 

 

の 
野に咲く花のように 104・ 

野なかの薔薇・・・・・・春 

野ばら（ウェルナー）・・・春 

野薔薇（シューベルト）・・春 

野風増・・・・・・・・・ 

 

は 
バイカル湖のほとり・・・ 

箱根八里・・・・・・・・ 

バス通り裏・・・・・・・T 

花（春のうらら）109・・春 

花の街＊・・・・・・・・春 

花のメルヘン・・・・・・ 

花はおそかった・・・・・ 

花は咲く 110・・・・春(T) 

花嫁・・・・・・・・・・ 

花嫁人形・・・・・・・・ 

埴生の宿 108・・・・・(M) 

母に捧げるバラード・・・ 

波浮の港 105・・・・・・ 

パプリカ・・・・・・・・T 

浜辺の歌・・・・・・・・ 

浜千鳥・・・・・・・・・ 

バラが咲いた・・・・・・ 

遥かな友に・・・・・・・冬 

春来峠＊・・・・・・・・ 

パルナスの歌・・・・・・T 

春の唄＊107・・・・・・春R 

春よ！来い（朝ドラ）・・・春T 

晴れたらいいね（朝ドラ）・T 

 

ひ 
稗つき節 111・・・・・・秋 

久しき昔・・・・・・・・ 

ひとり寝の子守唄・・・・ 

人を恋うる歌 112・・・・ 

陽はまた昇る・・・・・・ 

百万本のバラ・・・・・・ 

ビューティフル・サンデー・ 

ビューティフル・ネーム・ 

ひょっこりひょうたん島・T 

広い河の岸辺（朝ドラ）・・T 

琵琶湖周航の歌 113・・・春 

 

ふ 
笛吹童子・・・・・・・・R 

吹けば飛ぶよな・・・・・ 

富士山・・・・・・・・・ 

二人でお酒を・・・・・・ 

ふたりの大阪・・・・・・ 

二人の銀座・・・・・・・ 

冬が来る前に・・・・・・秋 

冬景色・・・・・・・・・冬 

冬の稲妻・・・・・・・・ 

冬の星座・・・・・・・・冬 

冬の夜・・・・・・・・・冬 

フランシーヌの場合・・・ 

フランチェスカの鐘・・・ 

故郷のように・・・・・・ 

故郷114・・・・・・・・夏 

ふるさとのはなしをしよう・ 

ふるさと兵庫旅情＊・・・全 

ブルー・シャトー・・・・ 

ブンガワンソロ・・・・・ 

 

へ 
ペチカ・・・・・・・・・冬 

ヘッドライト・テールライト・T 

紅孔雀・・・・・・・・・R 

弁天小僧・・・・・・・・ 

 

ほ 
坊がつる讃歌・・・・・・・全 

僕は泣いちっち・・・・・・ 

ぼけます・ぼけない小唄35・・・ 

星影のエール（朝ドラ）・・T 

星影のワルツ 117・・・・ 

星はなんでも知っている・・ 

菩提樹 116・・・・・・・ 

蛍の光・・・・・・・・・・春 

北帰行 115・・・・・・・ 

 

ま 
マイ・ウェイ・・・・・・ 

牧場の朝＊119・・・・・ 

負けないで・・・・・・・ 

真白き富士の根・・・・・冬 

また逢う日まで・・・・・ 

また君に恋してる・・・・ 

街のサンドイッチマン120・ 

待ちぼうけ・・・・・・・ 

松の木小唄 121・・・・・ 

待つわ・・・・・・・・・ 

聖母たちのララバイ・・・T 

真夏の夜の夢・・・・・・夏 

ママのそばで・・・・・・ 

真夜中のギター・・・・・ 

マルセリーノの歌・・・・ 

 

み 
見上げてごらん夜の星を 124・ 

みかんの花咲く丘・・・・春 

岬めぐり・・・・・・・・ 

水色のワルツ・・・・・・ 

ミスター・サマータイム・ 

ミスター・ロンリー・・・(R) 

みちづれ・・・・・・・・ 

ミッキーマウス・マーチ・M 

緑のそよ風・・・・・・・春 

みなと音頭＊・・・・・・ 

港が見える丘＊123・・・春 

南の島のハメハメハ大王106・ 

都の西北・・・・・・・・ 

民衆の歌声が聞こえるか・M 

みんなで歌おう・・・・・T 

みんな夢の中・・・・・・ 

 

む 
無縁坂・・・・・・・・・ 

麦と兵隊・・・・・・・・ 
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麦の唄（朝ドラ）・・・・・T 

虫のこえ・・・・・・・・秋 

夢想花・・・・・・・・・ 

無法松の一生・・・・・・M 

村の鍛冶屋＊・・・・・・ 

村祭 125・・・・・・・・秋 

ムーンライト伝説・・・・T 

 

め 
め組のひと・・・・・・・ 

 

も 
もしも明日が・・・・・・T 

もしもピアノが弾けたなら 126・ 

もずが枯木で・・・・・・秋 

モスクワ郊外の夕べ・・・ 

モスラ・・・・・・・・・M 

モーツアルトの子守歌・・ 

森の水車・・・・・・・・ 

森へ行きましょう 127・・ 

 

や 
椰子の実 128・・・・・・ 

山男の歌 129・・・・・・ 

山小舎の灯 132・・・・・夏 

山寺の和尚さん・・・・・ 

山の音楽家・・・・・・・ 

山の人気者 131・・・・・ 

山のロザリア 130・・・・ 

YOUNG MAN(YMCA)・ 

 

ゆ 
勇気あるもの・・・・・・ 

夕月・・・・・・・・・・ 

ＵＦＯ(ユーフォー）136・・ 

ゆうべの秘密・・・・・・ 

夕焼小焼・・・・・・・・秋 

有楽町で逢いましょう・・ 

雪・・・・・・・・・・・冬 

雪が降る・・・・・・・・冬 

雪の降る街を 134・・・・冬R 

雪山讃歌 133・・・・・・冬 

行け行け飛雄馬 135・・・T 

湯の町エレジー・・・・・ 

夢であいましょう・・・・T 

夢の途中・・・・・・・・ 

夢の中へ・・・・・・・・ 

夢は夜ひらく・・・・・・ 

夢一夜・・・・・・・・・ 

ゆりかご・・・・・・・・夏 

 

よ 
夜明けのスキャット・・・ 

夜明のうた・・・・・・・ 

ヨイトマケの唄・・・・・ 

宵待草・・・・・・・・・秋 

夜桜お七・・・・・・・・春 

夜空の星・・・・・・・・ 

四つのお願い・・・・・・ 

夜の銀狐・・・・・・・・ 

よろこびの歌・・・・・・ 

喜びも悲しみも幾年月137・全M 

 

ら 
ラ・ノビア・・・・・・・ 

ラバウル小唄・・・・・・ 

 

り 
旅愁（あなたを・・）・・・ 

旅愁（オードウェイ）・・・秋 

リンゴ追分・・・・・・・ 

りんごの歌 138・・・・・ 

りんご村から・・・・・・ 

 

る 
瑠璃色の地球・・・・・・ 

ルビーの指輪・・・・・・ 

 

れ 
レットキス（ジェンカ）・・ 

ろ 
露営の歌・・・・・・・・ 

六甲おろし＊143・・・・ 

ローレライ 142・・・・・ 

ロンドンデリーの歌・・・春 

ロンドン橋・・・・・・・ 

 

わ 
ワインレッドの心・・・・ 

若いふたり・・・・・・・ 

若き血・・・・・・・・・ 

若草の髪かざり・・・・・ 

わが人生に悔いなし・・・ 

若者たち 139・・・・・・ 

我が良き友よ・・・・・・ 

別れた人と＊・・・・・・ 

別れても好きな人・・・・ 

別れの一本杉・・・・・・ 

別れのブルーズ＊・・・・ 

若鷲の歌 140・・・・・・ 

忘れていいの・愛の幕切れ・・ 

わたしの城下町 141・・・ 

私の太陽・・・・・・・・ 

ワルティング・マチルダ・(M) 

われは海の子・・・・・・夏 

 

兵庫高校歌等 
校歌 p2・・・・・・・ 

生徒会歌 p4・・・・・ 

武陽原賦 p6・・・・・ 

応援歌１ p7・・・・・ 

応援歌２ p8・・・・・ 

応援歌３  p9・・・・・ 

応援歌４  p10・・・・ 

時延元の（逍遙歌１）・・ 

擾乱の雲（逍遙歌2）・・ 

四綱領の歌・・・・・・ 
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