
歌人数 23人 35人 33人 41人 39人 42人 36人

1 シルクロード

2

3

4 シルクロード 別れの一本杉

5 上を向いて歩こう

6 高校三年生

7 アンチエンドメロディ

8

9 大きな古時計 アムール河の波

10

11

12 シックス・ペンス

13 アメージング・グレイス

14 フインランディア

15 　　青山洋子 　　　　紫金草物語 組曲「無言館」4章

16 死んだ男ののこしたものは

17 労働者はいいぞ 　　檀美知生

18

19 　　乾正明 Ａ　百万本のバラ

20 　　　　　日本民謡 Ａ　アンチェンドメロディ

21 　　千秋昌弘

22 　　　　　テノールソロ 海に生きたあなたよ

23 　　　檀上さわえ

24 みんなで歌おう

25 ゲスト　レインボー 　歌う会を30分

　ぶるーむ音楽館

曲数

歌人数 37人 40人 37人 43人 39人 27人

1 美しき碧きドナウ

2 故郷の四季より 淀川三十石舟唄 春のメドレー

3 　　　村祭り 初心にうた ぶどうとかたばみ 　どこかで春が

4 　　　冬景色 母なるヴォルガを下りて 君死にたまふことなかれ 　どじょっこふなっこ

5 　　　故郷 安里屋ユンタ ゆらゆら春 　春の小川

6 昴の紹介（映像） 死んだ男の残したものは 忘れっぽい人に

7 歓びのナーダム 音戸の舟唄 特別団員とともに ヨイトマケの唄

8 歓びのナーダム練習 　地底のうた はたらけど

9 　花のまわりで

10 　歓びのナーダム 歓びのナーダム

11 山賊のギャロップ 会場の皆様と共に 母なるヴォルガを下りて

12 ゆらゆら春 美しき碧きドナウ 　あの青い空のように キエフの鳥の歌

13 おらぁこごがいい 　上を向いて歩こう

14 川の流れのように 　見上げてごらん夜の星を

15 アムール河の波 ヴォルガの歌 歓びのナーダム

16 死んだ男の残したものは ルースカエ・ポーリエ 昴はうたう

17 フィンランディア ゆらゆら春 地雷ではなく花をください

18 団長（千秋）アピール 人間のうた フィンランディア 方正はいくさを物語る

19 歓びのナーダム 川のながれのように 特別団員と共に

20 歓びのナーダム 　さとうきび畑 方正の青い空

21 Ａ　シックス・ペンス ゆらゆら春

22 　労働者の合唱 死んだ男の残したものは

23 Ａ　シックス・ペンス 　沖縄を返せ いのちの歌

24

25

26 Ａ　シックスペンス
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日々草

　花祭り

　花の街

　春の唄

白樺

Ｕ BOJ!

朝露

Ａ　昴

昴がコンサートで歌ってきた曲

1コンサート 2コンサート 3コンサート 4コンサート 5コンサート

13コンサート

2022・4・23

チケット売枚数　803枚 1,104枚 581枚 1,581枚 298枚 1,328枚

6コンサート

2004・2・22 2006・4・23 2007・2・2 2008・4・27 2009・3・8 2010・4・25

春を待つ 春を待つ 春を待つ 春に 淀川三十石舟唄 春を待つ

ｸﾚｵ大阪中央 ｸﾚｵ大阪中央 阿部野区民大ホール シンフオニーホール 阿部野区民小ホール ＮＨＫ大阪ホール

雨 日日草 白樺 浜辺の歌 浜辺の歌 たんぽぽ

サッカーによせて ひびかせうた サリーマライズ 淀川三十石舟唄 故郷の四季より3曲 ふきのとう

鶯

ヴォルガよりドンへ ぶどうとかたばみ 千の風になって 道 道 鶴

淀川三十石舟唄 たんぽぽ 航路 ゴンドラの歌 見上げてごらん夜の星を

見上げてごらん夜の星を花の歌 果てもなき荒野原 アムール河の波 百万本のバラ

ヴォルガの歌 花 林道人夫 花の歌 林道人夫

道 百万本のバラ マイ　ボウイ 白樺 アムール河の波

白樺 花屋の唄 死んだ男の残したものは ぶどうとかたばみ 死んだ男の残したものは

未来をかけて 野に咲く花のように 花の歌 鴎 労働者はいいぞ ねがい

みんな元気か 花をおくろう ぶどうとかたばみ 雨 地底の歌 なぜ

地底の歌 淀川三十石舟唄 川の流れのように サッカーによせて 昴

アラムーハン 最上川舟唄 Ａ　ふるさとの四季より 死んだ男の残したものは

昴 ともしび ヤマよ夕張よわが命つげよ

Ａ　無縁坂 白樺 特別企画 地底の歌

シックス・ペンス ステンカラージン Ａ　昴 林道人夫 特別企画 特別企画

ピアノソロ

故郷の四季より5曲 近藤静　 　　　　無言館（全曲）

地底の歌 　　　ピアノソロ 日日草

ゲスト　孫曼さん 華厳教 檀美知生 川の流れのように

まつり 　　　テノールソロ 華厳教

昴

　　ピアノ・アコ・ギター

　　　　　テノールソロ

7コンサート

2011・5・22

741枚

阿倍野区民大ホール

箱根八里

落葉松

17 23 14 23 12 12

特別企画

　　近藤静　

　　　　ピアノソロ

シックス・ペンス

Ａ　欠陥 Ａ　昴

Ａ　シックス・ペンス Ａ　憧れ

Ａ　海よ！故郷

林道人夫

埴生の宿

道

鶴

聞け

なぜ

埴生の宿

Ａ昴

街を返せ ＳＩＹＡＨＡＭＢＡ

ねがい ねがい

白樺

ねがい

特別出演

第2部

21

豊中文化芸術センター大ホール

（千秋昌弘独唱）

2019・2・22

164枚 1,047枚 821枚 1217枚 788枚

8コンサート昴って・・ 9コンサート 10コンサート 11コンサート 12コンサート

2012・6・9 2014・4・6 2016・1・30 2017・12・3

想像力 千秋昌弘ステージ

八木節 俺は枕木

降りつむ

林道人夫 街を返せ

阿倍野区民小ホール クレオ大阪中央 いずみホール 豊中文化芸術センター大ホール いずみホール

春を待つ 春を待つ 日々草 春を待つ

白樺 ねがい

林道人夫 夕焼け

ああ夜よ 花の歌 浜辺の歌

白樺 千秋昌弘＆昴

降りつむ 道 君死にたまふことなかれ

放射能 　人間の歌 この道 私は歌う　愛を信じて

天の火 街を返せ オラトリオ鳥の歌・序

花は咲く 誰も寝てはならぬ

芭蕉布 春なのに お換えが投げたこの花は

13 23 20 24 18

Ａ　この道

昴 　芭蕉布 Ａ　昴

Ａ　憧れ

Ａ　わしらの海は朝からはじまる

Ａ　昴

ねがい 橋を作ったのはこの俺だ

なぜ 仕事の歌 航路

降りつむ 朝露

天の火


