
ＰＯＰＳ／演歌／ムード歌
謡／叙情歌／外国曲など

＜合　唱＞
毎週火・水・木曜日の午前10:00～12:00

さわやかうたごえ（さわうた）

料 金：お一人様 1,000円 ドリンク&お菓子付き
 

＜独　唱＞
午後7:00～　一般営業の中で
料 金：ピアノ伴奏１曲 200円

＜ふりうた＞
金・土曜日昼間　40分2,000円で個人練習
＊詳しくは店頭ポスターでご確認ください。

〒114-0034 東京都北区上十条3-3-16
TEL 03-3908-8011 homepage　http://www.8011.jp/

仰げば尊し
赤い靴
赤い花白い花
赤とんぼ
憧れのハワイ航路
朝はどこから
あざみの歌
あめふり
雨降りお月さん
アルプスの牧場
家路
歌の町
海
お猿のかごや
お月さまの歌
お富さん
朧月夜
おもいでのアルバム

かあさんの歌
鐘の鳴る丘
かやの木山の
かわいいかくれんぼ
汽車
北上夜曲
今日の日はさようなら
クラリネットをこわしちゃった
グリーンスリーブス
鯉のぼり
高原列車は行く
荒城の月
故郷の人々
故郷を離るる歌
心の窓に灯火を
古城
この道
ゴンドラの唄

さくら
さくら貝の歌
さとうきび畑
里の秋
サンタ ルチア
四季の歌
下町の太陽
白い花の咲く頃
人生の並木路
ずいずいずっころばし
スキー
砂山
線路はつづくよどこまでも
ソーラン節
早春賦
蘇州夜曲

たきび
竹田の子守り唄
たなばたさま
たんぽぽ
ちいさい秋みつけた
茶摘
月見草の花
月の沙漠
手のひらを太陽に

東京の花売り娘
東京ブギ
東京ラプソディ
とうだいもり
遠くへ行きたい
通りゃんせ
隣組
トロイカ
どんぐりころころ

長崎の鐘
夏の思いで
夏は来ぬ
庭の千草
野なかの薔薇

芭蕉布
初恋
花
花かげ
花の街
花嫁人形
花言葉の唄
埴生の宿
波浮の港
浜千鳥
浜辺の歌
春の小川
琵琶湖周航の歌
冬景色
冬の星座 
故郷
ペチカ
坊がつる讃歌
北帰行

牧場の朝
真白き富士の嶺
待ちぼうけ
毬藻の唄
メリーさんのひつじ
マロニエの木蔭
みかんの花咲く丘
村祭
めだかの学校
紅葉
桃太郎
森のくまさん
森の水車

椰子の実
山小舎の灯
山の音楽家
夕焼小焼
雪
雪の降る街を
揺籃のうた
与作
喜びも悲しみも幾歳月
旅愁
ラジオ体操の歌
ローレライ
われは海の子

叙情歌一覧 全120曲

＜外国曲＞
Imagine
I Left My Heart In San Francisco
Just The Way You Are
Unchained Melody
The End Of The World
You Don't Have to Say You Love Me
Love Me Tender
WHAT A WONDERFUL WORLD
GEORGIA ON MY MIND
Honesty
Desperado
If we hold on together
Stand By Me
Yesterday Once More
(They Long To Be) Close To You
Without You
Sailing
Hero
Time After Time
My heart Will go on
Killing Me Softly With His Song
Yesterday
Endless Love
I Could Have Danced All Night

＜for Chirdren &
         Seasons＞

◆ひらがなバージョン◆
あいのしるし
あおいさんみゃく
あしたがあるさ
あまいろのかみのおとめ
いいひたびだち
うえをむいてあるこう
うちゅうせんかんヤマト
エスオーエス
おおきなふるどけい
おくることば
おもいでのなぎさ
およめにおいで
かぜ

かぜになりたい
かわのながれのように
きたぐにのはる
きみといつまでも
きよしのズントコぶし
ギンギラギンにさりげなく
ぎんざカンカンむすめ
ゲゲゲのきたろう
こいのバカンス
こうこうさんねんせい
こころのたび
365ほのマーチ
さくらんぼ
サザエさん
サライ
サボテンのはな
しあわせならてをたたこう
しろいブランコ
じんせいいろいろ
スーダラぶし
せいしゅんじだい
せかいにひとつだけのはな
そらもとべるはず
たいようがくれたきせつ
つばさをください
ときのながれにみをまかせ
となりのトトロ～さんぽ～
ドラえもんのうた
なだそうそう
はまべのうた
バラがさいた
ひとりじゃないの
ブルー・シャトウ
みあげてごらんよるのほしを
ヤング・マン
りんごのうた
わになっておどろう

◆クリスマスソング◆
赤鼻のトナカイ
きよしこの夜
サンタが町にやってくる
ジングル・ベル
ホワイト・クリスマス
もろびとこぞりて

外国曲・ひらがな対応曲など一覧

セキシュウソング

全80曲
只今　約５００曲 !

合唱でも、独唱でもどうぞ

＜みんなで歌えるセキシュウソング＞

＜セキシュウオリジナルソング＞
赤いワイン
片隅の街
カラー
グラス
この世に
坂道

シャワー
snow
Ｔeaｃup
ナススベモナク
波に聞こえた
虹

ヌケガラ
ひまわり
ベンチ
ほんの始まり
揺れて
ラッキーボ－イ
One

草原
風船
私たちの秋に

雨上がりの午後

小さなバケツ
月の色
夏に憧れ

ハハのコトバ

花は咲くもの
春の足音

メニュー

全30曲

ＪＲ埼京線十条駅より徒歩５分
上十条３丁目バス停すぐそば

ファミレス
ココス

ファミレス
ココス

上十条３丁目
バス停

みずほ銀行●みずほ銀行●

あまね

王子方面王子方面

グランドピアノの伴奏で
 くつろぎのひとときを
グランドピアノの伴奏で
 くつろぎのひとときを

みゅーじかんて

曲目案内曲目案内あ ま ねあ ま ね



＜ア行＞
I LOVE YOU／尾崎豊
あいつ／旗照夫
あなたに逢いたくて／松田聖子
あなたの声／山崎ハコ
あの日にかえりたい／荒井由実
亜麻色の髪の乙女／島谷ひとみ
愛の讃歌／越路吹雪
愛燦燦／美空ひばり
愛人／テレサ・テン
愛のままで・・・／秋元順子
青い山脈／藤山一郎・奈良光枝
青葉城恋唄／さとう宗幸
赤いハンカチ／石原裕次郎
赤ちょうちん／かぐや姫
蒼い星くず／加山雄三
天城越え／石川さゆり
明日があるさ／坂本九
紅とんぼ／ちあきなおみ
いい日旅立ち／山口百恵
いっそセレナーデ／井上陽水
いつも何度でも／木村弓
いとしのエリー／サザンオールスターズ
今を抱きしめて
　　／ＮＯＡ（仙道敦子・吉田栄作）
妹／かぐや姫
愛しき日々／堀内孝雄
居酒屋／五木ひろし&木の実ナナ
「いちご白書」をもう一度／バンバン
上を向いて歩こう／坂本九
海・その愛／加山雄三
駅／竹内まりや
Ｍ／プリンセス・プリンセス
襟裳岬／森進一
ＯＨ　ＭＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＧＩＲＬ
　　　　　　　　　　　　　／尾崎豊
おひさま／平原綾香
Only Human／Ｋ
オーシャンゼリゼ／越路吹雪
大きな古時計／平井堅
大阪で生まれた女／萩原健一
贈る言葉／海援隊
小樽のひとよ／鶴岡雅義と東京ロマンチカ
おまえに／フランク永井
想い出がいっぱい／Ｈ20
想い出の渚／ザ・ワイルド・ワンズ
オリビアを聴きながら／杏里

＜カ行＞
学生時代／ペギー葉山

案山子／さだまさし
悲しき片想い／弘田三枝子
悲しくてやりきれない
　　　／ザ・フォーク・クルセダーズ
乾杯／長渕剛
枯葉／LES FEUILLES MORTES
傘がない／井上陽水
神田川／南こうせつとかぐや姫
川の流れのように／美空ひばり
悲しい色やね／上田正樹
風／はしだのりひことシューベルツ
崖の上のポニョ／藤岡藤巻と大橋のぞみ
歓送の歌／中西保志
君を忘れない／松山千春
希望／岸洋子
季節の中で／松山千春
銀色の道／ダーク・ダックス
君がいるだけで／米米ＣＬＵＢ
きみでいて　ぶじでいて／菅野よう子
君といつまでも／加山雄三
君に会いたい／ザ・ジャガーズ
君恋し／フランク永井
北の旅人／石原裕次郎
北国の春／千昌夫
くちなしの花／渡哲也
群青／谷村新司
Get　Along Togetheｒ／山根康広
結婚しようよ／吉田拓郎
高校三年生／舟木一夫
この広い野原いっぱい／森山良子
壊れかけのRadio／徳永英明
五番街のマリーへ／ペドロ＆カプリシャス
秋桜（コスモス） ／山口百恵
心の旅／チューリップ
心もよう／井上陽水
恋／松山千春
恋しくて／ＢＥＧＩＮ
恋におちて／小林明子
恋の町札幌／石原裕次郎
恋の予感／安全地帯
恋人も濡れる街角／中村雅俊
恋人よ／五輪真弓

＜サ行＞
さくら(独唱)／森山直太朗
サボテンの花／チューリップ
さよなら大好きな人／花＊花
さよならの向こう側／山口百恵
さらば青春／小椋佳
さらば恋人／堺正章

サン・トワ・マミー／越路吹雪
桜坂／福山雅治
三百六十五歩のマーチ／水前寺清子
酒と泪と男と女／河島英五
酒よ／吉幾三
酒場にて／江利チエミ
ＳＥＡＳＯＮＳ／浜崎あゆみ
シーサイド・バウンド／ザ・タイガース
ジェラシー／井上陽水
シクラメンのかほり／布施明
時代／中島みゆき
ジョニイへの伝言
　　　　　　／ペドロ＆カプリシャス
しるし／Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ
シングルベッド／シャ乱Ｑ
時間よ止まれ／矢沢永吉
時代おくれ／河島英五
少年時代／井上陽水
精霊流し／グレープ
知床旅情／森繁久弥
島人ぬ宝／ＢＥＧＩＮ
白いブランコ／ビリー・バンバン
白い恋人たち／桑田佳祐
人生いろいろ／島倉千代子
Squall／福山雅治
Story／ＡＩ
SWEET MEMORIES／松田聖子
ずっと２人で／ GLAY 
少しは私に愛を下さい／小椋佳
昴（すばる）／谷村新司
千の風になって／新井満
世界に一つだけの花／ＳＭＡＰ
瀬戸の花嫁／小柳ルミ子
青春時代／森田公一とトップギャラン
そっとおやすみ／布施明
空も飛べるはず／スピッツ
卒業写真／荒井由実

＜タ行＞
ダンスホール／尾崎豊
黄昏のビギン／ちあきなおみ
太陽がくれた季節／青い三角定規
太陽の破片／尾崎豊
抱きしめたい／Mr.Children 
ただ・・・逢いたくて／EXILE
旅の宿／吉田拓郎
旅人よ／加山雄三
誰もいない海／トワ・エ・モア
小さな木（こ）の実／大庭照子
小さな日記／フォー・セインツ

チェリー／スピッツ
チャコの海岸物語／サザンオールスターズ
地上の星／中島みゆき
珍島物語／天童よしみ
長寿の歌
TSUNAMI／サザンオールスターズ
つぐない／テレサ・テン
月／桑田佳祐
津軽のふるさと／美空ひばり
津軽の花／原田悠里
津軽海峡・冬景色／石川さゆり
翼をください／赤い鳥
蕾／コブクロ
テネシーワルツ／江利チエミ
てんとう虫のサンバ／チェリッシュ
ドナ・ドナ／ジョーン・バエズ
年下の男の子／キャンディーズ
とんぼ／長渕剛
遠くで汽笛を聞きながら／アリス
時の過ぎゆくままに／沢田研二
時の流れに身をまかせ／テレサテン
永遠にともに／コブクロ
TRUE LOVE／藤井フミヤ

＜ナ行＞
なごり雪／イルカ
夏の終りのハーモニー
　　　　　　　／井上陽水＆安全地帯
夏をあきらめて／研ナオコ
泣かせるぜ／石原裕次郎
長い髪の少女／ザ・ゴールデンカップス
涙(なだ)そうそう／夏川りみ
涙のキッス／サザンオールスターズ
22才の別れ／風
新潟ブルース／美川憲一
二輪草／川中美幸
眠れぬ想い／中西圭三
ノラ／門倉有希

＜ハ行＞
HOWEVER／GLAY 
最初（はじめ）から今まで／Ｒｙｕ
バラが咲いた／マイク真木
羽田発七時五十分／フランク永井
花／喜納昌吉＆チャンプルーズ
ハナミズキ／一青窈
離したくはない／T-BOLAN 
春よ、来い／松任谷由美
春の雪／徳永英明
PIECE OF MY WISH／今井美樹

瞳をとじて／平井堅
First Love／宇多田ヒカル
for you／高橋真梨子
Forget me not／尾崎豊
fragile／Every Little Thing
ブランデーグラス／石原裕次郎
ブルー・シャトー／ジャッキー吉川と
　　　　　　　　　ブルー・コメッツ
ブルーライト・ヨコハマ／いしだあゆみ
ふるさと／五木ひろし
冬が来る前に／紙風船
PRIDE／今井美樹
Best Friend／Kiroro
米軍キャンプ／尾崎豊
ベッドで煙草を吸わないで／沢たまき
星影の小径／小畑実
星影のワルツ／千昌夫
慕情／サザンオールスターズ
僕の胸でおやすみ／かぐや姫

＜マ行＞
マイ・ウェイ／布施明
また君に恋してる／坂本冬美
街の灯り／堺正章
真夏の果実／サザンオールスターズ
真夜中のギター／千賀かほる
Missing／久保田利伸
三日月／絢香
水色のワルツ／二葉あき子
見あげてごらん夜の星を／坂本九
未来予想図Ⅱ／Dreams Come True
岬めぐり／ウイークエンド
ＭＯＯＮ／氷室京介
メリー・ジェーン／つのだ☆ひろ
もうひとつの土曜日／浜田省吾
もしもピアノが弾けたなら／西田敏行
木綿のハンカチーフ／太田裕美

＜ヤ行＞
YaYaあの時代を忘れない／サザンオールスターズ
雪の華／中島美嘉
夢の中へ／井上陽水
夢一夜／南こうせつ
有楽町で逢いましょう／フランク永井
夜の銀狐／斉条史朗
夜空ノムコウ／ＳＭＡＰ
夜空の星／加山雄三
夜霧の第二国道／フランク永井
夜霧の慕情／石原裕次郎
夜霧よ今夜もありがとう／石原裕次郎

夜明けのうた／岸洋子
夜明けのスターライト
　　　　　／鈴木聖美With鈴木雅之
夜明けのブレス／チェッカーズ
夜明けのメロディー／ペギー葉山

＜ラ行＞
LOVE LOVE LOVE／Dreams Come True
LOVE／Ｔ－ＢＯＬＡＮ
らいおんハート／ＳＭＡＰ
ラストワルツ／菅原洋一
ラヴ・イズ・オーヴァー／欧陽菲菲
リバーサイドホテル／井上陽水
流星／里見浩太朗
リンゴの唄／並木路子
ロード／THE 虎舞竜
ろくでなし／越路吹雪
六本木ララバイ／内藤やす子

＜ワ行＞
ワインレッドの心／安全地帯
わかって下さい／因幡晃
若者たち／ザ・ブロード・サイド・フォー
忘れな草をあなたに／菅原洋一
吾亦紅／すぎもとまさと
別涙（わかれ）／因幡晃
童神～ヤマトグチ～／夏川りみ
童神～ウチナーグチ～

POPS曲一覧 全252曲
(H24.1月現在)

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

大型スクリーンに投影　シンプルで読みやすい画面
インターネットの歌詞サイト活用でどんな曲でも歌えます

福祉施設などへの
ボランティアもしています

福祉施設などへの
ボランティアもしています
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