
No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

1 １１ガツノアルヒ 第86回 11月のある日 L.ブローウェル

2
２ツノギターノタメノエ

チュード
第76回 ２つのギターのためのエチュード 林光

3
４ツノアメリカンダンス　ヨ

リ　～ビギン、タンゴ
第75回

”４つのアメリカンダンス”より　～ビギ

ン、タンゴ
J.デュアート

4 ６ツノバルカンミニチュア 第131回 6つのバルカンミニチュア

D.ボクダノ

ヴィッチ

D.Bogdanovic

5 Ｄｕｏ　１ 第45回 Duo Ⅰ F.ソル

6 Ｇセンジョウノアリア 第73回 G線上のアリア J.S.バッハ

7
Ｈａｖｅ　Ｙｏｕｒｓｅｌｆ　Ａ　Ｍｅｒ

ｒｙ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
第151回

Have Yourself A Merry Little

Christmas

H.マーティン、

R.ブレイン

8 Ｈｉｎａｔａ（ヒナタ） 第102回 Hinata（日向） 佐藤弘和

9
Ｌｅ　Ｐｒｅｍｉｅｒ　Ｐａｓ（ダイ

イッポ）
第43回 Le Premier Pas（第一歩） F.ソル

10 ＭＩＹＡＢＩ 第122回 MIYABI 佐藤弘和

11
Ｍｏｃｋｉｎｇｂｉｒｄ（マネシツ

グミ）
第16回 Mockingbird（まねしつぐみ） 藤井眞吾

12 Ｒｉｖｅｒ 第54回 River 高橋 徹

13 Ｒｉｖｅｒ（ＶＴＲ） 第1回 River（VTR） 高橋 徹

14
Ｗｅ　ｗｉｓｈ　ｙｏｕ　ａ　Ｍｅｒｒ

ｙ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ
第142回 We wish you a Merry Christmas

イングランド西

部地方のキャ

ロル

15
アイノテーマ　～”エイガ

ゴッドファ－ザー”ヨリ）
第107回

愛のテーマ ～”映画ゴッドファ－ザー”

より）
ニーノ・ロータ

16
アイノテーマ　～エイガ”

ゴッドファーザー”ヨリ
第147回

愛のテーマ ～映画”ゴッドファーザー”

より
ニーノ・ロータ

17

アイノテーマ（Ｎｕｏｖｏ　Ｃｉ

ｎａｍａ　Ｐａｒａｄｉｓｏ　　　Ｐｒｉ

ｍａ　Ｇｉｏｖｅｎｔｕ　～エイ

ガ”ニュー・シネマ・パラダ

イス”ヨリ

第146回

愛のテーマ（Nuovo Cinama Paradiso

Prima Gioventu ～映画”ニュー・シネ

マ・パラダイス”より

E.モリコーネ

18 アイノワルツ 第92回 愛のワルツ U.ノイマン

19
アイリッシュ・フォーク．メ

ドレー
第11回 アイリッシュ・フォーク．メドレー

アイルランド民

謡

20
アイリッシュ・フォーク・メ

ドレー
第42回 アイリッシュ・フォーク・メドレー

アイルランド民

謡

21 アカイクツ 第26回 赤い靴 本居長世

22 アキニ 第13回 秋に 篠原正志

23 アキノメドレー 第77回 秋のメドレー

24 アサノウタ 第118回 朝の歌 吉松隆

25 アシタヘ（ＶＴＲ） 第55回 明日へ（VTR） 高橋 徹

26 アズサ２ゴウ 第135回 あずさ２号
都倉俊一　とく

らしゅんいち

27 アストゥリアス 第17回 アストゥリアス I.アルベニス

28 アデリータ 第6回 アデリータ F.タレガ

29 アナタトデアッテ 第68回 あなたと出逢って 椎野みち子

30 アフレヨワガナミダ 第11回 あふれよ我が涙 J.ダウランド

31 アフレヨワガナミダ 第141回 あふれよ我が涙 J.ダウランド

32 アマダレ 第63回 雨だれ G・C・リンゼイ



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

33
アメージング・グレイス　Ａ

ｍａｚｉｎｇ　Ｇｒａｃｅ
第52回 アメージング・グレイス Amazing Grace 不詳

34 アメニヌレテモ 第63回 雨にぬれても B.バカラック

35 アメノモノガタリ 第29回 雨の物語 中山晋平

36 アメリアノユイゴン 第25回 アメリアの遺言 カタロニア民謡

37 アリア 第41回 アリア
F.クレンジャン

ス

38 アリアトヘンソウ 第136回 アリアと変奏 F.カルリ

39
アルハンブラキュウデンノ

オモイデ
第2回 アルハンブラ宮殿の思い出 F.タレガ

40
アルハンブラキュウデンノ

オモイデ（ＶＴＲ）
第2回 アルハンブラ宮殿の思い出（VTR） F.タレガ

41 アルハンブラノオモイデ 第32回 アルハンブラの想い出 F.タレガ

42

アルマンド　Ａｌｌｅｍａｎｄｅ

～ＤＷＶ９９６リュートクミ

キョクダイ１バン

第123回
アルマンド　Allemande ～DWV996

リュート組曲第1番
J.S.バッハ

43

アレグロ　Ｓｏｎａｔａ　Ｎｏ．

１　ｆｏｒ　ｔｗｏ　ｖｉｏｌｉｎｓ　Ａｌｌ

ｅｇｒｏ　～”フタツノバイオリ

ンノタメノソナタダイイチバ

ン”ヨリ

第144回

アレグロ　Sonata No.1 for two violins

Allegro ～”二つのバイオリンの為のソ

ナタ第一番”より

G.P.テレマン

G.Ph.Telemann

44 アンクラージュマン 第133回 アンクラージュマン F.ソル

45 アンダンテ 第105回 アンダンテ A.ヴィバルディ

46

アンダンテ、タンゴ　～”

デュオノタメノ４ツノショウ

ヒン”ヨリ

第106回
アンダンテ、タンゴ ～”デュオのための

4つの小品”より

G.シュベルトベ

ルガー

47 イエスタデイ・ワンス・モア 第95回 イエスタデイ・ワンス・モア
R.カーペン

ター、J.ベティス

48 イツカキット 第20回 いつかきっと 高橋 徹

49 イツカキット（ＶＴＲ） 第55回 いつかきっと（VTR） 高橋 徹

50
イトシイヒト　～”ドニゼッ

ティノカキョクヨリ”
第31回 愛しい人 ～”ドニゼッティの歌曲より” G.ドニゼッティ

51 イノリ 第7回 祈り 高橋 徹

52 ウィーンハイツモウィーン 第5回 ウィーンはいつもウィーン J.シュランメル

53
ウィスキーガ、オスキデ

ショ
第89回 ウィスキーが、お好きでしょ 杉真理

54 ヴィノ・ブランコ 第120回 ヴィノ・ブランコ P.ペドロソ

55
ウタノツバサニ　Ｏｎ　Ｗｉｎ

ｇｓ　ｏｆ　Ｓｏｎｇ
第115回 歌の翼に　On Wings of Song

F.メンデルス

ゾーン　Jakob

Ludwig Felix

Mendelssohn

Bartholdy

56 ウチュウセンカンヤマト 第114回 宇宙戦艦ヤマト 宮川泰

57 ウツクシクアオキドナウ 第5回 美しく青きドナウ
J.シュトラウス2

世

58 ウレシイヒナマツリ 第99回 うれしいひなまつり
河村光陽　か

わむらこうよう

59 エクアドル 第120回 エクアドル G.A.オルティス

60

エストレリータ　Ｅｓｔｒｅｌｌｉｔａ

第143回

エストレリータ　Estrellita
M.ポンセ

M.Ponce



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

61 エチュード 第84回 エチュード コスト

62
エボカシオン・サンバ・ジョ

ロッポ
第19回 エボカシオン・サンバ・ジョロッポ J.メルリン

63 エル・プエルト 第124回 エル・プエルト スペイン民謡

64 エルビート 第32回 エルビート スペイン民謡

65 オオ・ソレ・ミオ 第47回 オオ・ソレ・ミオ
E.D.カプア、A.

マッツッキ

66 オー・ホーリーナイト 第142回 オー・ホーリーナイト A.C.アダン

67 オオキナフルドケイ 第154回 大きな古時計 H.C.ワーク

68 オクサマオテヲドウゾ 第37回 奥様お手をどうぞ
F.Rotter､

R.Erwin

69 オジイチャンノチャランガ 第16回 おじいちゃんのチャランガ C.マシャド

70 オチバノセイ 第34回 落ち葉の精 武井守成

71

オメデトウクリスマス　Ｗｅ

Ｗｉｓｈ　Ｙｏｕ　ａ　Ｍｅｒｒｙ　Ｃ

ｈｒｉｓｔｍａｓ

第142回
おめでとうクリスマス　We Wish You a

Merry Christmas

イングランド西

部地方のキャ

ロル

72 オヤスミマエニ 第35回 おやすみまえに 高橋 徹

73 オリエンタル 第6回 オリエンタル E.グラナドス

74
オリエンタル（サンジュウ

ソウ）
第42回 オリエンタル（三重奏） E.グラナドス

75

オルフェノウタ　Ｍａｎｈ？

ｄｅ　Ｃａｒｎａｖａｌ　～エイガ”

クロイオルフェ”ヨリ

第145回
オルフェの唄　Manh? de　Carnaval ～

映画”黒いオルフェ”より
L.ボンファ

76 カアサンノウタ 第4回 母さんの唄 窪田聡

77 カカシノユメ 第51回 案山子の夢 平佐修

78 カケラ 第14回 かけら 山下俊輔

79 カゼ 第39回 風 端田宣彦

80 カゼノオカ 第64回 風の丘 久石　譲

81 カッチーニノアヴェマリア 第104回 カッチーニのアヴェマリア V.ヴァヴィロフ

82 カッチーニノアヴェマリア 第156回 カッチーニのアヴェマリア V.ヴァヴィロフ

83 カノン 第139回 カノン J.パッヘルベル

84 カバティーナ　Ｃａｖａｔｉｎａ 第117回 カバティーナ　Cavatina
S.マイヤーズ

Stanley Myers

85 カラタチノハナ 第22回 からたちの花 山田耕筰

86 カラマツ 第33回 落葉松 小林秀雄

87 カルメン・イブン 第152回 カルメン・異聞 G.ビゼー

88 カレハ 第30回 枯葉
ジョゼフ・コズ

マ

89 カンダガワ 第4回 神田川 南こうせつ

90
カンタンド　～”ムッツノユ

ウジョウ”ヨリ
第122回 カンタンド ～”六つの友情”より J.デュアート

91 キサス・キサス・キサス 第85回 キサス・キサス・キサス O.ファレス

92
ギターキョウソウキョクイ

チョウチョウ
第137回 ギター協奏曲イ長調

A.ヴィヴァル

ディ

93
ギターノタメノサンジュウ

ソウキョクヨリ　～アレグロ
第75回

ギターのための三重奏曲より　～アレ

グロ
F.グラニアーニ

94 キタノクニカラ 第146回 北の国から さだまさし

95 ギャロップ 第140回 ギャロップ F.ソル

96 キンジラレタアソビ 第1回 禁じられた遊び 不詳

97 クビノサデ 第77回 首の差で C.ガルデル



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

98
クミキョク”スペイン”ヨリ

～プレリュード
第97回 組曲”スペイン”より　～プレリュード I.アルベニス

99
クミキョク”スペイン”ヨリ

～マラゲーニャ
第97回 組曲”スペイン”より　～マラゲーニャ I.アルベニス

100
クラリネットヲコワシチャッ

タ
第150回 クラリネットをこわしちゃった 不詳

101 グリーンスリーブス 第21回 グリーンスリーブス
イングランド民

謡

102
グリーンスリーブス・グラ

ウンド
第21回 グリーンスリーブス・グラウンド

イングランド民

謡

103
グリーンスリーブスゲンソ

ウキョク
第32回 グリーンスリーブス幻想曲 B.ウィリアムス

104

クリスマスメドレー　アカ

ハナノトナカイ、キヨシコノ

ヨル、ジングルベルホカ

第37回
クリスマスメドレー　赤鼻のトナカイ、き

よしこの夜、ジングルベル他

J.マークス、J.L.

ピアポント他

105 クロイオルフェ 第85回 黒いオルフェ L.ボンファ

106 クロネコノタンゴ 第67回 黒猫のタンゴ M.パガーノ

107 ゲッコウ 第28回 月光 F.ソル

108 ケムリガメニシミル 第135回 煙が目にしみる J.D.カーン

109 コーヒールンバ 第125回 コーヒールンバ J.M.ペローニ

110 コーヒールンバ 第137回 コーヒールンバ J.M.ペローニ

111 コオレル１２ガツ 第90回 凍れる12月 カタロニア民謡

112 ココロノマド 第3回 心の窓 高橋 徹

113 コゾウノサンポ 第110回 子象のさんぽ 篠原正志

114 コノヒロイノハライッパイ 第22回 この広い野原いっぱい 森山良子

115 コノミチ 第136回 この道 I.サビオ

116
サーカスノオンガクＯｐ．５

４ａ
第51回 サーカスの音楽Op.54a C.ドメニコーニ

117

サウンド・オブ・サイレンス

Ｔｈｅ　Ｓｏｕｎｄ　ｏｆ　Ｓｉｌｅｎ

ｃｅ

第112回
サウンド・オブ・サイレンス　The Sound

of Silence

P.サイモン

Paul Simon

118 サクラサクラ 第40回 さくらさくら 不詳

119 サケハナミダガタメイキカ 第62回 酒は涙が溜息か 古賀政男

120 サトウキビハタケ 第70回 さとうきび畑 寺島 尚彦

121 サヨナラヲスルタメニ 第48回 さよならをするために 坂田晃一

122 サンスノパヴァーヌ 第59回 サンスのパヴァーヌ G.サンス

123
サンタ・モレーナＳａｎｔａ

Ｍｏｒｅｎａ
第111回 サンタ・モレーナSanta Morena

J.バンドリン

Jacob do

Bandolim

124 サンタガマチニヤッテクル 第142回 サンタが街にやってくる J.F.クーツ

125 ジェラシー 第60回 ジェラシー J.ゲーゼ

126 シグエンサ 第91回 シグエンサ M.トロバ

127
シズカナツキ（サッキョク：

トミヤマシヨウ）
第29回 静かな月（作曲：冨山詩曜） 冨山詩曜

128
シセルオウジョノパヴァー

ヌ
第23回 死せる王女のパヴァーヌ M.ラヴェル

129 ジダイ 第57回 時代 中島みゆき

130 シチリアーナ 第67回 シチリアーナ 不詳

131 シチリアーナ 第82回 シチリアーナ O.レスピーギ

132 ジテンシャ 第25回 自転車 篠原正志

133 ジプシーノムスメ 第31回 ジプシーの娘 G.ドニゼッティ



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

134 ジムノペディＮｏ．１ 第151回 ジムノペディNo.1 E.サティ

135
シャンソン　～”ムッツノユ

ウジョウ”ヨリ
第123回 シャンソン ～”六つの友情”より J.デュアート

136 シュイロノトウ 第109回 朱色の塔 I.アルベニス

137 ジュカイ 第20回 樹海 篠原正志

138 ショウネンジダイ 第48回 少年時代 井上陽水

139 ショウロウナガシ 第71回 精霊流し さだまさし

140 ショーロ 第5回 ショーロ J.ペルナンプコ

141 ショーロ　Ｃｈｏｒｏ 第54回 ショーロ Choro

J.ペルナンブコ

Jo?o

Pernambuco

1883-1947

142 ジョンゴ 第12回 ジョンゴ P.ベリナティ

143 シロイブランコ 第121回 白いブランコ 菅原進

144
ジンセイノメリーゴーラン

ド
第71回 人生のメリーゴーランド 久石譲

145 ズイズイズッコロバシ 第153回 ずいずいずっころばし 童歌

146 スイビキウタ 第132回 水引き歌 H.エルディーン

147 スギサリシフウケイ 第80回 過ぎ去りし風景 佐藤弘和

148 スズカケノミチ 第80回 鈴懸の径 灰田有紀彦

149 スタンドアローン 第11回 スタンドアローン 久石譲

150 ステキナアナタ 素敵なあなた A.シスターズ

151
スペインセレナータ　Ｓｅｒｅ

ｎａｔａ　Ｅｓｐａｎｏｌａ
第119回 スペインセレナータ　Serenata Espanola

J.マラッツ

Joaquim Malats

152
スペインフウセレナータ

Ｓｅｒｅｎａｔａ　Ｅｓｐａｎｏｌａ
第119回

スペイン風セレナータ　Serenata

Espanola

J.フェレール

Jose Ferrer

153

スペインブキョク　ダイ１

バン　～カゲキ”ハカナキ

ジンセイ”ヨリ

第24回
スペイン舞曲 第1番 ～歌劇”はかなき

人生”より
 M.ファリャ

154
スペインブキョクダイ５バ

ン　アンダルーサ
第124回 スペイン舞曲第5番 アンダルーサ E.グラナドス

155

スペインミンヨウクミキョク

ヴイリアンシーコ、クバー

ナ、ボレーラス・セヴィ

ジャーナ、エル・パーニョ・

モルーノ

第101回

スペイン民謡組曲　ヴイリアンシーコ、

クバーナ、ボレーラス・セヴィジャーナ、

エル・パーニョ・モルーノ

スペイン民謡

156
セイジョウキヨエイエンナ

レ
第156回 星条旗よ永遠なれ J.P.スーザ

157 セイボノミコ 第38回 聖母の御子 カタロニア民謡

158 セイヤ 第90回 聖夜 F.X.グルーバー

159
センソウヲシラナイコドモ

タチ
第129回 戦争を知らない子供たち 杉田二郎

160 ソナタ 第9回 ソナタ A.ロッティ

161 ソナタ 第27回 ソナタ
D.スカルラッ

ティ

162 ソナタＫ。１４１（Ｌ．４４２） 第14回 ソナタK.141（L.442）
D.スカルラッ

ティ

163 ソラニサエルホシノヨウニ 第76回 空に冴える星のように
スウェーデン民

謡

164 ソラニサエルホシノヨウニ 第153回 空に冴える星のように
スウェーデン民

謡



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

165
ダイシノオウノエスタン

ピー
第105回 第四の王のエスタンピー 不詳

166 タケダノコモリウタ 第78回 竹田の子守唄 不詳

167 タビノヤド 第112回 旅の宿 よしだたくろう

168 ダレモイナイウミ 第26回 誰もいない海 内藤法美

169 タンゴ 第37回 タンゴ F．タレガ

170 タンゴ 第109回 タンゴ I.アルベニス

171
タンゴ　ダイ３バン　Ｔａｎｇ

ｏ　Ｎｏ．３
第58回 タンゴ 第3番 Tango No.3

J.フェレール

J.Ferrer

172
タンゴ・アン・スカイ　Ｔａｎｇ

ｏ　ｅｎ　ｓｋａｉ
第58回 タンゴ・アン・スカイ Tango en skai

R.ディアンス

R.Dyens

173 ダンサ・ブラジレイラ 第74回 ダンサ・ブラジレイラ J.モレル

174

タンティ・アンニ・プリマ　Ｔ

ａｎｔｉ　Ａｎｎｉ　Ｐｒｉｍａ　　～

Ａｖｅ　Ｍａｒｉａ

第111回
タンティ・アンニ・プリマ　Tanti Anni

Prima  ～Ave Maria

A.ピアソラ

Astor Piazzolla

175 チイサイアキミツケタ 第86回 ちいさい秋みつけた 中田喜直

176

チイサナコノミ（チイサナコ

ノミ）　～”ウツクシキパー

スノムスメ”ヨリ

第138回
小さな木の実（ちいさなこのみ） ～”美

しきパースの娘”より
G.ビゼー

177 チイサナロマンス 第98回 小さなロマンス L.ワルカー

178

チュウセイノマチカド　～

カンティガ、トレドダイセイ

ドウノモサベラセイカ、カン

ティガ、エスタンピー

第127回

中世の街角 ～カンティガ、トレド大聖堂

のモサベラ聖歌、カンティガ、エスタン

ピー

不詳

179

チュウセイノマチカド、ト

ロット、モリ、エスタン

ピー、イングリッシュダンプ

第31回
中世の街角、トロット、森、エスタン

ピー、イングリッシュダンプ
不詳

180
ツガルカイキョウ・フユゲ

シキ
第121回 津軽海峡・冬景色 三木たかし

181 ツキモノガタリ 第117回 月物語
本居長世、岡

野貞一

182 ツバサヲクダサイ 第13回 翼をください 村井邦彦

183 テイク・ファイブ 第30回 テイク・ファイブ
ポール・デスモ

ンド

184 ティコ・ティコ 第137回 ティコ・ティコ Z.アブレウ

185 ディベルティメント 第50回 ディベルティメント F.カルリ

186 ディベルティメント 第50回 ディベルティメント F.ソル

187
テツドウインノテーマ　～

エイガ”テツドウイン”ヨリ
第36回 鉄道員のテーマ ～映画”鉄道員”より

C.ルスティケッ

リ

188
デュオノタメノ４ツノショウ

ヒンヨリ
第140回 デュオのための4つの小品より

G.シュベルトベ

ルガー

189 デュリュリーノワオン 第116回 デュリュリーの和音 不詳

190 トオクヘイキタイ 第108回 遠くへ行きたい 中村八大

191 トオリャンセ 第153回 とおりゃんせ 童歌

192 トキノカユクママニ 第87回 時の過ゆくままに
H.フップフェル

ド

193 トケイ（ＥＬ　Ｒｅｌｏｊ） 第154回 時計（EL Reloj） R.カントラル

194 トップ・オブ・ザ・ワールド 第39回 トップ・オブ・ザ・ワールド
R.カーペン

ター、J.ベティス

195 トリトソラト 第72回 鳥と空と 高橋 徹

196 トリノウタ 第24回 鳥の詩 佐藤弘和



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

197 トルココウシンキョク 第14回 トルコ行進曲
W.Aモーツァル

ト

198
トルココウシンキョク（タヌ

キ）
第12回 トルコ行進曲（タヌキ）

W.A.モーツァル

ト

199 ナイチンゲール 第27回 ナイチンゲール 不詳

200 ナイチンゲール 第141回 ナイチンゲール
Jr.J.ファン・エイ

ク

201 ナイトクラブ１９６０ 第81回 ナイトクラブ1960 A.ピアソラ

202 ナガミミザクラ 第155回 ナガミミザクラ 篠原正志

203

ナガレノナカデ　～”クミ

キョクキョウヲカサネテ”ヨ

リ

第68回
流れの中で ～”組曲今日を重ねて”よ

り
椎野みち子

204 ナゴリユキ 第99回 なごり雪 伊勢正三

205 ナミダノパヴァーヌ 第45回 涙のパヴァーヌ J.ダウランド

206 ニジノカナタニ 第46回 虹の彼方に H.アーレン

207 ニッポンムカシバナシ 第49回 にっぽん昔ばなし 北原じゅん

208 ネガイゴト（ＡｍＶｅｒ） 第23回 願いごと（AmVer） 高橋 徹

209 ノクターン 第7回 ノクターン C.へンツェ

210 ハカナキゲンエイ 第139回 はかなき幻影 佐藤弘和

211 パストラール　エチュード 第128回 パストラール エチュード 佐藤弘和

212 ハツコイ 第18回 初恋 越谷達之助

213

ハツコイ　Ｎｕｏｖｏ　Ｃｉｎａ

ｍａ　Ｐａｒａｄｉｓｏ　Ｔｅｍａ

ｄ’ａｍｏｒｅ　～”デュオ、エ

イガニュー・シネマ・パラ

ダイス”ヨリ

第145回

初恋　Nuovo Cinama Paradiso Tema

d'amore ～”デュオ、映画ニュー・シネ

マ・パラダイス”より

E.モリコーネ

214 ハツコイ（Ｂａｒ） 第18回 初恋（Bar） 越谷達之助

215
ハナ　～スベテノヒトノココ

ロニハナヲ　～
第8回 花 ～すべての人の心に花を ～ 喜納昌吉

216

ハナノカオリニノセテ　～”

カゼノハコンダ４ツノウタ”

ヨリ

第103回
花の香にのせて ～”風のはこんだ4つ

の歌”より
佐藤弘和

217 ハナノワルツ 第10回 花のワルツ
P.チャイコフス

キー

218 ハナハドコヘイッタ 第65回 花はどこへ行った P.シーガー

219 ハバネラ 第91回 ハバネラ
E.デ・ラ・マー

サ

220
ハハノナミダ　Ｌａｇｒｉｍａｓ

ｄｅ　Ｍａｅ
第53回 母の涙 Lagrimas de Mae

J.O.ケイロス

Jose Oliveira

Queiroz

221 パハロカンパーナ 第120回 パハロカンパーナ F.カルドッソ

222 パリノカナロ 第59回 パリのカナロ

A.スカルピー

ノ、J.カルダ

レージャ

223 ハルノウミ 第8回 春の海 宮城道雄

224 ハルノヒノハナトカガヤク 第41回 春の日の花と輝く
アイルランド民

謡

225
ハレタヒニ　～”マジョノ

タッキュウビン”ヨリ
第114回 晴れた日に ～”魔女の宅急便”より  久石 譲

226
ピアノソナタ　ＫＶ５４５ヨリ

～ロンド
第83回 ピアノソナタ　KV545より　～ロンド

W.Aモーツァル

ト



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

227 ヒーローノテーマ 第61回 ヒーローのテーマ 高橋 徹

228 ビタースウィート・サンバ 第16回 ビタースウィート・サンバ S.レイク

229 ヒマツリノオドリ 第82回 火祭りの踊り M.ファリャ

230
ヒマワリ　～エイガ”ヒマワ

リ”ヨリ
第69回 ひまわり ～映画”ひまわり”より H.マンシーニ

231 ビヤタルポルカ 第15回 ビヤ樽ポルカ J.ヴェイヴォダ

232 ビヤタルポルカ 第15回 ビヤ樽ポルカ J.ヴェイヴォダ

233 ヒョッコリヒョウタンジマ 第129回 ひょっこりひょうたん島 宇野誠一郎

234 ファルーカ 第101回 ファルーカ

235 フーガ 第96回 フーガ G.サンス

236 フェアウェル 第46回 フェアウェル
セルジオ・アサ

ド

237 ブエノスアイレスノアキ 第34回 ブエノスアイレスの秋 A．ピアソラ

238 ブエノスアイレスノクモ 第40回 ブエノスアイレスの雲 M.プホール

239 フェリシダージ 第74回 フェリシダージ A.C.ジョビン

240 フェリシダージ 第149回 フェリシダージ A.C.ジョビン

241 フタツノギター 第94回 二つのギター ロシア民謡

242 フタツノメヌエット 第96回 二つのメヌエット J.Ph.ラモー

243 フタリデオサケヲ 第89回 二人でお酒を 平尾昌晃

244 フナウタ 第44回 舟唄 浜圭介

245 フナウタ 第56回 舟歌

N.コスト

Napoleon

Coste

246

ブラジルジンノショウゾウ

ガ　Ｒｅｔｏｒａｔｏ　Ｂｒａｓｉｌｅｉｒ

ｏ

第113回
ブラジル人の肖像画　Retorato

Brasileiro

B.パウエル

Baden Powell

247

プラテーロトワタシ　ヨリ

～１プラテーロ、７ムエル

テ

第83回
”プラテーロとわたし”より　～ⅰプラ

テーロ、ⅶムエルテ
E.S.デラマサ

248 フランシーヌノバアイ 第35回 フランシーヌの場合 郷 伍郎

249 フリーバーズ 第97回 フリーバーズ 井上勝仁

250 ブルータンゴ 第149回 ブルータンゴ L.アンダーソン

251 プレリュード 第62回 プレリュード バッハ

252
プレリュード　Ｎｏ．１０、１

１
第148回 プレリュード No.10、11 F.タレガ

253 プレリュード７バン 第106回 プレリュード7番 F.ショパン

254 プレリュードトアレグロ 第131回 プレリュードとアレグロ J.S.バッハ

255 ヘヴェンド・オ・パッサード 第73回 ヘヴェンド・オ・パッサード F.ジュニオール

256
ベニスノフナウタ　Ｃａｒｎａｖ

ａｌ　ｄｅ　Ｖｅｎｉｓｅ
第57回 ベニスの舟歌　Carnaval de Venise イタリア民謡

257 ポーランドクミキョクヨリ 第130回 ポーランド組曲より G.P.テレマン

258 ホシゾラノシタデ 第49回 星空の下で 高橋 徹

259 ボジョウ 第107回 慕情 S.フェイン

260 ホタ・アラゴネーサ 第84回 ホタ・アラゴネーサ H.L.カバナリ

261 ホッキョクセイノコモリウタ 第126回 北極星の子守歌 椎野みち子

262 ホワイトクリスマス 第38回 ホワイトクリスマス I．バーリン

263 マイオチテキタテンシ 第52回 舞い落ちてきた天使 吉田剛士

264 マドロミ 第79回 まどろみ 佐藤弘和

265 マドロミ（ドクソウ） 第103回 まどろみ（独奏） 佐藤弘和

266 マリアルイサ 第19回 マリアルイサ J.S.サグレラス



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

267

マルセリーノノウタ　～エ

イガ”ケガレナキイタズラ”

ヨリ

第36回
マルセリーノの唄 ～映画”汚れなき悪

戯”より
P・ソロザバル

268

マンドリンキョウソウキョク

ハチョウチョウ　ＲＶ４２５

ダイ１ガクショウアレグロ

～エイガ”クレイマ、ークレ

イマー”ヨリ

第47回

マンドリン協奏曲 ハ長調 RV425 第1楽

章アレグロ ～映画”クレイマ、ークレイ

マー”より

A.ヴィヴァル

ディ

269
ミ・ファヴォリータ　Ｍｉ　Ｆａ

ｖｏｒｉｔａ
第113回 ミ・ファヴォリータ　Mi Favorita 不詳

270
ミアゲテゴランヨルノホシ

ヲ
第150回 見上げてごらん夜の星を いずみたく

271 ミズイロノアリオーソ 第118回 水色のアリオーソ 吉松隆

272 ミュゼット 第153回 ミュゼット

アンナ・マグダ

レーナ・バッハ

の音楽帳より

273 ミラージュ 第75回 ミラージュ
F.クレンジャン

ス

274 ミライヘノウタ 第79回 未来への歌 佐藤弘和

275 ミライヘノウタ（ドクソウ） 第103回 未来への歌（独奏） 佐藤弘和

276 ムーン・リバー 第33回 ムーン・リバー H.マンシーニ

277 ムーンライト・セレナーデ 第28回 ムーンライト・セレナーデ グレン・ミラー

278 モーツァルトノコモリウタ 第78回 モーツァルトの子守歌 B.フリース

279 モミジ 第126回 もみじ 岡野貞一

280 モリヘイキマショウ 第70回 森へ行きましょう ポーランド民謡

281 ヤサシイウタヲアナタニ 第102回 優しい歌をあなたに 佐藤弘和

282

ヤマデラノマツリ　～”クミ

キョクオモイダシテゴラ

ン”ヨリ

第75回
山寺の祭り ～”組曲思い出してごら

ん”より
伊東福雄

283 ユーモレスク 第128回 ユーモレスク 佐藤弘和

284 ユメミルヒト 第76回 夢みる人 S.フォスター

285 ヨイマチグサ 第64回 宵待草 多忠亮

286 ヨザクラオシチ 第138回 夜桜お七 三木たかし

287 ヨルガクル 第44回 夜が来る 小林亜星

288 ラヴソング 第9回 ラヴソング イギリス民謡

289 ラグリマ 第3回 ラグリマ F.タレガ

290 ラルゴトロンド 第134回 ラルゴとロンド カルリ

291

リコーダーソナタ　トチョウ

チョウ　サクヒン１－３　ラ

ルゴ、アレグロ、アダー

ジョ、ガヴォット

第81回
リコーダーソナタ　ト長調　作品1-3　ラ

ルゴ、アレグロ、アダージョ、ガヴォット
J.B.ルイエ

292 リベルタンゴ 第9回 リベルタンゴ A.ピアソラ

293 リュートノタメノショウヒン 第60回 リュートの為の小品 ルネッサンス曲

294 ル（ル） 第56回 流（る） 篠原正志

295
ルーマニアミンヨウクミ

キョク
第15回 ルーマニア民謡組曲 B.バルトーク

296 ロウドク　オテツダイケン 第13回 朗読　お手伝い券 高橋 徹

297 ロウドク　オヒナサマ 第99回 朗読　お雛さま 高橋 徹

298 ロウドク　オモイダセナイ 第118回 朗読　思い出せない 高橋 徹

299 ロウドク　カゾクシャシン 第23回 朗読　家族写真 高橋 徹



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

300
ロウドク　カラス　～”カザ

バナガマウヒ”ヨリ
第20回 朗読　からす ～”風花が舞う日”より 高橋 徹

301
ロウドク　クマノヌイグルミ

トエホン
第142回 朗読　クマのぬいぐるみと絵本 高橋 徹

302
ロウドク　クリスマスディ

ナー
第38回 朗読　クリスマスディナー 高橋 徹

303
ロウドク　サイゴノクリスマ

ス
第90回 朗読　最後のクリスマス 高橋 徹

304
ロウドク　サクラ　～”カザ

バナガマウヒ”ヨリ
第35回 朗読　桜 ～”風花が舞う日”より 高橋 徹

305 ロウドク　ジテンシャ 第25回 朗読　自転車 高橋 徹

306 ロウドク　シロイトリ 第72回 朗読　白い鳥 高橋 徹

307
ロウドク　タツコヒメデンセ

ツ
第20回 朗読　辰子姫伝説

田澤鳩留尊佛

菩薩縁起より

308 ロウドク　テガミ 第79回 朗読　手紙 高橋 徹

309 ロウドク　ナガミミザクラ 第155回 朗読　ナガミミザクラ 高橋 徹

310
ロウドク　ナガレボシ　～”

カザバナガマウヒ”ヨリ
第7回 朗読　流れ星 ～”風花が舞う日”より 高橋 徹

311 ロウドク　ヒーロー 第61回 朗読　ヒーロー 高橋 徹

312
ロウドク　マホウノオダン

ゴ
第128回 朗読　魔法のお団子 高橋 徹

313
ロウドク　ミナミカゼ　～”

カザバナガマウヒ”ヨリ
第3回 朗読　南風 ～”風花が舞う日”より 高橋 徹

314
ロウドク　ヤキュウトホー

ムズ
第49回 朗読　野球とホームズ 高橋 徹

315 ロウドク　ライオンノオリ 第110回 朗読　ライオンの檻 高橋 徹

316
ロウドク　ローマノキュウ

ジツ
第33回 朗読　ローマの休日 高橋 徹

317 ロマンス 第98回 ロマンス J.K.メルツ

318

ロマンティックナワルツダ

イイチバン　Ｒｏｍａｎｔｉｃ

Ｗａｌｔｚ　Ｎｏ．１

第144回
ロマンティックなワルツ第一番

Romantic Waltz No.1

E.フェニシオ

Edmar Fenicio

319 ロミオトジュリエット 第87回 ロミオとジュリエット ニーノ・ロータ

320

ロミオトジュリエット　～エ

イガ”ロミオトジュリエットヨ

リ”

第147回
ロミオとジュリエット ～映画”ロミオと

ジュリエットより”
ニーノ・ロータ

321 ロンデーニャ 第132回 ロンデーニャ デ・ラ・マーサ

322 ロンド 第10回 ロンド F.カルリ

323 ロンドンデリーノウタ 第65回 ロンドンデリーの歌
アイルランド民

謡

324 ワカモノタチ 第95回 若者たち
佐藤 勝さとうま

さる

325 ワカレノサンバ 第108回 別れのサンバ 長谷川きよし

326

ワタシノオキニイリ　～

ミュージカル”サウンド・オ

ブ・ミュージック”ヨリ

第69回
私のお気に入り ～ミュージカル”サウン

ド・オブ・ミュージック”より
R.ロジャ－ス

327 ワルチング・マチルダ 第41回 ワルチング・マチルダ
オーストラリア

第二の国歌

328 ワルツ 第66回 ワルツ F.ソル

329
ワルツ　～”カメンブトウカ

イ”ヨリ
第104回 ワルツ ～”仮面舞踏会”より

A.ハチャトリア

ン



No 読み仮名 放映回 演奏曲・作品名 作曲者・作者

330
ワルツ　～”メリー・ウィド

ウ”ヨリ
第66回 ワルツ ～”メリー・ウィドウ”より F.レハール

331 ワルツ　Ｖａｌｓａ 第53回 ワルツ Valsa

J.O.ケイロス

Jose Oliveira

Queiroz

332 ワルツヨンバン 第94回 ワルツ四番 A.バリオス


