
■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ３年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
CD1●GES-15549
1 友だち 歌唱＊ 秋間ゆう子 秋間ゆう子 淡海悟郎

2 友だち カラオケ 秋間ゆう子 淡海悟郎

3 友だち カラピアノ 秋間ゆう子

4 ドレミで歌おう 歌唱・器楽 小原光一 作曲者不明 飯沼信義

5 ドレミで歌おう カラピアノ 作曲者不明 飯沼信義

文部省唱歌 文部省唱歌

高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

文部省唱歌 文部省唱歌

高野辰之 岡野貞一

文部省唱歌

岡野貞一

11 海風きって 歌唱・器楽 高木あきこ 石桁冬樹

12 海風きって カラピアノ 石桁冬樹

13 海風きって 歌唱・器楽＊ 高木あきこ 石桁冬樹 亀山耕一郎

14 海風きって カラオケ 石桁冬樹 亀山耕一郎

15 茶つみ 歌唱 文部省唱歌 文部省唱歌

16 茶つみ カラピアノ 文部省唱歌

17 茶つみ 歌唱＊ 文部省唱歌 文部省唱歌 若松正司

18 茶つみ カラオケ 文部省唱歌 若松正司

19 練習１（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

20 練習１（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

21 練習２（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

22 練習２（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

23 練習３（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

24 練習３（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

25 練習４（シ） 器楽 三宅悠太（伴奏編曲）

26 練習４（シ） カラピアノ 三宅悠太（伴奏編曲）

27 練習１（シ・ラ） 器楽 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

28 練習１（シ・ラ） カラピアノ 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

29 練習２①（シ・ラ・ソ） 器楽 長谷部匡俊（伴奏編曲）

30 練習２①（シ・ラ・ソ） カラピアノ 長谷部匡俊（伴奏編曲）

31 練習２②（シ・ラ・ソ） 器楽 長谷部匡俊（伴奏編曲）

32 練習２②（シ・ラ・ソ） カラピアノ 長谷部匡俊（伴奏編曲）

33 きれいなソラシ tu唱 吉澤	実 石桁冬樹（伴奏編曲）

34 きれいなソラシ 器楽 吉澤	実 石桁冬樹（伴奏編曲）

35 きれいなソラシ カラピアノ 吉澤	実 石桁冬樹（伴奏編曲）

36 坂道 器楽 鹿谷美緖子

37 坂道 カラピアノ 鹿谷美緖子

38 雨上がり 器楽 佐井孝彰

39 雨上がり カラピアノ 佐井孝彰

40 アチャ	パチャ	ノチャ 器楽 ラップランド民謡 三宅悠太

41 アチャ	パチャ	ノチャ カラピアノ ラップランド民謡 三宅悠太

CD２●GES-15550

6 春の小川 歌唱

7 春の小川 階名唱

8 春の小川 カラピアノ

9 春の小川 歌唱＊ 若松正司

10 春の小川 カラオケ 若松正司



■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ３年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
原	由多加

飯沼信義（伴奏編曲）

2 ゆかいな木きん カラピアノ 作曲者不明 飯沼信義（伴奏編曲）

3 ゆかいな木きん 歌唱＊ 小林純一 作曲者不明 淡海悟郎

4 ゆかいな木きん カラオケ 作曲者不明 淡海悟郎

5 うさぎ 歌唱 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦

6 うさぎ カラピアノ 日本古謡 川崎祥悦

7 うさぎ 歌唱＊ 日本古謡 日本古謡 川崎祥悦

8 うさぎ カラオケ 日本古謡 川崎祥悦

9 とどけよう	このゆめを 歌唱・器楽 安西　薫 長谷部匡俊

10 とどけよう	このゆめを カラピアノ 長谷部匡俊

11 あの雲のように 歌唱・器楽 芙龍明子 作曲者不明 飯沼信義

12 あの雲のように カラピアノ 作曲者不明 飯沼信義

文部省唱歌

巌谷小波

14 ふじ山 階名唱 文部省唱歌

15 ふじ山 カラピアノ 文部省唱歌

文部省唱歌

巌谷小波

17 ふじ山 カラオケ 文部省唱歌 若松正司

岡部栄彦

黒澤吉徳（伴奏編曲）

岡部栄彦

黒澤吉徳（伴奏編曲）

20 練習（ソ・ファ・ミ） 器楽 佐井孝彰（伴奏編曲）

21 練習（ソ・ファ・ミ） カラピアノ 佐井孝彰（伴奏編曲）

22 帰り道 歌唱 若松　歓 若松　歓

23 帰り道 カラピアノ 若松　歓

24 帰り道 歌唱＊ 若松　歓 若松　歓 若松　歓

25 帰り道 カラオケ 若松　歓 若松　歓

ピーター	ヤーロウ

レナード	リプトン

ピーター	ヤーロウ

レナード	リプトン

ピーター	ヤーロウ

レナード	リプトン

29 おかしのすきな	まほう使い 歌唱 秋葉てる代 大熊崇子

30 おかしのすきな	まほう使い カラピアノ 大熊崇子

31 おかしのすきな	まほう使い 歌唱＊ 秋葉てる代 大熊崇子 淡海悟郎

32 おかしのすきな	まほう使い カラオケ 大熊崇子 淡海悟郎

33 ラドレの音でせんりつづくり 伴奏例 長谷部匡俊

34 歌おう	声高く 歌唱 花岡　恵 長谷部匡俊

35 歌おう	声高く カラピアノ 長谷部匡俊

36 エーデルワイス 器楽 リチャード	ロジャーズ 佐井孝彰

37 エーデルワイス カラピアノ リチャード	ロジャーズ 佐井孝彰

CD３●GES-15551
1 ゆりかごの歌 歌唱＊ 北原白秋 草川　信 若松正司

2 ゆりかごの歌 カラオケ 草川　信 若松正司

1 ゆかいな木きん 器楽 作曲者不明

ふじ山 歌唱 文部省唱歌

ふじ山 歌唱＊ 文部省唱歌 若松正司

18 山のポルカ 器楽 チェコ民謡

19 山のポルカ カラピアノ チェコ民謡

浦田健次郎

27 パフ 歌唱
芙龍明子

（日本語詞）
浦田健次郎

浦田健次郎

13

16

28 パフ カラピアノ

26 パフ 器楽



■令和2年度用小学校　指導用ＣＤ３年

曲名 演奏形態 作詞者 作曲者 編曲者
3 ゆりかごの歌 カラピアノ 草川　信

4 七つの子 歌唱＊ 野口雨情 本居長世 亀山耕一郎

5 七つの子 カラオケ 本居長世 亀山耕一郎

6 七つの子 カラピアノ 本居長世

7 どこかで春が 歌唱＊ 百田宗治 草川　信 佐橋俊彦

8 どこかで春が カラオケ 草川　信 佐橋俊彦

9 どこかで春が カラピアノ 草川　信 平吉毅州

10 こころパレット 歌唱 春畑セロリ 春畑セロリ

11 こころパレット カラピアノ 春畑セロリ

12 おはよう　おはよう 歌唱 星	梨津子 佐井孝彰

13 おはよう　おはよう カラピアノ 佐井孝彰

14 にじ 歌唱 新沢としひこ 中川ひろたか

15 にじ カラピアノ 中川ひろたか

16 ゴー	ゴー	ゴー 歌唱 花岡　恵 橋本祥路

17 ゴー	ゴー	ゴー カラピアノ 橋本祥路

18 ゴー	ゴー	ゴー 歌唱＊ 花岡　恵 橋本祥路 小森昭宏

19 ゴー	ゴー	ゴー カラオケ 橋本祥路 小森昭宏

20 また	あそぼ 歌唱・器楽 織田ゆり子 上柴はじめ

21 また	あそぼ カラピアノ 上柴はじめ

22
Head,	Shoulders,
Knees	And	Toes

歌唱 不明 不明

23
Head,	Shoulders,
Knees	And	Toes

カラピアノ 不明

24 ゆかいなまきば 器楽 アメリカ民謡 赤羽耕史郎

25 ゆかいなまきば カラピアノ アメリカ民謡 赤羽耕史郎

26 よろこびの歌 器楽 ベートーベン 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

27 よろこびの歌 カラピアノ ベートーベン 鹿谷美緖子（伴奏編曲）

石桁冬樹

長谷部匡俊（伴奏編曲）

29 ミッキーマウス	マーチ カラピアノ ジミー	ドッド 長谷部匡俊（伴奏編曲）

30 君が代 歌唱＊ 古歌 林　広守 若松正司

31 君が代 カラオケ 林　広守 若松正司

32 君が代 カラピアノ 林　広守

＊はオーケストラ伴奏

28 ミッキーマウス	マーチ 器楽 ジミー	ドッド


