
FM-HANAKO蓄音機音源ライブラリー(リクエスト用) 2019.8.1. 竹田格生
Ｎｏ 盤Ｎｏ 題名 歌手 作詞 作曲 編曲 ほか 発売 備考
2 DE-92 ＣＯＬＤ　ＣＯＬＤ　ＨＥＡＲＴ（冷たい心） ＬＯＵＩＳ　ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ ハンク・ウイリアム ハンク・ウイリアム 日本デッカ
2 DE-92 ＢＥＣＡＵＳＥ　ＯＦ　ＹＯＵ（君ゆえに） ＬＯＵＩＳ　ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ 日本デッカ
3 7560 炭坑節 きみ榮 伊佐見研二 飯田景應 ポリドールレコード
4 C-3019 玄海ブルース 田端義夫 大高ひさを 長津義司 長津義司 テイチク
4 C-3019 湖畔の哀歌 田端義夫・菅原都々子 島田聲也 倉若晴生 倉若晴生 テイチク
5 A-1186 別れのタンゴ・牧場の花嫁さん・情熱のルンバ 高峰三枝子 コロンビア
6 2269 隅田ばやし 新橋喜代三 三味線豊吉 ポリドールレコード
7 9644 ぴんと出した（宮津ぶし） 照菊 高橋掬太郎 山口俊郎 三味線豊吉・豊光 キングレコード
7 9644 酒の苦さよ（新相馬ぶし） 三橋美智也 山崎正 山口俊郎 キングレコード
10 A-1566 伊豆の佐太郎 高田浩吉 西條八十 上原げんと コロンビア
10 A-1566 恋の忍び傘 高田浩吉 西條八十 上原げんと コロンビア
12 2551 伜でかした 上原敏・浅草染千代 上政治 島口駒夫 長津義司 ポリドールレコード
12 2551 上海だより 上原敏 佐藤惣之助 三界稔 三界稔 ポリドールレコード
13 C-3354 田端義夫ヒット集（さすらい鳥・男マドロス・旗本退屈男の唄） 田端義夫・泉歌郎 八木承構成 テイチク
13 C-3354 田端義夫ヒット集（涙の別れ船・狭霧の月・石狩ブルース） 田端義夫・泉歌郎 八木承構成 テイチク
18 C-3054 憧れの住む町 菅原都々子 清水みのる 平川浪龍 長津義司 テイチク
18 C-3054 パラダイス東京 眞木富二夫 北村昇 福島正二 山田榮一 テイチク
19 C-3285 母すがた 菅原都々子 香落瀧夫 川浪竜 宮脇春夫 テイチク 大映映画「瞼の母」主題歌
19 C-3285 瞼の母 田端義夫 香落瀧夫 長津義司 長津義司 テイチク 大映映画「瞼の母」主題歌
21 A-534 しのび泣くブルース 高峰三枝子 藤浦洸 万城目正 浅井 コロンビア
21 A-534 別れのタンゴ 高峰三枝子 藤浦洸 万城目正 浅井 コロンビア
22 A-1309 ＴＨＥ　３ＲＤ　ＭＡＮ’Ｓ　ＴＨＥＭＥ（第三の男） ビクター
23 7507 島の船歌 田端義夫 清水みのる 倉若晴生 倉若晴生 ポリドールレコード
25 A-421 恋の曼珠沙華 二葉あき子 西條八十 古賀政男 仁木他喜雄 コロンビア 新東宝映画「三百六十五夜」主題歌
26 A-1380 旅の角兵衛獅子 美空ひばり 西條八十 万城目正 田代興志 コロンビア 松竹映画「天狗廻状」主題歌
27 S-65 赤城の子守唄 東海林太郎 佐藤惣之助 竹岡信幸 ポリドールレコード 下加茂オールトーキュー「浅太郎赤城の唄」主題歌
29 A-1077 ヒバリの花売娘 美空ひばり 藤浦洸 上原げんと コロンビア 松竹映画「父の名は言えない」主題歌
29 A-1077 私は街の子 美空ひばり 藤浦洸 上原げんと コロンビア 松竹映画「父の名は言えない」主題歌
30 V-41744 有楽町で逢いましょう フランク永井 佐伯孝夫 吉田正 佐野鋤 ビクター 大映映画「有楽町で逢いましょう」主題歌
30 V-41744 夢みる乙女 藤本二三代 佐伯孝夫 吉田正 小沢直与志 ビクター 大映映画「有楽町で逢いましょう」主題歌
31 11498 男の愛情 若原一郎 高橋掬太郎 飯田三郎 キングレコード 松竹映画「ここに幸あり」主題歌
31 11498 ここに幸あり 大津美子 高橋掬太郎 飯田三郎 キングレコード 松竹映画「ここに幸あり」主題歌
32 30051 上海航路 松平晃 西條八十 竹岡信幸 奥山定吉 コロンビア
32 30051 支那の夜 渡辺はま子 西條八十 竹岡信幸 奥山定吉 コロンビア
33 N-209 或る雨の午后 ディック・ミネ 和気徹 大久保徳二郎 杉原泰蔵 テイチク
33 N-209 上海ブルース ディック・ミネ 北村雄三 大久保徳二郎 杉原泰蔵 テイチク
34 A-3092 からたち日記 島倉千代子 西本爽 米田信一 牧野昭一 コロンビア
34 A-3092 待ち呆けさん 島倉千代子 星野哲郎 浜口庫之助 コロンビア
36 7503 赤城の子守唄 東海林太郎 佐藤惣之助 竹岡信幸 竹岡信幸 ポリドールレコード
36 7503 野崎小唄 東海林太郎 今中風渓 大村能章 三味線豊吉 ポリドールレコード
37 C-1260 あの娘が泣いてる波止場 三橋美智也 高野公男 船村徹 キングレコード
37 C-1260 小島の鷗 三橋美智也 高橋掬太郎 吉田矢健治 キングレコード


