
「合」はコン
クールで歌った

曲

「昴」の練習曲　曲名太字＝
よく歌ってきた曲

曲目 作詞者 作曲者 編曲者①

合/長野 雨 八木重吉 多田武彦

赤とんぼ 三木露風 山田耕筰 宮林克至

安里屋ユンタ 石若雅弥

あの日の授業 笠木　透 安川　誠

あの鐘を鳴らすのはあなた 阿久　悠 森田公一 尾形敏幸

憧れ 鈴木憲夫 スエーデン民謡

アラムーハン 中国新疆省民謡

合/長野 I've got six pence 福永陽一郎 P.f土肥永津子 イギリス水夫の労働歌

I HAVE A DREAM 村嶋由紀子 高平つぐゆき

AVE MARIA G.Caccini 森　友紀編曲 檀美知生男声編曲

AMAZING GRACE 檀美知生男声編曲

UNCHAINDE MELODY 檀美知生男声編曲

アヴェ・ヴェルム・コルプス モーツアルト 河西保郎

合/東京 アムール河の波 K.ﾜｼﾘｴﾌ/S.ﾎﾞﾎﾞﾌ M.ｷｭｯｽ 本並美徳 合唱団白樺訳詞

アモーレ テラ（愛の地球） 村嶋由紀子 高平つぐゆき

いつだってスタートライン 村島由紀子 檀美知生 山下和子

美しき青きドナウ 堀内敬三 ヨハン・シュトラウス 檀美知生

海に生きたあなたよ

海よ、故郷 王　立平 王　立平 本並美徳

ヴォルガよりドンへ ホワローノフ ザスラフスキー

ヴォルガの歌 オストーロフ モクロウソフ 合唱団白樺訳詞

ウオーキングタウン京橋 本並美徳 本並美徳 原詩欠野アズ紗

絵手紙 村島由紀子 檀美知生 山下和子

大きな古時計 保富康午 ＨＧワーク 大竹くみ

思い出の子守歌 別役　実 池辺晋一郎

俺は労働者だ 佐藤　ひろし 佐藤ひろし

俺は旋盤工 東海のうたごえ 東海のうたごえ

おらしょ 隠れキリシタンのうた 柴田南雄

おらあ こごがいい 熊谷千洋/村島由紀子編詞 檀美知生 山下和子

音戸の舟歌 広島県民謡 福永陽一郎

風の花の色 三牧英範/村島由紀子 檀美知生 山下和子

壁の歌 斎藤 橉 林光

落葉松 野上　彰 小林秀雄

川の流れのように 秋元　元 見岳　章 本並美徳

鴎 三好達治 木下牧子 本並美徳

聞け ゴリ・ミッレル Ｆ・ｶｽﾞﾛﾌ

合/奈良 華厳経 柴田南雄 十種の光相より

気仙大工・左官伝承館の歌 村島由紀子 檀美知生 山下和子

けったいな人 島田陽子 前田憲男

欠陥 ヘルベルト・ブレヒト 林光 野村修訳詞/立川孝信替え歌

航路 A.チュルキン V.セドイ 関　鑑子訳詞

心さわぐ青春の歌 L.オシャーニン A.パフムトワ 関　忠亮訳詞

ゴンドラの唄 吉井　勇 中山晋平 林　光

サッカーによせて 谷川俊太郎 木下牧子

さびしいカシの木 やなせたかし 木下牧子

サリーマライズ オランダ民謡 本並美徳 森田久男訳詞

防人の詩 さだまさし さだまさし 松下　耕

シルクロード 喜多郎 本並美徳・林保雄

しあわせは空の上に 流行歌メドレー 寺嶋陸也

1／3



「合」はコン
クールで歌った

曲

「昴」の練習曲　曲名太字＝
よく歌ってきた曲

曲目 作詞者 作曲者 編曲者①

合/福岡 白樺 M.ﾌﾗﾄｷﾝ

合/奈良 死んだ男の残したものは 谷川俊太郎 武満　徹 赤堀文雄

島唄 宮沢和史 宮沢和史 石若雅弥

白帆がただひとつ レルモントフ ワルラーモフ スヴェシニコフ 森おくじ訳詞

昴 谷村新司 谷村新司 山室絃一

ステンカラージン 高平つぐゆき ロシア民謡

前線にも春が来た ファチャーノフ セドイ

千の風になって 新井　満 新井満 太田桜子

たんぽぽ 星野富弘 平野淳一

炭鉱ばやし 淀川　正 荒木　栄

谷間に三つの鐘が鳴る ジャン・ビヤール ジャン・ビヤール 古荘雄二訳詞

地底のうた 荒木　栄 荒木　栄 本並美徳

小さな空 武満　徹 武満　徹 山下和子

筑波山麓男声合唱団 永　六輔 いずみたく 淡海悟郎

鶴 カムザトフ フレンケリ リツベンコ 男声合唱団「昴」

同志はたおれぬ ステークリッヒ 小野宮吉

ともしび イサコフスキー ブランデル 本並美徳 楽団カチューシャ訳

天の火 林 光 林　光 林　光

ドライボーンズ 黒人霊歌 村島由紀子作詞 ヴォルターイレット/檀美知生

仲間のうた 大江将精 荒木栄

なぜ！ 林　光 林　光

南京玉簾 千原英喜 本並美徳

合/広島 日々草 星野富弘 加羽澤美濃 本並美徳

虹の橋 黒人霊歌 訳詞 村嶋由紀子 ヴォルターイレット/檀美知生

合/長崎 ねがい 佐藤　信 林　光

人間の歌 山ノ木竹志 山ノ木竹志 小林

野に咲く花のように 杉山政美 小林亜星 本並美徳

芭蕉布 吉川安一 普久原恒男 石若雅弥

合/福岡 春を待つ 伊藤　正 多田武彦

埴生の宿 ビショップ 増田順平

春に 谷川俊太郎 木下牧子

合/福井 花の歌 佐藤　信 林　光

花屋の唄 早野柳三郎 早野柳三郎

花 喜納昌吉 喜納昌吉 本並美徳

花をおくろう 森田ヤエ子 荒木　栄

果てもなき荒野原 アヴェジェンコ バルツハラジェ 檀美知生 合唱団白樺訳詞

離れていても 村嶋由紀子 高平つぐゆき

遥かな友に 磯部　俶 磯部　俶 林雄一郎

箱根八里 鳥井　忱 滝廉太郎 林　光

波浮の港 野口雨情 中山晋平 小六禮次郎

浜辺の歌 林　古渓 成田為三 林　光

ひびかせ歌 木島　始 萩　京子

百万本のバラ ヴォズネセンスキー A.パウルス 赤堀文雄 松山善三訳詞

FINLANDIA シベリウス 檀美知生

ふきのとう 林　学 林　学 林　光

合/広島 ぶどうとかたばみ 谷川　雁 新実徳英 新実徳英

故郷の四季より 源田俊一郎

ポーリュシカポーレ V.グーセフ L.クニッペル 井上頼豊訳詞

ほんとの勇者の物語 村嶋由紀子 高平つぐゆき

まつり きたがわてつ 山本さとし

My boy 原田義雄 原田義雄 檀美知生
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「合」はコン
クールで歌った

曲

「昴」の練習曲　曲名太字＝
よく歌ってきた曲

曲目 作詞者 作曲者 編曲者①

見上げてごらん夜の星を 永　六輔 いずみたく

合/沖縄 道 L.オシャーニン A.ノビコフ 中央合唱団訳詞

みんな元気か

未来をかけて 斉藤清己 斉藤清己

無言館 村嶋由紀子 高平つぐゆき 戦没画学生のうた

無縁坂 さだまさし さだまさし 本並美徳

めぐる春に 村嶋由紀子 高平つぐゆき

最上川舟唄 本並美徳 山形民謡

燃やせ斗魂 荒木　栄 荒木　栄

モスクワ郊外の夕べ M.マトウソフスキー V.セドイ

ヤマよ夕張よわが命つげよ 森谷たけし 高平つぐゆき 檀美知生

ゆらゆら春 桜井昌司 桜井昌司 山下和子

合/沖縄 淀川三十石舟唄 千原英喜/本並美徳

歓びのナーダム 巴音吉日嗄拉 色恩克巴雅尓 社兆植 本並美徳

夜 窪田　亨 高平つぐゆき

合/東京 林道人夫 藤原和義 藤原和義 さのよしひこ

ロマンチストの豚 やなせたかし 木下牧子

労働者はいいぞ 関西合唱団 関西合唱団

私の好きなこの街 瞳 珠理 高平つぐゆき
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