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NO 曲名 ふりがな 作詞 作曲 アーティスト 歌い出し
1 仰げば尊し<⼩学唱歌> あおげばとうとし 不詳 不詳 仰げば尊し わが師の恩 教えの庭にも はや幾年
2 碧し あおし GReeeeN GReeeeN GReeeeN×氷川きよし ２⽉２⽇ これまで歩んできた⽇々を⾒渡した
3 証（あかし） あかし ⼭村隆太 阪井⼀⽣ flumpool 前を向きなよ 振り返ってちゃ 上⼿く歩けない
4 茜⾊の約束 あかねいろのやくそく ⽔野良樹 ⽔野良樹 / （公編）島⽥昌典 いきものがかり 茜⾊した 陽だまりのなか 無⼝な⾵が ふたりを包む
5 あすという⽇が あすというひが ⼭本瓔⼦ ⼋⽊澤教司 夏川りみ ⼤空を ⾒上げて ごらん あの 枝を ⾒上げて ごらん
6 あたらしい朝 あたらしいあさ 若松正司 若松正司 さよなら さよなら ひとみをかがやかせて
7 あったかい　なみだが　ホロン あったかい　なみだが　ほろん 中村千栄⼦ ⼩森昭宏 せんせい どうしてなの むねのおくが じゅわんとなって
8 あの紙ヒコーキくもり空わって あのかみひこーきくもりそらわって ナカムラミツル イワセケイゴ / 岡平健治 / 茂村泰彦 19（ジューク） 「元気ですか？」君は 今も 哀しい笑顔（かお）してるの？
9 ありがとう ありがとう FUNKY MONKEY BABYS FUNKY MONKEY BABYS / YANAGIMAN FUNKY MONKEY BABYS 君にどうしても 聞いておきたいことがあるんだ ずっと強がってた 本当の僕はもっと臆病で
10 ありがとう ありがとう 若松歓 若松歓 さみしい時も 悲しい時も ひとつの⾔葉で 明るくなれる
11 ありがとう ありがとう ⽔野良樹 ⽔野良樹 いきものがかり ”ありがとう”って伝えたくて あなたを⾒つめるけど 繋がれた右⼿は 誰よりも優しく
12 ありがとう・さようなら ありがとう・さようなら 井出隆夫 福⽥和⽲⼦ ありがとう・さようなら ともだち ひとりずつの笑顔 はずむ声
13 ありがとうのやくそく〜卒園⽣を送る歌〜 ありがとうのやくそく〜そつえんんせいをおくるうた〜 村⽥さち⼦ しゅうさえこ しゅうさえこ なにも しんぱいしないで おもいっきり はねを ひろげて
14 ARUKI☆DASOU あるき☆だそう ⼈⾒敬⼦ ⻄澤健治 星空の 幕が上がり 太陽が 顔をのぞかせる
15 いい⽇旅⽴ち いいひだびだち ⾕村新司 ⾕村新司 ⼭⼝百恵 雪解け間近の 北の空に向かい 過ぎ去りし⽇々の夢を 叫ぶ時
16 いのちの歌 いのちのうた Ｍｉｙａｂｉ 村松崇継 茉奈佳奈 ⽣きてゆくことの意味 問いかけるそのたびに
17 今、咲き誇る花たちよ いま、さきほこるはなたちよ ⼩渕健太郎 ⼩渕健太郎 コブクロ 微笑みを絶やさない 太陽に照らされて
18 With You Smile（ウィズ ユー スマイル） うぃず　ゆー　すまいる ⽔本誠 / 英美 ⽔本誠 ⻘いこの空の下 めぐる想いをだいて 翔ける想いは 果てしなく広がる
19 Winding Road うぃでぃんぐ　ろーど 絢⾹ / ⼩渕健太郎 / ⿊⽥俊介 絢⾹ / ⼩渕健太郎 / ⿊⽥俊介 絢⾹×コブクロ 曲がりくねった道の先に 待っている 幾つもの⼩さな光
20 栄光の架橋 えいこうのかけはし 北川悠仁 北川悠仁 ゆず 誰にも⾒せない泪があった ⼈しれず流した泪があった
21 YELL〜エール〜 えーる〜えーる〜 ⼩渕健太郎 ⼩渕健太郎 コブクロ どんなに⼩さなつぼみでも 凍える冬を越えればほら
22 YELL えーる ⽔野良樹 ⽔野良樹 いきものがかり 「“わたしは”今 どこに在るの」と 踏みしめた⾜跡を 何度も⾒つめ返す
23 エール!! えーる!! 美鈴こゆき 美鈴こゆき 哀しいこと つらいこと たくさんの不安な気持ち 夢⾒て 傷ついて ⽴ち⽌まってしまう
24 笑顔 えがお ⽔野良樹 ⽔野良樹 いきものがかり だから僕は笑ってほしいんだ だから君と⽣きていたいんだ
25 OH MY FRIEND おー　まい　ふれんど ⾥乃塚玲央 鈴⽊⾏⼀ 差し出した その⼿は 何て 温かく 近くで ⾒上げたら 優しい眼が 笑ってる
26 贈る⾔葉 おくることば 武⽥鉄⽮ 千葉和⾂ 海援隊 くれなずむ町の 光と影の
27 おひさま〜⼤切なあなたへ おひさま〜たいせつなあなたへ 岡⽥惠和 渡辺俊幸 平原綾⾹ ひかりかざし ⾵が泳ぎ ⽣きてゆけると そう思えたの
28 想い出がいっぱい おもいでがいっぱい 阿⽊燿⼦ 鈴⽊キサブロー H2O 古いアルバムの中に 隠れて想い出がいっぱい
29 思い出のアルバム おもいでのあるばむ 増⼦とし 本多鉄麿 いつのことだか 思い出してごらん あんなこと こんなこと あったでしょう
30 オワリはじまり おわりはじまり 前川真悟 前川真悟 かりゆし58 もうすぐ今⽇が終わる やり残したことはないかい
31 カーテン・コール かーてん・こーる さだまさし さだまさし さだまさし バラが来たから お別れですね 今迄愛をありがとう
32 楓 かえで 草野正宗 草野正宗 スピッツ 忘れはしないよ 時が流れても
33 ⾵が吹いている かぜがふいている ⽔野良樹 ⽔野良樹 いきものがかり 時代はいま 変わっていく 僕たちには願いがある
34 ⾵になりたい かぜになりたい 宮沢和史 宮沢和史 THE BOOM ⼤きな帆を⽴てて あなたの⼿を引いて
35 ⾵に向かい光に向かい かぜにむかいひかりにむかい ⽚岡輝 岩河三郎 今はまだ 今はまだ かすかだけれど
36 キセキ きせき ＧＲｅｅｅｅＮ ＧＲｅｅｅｅＮ ＧＲｅｅｅｅＮ 明⽇ 今⽇よりも好きになれる 溢れる想いが⽌まらない 今もこんなに好きでいるのに ⾔葉に出来ない
37 切⼿のないおくりもの きってのないおくりもの 財津和夫 財津和夫 わたしからあなたへ この歌をとどけよう
38 きっと笑顔で きっとえがおで 若松歓 若松歓 卒業アルバムの写真 ３年ぶりに⾒つけたよ 本気でときめいてたアイツ
39 君がいたから きみがいたから 平成１６年度浜松市⽴蜆塚中学校卒業⽣ 平成１６年度浜松市⽴蜆塚中学校卒業⽣ 笑いあったこと 泣きあったこと 僕がいて 君がいて 通り過ぎた⽇々 ⼼が絶えず 輝いていたあのころ
40 君たちの未来は きみたちのみらいは ⽥中安夫 ⽥中安夫 卒業おめでとう きょうの⽇の歌を
41 君とみた海 きみとみたうみ 若松歓 若松歓 暑い⼋⽉の海で ⾵に体つつまれて 眩しい⽔平線を眺めている君
42 君に会えたから きみにあえたから 坂⽥修 坂⽥修 坂⽥おさむ ちょっぴり はやいけど あしたはどんなひ きっと きっと たのしい いちにちでしょう
43 キミに会えてよかった！ きみにあえてよかった 村⽥さち⼦ 若松正司 この限りない 時の流れの中 キミに会えて よかった
44 きみに伝えたい きみにつたえたい ＬＯＶＥ＆英美 ⽔本誠 いま ⽬の前に 広がる⼤きな⼤地 きみに出会った よろこびを感じて
45 今⽇からはじまる きょうからはじまる ⾼丸もと⼦ 早川史郎 あなたに会えてよかった 空が⻘く ⼤きいことも
46 今⽇の⽇はさようなら きょうのひはさようなら ⾦⼦詔⼀ ⾦⼦詔⼀ 森⼭良⼦ いつまでも絶えることなく 友達でいよう
47 グッデー　グッバイ ぐっでー　ぐっばい 伊藤良⼀ 内⽥勝⼈ あなたとあえて ほんとによかった
48 Good-bye また明⽇ね ぐっどばい　またあしたね 三浦恵⼦ 若松歓 船橋さざんか少年少⼥合唱団 Good-bye また明⽇ね さよならをしたら はしゃぎすぎて少し なんだかさみしい
49 ごきげんよう ごきげんよう イギリス⺠謡 イギリス⺠謡 さよなら ごきげんよう おたよりを まってます
50 ⼼の花を咲かせよう こころのはなをさかせよう ⼭下穂尊 ⼭下穂尊 いきものがかり 僕等が駆け抜けた時期 明⽇へと向かう旅 多くを語らず⾃らその先を⾒据えてく
51 ⼼の瞳 こころのひとみ 荒⽊とよひさ 三⽊たかし 坂本九 ⼼の瞳で 君を⾒つめれば 愛すること それが どんなことだかわかりかけてきた
52 秋桜（コスモス） こすもす さだまさし さだまさし ⼭⼝百恵 薄紅の秋桜が秋の⽇に 何気ない⽇溜まりに揺れている
53 COSMOS こすもす ミマス ミマス 夏の草原に 銀河は⾼く歌う
54 ⼩⿃よとびなさい ことりよとびなさい 松⽥リカ 松⽥マミ チューインガム 晴れわたる空 さきかおる花
55 この地球のどこかで このちきゅうのどこかで 三浦恵⼦ 若松歓 ほら昨⽇までの ふり続い⾬も上がり 頬に夜明けの⾵を受けている
56 さあ　あくしゅしよう さあ　あくしゅしよう 岩⾕時⼦ いずみたく きみと ぼくと あなたと わたし
57 最後のチャイム さいごのちゃいむ ⼭本惠三⼦ 若松歓 チャイムが鳴った 最後の授業の終りを告げて そうしていつものあいさつしたけれど
58 桜 さくら 垣内磯 垣内磯 桜の花を⾒上げていたら ⾵に花びら舞い散って
59 桜 さくら ⼩渕健太郎 / ⿊⽥俊介 ⼩渕健太郎 / ⿊⽥俊介 コブクロ 名もない花には名前を付けましょう この世に⼀つしかない
60 さくら さくら 森⼭直太朗 / 御徒町凧 森⼭直太朗 森⼭直太朗 ぼくらはきっと待っている 君とまた会える⽇々を
61 桜散る頃〜僕達のLast Song〜 さくらちるころ〜ぼくたちのらすと　そんぐ〜 調布市⽴神代中学校平成１３年度卒業⽣⼀同⼭崎朋⼦ ⾵に乗り⾼く 舞い上がる⿃が ⾶び去ってゆく 光の中へ
62 桜ノ⾬ さくらのあめ 森晴義 森晴義 absorb それぞれの場所へ旅⽴っても 友達だ 聞くまでもないじゃん
63 桜の季節 さくらのきせつ ＡＴＳＵＳＨＩ ＡＴＳＵＳＨＩ / マシコタツロウ EXILE ATSUSHI いつもおなじ 季節なのに 少し切ないのはなぜ
64 桜の栞 さくらのしおり 秋元康 上杉洋史 AKB48 春のそよ⾵が どこからか吹き 通い慣れた道 彩りを着替える
65 サクラミチ さくらみち ⼭本加津彦 ⼭本加津彦 東⽅神起 未来（さき）はどこへ 続くのだろう 君と出会い 別れた道
66 さようなら さようなら 倉品正⼆ 倉品正⼆ すばらしいときは やがてさりゆき 今は わかれをおしみながらｗ
67 サヨナラは歩き出す さよならはあるきだす 森友嵐⼠ JIN morioni 出会えたのは 偶然じゃない 遙かな DESTINY
68 さよならぼくたちのようちえん／ほいくえん さよならぼくたちのようちえん／ほいくえん 新沢としひこ 島筒英夫 新沢としひこ たくさんの毎⽇を ここですごしてきたね なんど笑って なんど泣いて
69 さよならマーチ さよならまーち こわせたまみ ⾼井達雄 あかるい そら ヤ ヤヤー まぶしい くも ヤ ヤヤー
70 ３⽉９⽇ さんがつここのか 藤巻亮太 藤巻亮太 レミオロメン 流れる季節の真ん中で ふと⽇の⻑さを感じます
71 しあわせのうた しあわせのうた ⽊下⿓太郎 ⾼井達雄 うまれたばかりの 太陽を
72 「四季」より「春」（第⼀楽章） しきよりはる（だいいちがくしょう） ビバルディ
73 じぶんいろ じぶんいろ ジィニア・J・スコラーズ 榎本潤 ⼈は誰でも たったひとつの⾳符を持っている
74 出発の歌 しゅっぱつのうた 峯陽 ⼩林秀雄 静かに⽿を 傾けよう 夜明けに花が開く⾳ 世界の⾳が聞こえるよ
75 少年の⽇ しょうねんのひ 若松歓 若松歓 どこまでも終りのない地平線 果てしなく続いている遠い道
76 少年の⽇は　いま しょうねんのひは　いま しまなぎさ 鈴⽊⾏⼀ 君は ⼼に ⼤きな翼もった ⽩い⿃
77 しろいともだち しろいともだち 坂⽥修 坂⽥修 坂⽥おさむ ありがとう たのしかったね ⽩い雪に⼿をふるよ
78 巣⽴ちの歌 すだちのうた 村野四郎 岩河三郎 はなのいろ くものかげ なつかしい あのおもいで
79 STAND ALONE すたんど　あろーん ⼩⼭薫堂 久⽯譲 ちいさな光が 歩んだ道を照らす 希望のつぼみが
80 すてきな友達 すてきなともだち 梶賀千鶴⼦ 鈴⽊邦彦 ⼈はみんな誰でも ⼀⼈では⽣きていけないから いつもすてきな友達と この⼿をつなぐのさ
81 Story すとーりー ＡＩ ２ＳＯＵＬ ＡＩ 限られた時の中で どれだけのコトが出来るのだろう…
82 ⻘春賦 せいしゅんふ 桑原永江 しほり ももいろクローバーZ ⽣まれた朝に ⼿渡されてた ずいぶん不公平な 旅⾏鞄
83 世界中のこどもたちが せかいじゅうのこどもたちが 新沢としひこ 中川ひろたか 新沢としひこ 世界中の こどもたちが いちどに 笑ったら
84 世界に⼀つだけの花 せかいにひとつだけのはな 槙原敬之 槙原敬之 SMAP 花屋の店先に並んだ いろんな花を⾒ていた
85 早春賦 そうしゅんふ 吉丸⼀昌 中⽥章 春は名のみの ⾵の寒さや ⾕の鶯 歌は思えど
86 そつぎょうおめでとう そつぎょうおめでとう ⼩林純⼀ 中⽥喜直 くちびるむすんだ にいさんたち ちょっとすました ねんさんたち
87 卒業写真 そつぎょうしゃしん 荒井由実 荒井由実 松任⾕由実 悲しいことがあると 開く⾰の表紙 卒業写真のあの⼈は やさしい⽬をしてる
88 卒業のプラットホーム そつぎょうのぷらっとほーむ 中⼭真理 中⼭真理 逢えなくなっても きみとぼく ⼼はどこまでも つながってゆけるさ
89 そのままの君で そのままのきみで 松井孝夫 松井孝夫 約束しよう ぼくらはいつまでも 仲のいい友だちでいると 新しい⾵に吹かれて
90 そらでえんそくしてみたい そらでえんそくしてみたい 悠⽊⼀政 早川史郎 あおいおそらは ぼくらのはらっぱ
91 空も⾶べるはず そらもとべるはず 草野正宗 草野正宗 スピッツ 幼い微熱を 下げられないまま
92 空より⾼く そらよりたかく 新沢としひこ スコットランド⺠謡 / 中川ひろたか 新沢としひこ ⼈は空より⾼い⼼をもっている どんな空より⾼い⼼をもっている だからもうだめだなんて あきらめないで
93 たいせつなたからもの たいせつなたからもの 新沢としひこ 新沢としひこ 新沢としひこ ここで いっしょに遊んだ ともだちを ずっとずっと おぼえていよう
94 ⼤地讃頌 だいちさんしょう ⼤⽊惇夫 佐藤眞 ⺟なる⼤地のふところに 喜びはある
95 宝島 たからじま ⼩渕健太郎 ⼩渕健太郎 コブクロ ⼩さなビー⽟越しに真っすぐな空透かして ゆがんで⾒える雲に ムネ踊らせた頃
96 たったひとつのハーモニー たったひとつのはーもにー 新沢としひこ 増⽥裕⼦ 新沢としひこ きものおもうことと ぼくのおもうことは いつもちがうのさ
97 旅⽴ちの時 たびだちのとき ドリアン助川 久⽯譲 宮沢和史 with 久⽯譲 君のひとみに 花ひらく夢を かなでる⼼
98 旅⽴ちの⽇に たびだちのひに ⼩嶋登 坂本浩美 ⽩い光の中に ⼭なみは萌えて 遙かな空の果てまでも 君は⾶び⽴つ
99 ⼩さな恋のうた ちいさなこいのうた 上江洌清作 MONGOL800 MONGOL800 広い宇宙の数あるひとつ ⻘い地球の広い世界で
100 チェリー ちぇりー 草野正宗 草野正宗 スピッツ 君を忘れない 曲がりくねった道を⾏く
101 誓い ちかい ⼩林建樹 ⼩林建樹 平原綾⾹ 願いを こめた流れ星が 夜空を駆けてく
102 地球星歌〜笑顔のために〜 ちきゅうせいか〜えがおのために〜 ミマス ミマス この⻘空はきっと続いている 遠い街で誰かが ⾒上げる星空に
103 地球のかぞく ちきゅうのかぞく ⽯原⼀輝 ⼤⽥桜⼦ 空のとなりに 海があり 海のとなりに ⼭がある
104 地球はみんなのものなんだ ちきゅうはみんなのものなんだ ⼭川啓介 いずみたく さあ ⽿をすましてごらん
105 つばさをください つばさをください ⼭上路夫 村井邦彦 ⾚い⿃ いま わたしの 願いごとが かなうならば
106 蕾（つぼみ） つぼみ ⼩渕健太郎 ⼩渕健太郎 コブクロ 涙こぼしても 汗にまみれた笑顔の中じゃ 誰も気付いてはくれない
107 友達でいようね ともだちでいようね ⼭崎朋⼦ ⼭崎朋⼦ さわやかな春の⾵と 緑のにおう季節に ぼくらは それぞれの道を歩き始めた
108 友だちはいいもんだ ともだちはいいもんだ 岩⾕時⼦ 三⽊たかし ともだちはいいもんだ めとめで ものがいえるんだ こまったときは ちからをかそう
109 トゥモロー とぅもろー 岡本真夜 / 真名杏樹 岡本真夜 岡本真夜 涙の数だけ強くなれるよ アスファルトに咲く花のように
110 七⾊アーチ なないろあーち ピカチュウＰＪ－２０１２ 江崎とし⼦ ポケモンBW合唱団 ⻘く 晴れ渡る空に 輝く瞳
111 涙をこえて なみだをこえて かぜ耕⼠ 中村⼋⼤ ヤング101 ⼼の中で あしたがあかるくひかる かげりを知らぬ 若い⼼の中で
112 波は旅⼈ なみはたびびと ⽯原⼀輝 ⽩川雅樹 海にうかんで 船がゆく ⿃も⿂も みんなゆく
113 にじ にじ 新沢としひこ 中川ひろたか 新沢としひこ にわのシャベルがいちにちぬれて あめがあがってくしゃみをひとつ
114 虹 にじ 森⼭直太朗 / 御徒町凧 森⼭直太朗 / 御徒町凧 森⼭直太朗 広がる空に 僕は今 思い馳せ 肌の温もりと 汚れたスニーカー
115 虹の向こうに にじのむこうに 坂⽥修 坂⽥修 坂⽥おさむ あめが あがったよ おひさまが でて きたよ
116 始まりの唄 はじまるのうた ＧＲｅｅｅｅＮ ＧＲｅｅｅｅＮ ＧＲｅｅｅｅＮ 瞳 閉じれば まぶたに広がる 今⽇まで過ごした これまでの物語
117 はじめの⼀歩 はじめのいっぽ 新沢としひこ 中川ひろたか 新沢としひこ ⼩さな⿃が うたっているよ
118 ハッピー・メロディー はっぴー・めろでぃー 美鈴こゆき 美鈴こゆき ずっと友だちで いよう 晴れた⽇も ⾬の⽇も
119 パッヘルベルのカノン ぱっへるべるのかのん パッヘルベル
120 花は咲く はなはさく 岩井俊⼆ 菅野よう⼦ 花は咲くプロジェクト 真っ⽩な 雪道に 春⾵⾹る わたしは なつかしい あの街を 思い出す
121 ハナミズキ はなみずき ⼀⻘窈 マシコタツロウ ⼀⻘窈 空を押し上げ ⼿をのばす君 五⽉のこと
122 ハナミズキ はなみずき 三枝ますみ 伊藤幹翁 ⽩い はなびらが なん百の 蝶のように ゆれて
123 はばたこう明⽇へ はばたこうあしたへ 松井孝夫 松井孝夫 いつかはこの時が 来ると思っていた 悲しいことだけど 今は 泣かないで
124 遥か はるか ＧＲｅｅｅｅＮ ＧＲｅｅｅｅＮ ＧＲｅｅｅｅＮ 窓から流れる景⾊ 変わらないこの街 旅⽴つ 春⾵ 舞い散る桜 憧ればかり強くなってく
125 遙かな⼈へ はるかなひとへ ⾼橋真梨⼦ 松⽥良 ⾼橋真梨⼦ むかしふたり住んだ 街によく似てるね いつか⾒た太陽 Bright 背中を指さす
126 春が来る前に はるがくるまえに ⻤⿓院翔 ⻤⿓院翔 ゴールデンボンバー 当たり前になってた君との⽇々がもうすぐ終わりを迎える
127 春に はるに ⾕川俊太郎 ⽊下牧⼦ この気持ちはなんだろう ⽬に⾒えないエネルギーの流れが
128 ひこうき雲 ひこうきぐも 荒井由実 荒井由実 松任⾕由実 ⽩い坂道が 空まで続いていた
129 瞳 ひとみ ⼤原櫻⼦／⻲⽥誠治 ⻲⽥誠治 ⼤原櫻⼦ 最後の１秒まで 集めたこの思い
130 ひまわりの約束 ひまわりのやくそく 秦基博 秦基博 秦基博 どうして君が泣くの まだ僕も泣いていないのに ⾃分より悲しむから
131 ビリーブ びりーぶ 杉本⻯⼀ 杉本⻯⼀ エンジェルスハーモニー たとえば君が 傷ついて くじけそうに なった時は
132 ふるさとは今もかわらず ふるさとはいまもかわらず 新沼謙治 新沼謙治 新沼謙治 爽やかな 朝露の中を 静かに 流れる川
133 ベストフレンド べすとふれんど ⽟城千春 ⽟城千春 Kiroro(キロロ) もう だいじょうぶ⼼配ないと 泣きそうな私の側で
134 Forever Young ふぉーえばーやんぐ ⽵原ピストル ⽵原ピストル ⽵原ピストル 何をどうしても 眠れない夜は 何が何でも 眠っちゃいけない夜さ
135 星ひとつ ほしひとつ 神崎ゆう⼦ 坂⽥修 神崎ゆう⼦・坂⽥おさむ よぞらを たび する ほしたちを
136 蛍の光 ほたるのひかり スコットランド⺠謡 スコットランド⺠謡 蛍の光 窓の雪
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NO 曲名 ふりがな 作詞 作曲 アーティスト 歌い出し
137 負けないで まけないで 坂井泉⽔ 織⽥哲郎 ZARD ふとした瞬間に 視線がぶつかる 幸運のときめき 覚えているでしょ
138 またあう⽇までさようなら またあうひまでさようなら 村⽥さち⼦ ⽩⽯哲也 春の空も 夏の海も 秋の雲も 冬の雪も
139 また会う⽇までさようなら〜卒業⽣を送る歌〜 またあうひまでさようなら〜そつぎょうせいをおくるうた村中亮彦 村中亮彦 いつも勇気を与えてくれた たくましい六年⽣ ありがとう 明るい笑顔で答えてくれた 優しい六年⽣ ありがとう
140 またあえる⽇まで またあえるひまで アドベンチャーキャンプの⼦供達＆北川悠仁北川悠仁 ゆず ⻘い空⽩い雲 勇気をもってふみ出そう
141 道 みち Shogo Kashida Miwa Furuse EXILE 「思い出が 時間を⽌めた」 今⽇の⽇を忘れるなと
142 ⽿をすましてごらん みみをすましてごらん ⼭⽥太⼀ 湯浅譲⼆ ⽿をすましてごらん あれははるかな 海のとどろき
143 未来記念⽇ みらいきねんび 榎本くるみ / ＭＯＲ 榎本くるみ / ＭＯＲ 榎本くるみ 出会ってからずっといっしょだね いつも⼿をつないで歩いてきたね
144 未来へのマイルストーン みらいへのまいるすとーん ⽩川惠介 ⽩川惠介 君といっしょに登ってきた未来への階段の ⽚隅に⽴つ卒業という名のマイルストーン
145 みんなみんな歌になれ みんなみんなうたになれ 藤公之介 森⽥公⼀ きのう 出逢った⽇との 笑顔が忘れられない
146 もうじき卒業（ショート・バージョン） もうじきそつぎょう（しょーと・ばーじょん） 下⼭啓 宮川彬良 まいにち たくさん かんがえたり かんじたり あそんだり
147 もうすぐりっぱな⼀年⽣ もうすぐりっぱないちねんせい 新沢としひこ 新沢としひこ 新沢としひこ わがままで いたずらで ふざけるのが だいすきで けがはする かぜはひく しんぱいだって かけたけど
148 約束 やくそく 若松歓 若松歓 突然 涙がこぼれた 僕には何の⾔葉もなくて 暖かな君の⼿を そっと包んでいる
149 約束しよう やくそくしよう 佐藤雅⼦ 上明⼦ 振り返れば ⼼のアルバムに いくつもの歌声 響きあう
150 約束の⾔葉はどうして やくそくのことばはどうして ⼈⾒敬⼦ ⻄澤健治 約束の⾔葉は どうして こんなにも ⼼を強くする
151 U＆I ゆーあんどあい 若松歓 若松歓 夜明けの東の空 瑠璃⾊に透きとおってゆく 君が住んでる国でも そう！
152 勇気100％ ゆうきひゃくぱーせんと 松井五郎 ⾺飼野康⼆ 光GENJI がっかりしてめそめそして どうしたんだい 太陽みたいに笑う きみはどこだい Wow Wow
153 ゆずり葉 ゆずりは 島岡幸代 / ⽩川惠介 ⽩川惠介 まぶしい光の中で ⽔しぶきをあげながら ゴールをめざす僕の⼼に 君のエールが届く
154 夢のとびら ゆめのとびら ⽯原⼀輝 桜⽥直⼦ 夢のとびら ひらいて 未来へ ⾶びだそう
155 YUME⽇和 ゆめびより ⼩幡英之 宮崎歩 島⾕ひとみ ⻩⾦のシンバル鳴らすように ささやくのはお⽇様
156 夢をあきらめないで ゆめをあきらめないで 岡村孝⼦ 岡村孝⼦ 岡村孝⼦ かわいた空に続く坂道 後ろ姿が⼩さくなる
157 夢をかなえてドラえもん ゆめをかなえてどらえもん ⿊須克彦 ⿊須克彦 mao ⼼の中 いつもいつもえがいている（えがいている） 夢をのせた⾃分だけの世界地図（タケコプタ〜）
158 リトル・フィンリトル・ウィング りとる・ふぃんりとる・うぃんぐ ⼈⾒敬⼦ ⽒家晋也 流星は 時のしずく 宇宙は 時間の河
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