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指揮:若杉

Shake lt Off
作曲:MaX MarJn Sheliback Taylor Swrt 編曲 :郷間幹男

ジャパニーズ・グラフイテイーⅣ

～弾厚作作品集～
作曲:弾 厚作 編曲:磯崎敦博

四季メドレー |さくらさくら～浜辺の歌
～もみじ～ジングルベル～第九～雪～花

作曲:成田為三 岡野貞― LVベートーヴェン 」ameS Pierpont 滝廉太郎

指揮:菅野 らら

伴奏:木村員理子

公園にいきましょう
作詞・作曲:坂田 修

えんそく
作詞:かわくち のりこ  作詞:湯山 昭  編由:松崎順司

さんぼ
作詞 :中川李枝子  作曲:久石 譲  編由 :麓 洋介

ふるさとの古い家
作詞:黒坂黒太郎  作曲:アイルランド民謡

芭蕉布
作詞:吉川安―  作曲:普久原恒男

星めぐりの歌
作詞・作曲:宮沢賢治

指揮:田村由美子

伴舞大西 善子

おはようゆでたまこ
作詞:小野寺悦子  作曲:横山潤子

くしゃみザウルス
作詞 :小野寺悦子  作曲:横山潤子

オリバーのマーチ
作詞:峯 陽  作曲:ライオネルバート  編曲:山本直純

指揮:鈎 美津子

伴奏:奥村 利恵

女声合唱とピアノのための『少女のまなざし2』 より

日の光
市
ヨ

作曲:金子みす  ゞ 作曲:石若雅弥

指揮:奥村美不□子

糸
作曲:中島みゆき  作詞:中島みゆき

赤いスイートピー
作曲:松本 隆  作曲:松任谷由美  作詞:松任谷正隆

指揮:中島 愛子

伴奏:田中友美子

女声合0昌とピアノのための『イタリア歌めぐり』より

サンタ・ルチア
訳詩:小松 清  編由:名田績子

帰れソレントヘ
訳詩:徳永政太郎  編曲:名田綾子

指揮:高原

伴奏:小j‖

女声合0昌曲集『ほほえみ』より

ひとひらの花びら
作詞・作曲:鈴木憲夫

雨の慕情
作詞 :阿久 悠  作曲:浜 圭介  編曲:石若雅弥

指揮:中根 典子

伴奏:佐野 直子

女声合唱曲集「いつかの木から」より

きこえるかしら

雪の思い出
作詩:みなづきみのり  作曲:JU‖ 昇

二部合0昌のための6つのソング「うたうたう」より

うたうたう
作詞:宮本益光  作曲:信長貴富

実

里

朱

麻



モンスターズ0インク
作曲:Randy NeWman  編曲:神内敏之

東 京 デ ィズ ニ ー ラ ン ド・エ レク トリカ ル バ レ ー ド

作曲:Don Dorsey,」 an Jagues And Gershon Kingsley

編曲:石川 芳

アイリレランダイズ
作曲:ク ロード・ボーリング

ベ□―チェ
作曲:ク ロード・ボーリング

樹駐廣森 典子

「千と千尋の神隠し」八イライト
作曲:久石 譲  編曲:遠藤幸夫

ヤングマン 〔YoM.CoA.〕
作曲:」 MoraVH Belolo/V.Willis  編由:山里佐和子

樹霞木村員理子

伴難杉下 純子

わらべ唄メドレー
わらべうた  作曲:本居長世他  編曲:芦日宏子

指揮:原野 智子

伴奏:柘植恵滓子

かつばなにさま?かつばさま!

作詞:もりちよこ  作曲者:坂出雅海  編曲:高橋宏幸

ビキニスタイリレのお嬢さん
作詞・作曲 :Lee Pockriss Paul Vance  編曲:高橋宏幸

SURFER GIRL
作詞・作曲:ブライアン・ウィルソン  編曲:高橋宏幸

銀河鉄道999
作詞:奈良橋陽子  作曲:タケカワユキヒデ  編曲:高橋宏幸

伴奏:水□ 万智

組曲『惑星』より

木星
作曲:Gustav Holst

ラデツキー行進曲
作曲:」 ohann Strauss(父) 編曲:朝吹英一

黒猫のタンゴ
作曲:F・ パガーノ  編曲:佐藤益子

心の旅
作詞・作曲:財津和夫

フエクリフエクラ
作曲■・デンツア  編曲:佐藤益子

i 伴奏:宝本 順子

パッヘルベルのカノンによる

遠い日のうた
作曲 :橋本祥路

オーシャンゼリゼ
作詩:ピエールドラノエ  作曲:マイク・ウイルシュ,マイク・デイーガン

指揮:福嶋あかね

伴奏:福田  葵

リフレイン
作詩:覚 和歌子  作曲:信長貴富

鴎
作詩:三好達治  作曲:木下牧子  編曲:福嶋あかね

上を向いて歩こう
作詞:永 六輔  作曲:中村八大

ノクターンNo2.変ホ長調
作曲:フレデリックショバン

愛の賛歌
作詞 :エディットピアフ  作曲 :マルグリット・モノー

演奏:寺谷 泰寛



指揮:浜田 明美

伴奏:奥村 利恵

糸～時代
作詞・作曲:中島みゆき  編曲:山室紘―

ミュージカル『アニー』より

丁omorrow トゥモロー
訳詞:片桐和子  作曲:Charles Strouse 編曲:岩瀬貴弘

指揮:平田美音子

伴奏:武田力]奈美

女声合0昌曲集「落葉松」より

あなたと私と花たちと
作詞:峯 陽  作曲:小林秀雄

落葉松
作詞:野上 彰  作曲:小林秀雄

指揮:木村員理子

伴奏:田辺 明実

糸
作詞・作曲:中島みゆき

奇跡～大きな愛のように～
作詞・作曲 :さだまさし

星に願いを
作曲 :リ ー・八―ライン

ス ペ イ ン の 花

作曲 :スペイン民謡

指揮:西岡 創平

コンサートマーチ「アルセナール」
作曲 :ヤン・ヴアンデルロースト

ウェストサイド・ストーリー セレクション
作曲:Lバーンスタイン  編曲:W」 デュソイト

菅野 らら
司会者。フリーアナウンサー。

えふえむ草津開局と同時にパーソナリティとして番組を担当。音楽

祭、記念行事、講演会、実況など。様々なジャンルのイベントで司会、

アナウンス、ナレーションをつとめる。(えふえむ草津 78 5MHz)


