
Ｎ.Ｓ.Ｐ 楽譜全集　五十音索引Ｎ.Ｓ.Ｐ 楽譜全集　五十音索引Ｎ.Ｓ.Ｐ 楽譜全集　五十音索引Ｎ.Ｓ.Ｐ 楽譜全集　五十音索引

索引 曲 名 ア ル バ ム 名 頁

あ I　SAY　GOOD-BYE Ｔhe　WIND'S　SONG 482482482482
愛のナイフ 彩　雲 396396396396
愛の行先 八月の空へ翔べ 344344344344
碧き空は永遠に めぐり逢いはすべてを越えて 508508508508
赤い糸の伝説 シャツのほころび 涙のかけら 188188188188
秋の木立と天気雨 八月の空へ翔べ 324324324324
朝 黄昏に背を向けて 304304304304
明日がみえない おいろなおし 122122122122
明日によせて 明日によせて 218218218218
明日の風 天中平 448448448448
あ　せ N.S.P　FIRST 14141414
あなたこっちを振り向いて 明日によせて 240240240240
あの娘と日曜日 ２年目の扉 174174174174
あの娘をひとりじめ シャツのほころび 涙のかけら 192192192192
あの夜と同じように 黄昏に背を向けて 281281281281
雨は似合わない おいろなおし 108108108108

い い　い N.S.P　FIRST 20202020
いつでも黄昏 彩　雲 392392392392
いなかっぺちゃん ひとやすみ 106106106106
色あせた風景の中で 八月の空へ翔べ 348348348348
いわし雲 風の旋律 372372372372

う 浮　雲 彩　雲 398398398398
歌は世につれ あまのしげる 270270270270
歌は世につれ 八月の空へ翔べ 342342342342
海に寄せて Ｔhe　WIND'S　SONG 460460460460
海辺に語りて 彩　雲 422422422422

え N.S.P  Cry N.S.P　FIRST 12121212
お 大きな街まで 彩　雲 414414414414

押したおしたい ２年目の扉 176176176176
おちばは夏の忘れもの N.S.P  Ⅱ 68686868
お茶の一服 ２年目の扉 162162162162
おとぎの国のお話 N.S.P  Ⅱ 74747474
男と女の余白 シングル盤 534534534534
踊るダンスは君ひとり 黄昏に背を向けて 306306306306
おはじき シャツのほころび 涙のかけら 186186186186
おひるねの季節 N.S.P　FIRST 16161616
おもいで シャツのほころび 涙のかけら 198198198198
思い出はドラマさ 風の旋律 382382382382
面影橋 風の旋律 366366366366
お休みの風景 ２年目の扉 170170170170
温度計の憂うつ 明日によせて 222222222222

か かくれんぼ鬼は誰 あまのしげる 254254254254
かげふみ　 ひとやすみ 82828282
過去の物語 おいろなおし 136136136136
風の旋律 風の旋律 370370370370
風の眺め 彩　雲 418418418418
悲しみのメロディー おいろなおし 118118118118
がんばれやせがえる N.S.P　FIRST 30303030

き 如月の詩 彩　雲 390390390390
北国の三月 ２年目の扉 156156156156
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き 昨日からの逃げ道 N.S.P　FIRST 40404040
昨日を 今日までを シャツのほころび 涙のかけら 216216216216
気紛れの風が吹く 彩　雲 408408408408
君と歩いてみたくて N.S.P  Ⅱ 60606060
君に直撃 おいろなおし 130130130130
君に一言 おいろなおし 112112112112
きみは地下鉄日比谷線 明日によせて 250250250250
君を誘惑 ２年目の扉 164164164164
キャンドル ライト Ｔhe　WIND'S　SONG 457457457457
去年の夏 めぐり逢いはすべてを越えて 524524524524
切　札 天中平 446446446446
きれぎれの空から 彩　雲 412412412412
銀　河 シングル盤 546546546546

く くちづけ ひとやすみ 100100100100
こ 恋は終わりのない追いかけっこ あまのしげる 266266266266

恋は水色涙色 八月の空へ翔べ 322322322322
凍りついた言葉 シングル盤 538538538538
五月の匂い 天中平 431431431431
木枯がやさしい夜 シングル盤 550550550550
心のうらまど おいろなおし 138138138138
五丁目二番地 黄昏に背を向けて 314314314314
粉雪のささやき 風の旋律 388388388388
コンクリートの壁にはさまれて N.S.P  Ⅱ 56565656

さ Ｔhe　WIND'S　SONG Ｔhe　WIND'S　SONG 468468468468
砂　丘 めぐり逢いはすべてを越えて 516516516516
さくら草（雪どけ水はつめたくて） おいろなおし 140140140140
淋しがり屋かごろつきか あまのしげる 260260260260
五月雨 黄昏に背を向けて 300300300300
寒い夜はよけいに寒く長い夜が長く 彩　雲 404404404404
さようなら N.S.P　FIRST 36363636

し 潮騒のホテル Ｔhe　WIND'S　SONG 478478478478
始発電車 シャツのほころび 涙のかけら 208208208208
シャツのほころび 涙のかけら シャツのほころび 涙のかけら 202202202202
シャンテの街 おいろなおし 120120120120
秋　日 黄昏に背を向けて 290290290290
１７才の詩 ２年目の扉 150150150150
週　末 八月の空へ翔べ 354354354354
白い椅子の陰 明日によせて 238238238238
新青春 N.S.P　FIRST 26262626

す スープ イン ザ モーニング ２年目の扉 168168168168
スケッチ N.S.P  Ⅱ 52525252
砂　浜 黄昏に背を向けて 293293293293

せ 青春に後始末 明日によせて 252252252252
線香花火 シャツのほころび 涙のかけら 196196196196

そ SO　LONG 風の旋律 360360360360
そこは故郷 明日によせて 228228228228
そのままの君でいて 八月の空へ翔べ 350350350350
そんな季節に口づけを 風の旋律 384384384384
そんなことのくりかえし N.S.P  Ⅱ 72727272

た 黄昏に語りて あまのしげる 272272272272
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た 誰かが落した悲しみを 八月の空へ翔べ 336336336336
ち チケット握り締めて Ｔhe　WIND'S　SONG 471471471471

ちょうちょ N.S.P　FIRST 24242424
つ 追想の詩 あまのしげる 278278278278
て 電信柱帰り道 あまのしげる 258258258258
と 遠い日々から 風の旋律 378378378378

都　会 ２年目の扉 154154154154
な 仲直り ひとやすみ 84848484

夏はにぎやか おいろなおし 144144144144
ナルシスの微笑 めぐり逢いはすべてを越えて 496496496496
なんて空だろう ひとやすみ 80808080

に 庭先に夕闇み 黄昏に背を向けて 288288288288
ね ねぼけまなこのスーパーマン ２年目の扉 180180180180

眠くならないうちに N.S.P  Ⅱ 58585858
の 野良猫夜話 あまのしげる 276276276276
は バースディカード N.S.P  Ⅱ 66666666

バスケット シューズ シャツのほころび 涙のかけら 212212212212
八月の空へ翔べ 八月の空へ翔べ 338338338338
八十八夜 八月の空へ翔べ 332332332332
BAD GIRL, BAD BOY 天中平 452452452452
華やかな季節 めぐり逢いはすべてを越えて 504504504504
春はもうすぐ ひとやすみ 76767676
春をみつけた ２年目の扉 148148148148

ひ 避暑地にて 八月の空へ翔べ 356356356356
一片の幸せ ひとやすみ 94949494
ひとりだちのすすめ N.S.P  Ⅱ 46464646
風信子 N.S.P  Ⅱ 44444444

ふ 冬がのぞいてる ひとやすみ 99999999
冬の朝 おいろなおし 114114114114
冬の花火はおもいで花火 シングル盤 532532532532
ブルーから逃れられない朝 めぐり逢いはすべてを越えて 528528528528

へ 平家螢 天中平 454454454454
便所虫 N.S.P　FIRST 28282828
ペンペン草 明日によせて 232232232232

ほ ボーカルなんていらないよ N.S.P　FIRST 18181818
北　斗 天中平 442442442442
僕にとって君にとって シングル盤 543543543543
ぼくのそばで Ｔhe　WIND'S　SONG 486486486486
ぼくの夏休み N.S.P　FIRST 34343434
ボクはごきげん おいろなおし 126126126126
北北東の風 黄昏に背を向けて 284284284284
星々の誘ひ Ｔhe　WIND'S　SONG 490490490490
星も月も草も街も めぐり逢いはすべてを越えて 512512512512
星も見えない 黄昏に背を向けて 296296296296
ほろ酔い気分で おいろなおし 132132132132

ま 都市は夜生きる 天中平 434434434434
待っても待っても N.S.P  Ⅱ 48484848
祭りばやしが遠のくように 風の旋律 364364364364
摩天楼の輝きを離れて めぐり逢いはすべてを越えて 500500500500

み 見上げれば雲か 天中平 438438438438
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み 湖 八月の空へ翔べ 328328328328
みつからないように シャツのほころび 涙のかけら 182182182182
都忘れ シャツのほころび 涙のかけら 204204204204

め めぐり逢いはすべてを越えて めぐり逢いはすべてを越えて 492492492492
めぬき通りイチョウの木 明日によせて 246246246246

も もう一度逢えたら あまのしげる 264264264264
もう人生の秋 明日によせて 244244244244

や やさしい町 明日によせて 234234234234
弥生つめたい風 明日によせて 224224224224

ゆ 夕暮れ時はさびしそう ひとやすみ 90909090
夕暮れのチックタック 彩　雲 402402402402
夕凪ぎの池 黄昏に背を向けて 310310310310
夕映えが見える Ｔhe　WIND'S　SONG 464464464464
夕陽を浴びて 天中平 428428428428
ゆうやけ シャツのほころび 涙のかけら 210210210210
YOU　LOVE　ME 天中平 424424424424
雪どけ水はつめたくて ひとやすみ 96969696
雪の精 ひとやすみ 104104104104
雪のララバイ シングル盤 540540540540
揺れるひととき 黄昏に背を向けて 318318318318

よ 夜空の向こう側 めぐり逢いはすべてを越えて 520520520520
夜更けの街で N.S.P  Ⅱ 64646464
夜 ひとやすみ 88888888
暗闇をひき裂け 風の旋律 374374374374

ら LIKE　A　WIND Ｔhe　WIND'S　SONG 474474474474
り リズムもよろしく ２年目の扉 158158158158
れ Ｒａｉｎ シングル盤 554554554554
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