
ＥＰ盤（映画音楽サントラ）
映画題名 演奏者 曲　　　　　名（Ａ面） 曲　　　　　名（Ｂ面）

1 007ゴールドフィンガー シャーリー　バッシー ゴールドフィンガー そして今は

2 ２０１０年 アンディ　サマーズ ２０１０ツァラトゥストラはかく課りき トゥハルアンドバック

3 青ひげ スタンリー　マックスフィールド 青ひげ スケアクロウ

4 明日に向かって撃て ビリー　トーマス 雨にぬれても ネヴァーハッドイットソーグッド

5 明日に向かって撃て ストリングス６９ 雨にぬれても サウンドオブサイレンス

6 アラモ、死の砦 ネルソン　リドル 遥かなるアラモ アンタッチャブルのテーマ

7 ある愛の詩 フランシス　レイ 雪のたわむれ クリスマスツリー

8 ある愛の詩 ルネ　クレール ある愛の詩 流れ者のテーマ

9 犬笛 大野雄二 犬笛のテーマ ウエイブリット

10 イルカの日 ジョルジュ　ドルリュー イルカの日のテーマ ノクターン

11 栄光のブルースリー マイク　レメディオス ドラゴンへの道 ドラゴン危機一発

12 栄光のブルースリー マイク　レメディオス 燃えよドラゴン ドラゴン怒りの鉄拳

13 栄光のルマン ミッシェル　ルグラン 栄光のルマンⅠ 栄光のルマンⅡ

14 エーゲ海に捧ぐ エンニオ　モリコーネ エーゲ海に捧ぐ エーゲ海のリーザ

15 エクソシスト クリス　ニューマン チューブラーベルズ イラクの遺跡

16 エクソシスト フィルムスタジオ エクソシストのテーマ 華麗なるギャッビー

17 エスピオナージのテーマ ｽﾀﾝﾘｰ　ﾏｯｸｽﾌｨｰﾙﾄﾞ エスピオナージのテーマ ロスアミーゴ

18 エスピオナージのテーマ ｽﾀﾝﾘｰ　ﾏｯｸｽﾌｨｰﾙﾄﾞ 007/死ぬのは奴らだ ロイビーンのテーマ

19 エマニエル夫人 ピエール　バシュレ エマニエル夫人 タイのエマニエル

20 男と女 ﾆｺｰﾙ　ｸﾛﾜｼﾞｰﾕほか 恋のデュエット 男と女のサンバ

21 男と女 ﾆｺｰﾙ　ｸﾛﾜｼﾞｰﾕほか 愛は私達より強く 私達の影に

22 俺たちの勲章 吉田拓郎 俺たちの勲章 挑戦のテーマ

23 風と共に去りぬ サム　テイラー タラのテーマ 夕日に赤い帆

24 黄色いリボン ジョニー　ハート 黄色いリボン 駅馬車

25 去年の夏 コロムビア　シンフォネット 去年の夏 悲しみはどこへ

26 禁じられた遊び ナルシソ　イエペス 禁じられた遊び 禁じられた遊び

27 禁じられた恋の島 エリオ　ブルーノ 禁じられた恋の島 ブロレット通り３４

28 くちづけ サンドバイパーズ 土曜の朝には プリティーフラミンゴ

29 狂ったバカンス ﾄﾆｰ　ﾃﾞﾙ　ﾓﾅｺ 狂ったバカンス ジャンプアップ

30 グレンミラー物語 グレンミラー 真珠の首飾 セントルイスブルースマーチ

31 グレンミラー物語 グレンミラー アメリカンパトロール ペンシルヴェニア6－5000

32 刑事 アリダ　ケッリ 死ぬほど愛して 黒い影のテーマ

33 幸福の行方 ギター 幸福の行方 ジャークポーカー

34 ゴッドファーザー ニノ　ロータ ゴッドファーザー愛のテーマ ゴッドファーザーワルツ

35 ゴッドファーザー シー　バレンツ ゴッドファーザー愛のテーマ ロミオとジュリエット

36 ゴッドファーザー １０１ストリングス ゴッドファーザー　Ⅱ タワーリングインフェルノ

37 コンボイ ＵＳコンボイズ コンボイのテーマ デンジャラスカーブ

38 サウンドオブミュージック ｼﾞｭﾘｰ　ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ サウンドオブミュージック ひとりぼっちの山羊飼い

39 サウンドオブミュージック ｼﾞｭﾘｰ　ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ ドレミの歌 エーデルワイス

40 さすらいの口笛 モーリスルクレール 夕日のガンマン モーリスルクレール

41 さらば夏の日 フランシス　レイ さらば夏の日のテーマ１ さらば夏の日のテーマ２

42 史上最大の作戦 ミッチー　ミラー 史上最大の作戦マーチ 史上最大の作戦マーチ

43 ジャガーノート ケン　ソーン ジャガーノート サブウェイパニック

44 ジョーズ ジョン　ウイリアムス ジョーズ 静かなる海

45 白い恋人たち フランシス　レイ 白い恋人たち 白い恋人たち

46 素敵なタミー ダウン　ビーツ 素敵なタミー 三つの花

47 スターウォーズ ジョン　ウイリアムス スターウォーズのテーマ 酒場のバンド

48 青春の光と影 ジュディ　コリンズ 青春の光と影 山から来たマイケル

49 戦艦バウンティ ロジャー　ウィリアムス 戦艦バウンティ ランブリンローズ

50 戦場にかける橋 ミッチ　ミラー クワイ河マーチ ナバロンの要塞

51 大脱走 ｴﾙﾏｰ　ﾊﾞｰﾝｽﾃｪｲﾝ 大脱走マーチ 砦の２９人

52 太陽がいっぱい ニーノ　ロータ 太陽がいっぱい 太陽はひとりぼっち

53 太陽が知っている ミッシェル　ルグラン 太陽が知っている ランブラザーラビット

54 太陽にほえろ 井上尭之バンド 太陽にほえろのテーマ 太陽にほえろ追跡のテーマ



55 太陽にほえろ 井上尭之バンド 太陽にほえろ愛のテーマ 太陽にほえろ怒りのテーマ

56 太陽にほえろ 大野克夫 太陽にほえろのテーマ 追跡のテーマ

57 太陽にほえろ 大野克夫 青春のテーマ 愛のテーマ

58 太陽にほえろ 大野克夫 太陽にほえろのテーマ ドック刑事のテーマ

59 太陽の下の１８才 ジミー　フォンタナ 太陽の下の１８才 サンライトツイスト

60 小さな恋のメロディ ビージーズ メロディフェア 若葉のころ

61 ティファニーで朝食を ヘンリー　マンシーニ ムーンリバー ティファニーで朝食を

62 鉄道員 ﾌﾗﾝｺ　ﾌｪﾙﾗｰﾗ 鉄道員 ヘッドライト

63 ドクトルジバゴ モーリス　ジャール ドクトルジバゴ ララのテーマ

64 ドラゴン怒りの鉄拳 マイク　レメディオス メインテーマ 愛のテーマ

65 なめんなよ 又吉＆なめんなよ なめんなよ いとしのデャーリン

66 日曜はダメよ ミッチェル　パウエル 日曜はダメよ 渚にて

67 ハウス 成田賢 ハウスのふたり ハウスのテーマ

68 バットマン ニール　ヘフティ バットマン 行けバットマン

69 バッファロー大隊 アート　ムーニー バッファロー大隊マーチ バンジョーボーイ

70 パピヨン ｼﾞｪﾘｰ　ｺﾞｰﾙﾄﾞ　ｽﾐｽ パピヨンのテーマ パピヨンのテーマ脱走そして自由

71 避暑地の出来事 パーシー　フェイス 夏の日の恋 いとしのトレイシー

72 ひとりぼっちの愛情 ラ　ティア　トゥーラ ひとりぼっちの愛情 ひとりぼっちの愛情のテーマ

73 ひとりぼっちの愛情 ラ　ティア　トゥーラ ラミロの別離 プラットホームの別れ

74 ビリティス愛の詩 ビリティスのテーマ

75 ピンクパンサー２ ヘンリー　マンシーニ ピンクパンサー２のテーマ 偉大なる贈り物

76 復活の日 ジャニス　イアン 復活の日のテーマ ユーアーラブ

77 ブーべの恋人 カルロ　ルスティケリ ブーベの恋人 ブーベのブルース

78 ブルーエンゼル ジム　コンナー ブルーエンゼル 空の魂

79 ブレードランナー ﾆｭｰ　ｱﾒﾘｶﾝ　ｵｰｹｽﾄﾗ ブレードランナーエンドタイトル ブレードランナー愛のテーマ

80 ベン　ハー ローマ交響楽団 ベンハー序曲 愛のテーマ

81 慕情 デヴィッド　ローズ 慕情 栄光への脱出

82 ポパイザセーラーマン ダニー　ロング ポパイザセーラーマン オリーブとブルートの競争曲

83 ボルサリーノ２ クロード　ボラン ボルサリーノ２ ボルサリーノ第２のテーマ

84 マイ　フェア　レディ ｵｰﾄﾞﾘｰ　ﾍｯﾌﾟﾊﾞｰﾝほか 踊り明かそう 運がよけりゃ

85 南太平洋 アルフレッド　ニュウマン 南太平洋序曲 魅惑の宵

86 野生の証明 町田義人 野生の証明のテーマ戦士の休息 銀河を泳げ

87 汚れた英雄 ローズマリー　バトラー 汚れた英雄 ラストヒーロー

88 ロッキー ビル　コンティ ロッキー 反射神経

89 五つの銅貨 ルイ　アームストロング 聖者来りて ブルーベリー　ヒル

90 禁じられた遊び ビセンテ　ゴメス 愛のロマンス セビリャーナスとパナデロス

91 ロッキーⅣ サバイバー バーニングハート アイオブザタイガー

92 悲しみの天使 ﾐｯｼｪﾙ　ﾃﾞｨﾝﾄﾘｯﾁ 哀愁のアダージョ 涙のカノン

93 ナイル殺人事件 サンディー　オニール ミステリー　ナイル ミステリー　ナイル（ﾊﾟｰﾄ２）

94 愛と死と フランシス　レイ 愛と死と 結婚

95 明日に向かって撃て バートバカラック 雨にぬれても 太陽をつかもう

96 あの愛をふたたび フランシス　レイ あの愛をふたたび 恋の終りのコンチャルト

97 雨の訪問者 フランシス　レイ 雨の訪問者（ワルツ） 雨の訪問者（テーマ）

98 さらば夏の日 フランシス　レイ さらば夏の日 シンパシー

99 パリのめぐり逢い ニコール　クロワージュ パリのめぐり逢い 水面の波紋

100 クレイジー　ジャンボリー スタン　ゲッツ イパネマの娘 スイートレイン

101 永遠のスクリーンテーマ スクリーン　ランド 鉄道員 禁じられた遊び

102 永遠のスクリーンテーマ スクリーン　ランド ヘッドライト マルセリーノ

103 若葉の萌えるころ アンリ　ロッソ 若葉の萌えるころ アニーのテーマ

104 追憶 バーブラ　ストライザンド 追憶 ピープル

105 いちご白書 バフィー・セントメリー サークル・ゲーム かもめの歌

106 黒いオルフェ ジョニー　ドレッリ 悲しみよさようなら オルフェの歌

107

108

109


