
愛唱名歌目次とインデックス 

 

1 野ばら p７ 

2 この道 p８ 

3 ペチカ p９ 

4 赤とんぼ p１０ 

5 酢模の咲く頃 p１１ 

6 からたちの花 p１２ 

7 かやの木山 p１４ 

8 ちんちん千鳥 p１６ 

9 椰子の実 p１７ 

10 美しき天然 p１８ 

11 箱根八里 p２０ 

12 花 p２２ 

13 荒城の月 p２４ 

14 宵待草 p２５ 

15 浜辺の歌 p２６ 

16 砂山 p２７ 

17 あの町 この町 p２８ 

18 あわて床屋 p２９ 

19 砂山 p３０ 

20 待ちぼうけ p３１ 

21 花嫁人形 p３２ 

22 出船 p３３ 

23 平城山 p３４ 

24 もずが枯木で p３５ 

25 時計台の鐘 p３６ 

26 夏の思い出 p３８ 

27 早春賦 p３９ 

28 ちいさい秋みつけた p４０ 

29 雪の降る町を  p４２ 

30 叱られて p４４ 

31 初恋 p４５ 

32 浜千鳥 p４６ 

33 春の唄 p４７ 

34 花の街 p４８ 

35 月見草の花 p５０ 

36 あざみの歌 p５１ 

37 森の水車 p５２ 

38 さくら貝の歌 p５４ 

39 さとうきび畑 p５５ 

40 涙そうそう p５８ 

41 津軽のふるさと p６０ 

42 花（すべての人の心に花を） p６２ 



43 未来へ p６５ 

44 春が来た p６９ 

45 どこかで春が p７０ 

46 春の小川 p７１ 

47 蝶  々 p７２ 

48 春よ来い p７３ 

49 チューリップ p７４ 

50 うれしいひな祭り p７５ 

51 霞か雲か p７６ 

52 朧月夜 p７７ 

53 さくらさくら p７８ 

54 茶摘み p７９ 

55 若葉 p８０ 

56 鯉のぼり p８１ 

57 かたつむり p８２ 

58 田植 p８３ 

59 蛍 p８４ 

60 夏は来ぬ p８５ 

61 黄金虫 p８６ 

62 背くらべ p８７ 

63 故郷 p８８ 

64 たなばたさま p８９ 

65 水あそび p９０ 

66 花火 p９０ 

67 海 p９１ 

68 うみ p９２ 

69 われは海の子 p９３ 

70 案山子 p９４ 

71 村祭 p９５ 

72 月 p９６ 

73 虫のこえ p９７ 

74 紅葉 p９８ 

75 牧場の朝 p９９ 

76 野菊 p１００ 

77 たきび p１０１ 

78 雪 p１０２ 

79 冬の夜 p１０３ 

80 冬景色 p１０４ 

81 富士の山 p１０５ 

82 村の鍛冶屋 p１０６ 

83 どじょっこふなっこ p１０７ 

84 汽車 p１０８ 

85 日の丸の旗 p１０９ 

86 お正月 



87 田舎の四季 p１１１ 

88 一月一日 p１１２ 

89 むすんでひらいて p１１３ 

90 鳩 p１１４ 

91 池の鯉 p１１５ 

92 人形 p１１６ 

93 港 p１１７ 

94 夕日 p１１８ 

95 雀の学校 p１１９ 

96 浦島太郎 p１２０ 

97 きんたろう p１２１ 

98 うさぎとかめ p１２２ 

99 牛若丸  p１２３ 

100 桃太郎 p１２４ 

101 一寸法師 p１２５ 

102 花咲爺 p１２６ 

103 大こくさま p１２７ 

104 どんぐりころころ p１２８ 

105 めえめえ児山羊 p１２９ 

106 赤い靴 p１３０ 

107 十五夜お月さん p１３１ 

108 七つの子 p１３２ 

109 青い眼の人形 p１３３ 

110 赤い鳥小鳥 p１３４ 

111 おもちゃのマーチ p１３５ 

112 かなりや p１３６ 

113 月の砂漠 p１３８ 

114 てるてる坊主 p１３９ 

115 証城寺の狸囃子 p１４０ 

116 兎のダンス p１４１ 

117 あめふり p１４２ 

118 しゃぼん玉 p１４３ 

119 雨降りお月 p１４４ 

120 揺籠のうた p１４５ 

121 夕焼小焼 p１４６ 

122 おうま p１４７ 

123 金魚の昼寝 p１４７ 

124 雨 p１４８ 

125 花かげ p１４９ 

126 赤い帽子白い帽子 p１５０ 

127 仲よし小道 p１５１ 

128 船頭さん p１５２ 

129 かもめの水兵さん p１５３ 

130 里の秋 p１５４ 



131 おさるのかごや p１５５ 

132 ぞうさん p１５６ 

133 かわいいかくれんぼ p１５７ 

134 めだかの学校 p１５８ 

135 とんぼのめがね p１５９ 

136 サッちゃん p１６０ 

137 あんたがたどこさ p１６１ 

138 うさぎ p１６２ 

139 かごめかごめ p１６３ 

140 たわらはごろごろ p１６３ 

141 ひらいたひらいた p１６４ 

142 ずいずいずっころばし p１６５ 

143 通りゃんせ p１６６ 

144 かぞえうた p１６７ 

145 手のひらを太陽に p１６８ 

146 おもいでのアルバム p１７０ 

147 ロンドン橋 p１７１ 

148 ジングル ベル p１７２ 

149 きよしこの夜 p１７４ 

150 北帰行 p１７５ 

151 波浮の港 p１７６ 

152 北上夜曲 p１７７ 

153 城ヶ島の雨 p１７８ 

154 小諸なる古城のほとり p１８０ 

155 流浪の旅 p１８３ 

156 知床旅情 p１８４ 

157 遠くへ行きたい p１８６ 

158 毬藻の歌 p１８７ 

159 青葉城恋唄 p１８８ 

160 霧の摩周湖 p１９０ 

161 ソーラン節 p１９２ 

162 会津磐梯山 p１９３ 

163 佐渡おけさ p１９４ 

164 木曽節 p１９５ 

165 デカンショ節 p１９６ 

166 黒田節 p１９７ 

167 炭坑節 p１９８ 

168 遥かな友に p１９９ 

169 惜別の歌 p２００ 

170 七里ヶ浜の哀歌 p２０１ 

171 あおげば尊し p２０２ 

172 蛍の光 p２０３ 

173 春爛漫の花の色 p２０４ 

174 ああ 玉杯に花うけて p２０６ 



175 紅萌ゆる岡の花 p２０７ 

176 琵琶湖周航の歌 p２０９ 

177 都ぞ弥生の p２１０ 

178 若き血 p２１２ 

179 都の西北 p２１３ 

180 白雲なびく p２１５ 

181 人を恋うる歌 p２１６ 

182 幸せなら手をたたこう p２１７ 

183 お嫁においで p２１８ 

184 花嫁 p２２０ 

185 瀬戸の花嫁 p２２２ 

186 世界は二人のために p２２３ 

187 こんにちは赤ちゃん p２２４ 

188 あの素晴らしい愛をもう一度 p２２６ 

189 赤い花白い花 p２２８ 

190 ここに幸あり p２２９ 

191 四季の歌 p２３０ 

192 かあさんの歌 p２３１ 

193 母 p２３２ 

194 シューベルトの子守歌 p２３４ 

195 ブラームス の子守歌 p２３５ 

196 モーツァルトの子守歌 p２３６ 

197 眠りの精 p２３８ 

198 アイルランドの子守歌 p２３９ 

199 ジョスランの子守歌 p２４０ 

200 コサックの子守歌 p２４２ 

201 チロルの子守歌 p２４３ 

202 中国地方の子守歌 p２４４ 

203 ゆりかご p２４６ 

204 五木の子守歌 p２４７ 

205 島原の子守歌 p２４８ 

206 竹田の子守唄 p２４９ 

207 子守歌 p２５０ 

208 静かな湖畔 p２５１ 

209 山の音楽家 p２５２ 

210 山の歌 p２５３ 

211 スキー p２５４ 

212 アルプス一万尺 p２５５ 

213 雪山讃歌 p２５６ 

214 山の一日 p２５７ 

215 ピクニック p２５８ 

216 おお ブレネリ p２６０ 

217 いつかある日 p２６１ 

218 森へ行きましょう p２６２ 



219 峠のわが家 p２６４ 

220 遠き山に日は落ちて p２６６ 

221 山登りの歌 p２６７ 

222 山のロザリア p２６８ 

223 山小屋の灯 p２７０ 

224 山賊の歌 p２７１ 

225 坊がつる讃歌 p２７２ 

226 銀色の道 p２７４ 

227 シーハイル p２７５ 

228 山男の歌 p２７６ 

229 庭の千草 p２７７ 

230 ロンドンデリーの歌 p２７８ 

231 ロック ローモンド p２８０ 

232 グリーンスリーヴス p２８２ 

233 アニー ローリー p２８３ 

234 埴生の宿 p２８４ 

235 故郷の空 p２８６ 

236 たゆとう小舟 p２８７ 

237 暗路 p２８８ 

238 春の日の花と輝く p２９０ 

239 久しき昔 p２９３ 

240 美しき p２９３ 

241 野なかの薔薇（シューベルト） p２９４ 

242 野なかの薔薇（ウェルナー） p２９５ 

243 菩提樹 p２９６ 

244 歌のつばさ p３００ 

245 故郷を離るる歌 p３０２ 

246 秋の夜半 p３０３ 

247 乙女の願い p３０４ 

248 ローレライ p３０６ 

249 真実の愛 p３０７ 

250 フニクリ フニクラ p３０８ 

251 サンタ ルチア p３１１ 

252 さらばナポリ p３１２ 

253 海に来たれ p３１４ 

254 オー ソレ ミオ p３１６ 

255 麦打ち歌 p３１８ 

256 マリア マリ p３２０ 

257 山の人気者 p３２２ 

258 帰れソルレントへ p３２４ 

259 冬の星座 p３２７ 

260 おお スザンナ p３２８ 

261 ケンタッキーの我が家 p３３０ 

262 故郷の人  々 p３２２ 



263 主人は冷たき土の下 p３３４ 

264 オールド ブラック ジョー p３３５ 

265 金髪のジェニー p３３６ 

266 夢路より p３３８ 

267 白銀の糸 p３４０ 

268 大きな古時計 p３４２ 

269 なつかしのヴァージニア p３４４ 

270 旅愁 p３４６ 

271 わが悩み知り給う p３４８ 

272 線路はつづくよどこまでも p３４９ 

273 聖者の行進 p３５０ 

274 故郷の廃家 p３５１ 

275 アロハ オエ p３５２ 

276 マイ ボニー p３５４ 

277 星の界 p３５５ 

278 ステンカ ラージン p３５６ 

279 赤いサラファン p３５８ 

280 バイカル湖のほとり p３６０ 

281 トロイカ p３６１ 

282 ともしび p３６２ 

283 黒い瞳の p３６３ 

284 モスクワ郊外の夕べ p３６４ 

285 カチューシャ p３６５ 

286 バルカンの星の下に p３６６ 

287 禁じられた遊び p３６８ 

288 追憶 p３６９ 

289 ブンガワン ソロ p３７０ 

290 トラン ブーラン p３７２ 

291 シューベルトのセレナーデ  p３７３ 

292 別れの曲 p３７６ 

293 白ばらの匂う夕べは p３７８ 

294 オーラ リー p３７９ 

295 ソルベーグの歌 p３８０ 

296 やさしき愛の歌 p３８２ 

297 愛の喜び p３８４ 

298 五月の歌 p３８７ 

299 君よ知るや南の国 p３８８ 

300 夜の調べ p３９０ 

301 ドナウ川の漣 p３９２ 

302 アヴェ マリア p３９４ 

303 ます p３９５ 

304 希望のささやき p３９８ 

305 歌声ひびく p４００ 

306 楽しき農夫 p４０１ 



307 カロ ミオ ベン p４０２ 

308 四つ葉のクローバー p４０４ 

309 悲歌 p４０６ 

310 ラ パロマ p４０８ 

311 女心の歌 p４１０ 

312 乾杯の歌 p４１２ 

 

 


