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小学生のための古典DVD
各巻約30分 15  
全2巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻20,000円（本体）＋税
　　 全2巻40,000円（本体）＋税

語国

監修●菅野雅雄（文学博士／古事記学会理事／国学院大学院友学術振興会会長）
◆「学習指導要領の古典に関する指導の充実」に対応
◆百人一首全首を網羅
◆言葉の響きを感じることができる、きれいな日本語の読み上げを収録
◆ランダム再生や、クイズで暗唱のサポートに
◆イメージを広げる資料と、わかりやすい解説付き
◎本教材のポイント
①百人一首全ての和歌を網羅した提示型指導用教材です。
②百人一首は、和歌番号順、歌い出し50音順（上の句、下の句別）、作者名50音順で選択が可能です。
③和歌ごとに、独立ページになっており、解説、朗読、資料で構成されています。
④本文朗読のランダム再生や、かるたクイズ機能も搭載。児童の関心・意欲を喚起し、暗唱学習のサポートとして活用できます。
⑤拡大、縮小、ペンツールなどの書き込み機能で効果的な指導が行えます。

提示型デジタル教材
デジタル百人一首

DVD-ROM 1枚／取扱説明書 1部 15  
価格：25,000円（本体）＋税
動作環境OS：Win Vista、7、8、8.1、10
※学校内ライセンスフリー

日本語の響きを感じ取れるきれいな朗読音声を収録
朗読箇所は、テロップ色変更アニメーションで表示

情景映像や、作者資料などで、百人一首をより深く学ぶことができます

情景映像や、作者資料などで、百人一首をより深く学ぶことができます

ハカセが上の句を読み、下の句を選択肢の中から選びます。授業の
導入やまとめなどでも活用できます。

本文朗読のランダム再生＆画面いっぱいに文字が表示されます。暗
唱学習のサポートや、百人一首大会でも使用できます。

現代語訳

かるたクイズ

本文朗読 かるたクイズ

朗読（ランダム再生）

子ども落語集
寿限無・化物使い

CD：2枚組、全5話
価格：2,857円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-35291～2

	 1	 寿限無（じゅげむ）	〈16:27〉	※柳家	喬之助
	 2	 転失気（てんしき）	〈13:47〉	※三代目	三遊亭	金馬
	 3	 化物使い（ばけものつかい）	〈21:02〉	※五代目	古今亭	志ん生
	 4	 そば清（そばせい）	〈27:25〉	※十代目	金原亭	馬生
	 5	 死神（しにがみ）	〈29:43〉	※五代目	古今亭	今輔

子ども落語集
時そば・まんじゅうこわい

CD：2枚組、全5話
価格：2,857円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-35614～5

	 1	 時そば（ときそば）	〈16:37〉	※柳家	三之助
	 2	 真田小僧（さなだごぞう）	〈19:59〉	※三代目	三遊亭	金馬
	 3	 まんじゅうこわい	〈14:31〉	※五代目	古今亭	志ん生
	 4	 狸（たぬき）	〈23:40〉	※五代目	柳家	小さん
	 5	 子はかすがい（こはかすがい）	〈22:23〉	※六代目	三遊亭	圓生

子ども落語集
初天神・かえんだいこ

CD：2枚組、全5話
価格：2,857円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-36632～3

	 1	 初天神（はつてんじん）	〈19:57〉	※柳家	一琴
	 2	 あくび指南（あくびしなん）	〈15:09〉	※十代目	金原亭	馬生
	 3	 たがや	〈18:22〉	※三代目三遊亭	金馬
	 4	 かえんだいこ	〈25:24〉	※五代目	古今亭	志ん生
	 5	 青菜（あおな）	〈24:45〉	※五代目	柳家	小さん

子ども落語集
めぐろのさんま・牛ほめ

CD：2枚組、全5話
価格：2,857円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-37186～7

	 1	 牛ほめ（うしほめ）	〈16:22〉	※五代目	柳家	小せん
	 2	 茶の湯（ちゃのゆ）	〈25:15〉	※三代目三遊亭	金馬
	 3	 強情灸（ごうじょうきゅう )	〈15:15)	※五代目古今亭	志ん生
	 4	 めぐろのさんま	〈30:59〉	※十代目	金原亭	馬生
	 5	 佐々木政談（ささきせいだん）	〈29:12〉	※六代目	三遊亭	圓生

CORE-303

●竹取物語
●平家物語
●伊曽保物語
●春暁
●論語より「子曰く・・・」3作品

●おくの細道
●枕草子
●徒然草
●春夜
●静夜思
●百聞不如一見

監修●大熊徹（東京学芸大学名誉教授）　菅野雅雄（文学博士／古事記学会理事／国学院大学院友学術振興会会長）
◆平成27年度改訂教科書に合わせて映像化
◆新規撮影による最新映像で構成
◆「学習指導要領の古典に関する指導の充実」に対応
◆教科書に掲載されている作品を多数収録
◆	きれいで正しい発音の日本語を聞きながら、子どもが一緒に朗読できる
◎本教材のポイント
①5、6年生の教科書に出展されている古典作品を多数収録
②きれいな発音で、本文を朗読しています
③興味を持てるストーリー展開で構成しています
④ストーリー進行役が、大意を解説します
⑤	映像を見ながら子どもが一緒に朗読できるようにテロップを挿入しています
⑥	情景映像や、資料映像を挿入し、作品の背景がよりわかりやすくなるように工夫しています

竹取物語 平家物語 伊曽保物語 1 COBE-6647 おくの細道 枕草子 徒然草2 COBE-6648

http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像
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監修●池野範男（広島大学大学院教授）　的場正美	（名古屋大学名誉教授）　安野　功（國學院大學教授）
◆平成27年度使用教科書に合わせて映像化
◆新刊は新規撮影による最新映像をもとに構成
◆食料問題、自然災害など現代の話題を教科内容と関連して学べる
◎本教材のポイント
①「よりよい社会をめざして、人や社会と関わり行動する子どもを育てる」方針に沿った、具体的な映像を提示します。
②学年ごとに、問題提起から問題解決へつながっていくようなテーマをもとに、視聴後に子どもたちの探究が継続していけるような構成にしました。
③	シリーズ全体では、食料生産や自然災害に直接かかわる内容の他に、経済、情報化、環境などの要素を各巻の内容に取り入れ、小学校社会科全般
の学習につながる教材を目指しています。

小学校社会DVDシリーズ
各巻20～30分 15  
全11巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻15,000円（本体）＋税
　　 全11巻165,000円（本体）＋税

日本全国47都道府県の日本一を調べながら、県の形や日本列島のな
かの位置がわかるようにしました。
1.	日本列島からの47	都道府県の形がわかるようにします
2.	隣接する県との位置関係がわかるようにします
3.	その県にある日本一を紹介し、県の名称を印象づけます
4.	特産品、名産品、文化財などを各県ごとに紹介します

学習指導要領に新たに加わった、情報化した社会の様子と国民生活と
情報化した社会の様子と国民生活との関わりを、「情報を伝える」、「情
報化社会を生きる」の２つの項目として構成します。目に見えない情報
を具体的に見せることをテーマに映像化しました。
1.	情報を伝える
①	どのようにして、情報を手に入れているのか
②	インターネットによる情報は、どのようにつくられているのか
③	情報は、わたしたちのくらしにどのように関わっているのか
2.	情報化社会を生きる
①	身のまわりの情報を、どのように活用しているのか
②	情報は、わたしたちのくらしにどのように役だっているのか
③	情報をどのように使っていくとよいのか

新しい制度の「裁判員制度」に焦点をあて、三権相互の関連等も説明。
福祉社会への取り組みや、地域の人たちや高齢者が幸せに暮らせるた
めの方策などで構成しました。
1.	国民が裁判に参加できる裁判員制度
①	裁判のしくみ　
②	国民の参加とその理由　
③	裁判員制度
2.	高齢者にやさしい政治
①	高齢者のための福祉にはどんなものがあるか
②	願いの実現のしかた
③	地域の取り組み

情報が見えますか？ つかめますか？ COBE-66533

わかる、見える裁判員制度と福祉 COBE-66544

はやわかり47都道府県の日本一 
②西日本編 ～近畿地方から沖縄～

COBE-66522

はやわかり47都道府県の日本一 
①東日本編 ～北海道から中部地方～ 

COBE-6651 1

会社子ども落語集
どうぐや・大岡さばき

CD：1枚、全3話
価格：2,000円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-37818

	 1	 どうぐや	〈23:46〉	※三笑亭	夢吉
	 2	 大岡さばき（おおおかさばき）	〈21:59〉	※金原亭	馬吉
	 3	 千両みかん（せんりょうみかん）	〈18:07〉	※十代目	金原亭	馬生

子ども落語集
ちりとてちん・たのきゅう

CD：1枚、全4話
価格：2,000円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-38405

	 1	 ちりとてちん	〈23:08〉	※桂	宮治
	 2	 たのきゅう	〈17:09〉	※三遊亭	天どん
	 3	 水屋の富（みずやのとみ）	〈15:25〉	※五代目古今亭	志ん生
	 4	 雛壺（ひなつぼ）	〈20:20〉	※三代目三遊亭	金馬

親子できこう 子ども落語集
ねどこ・いちがんこく

CD：1枚、全4話
価格：2,000円（本体）＋税

◆落語を聴くことで「話を聴く力・理解力」が伸びると言われています。
◆全演目にわかりやすい落語［お話］文章が付いています。※ルビ付き
◆お話文の難しい言葉には、説明文がついています。

COCJ-38965

	 1	 道灌　〈19分28秒〉※桂宮治
	 2	 一眼国　〈19分49秒〉※蜃気楼龍玉
	 3	 無精床　〈14分04秒〉※五代目	古今亭志ん生
	 4	 寝床　〈19分50秒〉※三代目	三遊亭金馬

わたしたちと社会のかかわり
3 年 生・4 年 生

5 年 生

6 年 生

http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像
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企画協力●啓林館
監修●金子丈夫（筑波大学講師・元筑波大附属中学校副校長）
理解を深め、科学的な考えをもてるようになる、興味いっぱいの楽しい授業を演出します。
「生命」「地球」の分野に焦点化しています。
該当タイトルの単元の流れとまとめを中心とする本編映像とショートクリップの資料映像を組み合わせた構成です。
ショートクリップの資料映像は、本編に関連する内容、発展的な内容の映像です。資料映像は、単元指導の途中で補足説明的に使えます。
チャプターで見せたい部分から見せることができ、授業でのいろいろな使い方に対応できます。

植物や動物は、どのようなすがたをしているのでしょうか。身のまわ
りの場所でいろいろな植物や動物の色、形、大きさ、全体のすがたを
観察して記録し、考えていきます。そして、生き物にはそれぞれのす
がたがあり、植物も適したところにいることを理解します。

モンシロチョウの卵→幼虫→さなぎ→成虫までの育ち方の映像を通し
て、昆虫の育ち方の順序を理解します。また、モンシロチョウの卵か
らかえった様子や幼虫の飼い方などもあわせて紹介します。

ショウリョウバッ夕、カブトムシ、アキアカネを取り上げ、頭、胸、腹
の3つの部分から成り立つ体のつくりを理解します。また、それぞれ
の昆虫の飼い方、育ち方やすみかについても紹介します。さらに進ん
だ内容として、擬態の例も紹介しています。

時間による太陽の影の変化を映像でとらえることで、太陽の動きと影
の向きや動きとの関係を理解します。さらに、日なたと日かげの違い
を温度計を使って調べる様子についても紹介します。	

彦星、織姫星やデネブ、アンタレスの観察を通して、星の明るさや色
には違いがあることを理解します。また、星座の探し方として、星座
早見を使って探すことも紹介しています。発展的な内容として望遠鏡
で見た木星と土星の様子もあり、天体に対する興味関心を高めます。

半月と満月の動きを時間を追って観察し、それを時間を縮めて再度確
認します。その結果、月の位置が時間の経過に伴って変化することを
理解します。また、発展的な学習として、月の表面の状態、望遠鏡を使っ
た観察について理解します。

オリオン座を時間を追って観察することで、星座は並び方を変えずに、
位置を変えていることを理解します。星座に関する神話、北極星の見
つけ方なども見て、天体に対する興昧関心を高めます。

春、夏、秋、冬の四季の変化とともに、定点で観察した生き物の様子を
１年間を通して見ていきます。気温が上がるにつれて植物は大きく成長
し、動物は活動が活発になることや、気温が下がった時の様子が容易に
比較できて、季節と生き物の関係の理解がより深まります。

ヒト、イヌ、チンパンジーなどの骨格を比較しながら、ヒトの体を骨
格がささえていることを理解します。また、体にさわったりしながら
体の曲げられるところを調べ、それがどこにどれだけあるかを探し、
体の動きにつなげて理解します。

ヒト、イヌ、チンパンジー、ウサギ、ハトなどの実際の運動とほね、
関節の様子の映像を通して、ヒトや他の動物は筋肉がちぢんだり、ゆ
るんだりすることで関節のところでほねを動かしていることを理解し
ます。またヒトや他の動物が筋肉を動かす、その動きも確認します。

小学校理科 DVD
各巻20～25分 15  
全26巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻15,000円（本体）＋税
　　 全26巻390,000円（本体）＋税

科理

【地球】星の動き
～季節による星のちがい、星のならび方～

COBE-66273

【生命】ヒトの体のつくり
～ほねときん肉、曲げられるところ、関節～

COBE-66295

【生命】ヒトの体がうごくしくみ
～ほねときん肉のはたら～

COBE-66306

私たちの主食“ごはん”は稲作という大変な農業の過程の成果だという
ことを学びます。米は、どこでどうやって作られて、どんな経路を通っ
て自分たちの食卓に上るのか、産地の人たちの話も聞きながら、流通
経路を含めて説明します。

日本では土地や気候などの地域特性に合わせた農業が行われているこ
とを知り、日々の食事につなげていきます。寒く広大な北海道の畜産、
夏の冷涼なキャベツの栽培など、それぞれの地域特性を説明しつつ、
いかに適した農業が行われているかを紹介していきます。

わたしたちが色々な種類の魚を食べられるのは、それぞれに適した方
法と場所で漁や養殖をおこなっているおかげということを学びます。
魚の種類ごとに主な水揚げ港と各種の漁法を紹介し、他にも育てる漁
業と言われる養殖業の事例を見ていきます。

食料生産の課題を解決する方法は色々な方向から模索されていること
を学びます。天候に左右されないよう品種改良を行ったり、就農者支
援で労働力を確保したり、安い外国産の農作物に対抗して地域の産物
のブランド化を行ったりしています。

「日本ではどんな自然災害が起こりやすいのか、起こってきたのか」を
テーマにして、日本の地形や気候の特色、海洋に囲まれた日本の国土
の特色を背景に解説していきます。地震や津波・台風だけなく、近年
の異常気象（ゲリラ豪雨、竜巻など）も含めて幅広く映像で紹介。

自然災害の中で暮らしてきた日本人の生活の知恵や工夫もふり
返りながら、生活者に着目して、災害の中でどんな工夫をしているか
を学びます。ただ防ぐだけでなく、災害を受けながらも生活をつづけ
ていくたくましさにもふれます。

大きな災害になる地震に対しての備え (事前の準備、知っておくべ
き知識 )を学び、子どもたちの生きる力を高めることを目指します。
また、自助、共助、公助の内容をよく理解し、自分でできることは
何かを考えて行動すること、助け合うことの大切さを学んでいきま
す。

日本によく起こる自然災害 COBE-66591

自然災害と人々のくらし COBE-66602

大災害の備えとわたしたちの行動 COBE-66613

米作りとその工夫 
～さかんな地域と生産アップの工夫～

COBE-6655 1

生活と水産業 
～とる漁業、育てる漁業～

COBE-6657 3

食料生産のかだい 
～食料輸入、工夫と改善～

COBE-6658 4

生活と野菜作り・くだもの作り・畜産業 
～さかんな地域と土地の利用～

COBE-6656 2

食べ物はどこからくるの？
わたしたちの生活と食料生産 

自然災害とわたしたちの生活
～自然災害と「国土と環境」のかかわり～

5 年 生 5 年 生

3 年 生 4 年 生

【生命】チョウを育てよう
～モンシロチョウの育ち～ 

COBE-66222

【生命】身近な生き物のかんさつ  
～植物や動物のようすを調べよう～ 

COBE-66211 【地球】夜空の星  
～夏の夜空、星の明るさと色～ 

COBE-66251

【地球】月の動き  
～月の形、見え方、動き～ 

COBE-66262

【生命】季節と生き物  
～1年間の生き物の変化～ 

COBE-66284

【生命】こん虫のかんさつ
～からだ・育ち・すみかとくらし～

COBE-66233

【地球】かげのでき方と太陽の光
～かげのでき方と太陽、日なたと日かげの地面～

COBE-66244

http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像
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メダカのオスとメスの体の違いや水槽での飼い方を紹介し、産みつ
けられた卵の内部の変化を継続して観察することで、子メダカにな
るまでの成長の様子を映像で理解します。水のなかの小さないきも
のとして、えさとなるミジンコなども紹介します。

ヒトが母体内でへその緒を通して養分をもらいながら成長している様
子など、直接観察が難しいものを紹介します。受精後4週め、8週め、
24週め、32週めの様子と実際に超音波を利用した映像とで、月日
による変化の過程を理解できます。

身近な植物としてアブラナとヘチマを例にとり、花のつくりを比較
します。ヘチマの受粉の様子、結実の様子などの映像を通して、受
粉と結実の関係を理解できます。また、果実を確実に実らせるため
の人工受粉の様子なども紹介します。

特に、夏から秋の台風の接近による天気の変化や台風の動きを時間
を追って観察することで、台風の特徴を理解します。また、台風を
例として気象災害からくらしを守るために、注意報や警報などの情
報の読み取り方、日ごろの備え、被害やその対策も紹介します。

雲の量や動きなどを観察すると、天気がどのように変化していくの
かがわかることを理解します。また、雲はできる高さと形により種
類があり、天気に関係することにも注目します。広いはんいの雲の
様子と気象情報を組み合わせて、天気の変化を予想できることを理
解します。

水の速さや量を制御した流水実験や雨水の流れ、実際の川の様子を
調べることで、流れる水には、地面を削ったり、石や土などを流し
たり積もらせたりする働きがあることを理解します。

雨による川の水の量の変化や流れの速さの変化によって、土地の様
子が大きく変化することを、いろいろな土地の映像を通して理解し
ます。さらに、川の上流・中流・下流の流れや石の様子の違いや洪
水からくらしを守る工夫なども紹介します。

映像、アニメーション、CGを通して、食べ物が口から胃、腸へと移
動する間に消化、吸収される仕組みについて理解します。レントゲ
ンで見た胃・小腸の様子についても紹介します。

石灰水を使った実験や気体検知管を使った実験を通して、ヒトが体
内に酸素を取り入れ、二酸化炭素や水分を体外に出す、呼吸の仕組
みと働きについて理解します。また、魚は、肺ではなく、えらで呼
吸をしていることも紹介します。

アニメーション、CGや実験の映像を通して、血液が心臓の働きによ
り体内を循環し、酸素、二酸化炭素、養分などを運んでいることを
理解します。また、胃、小腸、大腸、心臓、肺、肝臓、腎臓などの
働きをふり返り、それぞれが他の臓器とつながり合って私たちの生
命を支えていることを確認します。

植物の葉にできるでんぷんと、空気、日光との関係を葉をアルミニ
ウム箔でおおった比較対照実験で理解します。また、植物の茎及び
葉には、水の通り道があり、根から吸い上げられた水は主に葉から
蒸散していることまで知ります。

月がかがやいて見えたり、新月から三日月、半月、満月そして新月
へと、月の形が変わって見えるのは、太陽が関係していることを理
解します。月の動きを説明し、太陽がいつも月のかがやいて見える
側にあることから、月の形が変わることも月と太陽の位置によるこ
とを知ります。

太陽はみずから強い光を出してかがやいていること、月はみずから
光を出していないことを対比して理解します。また、月と太陽の実
際の大きさと距離を実感できるように解説します。月面の映像で月
に対する興味をさらに深めます。

さまざまな崖の様子やその中に含まれる物を観察や実験を通して調べ
ることで、土地が、礫、砂、どろなどからできていること、幾重にも
層状になって地層を作っているものがあることを理解します。さらに、
流水実験や化石の観察から、地層のでき方も追究します。

崖や切り通しの様子やしま模様に含まれる物を観察を通して調べるこ
とで、地層は流れる水のはたらきによってできたものと火山灰が積
もってできたものがあることを理解します。さらに、水底に積もった
地層が押し上げられた証拠についても解説します。

地震による地割れ、断層、崖崩れの様子や、激しい噴火の様子、溶
岩などの観察を通して土地が変化することを理解します。また、地
震による災害や火山の噴火による災害も紹介しながら、噴火への備
え、火山がくらしにもたらすめぐみにもふれていきます。

【地球】雲の動きと天気の変化
～雲の種類と天気、天気の予想～ 

COBE-66355

【地球】流れる水のはたらき
～流れる水と地面～ 

COBE-66366

【地球】川の流れとそのはたらき
～川の流れと地形、川とくらし～ 

COBE-66377
【地球】大地のつくり   
～土地をつくっているもの、地層のでき方～ 

COBE-66447

【地球】大地のつくりと地層
～岩石、化石・火山灰をふくむ地層～ 

COBE-66458

【地球】大地の変化
～地震や火山活動のえいきょう～ 

COBE-66469

福島原発事故以降、放射線についての疑問や知識不足に不安を感じ
ている指導者の方は多いと思われます。しかし、具体的に知識を短時
間に身につけられる教材は見あたりません。さらに、放射線の話題を
めぐる状況も、いままでとは変わってきています。科学的な視点から、
今後知っておくべきことも含めて、小学生でも理解できるように、放
射線に関連する知識を提供していきます。
収録内容
●教えて！放射線ってどんなもの？
●教えて！放射線はどこにあるの？
●教えて！放射線の単位
●教えて！自然から受ける放射線の量
●教えて！放射線のはたらきと利用
●教えて！放射線は見えるの？
●教えて！放射線は探せるの？
●教えて！放射線から身を守るには？

３年では、風やゴムのはらたきで動くものの制作、磁石の性質、光の
当て方と明るさ、暖かさを通してエネルギーの見方を学習しています。
６年では「電気の利用」で発電・蓄電、電気の光、音、熱などへの変換、
電流による発熱などエネルギーの変換と保存を学習します。さらに、
中学校では様々なエネルギーとその変換、エネルギー資源（放射線を
含む）を学ぶんでいきます。いろいろなエネルギー資源をさがして、
環境を守り、環境にやさしいエネルギーを作ることに努力をしている
ことを知ります。今学んでいることが、未来の科学技術につながって
いることを感じられる構成です。
収録内容
●エネルギーってどんなもの？
●電気はどのように作られているの？
●これからのエネルギー資源⑴　太陽光
●これからのエネルギー資源⑵　風力
●これからのエネルギー資源⑶　バイオマス
●これからのエネルギー資源⑷　地熱・蒸気
●これからのエネルギー資源⑸　新発見の資源

教えて！ 放射線ってなあに COBE-63601 自然エネルギーをさがそう！ COBE-63612

小学校自然と科学シリーズ
～身近な話題を科学の目で見てみよう！～

各巻約20分～25分 12  
価格：各巻15,000円（本体）＋税
　　 全2巻30,000円（本体）＋税

身近な生活に関係すること、よく耳にすることなどを科学的な視点をもとに映像化しています。理科などの教科の学習への興味・関心が高められます。
自然科学に関する広がりのあるテーマを取り上げています。総合的な学習の時間、保護者会での視聴など、幅広く利用できます。
子どもたちにこれからの社会での課題を意識させて、学習するきっかけや学習を深めることにつなげていけます。

6 年 生

【生命】ヒトや動物の体（1）   
～食べ物の消化と吸収、肝臓のはたらき～ 

COBE-6638 1

【生命】ヒトや動物の体（2）   
～呼吸のはたらきと肺のしくみ～ 

COBE-66392

【生命】ヒトや動物の体（3）   
～心臓と血液、生命をささえるしくみ～ 

COBE-66403

【地球】月の形の見え方   
～月の見え方の変化と太陽～ 

COBE-66425

【地球】月と太陽の表面   
～表面の様子、月食・日食のしくみ～ 

COBE-66436

【生命】植物のつくりとはたらき   
～植物と空気・水・日光の関係～ 

COBE-66414

5 年 生

【生命】花から実へ
～花のつくりと役わり、実のでき方～ 

COBE-66333

【生命】メダカのたんじょう 
～メダカのたまごの育ち、水中の小さな生物～ 

COBE-66311

【生命】ヒトのたんじょう
～体内でのヒトの育ち、動物のたんじょう～ 

COBE-66322

【地球】台風と天気の変化
～台風の動き、気象情報～ 

COBE-66344
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監修●田中博之（早稲田大学教職大学院教授）
授業の流れの中で、児童の発言や気づきを促し先生の発問を補佐する写真・音声・動画等の学習素材を、大きな画面で操作したりやり取りしながら
見ていきます。「はなしをしようつたえよう」での読み上げ機能で、伝え方を向上させ、「あんしん	あんぜん」で防災についての意識も高めます。

せいかつ提示用デジタル教材
ふかめよう！やってみよう！～たんけん、はっぴょう、おりがみ、あんぜん～

CD-ROM 1枚／取扱説明書 1部
価格：20,000円（本体）＋税
動作環境OS：Win Vista、7、8、8.1、10
※学校内ライセンスフリー

●町たんけんの計画／準備段階に、交通安全や危険な場所、注意点
　等を学び確認します。
●バスや電車の乗り方と利用する際のマナーや気をつける点を学
　びます。

●イラストを並べて文章をつくることで、話をするとき「伝える」基本
　を学びます。文章の読み上げ機能がついており、具体的に話し方、
　伝え方を習得できます。

●折り紙の折り方を、アニメーションで説明。ひこうき、ツル、カブト、
　せみ、ぶた、ふうせん	など。

●家の人の仕事に関心をもち、家事への参加、助け合いと感謝
　の気持ちを喚起します。部屋を俯瞰で見たメニューマップから、
　家の仕事に関連する素材とお手伝いをする様子が表示されます。

●震災以降の防災、安全について自分たちと同じ年頃の子どもたちの
様子を見ながら、安全用語を定着していきます。

●危険防止「いかのおすし」、防災避難時「おかしも」

活 科生

企画協力●啓林館
監修●田中博之（早稲田大学教職大学院教授）
実際に活動前の事前指導のしにくい要素を映像化しています。子どもたちがやってみたいという気持ちを喚起する映像教材です。取り上げているの
は、作物・生き物などの栽培と飼育。町たんけんでのあいさつ、訪問時の決まり事、乗りものの利用のし方、栽培した作物を調理して食べるなどです。
また、自作した道具でのあそびやむかしからあるあそびも紹介します。

小学校せいかつ DVDシリーズ
各巻約15分～20分
全5巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻15,000円（本体）＋税
　　 全5巻75,000円（本体）＋税

町たんけんから町の様子を調べてきたり、それを発表するまでを行い
ます。インタビューのマナー、決まりも映像で紹介します。公共施設（図
書館）で見つけたことや気づいたことを発表したりする場面も収録。
乗りものの利用のし方についても紹介します。

サツマイモの苗植え、観察、いもほり、	サツマイモを使った料理の方
法などを見ることができます。四季の変化にあわせたいきものの様子
の観察、飼い方の工夫、小動物とふれあう場合の注意についても解
説します。

身の回りの自然のものを利用して作るおもちゃとその遊び方、楽しみ
方を紹介します。また、道具の安全な使い方も理解します。（いろい
ろなものを利用したコマの作り方・遊び方 /けんだまを作ろう/竹の
水てっぽうを作ろう、ゴムでっぽうを作ろう	他）

伝承遊びの遊び方、楽しみ方を紹介します。なげごま、けんだま、お
てだまなどを紹介します。道具を使う遊びでは、それぞれのめいじん
が子どもたちにワザを披露したり、子どもたちがコツを教わってワザ
に挑戦をしたりします。

家でのくらしのなかで家族と自分のいろいろな行動を映像で比較し見
ていきます。自分の成長を振り返り、家での仕事をおこなう様子とで
きること、できるようになったことを紹介します。

あそびめいじん（1）
～つくってあそぼう～ 

COBE-66933

あそびめいじん（2）
～むかしからのあそびをたいけんしよう～ 

COBE-66944

学習指導要領の調理に関心をもち、必要な材料の分量や手順を考えて、
調理計画を立てること。および、材料の洗い方、切り方、味の付け方、
盛り付け、配膳および後片付けが適切にできること、に対応した映像
教材です。

ボタンつけや基本の手ぬい（なみぬい、返しぬい）の手もとの映像を収
録しています。手ぬいのよさを理解してもらうための作品例、児童に
も手軽に作れるマスコットの製作なども収録しています。

学習指導要領の衣服の着用と手入れについて、ボタン付けや洗たくが
できること。布を用いて製作する物を考え、形などを工夫し、	製作計
画を立てること。手ぬいや、ミシンを用いた直線ぬいにより目的に応
じたぬいかたを考えて製作し、活用できること。製作に必要な用具の
安全な取り扱いができること、に対応した映像教材です。

学習指導要領の家庭生活と家族において自分の成長を自覚することを
通して、家庭生活と家族の大切さに気付くこと。家庭生活と仕事につ
いて、家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かり、
自分の分担する仕事ができること。生活時間の有効な使い方を工夫し、
家族に協力すること、に対応した映像教材です。

ちょっとしたあいさつ、声かけなどから地域の人々と気持ちよくくら
せることに気付かせます。さらに地域の行事などに自分達が支えられ
ていることを理解させます。

学習指導要領の住まい方に関心をもって、整理・整とんや清掃の仕
方が分かり工夫できること。季節の変化に合わせた生活の大切さが
分かり、快適な住まい方を工夫できること。「快適な衣服と住まい」
については、主として暑さ・寒さ、通風・換気および採光を取り上
げること、に対応した映像教材です。

楽しい食事では、日常の食生活に伝わってきた伝統食やごはんとみ
そ汁が日本人の食生活に欠かせないわけを知ることができます。ご
はん・みそ汁の実際の調理がどうしたら適切にできるかを理解でき
るようにします。栄養を考えた食事では、学習指導要領の「体に必要
な栄養の種類と働き（五大栄養素）」に対応し、体に必要な栄養の種類
や食品に含まれる栄養の特徴、食品の組み合わせが栄養のバランス
をとることに気づかせ、献立づくりに役立つようにします。

監修●岡	陽子（元文部科学省教科調査官）　池崎	喜美恵（東京学芸大学教授）
日常生活に必要な基礎的・基本的な知識と技能を身につけることを主眼に映像化しています。いずれも映像でわかりやすく解説することで、効果的な
指導を実現できます。

小学校家庭科
ステップアップ DVDシリーズ

各巻約15～25分 11  
全7巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻12,000円（本体）＋税
　　 全7巻84,000円（本体）＋税

庭 科家

はなしをしよう つたえよう

つくってあそぼう おりがみ

めざせたんけんめいじん できるよ いえのしごと

あんしん あんぜん

CORE-101

そだててもっとたのしもう COBE-66922

もっと知りたい町のこと 1 COBE-6691

できるようになりたいな5 COBE-6695

手ぬい! からはじまる衣服の手入れ COBE-58002

ミシンのはたらきとミシンぬい COBE-58013

生活時間のくふう COBE-58024

切り方からはじまる調理の基礎 1 COBE-5799 地域の人々とのつながり5 COBE-5803

これからの快適な住まい6 COBE-5804

楽しい食事と栄養のはたらき7 COBE-5805

http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像

http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像
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小学校体育・保健DVDシリーズ
各巻約20分～30分 15  
全10巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻15,000円（本体）＋税
　　 全10巻150,000円（本体）＋税

監修●渡邉正樹（東京学芸大学教授）　水島宏一（東京学芸大学准教授）　村田芳子（筑波大学大学院教授）
好評の保健分野を中心にシリーズを構成。近年、夏になると話題になる「熱中症」と、自然災害に対する備えと安全な行動について学べる「地震・
津波」の巻を追加しました。
体育分野では、「リズムダンス」を追加。中学校のダンス必修化をうけて、ロック、サンバだけでなくヒップホップについても収録しています。
「育ちゆくわたしたちの体」「心の健康」「犯罪被害の防止」「たばこ・アルコール・薬物乱用の害」の巻は、今の子どもたちを取り巻く環境、発育等に
合わせて新規映像で内容を刷新しました。

けんこうでいると、どんなよいことがあるのでしょうか。また、どうす
れば毎日をけんこうにすごすことができるのでしょうか。朝起きてから、
みじたくや洗顔、食事、はみがき、トイレ、運動、おやつ、おふろ、
家族との時間、すいみんなど1日の生活をふりかえることで、けんこ
うのためには、どう生活したらよいかを気づかせます。	

近年の子どもたちの生活習慣の変化、身体の発達状態を考慮に入れ
て、思春期の体の変化をわかりやすく映像化しています。どんな変
化が起こるのかを理解させるとともに、成長には個人差があること
を強調します。

不安が引き起こす体の変化、体調不良時の心の状態、神経のメカニ
ズム、元気な生活を送るための留意点などを解説。「心」と「体」のか
かわりをわかりやすく映像で表現しています。悩みが引き起こす心
の葛藤と体調不良、悩みの解決などの内容で、「悩み」「不安」への対
処も紹介します。

子どもたちの日常生活の中では、犯罪などの危険から自分をどうやっ
て守るかが、今緊急かつ重要事項としてあげられています。データ
や実例にもとづいた解説や普段からの心構えや、どうやって自分を
守るのか？などを解説しています。

地震や津波など自然災害はいつ、どこで発生するかわかりません。
日ごろのそなえ、地域や家庭ではどんな対策を行っているのか、また、
発生時にどのような安全な行動を取るべきかを考え、自然災害に備
えることを目的とします。

近年、夏になると観測記録を更新する猛暑が続き、熱中症で救急搬
送されるニュースをよく聞きます。特に、子どもやお年寄りは死に
至るケースも見られます。熱中症の予防と対策を学び、夏の安全な
過ごし方を学ぶことを目的とし、熱中症についての認識を再度深め
る内容です。

病気は早く治すことも大切ですが、病気にならないように心がける
ことが最も大切です。いろいろな病気のなかで、インフルエンザと
食中毒がどのようにして起こるのかや、予防のしかたを学びます。
食中毒が夏になぜ多く発生するのか、冬にもウィルスが原因の食中
毒が発生することなどを、取り扱っています。

たばこ・アルコールは薬物などの依存症の入り口。たばことアルコー
ルの害を最新データにもとづきわかりやすく解説しています。また、
身のまわりにも、危険ドラッグをはじめ、薬物乱用の甘いワナや誘
惑が広がっています。人からすすめられた時にきちんと断れる心構
え、薬物乱用を強く拒否する意思を養成します。

マット運動は基本的な回転技や倒立技について、鉄棒運動では、基本
的な上がり技や支持回転技、跳び箱運動では、基本的な支持跳び越し
技が安定してできるようにします。マルチアングルの映像により、踏
み切り方、回転のし方、飛び越し方などを多角的に指導できます。

中学校のダンス必修化を受けて、ロックやサンバ、ヒップホップのリ
ズムのとり方をできるようになること。さらに動きに変化をつけたり、
仲間とかかわっておどることができるようになることを目的とします。

マルチアングルでわかる器械運動 COBE-66799

育ちゆくわたしたちの体！ COBE-66722

けんこうってなんだろう
～こころと体にきいてみる“けんこう”さがし～ 

COBE-6671 1

心の健康
～心と体のつながり、不安や悩みをふきとばそう～ 

COBE-6673 3

犯罪被害の防止
～身のまわりの危険から自分を守ろう～ 

COBE-6674 4

地震、津波から身を守れ！
～日ごろのそなえと安全な行動～ 

COBE-6675 5

日ざし、暑さに気をつけよう！
～熱中症の予防と対策～ 

COBE-66766

病原体と病気の予防
～インフルエンザ・食中毒の予防のしかた～ 

COBE-66777

たばこ・アルコール・薬物乱用の害
～心身への影響と依存症～ 

COBE-66788

リズムダンス
～いろいろなリズムにのっておどろう～ 

COBE-668010

育 保 健体 ・

3 年 生

4 年 生

5 年 生

6 年 生

3 ～ 6 年 共 通

新刊  New Songs and Chants ① DVD 約46分 18  
価格：3,800円（本体）＋税

●企画・監修：㈱	mpi 松香フォニックス
収録されている歌とチャンツで、色、動　物、曜日、天気、あいさつからいろいろな言い方、アルファベット、フォニックスなどが練習できます。
英語のリズムによる動きや歌詞の内容に沿った振り付けのダンスなどが映像で楽しめ、動きとともに英語が身につきます。すべての歌とチャンツは
英語字幕が用意されています。全36曲で構成。このDVDは、『MPI	Best	Selection	Songs	and	Chants	with	Pictures』テキストに対応して
います。

	 1.	 Hello	Song	こんにちは
	 2.	 Hello,	Hello,	What's	Your	Name?	なまえはなに？
	 3.	 Weather	Song	おてんきの歌　
	 4.	 Rainbow	にじ
	 5.	 Who	Is	Wearing	Green?	みどり色きているのだーれ？
	 6.	 Open	Shut	Them	むすんでひらいて
	 7.	 My	Eyes,	My	Ears	め、みみ、くち、はな
	 8.	 Head,	Shoulders	あたま、かた
	 9.	 One	Little	Finger	かわいいゆびさん
	10.	 Make	a	Circle	わになっておどろう
	11.	 The	Hokey	Pokey	ホーキーポーキー
	12.	 I	Have	a	Joy	うれしくてたまらない
	13.	 	Deep	and	Wide	ふかくて広いみずうみ
	14.	 The	Days	of	the	Week	１しゅうかんの歌
	15.	 The	Months	of	the	Year	１ねんの歌
	16.	 Jelly	in	a	Bowl	おさらのゼリー
	17.	 Coconut	Song	ココナツの歌
	18.	 Ten	Fat	Sausages	10本のふとったソーセージ

	19.	 Seven	Steps	１から７
	20.	 Ten	Little	Snowmen	10この小さなゆきだるま
	21.	 Hickory	Dickory	Dock	チクタクとけい
	22.	 Eenie,	Meenie,	Minie,	Moe	だれにしようかな
	23.	 Old	MacDonald	Had	a	Farm	マクドナルドじいさん
	24.	 Hop,	Hop	ぴょんぴょんカエル
	25.	 Shark	Attack	シャークアタック
	26.	 Bingo	ビンゴ
	27.	 Ｆ ive	Little	Monkeys	５ひきのこざる
	28.	 The	Alphabet	Song	アルファベットの歌
	29.	 Phonics	Alphabet	Song	フォニックスアルファベットの歌
	30.	 Let's	Go	Trick-or-Treating	ハロウィーンパーティ
	31.	 Halloween	ハロウィーン
	32.	 We	Wish	You	a	Merry	Christmas	クリスマスおめでとう
	33.	 The	Little	Bells	of	Christmas	小さなクリスマスベル
	34.	 Good-ｂ ye	さようなら
	35.	 Good-ｂ ye,	Good-ｂ ye	さようなら、さようなら
	36.	 So	Nice	of	You	to	Come	よくきたね

新刊  Songs and Chants ② DVD 約36分 18  
価格：3,800円（本体）＋税

●企画・監修：㈱	mpi 松香フォニックス
『NEW	Songｓ	and	Chants ①』の姉妹版です。まねっこしたり、かけあいをしたりするうちに、歌と英語が自然と自分のものになっていきます。
歌詞の内容に沿った振り付けのダンスなどが映像で楽しめ、動きとともに英語が身につきます。すべての歌とチャンツは英語字幕が用意されていま
す。全15曲で構成。このDVDは、『Songs	and	Chants	with	Pictures	②』テキストに対応しています。

	 1.	 Hello	ハロー　

	 2.	 Boom	Chika	Boom　ブンチカブン

	 3.	 Bear	Hunt　クマがりに行こう

	 4.	 Go	Bananas　それいけバナナ

	 5.	 Ants	Go	Marching　ありの行進

	 6.	 One	Fat	Hen　1羽の太っためんどり

	 7.	 The	Sun	and	the	Moon　太陽とお月さま

	 8.	 Rainbow　虹のうた

	 9.	 The	Bus	Song　バスのうた

	10.	 Rig	a	Jig	Jig　リガジグジグ

	11.	 Peanut	Butter	and	Jerry　ピーナツバターとジャム

	12.	 Mother	Goose	Medley	1　マザーグースメドレー　１
　　　（Jack	and	Jill ／ A	hunting	we	will	go／One,two,buckle	my	shoe）

	13.	 Mother	Goose	Medley	2　マザーグースメドレー　２
　　　（Humpty	Dumpty ／Baa,	baa,	black	sheep／Pretty	maid）

	14.	 Super　スーパー

	15.	 Here	We	Go　いくぞ

外 活国 動語
http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像

http://columbia.jp/education/kyozai.html

●サンプル映像
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みんなでイングリッシュ
～うた&絵カード～

03
価格：全2巻36,000円（本体）＋税
　　 各巻  18,000円（本体）＋税

■仕様　各絵カード（A4版、60枚）CD2枚、教師用解説書1冊
「総合的な学習の時間（国際理解）」で、外国語（英語）活動を行う際の指導補助教材です。うたやゲームなど、さまざまな活動を通して、英語への興味・
関心を高め、コミュニケーション能力の基礎を育成することができます。各題材に対応したCDや絵カード、さらに年間カリキュラム例や活動例、
指導のポイントを解説した教師用解説書のセットです。

①活動の導入として、うたを歌う際、CDを利用する（CD）
②クイズ・ゲーム活動の素材や資料として利用する（絵カード、CD）
③うたを中心とする活動の際に利用する（絵カード、CD）

④英単語や表現を聞いたり話したりする活動の際に利用する（絵カード、CD）
⑤劇や行事などで小道具を作る際の参考資料として利用する（絵カード、CD）

STEP1 COCE-36533~4

STEP2 COCE-36535~6

本教材の利用シーン

 DVDでフォニックス 各約30分 06
価格：各巻3,800円（本体）＋税

監修●	mpi 松香フォニックス
「読む」「書く」などのスキルをバラバラに学習したり、単語だけを覚えるのではなく、生活に密着した会話という全体（whole	ホール）の中で英語に接
することが大切です。それを理解するために細かいルールや単語という部分（part	パート）が必要という考え方のフォニックスです。

	第1章　フォニックス・アルファベット・カタカナじゃダメ・アルファ
ベットは全部で26文字・アルファベットには「名前」と「音」がある
『フォニックス・アルファベットの歌』・発音の練習をしよう・文字を
当てる・『スピードリーディング』
	第 2章　5つの母音　・まず発声の練習をしよう『5つの母音の歌』・
音節と文字の数が違う・もっと練習・違う音の数々を文字とともに学
ぶ『じゃなくてチャンツ』・音当てクイズ・『スピードリーディング』

	第 3章　Eのついた母音　・まずルールを学ぶ『マジックEの歌』・
発声の練習・『じゃなくてチャンツ』・リスング・『スピードリーディング』
	第 4章　2文字子音　・いろいろな2文字子音を学ぶ『2文字子音
の歌』・発声練習・『じゃなくてチャンツ』・シェーク・ワード・パズル・
『スピードリーディング』

	第 5章　連続子音・いろいろな連続子音を学ぶ『連続子音の歌』・発
声練習・『じゃなくてチャンツ』・石けり・もぐらたたき・『スピードリー
ディング』
	第 6章　礼儀正しい母音　・ルールを学ぶ『礼儀正しい母音の歌』・
発声練習・『じゃなくてチャンツ』・チャンクでフォニックス・『スピー
ドリーディング』

	第 7章　2文字母音　・読み方のルールを学ぶ『2文字母音の歌』・
発声練習・『じゃなくてチャンツ』・地図の中・『スピードリーディング』
第8章　Rのついた母音・さまざまなRのついた母音を学ぶ『Rのつ
いた母音の歌』・発声練習・『じゃなくてチャンツ』・メールのやりとり・
『スピードリーディング』

マジックでフォニックス！ COBC-49832

たいそうでフォニックス！ 1 COBC-4982 マナーでフォニックス！3 COBC-4984

ドライブでフォニックス！4 COBC-4985

はじめてのえいごシリーズ 各約20分 06
価格：各巻3,800円（本体）＋税

監修●	mpi 松香フォニックス
シリーズであっという間に500語を習得。その秘密は、子どもに身近な動作・ものの名前などを、フレーズで覚えるよう工夫されているから。子
どもの生活に密着した表現を選び、関連したことばを次々置き換えることで、応用がききます。ゆかいな動き、元気な音楽で五感を使った英語習得
が可能です。

		歌に合わせた楽しいダンスを踊りながら、英語の表現を覚えていきま
す。歌の内容がそのまま振り付けになっているので、自然な形で英語
を吸収できます。
くねくね、ぴくぴく	 ………… Wiggle,	Wiggle
こんな	おと	つくれるかな？	… Can	You	Make	These	Sounds?
やってみせて	ちょうだい	…… Show	Me	How
どうぶつ	まねっこ	ねんねこ	… Animal	Lullaby
ゆびさしマーチ	 ……………… Pointing	March
もってきてね	 ………………… Bring	it	to	Me
くねくねブックたいそう	 …… The	Wiggle	Book	Exercise

英語の歌に合わせてジェスチャーをします。子どもの大好きなまねっ
こ遊びを通して、楽しく英語を吸収します。歌の中の表現は、アニメー
ションのストーリーで理解できるようになっています。
あっちっち！	かいわ1～3	… It's	hot!
もっと、もっと！	かいわ1～2	More,	More!
あらら！	かいわ1～6	……… Uh-oh!
いいねぇ！	かいわ1～5	…… Good!
あ、イタッ！	かいわ1～3	… Ouch!
おいしい！	かいわ1～3	…… Yummy!
シーッ！	かいわ1～4	……… Shh!
やさしくね！	かいわ1～4	… Gentle,	gentle!

	おさるのノーティと歌うアルファベットの歌や、アルファベットの小
文字を覚える体操など、楽しくアルファベットをマスターします。ア
ルファベットの読みにはフォニックスも取り入れています。
アルファベットのうた	 ………………Alphabet	Song
あおおいそぎよみ・
さかさまよみのうた	 …………………A	to	Z	and	Z	to	A
アルファベットたいそうのうた	………Alphabet	Exercise
へんてこアルファベット	 ……………Funny	Alphabet	World
なまえとおと	 …………………………Names	and	Sounds	(A-Z)

THE HOT DVD （あっちっちっていえる？） COBC-49802

THE WIGGLE DVD （くねくねダンス） 1 COBC-4979 Funny Alphabet World DVD
（へんてこアルファベット）

3 COBC-4981
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　　 小学校道徳 DVD
「ささえ合い、思いやるわたしたち」
新刊 各約30分 18

価格：各巻15,000円（本体）＋税
　　 全3巻45,000円（本体）＋税

ボランティア活動のいろいろを知り、思いやりの形がいろいろある
ことを理解し、社会と関わり、つながりを考える機会とする。
【事象を見ていく内容】
▶	日本で暮らす外国人にミニイベントでおもてなし
（国際理解、国際交流）
▶河川敷で“調べるゴミ拾い”	（環境保護）
▶特別養護老人ホームでの手伝い（社会福祉）
▶	ベルマークの仕分け・集計で海外の環境保全活動を支援
	（国際協力、自然愛護）

▶聴覚障がいのある人との交流（社会福祉）
※各団体の関係者のお話も適宜紹介。
【ショートストリーで考える　全３話】	
▶ショートストリー①　「日本にいてもできる国際貢献と国際交流」
▶ショートストリー②　「親子で参加する環境保護」
▶ショートストリー③　「わたしだけの災害支援」

いろいろなパラスポーツを紹介して、目標に向かって努力する姿を
紹介する。さらに障害にも関わらず、競技者として成功している
人	の努力と生き方に学ぶ。
【事象を見ていく内容】
▶障がい者スポーツ（パラスポーツ、アダプテッドスポーツ）の紹介
▶	サウンドテーブルテニス、車いすバスケットボール、ブラインドサッ
カー、	障がい者の「陸上競技大会」の種々の競技の様子

▶スペシャルオリンピックス日本・東京の各競技の練習風景
※各団体の関係者、競技者のお話も適宜紹介。
【ショートストリーで考える　全２話】	
▶ショートストリー①　「障がい者スポーツを体験して」
▶ショートストリー②　「自分だけの得意技をみがく」

いろいろなパラスポーツのボランティアを紹介、また、ユニバーサ
ルデザインのいろいろ、バリアフリー社会への努力など、障害を持
つ	人と共生できる社会をつくる姿勢に目を向けるようにする。
【事象を見ていく内容】
▶	サウンドテーブルテニス、車いすバスケットボール、ブラインドサッ
カー、障がい者の「陸上競技大会」のボランティアの様子

▶	スペシャルオリンピックス日本・東京の各競技の練習についての
ボランティア

▶伴走教室の様子（代々木公園）
▶	ウォーク＆ランフェスタのランナーとボランティアの双方向の関
係

▶いろいろなバリアフリーの施設、ユニバーサルデザインの数々
※各団体の関係者、競技者のお話も適宜紹介。
【ショートストリーで考える　全３話】	
▶ショートストリー①　「障がいだって個性だよ」
▶ショートストリー②　「バリアフリーのはじまりは？」
▶ショートストリー③　「見える障がい、見えない障がい」

みんなのボランティア 公共の精神、国際理解、自然愛護、社会福祉など1

スポーツの楽しみをだれにでも 公共の精神、福祉、共生、努力と強い意志2

すべてのひとと共に生きる　福祉、共生、公共の精神、公平、公正3

●監修：元東京家政学院大学教授	長谷徹
取り扱うテーマは、公共の精神、自然愛護、国際理解、障がい者との共生など学習指導要領の内容の「主として集団や社会との関わりに関すること」
が中心になります。「考え議論する道徳」に合わせて、事実紹介と関係するショートストリーの２部構成の内容です。

徳 情 ラ報 ルモ道 ・　　 小学校英語 
「授業で役立つ えいごのうた ベスト 100」
新刊 全100曲（収録予定） 18

価格：9,800円（本体）＋税

●仕様：CD5枚組		●全100曲予定
『うた』を通して英語を学ぼう。英語をより親しみやすく楽しく。「あいさつ」「アルファベット」「数字」「生活」「食べ物」「色形」「月・曜日・天気」「あそび
うた」「人気の曲」などカテゴリー分けして、授業に使いやすいベストな内容で収録。

PiPi とべないホタル 長編アニメーション 約90分 07
価格：9,500円（本体）+税

生まれつき羽がちぢれて飛べないピピは、空を自由に飛べるホタルの仲間達から疎外されて寂しい日々を過ごします。ある日、新しく巣を張っている
クモを発見したピピは、危険信号をお尻のライトで仲間達に知らせようとしている中、クモに襲われてしまいます。危機一髪から仲間のキラに救われ
て、ようやく「僕は一人じゃなかった・・」と心を開き始めるピピは、他のホタルたちと次第に打ち解けていきます。

お話の概要

●文部省選定　●建設省河川局推薦　●厚生省中央児童福祉審議会推薦	●日本PTA全国協議会特別推薦
●社団法人全国子ども会連合会推薦　2007年発売　Ⓒ「PiPiピピ	とべないホタル」製作委員会

原作の「とべないホタル」は、小学校の学級新聞に載せられたものです。作者の小沢昭巳先生は自分の児童たちの中から、教室の中から、“いじめ”
をなくしたいと思って書きつづりました。この話の感動は、読んだ子どもたちからその親たちへ、クラスからその地域の学校へと広がっていき、ま
ず本になり、こうしてアニメーションとなったのです。

COBC-90513

	 1	 Hello,Hello,What's	Your	Name? こんにちは、おなまえは?
	 2	 Good	Morning おはよう
	 3	 Good	Night おやすみなさい
	 4	 "Hello,	It's	me" もしもし、私よ。
	 5	 See	You さようなら
	 6	 Bye	Bye またね
	 7	 Hello	Song こんにちは
	 8	 How	Do	You	Do? はじめまして
	 9	 The	Alphabet アルファベットのうた
	 10	 Bingo ビンゴ
	 11	 What	Is	This? これなあに？
	 12	 How	Old	Are	You? おとしはおいくつ

	 13	 Five	Little	Monkeys 5ひきのこざる
	 14	 One,Two,Three,Four,Five 1,2,3,4,5さかなとり
	 15	 Seven	Steps 7ほ
	 16	 Ten	Fat	Sausages
	 17	 Ten	Little	Indians 10人のインディアン
	 18	 One,Two,Buckle	My	Shoe 1、2、くつをしめて
	 19	 Brush	Your	Teeth はをみがこう
	 20	 Let's	Clean	Up	! さあかたづけましょう！
	 21	 Let's	Exercise レッツ・エクササイズ
	 22	 Wash	Your	Hair かみをあらいなさい
	 23	 Wash	Your	Hands てをあらいましょう
	 24	 Brush	Your	Teeth はをみがこう　　など

DISC1：ことば・あいさつ/アルファベット/身の回りの物/数/まいにち

	 1	 What	Kind	of	Food	Do	You	Like? すきなものなあに？
	 2	 I	Do,	I	Do すきですよ
	 3	 Animal	Talk どうぶつのおしゃべり
	 4	 Going	To	The	Zoo どうぶつえんへいこう
	 5	 Apples	And	Oranges,	Peaches	And	Pears リンゴとオレンジ、ももとなし
	 6	 Oranges	And	Lemons オレンジとレモン
	 7	 What	color なんの色
	 8	 What	Are	You	Wearing? あなたはなにを着ているの？

	 9	 Red	Is	An	Apple あかいはりんご
	 10	 Circle,	Square,	Triangle まる、しかく、さんかく
	 11	 Sunday,Monday,Tuesday 日ようび、月ようび、火ようび
	 12	 The		Day	of	the	Week 1しゅうかんのうた
	 13	 Rain,Rain,Go	Away あめ、あめ、やめやめ
	 14	 The	Weather	Song お天気のうた
	 15	 Yummy-Yummy-Yummy おいしそう
	 16	 Let's	Make	A	Salada! レッツ・メイク・ア・サラダ！　　など

DISC2：果物・食べ物・飲み物・生き物/色形/曜日/てんき/料理

	 1	 Where	Do	You	Want	to	Go? いってみたいところ
	 2	 The	Musicians	Of	Bremen ブレーメンのおんがくたい
	 3	 Urashima	Taro うらしまたろう
	 4	 Dragonfl	y's	Big	Glasses とんぼのメガネ
	 5	 Killifi	sh めだかの学校
	 6	 All	the	Children	of	the	World 世界中のこどもたちが

	 7	 Being	a	Friend ともだちになるために
	 8	 Eensy	Weensy	Spider ちびっこクモさん
	 9	 Hey	Diddle	Diddle ヘイ・ディドゥル・ディドゥル
	 10	 Hickory,Dickory,Dock ヒッコリ・ディッコリ・ドック
	 11	 Humpty	Dumpty ハンプティー・ダンプティー
	 12	 Row,Row,Row	Your	Boat こげこげボート　　など

DISC4：世界の国 ・々生活/世界と日本の童話/童謡をえいごで歌おう/マザーグース

	 1	 The	Bear もりのくまさん
	 2	 Mary	Had	A	Little	Lamb メリーさんの羊
	 3	 Puff	,The	Magic	Dragon パフふしぎなりゅう
	 4	 Grandfather's	Clock 大きな古時計
	 5	 Old	MacDonald	Had	A	Farm ゆかいな牧場
	 6	 Twinkle,	Twinkle,	Little	Star きらきら星
	 7	 Do	Re	Mi ドレミの歌
	 8	 Edelweiss エーデルワイス
	 9	 Everyone	Is	Special エブリィワン・イズ・スペシャル
	 10	 I've	Been	Working	On	The	Railroad 線路は続くよどこまでも
	 11	 A	Whole	New	World ホール・ニュー・ワールド
	 12	 Tomorrow トゥモロー

	 13	 It's	a	Small	World 小さな世界
	 14	 Beauty	and	the	Beast 美女と野獣
	 15	 Head,Shoulders,Knees	And	Toes 頭と肩、ひざとつま先
	 16	 If	you're	happy	And	You	Know	It 幸せなら手をたたこう
	 17	 Open,Shut	Them ひらいて	むすんで
	 18	 Pat-A-Cake,Pat-A-Cake パン屋さん、パン屋さん
	 19	 It's	Mine! わたしのよ
	 20	 Let's	Be	Friends! ともだちになろう！
	 21	 Let's	Take	Turns! かわりばんこ
	 22	 May	I	Borrow	It? かりてもいい？
	 23	 The	Muffi		n	Man マフィン売り
	 24	 Tick-Tock チクタク　　など

DISC5：みんな知っている有名な歌/人気の歌/あそびうた/そのほか

	 1	 The	Days	Of	The	Month ひと月は何日あるの？
	 2	 Happy	Birthday	To	You おたんじょうびのうた
	 3	 Months	of	the	Year 12のつきのうた
	 4	 Rudolph	The	Red-Nosed	Reindeer 赤鼻のトナカイ
	 5	 Santa	Claus	In	Coming	To	Town サンタが町にやってくる
	 6	 We	Wish	You	A	Merry	Christmas おめでとうクリスマス
	 7	 Can	You	Dress	Yourself? ひとりでできるかな
	 8	 Left	And	Right どっちが左、どっちが右？

	 9	 Swimming	Swimming およいでおよいで
	 10	 Take	Me	Out	To	The	Ball	Game わたしを野球につれてって
	 11	 Walking	Walking あるいてあるいて
	 12	 Can	You	Jump? できるかな？
	 13	 Hokey	Pokey	ホウキー・ポウキー
	 14	 The	Wheels	On	The	Bus バスのうた
	 15	 Riding	Is	Fun のりものたのしいな
	 16	 When	I	Grow	Up おおきくなったら　　など

DISC3：行事・月・日付/クリスマス/スポーツ・動作/のりもの/将来の夢

http://columbia.jp/education/kyozai.html●サンプル映像
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楽音小学校道徳 DVD 誇れる自分になるために
各巻約20分 15  
全3巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻15,000円（本体）＋税
全3巻45,000円（本体）＋税

「健康や安全に気をつけ、物や金銭を大切にし、身の回りを整え、わ
がままをしないで、規則正しい生活をする」、「自分がやらなければ
いけない勉強や仕事は、しっかりと」、「よいことと悪いことの区別を
し、よいと思うことを進んで行う」の項目に沿って、考えることの出
来る映像を用意。
【テーマ1】	健康や安全に気をつけ、物や金銭を大切にし、身の回り

を整え、わがままをしないで、規則正しい生活をする
【テーマ2】	自分がやらなければいけない勉強や仕事は、しっかりと
【テーマ3】	よいことと悪いことの区別をし、よいと思うことを進んで

行う
【テーマ4】	うそをついたりごまかしたりしないで、素直にのびのびと

生活する

「自分でできることは自分でやり、よく考えて行動し、節度のある生
活をする」、「自分の特徴に気づき、よい所を伸ばす」、「過ちは素直
に改め、正直に明るい心で元気よく」の項目に沿って、考えることの
出来る映像を用意。
【テーマ1】	自分でできることは自分でやり、よく考えて行動し、節度

のある生活をする
【テーマ2】自分の特徴に気づき、よい所を伸ばす
【テーマ3】過ちは素直に改め、正直に明るい心で元気よく
【テーマ4】自分の特徴に気づき、よい所を伸ばす

「生活習慣の大切さを知り、自分の生活を見直し、節度を守り節制に
心がける」、「より高い目標を立て、希望と勇気をもってくじけなで
努力する」、「真理を大切にし、進んで新しいものを求め、工夫して
生活をよりよくする」の項目に沿って、考えることの出来る映像を用
意。
【テーマ1】	生活習慣の大切さを知り、自分の生活を見直し、節度を守

り節制に心がける。他人の生活習慣から自分を見直す
【テーマ2】	より高い目標を立て、希望と勇気をもってくじけなで努力

する
【テーマ3】	自由を大切にし、自律的で責任のある行動をする
【テーマ4】	真理を大切にし、進んで新しいものを求め、工夫して生活

をよりよくする

自分をみつめて（1、2年） COBE-66811 自分をみがいて（5、6年） COBE-66833

自分を高めて（3、4年） COBE-66822

監修●長谷	徹（東京家政学院大学教授）
◆「心のノート」から改訂された *「私たちの道徳」に対応 *
◆「私たちの道徳」に対応したオリジナルストーリー展開

トーク型SNS、投稿型SNSそれぞれのトラブル事例。
依存による心身問題、SNSでのグループはずし、ネットいじめ、無
線電波接続によるフィルタリングサービスのすり抜けなどの事例を用
意。

【事例1】	 つながれなかった仲間たち
	 スマホ依存、SNSでのグループはずし、ネットいじめ
【事例2】	いきすぎた書き込み
	 ネットいじめ、炎上、裏アカウント
【事例3】	違法サイト、違法ダウンロードが招くトラブル
	 フィルタリングサービスの重要性、違法ダウンロード

ネットでの出会い、写真投稿による個人情報の流出、ゲームによる高
額請求など、事件性のある深刻な問題を事例として用意。

【事例1】	見えない相手に会う危険
	 	ネットで出会うことの危険性、写真投稿による個人情報の

流出
【事例2】	嘘の書き込みが一夜で広がる恐怖
	 	ネット上での嘘の書き込みによるトラブル、チェーンメール
【事例3】	無料ゲームアプリ、夢中になった先にあるトラブル
	 課金トラブル、ID・パスワードの不正使用

依存、トラブルと対策 CORE-3011 犯罪に巻き込まれないために CORE-3022

スマートフォン・ネットに潜む危険なワナ
～小学校のための情報安全DVD～

各巻約30分 15  
全2巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻15,000円（本体）＋税
全2巻30,000円（本体）＋税

監修●田中博之（早稲田大学教職大学院教授）
実際の事例をもとに、現実感を得られるストーリーで構成しています。
保護者や教師も子どもと一緒に考えることができる教材です。
「こんな時はこういった対処法」を豊富に収録しています。（身近な大人への相談、子ども110番、サイバー警察等）
誰もが、被害者あるいは加害者になり得る事を理解できるようなストーリーと、資料映像です。
授業で活用できるＰＤＦ資料も同梱。

ＣＤ３枚組

音楽をつくる・音楽を聴く
 12  
 価格：9,000円（本体）＋税

企画・構成・監修●坪能	由紀子　日本女子大学教授／東京藝術大学講師
音楽づくり・創作と鑑賞の一体化のためのＣＤです。
学習指導要領では、「音楽づくり」があらためて見直され、「音楽づくり」と「鑑賞（＝音楽を聴く）」の一体化が強調されています。

	 1	 わたしたちのからだ
	 2	 日本の楽器による音楽
	 3	 ハウス・ミュージック
	 4	 いろはうた
	 5	 手づくり楽器による即興演奏
	 6	 私たちのサムルノリ

	 7	 音列による音楽づくり
	 8	 ヨナウ組曲
	 9	 「<雨の樹>による５つの章」から「１章」
	 10	「<雨の樹>による５つの章」から「２章」
	 11	「<雨の樹>による５つの章」から「３章」
	 12	「<雨の樹>による５つの章」から「４章」

	 13	「<雨の樹>による５つの章」から「５章」
　◆子どもとつくる
	 14	 雨
	 15	 呼びかけ
	 16	 かえるのうた
	 17	 The	Wind	Blows

子どもがつくる 1

	 1	 ブラジル「サンバ」
	 2	 朝鮮半島「サムルノリ」
	 3	 「神田囃子」から「仁羽」
	 4	 朝鮮半島「アジェン」
	 5	 朝鮮半島「カグヤム」
	 6	 中国「ヤンチン」
	 7	 世界地図のフーガ
	 8	 ロック・トラップ

	 9	 月光への碑文
	 10	「リビングルーム・ミュージック」から

「はじめに」	
	 11	 ドリップ・ミュージック
	 12	 こすりんぐ
	 13	「プリペアード・ピアノのためのソナタと

インターリュード」から「ソナタ第２番」
	 14	 ジェスティ

	 15	 グラウンド
	 16	 おもちゃのパッサカリア
	 17	「新ざらし」から「手事」
	 18	 ピアノ・フェイズ
	 19	 木片の音楽
	 20	 竹たてかけた

子どもが聴く2

	 1	 ３本の狩の各笛のためのアリア
	 2	 中央・東アフリカ「ンゴマ」
	 3	 鹿の遠音
	 4	 アメイジング・グレイス
	 5	 オルガヌム「地上のすべての国は」
	 6	 オーストラリア「ディジェリドゥ」
	 7	 陪艪
	 8	 雨の樹
	 9	 しずかさや～芭蕉の俳句による
	 10	 オルゴール博士

	 11	 アイオマヤ・アイオ
	 12	 リズムを重ねて
	 13	「兵士の物語」から「兵士の行進」
	 14	 日本の音階によるパラフレイズ
	 15	 スプリンガル舞曲
	 16	 リディアの風
	 17	 ダンシング・スノー	no.2
	 18	 子供のための小品
	 19	 オーケストラのための５つの小品	op.10

から「第１曲」

	 20	 子どものためのルールによる音楽
「ピアノのために」

	 21	 子どものためのルールによる音楽
「ドラムのために」

	 22	 子どものためのルールによる音楽
「鉄琴のために」

	 23	 子どものためのルールによる音楽
「筒のために」

	 24	「海へ」から「鱈岬」
	 25	 SEA	～	和楽器による

子どもが聴く3

COCE-37054/6
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「日本の歌１００選」などで選ばれた楽曲、教科書に載っている楽曲を中心に、日本人の心に響く童謡・抒情歌から珠玉の４５曲を選定。各巻１５曲
入りDVD。
子供たちの合唱版など、清々しく心洗われるヴァージョンを中心に、定番の合唱曲である「ビリーブ」や「トゥモロウ」など、新しい定番楽曲までも選曲。
またこのジャンルには収まらない「見上げてごらん夜の星を」や「四季の歌」、「今日の日はさようなら」、「大きな古時計」、「手のひらを太陽に」なども
加えた、新しい童謡映像セレクション。
※　歌詞テロップON／OFF切替あり

	 1	 ちょうちょう
	 2	 チューリップ
	 3	 しゃぼん玉
	 4	 サッちゃん
	 5	 うみ

	 6	 かもめの水兵さん
	 7	 かたつむり
	 8	 桃太郎
	 9	 こいのぼり
	 10	 おもちゃのチャチャチャ

	 11	 はと
	 12	 赤とんぼ
	 13	 ゆりかごのうた
	 14	 七つの子
	 15	 思い出のアルバム

しゃぼん玉　～親子でうたううた～ COBC-6771 1

	 1	 ふるさと
	 2	 浜辺の歌
	 3	 椰子の実
	 4	 母さんの歌
	 5	 夕やけ小やけ

	 6	 どこかで春が
	 7	 春の小川
	 8	 さくらさくら
	 9	 この道
	 10	 見上げてごらん夜の星を

	 11	 月の沙漠
	 12	 赤いくつ
	 13	 もみじ
	 14	 しかられて
	 15	 四季の歌

夕やけ小やけ　～うたいつぎたいうた～ COBC-67722

	 1	 富士山
	 2	 大きな古時計
	 3	 手のひらを太陽に
	 4	 ビリーブ
	 5	 トゥモロー

	 6	 今日の日はさようなら
	 7	 花
	 8	 われは海の子
	 9	 夏の思い出
	 10	 仰げば尊し

	 11	 花の街
	 12	 虫の声
	 13	 まっかな秋
	 14	 村祭
	 15	 冬の夜

われは海の子　～みんなでうたううた～ COBC-67733

みんなのどうようDVD
（文部科学省 選定作品）

各巻36分～46分
全3巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻1,500円（本体）+税
　　 全3巻4,500円（本体）+税

小学校 特別支援学級 指導用音楽 CD
全12枚組
価格：全12枚組36,000円（本体）＋税
　　 各巻2枚組 6,000円（本体）＋税

◆年間計画に対応した、１年を通じての「季節感」のある楽曲を選んでいます。
◆ニューミュージック、こどものうた、どうようなど、多彩な選曲です。
◆伴奏のみのカラオケや、器楽演奏用のヴァージョンなども収録しています。
◆楽曲により、子供たちのレベルに合わせたテンポ違いのヴァージョンを収録しています。
◆音楽劇などに活用できる、劇遊び対応BGM集や、効果音なども収録しています。
◆ブックレットには歌詞のほか、手あそびや振り付け、手話などのイラストを掲載しています。
◆交流および共同学習教材として活用できます。

	
●

CD2枚組	（カラオケ、テンポ違い集つき）
●いちねんせいになったら／小さなせかい／せんせいとおともだち／
はみがきじょうずかな／おはよう／おかたづけ／こぶたぬきつねこ
／アイスクリームのうた／せかいじゅうのこどもたちが／ともだち
さんか／ともだちだから

●思いでのアルバム／たびたちのひに／トゥモロウ／じゃあね／ほた
るの光　ほか

	
●

CD2枚組	（カラオケ、テンポ違い集つき）
●山びこごっこ／おお	まきばはみどり／おちゃらか	ほい／さんぽ／
山ごやいっけん／せんろはつづくよどこまでも／ピクニック／山の
ごちそう／森のくまさん／ゆうき100％／うたはともだち／グリー
ン	グリーン／かれーらいす／そうだったら	いいのにな／となりのト
トロ／ミッキーマウス・マーチ／WAになっておどろう　ほか

●

CD2枚組	（カラオケ、テンポ違い集つき）
●ちぇっちぇっこり／ドレミのうた／ビリーブ／くらりねっとをこわし
ちゃった／とんでったバナナ／おおきなかぶ／おんがくのおくりも
の／きらきらぼし（鍵ハ）／ほしにねがいを（鍵ハ）／エーデルワイ
ス（ハンドベル）／てのひらをたいように／おおきなくりのきのした
で／ききゅうにのってどこまでも／つばさをください／あしたがす
き	

●メヌエット／かわはよんでる／おもちゃのへいたい／こぞうのこう
しん／しちりあーのおおきなふるどけい／こいぬのワルツ／あめふ
りくまのこ／きみがよ　ほか

●

CD2枚組	（カラオケ、テンポ違い集つき）
●ちゅうりっぷ／おはながわらった／はるのおがわ／こいのぼり／
あまだれ／ぽっつん	つん／たなばた／はなび／うみ／ほたるこい／
みなみのしまのハメハメハだいおう／ゆかいなまきば／がけのうえ
のポニョ　ほか

●

CD2枚組	（カラオケ、テンポ違い集つき）
●どんぐりころころ／あかとんぼ／こんこんくしゃんのうた／たきび
／まっかなあき／もみじ／あかはなのトナカイ／あわてんぼうのサ
ンタクロース／おしょうがつ／きよしこのよる／ゆき／きたかぜこ
ぞうのかんたろう／サンタクロースがやってくる／ジングル	ベル／
スキー／たきび　ほか

●

CD2枚組	（カラオケ、テンポ違い集つき）
●とんとんとんとん	ひげじいさん／ともだちになるために／ぱんだ	
うさぎ	こあら／いっぽんといっぽんで／グーチョキパーでなにつく
ろう／おはなしゆびさん／いっぽんばし　ほか

■おおかみと７ひきのこやぎ
■音楽劇	うらしまたろう
■1.進め、探検だ !　2.不安がせまる～危機一髪 !　3.変身 !　4.ヒー
　ローの登場　5.悪役の登場　6.アクション・バトルの音楽			ほ
　か

XT-2983/94

遠足・キャンプ・移動教室・運動会 COCE-36522~32

学芸会・音楽会・音楽鑑賞 COCE-36524~53

入学式・卒業式・ホームルーム 1 COCE-36520~1 季節の歌（春・夏）4 COCE-36526~7

季節の歌（秋・冬）5 COCE-36528~9

手あそび（手話）・劇あそび・
音楽劇（ミュージカル）・BGM・効果音コレクション

6 COCE-36530~1
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事 運 放動 送会行 ・ ・
COCG-10536

運動会用マーチベスト 駆足用 全20曲  総再生時間 60′21
価格：2,718円（本体）＋税

	 1	 天国と地獄
	 2	 トランペット吹きの休日	
	 3	 クシコス・ポスト
	 4	 トリッチ・トラッチ・ポルカ
	 5	 道化師のギャロップ
	 6	 ふりむくな君は美しい

	 7	 サーカス・ビー
	 8	 ローリング・サンダー
	 9	 体育祭行進曲
	 10	 駆足曲　空を見上げて
	 11	 すずらん
	 12	 トロイカ

	 13	 ポーリュシカ・ポーレ
	 14	 スポーツカー・ページェント
	 15	 	おんまはみんな／
	 	 調子をそろえてクリック
	 	 クリッククリック
	 16	 大追跡

	 17	 クラリネット超特急
	 18	 あめりか超特急
	 19	 駆足曲　輝やく朝
	 20	 閉会式入場マーチ
	 	 “ほたるの光”

COCG-10537

運動会用マーチベスト 並足用 全20曲  総再生時間 65′20
価格：2,718円（本体）＋税

	 1	 オリンピック・マーチ
	 2	 スポーツショー行進曲
	 3	 スポーツ行進曲	
	 4	 コバルトの空
	 5	 ライツアウト

	 6	 栄冠は君に輝く
	 7	 若い力
	 8	 テキサスの黄色いバラ
	 9	 若者たち
	 10	 線路は続くよどこまでも

	 11	 手のひらを太陽に
	 12	 ビアだるポルカ
	 13	 DoReMi	ドレミの歌
	 14	 仔象の行進	
	 15	 聖者の行進

	 16	 コンバットマーチ
	 17	 クラリネットこわしちゃった
	 18	 森のくまさん
	 19	 チルドレンズ・マーチ
	 20	 退場マーチ～家路のマーチ～

COCE-34113

決定盤！ スタンダード・マーチ 全20曲  総再生時間 58′34
価格：2,000円（本体）＋税

				◆並足～
							トラディショナル・マーチ	
	 1	 星条旗よ永遠なれ
	 2	 双頭の鷲の旗の下に
	 3	 錨を上げて
	 4	 ボギー大佐	

	 5	 美中の美
	 6	 雷神
	 7	 旧友
	 8	 ワシントン・ポスト
				◆並足～スポーツ・マーチ	
	 9	 オリンピック・マーチ

	 10	 スポーツ・ショー行進曲
	 11	 コバルトの空
	 12	 ライツ・アウト
	 13	 スポーツ行進曲
	 14	 栄冠は君に輝く	
	 15	 君が代行進曲				

◆駆足	
	 16	 天国と地獄
	 17	 道化師のギャロップ
	 18	 クシコス・ポスト
	 19	 トランペット吹きの休日
	 20	 トリッチ・トラッチ・ポルカ

COCE-36167

保存盤 これがフォークダンス ２１ 全21曲  総再生時間 55′30
価格：2,500円（本体）＋税

	 1	 マイムマイム	
	 2	 タタロチカ
	 3	 ミラノボ・コロー	
	 4	 ミザルー
	 5	 ジェンカ
	 6	 ジビディ・ジビダ
	 7	 オクラホマ・ミクサー

	 8	 ハバ・ナギラ
	 9	 ワーキング・オン・ザ・レイルロード
	 10	 チャイムス・オブ・ダンケルク
	 11	 コロブチカ
	 12	 タンゴ・ミクサー	
	 	 ～アディオス・ムチャーチョス～
	 13	 テン・プリティガールズ

	 14	 ドードレブスカ・ポルカ
	 15	 グスタフス・スコール
	 16	 サワレンダー・カドリール
	 17	 ティニック・リング
	 18	 トロイカ
	 19	 アレキサンドロフスキー	
	 	 ～山のロザリア～

	 20	 オスロー・ワルツ
	 21	 思いでのワルツ
	 	 ～思い出のアルバム・みかんの花咲く丘～

COCE-36166

音魂！100人のロック・ソーラン
ロック民謡 スーパー・ベスト

全16曲
価格：2,500円（本体）＋税
※全曲振付き 

		 1	 100人のロック・ローラン【北海道】
	 2	 じょんがらまつり【青森】
	 3	 親子花笠ロック【山形】
	 4	 こども斎太郎ロック【宮城】
	 5	 こども相馬盆唄【福島】
	 6	 こども八木節おどり【群馬】

	 7	 FUNK大漁節【千葉】
	 8	 東京音頭＜ロック・バージョン＞【東京】
	 9	 ちゃっきりブギ【静岡】
	 10	 ロックAWA	ODORI	【徳島】
	 11	 プラスロック民謡　
	 	 親子よさこいDancing【高知】

	 12	 ロック民謡　こどもおてもやん【熊本】
	 13	 ロックンおはら節【鹿児島】
	 14	 親船子船～ロック・唐船ドーイ～【沖縄	｝
	 15	 ふるさと祭り
		◆ボーナス・トラック
	 16	 北海道唄　※8時だﾖ！全員集合ヴァージョン

COCE-34341

日本全国夏祭り！ 音頭＊盆踊り＊総踊り 全16曲  総再生時間 56′12
価格：2,500円（本体）＋税

	 1	 アンパンマン音頭
	 2	 にんにん忍たま音頭
	 3	 踊れ・どれ・ドラドラえもん音頭
	 4	 ハムハムON-DOだ、ハムちゃんず !
	 5	 ちびまる子音頭／ManaKana
	 6	 月夜のポンチャラリン

	 7	 アラレちゃん音頭
	 8	 オバ Q音頭
	 9	 炭坑節
	 10	 東京音頭
	 11	 河内音頭
	 12	 きよしのズンドコ節

	 13	 お祭り忍者
	 14	 夏祭り
	 15	 花まつり
	 16	 マツケンサンバⅡ
	 	 ～マーチバージョン～

COCE-36165

祭りだ！わっしょい！
ロック夏祭り＆こども盆踊り スーパー・ベスト

全16曲
価格：2,500円（本体）＋税
※全曲振付き 

		◆ロック夏祭り
	 1	 お江戸はカーニバル！
	 2	 参上！びゅるっとあさたろう
	 3	 お祭り忍者
	 4	 桜応援歌（Oh!ENKA)
	 5	 マツケンサンバⅡ
		

◆こども盆踊り
	 6	 太鼓まつり　どん！
	 7	 踊れ・どれ・ドラドラえもん音頭
	 8	 アンパンマン音頭
	 9		 にんにん忍たま音頭
	 10	 ウルトラマン音頭
	 11	 一円玉の旅がらす

	 12	 大ちゃん数え唄
	 13	 もったいないばあさん音頭
	 14	 恐竜音頭
	 15	 おやこHOT音頭
		◆ボーナス・トラック
	 16	 おみこしのBGM：だんじり太鼓
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実用ベストシリーズ 価格：各巻952円（本体）＋税

【混声合唱編】
	 1	 君が代　斉唱・前奏付オーケストラ伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会　渡邉暁雄指揮、日本フィルハーモニー交響楽団

	 2	 君が代　混声四部・前奏付オーケストラ伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会　渡邉暁雄指揮、日本フィルハーモニー交響楽団

	 3	 君が代　斉唱・前奏付ピアノ伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会、橋本正暢 (ピアノ )

	 4	 君が代　混声四部・前奏付ピアノ伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会、橋本正暢 (ピアノ )

	 5	 君が代　斉唱・前奏付吹奏楽伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会　鵜飼敏夫指揮、コロムビア吹奏楽団

	 6	 君が代　混声四部・前奏付吹奏楽伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会　鵜飼敏夫指揮、コロムビア吹奏楽団

	 7	 君が代　斉唱・無伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会

	 8	 君が代　混声四部・無伴奏
  増田順平指揮、日本合唱協会

【児童合唱編】
	 9	 君が代　斉唱・前奏付オーケストラ伴奏
  志水隆指揮、杉並児童合唱団、コロムビア・オーケストラ

	 10	 君が代　斉唱・前奏付ピアノ伴奏
  志水隆指揮、杉並児童合唱団、津嶋麻子 (ピアノ )

【伴奏編】
	 11	 君が代　オーケストラ伴奏
  コロムビア・オーケストラ

	 12	 君が代　ピアノ伴奏
  津嶋麻子 ( ピアノ )

【インストゥルメンタル編】
	 13	 君が代　前奏なし・オーケストラ伴奏 (1回 )
  渡辺暁雄指揮、日本フィルハーモニー交響楽団

	 14	 君が代　前奏なし・オーケストラ伴奏 (2回 )
  渡辺暁雄指揮、日本フィルハーモニー交響楽団

	 15	 君が代　前奏なし・吹奏楽演奏 (1回 )
  渡辺暁雄指揮、日本フィルハーモニー交響楽団

	 16	 君が代　前奏なし・吹奏楽演奏（２回 )
  鵜飼敏夫指揮、コロムビア吹奏楽団

【マーチ】
	 17	 君が代行進曲
  手塚幸紀指揮、東京佼成ウインドオーケストラ

君が代 COCE-38029

	 1	 ラジオ体操	第 1( 号令入り )*
  指導：青山敏彦　ピアノ：大久保三郎

	 2	 ラジオ体操	第 1( 号令なし )*
  ピアノ：大久保三郎

	 3	 ラジオ体操	第 2( 号令入り )*
  指導：青山敏彦　ピアノ：大久保三郎

	 4	 ラジオ体操	第 2( 号令なし )*
  ピアノ：大久保三郎

	 5	 みんなの体操 (号令入り )
  指導：長野信一

	 6	 みんなの体操 (号令なし )
	 7	 ラジオ体操の歌 *
  藤山一郎、コロムビアひばり児童合唱団

NHK-CD ラジオ体操 第1・第2／みんなの体操 COCE-38028

【迎賓の音楽】
	 1	 ラデツキー行進曲	＜ J. シュトラウス I ＞
  ロベルト・シュトルツ指揮、ウィーン交響楽団

	 2	 ブランデンブルク協奏曲	第 4番	ト長調	BWV	1049
	 	 第 1楽章	アレグロ	＜ J.S. バッハ＞
  ギュンター・ヘラー、ウィリヒ・ティメイ (リコーダー )、

  ルドルフ・バウムガルトナー指揮、ルツェルン弦楽合奏団

【表彰式の音楽】
	 3	 (1) 表彰　見よ、勇者は帰りぬ	＜ G.F. ヘンデル＞
  コロムビア・オーケストラ

	 4	 (2) 賞状・賞品授与　ピアノ協奏曲	第 20番
	 	 二短調	KV.466	第 2楽章	ロマンス	＜W.A. モーツァルト＞
  アンネローゼ・シュミット (ピアノ )、クルト・マズア指揮、

  ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団

【日本的な雰囲気に】
	 5	 (1) 式典　越天楽
  東京楽所

	 6	 (2) 祝宴　謡曲	「高砂」(素謡 )	～観世流～ *
  木原康次

	 7	 (3)BGM　砂山 (オーケストラ演奏による )
  宮川彬良指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

	 8	 (4) 和太鼓　北海流れ打ち太鼓
  大場一刀とそのグループ

【お別れの儀式に】
	 9	 アダージョ	ト短調	＜ J.S. バッハ＞
  ルドルフ・バウムガルトナー指揮、ルツェルン弦楽合奏団

	 10	 深い河
  志水隆指揮、杉並児童合唱団、津嶋麻子 (ピアノ )

式典の音楽 COCE-38030

COCE-39837

		◆スーホの白い馬　上演時間：約 15分
		 1	 スーホーの白い馬
	 2	 ゆみやは　うなりをたてて
	 3	 かなしくて　くやしくて

　 合唱：金田典子指揮　NHK 東京児童合唱団
　 ピアノ：古高晋一
　 台本朗読：NHK 東京児童合唱団

		◆魔界とぼくらの愛戦争　上演時間：約 23分
		 1	 じゃんじゃん捨てよう
	 2	 ゆっくりと　じっくりと
	 3	 どうせ地球なんて
	 4	 おそすぎないうちに

　 

合唱：榊原哲指揮　船橋さざんか少年少女合唱団
　 ピアノ：鈴木永子
　 台本朗読：練馬児童合唱団

小学生のための音楽劇・物語集
スーホの白い馬（斉唱版＆

合唱版 ）/魔界とぼくらの愛戦争
全16曲
価格：2,600円（本体）＋税
※台本朗読・合唱・カラオケ・効果音収録

COCE-39838

小学生のための音楽劇・物語集
てぶくろを買いに/赤いろうそく

全16曲
価格：2,600円（本体）＋税
※台本朗読・合唱・カラオケ・効果音収録

		◆てぶくろを買いに　上演時間：約 13分
		 1	 雪の野原
	 2	 手ぶくろを買いに
	 3	 町の灯
	 4	 ぼうし屋さん
	 5	 帰り道
　 
　 合唱：長岡利香子指揮　八千代少年少女合唱団
　 ピアノ：鈴木綾子
　 台本朗読：八千代少年少女合唱団

		◆赤いろうそく　上演時間：約 14分
		 1	 花火ってなんだろう？
	 2	 花火というものは
	 3	 夢花火
	 4	 火をつけよう
	 5	 赤いろうそく

　 合唱：長岡利香子指揮　八千代少年少女合唱団
　 ピアノ：鈴木綾子
　 台本朗読：八千代少年少女合唱団

【栄冠は君に輝く】(全国高等学校野球選手権大会	大会歌 )
	 1	 行進曲	栄冠は君に輝く
  コロムビア・オーケストラ

	 2	 栄冠は君に輝く (合唱バージョン )
  コロムビア合唱団、コロムビア・オーケストラ

	 3	 栄冠は君に輝く (カラオケ )
  コロムビア・オーケストラ

【スポーツ行進曲】
	 4	 若い力 ( 国民体育大会	大会歌 )
  コロムビア・マーチ・オーケストラ

	 5	 スポーツ行進曲
  コロムビア・マーチ・オーケストラ

	 6	 スポーツショー行進曲
  手塚幸紀指揮、東京佼成ウインドオーケストラ

	 7	 オリンピック・マーチ
  手塚幸紀指揮、東京佼成ウインドオーケストラ

	 8	 コンバットマーチ
  コロムビア・オーケストラ

	 9	 オーレ！チャンプ
	 	 “ANDERLECHT	CHAMPION(OLE	OLE	OLE)”
  コロムビア・オーケストラ

	 10	 ふり向くな君は美しい
	 	 ( 全国高等学校サッカー選手権大会	大会歌 )
  コロムビア・オーケストラ

栄冠は君に輝く ～スポーツ音楽集～ COCE-38032

【開会前のBGM】
	 1	 トランペット・ボランタリー
  井上圭子 ( オルガン )

	 2	 ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲	変ホ長調
	 	 KV.364(320d)	第 3楽章	プレスト	＜W.A. モーツァルト＞
	 	 ジャン＝ジャック・カントロフ (ヴァイオリン )、
  ウレディミール・メンデルスゾーン (ヴィオラ )、レオポルト・ハーガー指揮、

  オランダ室内管弦楽団

【卒業生入場】
	 3	 トランペット協奏曲	変ホ長調	Hob	VII	e-1
	 	 第 3楽章	アレグロ	＜ J. ハイドン＞
  ギィ・トゥーヴロン (トランペット )、ルドルフ・バウムガルトナー指揮、

  ルツェルン弦楽合奏団

	 4	 生きもの地球紀行メドレー
	 	 コロムビア・オーケストラ
  ～ BELIEVE ～この星に生まれて～ Tommorrow ～生命の息吹

【卒業証書授与のBGM】
	 5	 アンダンテ・アモローソ	＜ G.B. サンマルティーニ＞
  イエルゲン・エルンスト・ハンセン指揮、ソチエタス・ムジカ室内管弦楽団

	 6	 カノン	ニ長調	＜ J. ハッヘルベル＞
  イエルゲン・エルンスト・ハンセン指揮、ソチエタス・ムジカ室内管弦楽団

【卒業の歌】
	 7	 BELIEVE( 伴奏 )
  コロムビア・オーケストラ

	 8	 蛍の光 ( 伴奏 )
  コロムビア・オーケストラ

	 9	 旅立ちの日に (伴奏 )
  コロムビア・オーケストラ

	 10	 仰げば尊し (伴奏 )
  コロムビア・オーケストラ

【卒業生退場】
	 11	 明日に架ける橋
  宮川彬良指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

	 12	 タンホイザー大行進曲	＜ R. ワーグナー＞
  ヴァーツラフ・スメターチェク指揮、プラハ国立歌劇場管弦楽団、チェコ合唱団

【閉会後のBGM】
	 13	 交響曲	第 3番	第 3楽章
	 	 ＜さよならをもう一度＞	＜ J. ブラームス＞
  宮川彬良指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団、宮川彬良 (ピアノ )

	 14	 チェンバロ協奏曲	ヘ短調	BWV1056
	 	 第 2楽章	ラルゴ	＜ J.S. バッハ＞
  アンドラーシュ・シフ (ピアノ )、ジョージ・マルコム指揮、イギリス室内管弦楽団 

卒業式の音楽 COCE-38031
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小学校 行事・放送用音楽集
09
全6巻／12枚組  
価格：全6巻36,000円（本体）＋税
　　 各巻2枚組6,000円（本体）＋税

   Disc1
	　◆登校時の音楽
	 1	 アルプホルンとシンメンタールのヨーデル
	 2	 朝の気分～組曲「ペール・ギュント」第1番	Op.46より～
	 3	 弦楽四重奏曲第67番	二長調	「ひばり」	第１楽章
	 4	 愛のあいさつ
	 5	 早春賦
	 6	 春	第1楽章～和声とインベンションの試み	第1集「四季」より～
	 7	 亜麻色の髪の乙女
	 8	 牧歌	ドビュッシーに～最後のひとつまえの想い出（1915）より～
	 9	 かっこうワルツ
	　◆学習の準備の時間の音楽
	 10	 シング～愛は夢の中に～小さな愛の願い
	 11	 ティコ	ティコ
	 12	 アメリカ	～ミュージカル「ウェストサイド物語」より～
	 13	 ス・ワンダフル
	 14	 きらきら星変奏曲〔ママ、きいてちょうだい〕KV.265より（オルゴール）
	　◆音楽朝会の歌	
	 15	 歌えバンバン
	 16	 翼をください
	 17	 気球に乗ってどこまでも
	 18	 Smile	Again
	 19	 君をのせて
	 20	 世界がひとつになるまで
	 21	 ふるさと

   Disc2
	　◆朝の活動の音楽	〈体力づくり〉
	 1	 生きもの地球紀行メドレー	
	 	 （BELIEVE～この星にうまれて～Tomorrow～生命の息吹）
	 2	 ロッキーのテーマ
	 3	 君の瞳に恋してる
	 4	 ダンシング・クィーン
	 5	 A列車で行こう
	 6	 ミッション・インポッシブルのテーマ
	 7	 宇宙のファンタジー
	 8	 フレンド・ライク・ミー～映画「アラジン」より～
	　◆朝の活動の音楽	〈英語の歌〉
	 9	 Do	Re	Mi	ドレミの歌
	 10	 Twinkle,	Twinkle,	Little	Star	キラキラ星
	 11	 Today	Is	Monday	月曜日は何たべる？
	 12	 Happy	Birthday	To	You	お誕生日の歌
	 13	 We	Wish	You	A	Merry	Christmas	おめでとうクリスマス
	　◆朝の活動の音楽	〈読書〉
	 14	 ジムノペディ第1番
	 15	 シチリアーナ	Op.78
	 16	 雨だれ＝24の前奏曲	Op.28-15	変二長調＝
	 17	 からたちの花
	 18	 スラブ舞曲第2集	Op.72	第 2番	ホ短調
	 19	 この道

   Disc1
	　◆準備の時間の音楽	
	 1	 「アイネ・クライネ	・ナハトムジーク」	第1楽章	
	 	 ～セレナード第13番	ト長調	KV.525より～
	 2	 ガボット
	 3	 プリンク・プレンク・プランク
	 4	 ラバース・コンチェルト
	 5	 アイ・ガット・リズム
	　◆給食時間の音楽	〈日本の音楽を楽しむ：日本の伝統音楽・伝統芸能〉
	 6	 さくら変奏曲	
	 7	 てぃんさぐぬ花	
	 8	 古典落語「時そば」
	 9	 じゅげむ
	　◆給食時間の音楽	〈日本の音楽を楽しむ：アレンジで聴く日本の音楽〉
	 10	 ふるさと
	 11	 童謡メドレー「やさしいじかん」
	 	 （	どんぐりころころ～ぶんぶんぶん～ちょうちょう～チューリップ～	

ことりのうた～はと～うさぎとかめ～かたつむり～こがねむし～	
ぞうさん）

	 12	 ことりのうた
	 14	 南部牛追い唄	

   Disc2
	　◆給食時間の音楽	〈クラシック音楽を楽しむ〉
	 1	 メヌエット～「アルルの女」第2組曲より～
	 2	 白鳥～組曲「動物の謝肉祭」より～
	 3	 アルハンブラの思い出
	 4	 ジュ・トゥ・ブ
	 5	 エリーゼのために
	　◆給食時間の音楽	〈ポピュラー音楽を楽しむ〉	
	 6	 メモリー～ミュージカル「キャッツ」より～
	 7	 ムーンライト・セレナーデ
	 8	 いつも何度でも～映画「千と千尋の神隠し」より～
	　◆給食時間の音楽	〈民族音楽を楽しむ〉
	 9	 ナイ演奏（ルーマニア）
	 10	 ジャラタラング演奏（インド）	
	 11	 サントゥール独奏（イラン）
	 12	 モリンホール独奏（モンゴル）：四季
	 13	 アルフー独奏 (中国 )：空山鳥語	
	　◆片付けの時間の音楽	
	 14	 ウィーンの音楽時計～組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より～
	 15	 チム・チム・チェリー～ミュージカル「メリー・ポピンズ」より～
	 16	 ランチ・タイム〔バイエル№46〕～バイエル・ジャズより～
	 17	 口笛吹きと小犬
	　◆歯磨きの時間の音楽	
	 18	 セレナード＝弦楽四重奏曲第17番	へ長調	Op.3-5	第 2楽章＝
	 19	 ワン・ノート・サンバ
	 20	 オー・ハッピー・デイ

監修●加藤富美子（東京学芸大学）
小学校の年間行事や日常生活を演出する音楽集。	多彩なジャンルから選んだ200曲以上の豊富な音源を収録。
場面ごとの演出の解説、曲目の解説と使用場面が一目できる便利なチャート表つき。

XT-2861

朝の音楽 1 COCE-35751~2

給食時の音楽2 COCE-35753~4

音楽朝会、体力づくりの時間や読書の時間など、登校時から学習の始まりまでの朝の様々な場面を演出する音楽集

クラシック～ポピュラー～日本の音楽～落語～民族音楽まで、多彩なジャンルの音楽で給食の時間を楽しく演出 !

   Disc1
	　◆掃除の始まりの音楽	
	 1	 クラリネット・ポルカ
	 2	 タイプライター
	 3	 トルコ行進曲＝ピアノ・ソナタ第3番	イ長調	KV.331	第 3楽章＝
	 4	 踊り明かそう～ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より～
	 5	 アメリカン・パトロール
	 6	 行進曲～バレエ組曲「くるみ割り人形」より～　
	　◆掃除中の音楽	
	 7	 「水上の音楽」組曲第2番	ニ長調	HWV.349	" アラ・ホーンパイプ "
	 8	 ホルン協奏曲第1番	ニ長調	KV.412/514	第1楽章
	 9	 花のワルツ～バレエ組曲「くるみ割り人形」より～
	 10	 春の歌～無言歌集より～
	 11	 イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン
	　◆掃除の後半の音楽
	 12	 エンターテイナー
	 13	 ハンガリー舞曲第5番	ト短調
	 14	 闘牛士の歌～歌劇「カルメン」より～
	 15	 バディネリ～管弦楽組曲第2番	ロ短調	BWV.1067より～	
	　◆休み時間の音楽	〈屋外用〉
	 16	 シンコペーテッド・クロック
	 17	 そりすべり
	 18	 テイク・ファイブ
	 19	 瞳をみつめて～映画「シェルブールの雨傘」より～	
	 20	 見上げてごらん夜の星を～ETのテーマ

   Disc2
	　◆休み時間の音楽	〈室内用〉
	 1	 無伴奏チェロ組曲第1番	ト長調	BWV.1007	第1曲	前奏曲
	 2	 亡き王女のためのパバーヌ
	 3	 ディス・ガイ
	 4	 あめふりくまのこ（ハンドチャイム）
	 5	 海の見える街～映画「魔女の宅急便」より～（ハンドチャイム）
	　◆休み時間の音楽	〈終了5分前〉
	 6	 仔象の行進～映画「ハタリ！」より～
	 7	 小犬のワルツ＝ワルツ第6番		変ニ長調	Op.64-1＝
	 8	 雨にぬれても～映画「明日に向かって撃て」より～
	 9	 第三の男～映画「第三の男」より～
	　◆下校時の音楽
	 10	 アベ・マリア
	 11	 トロイメライ～「子供の情景」Op.15より～
	 12	 交響曲第6番から<悲愴>―その愛―
	 13	 瞑想曲～歌劇「タイス」より～
	 14	 グリーンスリーブス
	 15	 アマポーラ
	 16	 スマイル～映画「モダン・タイムス」より～
	 17	 蘇州夜曲
	 18	 かえろかえろと
	 19	 赤とんぼ
	 20	 夕焼け小焼け（ハンドチャイム）

   Disc1
	　◆入場行進の音楽
	 1	 双頭の鷲の旗の下に	Op.159
	 2	 美中の美
	 3	 旧友
	 4	 ゲバゲバ 90分
	 5	 大きな古時計
	 6	 世界に一つだけの花
	　◆準備体操の音楽	
	 7	 ラジオ体操第１（指導入り）	
	 8	 ラジオ体操第２（指導入り）
	 9	 ラジオ体操第１（指導なし）
	 10	 ラジオ体操第２（指導なし）
	　◆式典の音楽	〈開会式・閉会式〉
	 11	 君が代	〈国旗掲揚・降納用〉
	 12	 見よ勇者は帰りぬ	〈優勝旗・敢闘杯返還、表彰用〉
	　◆式典の音楽	〈ファンファーレ&ドラムロール〉
	 13	 ファンファーレ～歌劇「アイーダ」より～
	 14	 ファンファーレ～喜歌劇「軽騎兵」序曲より～
	 15	 コンリンのファンファーレ
	 16	 ドラム＆ティンパニーロール
	 17	 ドラムロール№1
	 18	 ドラムロール№2
	　◆入退場の音楽	
	 19	 ラデツキー行進曲	Op.228
	 20	 ボギー大佐
	 21	 ロック民謡「ソーラン」メドレー
	 	 （ソーラン節～斎太郎節～津軽じょんがら）
	 22	 世界はともだち」メドレー
	 	 （	ロンドン橋～アビニョンの橋の上で～シューメーカーズ～	

ごんべえさんの赤ちゃん、10人のインディアン～）
	 23	 すずらん
	 24	 ポーリュシカ・ポーレ
	 25	 駆足行進曲	蛍の光	

   Disc2
	　◆ダンス・振付け・応援に使える音楽
	 1	 マイム・マイム
	 2	 ジェンカ
	 3	 ジンギスカン
	 4	 キッズたいそう－ワンダホー！	クラシカ－
	 	 （	オーバーチュア～おもちゃの兵隊の観兵式～おどるこねこ～	

アマリリス～剣士の入場～交響曲第7番～雷神～フィナーレ）
	 5	 フォークダンス	ディズニーメドレー
	 	 （	ひとりぼっちの晩餐会～ハイ・ホー～ビビディ・バビディ・ブー～	

ジッパ・ディー・ドゥー・ダー～星に願いを）
	 6	 フォークダンス	ディズニーメドレー№2
	 	 （	ミッキーマウス・マーチ～ダルメシアン・プランテーション～夢はひそかに）
	 7	 炎のラテン・メドレー
	 	 （エル・クンバンチェロ～テキーラ～マンボ№5～ティコ	ティコ）
	 8	 オーレ！	チャンプ	“ANDER	LECHT	CHAMPION（OLÉ	OLÉ	OLÉ）”
	　◆競技中の音楽
	 9	 うさぎとかめ
	 10	 クシコス・ポスト
	 11	 トランペット吹きの休日
	 12	 天国と地獄
	 13	 ウィーン子気質	Op.354
	 14	 剣の舞～バレエ組曲「ガイーヌ」より～
	 15	 ギャロップ～組曲「道化師」Op.26より～
	 16	 百発百中	Op.326
　◆整理体操の音楽
	 17	 アメイジング・グレイス（バグパイプ）
	 18	 キンダー・ポルカ
	 19	 エピローグ～ミネラル・サウンドミュージック	マレーシア：	
	 	 ボルネオ―密林のソリストより―
	　◆閉会後の音楽
	 20	 ユーモレスク
	 21	 フール・オン・ザ・ヒル
	 22	 ジョージア・オン・マイ・マインド

清掃時・休み時間・夕方の音楽3 COCE-35755~6

運動会の音楽4 COCE-35757~8

学校生活にある各時間帯を演出する音楽集。音楽を中心とした放送で学校生活に彩りを !

スタンダードから楽しいアレンジのものまで幅広く選曲。開会から閉会後まで、各シーンにあわせた音楽で運動会を盛り上げます !
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   Disc1
	　◆卒業式：式典開始までの音楽
	 1	 「水上の音楽」組曲第2番	ニ長調	“序曲”
	 2	 G線上のアリア＝管弦楽組曲第3番	ニ長調	BWV.1068	“エア”＝
	 3	 主よ	人の望みの喜びよ～カンタータ第147番	BWV.147より～
	　◆卒業式：卒業生入場の音楽	
	 4	 行進曲「威風堂々」第1番	ニ長調	Op.39-1
	 5	 タンホイザー大行進曲～歌劇「タンホイザー」より～
	 6	 トランペット・ボランタリー
	 7	 クラリネット協奏曲	イ長調	KV.622	第 2楽章
	 8	 エルザの大聖堂への行列～歌劇「ローエングリン」より～
	　◆卒業式：式典歌	
	 9	 君が代	〈斉唱	前奏付き管弦楽伴奏〉
	 10	 君が代〈前奏付き管弦楽伴奏〉
	　◆卒業式：証書授与式の音楽	
	 11	 カノン～3声のカノンとジーグ	ニ長調より～
	 12	 ラルゴ＝チェンバロ協奏曲第5番	へ短調	BWV.1056	第2楽章＝
	 13	 クラリネット五重奏曲	イ長調	KV.581	第 2 楽章
	 14	 フルートとハープのための協奏曲	ハ長調	KV.299(297ｃ )	第 2楽章
	 15	 月の光～「ベルガマスク組曲」より～

   Disc2
	　◆卒業式：卒業ソング
	 1	 BELIEVE	
	 2	 旅立ちの日に
	 3	 ありがとう・さようなら
	　◆卒業式：卒業生退場の音楽
	 4	 仰げば尊し (電子オルガン )
	 5	 巣立ちの歌
	 6	 贈る言葉
	 7	 今日の日はさようなら
	 8	 蛍の光 (電子オルガン )
	　◆卒業式：式終了後の見送りの音楽
	 9	 Best	Friend（ピアノ）
	 10	 さくら（独唱）（ピアノ）
	 11	 ニュー・シネマ・パラダイス～映画「ニュー･シネマ・パラダイス」より～
	　◆入学式：式典開始までの音楽
	 12	 ブランデンブルク協奏曲第4番	ト長調	BWV.1049	第1楽章
	 13	 おもちゃの兵隊の観兵式
	 14	 ディベルティメント第17番	ニ長調	KV.334	第 3楽章	メヌエット
	　◆入学式：新入生入退場の音楽
	 15	 一年生になったら～めだかの学校
	 16	 チキチキ	バンバン
	 17	 ゆかいに歩けば
	 18	 イッツ・ア・スモール・ワールド

   Disc1
	　◆体育館移動時の音楽	
	 1	 「サウンド・オブ・ミュージック」メドレー
	 	 （	サウンド・オブ・ミュージック～ドレミの歌
	 	 ～わたしのお気に入り～
	 	 エーデルワイス～すべての山にのぼれ）
	 2	 さんぽ	
	 3	 バロック・ホーダウン
	 	 ～「メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード」より～
	 4	 ブラジル
	 5	 トゲンブルクのこだま
	 6	 八千代獅子
	　◆展覧会の音楽	
	 7	 螺鈿
	 8	 花
	 9	 ダニー・ボーイ
	 10	 深い河
	 11	 モテット「アべ・ベルム・コルプス」KV.618
	 12	 アクロス・ザ・ユニバース
	 13	 椰子の実（スウィング）
	 14	 夏の思い出（ビギン）
	 15	 浜辺の歌（ワルツ）
	 16	 ふるさと（ボサ・ノバ）

   Disc2
	　◆子ども祭りの音楽
	 1	 オープニング・ファンファーレ
	 2	 崖の上のポニョ
	 	 ～映画「崖の上のポニョ」より～
	 	 （ハンドチャイム）
	 3	 やまのワルツ (ハンドチャイム )
	 4	 コンドルは飛んで行く
	 5	 マンボ No.５
	 6	 君ほほえめば
	 7	 聖者の行進
	 8	 シャボン玉
	 9	 祭囃子：四丁目（玉入り）
	 10	 祭囃子：屋台囃子（切）
	 11	 ひとだま
	 12	 四谷怪談
　◆効果音〈自然〉
	 13	 荒い波
	 14	 静かな波
	 15	 岩壁の波
	 16	 小さい流れ
	 17	 洪水
	 18	 強風
	 19	 雷
　◆効果音〈動物〉
	 20	 オオカミ
	 21	 ウシ
	 22	 ヤギ
	 23	 ウマ（一頭走行通過）

　◆効果音〈鳥〉
	 24	 ヒバリ
	 25	 ニワトリ（時を告げる）
	 26	 アヒル
	 27	 カナリヤ
	 28	 メジロ
	 29	 ホトトギス
	 30	 ウグイス
	 31	 カッコウ
	 32	 鳥のコーラス
　◆効果音〈蛙・虫〉
	 33	 アマガエル
	 34	 ツクツクボウシ
	 35	 ミンミンゼミ
	 36	 スズムシ
	 37	 マツムシ
	 38	 エンマコオロギ
	 39	 キリギリス
	 40	 ウマオイ
	 41	 虫のコーラス
◆効果音〈その他〉
	 42	 花火大会
	 43	 相撲（寄せ太鼓）
	 44	 出囃子（米洗い）
	 45	 能楽囃子（村雨留）
	 46	 不気味（尺八）
	 47	 ヒュードロドロ
	 48	 教会の鐘

卒業式・入学式の音楽5 COCE-35759~60

行事・校内放送の音楽と効果音6 COCE-35761~2

学校行事として大切なセレモニーを演出する音楽集。感動の卒業式と期待にあふれた入学式にふさわしい選曲です。

〈子ども祭り〉〈展覧会〉などの行事と校内放送を演出する音楽＆効果音集。〈お店屋さん〉〈お化け屋敷〉にも使えるバライエティ豊かな内容です。

果 音効
効果音セレクション 価格：各巻1,500円（本体）＋税

1	 荒い波	 （1:30）
2	 静かな波	 （2:45）
3	 磯波	 （1:00）
4	 潮騒	 （1:40）
5	 岩壁の波	 （2:00）
6	 湖の波	 （2:00）
7	 波打ちぎわA（干潮）	 （1:30）
8	 波打ちぎわB（満潮）	 （1:30）
9	 清水の流れ	 （1:02）
10	細い流れ	 （1:30）

11	小さい流れ	 （1:30）
12	中流	 （1:30）
13	大きい流れ	 （1:30）
14	急流	 （1:30）
15	岩場の急流	 （1:30）
16	洪水	 （1:25）
17	せせらぎ（奥入瀬）	 （1:30）
18	華厳の滝	 （1:30）
19	竜頭の滝	 （1:30）
20	湯滝	 （1:30）

21	笹をゆらす静かな風	 （1:30）
22	強風	 （1:39）
23	荒野の風	 （1:42）
24	吹雪	 （1:25）
25	ブリザード	 （1:30）
26	台風	 （1:39）
27	海の嵐	 （2:05）
28	さみだれ	 （1:32）
29	夕立	 （1:32）
30	屋根に当たる雨	 （1:45）

31	住宅街に降る雨	 （2:02）
32	表通りの雨	 （1:23）
33	雷A	 （1:37）
34	雷B	 （0:11）
35	雷C	 （0:17）
36	雷D	 （0:17）
37	地震〜地鳴り	 （0:42）

	1	 ライオン	 （0:35）
	2	 トラ	 （0:27）
	3	 ゾウA（一頭）	 （0:28）
	4	 ゾウB（群れ）	 （0:38）
	5	 オオカミ	 （0:29）
	6	 ゴリラA（甘え声）	 （0:21）
	7	 ゴリラB（さけび声）	 （0:16）
	8	 マントヒヒ	 （0:23）
	9	 ニホンザル	 （0:28）
10	コアラ	 （0:26）
11	パンダ	 （0:46）
12	ブタ	 （0:40）
13	アシカ	 （0:25）
14	イルカ	 （0:34）
15	ウシ	 （0:43）
16	ヤギ	 （0:30）
17	ウマA（いななき）	 （0:39）
18	ウマB（一頭走行通過）	 （0:28）
19	ウマC（一頭並足通過）	 （0:16）

20	ウマD（一頭歩行通過）	 （0:21）
21	ウマE
	 （近づく〜止まる〜走り去る）	（0:21）
22	ウマF（二頭走行通過）	 （0:21）
23	ウマG（数頭走行通過）	 （0:19）
24	イヌA（甘え声）	 （0:31）
25	イヌB（威嚇）	 （0:30）
26	イヌC（悲鳴）	 （0:21）
27	イヌD（けんか）	 （0:30）
28	イヌE（遠吠え）	 （0:33）
29	イヌF（群れ）	 （0:27）
30	ネコ	 （0:43）
31	スズメ	 （0:45）
32	ハト	 （0:32）
33	カラス	 （0:11）
34	フクロウ	 （0:42）
35	コノハズク	 （0:30）
36	ウミネコA	 （0:43）
37	ウミネコB（波の音入り）	 （0:53）

38	ハクチョウ	 （0:31）
39	ツルA（一羽）	 （0:31）
40	ツルB（群れ）	 （0:40）
41	ヒバリ	 （0:35）
42	ウズラ	 （0:22）
43	モズ	 （0:35）
44	フラミンゴ	 （0:25）
45	ペンギン	 （0:22）
46	ニワトリA（時をつげる）	 （0:10）
47	ニワトリB
	 （エサをついばむ）	 （0:39）
48	ヒヨコ	 （0:34）
49	アヒル	 （0:32）
50	カナリヤ	 （0:34）
51	シジュウカラ	 （0:14）
52	インコ	 （0:30）
53	オウム	 （0:30）
54	メジロ	 （0:20）
55	ホトトギス	 （0:29）

56	ウグイス	 （0:35）
57	カッコウ	 （0:32）
58	鳥のコーラス	 （1:30）
59	アマガエル	 （0:40）
60	トノサマガエル	 （0:42）
61	ヒキガエル	 （0:32）
62	ウシガエル	 （0:32）
63	蛙のコーラス	 （1:30）
64	アブラゼミ	 （1:05）
65	ツクツクボウシ	 （0:42）
66	ヒグラシ	 （0:50）
67	ミンミンゼミ	 （0:40）
68	スズムシ	 （0:38）
69	マツムシ	 （0:30）
70	エンマコオロギ	 （0:45）
71	キリギリス	 （0:33）
72	ウマオイ	 （0:35）
73	クツワムシ	 （0:35）
74	虫のコーラス	 （1:30）

	1	 正月（初詣）A
	 （石砂利を踏む大勢の足音）	（1:12）
	2	 正月（初詣）B（神殿付近）	 （1:22）
	3	 節分（豆まき）	 （1:29）
	4	 花火と歓声	 （0:49）
	5	 お盆A（寺まいり）	 （0:30）
	6	 お盆B（読経）	 （2:50）
	7	 祭A（お囃子）	 （2:08）
	8	 祭B（大人の神輿）	 （2:21）
	9	 祭C（子供の神輿）	 （1:00）

10	酉の市（おみくじ、手締め風景）	（1:30）
11	除夜の鐘	 （1:25）
12	ししおどし	 （1:30）
13	水車	 （1:00）
14	つるべ井戸	 （0:26）
15	手こぎ井戸	 （0:30）
16	機織り	 （0:58）
17	鳴子	 （0:15）
18	夜回り（拍子木）	 （1:16）
19	風鈴（鉄）	 （0:34）

20	風鈴	（ガラス）	 （0:43）
21	半鐘	 （0:35）
22	題目太鼓	 （0:42）
23	チンドン屋さん	 （1:47）
24	金魚売り	 （0:31）
25	竹ざお売り	 （0:39）
26	あさり売り	 （0:33）
27	豆腐屋	 （0:45）
28	定斉屋	 （0:38）
29	チャルメラ	 （0:24）

30	駅弁売り	 （0:42）
31	号外	 （0:31）
32	寛永寺	 （2:00）
33	増上寺	 （1:36）
34	総持寺	 （1:27）
35	安楽寺	 （1:46）
36	建長寺	 （1:25）
37	浄智寺	 （2:34）
38	方広寺	 （1:13）
39	知恩院	 （1:36）

自然 COCE-38093 1

動物・鳥・蛙・虫 COCE-380942

行事・風物・売り声・梵鐘 COCE-380953
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	1	 足音A　舗装道路　男性（靴）	 （0:20）
	2	 足音B　舗装道路　女性（ハイヒール）	 （0:20）
	3	 足音C　舗装道路
	 男性（靴）近づく−止まる−去る	 （0:37）
	4	 足音D　舗装道路
	 女性（ハイヒール）近づく−止まる−去る	（0:42）
	5	 足音E　じゃり道　男性（靴）	 （0:22）
	6	 足音F　じゃり道　女性（ハイヒール）	 （0:20）
	7	 足音G　じゃり道　男性（下駄）	 （0:22）
	8	 足音H　木造階段　上がる	 （0:10）
	9	 足音I　木造階段　下る	 （0:10）
10	足音J　ビルの階段　男性　早足で上る	（0:22）
11	足音K　ビルの階段　女性　歩いて下る	（0:48）
12	足音L　ビルの廊下　男性　歩いて通過	（0:28）
13	足音M　ビルの廊下
	 女性　歩いて通過	 （0:36）
14	足音N　雪道　	 （0:33）
15	車のブレーキA	 （0:02）
16	車のブレーキB	 （0:05）
17	車の急ブレーキ〜クラッシュ	 （0:12）
18	ドリル	 （0:51）

19	道路工事現場	 （2:02）
20	ビル工事現場	 （2:05）
21	エアー・ハンマー	 （1:30）
22	建築現場	 （1:34）
23	手かんな	 （0:48）
24	手のこ	 （0:42）
25	釘打ち	 （0:41）
26	電気かんなA	 （0:45）
27	電気かんなＢ	 （0:35）
28	ビル崩壊	 （0:18）
29	爆発	 （0:09）
30	ガラスが割れるA	 （0:03）
31	ガラスが割れるB	 （0:05）
32	ガラスが割れるC	 （0:04）
33	格闘	 （0:12）
34	骨が折れる音A		 （0:01）
35	骨が折れる音B	 （0:01）
36	ナイフを出す音A	 （0:01）
37	ナイフを出す音B	 （0:01）
38	銃声	 （0:06）
39	B29爆撃機	 （1:00）

40	空襲警報	 （1:04）
41	爆弾投下	 （1:00）
42	ほら貝	 （0:18）
43	弓を射る	 （0:07）
44	昔の戦争	 （1:30）
45	野球場	 （3:00）
46	少年サッカーA	 （0:43）
47	少年サッカーB	 （1:18）
48	バスケットボール	 （1:42）
49	ボウリング場	 （1:15）
50	競馬場（ファンファーレ入り）	 （3:23）
51	相撲A（寄せ太鼓）	 （0:41）
52	相撲B（はね太鼓）	 （1:40）
53	相撲C（場内）	 （2:42）
54	休み時間の校庭	 （1:04）
55	柔道	 （1:37）
56	剣道	 （0:55）
57	テニス〈女子〉	 （1:30）
58	テニス〈男子〉	 （1:14）
59	運動会A（綱引き）	 （1:12）
60	運動会B（騎馬戦）		 （1:36）

アクション・スポーツ・クラブ活動 COCE-380975

	1	 アイキャッチ	１	 （0：05）
	2	 アイキャッチ	２	 （0：04）
	3	 アイキャッチ	３	 （0：04）
	4	 次のコーナーへ	１	 （0：06）
	5	 次のコーナーへ	２	 （0：06）
	6	 次のコーナーへ	３	 （0：07）
	7	 次のコーナーへ	４	 （0：06）
	8	 アタック	１	 （0：03）
	9	 アタック	２	 （0：03）
10	ページめくり	１	 （0：04）
11	ページめくり	２	 （0：04）
12	ページめくり	３	 （0：04）
13	ページを閉じる	 （0：04）
14	リズムブリッジロズミカル		（0：10）
15	和風ブリッジ	 （0：08）
16	ブリッジ	１（必殺的）	 （0：13）
17	ブリッジ「ツァラトウストラ	かく語りき」より	（0：21）
18	登場	１	 （0：07）
19	登場	２	 （0：06）
20	登場C	 （0：06）
21	登場D	 （0：08）
22	登場Ｅ	 （0：05）
23	一段落	１	Ａ	Ｔｙｐｅ	 （0：05）
24	一段落	２	 （0：08）
25	ひらめいた！	 （0：04）

26	逃げる	 （0：05）
27	あわてて逃げる	 （0：05）
28	疑惑	１	 （0：05）
29	（効果音）	 （0：07）
30	不気味な尺八	 （0：51）
31	ヒュードロドロ	 （1：07）
32	物が落ちる	 （0：05）
33	魔女が落ちてきた音	 （0：07）
34	吸い込まれる	 （0：06）
35	変身	 （0：06）
36	教会の鐘	 （0：22）
37	１２時の鐘	 （0：56）
38	札幌時計台の鐘	 （0：43）
39	馬のいななき〜馬車	 （0：14）
40	馬車と鈴の音	 （0：58）
41	マントをひるがえす	 （0：10）
42	剣の闘い	 （0：07）
43	魔法をかける	 （0：09）
44	鍋がぐつぐつ煮える	 （1：11）
45	百花繚乱	 （0：20）
46	SE	小判が降ってくる	 （0：07）
47	山火事	 （0：34）
48	水に飛び込む	 （0：04）
49	ＳＥ：虫の羽音	 （0：11）
50	大きな扇であおぐ	 （0：22）

51	大きな泡ができる	 （0：03）
52	ゴボゴボゴボ…	 （0：10）
53	ファンファーレ	A	 （0：07）
54	ファンファーレ	B	 （0：08）
55	ファンファーレナンバースリー	（0：10）
56	ファンファーレナンバーシックス	（0：17）
57	ファンファーレ	E	 （0：13）
58	ファンファーレF	 （0：08）
59	ファンファーレGパンパカパーン〔キメなし〕	（0：08）
60	ドラムロール　Ｎｏ．１（表彰の音楽）	（1：02）
61	ドラムロール　Ｎｏ．２	 （0：52）
62	ドラムロール　Ｎｏ．３	 （0：54）
63	ドラムロール　Ｎｏ．４	 （0：23）
64	ティンパニーロール	 （0：15）
65	ドラム&ティンパニーロール〔前後のキメ有り〕	（0：11）
66	大ホール	 （2：00）
67	大ホール〔会場アナウンス有〕	（1：00）
68	中ホール〔開演前〕	 （2：06）
69	〈劇場〉　ブザー	 （0：25）
70	〈劇場〉　拍手	 （0：18）
71	拍手（歓声入り）	 （0：28）
72	オーケストラチューニング	（0：41）
73	〈寄席〉　笑い声	 （0：25）
74	〈寄席〉　一番太鼓	 （1：25）
75	〈寄席〉　打出し太鼓	 （0：20）

76	〈寄席出囃子〉　米洗い	 （1：04）
77	〈寄席出囃子〉　水気	 （0：25）
78	〈上方寄席出囃子〉　早舟	（0：30）
79	〈上方寄席出囃子〉　にわか	（0：27）
80	能楽囃子（村雨留）	 （0：53）
81	ゴング連打	 （0：08）
82	ゴング２一つ打ち	 （0：07）
83	パフパフ	 （0：07）
84	フワフワフワワワワワーン〔トロンボーン・ソロ〕	（0：08）
85	ドラ	 （0：11）
86	仏壇の鉦	 （0：08）
87	読経	 （1：44）
88	のど自慢の鐘１　合格	 （0：09）
89	のど自慢の鐘２　不合格	 （0：07）
90	クイズ正解	 （0：12）
91	クイズ・不正解	 （0：11）
92	ハリセン	A	 （0：01）
93	ハリセン	B	 （0：01）
94	ハリセン	C	 （0：01）
95	人を殴る			 （0：02）
96	人を蹴る	 （0：02）
97	歯を削る	 （0：35）
98	歯を削る〔吸引〕	 （0：41）
99	歯医者３（歯石をとる〜吸引〜うがい）	（1：00）

場面効果・劇場・バラエティ COCE-380986

	1	 電気掃除機	 （0:53）
	2	 ミキサー	 （0:28）
	3	 電気カミソリ	 （0:31）
	4	 ドライヤー	 （0:36）
	5	 パソコン	 （0:23）
	6	 水道
	 （	手を洗って蛇口を閉める）	（0:12）
	7	 水道水をコップに注ぐ	 （0:09）
	8	 食器を洗う	 （0:39）
	9	 風呂場	 （1:09）
10	風呂場の水滴	 （0:17）
11	瓶からコップに水を注ぐ	 （0:07）
12	瓶の栓を開ける	 （0:04）
13	炭酸ジュースを注ぐ	 （0:17）
14	ジュースを飲むA（女性）	 （0:09）
15	ジュースを飲むB（男性）	 （0:09）
16	せんべいの袋を開ける	 （0:13）
17	せんべいを食べる	 （0:34）
18	野菜を切る	 （0:28）
19	目玉焼を焼く	 （0:46）
20	ライター	 （0:05）
21	プッシュホンA（ベル鳴る−受話
器取る−置く）	 （0:24）

22	プッシュホンB（ボタン押す〜話
中〜受話器置く）	 （0:26）

23	黒電話A（ベル鳴る〜受話器取る
〜置く）	 （0:24）

24	黒電話B
	 （	ダイヤル回す〜呼び出し音〜

先方受話器取る〜先方切る〜
置く）	 （0:36）

25	公衆電話	 （0:45）
26	携帯電話の着信音	 （0:22）
27	電話時報	 （0:42）
28	柱時計A（12時　2種）	 （0:58）
29	柱時計B（セコンド）	 （0:35）
30	鳩時計
	 （	ネジを巻く〜12時）	 （0:19）
31	目覚まし時計A（機械式）	 （0:26）
32	目覚まし時計B（電子式）	 （0:30）
33	ドア各種（ドアチャイム−玄関ド
ア開閉−マンションドア開閉−室
内ドア開閉）	 （0:43）

34	障子、襖、戸襖
	 （	障子開閉２回−襖開閉２回−戸

襖開閉２回）	 （0:47）
35	鉄門、アルミサッシ引き戸
	 （	鉄門開閉−アルミサッシ引き戸

開閉２回）	 （0:26）
36	木戸を叩く	 （0:05）
37	扉をノックする	 （0:06）
38	扉を開ける	 （0:05）
39	鍵をかける	 （0:05）
40	レストラン	 （2:18）

41	自動車のクラクションA	 （0:06）
42	自動車のクラクションB	 （0:03）
43	自動車のクラクションC	 （0:04）
44	クラシックカー発進	 （0:16）
45	パトロールカーA
	 （	電子サイレン・通過）	 （0:34）
46	パトロールカーB
	 （	電子サイレン・通過）	 （0:28）
47	パトロールカーC
	 （	サイレン・通過）	 （0:32）
48	消防自動車（通過）	 （0:55）
49	救急車A（発進）	 （0:33）
50	救急車B（走行〜停止）	 （0:29）
51	ブルドーザー	 （1:20）
52	ダンプカー	 （0:32）
53	交通量の多い道路	 （3:20）
54	高速道路	 （1:33）
55	雨の国道	 （2:33）
56	商店街	 （1:20）
57	地下道	 （2:24）
58	列車通過	 （0:20）
59	電車通過	 （0:20）
60	汽車の接続	 （0:48）
61	電車の警笛と走行	 （0:25）
62	踏切	 （0:48）
63	新幹線A（ホーム通過）	 （0:26）
64	新幹線B

	 （	上り下り２本通過）	 （0:50）
65	船の汽笛	 （0:15）
66	霧笛	 （0:41）
67	モーターボートA（通過音）	（0:35）
68	モーターボートB（発進）	 （0:30）
69	モーターボートC
	 （	接近〜停止）	 （0:57）
70	ポンポン船	 （1:13）
71	手こぎ船	 （0:58）
72	ボート	 （1:16）
73	港（汽笛入り）	 （1:31）
74	ジャンボジェット機離陸	 （0:30）
75	ジャンボジェット機着陸	 （0:42）
76	ジェット機	 （0:35）
77	プロペラ機	 （0:37）
78	出発ロビーA（成田空港）	 （2:30）
79	出発ロビーB（羽田空港）	 （1:41）
80	到着ロビーA（成田空港）	 （2:06）
81	到着ロビーB（羽田空港）	 （1:15）
82	空港エプロン付近	 （1:54）
83	海外空港ロビー	 （0:50）
84	国際線到着機内アナウンス	 （0:45）
85	ヘリコプター離陸（エンジン始動
〜離陸〜頭上旋回〜通過）	（2:15）

86	ヘリコプター着陸
	 （	頭上旋回〜着陸）	 （2:00）

生活・日常・乗り物 COCE-380964

小学校教材カタログ 平成30年度版
平成29年10月1日発行
●お問い合わせ ☎03-6895-9510
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