
■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ２年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者

CD１●GES-15546

1 メッセージ 歌唱 杉本竜一 杉本竜一

2 メッセージ カラピアノ１ 杉本竜一

3 メッセージ カラピアノ２ 杉本竜一

4 メッセージ 歌唱＊ 杉本竜一 杉本竜一 杉本竜一

5 メッセージ カラオケ 杉本竜一 杉本竜一

6 小犬の ビンゴ 歌唱＊ 志摩　桂（日本語詞） アメリカの遊び歌 淡海悟郎

7 小犬の ビンゴ カラピアノ アメリカの遊び歌 橋本祥路

8 ロンドンばし 歌唱＊ 高田三九三（日本語詞） イギリスの遊び歌 福田一雄

9 ロンドンばし カラピアノ イギリスの遊び歌 橋本祥路

文部省唱歌 文部省唱歌

林　柳波 下総皖一

文部省唱歌

下総皖一

文部省唱歌 文部省唱歌

林　柳波 下総皖一

文部省唱歌

下総皖一

14 はしの 上で 歌唱 久野静夫（日本語詞） フランス民謡 藤原嘉文

15 はしの 上で カラピアノ フランス民謡 藤原嘉文

編曲者不明

若松正司（オーケストラ編曲）

編曲者不明

若松正司（オーケストラ編曲）

編曲者不明

黒澤吉徳（伴奏編曲）

19 ドレミの うた 歌唱＊ ペギー葉山（日本語詞） リチャード ロジャーズ 小森昭宏

20 ドレミの うた カラオケ リチャード ロジャーズ 小森昭宏

石桁冬樹

信田かずお（オーケストラ編曲）

石桁冬樹

信田かずお（オーケストラ編曲）

23 かっこう 歌唱＊ 小林純一（日本語詞） ドイツ民謡 信田かずお

24 かっこう カラオケ ドイツ民謡 信田かずお

25 かっこう 階名唱 ドイツ民謡 石桁冬樹

26 かっこう 器楽 ドイツ民謡 石桁冬樹

27 かっこう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹

28 かえるの がっしょう 歌唱 岡本敏明（日本語詞） ドイツ民謡 石桁冬樹

29 かえるの がっしょう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹

10 かくれんぼ 歌唱

11 かくれんぼ カラピアノ

12 かくれんぼ 歌唱＊ 川崎祥悦

13 かくれんぼ カラオケ 川崎祥悦

16 たぬきの たいこ 歌唱＊ 阪田寛夫（日本語詞） チェコ民謡

17 たぬきの たいこ カラオケ チェコ民謡

18 たぬきの たいこ カラピアノ チェコ民謡

22 ドレミの うた カラオケ リチャード ロジャーズ

21 ドレミの うた 歌唱＊ ペギー葉山（日本語詞） リチャード ロジャーズ



■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ２年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者

30 かえるの がっしょう 階名唱 ドイツ民謡 石桁冬樹

31 かえるの がっしょう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹

32 かえるの がっしょう 器楽 ドイツ民謡 石桁冬樹

33 かえるの がっしょう カラピアノ ドイツ民謡 石桁冬樹

34 ぷっかり くじら 歌唱＊ 高木あきこ 長谷部匡俊 亀山耕一郎

35 ぷっかり くじら カラオケ 長谷部匡俊 亀山耕一郎

36 ぷっかり くじら 階名唱・器楽 長谷部匡俊

37 ぷっかり くじら カラピアノ 長谷部匡俊

38 虫の こえ 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌 黒澤吉徳

39 虫の こえ カラピアノ 文部省唱歌 黒澤吉徳

40 虫の こえ 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 鹿谷美緖子

41 虫の こえ カラオケ 文部省唱歌 鹿谷美緖子

CD２●GES-15547

1 この 空 とぼう 歌唱・器楽 海野洋司 鹿谷美緖子

2 この 空 とぼう カラピアノ 鹿谷美緖子

3 いるかは ざんぶらこ 歌唱・器楽 東　龍男 若松正司 黒澤吉徳

4 いるかは ざんぶらこ カラピアノ 若松正司 黒澤吉徳

5 いるかは ざんぶらこ 歌唱＊ 東　龍男 若松正司 若松正司

6 いるかは ざんぶらこ カラオケ 若松正司 若松正司

飯沼信義

橋本祥路（伴奏編曲）

飯沼信義

橋本祥路（伴奏編曲）

飯沼信義

三宅一徳（オーケストラ編曲）

飯沼信義

三宅一徳（オーケストラ編曲）

11 かねが なる 歌唱A 勝　承夫（日本語詞） フランス民謡

12 かねが なる 歌唱B 勝　承夫（日本語詞） フランス民謡

13 かねが なる カラピアノ フランス民謡

14 かぼちゃ 歌唱・器楽 桑原ほなみ 黒澤吉徳

15 かぼちゃ カラピアノ 黒澤吉徳

16 かぼちゃ 歌唱＊ 桑原ほなみ 黒澤吉徳 淡海悟郎

17 かぼちゃ カラオケ 黒澤吉徳 淡海悟郎

18 あのね、のねずみは 歌唱 春畑セロリ 春畑セロリ

19 あのね、のねずみは カラピアノ 春畑セロリ

20 夕やけこやけ 歌唱 中村雨紅 草川　信

21 夕やけこやけ カラピアノ 草川　信

22 夕やけこやけ 歌唱＊ 中村雨紅 草川　信 亀山耕一郎

23 夕やけこやけ カラオケ 草川　信 亀山耕一郎

7 山の ポルカ 階名唱・器楽 チェコ民謡

8 山の ポルカ カラオケ チェコ民謡

9 山の ポルカ 歌唱＊ 芙龍明子（日本語詞） チェコ民謡

10 山の ポルカ カラピアノ チェコ民謡



■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ２年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者

24 小ぎつね 歌唱＊ 勝　承夫（日本語詞） ドイツ民謡 三宅一徳

25 小ぎつね カラオケ ドイツ民謡 三宅一徳

26 小ぎつね 階名唱・器楽 ドイツ民謡 飯沼信義

27 小ぎつね カラピアノ ドイツ民謡 飯沼信義

わらべ歌

宗　春夫（採譜）

わらべ歌

宗　春夫（採譜）

30 あんたがた どこさ 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子

31 あんたがた どこさ カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

32 なべ なべ そこぬけ 歌唱 わらべ歌 わらべ歌 鹿谷美緖子

33 なべ なべ そこぬけ カラピアノ わらべ歌 鹿谷美緖子

CD３●GES-15548

1 どこかで 歌唱 石桁冬樹 石桁冬樹

2 どこかで カラピアノ 石桁冬樹

3 こぐまの 二月 器楽 市川都志春

4 こぐまの 二月 階名唱 市川都志春

5 こぐまの 二月 カラピアノ 市川都志春

6 こぐまの 二月 歌唱＊ 平井多美子 市川都志春 加賀清孝

7 こぐまの 二月 カラオケ 市川都志春 加賀清孝

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 文部省唱歌

高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

12 夕日 歌唱＊ 葛原しげる 室崎琴月 小森昭宏

13 夕日 カラオケ 室崎琴月 小森昭宏

14 夕日 カラピアノ 室崎琴月 加賀清孝

15 とんぼの めがね 歌唱＊ 額賀誠志 平井康三郎 橋本祥路

16 とんぼの めがね カラオケ 平井康三郎 橋本祥路

17 とんぼの めがね カラピアノ 平井康三郎

18 シャボン玉 歌唱＊ 野口雨情 中山晋平 橋本祥路

19 シャボン玉 カラオケ 中山晋平 橋本祥路

20 シャボン玉 カラピアノ 中山晋平 八村義夫

21 あの 青い 空のように 歌唱 丹羽譲次 丹羽譲次 明石潤祐

22 あの 青い 空のように カラピアノ 丹羽譲次 明石潤祐

23 はるの まきば 歌唱 阪田寛夫 市川都志春

24 はるの まきば カラピアノ 市川都志春

28 ずいずい ずっころばし 歌唱 わらべ歌 佐井孝彰

29 ずいずい ずっころばし カラピアノ 佐井孝彰

歌唱

はるが きた カラピアノ

はるが きた 歌唱＊ 黒澤吉徳

はるが きた カラオケ 黒澤吉徳

8

9

10

11

はるが きた



■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ２年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者

25 海と　おひさま 歌唱 高木あきこ 橋本祥路

26 海と　おひさま カラピアノ 橋本祥路

27 手のひらを たいように 歌唱 やなせ たかし いずみ たく

28 手のひらを たいように カラピアノ いずみ たく

29 どらやきバウンド 歌唱 桑原永江 森山至貴

30 どらやきバウンド カラピアノ 森山至貴

31 ドレミで あそぼ 歌唱・器楽 花岡　恵 橋本祥路

32 ドレミで あそぼ カラピアノ 橋本祥路

岡部栄彦

黒澤吉徳（伴奏編曲）

34 アイアイ カラピアノ 宇野誠一郎 黒澤吉徳（伴奏編曲）

35 きみがよ 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司

36 きみがよ カラオケ 林　広守 若松正司

37 きみがよ カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

歌唱・器楽 相田裕美 宇野誠一郎33 アイアイ


