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運動会・学芸会・各種行事、日常の保育・教育現場、クラス運営にも活かせる音楽教材が満載

保育園・幼稚園・特別支援学校・小学校で役立つ

京都音楽センター教材シリーズ

簡単なピアノ伴奏譜掲載　　　　　　　　　シリーズ①～④せんせいだいすき

このシリーズはＣＤ付き楽譜集です。保育現場や教育現場で使いやすい、比較的簡単なピアノ伴奏を掲載しています。
ＣＤには歌入りはもちろん、カラオケも収録（☆は楽譜集にのみ収録）。
楽譜集には遊び方やダンスのイラストなどわかりやすく紹介しています。
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（ＣＤ付き楽譜集）教室ですぐに使えるＣＤブック

■収録曲
青い空に絵をかこう／怪
獣のバラード／パワフル
パワー／世界中の子ども
たちが／そんな町を／世
界に一つだけの花／地球
まるごとワッハッハ／ぼ
くのひこうき／ BELIEVE
／おくりもの／手と手と
手と／きみとぼくの間に

※全曲楽譜付き・CDには歌入りとカラオケを収録

■収録曲
体をきたえよう／わたし
は「とうふ」です／
Let's go! いいことあるさ
／勇気 100％／歌えバン
バン／パレード／陽のあ
たる道／離陸準備完了／
あしたがすき／世界のま
んなかで／ドンマイ／
ハッピー・フレンズ

■収録曲
いつも何度でも／
Jupiter ／すてきな友だ
ち／きみとぼくのラララ
／栄光の架け橋／歌よあ
りがとう／飛行船／君の
心へ／U&I ／あなたが夜
明けをつげる子どもたち
／ともだちはいいな／世
界がひとつになるまで

■収録曲
ヒナのうた／笑顔がかさな
れば／あの青い空のように
／野に咲く花のように／か
えるがそらを・どじょうだ
じょ／ポップンポップコー
ン／崖の上のポニョ／大漁
／ぜんぶ空／グリーン・グ
リーン／あなたの夢は／少
年少女冒険隊

■収録曲
もぐら／かえるのへその
お／オッとあぶないよ／
かとが／らーめん／のみ
のマーチ／なんにもない
／殺虫罪／「あ」のうた
／いろはにつねこさん／
虫歯のタンゴ／おわびの
スキャット

■収録曲
旅立ちの日に／さくら／
グッデーグッバイ／じゃ
あね／空より高く／あり
がとうさようなら／涙そ
うそう／さようなら／子
どもたちへ／夢わかば／
大きくなっても／スター
トライン 

■収録曲
里の秋／ちいさい秋みつ
けた／大空へ飛べ／翼を
ください／ミニーエー
ジュ／あしおと／鳥にな
る／大きな古時計／窓を
あけてみたら／美しい季
節／うさこの冬休み／春 

武義和（たけよしかず）作品集 さあ耳をすまして

ＣＤ付き楽譜集　3000 円

定価 1500 円

【収録曲】
はやくちことばのうた（簡易伴奏譜・遊びのイラスト） 
レタスの歌（簡易伴奏譜）
春のこだま（三部輪唱・簡易伴奏譜）
でんでんむしどこだ（簡易伴奏譜・遊びのイラスト）
青空にむかって（四部輪唱・簡易伴奏譜）
ハッピー・バースデー（二部合唱・メロ譜と伴奏譜）
手をつないで歩こう（二部合唱・メロ譜と伴奏譜）
風とたんぽぽ（同声二部合唱・メロ譜と伴奏譜）
いつか（同声二部（部分三部）合唱・伴奏譜）
いま未来へ（二部合唱・伴奏譜）
生きる（同声（女声）三部合唱・伴奏譜）
夢を語るとき（混声三部（部分四部）合唱・伴奏譜）

楽譜集　1000 円・ＣＤ2000 円

【収録曲】はやくちことばのうた／レタスの歌／春のこだま／青空にむかっ
て／ハッピー・バースデー／手をつないで歩こう／風とたんぽぽ／いつか／
いま未来へ／生きる／夢を語るとき（全曲、練習用ピアノ演奏トラック付き）
この作品集は「幼児から小学生」まで楽しめる曲を収録しています。合唱
や輪唱も、充分取り組めるし楽しめる編曲となっています。一日のはじま
りの時に使える歌。合唱の導入に最適の歌。発表会で使える歌。を念頭に
選曲、編曲を武義和さんが行いました。

武義和・プロフィール：埼玉県の小学校で講師をしながら自由の森学園（埼玉県）の設立にかかわり、創立時
より音楽の教員として 6年間働く。母校の独立学園で教員を経験し 1996 年に退職。退職後ノルウェーに渡り、音
楽のフォルケホイスコーレ ( 民衆の学校）で、教員と生徒の両方の立場で学ぶ。
「生きる」「水野源三の詩による讃美歌集」など合唱作品が多く、その他テレビ番組の音楽制作などを手がける。保
育園、小中高校、大学、PTA、教会などで歌をまじえた講演活動も続けている。

このシリーズはＣＤが別売りです。　　　　　　　　　　　　　楽譜集には全曲ピアノ伴奏譜を掲載。運動会で使える「ポンポンダンス」や

「手話の「要素を取り込んだ振り付などをイラストで紹介しています。ＣＤにはカラオケも収録。保育現場や教育現場で使いやすいシリーズです。

①集

幼稚園・保育園の先生のためのピアノ伴奏集 ①～⑤ 楽譜集　1500 円せんせ いっしょにうたお～
ＣＤ　2000 円
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幼稚園・保育園のせんせいのためのピアノ伴奏集

②集

③集 ④集

⑤集

その他の収録曲＝ひとりじゃないさ／あさのつど
いのうた／アルゴリズム体操／ホ！ホ！ホ！／こね
こねねんど／ハワイアン ・ イン ・ ザ ・ シー／雨の
ワルツ／おはようクレヨン／ゆめのかんむりドー
ナツ／ぞうさんのぼうし／誕生日って／ゴーゴー
ホリデー／メトロポリタン美術館／童神～天の
子守唄／へいわのうた／世界にひとつだけの花
／さよならのうた

合奏譜 ＝ ゆかいな牧場
 あわてん坊のサンタクロース
簡単ダンス解説＝花のまわりで

※青色文字はＣＤにも収録

合奏譜 ＝ またあえる日まで
 おめでとうクリスマス
簡単ダンス解説＝幸せきょうりゅう音頭

その他の収録曲＝にじのむこうに／アルゴリズム行
進／手をつなごう／みんなであるこう／すずめがサ
ンバ／お～いかばくん／山ノワルツ／へんしんな～
んだ／こどもがいっぱいわらってる／こんなこいるか
な／こんこんクシャンのうた／ないないクレヨン／森
の水車／くいしんぼうおばけ／くいしんぼうのカレン
ダー／みかんの花咲く丘／まほうのおなじない／涙
そうそう／ Dream （恵のうた） ／あしおと／約束～
忘れないで～／希望の空へ／さよならのうた 　他

その他の収録曲＝みんなでごあいさつ／ひらひ
らひら／友だちになるために／みどりのそよ風／
ぼくのこもりうた／チェッチェコリ／ポトン ベ
ベッ アングサ／踊ろう楽しいポーレチケ／バナ
ナのおやこ／いとまきのうた／カメレオン／ぼく
は電車／はたらくくるま／にわとりのうた／まっ
かな秋／おどるポンポコリン／にじ／つばさ／
絆 （きずな）

合奏譜＝聖者の行進
簡単ダンス解説＝ぼくはくま／空は青 （ポンポンダンス）

手話表現＝Friends

その他の収録曲＝しずかにしてね／おにぎりころ
りん／こねこと小鳥／かぼちゃ／はぶらしくわえて
／日本語おけいこ／／こねこのパンやさん／いろ
んな木の実／ぽかぽかてくてく／ぶたまんごころ
／気のいいアヒル／僕たちのヒーロー／みんなの
広場／もっと、 もっと Motto! ／まあるいいのち

合奏譜＝あつまれファンファンファン
簡単ダンス解説＝マンボでぞうさん
            アララの呪文 （ポンポンダンス）

手話表現＝川はだれのもの？／翼を広げて

その他の収録曲＝くまさん／あめ／おやゆび先
生やってきて／どうぶつえんにいこう／かぜよふ
けふけ／町からきたあのこ／おべんとうばこのう
た／なぞのやさい星人あらわる／おどれ蛸ちゃん
／お口のたいそう／五十音の唄／アチャパチャノ
チャ／キャベツ畑のサンマ／地球はみんなの大
合唱／マンドロマンボ／卒園／かっぱのあきまつ
り （うた劇）

合奏譜＝崖の上のポニョ／さくら
簡単ダンス解説＝ラッキーでハッピー／太陽のサンバ
             たのしいショテヒッシュ

手話表現＝はじめの一歩

あんちゃんのうたあそび・ゲームあそびシリーズ 楽譜集　各 1000 円 ＣＤ　2000 円

サバイバルピクニック
ふれあいあそび＝ポンテンフー / のぼっておりてオッ
トット / かたつむりでんでん／ふれあいクッキング／
輪つなぎパピプペポ／おなかがポコポン

うたあそび＝みんなでジャンプ／リズムでタンタン
PARTⅠ／リズムでタンタン PARTⅡ／ジャンケンプリン
／にらめっこじゃんけん

ゲームあそび＝サバイバルピクニック／キャッチゲー
ム／あらし／おしりをめっくてペンペンおばけ／クイズ
星人／アンパンにくまんフライパン／ビタミントライア
ングル／いちばん風呂は誰ですか？

創作曲＝プールにレッツゴー！／コールテンくんのうた

うたの絵本＝三匹のやぎのがらがらどん

カッパフレンズ
うたあそび＝あくしゅをしよう / カッパフレンズ
／パワフル歌合戦

ゲームあそび＝カラフルサンダー！／あなたとわ
たしはピッタンコ！／ピッタシハート／今度の料理
ショー！／スリーヒント宝さがし／ジャングッパ！
／どんな音がするのかな？／つるは千年かめはザ
ンネン？！／トリプルジャンケン

ふれあいあそび＝ひつじの子守唄／ごっつんこ

あんちゃんのコマ道場＝コマまわし／コマまわ
し音頭／コマあそび

創作曲＝カブト号のうた／パンパンパン DE オハ
ヨウ！
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ＣＤ　あんちゃんの
うたあそび ・ゲームあそび

各歌集の赤字が
収録曲です

ハッピーダンス
ふれあいあそび ・ うたあそび＝ツンツンツ
ン / のぼっており PARTⅡ/ だっこしておんぶ
してうれしいな！／トン ・ テン ・ パン

ジャンケン ・グループ対抗ゲーム＝ごろご
ろだるまさん／クイズ ・ スクランブル／まねっ
こどうぶつえんⅡ／朝イチさーん

集団あそび （ゲーム）＝ナンジャモンジャに
んじゃ／ハッピーダンス／リズム DE ランチ／
ジャンケンポコペン

うたの絵本＝だいくとおにろく／うみにしずんだおに

創作曲＝ともだちなんだもん／キラキラ／まっ
てってねマジョさん！／そらまめくんのベッド

パイナップルプル
ふれあいあそび＝まっててね / なで
なでしましょ / おたふくひょっとこ鬼ヶ島

うたあそび＝パイナップルプル／夢を
たべたいな／パン DE ポン／なってみて

グループ対抗＝くちぱくリレー／ピッ
タンコチャンス／どこまでもドア

集団あそび＝グルグルシュッポポ／ア
ニマルポン！／スピード ハイ＆ロー／あ
つまれお弁当／おはなしチュンチュン

創作曲＝すてきなバルボンさん／どん
どこももんちゃん／カッパおやじのうた

パックンコ
ふれあいあそび＝チャイムがピン
ポン / いもむしうんとこしょ

うたあそび＝もういいかい／リズム
でタンタン PARTⅢ／ラ ・ ラ ・ ラ ・ に
らめっこ／いいとこさがそ！／なまえは
つづくよどこまでも／グルグルパン！

ゲームあそび＝どろろんおばけ／
パックンコ／オットット／ピッタンコ
バスケット／おそうじキュキュキュッ

創作曲＝みんなで一歩／ジャンケ
ンポン

http://www.wawawa.ne.jp　E-mail:info@wawawa.ne.jp
TEL.075-822-3437　FAX.075-822-3439

★はじめまして （１日のはじまりにいかがですか？）

★チャンマリチャン （フォークダンス風の踊り＝イラスト掲載）

★あしたも元気で （ちょっぴり手話にも挑戦＝イラスト掲載）

★ニャニュニョのてんきよほう （楽しい遊び方を掲載）

★白熊のジェンカ （ジェンカで踊ろう＝イラスト掲載）

★みいつけた （ノリノリで踊ってください）

★夢をかなえてドラえもん （子どもたちも大好きな１曲）

★ぼよよん行進曲 （ダンスに挑戦＝イラスト掲載）

★めざせゴール （ポンポンダンスに挑戦＝イラスト掲載）

☆LET’ S　GO ！いいことあるさ （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆どんなときも。 （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★『ね』 （みんなで歌ってください）

★またね （１日のおしまいに使えます）

★じゃんけんぽん （手あそびでグーチョキパーを覚えよう）

★みんなでつくろう （楽器あそびに挑戦）

★はたけのポルカ （簡単ダンスを４つ紹介＝イラスト掲載）

★緑のしま馬 （楽しく歌いましょう）

★数え歌 （手話を取り入れてみました。＝イラスト掲載）

★サンタクロース （めずらしいクリスマスソング）

★風をさがして （ポンポンダンスに挑戦＝イラスト掲載）

★好き （ダンスに挑戦＝イラスト掲載）

☆TRAIN-TRAIN （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆君をのせて （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★ずっと！ （手話を取り入れました。＝イラスト掲載）

★ありがとうの花 （みんなで歌ってください）

★でてこいともだち （２才くらいからあそべます）

★なにたべた／つよい！／よわい （いろんな場面で使ってください）

★あなたのたからもの （０才から大人まで使えます）

★大きくなーれ （不朽の名作！簡単振り付けをつけました）

★あそび虫のうた （３才から使える振り付けを掲載しました）

★アヨ ・ ママ （インドネシア民謡！　楽しいダンスイラスト掲載）

★おいもゴロゴロ （チャチャチャのリズム。 ダンスイラスト掲載）

★「はひへほ」 いえるかな？ （２～３才児向け。 発声練習の歌です）

★いたちのたぬき （いたちの 「た」 ぬき＝いち。 言葉あそびの歌です）

★笑顔のまんま （ダンスに挑戦！＝ダンスイラスト掲載）

★勇気 100% （ポンポンダンスに挑戦！＝ダンスイラスト掲載）

☆にじのむこうに （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆世界がひとつになるまで （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★キミとボクとはちょっとちがう （手話を取り入れました。＝イラスト掲載）

★夢わかば （二本松はじめさんの名曲。 発表会用ピアノ伴奏も掲載）

★オーイ春！ （知る人ぞ知る名曲。 遊んでください！）

★ケンカのあとは （かわいいキュートな１曲）

★アジャラバ （不思議な言葉 「アジャラバ」 唱えてみると…）

★月夜のポンチャラリン （簡単ダンスで遊んでください）

★スマイル
　　（ゆずのヒット曲に 「ポンポンダンス」 をつけました＝イラスト掲載）

★雨ときどき晴れのち虹

　　（「銀河にキックオフ」 のエンディングテーマ曲でした。

  運動会で踊ってください！＝イラスト掲載）

☆世界中の子どもたちが （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆BELIEVE （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★Let’ s （手話を取り入れました。＝イラスト掲載）

★DANCE （簡単振り付けで踊りましょう！）

楽譜集に対応したＣＤも好評発売中 !

お問い合せ…京都音楽センター（TEL.075-822-3437）

「せんせ いっしょにうたお～」「せんせいだいすき」シリー
ズ監修の「ながそようこ」先生の講習会も好評です！
保育園・幼稚園での研修やミニコンサートなど、お気軽に
お問い合せください。

定価　各 2000 円



二本松はじめ ピカリン　ベスト　つながりあそび・うた
このシリーズはＣＤ付き楽譜集です。保育現場や教育現場で大好評のピカリンの「つながりあそび・うた」ベスト版です。

ＣＤ付き楽譜集　各 3000 円

DVD･CD･イラスト付き楽譜集がセットになりました

定価　3500 円

収録曲＝てぃだぬふぁ／ユイユイ／三村節／赤田首里
殿内／エイサー遊び／ヒヤミカチ節～カチウキリ／唐
船ドーイ／漲水の声合／どんどんどどんこ／風と蒼空と
大地と／ラララ ・ ラッセーラ／ロック音頭八木節／キッ
ズ ・ ソーラン

クラスでつくる楽しい合奏シリーズ ＣＤブック 各 3000 円

ひとりじゃないさ／君の手のひらと／いいきもち／な
にかな　なにかな／ 1 ・ 2 ・ サンポ／遠足に行こうよ／
へのカッパ／春ですね／ジャンケン列車／八百屋さ ん
へ行こう／みんな大好き／もっともっと／春よ来い／
キジムナー／ワッショイ ・ ワッショイ／メリー ・ ゴーラ
ウンド ( 回転木馬 ) ／忍者でござる／化け比べ／大地
を けって／元気 ・ 勇気 ・ 笑顔つないで／ハッピー ・ フ
レンズ／手と手と手と／さよなら明日もね 

キッズ・エイサー運動会 ・ダンスソングベスト

運動会に人気のダンスを集めた、 ダンスイラスト付楽譜

集です。 踊り方を覚えるための DVD と演奏用 CDがつ

いているので、 小学校や保育園 ・幼稚園での運動会の演

目に最適です！

リコーダー ・けんばん
　ハーモニカで奏でる 教科書の名曲＆ヒットソング

① ② ③ ④

きらきら星／森のくまさ
ん／さんぽ／春の小川／
たんぽ ぽ／たなばたさま
／里の秋／きよしこの夜
／明日があるさ／涙そう
そう／いつも何度でも／
世界に一つだけの花／
ハッピー・アイ ランド／
エーデルワイス／茶色の
小びん／パフ／カント 
リー・ロード／オーラ・
リー／威風堂々 第一番よ
り ／小さな世界

聖者の行進／アンパンマン
のマーチ／となりのトトロ
／海／ふるさと／手のひら
を太陽に／あわてんぼうの
サンタクロース／大きな古
時計／ビリーブ／さとうき
び畑／竹田の子守唄／かえ
りみち／春～四季より／よ
ろこびの歌／ラバースコン
チェルト／アメイジンググ
レイス／イマジン／世界の
約束～ハウルの動く城テー
マソング

世界中のこどもたちが／
ミッキーマウス・マーチ／
ちょうちょう／茶つみ／ぶ
んぶんぶん／おもちゃの
チャチャチャ／線路はつづ
くよどこまでも／ハッピー
バースデー／小さな木の実
／新世界より　家路／アイ
ネ・クライネ・ナハト・ム
ジーク／ジュピター／翼を
ください／少年時代／春う
らら／千の風になって／崖
の上のポニョ

おどるポンポコリン／
チューリップ／ハイホー
／メリーさんの羊／村祭
／スキーの歌／赤鼻のト
ナカイ／ソーラン節／ア
リラン／海はふるさと／
タフワフワイ／コーヒー
ルンバ／モルダウより／
フニクリフニクラ／時空
を越えて／手紙－拝啓十
五の君へ－／タイタニッ
ク愛のテーマ／おじゃる
丸狂想曲

※ＣＤ付き楽譜集です。ＣＤには模範演奏とステキなピアノ伴奏（カラオケ）が収録されています。　※下記の赤字がカラオケ付きの曲です。

手話でうたうこどものうたシリーズ はじめての手話ソング ＣＤブック 各 3000 円手話でうたうこどものうたベスト
ＤＶＤ・ＣＤブック 3500 円

※ＣＤ付き楽譜集です。楽譜集にはメロディー譜と手話イラストが掲載されています。
音楽をとおして手話がおぼえられる教材です。

手話ダンスの実演と手話の説明を収録した
ＤＶＤに演奏を収録したＣＤと伴奏譜・手
話イラストを掲載した楽譜集をセットにし
ました。保育園・幼稚園・小学校高学年ま
で幅広く実践できます。

青い空に絵をかこう／
旅立ちの日に／グッ
デーグッバイ／すてき
な友だち／あの青い空
のように／世界中の子
どもたちが／勇気
100％／ BELIEVE ／じゃ
あね／ LET'S GO! いい
ことあるさ／ WAになっ
ておどろう ILE AIYE
／いつも何度でも

① ② ③

ぞうさん／いぬのおまわりさ

ん／クラリネットをこわし

ちゃった／とんぼのめがね／

おばけなんてないさ／海／南

の島のハメハメハ大王／大き

なうたサンタが町にやってく

る／おはながわらった／故郷

／とんとんともだち／赤い鳥

小鳥／てぃんさぐぬ花／ドラ

えもんのうた／ひょっこり

ひょうたん島

大きな栗の木の下で／あめふり

くまのこ／ふしぎなポケット／

おはなしゆびさん／アンパンマ

ンのマーチ／いちねんせいに

なったら／北風小僧の寒太郎／

赤鼻のトナカイ／ハッピー・バー

スディ・トゥー・ユー／１０人

のインディアン／世界に一つだ

けの花／翼をください／笑顔が

かさなれば／世界のまんなかで

／まほうのことば 

ちょっとまって流れ星／み

んなのことば／ひとりの手

／さんぽ～となりのトトロ

～／お星さま／森へ行きま

しょう／夕焼け小焼け／

BELIEVE ／ともだちはいい

もんだ／ありがとうさよう

なら／切手のないおくりも

の／童神／あくしゅでこん

にちは／ホ！ホ！ホ！／ね

がい

こどもたちへ贈る沖縄の歌 ＣＤ（紙ジャケットパッケージ・歌詞カード付き） 各 1500 円

ティンサグの花 （普天間かおり 歌） ／ 花 （寿 [kotobuki] 歌）

／ 赤田首里殿内 （寿 [kotobuki] 歌） ／ 西原ぬ子守唄 （垣

花暁子 歌） ／ えんどうの花 （垣花暁子 歌） ／ ちんぬくじゅ
うしい （嵯峨美雅子 歌） ／ 豆が花 （下地暁 歌） ／漲水
の声合 （下地暁 歌） ／ 豊年節 （RIKKI 歌） ／ 福々 （川

門正彦 歌） ／ めんそーれ沖縄 （島幸子 歌） ／ 月ぬ美しゃ
（大城蘭 歌） ／ 黒い雨 （古謝美佐子 歌） ／ 六調 八重山・
奄美～唐船どーい （大工哲弘 ・ RIKKI with 都筑俊造 歌）

／ 安里屋ユンタ （大工哲弘 歌） 

ティンサグの花～安里屋ユンタ花
童神 （古謝美佐子 歌） ／ 三村節 （垣花暁子 歌） ／ 与那
国ぬ猫小 （寿 [kotobuki] 歌） ／ じんじん （嵯峨美雅子 歌）

／ てぃんさぐぬ花 （嵯峨美雅子 歌） ／ 涙そうそう （雨

宮知子 歌） ／ さとうきび畑 （大友宣子 歌） ／ 島々清しゃ
（ツゥンダラーズ 歌）／ 気張りヨー（川門正彦 歌）／ 行きゅ
んにゃ加那節 （RIKKI 歌） ／ パニパニクイチャー （下地

暁＋パニパニ娘 歌） ／ 芭蕉布 （普天間かおり 歌） ／ 望
郷哀歌 （大工哲弘 歌） ／ 与那国ションカネー （大工哲

弘 歌） ／ アメイジング ・ グレイス （大城蘭 歌）

童神～アメイジング・グレース樹

平和の歌 ＣＤ（歌詞カード付き） 各 1500 円

平和の歌ベスト１
「青い空は」

平和の歌ベスト２
「We shall overcome」

青い空は / ねがい / 折り鶴 / ヒロシ

マの有る国で / 歩いて行こう / ピー

ス ・ ナイン / あの日の授業～あたら

しい憲法のはなし / 憲法九条　五月

晴れ / 日本国憲法前文 / さとうきび

畑 / いとし子よ /Love & Peace　～私

たちは歌い続ける / 死んだ男の残し

たものは / 祈り / 原爆を許すまじ

アメイジング･グレイス /WE SHALL 

OVERCOME/ ケサラ / 戦争はもうい

やだ / 朝露 / 平和に生きる権利 ・ ベ

ンセレモス /No Pasaran/ 鳥の歌 /

私の愛した街 / ヒロシマ /WE ARE 

THE WORLD/People of the 

World/WHAT A WONDERFUL 

WORLD/ イマジン（インストゥルメンタル）

ＣＤにベスト版が登場 ! ソングブック・平和の歌ベスト
楽譜集 1500 円

青い空は / ねがい / 折り鶴 / ヒ
ロシマの有る国で / 歩いて行こう
/ ピース ・ ナイン / あの日の授
業～あたらしい憲法のはなし / 憲
法九条　五月晴れ / さとうきび
畑 / いとし子よ /Love & Peace　
～私たちは歌い続ける / 死んだ
男の残したものは / 祈り / 原爆
を許すまじ／アメイジング･グレイ
ス /WE SHALL OVERCOME/ ケ
サラ / 戦争はもういやだ / 朝露
/ 鳥の歌 / 私の愛した街 / ヒロ
シマ / イマジン

ガラガラドンと妖精たち10分オペレッタ

CD付き楽譜集 （台本付き） です 「ガラガラドンと子トロルたち」
「キジムナーとみんなであそぼ」 「森のともだちコロポックル」 ３
つの遊べるオペレッタを収録しました。 附属の CDには上演見本
とカラオケを収録。 効果音が必要なときは、この CDを使えます。

定価　3000 円

日常の保育やレクで使える「手あそび」「言葉あそび」「劇

あそび」 などがたくさん取りれてあります。

３本とも上演時間は 10 分程度です。 カラオケや効果音

にあわせれば上演も簡単です。

こどもたちの発達にあわせて自由に台本をカットしたり

アレンジしたりできます。

手作り楽器で演奏しています。 楽器作りにも挑戦してみ

てください （詳しい作り方も楽譜集に掲載しています）

★

★

★

★

手作り楽器をつくろう こどもとつくるオペレッタ ＣＤブック 各 3000 円

じごくのそうべえ そうべえごくらくへゆく
台本 ・楽譜 ・ CD （セリフストーリー ・ カラオケ ・効果音収録） がセットに！

上演時間はそれぞれ２５分程度です。

DVD ブック 3000 円

アルミ缶のマラカス・ストロー笛・ストローオーボエ・ストロー
らっぱなどが作れます。
作った楽器で「線路は続くよどこまでも」「かっこう」「月夜のふ
くろう」「春風のカノン」などが演奏できます（合奏譜付き）
DVD には作り方と実演を収録しました。

★

★

★

ラララ ・ ラッセーラ／ニコニコ／パピプペポ／自動車
ブーブー／無人島／洗 濯物ゴシゴシ／バスにのって／
はらぺこ　あおむし／キツツキ　ツクツク／しもばし ら
／ビタミン愛／大根漬け／クマさん　クマさん／ぞう
さん列車／震度 1 ／ラッコっ こ／ピッタンコ／ぬくぬく
／ポップコーン／すべりだい／風になってブランコ／
ロ ボット機関車／とびだそうよ／みんな違って／思い
出してごらん 

ドンドコドンマイ！／おひさまにむかってスタート／元気で行
こうソヤソヤ／絵本 「１１ぴきのねこふくろのなか」 であそ
ぼう／こわくなんかないさ／満月仮面／パ ・ パ ・ パンツ／
さんぽに行こう／さんぽでジャンケン／さんぽでみつけた／
うどんこコネコネ／大きなカブを／ねずみばあさん／そうべ
いじゃんけん／ホッペパン音頭／風になってブランコ ・ あし
たへ／モグモグパクパク／へのちから／うさぎがね／カエ
ルの親子は／カエルがピョンピョン／きみのなまえ／なまえ
がグルグル／どうじゃ忍者／君を…／わすれないで

押してもだめなら！／朝です おきなさい／元気いっぱい／ぐ

るぐるぐるぐる／ぱっぱっはらっぱ／タオルンルン／まわって

まわって／おいで／おやまにのぼりましょ／パーでオバケ体

操／行こう行こう／ゴシゴシゴシゴシ／地獄の一丁目／でん

しゃにのって ゴー！ゴー！ゴー！／ここはおばばのお山だぞ／

だいこん抜き／春が来たよ／おなか／明日もワイワイ／ピー

スマンがやってきた！／晴れた日には／ Hand ＆ Heart ／あ

したへつづく／夢わかば／君からもらった宝物

中山 讓 ユズリン　教室のうたベストソング
このシリーズはＣＤ付き楽譜集です。保育現場や教育現場で大好評のユズリンの「教室のうた」ベスト版です。

ＣＤ付き楽譜集　各 3000 円

きみとぼくの間に／天まで駆けるよ／これからよろしく
／笑顔がかさなれば／まほうのおまじない／勇気百倍
ふりしぼって／新しい日／風の中へ／少年少女冒険隊
／ドンマイ　～ Don't mind ～／どんな人が好きですか
／ぴったんこ／ Eye ・ 愛 ・ Beam ／もしも空から／
BLUE STAR SHIP ／またあえたね／きみとぼくの間に
（classical version） 

おそうじ洗隊キラキラピッカマン／一年３６５日もある
じゃない／でこぼこ行進曲／泣き虫応援団／たからも
の／けっこういいよね／名前のように／小麦色のペー
ジ／あきらめないで自分を／芽吹く季節／空が空であ
ること／そしてぼくらは地球／いっしょにいたから／ぼ
くのとなりに～スクールミュージカル 「少年少女冒険隊」 より

／大きくなっても／未来の地図／スタートライン 

DO MY BEST ！／とっておきの一人／きょうも元気！／
フニャグニャさせて／今じゃなきゃやだもん／ Happy 
Christmas Presents ／給食モリモリ　おかわリンジャー
／愛と平和の教師―Rainbow Teachers－／一人じゃで
きないから／だけど　みんなここに生きている／これか
らも　ともだち／つま先だけは前に向けて／歌に織り
込んで／ひとかけらの勇気をにぎりしめて／思いっきり
自分らしく生きてみよう／先生／ぼくたち人間 

地球ひとまわりするまで／きっとできる／輝け！ぼくら
のハブラシマン！／スキスキ大好き／おばあちゃん お
じいちゃんは森のフクロウ／今日も一日ありがとう／
生命歌いましょう／ときめく風／友達っていいな／勉強
しましょ！／お助け忍者 宿題花吹雪 参上！／ WITH YOU
／おめでとう 誕生日／人 愛しくて／きみがぼくの “ 元
気 ”

町田浩志・ＣＤブック　シリーズ

いちにのさ～ん
いちにのさ～ん／キラキラおてて／へびく

んのさんぽ／おおなみこなみ／ころころど

んぐりくん／ふうちゃんのおへそ／プリンプ

リンプリン／でんでんでこでこ／あくしゅを

しよう／なぞなぞなあに／ともだちロケット

／おこのみやき／スキップ／ニンニンにん

じゃ／わたしのハンカチ／ほそまきふとま

きてまきずし／あつまれあつまれ／るるる

…／私の大好きな／はしれ！荒馬／かくれん

ぼ／さぁ！でかけよう／いきてゆこう

どんとこい！
とびだせニコニコ／ぱん！ぱん！ぱん！／いもむし
もじもじ／かくれんぼグーチョキパー／かまきり
のあかちゃんがやってきた／あなたはだ～れ？／
かわいいチャロちゃん／たかい！たかい！たかい！
／ともだちパレード／ハッピーバースデーカー
ニバル／ゆらゆらブランコ／たこやきすきやね
ん／まほうのはっぱ／ビュビュビュビューン／
ホットケーキ／夏だ！海へいこう／ねんねんころ
り／ 「だいじょうぶ」 は魔法の言葉／ともだち
でいようね／げんき太鼓／てがみ　～大切なあ
なたへ～／どんとこい！／しあわせになろ

ジャンプ！
あぁ いいきもち！／ぎゅーぱっ／おててとお

ててをつないだら／おさんぽ おさんぽ／しょ

うぼうじどうしゃ／いらっしゃいませ／おに

ぎりぎゅっぎゅっぎゅっ／しゅっぱつしんこ

う！／ひっくりカエル／フリフリロックンロー

ル／おもちつき／やさしいかぜ／ぞうさんの

おはな／おまつりだ！／てぶくろうさき／たん

ぽぽの詩／かっぱおやじ／うれしかったよ／

だんごむしの唄／ジャンプ！／にじいろのパ

レード／風と蒼空と大地と／こえていこうよ

おひさまキラキラ
おひさまキラキラ／だんごむし／せんたく

／おててつないで／おおきなこえで／ぞう

さんのサンポ／ゆびずもう／ニコニコプン

プン／あなたのことが…／しりとりなん

じゃもんじゃ／ハンバーグ／タオルであそ

ぼう／おやすみなさい／ひなたぼっこ／

さぁどっちでしょう？／まあるいたまご／あ

なたとわたし／うさぎさんのダンス／どん

どんどどんこ／またね／いま…／ありがと

う／みんなのちから

ぽっぽっぽっ
ぽっぽっぽっ～きみとてをつなごう～／ぎゅっ

ぎゅっぎゅっ／アイスクリーム／かってもまけて

も／おふろにどうぞ／てんぐのうちわ／おおきく

なあれ／おはようのうた／くるくる／ここまでお

いで／よーいドン／ぴったんこ／ガッタンゴット

ン／かきのきレストラン／またね／はじめまし

て赤ちゃん／桜 

バトンタッチ
バトンタッチ （幼児 ・ ダンス） ／おはようジャンケ
ン　（乳幼児 ・ 手あそび） ／ゆらゆらおふろ　（乳幼児 ・
ふれあい遊び） ／まほうのチョコレート　（乳幼児 ・
手あそび） ／たんじょうびケーキ　（乳幼児・手あそび）
／でんでんでんしゃ　（幼児 ・ 手あそび） ／なにかが
ちがウッ！　（幼児・手あそび） ／わたしの胸の中　（親
子 ・ 子守唄） ／ニコニコパレード　（親子 ・ ダンス）
／さよならだけじや　（メッセージソング） ／マケテ
タマルカ～歩き出したきみへ～

DVD 付きＣＤ町田浩志
2013 年新発売！

（定価 2500 円）

ＣＤ付き楽譜集　各 3500 円

つながりダンスＤＶＤシリーズ ＤＶＤ 各 3000 円

ワッショイワッショイ／ラララ・
ラッセーラ／元気で行こうソヤ
ソヤ／ドンドコドンマイ／ヤー
レンソーラン！舟を出せ！／あ
そべやあそべ　みなあそべ！／
でんでろ音頭／まんまる音頭／
さあ歩きだそう／あなたの夢は
／君の手のひらと／手と手はつ
よいぞでっかいぞ／みんな違っ
て／約束しよう／パ・パ・パン
ツ／ニコニコ

レッツ・ゴー！／わかくさイキイ
キ／おひさまにむかってスタート
／元気・勇気・笑顔つないで／君
を…／夢わかば／にぎやかカーニ
バル／こころも空になれ／大地を
けって／とびだそうよ／おひさま
にむかってスタート／元気・勇気・
笑顔つないで／誕生日って／あり
がとう夢たち／わたしと小鳥と鈴
と／星とたんぽぽ／春よ来い／あ
なたを誘うよ

DO MY BEST! ／少年少女冒険隊／
Eye・愛・Beam ／スタートライン／
今じゃなきゃやだもん／ BLUE STAR 
SHIP ／ひとかけらの勇気をにぎり
しめて／給食モリモリおかわリン
ジャー／おそうじ洗隊　キラキラ
ピッカマン／お助け忍者　宿題花
吹雪参上！／輝け！ぼくらのハブ
ラシマン！／おめでとう誕生日／
ときめく風／きみがぼくの“元気”
／明日を夢見て／だけどみんなこ
こに生きている／大きくなっても

おやすみスヤスヤ　おやすミン
ジャー／DREAM,TOGETHER／きっ
とできる／耳澄ませて目を開い
て／笑顔でいきましょう／一年
365 日もあるじゃない／フニャ
グニャさせて／学校パラダイス
／明日もこころに青空を／ごき
げんいい気分／ありがとう大好
きさ／きみが笑えば　宇宙も笑
う／きみとぼくは友達／ユウ
ジョーンの誓い／ TEAM EARTH
／きみとぼくの間に

ぽっぽっぽっ／ここまでおいで
あなたとわたし／うさぎさんの
ダンス／どんどんどどんこ／だ
んごむし／せんたく／みんなの
ちから／あぁいいきもち！／
ひっくりカエル／おまつりだ！
／かっぱおやじ／かきのきレス
トラン／ハンバーグ／おてての
うえに／ジャンプ！／にじいろ
のパレード／風と蒼空と大地と
／こえていこうよ

ラララ・ラッセーラ レッツ・ゴー！ ＤＯ ＭＹ ＢＥＳＴ！ ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ ぽっぽっぽっ



二本松はじめ ピカリン　ベスト　つながりあそび・うた
このシリーズはＣＤ付き楽譜集です。保育現場や教育現場で大好評のピカリンの「つながりあそび・うた」ベスト版です。

ＣＤ付き楽譜集　各 3000 円

DVD･CD･イラスト付き楽譜集がセットになりました

定価　3500 円

収録曲＝てぃだぬふぁ／ユイユイ／三村節／赤田首里
殿内／エイサー遊び／ヒヤミカチ節～カチウキリ／唐
船ドーイ／漲水の声合／どんどんどどんこ／風と蒼空と
大地と／ラララ ・ ラッセーラ／ロック音頭八木節／キッ
ズ ・ ソーラン

クラスでつくる楽しい合奏シリーズ ＣＤブック 各 3000 円

ひとりじゃないさ／君の手のひらと／いいきもち／な
にかな　なにかな／ 1 ・ 2 ・ サンポ／遠足に行こうよ／
へのカッパ／春ですね／ジャンケン列車／八百屋さ ん
へ行こう／みんな大好き／もっともっと／春よ来い／
キジムナー／ワッショイ ・ ワッショイ／メリー ・ ゴーラ
ウンド ( 回転木馬 ) ／忍者でござる／化け比べ／大地
を けって／元気 ・ 勇気 ・ 笑顔つないで／ハッピー ・ フ
レンズ／手と手と手と／さよなら明日もね 

キッズ・エイサー運動会 ・ダンスソングベスト

運動会に人気のダンスを集めた、 ダンスイラスト付楽譜

集です。 踊り方を覚えるための DVD と演奏用 CDがつ

いているので、 小学校や保育園 ・幼稚園での運動会の演

目に最適です！

リコーダー ・けんばん
　ハーモニカで奏でる 教科書の名曲＆ヒットソング

① ② ③ ④

きらきら星／森のくまさ
ん／さんぽ／春の小川／
たんぽ ぽ／たなばたさま
／里の秋／きよしこの夜
／明日があるさ／涙そう
そう／いつも何度でも／
世界に一つだけの花／
ハッピー・アイ ランド／
エーデルワイス／茶色の
小びん／パフ／カント 
リー・ロード／オーラ・
リー／威風堂々 第一番よ
り ／小さな世界

聖者の行進／アンパンマン
のマーチ／となりのトトロ
／海／ふるさと／手のひら
を太陽に／あわてんぼうの
サンタクロース／大きな古
時計／ビリーブ／さとうき
び畑／竹田の子守唄／かえ
りみち／春～四季より／よ
ろこびの歌／ラバースコン
チェルト／アメイジンググ
レイス／イマジン／世界の
約束～ハウルの動く城テー
マソング

世界中のこどもたちが／
ミッキーマウス・マーチ／
ちょうちょう／茶つみ／ぶ
んぶんぶん／おもちゃの
チャチャチャ／線路はつづ
くよどこまでも／ハッピー
バースデー／小さな木の実
／新世界より　家路／アイ
ネ・クライネ・ナハト・ム
ジーク／ジュピター／翼を
ください／少年時代／春う
らら／千の風になって／崖
の上のポニョ

おどるポンポコリン／
チューリップ／ハイホー
／メリーさんの羊／村祭
／スキーの歌／赤鼻のト
ナカイ／ソーラン節／ア
リラン／海はふるさと／
タフワフワイ／コーヒー
ルンバ／モルダウより／
フニクリフニクラ／時空
を越えて／手紙－拝啓十
五の君へ－／タイタニッ
ク愛のテーマ／おじゃる
丸狂想曲

※ＣＤ付き楽譜集です。ＣＤには模範演奏とステキなピアノ伴奏（カラオケ）が収録されています。　※下記の赤字がカラオケ付きの曲です。

手話でうたうこどものうたシリーズ はじめての手話ソング ＣＤブック 各 3000 円手話でうたうこどものうたベスト
ＤＶＤ・ＣＤブック 3500 円

※ＣＤ付き楽譜集です。楽譜集にはメロディー譜と手話イラストが掲載されています。
音楽をとおして手話がおぼえられる教材です。

手話ダンスの実演と手話の説明を収録した
ＤＶＤに演奏を収録したＣＤと伴奏譜・手
話イラストを掲載した楽譜集をセットにし
ました。保育園・幼稚園・小学校高学年ま
で幅広く実践できます。

青い空に絵をかこう／
旅立ちの日に／グッ
デーグッバイ／すてき
な友だち／あの青い空
のように／世界中の子
どもたちが／勇気
100％／ BELIEVE ／じゃ
あね／ LET'S GO! いい
ことあるさ／ WAになっ
ておどろう ILE AIYE
／いつも何度でも

① ② ③

ぞうさん／いぬのおまわりさ

ん／クラリネットをこわし

ちゃった／とんぼのめがね／

おばけなんてないさ／海／南

の島のハメハメハ大王／大き

なうたサンタが町にやってく

る／おはながわらった／故郷

／とんとんともだち／赤い鳥

小鳥／てぃんさぐぬ花／ドラ

えもんのうた／ひょっこり

ひょうたん島

大きな栗の木の下で／あめふり

くまのこ／ふしぎなポケット／

おはなしゆびさん／アンパンマ

ンのマーチ／いちねんせいに

なったら／北風小僧の寒太郎／

赤鼻のトナカイ／ハッピー・バー

スディ・トゥー・ユー／１０人

のインディアン／世界に一つだ

けの花／翼をください／笑顔が

かさなれば／世界のまんなかで

／まほうのことば 

ちょっとまって流れ星／み

んなのことば／ひとりの手

／さんぽ～となりのトトロ

～／お星さま／森へ行きま

しょう／夕焼け小焼け／

BELIEVE ／ともだちはいい

もんだ／ありがとうさよう

なら／切手のないおくりも

の／童神／あくしゅでこん

にちは／ホ！ホ！ホ！／ね

がい

こどもたちへ贈る沖縄の歌 ＣＤ（紙ジャケットパッケージ・歌詞カード付き） 各 1500 円

ティンサグの花 （普天間かおり 歌） ／ 花 （寿 [kotobuki] 歌）

／ 赤田首里殿内 （寿 [kotobuki] 歌） ／ 西原ぬ子守唄 （垣

花暁子 歌） ／ えんどうの花 （垣花暁子 歌） ／ ちんぬくじゅ
うしい （嵯峨美雅子 歌） ／ 豆が花 （下地暁 歌） ／漲水
の声合 （下地暁 歌） ／ 豊年節 （RIKKI 歌） ／ 福々 （川

門正彦 歌） ／ めんそーれ沖縄 （島幸子 歌） ／ 月ぬ美しゃ
（大城蘭 歌） ／ 黒い雨 （古謝美佐子 歌） ／ 六調 八重山・
奄美～唐船どーい （大工哲弘 ・ RIKKI with 都筑俊造 歌）

／ 安里屋ユンタ （大工哲弘 歌） 

ティンサグの花～安里屋ユンタ花
童神 （古謝美佐子 歌） ／ 三村節 （垣花暁子 歌） ／ 与那
国ぬ猫小 （寿 [kotobuki] 歌） ／ じんじん （嵯峨美雅子 歌）

／ てぃんさぐぬ花 （嵯峨美雅子 歌） ／ 涙そうそう （雨

宮知子 歌） ／ さとうきび畑 （大友宣子 歌） ／ 島々清しゃ
（ツゥンダラーズ 歌）／ 気張りヨー（川門正彦 歌）／ 行きゅ
んにゃ加那節 （RIKKI 歌） ／ パニパニクイチャー （下地

暁＋パニパニ娘 歌） ／ 芭蕉布 （普天間かおり 歌） ／ 望
郷哀歌 （大工哲弘 歌） ／ 与那国ションカネー （大工哲

弘 歌） ／ アメイジング ・ グレイス （大城蘭 歌）

童神～アメイジング・グレース樹

平和の歌 ＣＤ（歌詞カード付き） 各 1500 円

平和の歌ベスト１
「青い空は」

平和の歌ベスト２
「We shall overcome」

青い空は / ねがい / 折り鶴 / ヒロシ

マの有る国で / 歩いて行こう / ピー

ス ・ ナイン / あの日の授業～あたら

しい憲法のはなし / 憲法九条　五月

晴れ / 日本国憲法前文 / さとうきび

畑 / いとし子よ /Love & Peace　～私

たちは歌い続ける / 死んだ男の残し

たものは / 祈り / 原爆を許すまじ

アメイジング･グレイス /WE SHALL 

OVERCOME/ ケサラ / 戦争はもうい

やだ / 朝露 / 平和に生きる権利 ・ ベ

ンセレモス /No Pasaran/ 鳥の歌 /

私の愛した街 / ヒロシマ /WE ARE 

THE WORLD/People of the 

World/WHAT A WONDERFUL 

WORLD/ イマジン（インストゥルメンタル）

ＣＤにベスト版が登場 ! ソングブック・平和の歌ベスト
楽譜集 1500 円

青い空は / ねがい / 折り鶴 / ヒ
ロシマの有る国で / 歩いて行こう
/ ピース ・ ナイン / あの日の授
業～あたらしい憲法のはなし / 憲
法九条　五月晴れ / さとうきび
畑 / いとし子よ /Love & Peace　
～私たちは歌い続ける / 死んだ
男の残したものは / 祈り / 原爆
を許すまじ／アメイジング･グレイ
ス /WE SHALL OVERCOME/ ケ
サラ / 戦争はもういやだ / 朝露
/ 鳥の歌 / 私の愛した街 / ヒロ
シマ / イマジン

ガラガラドンと妖精たち10分オペレッタ

CD付き楽譜集 （台本付き） です 「ガラガラドンと子トロルたち」
「キジムナーとみんなであそぼ」 「森のともだちコロポックル」 ３
つの遊べるオペレッタを収録しました。 附属の CDには上演見本
とカラオケを収録。 効果音が必要なときは、この CDを使えます。

定価　3000 円

日常の保育やレクで使える「手あそび」「言葉あそび」「劇

あそび」 などがたくさん取りれてあります。

３本とも上演時間は 10 分程度です。 カラオケや効果音

にあわせれば上演も簡単です。

こどもたちの発達にあわせて自由に台本をカットしたり

アレンジしたりできます。

手作り楽器で演奏しています。 楽器作りにも挑戦してみ

てください （詳しい作り方も楽譜集に掲載しています）

★

★

★

★

手作り楽器をつくろう こどもとつくるオペレッタ ＣＤブック 各 3000 円

じごくのそうべえ そうべえごくらくへゆく
台本 ・楽譜 ・ CD （セリフストーリー ・ カラオケ ・効果音収録） がセットに！

上演時間はそれぞれ２５分程度です。

DVD ブック 3000 円

アルミ缶のマラカス・ストロー笛・ストローオーボエ・ストロー
らっぱなどが作れます。
作った楽器で「線路は続くよどこまでも」「かっこう」「月夜のふ
くろう」「春風のカノン」などが演奏できます（合奏譜付き）
DVD には作り方と実演を収録しました。

★

★

★

ラララ ・ ラッセーラ／ニコニコ／パピプペポ／自動車
ブーブー／無人島／洗 濯物ゴシゴシ／バスにのって／
はらぺこ　あおむし／キツツキ　ツクツク／しもばし ら
／ビタミン愛／大根漬け／クマさん　クマさん／ぞう
さん列車／震度 1 ／ラッコっ こ／ピッタンコ／ぬくぬく
／ポップコーン／すべりだい／風になってブランコ／
ロ ボット機関車／とびだそうよ／みんな違って／思い
出してごらん 

ドンドコドンマイ！／おひさまにむかってスタート／元気で行
こうソヤソヤ／絵本 「１１ぴきのねこふくろのなか」 であそ
ぼう／こわくなんかないさ／満月仮面／パ ・ パ ・ パンツ／
さんぽに行こう／さんぽでジャンケン／さんぽでみつけた／
うどんこコネコネ／大きなカブを／ねずみばあさん／そうべ
いじゃんけん／ホッペパン音頭／風になってブランコ ・ あし
たへ／モグモグパクパク／へのちから／うさぎがね／カエ
ルの親子は／カエルがピョンピョン／きみのなまえ／なまえ
がグルグル／どうじゃ忍者／君を…／わすれないで

押してもだめなら！／朝です おきなさい／元気いっぱい／ぐ

るぐるぐるぐる／ぱっぱっはらっぱ／タオルンルン／まわって

まわって／おいで／おやまにのぼりましょ／パーでオバケ体

操／行こう行こう／ゴシゴシゴシゴシ／地獄の一丁目／でん

しゃにのって ゴー！ゴー！ゴー！／ここはおばばのお山だぞ／

だいこん抜き／春が来たよ／おなか／明日もワイワイ／ピー

スマンがやってきた！／晴れた日には／ Hand ＆ Heart ／あ

したへつづく／夢わかば／君からもらった宝物

中山 讓 ユズリン　教室のうたベストソング
このシリーズはＣＤ付き楽譜集です。保育現場や教育現場で大好評のユズリンの「教室のうた」ベスト版です。

ＣＤ付き楽譜集　各 3000 円

きみとぼくの間に／天まで駆けるよ／これからよろしく
／笑顔がかさなれば／まほうのおまじない／勇気百倍
ふりしぼって／新しい日／風の中へ／少年少女冒険隊
／ドンマイ　～ Don't mind ～／どんな人が好きですか
／ぴったんこ／ Eye ・ 愛 ・ Beam ／もしも空から／
BLUE STAR SHIP ／またあえたね／きみとぼくの間に
（classical version） 

おそうじ洗隊キラキラピッカマン／一年３６５日もある
じゃない／でこぼこ行進曲／泣き虫応援団／たからも
の／けっこういいよね／名前のように／小麦色のペー
ジ／あきらめないで自分を／芽吹く季節／空が空であ
ること／そしてぼくらは地球／いっしょにいたから／ぼ
くのとなりに～スクールミュージカル 「少年少女冒険隊」 より

／大きくなっても／未来の地図／スタートライン 

DO MY BEST ！／とっておきの一人／きょうも元気！／
フニャグニャさせて／今じゃなきゃやだもん／ Happy 
Christmas Presents ／給食モリモリ　おかわリンジャー
／愛と平和の教師―Rainbow Teachers－／一人じゃで
きないから／だけど　みんなここに生きている／これか
らも　ともだち／つま先だけは前に向けて／歌に織り
込んで／ひとかけらの勇気をにぎりしめて／思いっきり
自分らしく生きてみよう／先生／ぼくたち人間 

地球ひとまわりするまで／きっとできる／輝け！ぼくら
のハブラシマン！／スキスキ大好き／おばあちゃん お
じいちゃんは森のフクロウ／今日も一日ありがとう／
生命歌いましょう／ときめく風／友達っていいな／勉強
しましょ！／お助け忍者 宿題花吹雪 参上！／ WITH YOU
／おめでとう 誕生日／人 愛しくて／きみがぼくの “ 元
気 ”

町田浩志・ＣＤブック　シリーズ

いちにのさ～ん
いちにのさ～ん／キラキラおてて／へびく

んのさんぽ／おおなみこなみ／ころころど

んぐりくん／ふうちゃんのおへそ／プリンプ

リンプリン／でんでんでこでこ／あくしゅを

しよう／なぞなぞなあに／ともだちロケット

／おこのみやき／スキップ／ニンニンにん

じゃ／わたしのハンカチ／ほそまきふとま

きてまきずし／あつまれあつまれ／るるる

…／私の大好きな／はしれ！荒馬／かくれん

ぼ／さぁ！でかけよう／いきてゆこう

どんとこい！
とびだせニコニコ／ぱん！ぱん！ぱん！／いもむし
もじもじ／かくれんぼグーチョキパー／かまきり
のあかちゃんがやってきた／あなたはだ～れ？／
かわいいチャロちゃん／たかい！たかい！たかい！
／ともだちパレード／ハッピーバースデーカー
ニバル／ゆらゆらブランコ／たこやきすきやね
ん／まほうのはっぱ／ビュビュビュビューン／
ホットケーキ／夏だ！海へいこう／ねんねんころ
り／ 「だいじょうぶ」 は魔法の言葉／ともだち
でいようね／げんき太鼓／てがみ　～大切なあ
なたへ～／どんとこい！／しあわせになろ

ジャンプ！
あぁ いいきもち！／ぎゅーぱっ／おててとお

ててをつないだら／おさんぽ おさんぽ／しょ

うぼうじどうしゃ／いらっしゃいませ／おに

ぎりぎゅっぎゅっぎゅっ／しゅっぱつしんこ

う！／ひっくりカエル／フリフリロックンロー

ル／おもちつき／やさしいかぜ／ぞうさんの

おはな／おまつりだ！／てぶくろうさき／たん

ぽぽの詩／かっぱおやじ／うれしかったよ／

だんごむしの唄／ジャンプ！／にじいろのパ

レード／風と蒼空と大地と／こえていこうよ

おひさまキラキラ
おひさまキラキラ／だんごむし／せんたく

／おててつないで／おおきなこえで／ぞう

さんのサンポ／ゆびずもう／ニコニコプン

プン／あなたのことが…／しりとりなん

じゃもんじゃ／ハンバーグ／タオルであそ

ぼう／おやすみなさい／ひなたぼっこ／

さぁどっちでしょう？／まあるいたまご／あ

なたとわたし／うさぎさんのダンス／どん

どんどどんこ／またね／いま…／ありがと

う／みんなのちから

ぽっぽっぽっ
ぽっぽっぽっ～きみとてをつなごう～／ぎゅっ

ぎゅっぎゅっ／アイスクリーム／かってもまけて

も／おふろにどうぞ／てんぐのうちわ／おおきく

なあれ／おはようのうた／くるくる／ここまでお

いで／よーいドン／ぴったんこ／ガッタンゴット

ン／かきのきレストラン／またね／はじめまし

て赤ちゃん／桜 

バトンタッチ
バトンタッチ （幼児 ・ ダンス） ／おはようジャンケ
ン　（乳幼児 ・ 手あそび） ／ゆらゆらおふろ　（乳幼児 ・
ふれあい遊び） ／まほうのチョコレート　（乳幼児 ・
手あそび） ／たんじょうびケーキ　（乳幼児・手あそび）
／でんでんでんしゃ　（幼児 ・ 手あそび） ／なにかが
ちがウッ！　（幼児・手あそび） ／わたしの胸の中　（親
子 ・ 子守唄） ／ニコニコパレード　（親子 ・ ダンス）
／さよならだけじや　（メッセージソング） ／マケテ
タマルカ～歩き出したきみへ～

DVD 付きＣＤ町田浩志
2013 年新発売！

（定価 2500 円）

ＣＤ付き楽譜集　各 3500 円

つながりダンスＤＶＤシリーズ ＤＶＤ 各 3000 円

ワッショイワッショイ／ラララ・
ラッセーラ／元気で行こうソヤ
ソヤ／ドンドコドンマイ／ヤー
レンソーラン！舟を出せ！／あ
そべやあそべ　みなあそべ！／
でんでろ音頭／まんまる音頭／
さあ歩きだそう／あなたの夢は
／君の手のひらと／手と手はつ
よいぞでっかいぞ／みんな違っ
て／約束しよう／パ・パ・パン
ツ／ニコニコ

レッツ・ゴー！／わかくさイキイ
キ／おひさまにむかってスタート
／元気・勇気・笑顔つないで／君
を…／夢わかば／にぎやかカーニ
バル／こころも空になれ／大地を
けって／とびだそうよ／おひさま
にむかってスタート／元気・勇気・
笑顔つないで／誕生日って／あり
がとう夢たち／わたしと小鳥と鈴
と／星とたんぽぽ／春よ来い／あ
なたを誘うよ

DO MY BEST! ／少年少女冒険隊／
Eye・愛・Beam ／スタートライン／
今じゃなきゃやだもん／ BLUE STAR 
SHIP ／ひとかけらの勇気をにぎり
しめて／給食モリモリおかわリン
ジャー／おそうじ洗隊　キラキラ
ピッカマン／お助け忍者　宿題花
吹雪参上！／輝け！ぼくらのハブ
ラシマン！／おめでとう誕生日／
ときめく風／きみがぼくの“ 元気 ”
／明日を夢見て／だけどみんなこ
こに生きている／大きくなっても

おやすみスヤスヤ　おやすミン
ジャー／DREAM,TOGETHER／きっ
とできる／耳澄ませて目を開い
て／笑顔でいきましょう／一年
365 日もあるじゃない／フニャ
グニャさせて／学校パラダイス
／明日もこころに青空を／ごき
げんいい気分／ありがとう大好
きさ／きみが笑えば　宇宙も笑
う／きみとぼくは友達／ユウ
ジョーンの誓い／ TEAM EARTH
／きみとぼくの間に

ぽっぽっぽっ／ここまでおいで
あなたとわたし／うさぎさんの
ダンス／どんどんどどんこ／だ
んごむし／せんたく／みんなの
ちから／あぁいいきもち！／
ひっくりカエル／おまつりだ！
／かっぱおやじ／かきのきレス
トラン／ハンバーグ／おてての
うえに／ジャンプ！／にじいろ
のパレード／風と蒼空と大地と
／こえていこうよ

ラララ・ラッセーラ レッツ・ゴー！ ＤＯ ＭＹ ＢＥＳＴ！ ＴＥＡＭ ＥＡＲＴＨ ぽっぽっぽっ
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運動会・学芸会・各種行事、日常の保育・教育現場、クラス運営にも活かせる音楽教材が満載

保育園・幼稚園・特別支援学校・小学校で役立つ

京都音楽センター教材シリーズ

簡単なピアノ伴奏譜掲載　　　　　　　　　シリーズ①～④せんせいだいすき

このシリーズはＣＤ付き楽譜集です。保育現場や教育現場で使いやすい、比較的簡単なピアノ伴奏を掲載しています。
ＣＤには歌入りはもちろん、カラオケも収録（☆は楽譜集にのみ収録）。
楽譜集には遊び方やダンスのイラストなどわかりやすく紹介しています。

CD
ブック
CD
ブック

京都音楽センター

保育のためのCD付きピアノ伴奏集保育のためのCD付きピアノ伴奏集

監修：ながそようこ

44

（ＣＤ付き楽譜集）教室ですぐに使えるＣＤブック

■収録曲
青い空に絵をかこう／怪
獣のバラード／パワフル
パワー／世界中の子ども
たちが／そんな町を／世
界に一つだけの花／地球
まるごとワッハッハ／ぼ
くのひこうき／ BELIEVE
／おくりもの／手と手と
手と／きみとぼくの間に

※全曲楽譜付き・CDには歌入りとカラオケを収録

■収録曲
体をきたえよう／わたし
は「とうふ」です／
Let's go! いいことあるさ
／勇気 100％／歌えバン
バン／パレード／陽のあ
たる道／離陸準備完了／
あしたがすき／世界のま
んなかで／ドンマイ／
ハッピー・フレンズ

■収録曲
いつも何度でも／
Jupiter ／すてきな友だ
ち／きみとぼくのラララ
／栄光の架け橋／歌よあ
りがとう／飛行船／君の
心へ／U&I ／あなたが夜
明けをつげる子どもたち
／ともだちはいいな／世
界がひとつになるまで

■収録曲
ヒナのうた／笑顔がかさな
れば／あの青い空のように
／野に咲く花のように／か
えるがそらを・どじょうだ
じょ／ポップンポップコー
ン／崖の上のポニョ／大漁
／ぜんぶ空／グリーン・グ
リーン／あなたの夢は／少
年少女冒険隊

■収録曲
もぐら／かえるのへその
お／オッとあぶないよ／
かとが／らーめん／のみ
のマーチ／なんにもない
／殺虫罪／「あ」のうた
／いろはにつねこさん／
虫歯のタンゴ／おわびの
スキャット

■収録曲
旅立ちの日に／さくら／
グッデーグッバイ／じゃ
あね／空より高く／あり
がとうさようなら／涙そ
うそう／さようなら／子
どもたちへ／夢わかば／
大きくなっても／スター
トライン 

■収録曲
里の秋／ちいさい秋みつ
けた／大空へ飛べ／翼を
ください／ミニーエー
ジュ／あしおと／鳥にな
る／大きな古時計／窓を
あけてみたら／美しい季
節／うさこの冬休み／春 

武義和（たけよしかず）作品集 さあ耳をすまして

ＣＤ付き楽譜集　3000 円

定価 1500 円

【収録曲】
はやくちことばのうた（簡易伴奏譜・遊びのイラスト） 
レタスの歌（簡易伴奏譜）
春のこだま（三部輪唱・簡易伴奏譜）
でんでんむしどこだ（簡易伴奏譜・遊びのイラスト）
青空にむかって（四部輪唱・簡易伴奏譜）
ハッピー・バースデー（二部合唱・メロ譜と伴奏譜）
手をつないで歩こう（二部合唱・メロ譜と伴奏譜）
風とたんぽぽ（同声二部合唱・メロ譜と伴奏譜）
いつか（同声二部（部分三部）合唱・伴奏譜）
いま未来へ（二部合唱・伴奏譜）
生きる（同声（女声）三部合唱・伴奏譜）
夢を語るとき（混声三部（部分四部）合唱・伴奏譜）

楽譜集　1000 円・ＣＤ2000 円

【収録曲】はやくちことばのうた／レタスの歌／春のこだま／青空にむかっ
て／ハッピー・バースデー／手をつないで歩こう／風とたんぽぽ／いつか／
いま未来へ／生きる／夢を語るとき（全曲、練習用ピアノ演奏トラック付き）
この作品集は「幼児から小学生」まで楽しめる曲を収録しています。合唱
や輪唱も、充分取り組めるし楽しめる編曲となっています。一日のはじま
りの時に使える歌。合唱の導入に最適の歌。発表会で使える歌。を念頭に
選曲、編曲を武義和さんが行いました。

武義和・プロフィール：埼玉県の小学校で講師をしながら自由の森学園（埼玉県）の設立にかかわり、創立時
より音楽の教員として 6年間働く。母校の独立学園で教員を経験し 1996 年に退職。退職後ノルウェーに渡り、音
楽のフォルケホイスコーレ ( 民衆の学校）で、教員と生徒の両方の立場で学ぶ。
「生きる」「水野源三の詩による讃美歌集」など合唱作品が多く、その他テレビ番組の音楽制作などを手がける。保
育園、小中高校、大学、PTA、教会などで歌をまじえた講演活動も続けている。

このシリーズはＣＤが別売りです。　　　　　　　　　　　　　楽譜集には全曲ピアノ伴奏譜を掲載。運動会で使える「ポンポンダンス」や

「手話の「要素を取り込んだ振り付などをイラストで紹介しています。ＣＤにはカラオケも収録。保育現場や教育現場で使いやすいシリーズです。

①集

幼稚園・保育園の先生のためのピアノ伴奏集 ①～⑤ 楽譜集　1500 円せんせ いっしょにうたお～
ＣＤ　2000 円

せんせ

いっ
しょにうたお〜5

京都音楽センター

幼稚園・保育園のせんせいのためのピアノ伴奏集

②集

③集 ④集

⑤集

その他の収録曲＝ひとりじゃないさ／あさのつど
いのうた／アルゴリズム体操／ホ！ホ！ホ！／こね
こねねんど／ハワイアン ・ イン ・ ザ ・ シー／雨の
ワルツ／おはようクレヨン／ゆめのかんむりドー
ナツ／ぞうさんのぼうし／誕生日って／ゴーゴー
ホリデー／メトロポリタン美術館／童神～天の
子守唄／へいわのうた／世界にひとつだけの花
／さよならのうた

合奏譜 ＝ ゆかいな牧場
 あわてん坊のサンタクロース
簡単ダンス解説＝花のまわりで

※青色文字はＣＤにも収録

合奏譜 ＝ またあえる日まで
 おめでとうクリスマス
簡単ダンス解説＝幸せきょうりゅう音頭

その他の収録曲＝にじのむこうに／アルゴリズム行
進／手をつなごう／みんなであるこう／すずめがサ
ンバ／お～いかばくん／山ノワルツ／へんしんな～
んだ／こどもがいっぱいわらってる／こんなこいるか
な／こんこんクシャンのうた／ないないクレヨン／森
の水車／くいしんぼうおばけ／くいしんぼうのカレン
ダー／みかんの花咲く丘／まほうのおなじない／涙
そうそう／ Dream （恵のうた） ／あしおと／約束～
忘れないで～／希望の空へ／さよならのうた 　他

その他の収録曲＝みんなでごあいさつ／ひらひ
らひら／友だちになるために／みどりのそよ風／
ぼくのこもりうた／チェッチェコリ／ポトン ベ
ベッ アングサ／踊ろう楽しいポーレチケ／バナ
ナのおやこ／いとまきのうた／カメレオン／ぼく
は電車／はたらくくるま／にわとりのうた／まっ
かな秋／おどるポンポコリン／にじ／つばさ／
絆 （きずな）

合奏譜＝聖者の行進
簡単ダンス解説＝ぼくはくま／空は青 （ポンポンダンス）

手話表現＝Friends

その他の収録曲＝しずかにしてね／おにぎりころ
りん／こねこと小鳥／かぼちゃ／はぶらしくわえて
／日本語おけいこ／／こねこのパンやさん／いろ
んな木の実／ぽかぽかてくてく／ぶたまんごころ
／気のいいアヒル／僕たちのヒーロー／みんなの
広場／もっと、 もっと Motto! ／まあるいいのち

合奏譜＝あつまれファンファンファン
簡単ダンス解説＝マンボでぞうさん
            アララの呪文 （ポンポンダンス）

手話表現＝川はだれのもの？／翼を広げて

その他の収録曲＝くまさん／あめ／おやゆび先
生やってきて／どうぶつえんにいこう／かぜよふ
けふけ／町からきたあのこ／おべんとうばこのう
た／なぞのやさい星人あらわる／おどれ蛸ちゃん
／お口のたいそう／五十音の唄／アチャパチャノ
チャ／キャベツ畑のサンマ／地球はみんなの大
合唱／マンドロマンボ／卒園／かっぱのあきまつ
り （うた劇）

合奏譜＝崖の上のポニョ／さくら
簡単ダンス解説＝ラッキーでハッピー／太陽のサンバ
             たのしいショテヒッシュ

手話表現＝はじめの一歩

あんちゃんのうたあそび・ゲームあそびシリーズ 楽譜集　各 1000 円 ＣＤ　2000 円

サバイバルピクニック
ふれあいあそび＝ポンテンフー / のぼっておりてオッ
トット / かたつむりでんでん／ふれあいクッキング／
輪つなぎパピプペポ／おなかがポコポン

うたあそび＝みんなでジャンプ／リズムでタンタン
PARTⅠ／リズムでタンタン PARTⅡ／ジャンケンプリン
／にらめっこじゃんけん

ゲームあそび＝サバイバルピクニック／キャッチゲー
ム／あらし／おしりをめっくてペンペンおばけ／クイズ
星人／アンパンにくまんフライパン／ビタミントライア
ングル／いちばん風呂は誰ですか？

創作曲＝プールにレッツゴー！／コールテンくんのうた

うたの絵本＝三匹のやぎのがらがらどん

カッパフレンズ
うたあそび＝あくしゅをしよう / カッパフレンズ
／パワフル歌合戦

ゲームあそび＝カラフルサンダー！／あなたとわ
たしはピッタンコ！／ピッタシハート／今度の料理
ショー！／スリーヒント宝さがし／ジャングッパ！
／どんな音がするのかな？／つるは千年かめはザ
ンネン？！／トリプルジャンケン

ふれあいあそび＝ひつじの子守唄／ごっつんこ

あんちゃんのコマ道場＝コマまわし／コマまわ
し音頭／コマあそび

創作曲＝カブト号のうた／パンパンパン DE オハ
ヨウ！

ＳＥＬＥＣＴ 24

ＣＤ　あんちゃんの
うたあそび ・ゲームあそび

各歌集の赤字が
収録曲です

ハッピーダンス
ふれあいあそび ・ うたあそび＝ツンツンツ
ン / のぼっており PARTⅡ/ だっこしておんぶ
してうれしいな！／トン ・ テン ・ パン

ジャンケン ・グループ対抗ゲーム＝ごろご
ろだるまさん／クイズ ・ スクランブル／まねっ
こどうぶつえんⅡ／朝イチさーん

集団あそび （ゲーム）＝ナンジャモンジャに
んじゃ／ハッピーダンス／リズム DE ランチ／
ジャンケンポコペン

うたの絵本＝だいくとおにろく／うみにしずんだおに

創作曲＝ともだちなんだもん／キラキラ／まっ
てってねマジョさん！／そらまめくんのベッド

パイナップルプル
ふれあいあそび＝まっててね / なで
なでしましょ / おたふくひょっとこ鬼ヶ島

うたあそび＝パイナップルプル／夢を
たべたいな／パン DE ポン／なってみて

グループ対抗＝くちぱくリレー／ピッ
タンコチャンス／どこまでもドア

集団あそび＝グルグルシュッポポ／ア
ニマルポン！／スピード ハイ＆ロー／あ
つまれお弁当／おはなしチュンチュン

創作曲＝すてきなバルボンさん／どん
どこももんちゃん／カッパおやじのうた

パックンコ
ふれあいあそび＝チャイムがピン
ポン / いもむしうんとこしょ

うたあそび＝もういいかい／リズム
でタンタン PARTⅢ／ラ ・ ラ ・ ラ ・ に
らめっこ／いいとこさがそ！／なまえは
つづくよどこまでも／グルグルパン！

ゲームあそび＝どろろんおばけ／
パックンコ／オットット／ピッタンコ
バスケット／おそうじキュキュキュッ

創作曲＝みんなで一歩／ジャンケ
ンポン

http://www.wawawa.ne.jp　E-mail:info@wawawa.ne.jp
TEL.075-822-3437　FAX.075-822-3439

★はじめまして （１日のはじまりにいかがですか？）

★チャンマリチャン （フォークダンス風の踊り＝イラスト掲載）

★あしたも元気で （ちょっぴり手話にも挑戦＝イラスト掲載）

★ニャニュニョのてんきよほう （楽しい遊び方を掲載）

★白熊のジェンカ （ジェンカで踊ろう＝イラスト掲載）

★みいつけた （ノリノリで踊ってください）

★夢をかなえてドラえもん （子どもたちも大好きな１曲）

★ぼよよん行進曲 （ダンスに挑戦＝イラスト掲載）

★めざせゴール （ポンポンダンスに挑戦＝イラスト掲載）

☆LET’ S　GO ！いいことあるさ （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆どんなときも。 （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★『ね』 （みんなで歌ってください）

★またね （１日のおしまいに使えます）

★じゃんけんぽん （手あそびでグーチョキパーを覚えよう）

★みんなでつくろう （楽器あそびに挑戦）

★はたけのポルカ （簡単ダンスを４つ紹介＝イラスト掲載）

★緑のしま馬 （楽しく歌いましょう）

★数え歌 （手話を取り入れてみました。＝イラスト掲載）

★サンタクロース （めずらしいクリスマスソング）

★風をさがして （ポンポンダンスに挑戦＝イラスト掲載）

★好き （ダンスに挑戦＝イラスト掲載）

☆TRAIN-TRAIN （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆君をのせて （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★ずっと！ （手話を取り入れました。＝イラスト掲載）

★ありがとうの花 （みんなで歌ってください）

★でてこいともだち （２才くらいからあそべます）

★なにたべた／つよい！／よわい （いろんな場面で使ってください）

★あなたのたからもの （０才から大人まで使えます）

★大きくなーれ （不朽の名作！簡単振り付けをつけました）

★あそび虫のうた （３才から使える振り付けを掲載しました）

★アヨ ・ ママ （インドネシア民謡！　楽しいダンスイラスト掲載）

★おいもゴロゴロ （チャチャチャのリズム。 ダンスイラスト掲載）

★「はひへほ」 いえるかな？ （２～３才児向け。 発声練習の歌です）

★いたちのたぬき （いたちの 「た」 ぬき＝いち。 言葉あそびの歌です）

★笑顔のまんま （ダンスに挑戦！＝ダンスイラスト掲載）

★勇気 100% （ポンポンダンスに挑戦！＝ダンスイラスト掲載）

☆にじのむこうに （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆世界がひとつになるまで （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★キミとボクとはちょっとちがう （手話を取り入れました。＝イラスト掲載）

★夢わかば （二本松はじめさんの名曲。 発表会用ピアノ伴奏も掲載）

★オーイ春！ （知る人ぞ知る名曲。 遊んでください！）

★ケンカのあとは （かわいいキュートな１曲）

★アジャラバ （不思議な言葉 「アジャラバ」 唱えてみると…）

★月夜のポンチャラリン （簡単ダンスで遊んでください）

★スマイル
　　（ゆずのヒット曲に 「ポンポンダンス」 をつけました＝イラスト掲載）

★雨ときどき晴れのち虹

　　（「銀河にキックオフ」 のエンディングテーマ曲でした。

  運動会で踊ってください！＝イラスト掲載）

☆世界中の子どもたちが （合奏譜掲載 ・ ４才児以上対象）

☆BELIEVE （合奏譜掲載 ・ ５才児以上対象）

★Let’ s （手話を取り入れました。＝イラスト掲載）

★DANCE （簡単振り付けで踊りましょう！）

楽譜集に対応したＣＤも好評発売中 !

お問い合せ…京都音楽センター（TEL.075-822-3437）

「せんせ いっしょにうたお～」「せんせいだいすき」シリー
ズ監修の「ながそようこ」先生の講習会も好評です！
保育園・幼稚園での研修やミニコンサートなど、お気軽に
お問い合せください。

定価　各 2000 円


