
（作品タイトル50音順）

No 作品タイトル ペンネーム（ない場合は実名）

1 愛してください 吉井　省一

2 哀恋岬 嶋中　豊

3 紅い雫のテールランプ 千秋　仁

4 赤坂見附のかくれんぼ 長友　聖次

5 秋が落とした 恋かしら 岡本　義美

6 アスタマニャーナ ～また明日～ 沖　えいじ

7 アスリートへ みさき　まさる

8 天城の蛍火 杉江　香代子

9 雨の長崎 田浦　賢

10 言い訳 飯野　芳明

11 命の長良川 風　雅也

12 うすらゆめ 志条院　公義

13 宇都宮ブルース 京極　ユリ

14 海ほたるセレナーデ 安井　孝夫

15 売れてなんぼや芸人は 水本　忠男

16 噂の湘南漁師町 はまだ　ゆうこう

17 笑顔一丁人生は 寿　二郎

18 笑顔を見せて 彩本　侑里

19 大空の下 白河　春八

20 男のえんとつ 吉岡　広己

21 男のスタンプ 二瓶　みち子

22 おとなの青春 しらかわ　景

23 尾道の女 岡田　滿

24 おまえの笑顔は宝もの 梅垣　政之

25 思いどおりにならないアナタ 冬木　ともや

26 親父の勝どき橋 阿曽村　孝雄

27 海峡父子船 貴舩　翠風

28 海峡くぐれば かが　まさし

29 海峡みれん 荒木　真

30 風の旅 広木　ゆきわ

31 がまんの坂 岩田　清憲
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32 仮面舞踏会 村上　公一

33 カルチェラタンの追想 麻木　夢子

34 寒戻り 鈴木　武

35 北国グラス 伊原　純一

36 京の豆腐 いしざき　あきお

37 魚魚魚の集歌 石原　義則

38 小粋な女 西井戸　学

39 恋すりゃシュビドゥバ シャバダバダ 三瓶　悌子

40 牛蒡男と人参娘 尾崎　利一

41 小雪という芸者 芳賀　敏勝

42 御破算に願いましては 佐渡　ミユキ

43 さあさ一献 鈴木　武

44 さざんかの雨 まんだ　あつこ

45 幸子という名の女 蒼　ヨシヒロ

46 さのよいよい 本田　賢治

47 さよならのブルース 松本　摂子

48 仕合せコロコロ 白石　明仁

49 ジャズ酒場 久米　つとむ

50 シャンデリア 遙　北斗

51 順子 西脇　照芳

52 昭和時代のツバメたち 葛岡　昭男

53 昭和望郷 芳賀　敏勝

54 シンガー・K 杉江　香代子

55 新宿生まれの赤いバラ 高野　博美

56 新宿鴉 友馬　綾子

57 真珠の耳飾り 岸　かいせい

58 すずめ 佐渡　ミユキ

59 大漁旗 善光　ひろし

60 月夜のからす 田口　葉一

61 東京夢花火 新山　瀬梨

62 止まり木すずめ ちくし   次郎

63 なぁ、親友よ 城山　正志

64 泣き虫 シガレット 蒼　ヨシヒロ

65 ネコとブルース マヒル　ムラサキ

66 のぞみに乗れば 一能　千桃
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67 箱根空木 岸田　今衣子

68 はだか ひとつで 嶋　八郎 

69 母の里 川西　ほせい

70 半夏生 伊藤　一生

71 晩秋しぐれ 羽場　新一郎

72 ひざ枕港 さくら　龍

73 人・ひと・ヒト 大西　嘉弘

74 独り占め 松田　睦子

75 氷彩 みやの　舞

76 袋とじ 中尾　和之

77 ふたりの 幾山河 岡西　通雄

78 プリマヴェーラ・僕の女神 藍川　由那

79 ぼっけぇ奇祭の西大寺 岡本　圭司

80 ぼっち酒場 池上　二郎

81 ほまち雨通り雨 林　愉美子

82 的矢は宝海 伊藤　英雄

83 丸めて捨てちまえよ 大関　宏之

84 水熊横丁の忠太郎 ないとう　やすお

85 港酒場 内田　和美

86 メールより電話より一秒会いたい 西井戸　学

87 もう一度…潮騒よ… 萩台　峰永倖

88 もう一度…大都会 北吉　伸伍

89 夕子の酒 恵　ただし

90 雪暖簾 サラ　れみ

91 夜明けの港 宮代　よしはる

92 酔いどれとんぼ 氏原　一郎

93 横須賀挽歌 小泉　厚子

94 横丁パラダイス 吉井　省一

95 横浜恋はぐれ 京極　ユリ

96 横浜タウン港町 岡　みゆき

97 横浜な男 はまだ　ゆうこう

98 RAINY TOKIO 真知音　響

99 別れより悲しいこと 渡邉　真紀
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