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語国

子ども落語集
寿限無・化物使い

CD：2枚組、全5話
価格：3,143円（本体2,857円）

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：3,143円（本体2,857円）

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：3,143円（本体2,857円）

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：3,143円（本体2,857円）

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

子ども落語集シリーズ
◆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。

子ども落語集
どうぐや・大岡さばき

CD：1枚、全3話
価格：2,200円（本体2,000円）

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：2,200円（本体2,000円）

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

子ども落語集
ねどこ・いちがんこく

CD：1枚、全4話
価格：2,200円（本体2,000円）

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

子ども落語集
じゅげむ・時そば・ちりとてちん

CD：2枚、全６話
価格：2,852円（本体2,593円）

COCJ-40203 ～ 4

  1  寿限無（じゅげむ）　〈16分27秒〉 　柳家喬之助
  2  初天神（はつてんじん）　〈19分57秒〉 　柳家一琴
  3  ちりとてちん　〈23分08秒〉 　桂宮治

  1  時そば（ときそば）　〈16分37秒〉 　柳家三之助
  2  どうぐや　〈23分46秒〉 　三笑亭夢吉
  3  めぐろのさんま　〈30分59秒〉 　十代目 金原亭馬生

DISC-1 DISC-2
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企画協力●啓林館
監修●上越教育大学名誉教授　小林辰至
本DVDは、映像化が特に有効と考えられるテーマを選択して、「地球」、「生命」の領域が中心。映像による体験や観察を通して、理科への興味関心を
深め、自然の事物・現象について科学的な見かたを養います。

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、幼虫の飼い方などもあ
わせて紹介します。同様な育ち方をするカイコガの映像も収録

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。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。

光：反射した日光の進み方や日光を重ねたときの明るさ、温かさを調
べていきます。虫眼鏡で日光をあつめたときどうなるかも収録してい
ます。音：音を出したときの震え方が音の大小でどう変わるかを見て
いきます。また、音が伝わるときも震えていることを知ります。 

彦星、織姫星やデネブの観察を通して、星の明るさや色には違いがあ
ることを理解します。星座早見の使い方も紹介しています。さらに、
発展として天体写真の撮り方も写真家の方が解説しています。

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、その観察
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。北極星を中心とする星の動き、
北極星の見つけ方なども見て、天体に対する興昧・関心を深めます。

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ようす
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ようすが比
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、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。

雨水の行方と地面の様子について、流れ方やしみこみ方に注目して、
地面の傾斜や土の粒の大きさに関係づけて調べていきます。また、い
ろいろな川を紹介して、水がしみこみやすい川としみこみにくい川の
違いも見ていきます。

小学校理科 DVD
各巻20～25分 20
全26巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻13,200円（本体12,000円）
　　 全26巻343,200円（本体312,000円）

科理

星の動きの観察
～季節による星のちがい、星のならび方～

COBE-71013

ヒトの体と運動
～ほねときん肉、体が動くしくみ～

COBE-71035

地面を流れる水のゆくえ
～雨水のゆくえと地面の様子～

COBE-71046

3 年 生 4 年 生

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。発展として野生のメダカ
とそのまわりの環境についても紹介します。

人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
目め、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、果実を実らせるための人工
授粉やツルレイシの種子のできるまでの様子も紹介します。

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、雲の種類と天気の関係にも注
目して、天気の変化との関係を紹介します。広いはんいの雲の様子
といろいろな気象情報を組み合わせて、天気の変化を予想すること
ができることを理解します。

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。

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、土地を削ったり、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、グランドキャニオンなどの映像を通し
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・小腸のようす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、人が体内
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。

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、月は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。

動物や植物の生活を観察したり、調べたりして、生物は、水および
空気を通して周囲の環境と関わっているこ、食う食われる関係があ
ることを理解します。また、ヒトが環境を汚染しないように工夫し
て生活している例も紹介します。

台風と災害
～台風の動き、気象情報～ 

COBE-71095

流れる水のはたらき
～流れる水と地面～ 

COBE-71106

川の流れとそのはたらき
～川の流れと地形、川とくらし～ 

COBE-71117
わたしたちが住む大地のつくり   
～岩石、化石・火山灰をふくむ地層～ 

COBE-71187

大地の変化
～地震や火山活動のえいきょう～ 

COBE-71198

生物のつながりと環境
～食べ物と水と空気を通したつながり～ 

COBE-71209

こん虫のかんさつ
～からだのつくりと育ち方、いる場所～ 

COBE-70962

チョウを育てよう  
～モンシロチョウの育ち～ 

COBE-70951 夜空の星を見よう  
～夏の夜空、星の明るさ～ 

COBE-70991

月の動きの観察  
～月の形、見え方、動き～ 

COBE-71002

季節と生き物  
～1年間の生き物の変化～ 

COBE-71024

太陽のうごきと地面
～かげと太陽、日なたと日かげの地面～

COBE-70973

光／音
～光と音の性質を調べよう～

COBE-70984

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

●サンプル映像

6 年 生

体のつくりとはたらき①   
～食べ物の消化と吸収、肝臓のはたらき～ 

COBE-71121

体のつくりとはたらき②   
～呼吸のはたらきと肺のしくみ～ 

COBE-71132

体のつくりとはたらき③   
～心臓と血液、命をささえるしくみ～ 

COBE-71143

月と太陽の表面   
～表面の様子、月食・日食のしくみ～ 

COBE-71165

大地のつくりと地層   
～土地をつくっているもの、地層のでき方～ 

COBE-71176

月の形の見え方   
～月の見え方の変化と太陽～ 

COBE-71154

5 年 生

花から実へ
～花のつくりと役わり、実のでき方～ 

COBE-71073

メダカのたんじょう
～メダカのたまごの育ちと成長～ 

COBE-71051

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-71062

雲の動きと天気の変化
～雲の種類と天気、天気の予想～ 

COBE-71084
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小学校保健　心とからだの健康シリーズ　全3巻
各巻約20分 20
全3巻（各巻トールケース入り）
価格：各巻16,500円（本体15,000円）
　　 全3巻49,500円（本体45,000円）

監修●日本体育大学教授　今関豊一
●子ども達がより学習を深められるよう、現代的な課題となるテーマを取りあげています。
●教科書だけでは、イメージがつかみにくい内容もこのDVDで自分の体や生活など，身近なことに関連でき、振り返りや考えたりする活動につ
なげられます。

健保

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。成長には個人差
があることを強調し、体がよりよく発育・発達するため食事の改善、
日常的に運動を行うための工夫などを交えて、構成していきます。 

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
ズムなどを解説。「心」と「体」の関わりをわかりやすく映像で表現し
ています。心の発達ともに、自分の感情を制御したり、相手の気持
を理解できるようになることについても、例を示しながら実写で説
明をしていきます。

たばこ・アルコールは薬物などの依存の入り口。たばことアルコー
ルの害をデータにもとづきわかりやすく解説しています。また、児
童の身の回りにも、薬物乱用の甘いわなや誘惑の暗闇が広がってい
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。

第1巻　育ちゆく体とわたし COBE-71211

第3巻　たばこ・アルコール・薬物の害と健康
～心身への影響と依存の予防～ 

COBE-71233

4 年 生

5 年 生

6 年 生

第2巻　心の健康
～心と体のつながり～ 

COBE-71222

New Songs and Chants ① DVD 約46分 18
価格：4,180円（本体3,800円）

●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

COBC-6986

Songs and Chants ② DVD 約36分 18
価格：4,180円（本体3,800円）

●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

COBC-6987

外 外 活国 国 動語 語科
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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DVDでフォニックス 各約30分 06
価格：各巻4,180円（本体3,800円）

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

小学校英語 
「授業で役立つ えいごのうた ベスト 100」

CD5枚組
全100曲 18
価格：10,780円（本体9,800円）

●監修：鹿児島純心女子大学教授　川上典子
『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。

COCE-40266 ～ 70

はじめてのえいごシリーズ 各約20分 06
価格：各巻4,180円（本体3,800円）

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

  1  Good Morning to You おはよう
  2  Hello Song こんにちは
  3  See You さようなら
  4  Good Night おやすみなさい
  5  Greetings あいさつのうた
  6  Hello, Hello, What's Your Name？ こんにちは、お名前は？
  7  The Finger Family 指の歌
  8  Let's Be Friends! 友達になろう！
  9  The Alphabet アルファベットの歌
  10  Bingo ビンゴ
  11   Alphabet Phonics Song アルファベットフォニックスの歌

【フォニックス】

  12  Let's Add the Alphabets アルファベットのたし算【フォニックス】
  13   Murmuring Vowels～It's Easy Murmuring Vowels～ 

“r”のついた母音の歌【フォニックス】
  14  MAGIC E～I Like Magic E～ マジックE【フォニックス】
  15  Five Little Monkeys 5匹の子ざる【チャンツ】
  16  Seven Steps セブン・ステップス
  17  Ten Little Pumpkins 10個のかぼちゃ
  18  Ten Fat Sausages 10本のソーセージ【チャンツ】
  19  This Old Man あるおじいさん
  20  One, Two, Buckle My Shoe １、２、くつしめて
  21  Millions of Rabbits うさぎがたくさん!

DISC1：「あいさつ・家族・友達・アルファベット・数」

  1  Apples and Bananas リンゴとバナナ
  2  Oranges and Lemons オレンジとレモン
  3  Apples and Oranges, Peaches and Pears リンゴとオレンジ、ももとなし
  4  Let's Make a Salad！ レッツ・メイク・ア・サラダ!
  5  Pease Pudding Hot 熱い豆プディング
  6  Yummy-Yummy-Yummy おいしそう
  7  Animal Talk 動物のおしゃべり
  8  Old MacDonald Had a Farm ゆかいな牧場
  9  Goin' to the Zoo 動物園へ行こう

  10  Riding Is Fun のりものたのしいな
  11  The Bus バス
  12  Red Is an Apple 赤いはりんご
  13  Sing a Rainbow シング・ア・レインボウ
  14  What Are You Wearing? あなたはなにを着てるの？
  15  Circle, Square, Triangle まる、しかく、さんかく
  16  I Love My School Supplies お気に入りの文房具!
  17  It's Mine！ わたしのよ

DISC2：「食べ物・動物・乗り物・色・形・文房具・身の回りの物」

  1  Wash Your Hands 手を洗いましょう
  2  This Is the Way 私はこうやるの
  3  Let's Clean Up！ さあ かたづけましょう！
  4  Can You Dress Yourself? ひとりでできるかな？
  5  Let's Take Turns！ かわりばんこ
  6  May I Borrow It? かりてもいい？
  7  Head, Shoulders, Knees and Toes あたま、かた、ひざ、つまさき
  8  If You're Happy and You Know It 幸せなら手をたたこう
  9  Hokey Pokey ホウキー・ポウキー
  10  Left and Right どっちが左、どっちが右？
  11  I Do, I Do 好きですよ

  12  Yes No Dance イエス ノー ダンス
  13  Let's Exercise レッツ・エクササイズ
  14  I Love Sports スポーツ大好き!
  15  The Marching Band ブラスバンド
  16  Tick-Tock チクタク
  17  Sunday, Monday, Tuesday 日曜日、月曜日、火曜日
  18  The Weather Song お天気の歌
  19  The Days of the Months ひと月は何日あるの？
  20  Months of the Year 12の月のうた
  21  When I Grow Up 大きくなったら

DISC3：「動作・体・遊び歌・楽器・時間・曜日・天気・月・職業」

  1  The Musicians of Bremen ブレーメンの音楽隊【おはなし】
  2  Urashima Taro 浦島太郎【おはなし】
  3  Killifi sh めだかの学校
  4  Come Birds ぶんぶんぶん
  5  Mary Had a Little Lamb メリーさんのひつじ
  6  Twinkle, Twinkle, Little Star きらきら星
  7  Today Is Monday 月曜日は何食べる？
  8  Humpty Dumpty ハンプティ ダンプティ
  9  Eency Weency Spider ちびっこクモさん
  10  A Sailor Went to Sea, Sea, Sea 船のりが海へ行ったよ

  11  This Little Pig Went to Market 子ぶたちゃん市場へ行った
  12  Little Cabin in the Wood 山ごや一軒
  13  Rain, Rain, Go Away あめ、あめ、やめやめ
  14  The Muffi  n Man マフィン売り
  15  Little Peter Rabbit 小さなピーター・ラビット
  16  London Bridge ロンドン橋
  17  Row, Row, Row Your Boat こげこげボート
  18  I've Been Working on the Railroad 線路はつづくよどこまでも
  19  All the Children of the World 世界中のこどもたちが
  20  A Rainbow にじ

DISC4：「日本と世界の童話・童謡・マザーグース」

  1  Stroll～from“My Neighbor, Totoro” さんぽ
  2  It's a Small World 小さな世界
  3  Mickey Mouse March ミッキーマウス・マーチ
  4  The Bear 森のくまさん
  5  Under the Spreading Chestnut Tree 大きな栗の木の下で
  6  Grandfather's Clock 大きな古時計
  7  Take Me Out to the Ball Game 私を野球に連れて行って
  8  Everyone Is Special エヴリィワン・イズ・スペシャル
  9  Do Re Mi ドレミの歌
  10  Edelweiss エーデルワイス
  11  Tomorrow トゥモロー

  12  Beauty and the Beast 美女と野獣
  13  Let It Go レット・イット・ゴー～ありのままで～
  14  A Whole New World ホール・ニュー・ワールド
  15  Over the Rainbow 虹の彼方に
  16  Ob-La-Di, Ob-La-Da オブラディ・オブラダ
  17  Take Me Home, Country Roads カントリー・ロード
  18  Happy Birthday to You お誕生日の歌
  19  This Is Halloween ハロウィーン・タウンへようこそ
  20  Rudolph the Red-Nosed Reindeer 赤鼻のトナカイ
  21  We Wish You a Merry Christmas おめでとうクリスマス

DISC5：「みんな知っている有名な歌・人気の歌・行事の歌」
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小学校道徳 DVD
自分ってなんだろう　全３巻

各約20分 20
価格： 各巻16,500円（本体15,000円）  

全3巻49,500円（本体45,000円）

●監修：元東京家政学院大学教授�長谷徹
「自分のこと」を中心に置いているショートストーリーの集合なので、いろいろなお話から、自分自身のことを考え、深め、高められるヒントが見つ
かります。ストーリーがどう完結するかを意識するのではなく、この後どうなるのかを、考え、発表できる構成になっています。【仕事の紹介】で　「勤
労，公共の精神」の一端に触れ、感じ、「自分のこと」として将来像を考えるインタビューを含んでいます。

徳 情 ラ報 ルモ道 ・

わがままなことばかりしていると，ひどい目に遭ったときに誰も同情
してくれないことを理解する他、〔正直、誠実〕〔努力と強い意志〕の
テーマのストーリーで構成。
「他国の人々や文化に親しむ」では、多国籍の同世代の子どもと自分
との違いをみていきます。

〔正直、誠実〕〔努力と強い意志〕のテーマのほかに、日本いる在留外
国人とふれあい自分と異なる意見を大切にしようとする心情を育て
ること、自分らしさを考えることで人の成長を感じ、その態度を養
うストーリーが含まれています。

●〔正直、誠実〕〔努力と強い意志〕のテーマのほかに、傍観者として
の気持ちがいじめを生んでいることを理解し，いじめをなくすため
信念を貫こうとする態度を養うことや異なる文化や考え方の人間が
共に生きていくために，積極的に交流を図り，国際親善に努めよう
とする心情を育てるストーリーがあります。

自分ってなんだろう　自分をみつめる心
～やってみようとする自分に向かって～　（1,2年）

COBE-71241

自分ってなんだろう　自分を高める心
～もっとよくなる自分に向かって～　（3,4年）

COBE-71252

自分ってなんだろう　自分をみがく心
～自分の夢や希望に向かって～　（5,6年）

COBE-71263

トーク型 SNS、投稿型 SNS  それぞれの使いこなし事例。
YouTube、Tiktok など動画視聴の事例。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、出会いの危険、写真や動
画投稿による個人情報の流出も扱います。

家庭でのルール作り、自分なりのルール作り、役立つ使用制限アプリ、
良い使い方の事例など。クラウドでの写真保存、投稿、旅行中の写
真や動画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も扱っています。

ネット社会を生きぬくわたしたち
①　こう使おう、つながるツールアプリ

COBE-71271 ネット社会を生きぬくわたしたち
②　ルールをつくって使いこなそう

COBE-71282

ネット社会を生きぬくわたしたち 
～スマートフォンとかしこくつき合う～　全２巻

約20分 20
価格： 16,500円（本体15,000円）

全2巻33,000円（本体30,000円）

●監修：田中博之（早稲田大学教職大学院教授）、鶴田利郎（国際医療福祉大学講師）
●スマホを持つことが当たり前になった現代の子どもたちが主体的・対話的な学びにむかうポジティブな情報モラル教育、情報活用能力のための教材。
●スマホや情報機器のよき使い手になることを目指して、禁止事項や制限だけの話ではなく、小学生からの情報活用能力を高める視点での教材です。

小学校道徳 DVD
「ささえ合い、思いやるわたしたち」

各約30分 18
価格：各巻16,500円（本体15,000円）
　　 全3巻49,500円（本体45,000円）

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
COBE-6988

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
COBE-6989

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
COBE-6990

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。

PiPi とべないホタル 長編アニメーション 約90分 07
価格：10,450円（本体9,500円）

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

http://columbia.jp/education/kyozai.html●サンプル映像
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楽音

〈演奏〉
ＮＨＫ交響楽団／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団／
東京フィルハーモニー交響楽団／名古屋フィルハーモニー交響楽団／
大阪フィルハーモニー交響楽団／ベルリン・コンツエルトハウス室内オーケストラ／
ＮＨＫ東京児童合唱団／チェコ少年合唱団ボニ・ブエリ／
オール・アメリカン・ボーイズ・コーラス　他

NHKDVD　教育出版令和２年度版「音楽のおくりもの」準拠
小学校音楽鑑賞用教材集　全７巻

各巻約47分～145分 20
価格： 全7巻セット92,400円（本体84,000円）

各巻13,200円（本体12,000円）

●企画協力：教育出版株式会社　●発行：NHKエンタープライズ
NHK の豊富なコンテンツから映像を厳選！
世界の第一線で活躍する指揮者やアーティストによる演奏やパフォーマンス、国内外の貴重な映像を多数収録！児童の感性にはたらきかけ、
より深く豊かな鑑賞活動を可能にします。

CLB-1021/7

ＣＤ３枚組

音楽をつくる・音楽を聴く
12

 価格：9,900円（本体9,000円）

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

サンダーバード /ピンク・パンサーのテーマ /どうけしのギャロッ
プ /ぞう /どれみのうた /２ひきのねこのゆかいなうた /ことりの
うた /　ほか

「天国と地獄」から /亀 /山の魔王の宮殿にて /ゆかいな時計 /日本
のたいこ /ティニックリング /マンボ ナンバー ファイブ /クリスマ
スソングメドレー　ほか

リコーダーの種類いろいろ /ホルディリディア /白鳥 /半月 /聖者
の行進 /組曲「アルルの女」からメヌエット，ファランドール /ピー
ターとおおかみ /ピチカート ポルカ /小だいこの調整の仕方　 ほか

さくら変奏曲 /ミュージカル「サウンド オブ ミュージック」から「ド
レミの歌」ほか/トルコ行進曲/日本のお祭りをたずねて/歌劇「魔笛」
から「ああ何とふしぎな魔法の音が…」ほか /トランペット吹きの休
日　ほか

狂言「舟渡聟」より/花（女声合唱）/箱根八里（男声合唱）/世界の声
の音楽 /世界の楽器のひびき /剱の舞 /いろいろな弦楽器 /星条旗
よ永遠なれ　ほか

全都道府県の代表的な民謡を、民謡歌手と現地の保存会による共演
や、郷土の貴重な映像などで収録。

ハンガリー舞曲 第５番 /交響曲第５番「運命」第１楽章から /越天楽
今様 /春の海 /雅楽の代表的な楽器紹介　ラプソディー イン ブルー
　ほか

小学校音楽鑑賞用教材集　第１巻（１年） COBE-71291

小学校音楽鑑賞用教材集　第２巻（２年） COBE-71302

小学校音楽鑑賞用教材集　第３巻（３年） COBE-71313

小学校音楽鑑賞用教材集　第４巻（４年） COBE-71324

小学校音楽鑑賞用教材集　第５巻（５年） COBE-71335

小学校音楽鑑賞用教材集　第６巻（５年）日本の民謡 COBE-71346

小学校音楽鑑賞用教材集　第７巻（６年） COBE-71357

  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-67711

  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

「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

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1,650円（本体1,500円）
　　 全3巻4,950円（本体4,500円）

●サンプル映像



14 15

事行
小学校行事☆放送用音楽集
CD12 枚組

価格
全CD12枚組：39,600円（本体36,000円）
各CD2枚組：6,600円（本体6,000円）
CLB-1032～43

■DISC-1
  1. 朝 ～「ペール・ギュント」第1組曲 

Op.46 第 1曲～ / アルトゥール・グ
リューバー（指揮） ベルリン交響楽団

  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
  2. 恋とはどんなものかしら ～歌劇
「フィガロの結婚」K.492 より
～ / オランダ管楽アンサンブル

  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
3. 愛のあいさつ Op.12 / 加藤知子
（ヴァイオリン）、江口玲（ピアノ）
  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
  4. 弦楽四重奏曲第67番 二長調「ひ

ばり」Op.64-5 第 1楽章 / ベ
ルリン弦楽四重奏団

  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
  5. 早春賦 / 岩城宏之（指揮） コロム

ビア・ポップス・オーケストラ
  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉

  6. アイネ・クライネ・ナハトムジー
ク K.525 第1楽章 / エマニュ
エル・クリヴィヌ（指揮） シンフォ
ニア・ヴァルソヴィア

  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
  7. おもちゃのシンフォニー 第1楽章 

/ 日本フィルハーモニー交響楽団
  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
  8. カーペンターズ・メドレー
   シング～愛は夢の中に～小さな愛

の願い / 高木綾子（フルート、アル
トフルート）、丸山和範（ピアノ）、
朝川朋之（ハープ）、大石真理恵（シ
ロホン）、渡辺剛（バイオリン）

  【朝の音楽】〈登校時の音楽〉
  9. 世界中のこどもたちが / 志水隆
（指揮） 杉並児童合唱団

  【朝の音楽】〈学級ソング〉

10. BELIEVE / 津嶋麻子（指揮） 杉
並児童合唱団

  【朝の音楽】〈学級ソング〉
11. 君をのせて / 志水隆（指揮） 杉並

児童合唱団 津嶋麻子（ピアノ）
  【朝の音楽】〈学級ソング〉
12. 気球にのってどこまでも / 杉並

児童合唱団
  【朝の音楽】〈学級ソング〉
13. すてきな友達 / 志水隆（指揮） 杉

並児童合唱団
  【朝の音楽】〈学級ソング〉
14. 翼をください / 志水隆（指揮） 杉

並児童合唱団
  【朝の音楽】〈学級ソング〉
15. Smile Again / 小島康子（指揮） タ

ンポポ児童合唱団 小形眞子（ピアノ）
  【朝の音楽】〈学級ソング〉

16. ロッキーのテーマ / コロムビア・
オーケストラ

   【朝の音楽】〈朝の活動／体力づくり〉
17. にんげんっていいな / コロムビ

ア・オーケストラ
   【朝の音楽】〈朝の活動／体力づくり〉
18. ネバーエンディング・ストーリー

のテーマ / コロムビア・オーケ
ストラ

   【朝の音楽】〈朝の活動／体力づくり〉
19. ロコモーション / コロムビア・

オーケストラ
   【朝の音楽】〈朝の活動／体力づくり〉
20. チューリップ・メドレー
   チューリップ～ちょうちょう～ぶ

んぶんぶん / Orchestra of All 
Mighty Sound

   【朝の音楽】〈朝の活動／体力づくり〉

■DISC-2
  1. The Alphabet アルファベット

のうた / クロイ・マリー・マク
ナマラ、ASIJキッズ

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  2. Bingo ビンゴ / ラティナ・キッズ
  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  3. Seven Steps 7歩 / クロイ・

マリー・マクナマラ
  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  4. Good Morning to You おは

よう / ダフネ・シェパード、ケ
ント・チルドレンズ・コラール

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  5. Sunday, Monday, Tuesday  

日ようび、月ようび、火ようび 
/ ブライアン・ペック

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  6. Head,  Shoulders,  Knees 

and Toes 頭と肩、ひざとつ
ま先 / クロイ・マリー・マクナ
マラ、ASIJキッズ

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  7. Twinkle,  Twinkle,  Little 

Star きらきら星 /  ヘレン・
ウィルアムズ、マーク・ペリー、
ダフネ・シェパード

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
  8. Sing a Rainbow　虹をうたお

う / ダニエル・フログリ、サイ
ド・ストリート・キッズ

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉

  9. Do Re Mi ドレミの歌 / ダフ
ネ・シェパード、ケント・チ
ルドレンズ・コラール

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
10. It’s a Small World 小さな世

界 / サイド・ストリート・キッズ
  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
11. Happy Birthday to You お誕生

日の歌 / サイド・ストリート・キッズ
  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
12. We  Wish  You  a   Mer ry 

Christmas　おめでとうクリス
マス / ウィリアム・カマー、ケ
ント・チルドレンズ・コラール

  【学習時間の音楽】〈英語のうた〉
13. 九九のうた（一の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
14.九九のうた（二の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
15.九九のうた（三の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
16.九九のうた（四の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
17.九九のうた（五の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
18.九九のうた（六の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
19.九九のうた（七の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
20.九九のうた（八の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉

21.九九のうた（九の段） / 山野さと子
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
22. ことわざ太郎 東西いろはかる

た節 / 田中真弓、下山吉光
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
23.じゅげむ / 中尾隆聖
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
24. ぎおんしょうじゃ / よしざわ

たかゆき、ヤング・フレッシュ
  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
25. ウクレレ県庁所在地 /  かっ

きー＆アッシュポテト、asuka
（グロッケン）

  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
26. ジョーモンヤーヨイ ～日本の歴

史～ / かっきー＆アッシュポテト、
細川晴太（キッズコーラス）

  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
27. スイキンチカモクドッテンカイ 

～太陽系のうた～ / かっきー＆
アッシュポテト、西川進

  【学習時間の音楽】〈学習ソング〉
28. ジムノペディ 第1番 / 高橋悠

治（ピアノ）
   【学習時間の音楽】〈読書の時間

の音楽〉

29. 白鳥 ～組曲「動物の謝肉祭」第
13番～ / サー・チャールズ・
グローヴズ（指揮） フィルハー
モニア管弦楽団

   【学習時間の音楽】〈読書の時間
の音楽〉

30. ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 
K.467 第 2楽章 / 下野竜也
（指揮） 田部京子（ピアノ）

   【学習時間の音楽】〈読書の時間
の音楽〉

31. ムーン・リバー ～「ティファ
ニーで朝食を」より～ / 林はる
か（チェロ）、林そよか（ピアノ）

   【学習時間の音楽】〈読書の時間
の音楽〉

32. ジュピター ～組曲「惑星」
Op.32 より～ / 美野春樹（ピア
ノ）

   【学習時間の音楽】〈読書の時間
の音楽〉

33. この道 / ジャン＝ピエール・
ランパル、リリー・ラスキーヌ
（ハープ）

   【学習時間の音楽】〈読書の時間
の音楽〉

朝・学習時間の音楽／収録：142分 COCE-41035-61

■DISC-1
  1. ピアノ・ソナタ第15（16）番 ハ長調 

K.545 第 1楽章 / イングリット・
ヘブラー（ピアノ）

  〈準備の時間の音楽〉
  2. アイネ・クライネ・ナハトムジーク 

K.525 第 2楽章 / 中谷勝昭（指揮） 
吉川久子、コロムビア室内管弦楽団

  〈準備の時間の音楽〉
  3. ホルン協奏曲第1番 ニ長調 K.412
（386b）  第 1楽章 /  ズデニェク・
ティルシャル（ホルン）、プラハ室内
管弦楽団

  〈準備の時間の音楽〉
  4. アイ・ガット・リズム / アンサンブル・

ジャック・アンド・ジルズ
  〈準備の時間の音楽〉

  5. ラバース・コンチェルト / ノルディー
ル・ボワ・オーケストラ

  〈準備の時間の音楽〉
  6. 花 / ジャン＝ピエール・ランパル、

リリー・ラスキーヌ
  〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
  7. 浜千鳥 / 村岡実、コロムビア・ラテ

ン・コンボ
  〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
  8. 故郷 / 東海林修（指揮） コロムビア・

ミリオン・ポップス管弦楽団
  〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
  9. ちいさい秋みつけた / 鈴木和郎、猪

俣猛、荒川康男
  〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ

10. 小 鳥 の う た / Orchestra of All 
Mighty Sound

  〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
11. ナッツ・コンツェルト
   どんぐりころころ～まつぼっくり～大

きな栗の木の下で / ミネラル・サウ
ンド・オーケストラ

  〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
12. 安里屋ユンタ / 矢野憲治
   〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
13. さくら変奏曲 / 砂崎知子（第一箏ー）、

野口悦子（第二箏）、森千恵子（十七絃）
   〈給食時間の音楽〉◎日本のメロディを楽しむ
14. サントゥール独奏（イラン） / M.ジェ

ラミ（サントゥール）
  〈給食時間の音楽〉◎世界の音楽を楽しむ

15. ジャルタラング演奏（インド） / 
M.V. パンチーカル（ジャラタラン
グ）、A.エーカル（タブラ）

  〈給食時間の音楽〉◎世界の音楽を楽しむ
16. モリンホール独奏：四季（モンゴル） 

/ I・ツォグバドラハ（モリンホール）
  〈給食時間の音楽〉◎世界の音楽を楽しむ
17. 草原情歌 / 姜建華（ニ胡・低胡・高胡）
  〈給食時間の音楽〉◎世界の音楽を楽しむ
18. コンドルは飛んで行く / グルーポ・

インティ
  〈給食時間の音楽〉◎世界の音楽を楽しむ

給食時の音楽／収録：139分 COCE-41037-82

■DISC-1
  1. イン・ザ・ムード / 原信夫とシャー

プス・アンド・フラッツ
  【清掃時の音楽】〈掃除の始まりの音楽〉
  2. プリーズ・プリーズ・ミー / 1966

カルテット
  【清掃時の音楽】〈掃除の始まりの音楽〉
  3. シンコペーテッド・クロック / 石丸

寛（指揮） 読売日本交響楽団
  【清掃時の音楽】〈掃除の始まりの音楽〉
  4. おもちゃの兵隊の観兵式 / サー・

チャールズ・グローヴズ（指揮） フィ
ルハーモニア管弦楽団

  【清掃時の音楽】〈掃除の始まりの音楽〉
  5. 茶色の小びん / コロムビア・アンサ

ンブル
  【清掃時の音楽】〈掃除の始まりの音楽〉
  6. 花のワルツ ～バレエ組曲「くるみ割

り人形」Op.71a より～ / シーメイ
ルメン

  【清掃時の音楽】〈掃除中の音楽〉

  7. ワルツィング・キャット /  サー・
チャールズ・グローヴズ（指揮） フィ
ルハーモニア管弦楽団

  【清掃時の音楽】〈掃除中の音楽〉
  8. テディ・トロンボーン / ギィ・トゥー

ヴロン・フランス金管五重奏団
  【清掃時の音楽】〈掃除中の音楽〉
  9. イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン / 

フレッシュ・アンド・ノーブル・オーケストラ
  【清掃時の音楽】〈掃除中の音楽〉
10. デイドリーム・ビリーバー / コロム

ビア・オーケストラ
  【清掃時の音楽】〈掃除中の音楽〉
11. トルコ行進曲 ～ピアノソナタ第11

番 イ長調 K.331 第 3楽章～ / ジョ
ナサン・ヒンデン（ピアノ）

  【清掃時の音楽】〈掃除の後半の音楽〉
12. ジ・エンターテイナー / 中野振一郎
（チェンバロ）

  【清掃時の音楽】〈掃除の後半の音楽〉

13. クラリネット・キャンディ / 山岡重
信（指揮） 東京佼成ウインドオーケス
トラ

  【清掃時の音楽】〈掃除の後半の音楽〉
14. トレパーク ～バレエ組曲「くるみ割

り人形」Op.71a より～ / ヴァーツ
ラフ・ノイマン（指揮） チェコ・フィ
ルハーモニー管弦楽団

  【清掃時の音楽】〈掃除の後半の音楽〉
15. トリステーザ /  見砂直照と東京

キ ュ ー バ ン・ ボ ー イ ズ、TRIO 
PAGAO

  【休み時間の音楽】〈屋外用〉
16. 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 / 
コロムビア・オーケストラ

  【休み時間の音楽】〈屋外用〉

17. ディズニー・メドレー No.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 / コロムビア・オーケストラ

  【休み時間の音楽】〈屋外用〉
18. ダンシング・クィーン / コロムビア・

オーケストラ
  【休み時間の音楽】〈屋外用〉
19. パワー・オブ・ラブ ～「バック・トゥ・

ザ・フューチャー」より～ / ムーヴィ
ン・ドリーム・オーケストラ

  【休み時間の音楽】〈屋外用〉
20. テイク・ファイブ /  宮間利之と

ニュー・ハード
  【休み時間の音楽】〈屋外用〉
21. そりすべり / 近衛秀麿（指揮） 日本

フィルハーモニー交響楽団
  【休み時間の音楽】〈屋外用〉

清掃時・休み時間・夕方の音楽／収録：127分 COCE-41039-403

■DISC-2
  1. ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ

長調 BWV1050 第3楽章 / ルド
ルフ・バウムガルトナー（指揮） ル
ツェルン弦楽合奏団、オーレル・ニ
コレ、ヨゼフ・スーク（ヴァイオリ
ン）、クリスティアーヌ・ジャコテ

  〈給食時間の音楽〉◎クラシック音楽を楽しむ
  2. メヌエット ト長調 / 豊田耕児（ヴァ

イオリン）、辛島輝治（ピアノ）
  〈給食時間の音楽〉◎クラシック音楽を楽しむ
  3. メヌエット ～「アルルの女」第2組

曲 第 3曲～ / マクサンス・ラリュー
（フルート）、霧生トシ子（ピアノ）

  〈給食時間の音楽〉◎クラシック音楽を楽しむ
  4.ジュ・トゥ・ヴゥ / 高橋悠治（ピアノ）
  〈給食時間の音楽〉◎クラシック音楽を楽しむ
  5. エリーゼのために / 宮川彬良（指

揮） 宮川彬良（ピアノ）、大阪フィ
ルハーモニー協会

  〈給食時間の音楽〉◎クラシック音楽を楽しむ

  6. チェンバロ協奏曲第5番 へ短調 
BWV1056 第 2楽章 / イェルゲ
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、ケ
レン・エングルンド（チェンバロ）

  〈給食時間の音楽〉◎クラシック音楽を楽しむ
  7. ス・ワンダフル ～「パリのアメリ

カ人」より～ / TAPESTRY
   〈給食時間の音楽〉◎ポピュラー音

楽を楽しむ
  8. メモリー ～「キャッツ」より～ / 

寺嶋昌夫（トランペット）、プレミ
ア・ブラス・オーケストラ

   〈給食時間の音楽〉◎ポピュラー音
楽を楽しむ

  9. ムーンライト・セレナーデ / 宮
川彬良（指揮） 宮川彬良（ピアノ）、
大阪フィルハーモニー協会

   〈給食時間の音楽〉◎ポピュラー音
楽を楽しむ

10. いつも何度でも ～「千と千尋の神
隠し」より～ / 幸田聡子（ヴァイオ
リン）、山洞智（ピアノ）

   〈給食時間の音楽〉◎ポピュラー音
楽を楽しむ

11. イン・マイ・ライフ / 1966 カ
ルテット

   〈給食時間の音楽〉◎ポピュラー音
楽を楽しむ

12.ウェイブ / 今井亮太郎
   〈給食時間の音楽〉◎ポピュラー音

楽を楽しむ
13. 愛のオルゴール / ノルディール・

ボワ・オーケストラ
  〈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」 Op.15 第 2曲
～ / Orchestra of All Mighty 
Sound

  〈片付けの時間の音楽〉

15. ティコティコ / コロムビア・オーケストラ
  〈片付けの時間の音楽〉
16. 口笛吹きと小犬 / 横山菁児（指揮） 

コロムビア吹奏楽団
  〈片付けの時間の音楽〉
17. イパネマの娘 / デンオン・セッ

ション・オール・スターズ
  〈歯磨きの時間の音楽〉
18. さくらさくら / 東海林修（指揮） 

コロムビア・ミリオン・ポップス
管弦楽団

  〈歯磨きの時間の音楽〉
19. チキ・チキ・バン・バン / コロム

ビア・マーチ・オーケストラ
  〈歯磨きの時間の音楽〉
20. シチリアーナ ト短調 Op.78 / マ

クサンス・ラリュー（フルート）、
霧生トシ子（ピアノ）

  〈歯磨きの時間の音楽〉

■DISC-2
  1. 雨にぬれても ～「明日に向かって撃て」

より～ / ジュン・ノルシア・ストリングス
  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  2. ディス・ガイ / ザ・サード、サウンド・

L・T・D
  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  3. この素晴らしき世界 〈オルゴール〉 / 

オルゴール
  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  4. アラベスク第1番 / 竹松舞（ハープ）
  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  5. 無伴奏チェロ組曲第1番 ト長調 

BWV 1007 第 1曲 前奏曲 / 藤原
真理（チェロ）

  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  6. 亡き王女のためのパバーヌ / マクサ

ンス・ラリュー（フルート）、霧生ト
シ子（ピアノ）

  【休み時間の音楽】〈屋内用〉

  7. あめふりくまのこ〈ハンドチャイム〉 
/ 下田和男（指揮） Green Meadow 
ハンドベルリンガーズ

  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  8. 雨だれ ～24の前奏曲 Op.28 第15番 

変ニ長調～ / ジョナサン・ヒンデン（ピアノ）
  【休み時間の音楽】〈屋内用〉
  9. 小犬のワルツ ～ワルツ第6番 変ニ

長調 Op. 64-1～ / アルトゥール・
モレイラ＝リマ（ピアノ）

  【休み時間の音楽】〈終了5分前〉
10. 第三の男のテーマ / オリジナル・サ

ウンド・オーケストラ
  【休み時間の音楽】〈終了5分前〉
11. 子象の行進 ～「ハタリ！」より～ / 宮

川彬良（指揮） 大阪フィルハーモニー
交響楽団、ザ・ボトラーズ（宮川彬良
＆福山修）、宮川彬良（ピアニカ）

  【休み時間の音楽】〈終了5分前〉

12. エル・クンバンチェロ / 見砂直照と
東京キューバン・ボーイズ

  【休み時間の音楽】〈終了5分前〉
13. シャボン玉 / 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）

  【下校時の音楽】
14. 赤とんぼ / 東海林修（指揮） コロムビ

ア・ミリオン・ポップス管弦楽団
  【下校時の音楽】
15. 蘇州夜曲 / 宮川彬良（指揮） 大阪フィ

ルハーモニー交響楽団
  【下校時の音楽】
16. 交響曲第6番より〈悲愴〉−その愛− 

/ 宮川彬良（指揮） 大阪フィルハーモ
ニー協会、宮川彬良（ピアノ）

  【下校時の音楽】

17. 瞑想曲 ～歌劇「タイス」より～ / ヨゼ
フ・スーク（ヴァイオリン）、ヨゼフ・
ハーラ（ピアノ）

  【下校時の音楽】
18. グノーのアベ・マリア / マクサンス・

ラリュー（フルート）、スザンナ・ミ
ルドニアン（ハープ）

  【下校時の音楽】
19. グリーンスリーブス / ギィ・トゥー

ヴロン・フランス金管五重奏団
  【下校時の音楽】
20. 夕焼け小焼け 〈ハンドチャイム〉 / 下

田和男（指揮） Green Meadow ハン
ドベルリンガーズ

  【下校時の音楽】

監修：石上則子（元 東京学芸大学 准教授）
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■DISC-1
  1. G線上のアリア ～管弦楽組曲第3番 ニ長

調 BWV1068 第2曲～ / ルドルフ・バウ
ムガルトナー（指揮） ルツェルン弦楽合奏団

  【卒業式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
  2. 「水上の音楽」組曲第 2番 ニ長調 

HWV 349 序曲 / ルドルフ・バウムガ
ルトナー（指揮） ルツェルン弦楽合奏団

  【卒業式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
  3. 花束を君に / 林はるか（チェロ）、林

そよか（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
  4. 手紙～拝啓十五の君へ～ 〈オルゴー

ル〉 / （オルゴール）
  【卒業式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
  5. 主よ、人の望みの喜びよ ～カンター

タ第147番 BWV147より～ / ク
ヌード・バッド（オルガン）

  【卒業式の音楽】〈式典開始までの音楽〉

  6. トランペット・ボランタリー / 井上
圭子（オルガン）

  【卒業式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
  7. 楽劇「ニュルンベルクのマイスター

ジンガー」WWV.96 第 1幕への前
奏曲 / ロヴロ・フォン・マタチッチ（指
揮） NHK交響楽団

  【卒業式の音楽】〈卒業生入場の音楽〉
  8. 威風堂々第 1番  ニ長調 Op.39 / 

サー・チャールズ・グローヴズ（指揮） 
フィルハーモニア管弦楽団

  【卒業式の音楽】〈卒業生入場の音楽〉
  9. タンホイザー大行進曲 ～歌劇「タン

ホイザー」WWV.70 第 2幕 より～ 
/ ヴァーツラフ・スメターチェク（指
揮） チェコ・フィルハーモニー合唱
団 プラハ国立歌劇場管弦楽団

  【卒業式の音楽】〈卒業生入場の音楽〉

10. 君が代 〈斉唱 前奏付き管弦楽伴奏〉 
/ 増田順平（合唱指揮） 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

  【卒業式の音楽】〈式典歌〉
11. 君が代 〈前奏付き管弦楽伴奏〉 / 渡

邉暁雄（指揮） 日本フィルハーモニー
交響楽団

  【卒業式の音楽】〈式典歌〉
12. パッヘルベルのカノン / 井上圭子（オ

ルガン）
  【卒業式の音楽】〈証書授与式の音楽〉
13. クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 

第 2楽章 / デヴィッド・ジンマン（指
揮） ポール・メイエ（クラリネット）、
イギリス室内管弦楽団

  【卒業式の音楽】〈証書授与式の音楽〉

14. フルートとハープのための協奏曲 ハ
長調 K.299（297c） 第 2楽章 / ハ
ンス・シュタットルマイヤー（指揮） 
アンドラーシュ・アドリアン（フルー
ト）、 スザンナ・ミルドニアン（ハー
プ）、ミュンヘン室内管弦楽団

  【卒業式の音楽】〈証書授与式の音楽〉
15. 協奏曲集「調和の霊感」Op.3 第 5

番 イ長調 RV519 第 2楽章 / イタ
リア合奏団

  【卒業式の音楽】〈証書授与式の音楽〉
16. 弦楽四重奏曲第77番 ハ長調 Op. 

76-3「皇帝」第2楽章 / フィルハー
モニア・クヮルテット・ベルリン

  【卒業式の音楽】〈証書授与式の音楽〉

卒業式・入学式の音楽／収録：147分 COCE-41043-45

■DISC-1
  1. さんぽ ～「となりのトトロ」より～ / 

コロムビア・オーケストラ
  【教室移動時の音楽】
  2. 手のひらを太陽に / コロムビア・ブ

ラス・オーケストラ
  【教室移動時の音楽】
  3. グァンタナメラ / 見砂直照と東京

キューバン・ボーイズ
  【教室移動時の音楽】
  4. オープニング・ファンファーレ / コ

ロムビア・オーケストラ
   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭

りの音楽〉
  5. マンボNo.5 / 見砂直照（指揮） 見砂

直照と東京キューバン・ボーイズ
   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭

りの音楽〉
  6. オリーブの首飾り / ゴールデン・ポッ

プス・オーケストラ
   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭

りの音楽〉

  7. レイダース・マーチ ～「インディ・
ジョーンズ」より～ / 101ストリン
グス・オーケストラ

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

  8. 祭囃子：四丁目（玉入り） / 松本源之
助社中

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

  9. 祭囃子：屋台囃子（切） / 松本源之助
社中

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

10. ひとだま / 堅田喜三久社中（鳴物）、
中川善雄、望月太八

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

11. 四谷怪談 / 堅田喜三久社中（鳴物）、
中川善雄、望月太八

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

12. 春の海 / 松尾恵子（琴）、北原篁山（尺
八）

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

13. 組曲「展覧会の絵」 第 1曲 プロム
ナード / エリアフ・インバル（指揮） 
フランス国立管弦楽団

   【行事・集会活動等の音楽】〈子ども祭
りの音楽〉

14. アクロス・ザ・ユニバース / 吉田恭
子（ヴァイオリン）、朝川朋之（ハー
プ）、山本恭久（パーカッション）、佐
藤芳明（アコーディオン）

   【行事・集会活動等の音楽】〈展覧会の
音楽〉

15. 花 ～すべての人の心に花を / 宮川
彬良（指揮） 大阪フィルハーモニー協
会

   【行事・集会活動等の音楽】〈展覧会の
音楽〉

16. パフ / ミネラル・サウンド・オーケ
ストラ

   【行事・集会活動等の音楽】〈展覧会の
音楽〉

17. 螺鈿 / 沢井忠夫（第二筝）、川村昌子
（第一箏）、井原潤子（十七弦）

   【行事・集会活動等の音楽】〈展覧会の
音楽〉

18. 今は ほら！ ～ 2分の1成人式～ / 
長岡利香子（指揮） 八千代少年少女合
唱団、鈴木綾子（ピアノ）

   【行事・集会活動等の音楽】〈2分の1
成人式のうた〉

行事・校内放送の音楽と効果音／収録：134分 COCE-41045-66

■DISC-2
  1. マイム・マイム / コロムビア・フォー

クダンス・オーケストラ
  〈ダンス・振付・応援に使える音楽〉
  2. ジェンカ / コロムビア・フォークダ

ンス・オーケストラ
  〈ダンス・振付・応援に使える音楽〉
  3. ジンギスカン / 平原まこと（テナー

サックス） HI-FYN（コーラス）
  〈ダンス・振付・応援に使える音楽〉
  4. 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No.5～ティコティコ / コロムビ
ア・オーケストラ

  〈ダンス・振付・応援に使える音楽〉
  5. ラ・バンバ / コロムビア・オーケストラ
  〈ダンス・振付・応援に使える音楽〉
  6. オーレ！チャンプ "ANDERLECHT 

CHAMPION（OLE OLE OLE）" / 
コロムビア・オーケストラ

  〈ダンス・振付・応援に使える音楽〉

  7. 百発百中 Op.326 / ロベルト・シュ
トルツ（指揮） ベルリン交響楽団

  〈競技中の音楽〉
  8. 天国と地獄 ～オペレッタ「地獄のオ

ルフェ」序曲 第3部～ / 大沢可直（指
揮） 東京佼成ウインドオーケストラ

  〈競技中の音楽〉
  9. ポルカ「雷鳴と電光」Op.324 / ロ

ベルト・シュトルツ（指揮） ウィーン
交響楽団

  〈競技中の音楽〉
10. 剣の舞 ～バレエ組曲「ガイーヌ」第2

曲～ / イジー・ビエロフラーヴェク
（指揮） ブルノー国立管弦楽団

  〈競技中の音楽〉
11. 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 第 3部 

/ カレル・アンチェル（指揮） チェコ・
フィルハーモニー管弦楽団

  〈競技中の音楽〉

12. ギャロップ ～組曲「道化師」Op.26 
第 2曲～ / サー・チャールズ・グロー
ヴズ（指揮） フィルハーモニア管弦楽団

  〈競技中の音楽〉
13. トリッチ・トラッチ・ポルカ Op. 214 / 

コロムビア・マーチ・オーケストラ
  〈競技中の音楽〉
14. クシコス・ポスト / コロムビア・マー

チ・オーケストラ
  〈競技中の音楽〉
15. ラッパ吹きの休日 / サー・チャールズ・

グローヴズ（指揮） フィルハーモニア管
弦楽団

  〈競技中の音楽〉
16. エピローグ ～「ボルネオ−密林のソリスト−」

より～ / ミネラル・サウンド・オーケストラ
  〈整理体操の音楽〉
17. アメイジング・グレイス 〈バグパイ

プ〉 / 現地録音
  〈整理体操の音楽〉

18. 絲綢之路（シルクロード） / 姜建華（ニ
胡・低胡）、コロムビア・オーケストラ

  〈整理体操の音楽〉
19. 美女と野獣 / 林はるか（チェロ）、林

そよか（ピアノ）
  〈整理体操の音楽〉
20. ユーモレスク ～8つのユーモレスク 

Op.101 第7番 変ト長調～ / 幸田聡
子（ヴァイオリン）、西脇千花（ピアノ）

  〈閉会後の音楽〉
21. フール・オン・ザ・ヒル / テディ池谷

クインテット、ゴールデン・ポップス・ス
トリングス

  〈閉会後の音楽〉
22. 七つの子 / 東海林修（指揮） コロム

ビア・ミリオン・ポップス管弦楽団
  〈閉会後の音楽〉
23. おぼろ月夜 / 東海林修（指揮） コロム

ビア・ミリオン・ポップス管弦楽団
  〈閉会後の音楽〉

■DISC-2
  1. ありがとう・さようなら / 甲田潤（指揮） す

みだ少年少女合唱団、東由輝子（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈卒業ソング〉
  2. 旅立ちの日に / 三輪裕子（指揮） 練

馬児童合唱団、山口怜子（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈卒業ソング〉
  3. 巣立ちの歌 / 甲田潤（指揮） すみだ

少年少女合唱団、東由輝子（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈卒業ソング〉
  4. さよなら友よ / 杉並児童合唱団、コ

ロムビア・アンサンブル
  【卒業式の音楽】〈卒業ソング〉
  5. 別れのワルツ / コロムビア・オーケストラ
  【卒業式の音楽】〈卒業生退場の音楽〉

  6. 今日の日はさようなら / コロムビア・
オーケストラ

  【卒業式の音楽】〈卒業生退場の音楽〉
  7. 贈る言葉 / 幸田聡子（ヴァイオリン）、

西脇千花（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈卒業生退場の音楽〉
  8. 仰げば尊し 〈電子オルガン〉 / 佐藤

登美子（エレクトーン）
  【卒業式の音楽】〈卒業生退場の音楽〉
  9. 別れの曲 ～12の練習曲 Op.10 第 3番 

ホ長調～ / コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈卒業生退場の音楽〉
10. ニュー・シネマ・パラダイス / 平原

まこと（サックス）、宮川彬良（ピアノ）
  【卒業式の音楽】〈式終了後の見送りの音楽〉

11. 3 月9日 / 林はるか（チェロ）、佐々
木聡作（ピアノ）

  【卒業式の音楽】〈式終了後の見送りの音楽〉
12. 桜坂 〈オルゴール〉 / （オルゴール）
  【卒業式の音楽】〈式終了後の見送りの音楽〉
13. 協奏曲集「四季」第1番「春」ホ長調 

第1楽章 / ジョヴァンニ・グリエル
モ、イタリア合奏団

  【入学式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
14. ディベルティメント第17番 ニ長調 

K.334（320b） 第 3楽章 / ウィー
ン室内合奏団

  【入学式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
15. ブランデンブルク協奏曲第4番 ト

長調 BWV1049 第1楽章 / ルドル

フ・バウムガルトナー（指揮） ギュン
ダー・ヘラー（リコーダー）、ウィリヒ・
ティメイ（リコーダー）、ルツェルン
弦楽合奏団

  【入学式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
16.エレクトリカル・パレード / （オルゴール）
  【入学式の音楽】〈式典開始までの音楽〉
17. にじ / コロムビア・オーケストラ
  【入学式の音楽】〈新入生入退場の音楽〉
18. イッツ・ア・スモール・ワールド / 

コロムビア・オーケストラ
  【入学式の音楽】〈新入生入退場の音楽〉
19. 一年生になったら～めだかの学校 / 

コロムビア・マーチ・オーケストラ
  【入学式の音楽】〈新入生入退場の音楽〉

■DISC-2
  1. ハロウィーン・タウンへようこそ ～
「ナイトメアー・ビフォア・クリスマ
ス」より～ / グレッグ・アーウィン、
戸田ダリオ、アニエラ・サンチェズ、
ジェニー・シマ

   【行事・集会活動等の音楽】〈ハロ
ウィーンの音楽〉

  2. ゴーストバスターズ / ムーヴィン・
ドリーム・オーケストラ

   【行事・集会活動等の音楽】〈ハロ
ウィーンの音楽〉

  3. マイケル・ジャクソン・メドレー
   スリラー～ビリー・ジーン～今夜は

ビート・イット / コロムビア・オー
ケストラ

   【行事・集会活動等の音楽】〈ハロ
ウィーンの音楽〉

  4. E.T. のテーマ / ジーン・コスマン・
オーケストラ

   【行事・集会活動等の音楽】〈ハロ
ウィーンの音楽〉

  5. プロローグ ～「ハリー・ポッター」よ
り～ / （オルゴール）

   【行事・集会活動等の音楽】〈ハロ
ウィーンの音楽〉

  6. 荒い波 / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
  7. 静かな波 / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
  8. 岩壁の波 / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
  9. 小さい流れ / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
10. 激しい流れ / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
11. 強風 / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
12. 雷 / （効果音）
  【効果音】〈自然〉
13. オオカミ * / （効果音）
  【効果音】〈動物〉
14.ウシ / （効果音）
  【効果音】〈動物〉
15. ヤギ * / （効果音）
  【効果音】〈動物〉
16.ウマ / （効果音）
  【効果音】〈動物〉
17.ヒバリ / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
18. ニワトリ * / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
19. アヒル / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉

20. カナリヤ / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
21. メジロ / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
22. ホトトギス / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
23.ウグイス / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
24. カッコウ / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
25. 鳥のコーラス / （効果音）
  【効果音】〈鳥〉
26. アマガエル / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
27. ツクツクボウシ * / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
28. ミンミンゼミ / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
29. スズムシ * / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
30. マツムシ * / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
31. エンマコオロギ * / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
32. キリギリス * / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
33.ウマオイ * / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
34. 虫のコーラス / （効果音）
  【効果音】〈カエル・虫〉
35. プッシュホン1（ベル鳴る−受話器取

る−置く） / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
36. プッシュホン2（ボタン押す−話し中

−受話器置く） / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
37. ダイヤル式電話（ベル鳴る−受話器

取る−置く） / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
38. 携帯電話の着信音 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
39.目覚まし時計1 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
40.目覚まし時計2 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
41. 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） / （効果音）

  【効果音】〈生活〉
42. 扉をノックする / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
43. 扉を開ける / （効果音）
  【効果音】〈生活〉

44.レストラン / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
45. 校庭 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
46.自動車のクラクション1 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
47.自動車のクラクション2 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
48. 列車通過 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
49. 踏切 / （効果音）
  【効果音】〈生活〉
50. 花火と歓声 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
51. 相撲（寄せ太鼓） / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
52. 不気味な尺八 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
53.ヒュードロドロ / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
54. 教会の鐘 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
55.ピストルの音 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
56. 剣の闘い / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
57. 魔法をかける【よい魔法】 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
58. 魔法をかける【悪い魔法】 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
59. 魔法がとける / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
60. 黄金がキラキラ / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
61.コミカル音 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
62. ブザー / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
63. 拍子木 / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
64.ピンポンピンポン / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
65. ブッブー / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
66. パンパカパーン / （効果音）
  【効果音】〈その他〉
67. 大海原へ航海 / コロムビア・オーケ

ストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
68. 進め、探検だ！ / コロムビア・オー

ケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉

69. 不安がせまる～危機一髪！ / コロム
ビア・オーケストラ

  【効果音】〈効果音楽〉
70. 変身！ / コロムビア・オーケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
71. ヒーローの登場 / コロムビア・オー

ケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
72. 悪役の登場 / コロムビア・オーケス

トラ
  【効果音】〈効果音楽〉
73. しのび足の音楽（ピンクパンサーの

テーマ） / コロムビア・オーケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
74. アクション・バトルの音楽 / コロム

ビア・オーケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
75. 勝利の喜び / コロムビア・オーケス

トラ
  【効果音】〈効果音楽〉
76. お姫様の登場 / コロムビア・オーケ

ストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
77. 王子様の登場 / コロムビア・オーケ

ストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
78. 悲しみにくれる / コロムビア・オー

ケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
79. よい魔女の登場 / コロムビア・オー

ケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
80. 悪い魔女の登場 / コロムビア・オー

ケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
81. あら不思議 / コロムビア・オーケス

トラ
  【効果音】〈効果音楽〉
82. 宇宙 / コロムビア・オーケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
83. 結婚行進曲 ～劇音楽「真夏の夜の夢」

Op.61より～ / ペーター・マーク（指
揮） 東京都交響楽団

  【効果音】〈効果音楽〉
84. 盆回り / コロムビア・オーケストラ
  【効果音】〈効果音楽〉
85. 出囃子（米洗い） / （効果音）
  【効果音】〈効果音楽〉
86. 能楽囃子（村雨留） /  寺井久八郎
（笛）、敷村鉄雄（小鼓）、亀井忠雄（大
皷）、小寺佐七（太鼓）

  【効果音】〈効果音楽〉

■DISC-1
  1. ラデツキー行進曲 Op.228 / ロベル

ト・シュトルツ（指揮）ウィーン交響楽団
  〈入場行進の音楽〉
  2. 運が良けりゃ ～「マイ・フェア・レディ」

より～ / 宮川彬良（指揮） 大阪フィル
ハーモニー協会、宮川彬良（ピアノ）

  〈入場行進の音楽〉
  3. 双頭の鷲の旗の下に Op.159 / 手塚幸

紀（指揮） 東京佼成ウインドオーケストラ
  〈入場行進の音楽〉
  4. 旧友 / 手塚幸紀（指揮） 東京佼成ウ

インドオーケストラ
  〈入場行進の音楽〉
  5. 美中の美 / 手塚幸紀（指揮） 東京佼

成ウインドオーケストラ
  〈入場行進の音楽〉
  6. ゲバゲバ90分 / 宮川彬良（指揮） 

大阪市音楽団、長瀬敏和
  〈入場行進の音楽〉
  7. 星条旗よ永遠なれ / 手塚幸紀（指揮） 

東京佼成ウインドオーケストラ
  〈入場行進の音楽〉

  8. ラジオ体操第1 （号令入り） / 大久
保三郎（ピアノ）、柳川英麿（指導）

  〈準備体操の音楽〉
  9. ラジオ体操第2 （号令入り） / 大久

保三郎（ピアノ）、柳川英麿（指導）
  〈準備体操の音楽〉
10. ラジオ体操第1 （号令なし） / 大久保

三郎（ピアノ）
  〈準備体操の音楽〉
11. ラジオ体操第2 （号令なし） / 大久保

三郎（ピアノ）
  〈準備体操の音楽〉
12. 君が代 〈国旗掲揚・降納用〉 / コロム

ビア・オーケストラ
  〈式典の音楽〉◎開会式・閉会式
13. 見よ勇者は帰りぬ 〈優勝旗・敢闘杯

返還、表彰用〉 / 大沢可直（指揮） 東
京佼成ウインドオーケストラ

  〈式典の音楽〉◎開会式・閉会式
14. ファンファーレ ～歌劇「アイーダ」よ

り～ / ハーリー・フリーグ（指揮） ア
メリカ第5空軍軍楽隊

   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール

15. ファンファーレ ～喜歌劇「軽騎兵」序
曲より～ / ハーリー・フリーグ（指揮） 
アメリカ第5空軍軍楽隊

   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール
16. コンリンのファンファーレ / ハー

リー・フリーグ（指揮） アメリカ第5
空軍軍楽隊

   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール
17. オープニング・ファンファーレ / コ

ロムビア・オーケストラ
   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール
18. ドラム＆ティンパニロール / 豊岡豊

とスイングフェイス
   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール
19. ドラムロール No.1 / コロムビア・

アンサンブル
   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール
20. ドラムロール No.2 / コロムビア・

アンサンブル
   〈式典の音楽〉◎ファンファーレ＆ドラムロール
21. サンダーバードのテーマ / コロムビ

ア・オーケストラ
  〈入退場の音楽〉

22. ホール・ニュー・ワールド ～「アラジン」
より～ / コロムビア・オーケストラ

  〈入退場の音楽〉
23. 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 / コ
ロムビア・オーケストラ

  〈入退場の音楽〉
24. ボギー大佐 / 手塚幸紀（指揮） 東京

佼成ウインドオーケストラ
  〈入退場の音楽〉
25. ウィー・アー・ザ・ワールド / コロ

ムビア・オーケストラ
  〈入退場の音楽〉
26. 名探偵コナンのテーマ / コロムビア・

オーケストラ
  〈入退場の音楽〉
27. ミッキーマウス・マーチ / コロムビ

ア・オーケストラ
  〈入退場の音楽〉

運動会の音楽／収録：135分 COCE-41041-24
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��◆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：2,860円（本体2,600円）
※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：2,860円（本体2,600円）
※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

音楽劇：コーラス・ミュージカル
「スイミー」

19
価格：4,180円（本体3,800円）
※ 商品構成：振付、指導案、楽譜記載の解

説書（Ｂ５版）＋ＣＤ、セット

レオ・レオニ／原作
子どもたちに大人気のお話『スイミー』が音楽劇となって登場！！（音楽劇：15分39秒）
CDは、音楽劇セリフあり+カラオケ付きで、現場で使い分けて活用できます。
� ①�タイトルコール（0:07）
� ②⑫�M-1�どこかの海の魚たち（2:09）
� ③⑬�M-2�ま・ぐ・ろ（1:40）
� ④⑭�M-3�ひとりぼっちのスイミー（0:31）
� ⑤⑮�M-4�にじ色くらげさんの歌（1:13）
� ⑥⑯�M-5�いせえびさんのお祭りの歌（1:02）
� ⑦⑰�M-6�カラフルな魚のワルツ（1:14）
� ⑧⑱�M-7�うなぎ�ながい（0:39）
� ⑨⑲�M-8�いい考えがある！（3:36）
� ⑩⑳�M-9�ぼ・く・ら！！（1:07）
� ⑪�M-10�どこかの海の魚たち～フィナーレ（2:21）
� ※⑫～�は同曲のオリジナル・カラオケです。
◆配役：スイミー、赤い魚たち、イソギンチャク、まぐろ、クラゲ、イセエビ、カラフルな魚
　脚本・作詞：木本慶子
　音楽：佐橋俊彦
　構成・振付：内田順子

COZE-1564/5 果 音効
効果音セレクション 価格：各巻1,650円（本体1,500円）

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-380931

動物・鳥・蛙・虫 COCE-380942

行事・風物・売り声・梵鐘 COCE-380953



20 21

 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

別 活特 動
ふるさと再生「日本の昔ばなし」
DVD シリーズ

価格： 上巻9巻組：21,780円（本体19,800円）
収録：約620分
下巻8巻組：18,700円（本体17,000円）
収録：約529分

◆花さか爺さん�
花さか爺さん／一寸法師／おむすびころりん／
夢を買った男／ねずみ経／牛の嫁入り／
八つ化け頭巾／ほれ薬／猿地蔵（全９話）

◆浦島太郎�
浦島太郎／金太郎／力太郎／
うぐいすの里／平林／宝くらべ／
いかとするめ／三人泣き／大工と鬼六（全９話）

◆こぶとり爺さん�
こぶとり爺さん／たにし長者／魚女房／
ほら吹き娘／熊と狐／和尚と小憎の川渡り／
しっぺい太郎／天にのぼった息子／無精くらべ（全９話）

◆ぶんぶく茶釜�
ぶんぶく茶釜／三年寝太郎／鼻たれ小憎／最後の嘘／
うれし、めでたや、ありがたや／食わず女房／
和尚と小憎のかみがない／ふるやのもり／旅人馬（全９話）

◆織姫と彦星�
織姫と彦星／闇夜にカラス／髪そり狐／
そそうの相九郎／オンバの皮／いもころがし／火男／
ねずみのすもう／和尚と小憎のぷ～ぷ～ぱたぱた（全９話）

◆わらしべ長者�
わらしべ長者／天の羽衣／厠の神様／
仁王とどっこい／鷲のさらい子／こんにゃく問答／
絵姿女房／おいてけ堀／金をひろったら（全９話）

◆かぐや姫�
かぐや姫／鬼の妹／まんじゅうこわい／
うばすて山／水の神の文使い／運のよいにわか侍／
海幸彦と山幸彦／河童が出てきた日／閻魔さまの失敗（全９話）

◆三つの斧�
三つの斧／猿の婿どの／天狗と盗人／
屁ひり嫁／猫と茶釜の蓋／ちゃくりかきふ／
ねずみの婿取り／小石の手紙／だんまりくらべ（全９話）

◆天狗の隠れみの
天狗の隠れみの／鬼婆さんが仲人／
閻魔様はハチゴロどん／きき耳ずきん／犬と猫と宝物／
幽霊の歌よみ／たのきゅう／てえてえ小法師／にせ地蔵（全９話）

◆鶴の恩返し�
鶴の恩返し／宝ひょうたん／若返りの水／
猫女房／ごんぞう虫／鼻高扇／
たわらの藤太／狐のお産／取っつく引っつく（全９話）

◆因幡の白兎�
因幡の白兎／嫁の坊主頭／三枚のお札／
炭焼き長者／金のなる木／お坊さんの手ぬぐい／
三人の兄弟／狼の眉毛／どっこいしょ（全９話）

◆大江山の鬼退治�
大江山の鬼退治／小僧とネコの絵／貧乏神／
馬方山姥／えびのお伊勢参り／なんの病／
山梨とり／一軒家の婆さん／ムカデの医者むかえ（全９話）

◆桃太郎�
桃太郎／はちかつぎ姫／十二支のはなし／
いくさはやめた／大蛇と狩人／尻尾の釣り／
天福地福／菜飯八兵衛／茗荷女房（全９話）

◆町のねずみと田舎のねずみ�
町のねずみと田舎のねずみ／おしらさま／
うさぎとカメ／蛇息子／カッパとわらぞうり／
そら豆とわらと炭／味噌買い橋／猫檀家／鳥呑み爺さん（全９話）

◆笠地蔵�
笠地蔵／塩ふき臼／大年の客／
風の神と子供たち／漆の兄弟／天の邪鬼とわらし／
あとかくしの雪／三つの謎かけ／こおった声（全９話）

◆一足千里のわらじ�
一足千里のわらじ／山伏と白い狼／
月日のたつのは早い／七羽の白鳥／謎の恋歌／
「お」は難しい／尻鳴りべら／涙を流した鬼の面／星の火（全９話）

◆ヤマタノオロチ�ほか
ヤマタノオロチ／サトリ女と桶屋／匂いのお返し／
闇を裂く雄叫び／タコほねなし／元犬（全６話）

DVD BOX 上巻（9巻組）◆品番：XT-3292～3300 DVD BOX 下巻（8巻組）◆品番：XT-3316～3323

©テレビ東京・博報堂・トマソン
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2023年度 小学校教材カタログ
2022年10月1日発行
●お問い合わせ ☎03-5962-6544

おしりたんてい DVD シリーズ 4巻組セット
価格：各10,560円（本体9,600円） 銭天堂 DVD シリーズ 価格：各巻3,850円（本体3,500円）

●おしりたんてい（５）　ププッ　いせきからの SOS
＜収録内容＞収録 66分
第 14話「ププッ　いせきからの SOS　前編」
第 15話「ププッ　いせきからの SOS　後編」
第 16話「ププッ　あやしいほうもんしゃ」
とくてん「みなとまちのトゥクトゥクチェイス」

●おしりたんてい（6）　ププッ　やみよにきえるきょじん
＜収録内容＞収録 80分
第 17話「ププッ　きけんなまるいもの」
第 18話「ププッ　かいとうUのだいさくせん」
第 19話「ププッ　やみよにきえるきょじん　前編」
第 20話「ププッ　やみよにきえるきょじん　後編」

●おしりたんてい（7）　ププッ　みはらしそうのかいじけん
＜収録内容＞収録 60分
第 21話「ププッ　おやつどろぼうはだれだ ?」
第 22話「ププッ　みはらしそうのかいじけん　前編」
第 23話「ププッ　みはらしそうのかいじけん　後編」

●おしりたんてい（8）　ププッ　うたがわれたけいじ
＜収録内容＞収録 60分
第 24話「ププッ　はりこみのよる」
第 25話「ププッ　うたがわれたけいじ」
第 26話「ププッ　かばんをとりもどせ」

おしりたんてい⑤～⑧４巻セット CLB-1028～31

●�おしりたんてい（9）おしりたんてい　ププッ　レインボーダイヤを
さがせ !

<収録内容>収録60分
第27話「ププッ　レインボーダイヤをさがせ !　前編」
第28話「ププッ　レインボーダイヤをさがせ !　後編」
第29話「ププッ　かいとうUはおアツいのがおすき」

●�おしりたんてい（10）おしりたんてい　ププッ　おしりたんていが
ふたりいる !?

<収録内容>収録80分
第30話「ププッ　おしりたんていがふたりいる !?　前編」
第31話「ププッ　おしりたんていがふたりいる !?　後編」
第32話「ププッ　あやうしたんていじむしょ　前編」
第33話「ププッ　あやうしたんていじむしょ　後編」

●�おしりたんてい（11）おしりたんてい　ププッ　ワナだらけのジャ
ングル

＜収録内容＞収録60分
第34話「ププッ　おとうさまはしんぱいしょう」
第35話「ププッ　とけいとうのぼうれい」
第36話「ププッ　ワナだらけのジャングル」

●おしりたんてい（12）おしりたんてい　ププッ　かいとうU　たい
　かいとうU!?
＜収録内容＞収録60分
第37話「ププッ　はんざいけいかくのシナリオ」
第38話「ププッ　かいとうU�たい�かいとうU!?　前編」
第39話「ププッ　かいとうU�たい�かいとうU!?　後編」

おしりたんてい⑨～⑫４巻セット CLB-1062～65

●おしりたんてい（13）　ププッ　ゆきやまのしろいかいぶつ !?
＜収録内容＞収録60分
第40話「ププッ　ゆきやまのしろいかいぶつ !?　前編」
第41話「ププッ　ゆきやまのしろいかいぶつ !?　後編」
第42話「ププッ　きえたがかのなぞ」

●おしりてんてい（14）ププッ　かいとうとねらわれたはなよめ
＜収録内容＞収録80分
第43話「ププッ　マルチーズしょちょうとチワワしょちょう」
第44話「ププッ　ブラウンのたんていしゅぎょう」
第45話「ププッ　かいとうとねらわれたはなよめ　前編」
第46話「ププッ　かいとうとねらわれたはなよめ　後編」

●おしりたんてい（15）ププッ　おりのなかのけいかく
＜収録内容＞収録60分
第47話「ププッ　おりのなかのけいかく　前編」
第48話「ププッ　おりのなかのけいかく　後編」
第49話「ププッ　ゴリかわへんしゅうちょうのじけんぼ」

●おしりたんてい（16）ププッ　おおぺらざのかいとう
＜収録内容＞収録60分
第50話「ププッ　むしばはつらいよ」
第51話「ププッ　きけんなおにもつ」
第52話「ププッ　おおぺらざのかいとう」

おしりたんていDVD⑬～⑯4巻セット CLB-1070～73

おしりたんてい①～④４巻セット CLB-1001～4

●�おしりたんてい（1）　ププッとかいけつ !　おしりたんていとう
じょう !

＜収録内容＞収録 60分
第 1話「ププッとかいけつ !　おしりたんていとうじょう !」
第 2話「ププッ　ちいさなしょちょうの　だいピンチ !?」
第 3話「ププッ　おおどろぼう　あらわる !」

●おしりたんてい（２）　ププッ　ふめつのせっとうだん
＜収録内容＞収録 60分
第 4話「ププッ　ふめつのせっとうだん　前編」
第 5話「ププッ　ふめつのせっとうだん　後編」
第 6話「ププッ　おきゃくさんのわすれもの」

●おしりたんてい（３）　ププッ　ブラウンものがたり
＜収録内容＞収録 60分
第 7話「ププッ　ブラウンものがたり」
第 8話「ププッ　むらさきふじんのあんごうじけん　前編」
第 9話「ププッ　むらさきふじんのあんごうじけん　後編」

●おしりたんてい (4)　ププッ　かいとう　たい　たんてい
＜収録内容＞収録８０分
第 10話「ププッ　コアラちゃんだいかつやく」
第 11話「ププッ　とこやさんにうかぶゆうれい」
第 12話「ププッ　かいとう　たい　たんてい　前編」
第 13話「ププッ　かいとう　たい　たんてい　後編」

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』型ぬき人魚グミ COBC-7242

〈収録内容〉収録 90分
第 1話�型ぬき人魚グミ
第 2話�猛獣ビスケット
第 3話�ホーンテッドアイス
第 4話�カリスマボンボン
第 5話�クッキングツリー
第 6話�怪盗ロールパン
第 7話�ミュージックスナック
第 8話�ドクターラムネキット�前編
第 9話�ドクターラムネキット�後編
第 10話�おもてなしティー

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』お稲荷せんべい COBC-7268

＜収録内容＞収録 90分
第 21話�お稲荷せんべい
第 22話�しわとり梅干し
第 23話�しっぺがえしメンコ
第 24話�銭天堂と金色の招き猫
第 25話�新品ピン
第 26話�おじょうさまココア
第 27話�イケ面
第 28話�スピーチジュース�前編
第 29話�スピーチジュース�後編
第 30話�銭天堂、危機一髪 !
映像特典�ノンテロップオープニング

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』ハンターバターサンド COBC-7296

＜収録内容＞ 90分
第 41話�ハンターバターサンド
第 42話�シェフ・ショコラ
第 43話�おもてナシ
第 44話�餓鬼ニッキ
第 45話�因縁のはじまり
第 46話�ほしいイモ
第 47話�おっかさん仮面
第 48話�泣かんパイ
第 49話�マスク・メロンパン
第 50話�バイリンガール
第 51話�スリスリリンゴ
第 52話�祝福の招き猫

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』獏ばくもなか COBC-4243

＜収録内容＞収録 90分
第 11話�獏ばくもなか�前編
第 12話�獏ばくもなか�後編
第 13話�絵馬せんべい
第 14話�ミイラムネ
第 15話�ヤマ缶詰とずるずるあげもち
第 16話�ウルフまんじゅう
第 17話�ゴブリンチョコエッグ
第 18話�虫歯あられ
第 19話�虹色水あめ�前編
第 20話�虹色水あめ�後編

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』ビッグリもなか COBC-7269

＜収録内容＞ 90分
第 31話�ビッグリもなか
第 32話�バランスラスク
第 33話�がまんエンピツ
第 34話�ラプンツェル・プレッツェル�前編
第 35話�ラプンツェル・プレッツェル�後編
第 36話�チャーミングミ
第 37話�子守コウモリ
第 38話�怪童、現る
第 39話�ドリームドーム
第 40話�最後にわら麩と負け知らずアンズ
映像特典�ノンテロップエンディング

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』紅子、旅に出る COBC-7307

〈収録内容〉90分
第 53話　紅子、旅に出る�
第 54 話　酔わんようかん�
第 55 話　肩こり地蔵まんじゅう�前編�
第 56 話　肩こり地蔵まんじゅう�後編�
第 57 話　写らんシール�
第 58 話　底なしイ～カ�
第 59 話　カモメアメ�
第 60 話　アイディアあんこ�前編�
第 61 話　アイディアあんこ�後編�
第 62 話　ふしぎなお客様

ⓒトロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会 ⓒ廣嶋玲子・jyajya／偕成社／銭天堂製作委員会


