
■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ１年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者

CD１●GES-15543

1 ちょうちょう 歌唱＊ 不明 ドイツ民謡 佐橋俊彦

2 ちゅうりっぷ 歌唱＊ 近藤宮子 井上武士 佐橋俊彦

3 おつかい ありさん 歌唱＊ 関根栄一 團 伊玖磨 佐橋俊彦

4 めだかの がっこう 歌唱＊ 茶木　滋 中田喜直 佐橋俊彦

5 いぬの おまわりさん 歌唱＊ さとう よしみ 大中　恩 佐橋俊彦

6 ことりの うた 歌唱＊ 与田準一 芥川也寸志 佐橋俊彦

7 こいのぼり 歌唱＊ 近藤宮子 絵本唱歌（無名著作物） 佐橋俊彦

8 こぶたぬきつねこ 歌唱＊ 山本直純 山本直純 佐橋俊彦

9 ぞうさん 歌唱＊ まど・みちお 團 伊玖磨 佐橋俊彦

10 おつかい ありさん カラピアノ 團 伊玖磨

11 ちゅうりっぷ カラピアノ 井上武士 飯沼信義

12 ちょうちょう カラピアノ ドイツ民謡

13 ぞうさん カラピアノ 團 伊玖磨

14 めだかの がっこう カラピアノ 中田喜直

15 ことりの うた カラピアノ 芥川也寸志

16 こぶたぬきつねこ カラピアノ 山本直純

17 こいのぼり カラピアノ 絵本唱歌（無名著作物）

18 いぬの おまわりさん カラピアノ 大中　恩

19 セブン ステップス（日本語） 歌唱＊ 不明 アメリカの遊び歌 松井忠重

20 セブン ステップス（英語） 歌唱＊ アメリカの遊び歌 松井忠重

21 セブン ステップス カラピアノ アメリカの遊び歌 長谷部匡俊

22 チェッ チェッ コリ 歌唱＊ 不明 ガーナの遊び歌 たかしま あきひこ

23 チェッ チェッ コリ カラピアノ ガーナの遊び歌 長谷部匡俊

24 ひらいた ひらいた 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 川崎祥悦

25 ひらいた ひらいた カラピアノ わらべ歌 川崎祥悦

26 ひらいた ひらいた 歌唱＊ わらべ歌 わらべ歌 小森昭宏

27 ひらいた ひらいた カラオケ わらべ歌 小森昭宏

28 さんぽ 歌唱＊ 中川李枝子 久石　譲 信田かずお

29 さんぽ カラオケ 久石　譲 信田かずお

30 さんぽ カラピアノ 久石　譲

31 じゃんけんぽん 歌唱 芙龍明子 橋本祥路

32 じゃんけんぽん カラピアノ 橋本祥路

33 じゃんけんぽん 歌唱＊ 芙龍明子 橋本祥路 若松正司

34 じゃんけんぽん カラオケ 橋本祥路 若松正司

35 みんなで あそぼう 歌唱 長井理佳 長谷部匡俊

36 みんなで あそぼう カラピアノ 長谷部匡俊

37 しろくまの ジェンカ 歌唱 平井多美子（日本語詞） ケン ウォール 平吉毅州

38 しろくまの ジェンカ カラピアノ ケン ウォール 平吉毅州

39 かたつむり 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌 明石潤祐

40 かたつむり カラピアノ 文部省唱歌 明石潤祐
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41 かたつむり 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 亀山耕一郎

42 かたつむり カラオケ 文部省唱歌 亀山耕一郎

43 ぶん ぶん ぶん 歌唱 村野四郎（日本語詞） ボヘミア民謡 八村義夫

44 ぶん ぶん ぶん カラピアノ ボヘミア民謡 八村義夫

文部省唱歌 文部省唱歌

林　柳波 井上武士

文部省唱歌

井上武士

文部省唱歌 文部省唱歌

林　柳波 井上武士

文部省唱歌

井上武士

CD２●GES-15544

1 たのしく ふこう 歌唱・器楽 鹿谷美緖子 鹿谷美緖子

2 たのしく ふこう カラピアノ 鹿谷美緖子

3 どんぐりさんの おうち 歌唱・器楽A 久野静夫 市川都志春

4 どんぐりさんの おうち 歌唱・器楽B 久野静夫 市川都志春

5 どんぐりさんの おうち カラピアノ 市川都志春

6 どれみで あいさつ 歌唱 安西 薫 長谷部匡俊

7 どれみで あいさつ 階名唱・器楽 長谷部匡俊

8 どれみで あいさつ カラピアノ 長谷部匡俊

9 なかよし 歌唱・器楽 海野洋司 佐井孝彰

10 なかよし カラピアノ 佐井孝彰

11 どれみふぁその まねっこ 器楽A

12 どれみふぁその まねっこ 器楽B

文部省唱歌 文部省唱歌

高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

文部省唱歌 文部省唱歌

高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

18 やまびこ ごっこ 歌唱＊ おうち やすゆき 若月明人 佐橋俊彦

19 やまびこ ごっこ カラオケ 若月明人 佐橋俊彦

20 やまびこ ごっこ カラピアノ 若月明人 八村義夫

21 さがしてみよう　ならしてみよう 歌唱・器楽 安西 薫 長谷部匡俊

22 さがしてみよう　ならしてみよう カラピアノ 長谷部匡俊

23 きらきらぼし 歌唱 武鹿悦子（日本語詞） フランス民謡 飯沼信義

45 うみ 歌唱

46 うみ カラピアノ

飯沼信義

47 うみ 歌唱＊ 佐橋俊彦

48 うみ カラオケ 佐橋俊彦

大橋　恵

ひのまる カラオケ 大橋　恵

ひのまる 歌唱 飯沼信義

ひのまる カラピアノ

ひのまる 歌唱＊

13

14

15

16

17

飯沼信義ひのまる 階名唱
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24 きらきらぼし カラピアノ フランス民謡 飯沼信義

25 きらきらぼし 階名唱 フランス民謡 飯沼信義

26 きらきらぼし 器楽 フランス民謡 飯沼信義

27 きらきらぼし カラピアノ フランス民謡 飯沼信義

28 はる なつ あき ふゆ 歌唱＊ 三浦真理 三浦真理 佐橋俊彦

29 はる なつ あき ふゆ カラオケ 三浦真理 佐橋俊彦

30 はる なつ あき ふゆ カラピアノ 三浦真理

31 さんちゃんが 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子

32 さんちゃんが カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

33 おおなみ こなみ 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子

34 おおなみ こなみ カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

35 おちゃらか ほい 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子

36 おちゃらか ほい カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

CD３●GES-15545

1 あいあい 歌唱＊ 相田裕美 宇野誠一郎 信田かずお

2 あいあい カラオケ 宇野誠一郎 信田かずお

3 あいあい カラピアノ 宇野誠一郎

4 とんくるりん ぱんくるりん 歌唱・器楽 滝　紀子 川崎祥悦

5 とんくるりん ぱんくるりん 階名唱・器楽 川崎祥悦

6 とんくるりん ぱんくるりん カラピアノ 川崎祥悦

7 とんくるりん ぱんくるりん 歌唱＊ 滝　紀子 川崎祥悦 若松正司

8 とんくるりん ぱんくるりん カラオケ 川崎祥悦 若松正司

9 こいぬの マーチ 階名唱・器楽 作曲者不明 黒澤吉徳

10 こいぬの マーチ カラピアノ 作曲者不明 黒澤吉徳

11 こいぬの マーチ 歌唱＊ 久野静夫 作曲者不明 川崎祥悦

12 こいぬの マーチ カラオケ 作曲者不明 川崎祥悦

権藤はなよ

林　柳波（補作）

14 たなばたさま カラオケ 下総皖一 大橋　恵

15 たなばたさま カラピアノ 下総皖一

16 おしょうがつ 歌唱＊ 東　くめ 滝　廉太郎 小森昭宏

17 おしょうがつ カラオケ 滝　廉太郎 小森昭宏

18 おしょうがつ カラピアノ 滝　廉太郎 飯沼信義

19 うれしい ひなまつり 歌唱＊ サトウ ハチロー 河村光陽 小森昭宏

20 うれしい ひなまつり カラオケ 河村光陽 小森昭宏

21 うれしい ひなまつり カラピアノ 河村光陽

22 きみがよ 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司

23 きみがよ カラオケ 林　広守 若松正司

24 きみがよ カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

13 たなばたさま 歌唱＊ 下総皖一 大橋　恵


