
東書WEBショップ「⾳楽専⾨館 ⽇本童謡唱歌体系」曲リスト

作品 歌い出し 作詩 訳詞・補作 作曲 編曲
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⻘い眼の⼈形 ⻘い眼をした お⼈形は アメリカ⽣まれの セルロイド 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾚い⿃⼩⿃ ⾚い⿃ ⼩⿃ なぜなぜ⾚い ⾚い実をたべた 北原⽩秋 成⽥為三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 仰げば尊し<⼩学唱歌> 仰げば尊し 我が師の恩 教えの庭にも 早幾歳 不詳 不詳
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾚い靴 ⾚い靴 はいてた ⼥の⼦ 異⼈さんに  つれられて 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾚ちゃんのお⽿ ⾚ちゃんのお⽿は ちいさなお⽿ ふっくら かわいい 都築益世 佐々⽊すぐる
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾚蜻蛉 ⼣焼 ⼩焼の あかとんぼ 負われて⾒たのは 三⽊露⾵ ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 朝 朝はふたたびここにあり 朝はわれらと共にあり 島崎藤村 ⼩⽥進吾
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 朝の雪道 朝の雪道 ⽩い道 ⽗さん雀は 早ようから 清⽔かつら 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 朝はどこから 朝はどこから くるかしら あの空越えて 空越えて 森まさる 橋本国彦
I 明治〜昭和前期 あ〜わ あした お⺟さま 泣かずにねんねいたしましょう 清⽔かつら 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 敦盛と忠度 ⼀の⾕の 軍破れ 討たれし平家の 公達あわれ ⼤和⽥建樹 ⽥村⻁蔵
I 明治〜昭和前期 あ〜わ あの⼦はたあれ あのこはたあれ たれでしょね なんなんなつめの 細川雄太郎 海沼実
I 明治〜昭和前期 あ〜わ あの町この町 あの町 この町 ⽇が暮れる ⽇が暮れる 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾬ ⾬がふります ⾬がふる 遊びにゆきたし 傘はなし 北原⽩秋 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ アメフリ アメアメ フレフレ カアサン ガ ジャノメ デ 北原⽩秋 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾬降りお⽉さん ⾬降りお⽉さん 雲の蔭 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ あわて床屋 春は早うから 川辺の葦に 蟹が店出し 床屋でござる 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ いずみのほとり ⽔よ ⽔よ きれいな⽔よ ⽔よ ⽔よ きれいな⽔よ 深尾須磨⼦ 橋本国彦
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 池のこい<⽂部省唱歌> 出てこい出てこい 池のこい 底の松もの しげったなかで ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼀⽉⼀⽇ 年のはじめの 例とて 終なき世の めでたさを 千家尊福 上眞⾏
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼀⼨法師 指に⾜りない ⼀⼨法師 ⼩さい体に ⼤きな望み 巌⾕⼩波 ⽥村⻁蔵
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼀⼨法師 ⼀⼨法師の京上り 縫針⼑に ⻨の鞘 北原⽩秋 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ いなかの四季<⽂部省唱歌> 道をはさんで畠⼀⾯に ⻨は穂が出る菜は花盛り 堀沢周安
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽝<⽂部省唱歌> そとへ 出るとき とんできて おっても おっても ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽝のお芝居 ちゃっぽんちゃっぽん ちゃっぽんぽん 北原⽩秋 成⽥為三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ うぐいす<⽂部省唱歌> うめの⼩枝で うぐいすは 春が来たよと うたいます 林柳波 井上武⼠
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 鶯の夢 梅の⼩枝で 梅の⼩枝で鶯は 雪の降る夜の 夢を⾒た 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 兎と⻲ もしもし⻲よ ⻲さんよ 世界の中で お前ほど ⽯原和三郎 納所弁次郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 兎のダンス ソソラ ソラ ソラ兎のダンス タラッタ 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 兎の電報 えっさっさ えっさっさ ぴょんぴょこ兎が えっさっさ 北原⽩秋 佐々⽊すぐる
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽜若丸<⽂部省唱歌> 京の五条の 橋の上 ⼤の男の 弁慶は ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 歌の町 よい⼦が住んでいる よい町は 楽しい 楽しい 歌の町 勝承夫 ⼩林三千三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 美しき天然 空にさえずる⿃の声 峯より落つる滝の⾳ 武島⽻⾐ ⽥中穂積 堀内敬三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ うみ<⽂部省唱歌> うみは ひろいな おおきいな 林柳波 井上武⼠
I 明治〜昭和前期 あ〜わ おうま<⽂部省唱歌> お⾺の親⼦は 仲よしこよし いつでもいっしょに ぽっくりぽっくり あるく 林柳波 松島つね
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 浦島太郎<⽂部省唱歌> 昔々浦島は 助けた⻲に連れられて ⻯宮城へ来て⾒れば ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 嬉しい雛まつり 燈⽕を点けましょ ぼんぼりに お花をあげましょ サトウハチロー 河村光陽
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 絵⽇傘 桜ひらひら 絵⽇傘に ちょうちょもひらひら ⼤村主計 豊⽥義⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お猿のかごや エッサ エッサ エッサホイ サッサ お猿のかごやだ ⼭上武夫 海沼実
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お正⽉ もういくつねると お正⽉ お正⽉には 凧あげて 東くめ 滝廉太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 落葉 北⾵から⾵ 寒いのに 落ち葉のおち葉の ⼦供たち 富原義徳 室崎琴⽉
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お⽉夜 トン トン トン あけてください どなたです 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お⼭のお猿 お⼭のお猿は 鞠が好き とんとん鞠つきゃ 踊り出す ⿅島鳴秋 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼄姫さん 籠宮の籠宮の⼄姫さんは トントンカラリン トンカラリ 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 朧⽉夜<⽂部省唱歌> 菜の花畠に ⼊⽇薄れ ⾒わたす⼭の端 霞ふかし ⾼野⾠之 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ おみやげ三つ おみやげ三つに たこ三つ おみやげ三つは だれにやろ ⻄条⼋⼗ 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ おもちゃのマーチ やっとやっと くりだした おもちゃのマーチが 海野厚 ⼩⽥島樹⼈
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 親⼦のあひる 氷がやっと とけかけて お池にはいった 親あひる 葛原しげる 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お⼭の杉の⼦ むかしむかしの そのむかし 吉⽥テフ⼦／サトウハチロー 佐々⽊すぐる
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お⼭の⼤将 お⼭の⼤将 おれひとり あとから来るもの つきおとせ ⻄条⼋⼗ 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お⼭の⼤将 お⼭の⼤将 おれひとり あとから来るもの つきおとせ ⻄条⼋⼗ ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ お⼭の細みち お⼭のお⼭の 細道は だれだれ通る だれ通る 葛原しげる ⼩松耕輔
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 帰る雁 雁が帰る 雁が帰る 雁が雁が帰る 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かえろかえろと かえろかえろと なに⾒てかえる 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かかし<⽂部省唱歌> ⼭⽥の 中の ⼀本⾜の かかし 天気の よいのに ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾵ 誰が⾵を ⾒たでしょう？ 僕もあなたも ⾒やしない ⻄条⼋⼗ 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 肩たたき ⺟さん お肩をたたきましょう タントン タントン ⻄条⼋⼗ 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かたつむり<⽂部省唱歌> でんでん⾍むし かたつむり おまえの頭は どこにある ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かやの⽊⼭の かやの⽊⼭の かやの実は いつかこぼれて ひろわれて 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ カッコ⿃ ⼭でカッコカッコ カッコ⿃啼いて ⼭でカッコカッコ 野⼝⾬情 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かなりや 唄を忘れた ⾦⽷⿃は 後の⼭に 棄てましょうか ⻄条⼋⼗ 成⽥為三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 鎌倉<⽂部省唱歌> 七⾥が浜のいそ伝い 稲村崎 名将の 剣投ぜし古戦場 芳賀⽮⼀ ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かもめの⽔兵さん かもめの⽔兵さん ならんだ⽔兵さん 武内俊⼦ 河村光陽
I 明治〜昭和前期 あ〜わ からす ⾏こうか 帰ろうか ⼩⼭の⿃ 島⽊⾚彦 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ からたちの花 からたちの花が咲いたよ ⽩い ⽩い 花が咲いたよ 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 雁がわたる<⽂部省唱歌> 雁がわたる 鳴いてわたる 藪⽥義雄 中⽥喜直
I 明治〜昭和前期 あ〜わ かわいい⿂屋さん かわいい かわいい ⿂屋さん ままごとあそびの 加藤省吾 ⼭⼝保治
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 蛙の夜まはり 蛙の夜まわり ガッコ ガッコゲッコ ビョン ビョン 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 紀元節 雲に聳ゆる⾼千穂の ⾼根おろしに 草も⽊も ⾼崎正⾵ 伊沢修⼆
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 汽⾞<⽂部省唱歌> 今は⼭中 今は浜 今は鉄道渡るぞと ⼤和⽥愛羅
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 汽⾞ 汽⾞ 汽⾞ ポッポ ポッポ 富原薫 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 君が代<古歌> 君が代は 千代に⼋千代に さざれ⽯の 林広守
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 汽⾞ポッポ お⼭の中ゆく 汽⾞ ポッポ 本居⻑世 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ きつねのちょうちん きつねの堤灯 ボウ 野⼝⾬情 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽊の葉<⽂部省唱歌> どこから来たのか とんで来た⽊の葉 ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ キューピーさん キューピーさん キューピーさん 何にそんなに 葛原しげる 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾦⿂の昼寝 ⾚いべべ着た かわいい⾦⿂ お眼々をさませば ⿅島鳴秋 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾦太郎 まさかりかついで きんたろう くまにまたがり ⽯原和三郎 ⽥村⻁蔵
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 靴が鳴る お⼿々つないで 野道を⾏けば みんな可愛い ⼩⿃になって 清⽔かつら 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ グッド・バイ グッド・バイ グッド・バイ グッド・バイバイ 佐藤義美 河村光陽
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 鯉のぼり<⽂部省唱歌> 甍の波と雲の波 重なる波の中空を ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 荒城の⽉ 春⾼楼の 花の宴 めぐる杯 かげさして ⼟井晩翠 滝廉太郎 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼩⾺<⽂部省唱歌> はいしい はいしい あゆめよ⼩⾺ ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 仔⾺の道ぐさ 道草しずと 早よ駈け仔⾺ かるかや桔梗 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⻩⾦⾍ ⻩⾦⾍は ⾦持ちだ ⾦蔵建てた 蔵建てた 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 児島⾼徳<⽂部省唱歌> 船坂⼭や杉坂と 御あと慕いて院の庄 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ こどもの楽隊 ぴっぴどんどん ぴっぴどんどん こどものがくたい 丘みち とやませんろく
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼦供の村 ⼦どもの村は⼦どもでつくろう みんなでつくろう 北原⽩秋 今川節
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼩⿃の夢 ⼩⿃の⾒た夢 どんな夢 野原の⿃は ⼭のゆめ 島⽥芳⽂ ⼤中寅⼆
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽊の葉 散るよ 散るよ ⽊の葉が散るよ 吉丸⼀昌 梁⽥貞
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽊の葉のお船 かえる燕は ⽊の葉のお船ネ 波にゆられりゃ 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ この道 この道は いつか来た道 ああ そうだよ 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ さくらさくら<⽇本古謡> さくら さくら やよいの空は ⾒渡すかぎり ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾥ごころ 笛や太⿎に さそわれて ⼭の祭に 来て⾒たが 北原⽩秋 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾥の秋 しずかな しずかな ⾥の秋 おせどに⽊の実の 斎藤信夫 海沼実
I 明治〜昭和前期 あ〜わ さんぽ 若草もえる 丘の道 ⼼もはずむ ⾝もはずむ 勝承夫 多梅稚
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 叱られて 叱られて しかられて あの⼦は町まで お使いに 清⽔かつら 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 四季の⾬<⽂部省唱歌> 降るとも⾒えじ 春の⾬ ⽔に輪をかく波なくば ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ シャボン⽟ シャボン⽟⾶んだ 屋根まで⾶んだ 屋根まで⾶んで 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ジャンケンポン じゃんけんぽんよ あいこでしょ あらあらだめよ 葛原しげる 佐々⽊すぐる
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼗五夜お⽉さん ⼗五夜お⽉さん 御機嫌さん 婆やは お暇とりました 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 証城寺の狸囃⼦ 証 証 証城寺 証城寺の庭は ツツ⽉夜だ 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽔師営の会⾒<⽂部省唱歌> 旅順開城約成りて 敵の将軍ステッセル 佐佐⽊信綱 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ すかんぽの咲くころ ⼟⼿のすかんぽ ジャワ更紗 昼は蛍が ねんねする 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ スキー ⼭はしろがね 朝⽇を浴びて すべるスキーの 時⾬⾳⽻ 平井康三郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ スキーの歌<⽂部省唱歌> 輝く⽇の影 はえる野⼭ 輝く⽇の影 はえる野⼭ 林柳波 橋本国彦
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 雀 すずめ雀今⽇もまた くらいみちを只ひとり 佐佐⽊信綱 滝廉太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 雀の学校 チイチイ パッパ チイ パッパ 雀の学校の先⽣は 清⽔かつら 弘⽥⿓太郎
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作品 歌い出し 作詩 訳詞・補作 作曲 編曲⽇本童謡唱歌体系
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 砂⼭ 海は荒波 向こうは佐渡よ すずめ啼け啼け 北原⽩秋 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 砂⼭ 海は荒波 向こうは佐渡よ すずめ啼け啼け 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 早春賦 春は名のみの ⾵の寒さや ⾕の鶯 歌は思えど 吉丸⼀昌 中⽥章 中⽥喜直
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 背くらべ 柱のきずは おととしの 五⽉五⽇の 背くらべ 海野厚 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 船頭さん 村の渡しの 船頭さんは 今年六⼗の お爺さん 武内俊⼦ 河村光陽 峰⽥明彦
I 明治〜昭和前期 あ〜わ たあんきぽうんき たあんき ぽうんき たんころりん ⽥螺が 北原⽩秋 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼤⿊さま ⼤きな袋を 肩にかけ ⼤⿊さまが 来かかると ⽯原和三郎 ⽥村⻁蔵
I 明治〜昭和前期 あ〜わ たきび かきねの かきねの まがり⾓ たき⽕だ だき⽕だ 巽聖歌 渡辺茂
I 明治〜昭和前期 あ〜わ たこの歌<⽂部省唱歌> たこ たこ あがれ ⾵よくうけて ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ たなばたさま<⽂部省唱歌> ささの葉 さらさら 権藤はなよ／林柳波 下総皖⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 俵はごろごろ 俵は ごろごろ お倉に どっさりこ 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 茶摘<⽂部省唱歌> 夏も近づく⼋⼗⼋夜 野にも⼭にも若葉がしげる ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ チューリップ さいた さいた チューリップの はなが 近藤宮⼦ 井上武⼠
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 蝶々 ちょうちょ ちょうちょ からまつ⼭は まだ⽇が寒い 北原⽩秋 宮原禎次
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ちんちん千⿃ ちんちん千⿃の啼く夜さは 啼く夜さは 北原⽩秋 近衛秀麿
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽉<⽂部省唱歌> 出た 出た ⽉が 円い 円い まんまるい ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽉の砂漠 ⽉の砂漠を はるばると 旅の駱駝がゆきました 加藤まさを 佐々⽊すぐる
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 鉄道唱歌 汽⾞⼀声新橋を 早や我が汽⾞は離れたり ⼤和⽥建樹 多梅稚 堀内敬三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 燕 ダンス始めた つばくらめ 軒に柳の 葉はそよぐ 川路柳虹 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ てまりうた<⽂部省唱歌> てんてんてん 天神様のお祭りで てんてん⼿まりを 武内俊⼦ 松島つね
I 明治〜昭和前期 あ〜わ てるてる坊主 てるてる坊主 てる坊主 あした天気に しておくれ 浅原鏡村 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 電⾞ チンチン電⾞が動きます ゴウゴウ町の真中を 葛原しげる ⼩松耕輔
I 明治〜昭和前期 あ〜わ どじょっこふなっこ<東北地⽅わらべうた> 春になれば すがこもとけて どじょっこだの 岡本敏明
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 天⻑節 今⽇の吉き⽇は ⼤君の うまれたまいし 吉き⽇なり ⿊川真瀬 奥好義
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 時計台の鐘 時計台の 鐘が鳴る ⼤空とおく ほのぼのと ⾼階哲夫 ⾼階哲夫
I 明治〜昭和前期 あ〜わ どこかで春が どこかで「春」が ⽣れてる どこかで⽔が 百⽥宗治 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ トマト ⻨から帽⼦に トマトをいれて 北原⽩秋 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ どんぐりころころ どんぐりころころ ドンブリコ お池にはまって さあ⼤変 ⻘⽊存義 梁⽥貞
I 明治〜昭和前期 あ〜わ とんび とべとべとんび 空⾼く なけなけとんび ⻘空に 葛原しげる 梁⽥貞
I 明治〜昭和前期 あ〜わ とんぼがえり すかんぽは 酸いな 芽花の茎 あまいな 三⽊露⾵ ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ナイショ話 ナイショ ナイショ ナイショノ話ハ アノネノネ 結城よしを ⼭⼝保治
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 仲よし⼩道 仲よし⼩道は どこの道 いつも学校へ みよちゃんと 三苫やすし 河村光陽
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 梨の花咲く頃 ⾬のふる⽇は ⾬のまま すこしねむたく 暮れました 清⽔かつら 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 夏は来ぬ うの花のにおう垣根に 時⿃ 早もきなきて 忍⾳もらす 佐佐⽊信綱 ⼩⼭作之助
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 七つの⼦ 烏 なぜ啼くの 烏は⼭に 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼈形<⽂部省唱歌> わたしの⼈形はよい⼈形 ⽬はぱっちりといろじろで ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 野菊 遠い⼭から 吹いてくる こ寒い⾵に ゆれながら ⽯森延男 下総皖⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ のってった のってった のってった らくだの背中に ⻄条⼋⼗ 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 箱根⼋⾥ 箱根の⼭は 天下の剣 函⾕関も 物ならず ⿃居忱 滝廉太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽻⾐<⽂部省唱歌> ⽩い はまべの 松原に 波が よせたり かえしたり 林柳波 橋本国彦
I 明治〜昭和前期 あ〜わ はと ぽっぽ<⽂部省唱歌> ぽっぽっぽ はとぽっぽ まめが ほしいか そら やるぞ ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 鳩ぽっぽ 鳩ぽっぽ 鳩ぽっぽ ぽっぽぽっぽと ⾶んで来い 東くめ 滝廉太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 花 春のうららの隅⽥川 のぼりくだりの船⼈が 武島⽻⾐ 滝廉太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 花かげ ⼗五夜お⽉様 ⼀⼈ぼち 桜吹雪の 花かげに ⼤村主計 豊⽥義⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 花咲爺 裏の畑で ポチが啼く 正直爺さん 掘ったれば ⽯原和三郎 ⽥村⻁蔵
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 花嫁⼈形 きんらん どんすの 帯しめながら 花嫁御寮は 蕗⾕虹児 杉⼭⻑⾕夫
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 浜千⿃ ⻘い⽉夜の 浜辺には 親をさがして 鳴く⿃が ⿅島鳴秋 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 浜辺の歌 あした浜辺を さまよえば 昔のことぞ 忍ばるる 林古渓 成⽥為三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ はやおきどけい チックタック チックタック ボーン ボン 富原薫 河村光陽
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 春が来た<⽂部省唱歌> 春が来た 春が来た どこに来た ⾼野⾠之 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 春の唄 桜の花の咲く頃は うらら うららと ⽇はうらら 野⼝⾬情 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 春の⼩川<⽂部省唱歌> 春の⼩川は さらさらいくよ ⾼野⾠之 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 春よ来い 春よ来い 春よ来い あるき始めた みいちゃんが 相⾺御⾵ 弘⽥⿓太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ピカピカ星 ぴかぴか星が 夜になると 泣く⼦はないかと ⼭⽥せんし 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽇のまる<⽂部省唱歌> しろじに あかく ⽇のまる そめて ⾼野⾠之 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ひなまつり ⾚いもうせん しきつめて お内裏さまは 上の段 林柳波 平井康三郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ひばり<⽂部省唱歌> ピイピイピイと さえずるひばり ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌 増⽥賢⼆
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 広瀬中佐<⽂部省唱歌> 轟く砲⾳ ⾶来る弾丸 荒波洗うデッキの上に ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾵鈴 ⾵鈴さんが ちんちん鳴ると 涼しそう 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 富⼠⼭<⽂部省唱歌> あたまを雲の上に出し 四⽅の⼭を⾒おろして 巌⾕⼩波
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ふたあつ ふたあつ ふたあつ なんでしょ ね まどみちお ⼭⼝保治
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾈あそび ⾵と波とにおくられて 夏ものこらぬ⾈の内 ⼤和⽥建樹 奥好義
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 吹雪の晩 吹雪の晩です 夜更です どこかで夜鴨が 北原⽩秋 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 冬景⾊<⽂部省唱歌> さ霧消ゆる湊江の ⾈に⽩し 朝の霜 ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ふゆこだち そらにむかって ふゆこだち おおきなあみを 野⽥しげみ 川澄健⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ぺたこ ぺたこ おっかさん しろい ぼうし もろた 野⼝⾬情 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 故郷 兎追いしかの⼭ ⼩鮒釣りしかの川 ⾼野⾠之 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 兵隊ゴッコ 熊笹 ホイサッサ ⾵吹きゃ ホイサッサ 酒井良夫 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ペチカ 雪のふる夜はたのしいペチカ ペチカ燃えるよ 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ まつぼっくり まつぼっくりが あったとさ ⾼いお⼭に あったとさ 広⽥孝夫 ⼩林つや江
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 牧場の朝<⽂部省唱歌> ただ⼀⾯に ⽴ちこめた 牧場の朝の きりの海 船橋栄吉
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 待ちぼうけ 待ちぼうけ 待ちぼうけ ある⽇ せっせと 北原⽩秋 ⼭⽥耕筰
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ままごと ままごと しましょう はなシャベル 浜⽥広介 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 毬と殿さま てんてん⼿毬 てん⼿まり てんてん⼿まりの ⻄条⼋⼗ 中⼭晋平
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⽔あそび ⽔を沢⼭ くんで来て ⽔鉄砲で 東くめ 滝廉太郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ みどりのそよ⾵ みどりのそよ⾵ いい⽇だね ちょうちょもひらひら 清⽔かつら 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 港 空も みなとも 夜ははれて ⽉にかずます船のかげ 旗野⼗⼀良 吉⽥信太
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾍の楽隊 千草⼋千草 乱れ咲きて 花を褥の 夢おもしろと 桑⽥春⾵ ⽥村⻁蔵
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⾍の声<⽂部省唱歌> あれ まつ⾍がないている チンチロチンチロ ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 村の鍛冶屋<⽂部省唱歌> しばしもやすまず つちうつひびき とびちる⽕花よ ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 村祭<⽂部省唱歌> 村のちんじゅのかみさまの  きょうはめでたいおまつり⽇ ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌 南能衛
I 明治〜昭和前期 あ〜わ めえめえ⼩⼭⽺ めえめえ 森の児⼭⽺ 盛るの児⼭⽺ 藤森秀雄 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ めんこい仔⾺ 濡れた仔⾺のたてがみを なでりゃ両⼿に朝の露 サトウハチロー 仁⽊他喜雄
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 紅葉<⽂部省唱歌> 秋の⼣⽇に照る⼭紅葉 濃いも薄いも数ある中に ⾼野⾠之 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 桃太郎 桃から⽣まれた 桃太郎 気はやさしくて ⼒持ち ⽥辺友三郎 納所弁次郎
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 桃太郎<⽂部省唱歌> 桃太郎さん 桃太郎さん お腰につけた⿉団⼦ 岡野貞⼀
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 森の⼩⼈ 森のこかげで ドンジャラホイ ⼭川清 ⼭本雅之
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 森の⽔⾞ 緑の森の 彼⽅から 陽気な唄が 聞こえましょ 清⽔みのる ⽶⼭正夫
I 明治〜昭和前期 あ〜わ もろこし畑 お背⼾の親なし はねつるべ 海⼭千⾥に ⾵が吹く 野⼝⾬情 藤井清⽔
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 勇敢なる⽔兵 煙も⾒えず 雲もなく ⾵も起らず 波⽴たず 佐佐⽊信綱 奥好義
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼣⽇ ぎんぎんぎらぎら⼣⽇が沈む 葛原しげる 室崎琴⽉
I 明治〜昭和前期 あ〜わ ⼣焼⼩焼 ⼣焼⼩焼で ⽇がくれて ⼭のお寺の 鐘が鳴る 中村⾬紅 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 雪<⽂部省唱歌> 雪やこんこ あられやこんこ ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 揺籃のうた 揺籃のうたを カナリヤが歌う よ 北原⽩秋 草川信
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 栗⿏栗⿏⼩栗⿏ りすりす⼩栗⿏ ちょろちょろ⼩栗⿏ 北原⽩秋 成⽥為三
I 明治〜昭和前期 あ〜わ 四丁⽬の⽝ ⼀丁⽬の⼦供 駈け駈け帰れ ⼆丁⽬の⼦供 野⼝⾬情 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ りんごのひとりごと わたしは真⾚な リンゴです お国は寒い 武内俊⼦ 河村光陽
I 明治〜昭和前期 あ〜わ わらび わらび わらび いついつ萌える 北原⽩秋 本居⻑世
I 明治〜昭和前期 あ〜わ われは海の⼦<⽂部省唱歌> われは海の⼦⽩波の さわぐ磯部の松原に ⽂部省唱歌 ⽂部省唱歌
II 戦後〜現代 あ〜お アイ アイ アイアイ アイアイ おさるさんだよ 相⽥裕美 宇野誠⼀郎
II 戦後〜現代 あ〜お あいうえおの うた あのじのつくもの あなぐま アパート こわせたまみ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お アイスクリームの歌 おとぎばなしの 王⼦でも むかしはとても たべられない 佐藤義美 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お あいつと あのこ あいつ やなやつ いじわるなんだ ⼭中恒 宮崎尚志
II 戦後〜現代 あ〜お ⻘い⻘い秋ですよ ぶどうの実のなる ぶどうの⽊ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お あおいそらのうた くさと⽊ずえが ゆびさしている あおいそら 佐藤義美 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お ⻘い地球はだれのもの ⻘い地球は誰のもの ⻘い地球は誰のもの 阪⽥寛夫 冨⽥勲
II 戦後〜現代 あ〜お あおいとり しあわせのあおいとり それは⼼の中に ⼭路ゆう⼦ ⼭路ゆう⼦ ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お ⻘空みながら ⻘空みながら考えました 今⽇から⼼を⼊れ替えようと ⽚岡まどか 渡部節保
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作品 歌い出し 作詩 訳詞・補作 作曲 編曲⽇本童謡唱歌体系
II 戦後〜現代 あ〜お あかいかさ あかいかさ さして まえをいく あのこ 鶴⾒正夫 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お ⾚い花 ⽩い花 ⾚い花摘んで あのひとにあげよ あのひとの髪に この花 さしあげよ 中林ミエ 中林ミエ 浦野直
II 戦後〜現代 あ〜お 秋のえかきさん だれでしょう みどりのたんぼに ⻩⾊のクレヨンぬるのは 中村千栄⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あかいみ のはらの のはらの まんなかに あかいみが ひとつ おちてたよ 岸⽥衿⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あかいみ なんの みでしょう きの えだに まっかな おかおを のぞかせて 清⽔ちとせ 萩原英彦
II 戦後〜現代 あ〜お ⾚⻤と⻘⻤のタンゴ 秋⾵の忘れもの ⼣焼け ピーヒャララ こんもり深い⼭奥に 加藤直 福⽥和⽲⼦
II 戦後〜現代 あ〜お あかちゃんの カンガルーさん おかあさんの ポケットで すましてる かわいい まどみちお 別宮貞雄
II 戦後〜現代 あ〜お あきが しずかに コスモスの はなが ゆれている しずかに しずかに ⾹⼭美⼦ ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お 秋にさよならする⽇ 秋にさよなら する朝は ぎんなんたくさん ひろいましょう サトウハチロー 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お 秋の⼦ すすきの中の⼦ ⼀⼆の三⼈ サトウハチロー 末広恭雄
II 戦後〜現代 あ〜お あきのこもりうた ルルルー ルルルー あきのかぜ そっと ふいてね みていってね こわせたまみ 溝上⽇出夫
II 戦後〜現代 あ〜お 秋の野 あの⼦が ゆくよ ⾒たよな あの⼦ 北原⽩秋 團伊玖磨
II 戦後〜現代 あ〜お あくびのうた あくびがあくびがぽわぽわぽわ くちからとびだすぽわぽわぽわ 宮中雲⼦ 福⽥和⽲⼦
II 戦後〜現代 あ〜お 秋の⽇ぐれは 秋の⽇ぐれは いつも ひっそり にじんでる ⽔村三千夫 ⽩川ひろし
II 戦後〜現代 あ〜お あくび おひさま みてたよ だれかさんも みてたよ 中⼭知⼦ ⼩林秀雄
II 戦後〜現代 あ〜お あさ いちばんはやいのは あさ いちばんはやいのは パンやのおじさん 阪⽥寛夫 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お あさ おきたん あき おきたん ひが さしたん ぱじゃま ぬいじゃったん 阪⽥寛夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お あさがおのはなさん あさがおの はなさん あさはやく さいたの 三枝ますみ 萩原英彦
II 戦後〜現代 あ〜お あさごはん ぞうさんは いいな ばななで ばななで あさの ごはん ⼩林純⼀ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あかちゃんぐるまで ようちえんの やすおくん おかしいぜ 筒井敬介 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あしおと ぼくときみが うたいながら あるいてる このみち ⼭川啓介 福⽥和⽲⼦
II 戦後〜現代 あ〜お あしか あしか ちょっとみた ひるまの⽉を 藤⽥圭雄 伊藤翁介
II 戦後〜現代 あ〜お あしたてんきになあれ ⼀ ⼆の 三丁⽬ 三丁⽬の⼩⿃屋で サトウハチロー 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あしたは ぼくね ぼ・く・ね こんやから ひとりで ねるんだよ こわせたまみ ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お ⾜の体操 ⾜のたいそう いちにっさん すわったままで あるきましょ 横笛太郎 寺原伸夫
II 戦後〜現代 あ〜お あじさいてまり あじさい あじさい 花てまり ⾵が ⼀つ ⼆つ つきました ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お あそびましょう あそびましょって ぞうさんが わたしの いえに きたら いい まどみちお 有島重武
II 戦後〜現代 あ〜お あたまの うえには あたまの うえには ぼうしが あるよ まどみちお ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お あたらしい うち あたらしい うち ほねばかりの うち 中村千栄⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あったかい なみだが ホロン せんせい どうしてなの むねのおくが じゅわんとなって 中村千栄⼦ ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お あっついつい あっつい なつが くっついちゃったよ 阪⽥寛夫 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あひるのスリッパ あひるのスリッパ きいろいスリッパ 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お アップン おねんね アップン でんきがつきました そらのでんきが つきました 岩橋正⼦ 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お あの⽝へんだ あの⽝へんだ ねむっているのに お⽿がうごく 内⼭登美⼦ 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お アの字がつくから アのじがつくから あるこうよ 阪⽥寛夫 ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お あひるの⾏列 あひるの ぎょうれつ よち よち よち ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お アフリカマーチ さかだちしたら アフリカが⾒えた シマウマ百ぴき ラグビーしてた 阪⽥寛夫 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お あぶくの こびとが しゅっポン サイダー コップに タクタク タック 中野栄⼦ 村上太朗
II 戦後〜現代 あ〜お あまのじゃく なわとびしましょ ままごとしましょ 清⽔たみ⼦ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お ⾬あがり あまだれに バラが うつっています ⾨倉訣 ⼭⼝栄
II 戦後〜現代 あ〜お ⾬ですこっそり降ってます あめです こっそり ふってます こまかい あめです サトウハチロー 中⽥⼀次
II 戦後〜現代 あ〜お あめのうた あめは ひとりじゃ うたえない 鶴⾒正夫 ⽊原靖
II 戦後〜現代 あ〜お あめの こびと ばらばら ばらばら こん こん こん あめの こびと まどみちお 箕作秋吉
II 戦後〜現代 あ〜お あめのなかのポスト ひとりぼっちのあめのひ おてがみかいてだしました 東⿓男 若松正司
II 戦後〜現代 あ〜お あめのひ あそぼうよって あめ こんこんこん はっぱを たたいて よろこんでるよ こわせたまみ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お あめのひのあおいかさ ねずみいろのあめのひは あおいかさをひろげよう 若⾕和⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お ⾬のまゆ 空には まゆが あるのでしょう ⾬を つつんだ ⾬の まゆ 武⿅悦⼦ ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お ⾬ふり かさ⽴て ⾬ふり満員 かさ⽴てで みんなのかさが 話してる 佐藤雅⼦ ⼤⻄進
II 戦後〜現代 あ〜お ありがとう・さようなら ありがとう・さようなら ともだち ひとりずつの笑顔 はずむ声 井出隆夫 福⽥和⽲⼦ 福⽥和⽲⼦
II 戦後〜現代 あ〜お あめふり くまのこ おやまに あめが ふりました あとから あとから ふってきて 鶴⾒正夫 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あめふりの⽇のうた あめがふる あめがふる けろけろ蛙が あつまって 佐藤義美 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お あやめの歌 むらさき⾊の夜明けです あやめの花が咲きました 柏⽊隆雄 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お あら どこだ ろばの みみは うえむいて ぞうの みみは したむいて 神沢利⼦ 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お ありがとう ママ ぼくの⼿と ママの⼿ あくしゅをしたら わかったの ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お ありさん あがつく ありさんあがつく あまなっとう 仲倉重郎 渋⾕毅
II 戦後〜現代 あ〜お あわてんぼうの サンタクロース あわてんぼうの サンタクロース クリスマスまえに 吉岡治 ⼩林亜星
II 戦後〜現代 あ〜お 阿波のおはなし 阿波のとくしま どんなところかな 渦だよ渦だよ 渦がまわる 中沢昭⼆ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お いいおへんじはい これはだいじなことですよ 「おやりなさい」といわれたら 佐藤義美 ⾼⽊東六
II 戦後〜現代 あ〜お イエス キリスト おんまが ないて ⽬がさめた まぐさの おけの イエスさま サトウハチロー 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お いたずらすずめ いたずらすずめで こまります シッシッシ 関根栄⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いたちと秋 いたちのっそり落葉をふんだ ひかげの ひかげを えらんで かけた 吉岡治 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お いたちょこ ぷっちん いたちょこ ぶっちん おくちに ぽ 関根栄⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いち いちってね つまりぼくがね いちなのさ ⾕川俊太郎 諸井誠
II 戦後〜現代 あ〜お いちご あかい きれいな みですから いちご いちご ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いち にの さんかんび きょうは いち にの さんかんび 楠茂宣 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いちねんせい きょうから いちねんせい あるくと いちねんせいの あしあと 浅⽥真知 若松正司
II 戦後〜現代 あ〜お ⼀ねんせいに なったら いちねんせいに なったら いちねんせいに なったら まどみちお ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お ⼀年⽣はいいな ちょうちょが くるくる とまらせてって らんどせる まどみちお 團伊玖磨
II 戦後〜現代 あ〜お いちばん星みつけた いちばん星 ⾒つけた…… ビルがならんだ 町の⾓ 茶⽊滋 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お いちまんえんさつ はじめてみたぞ いちまんえんさつ わりあいちいさな ものだなあ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お いちょうのはっぱ いちょうのはっぱが おちてくる くる くる くる 佐藤義美 溝上⽇出夫
II 戦後〜現代 あ〜お いってみようかな お星さまが こぼれ落ちて お花になったとき むらとたいこ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いつしか こころに いくつも季節に会いながら そのたびごとにさようなら うらさわこうじ 伊藤幹翁
II 戦後〜現代 あ〜お いなかの家 いなかの家 ふるい家 お⽗さんが うまれた家 こわせたまみ 佐藤亘弘
II 戦後〜現代 あ〜お いなかの うち やまを いくつも こえてきた いなか 関根栄⼀ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お いぬのおまわりさん まいごのまいごの こねこちゃん あなたのおうちは どこですか 佐藤義美 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お ⽝はくさりがきらい ⽝はくさりがきらい ほどいてほしいとなく 宮中雲⼦ ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お いねかり おもい おもい いねっこ いねたろう 阪⽥寛夫 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お いもうとが うまれてくる⽇ たかい たかい ひるのそら きょう わたしのいもうとが 関原⻫⼦ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いのちのうた 枯葉にのったちいさな⾍は いのちのうたをうたうだけ やなせたかし 上明⼦
II 戦後〜現代 あ〜お いま⽣きる⼦どもマーチ いまを⽣きる ⼦どもだから ぼくたちは好きさ こわせたまみ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お いまなんじ いまなんじ はちじ はちじはんて いってよ ⾹⼭美⼦ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お いもほり おひさまありがとう ⾦時の よい⼦にふとった おいも いも 清⽔かつら 中⽥⼀次
II 戦後〜現代 あ〜お いらっしゃい ⾵ ⾵が⾛って きてるのが 波の動きで わかります 宮中雲⼦ 福⽥和⽲⼦
II 戦後〜現代 あ〜お うさぎのつの むかしむかしの もりの中 王さまライオン いばってた 藤⽥圭雄 平井康三郎
II 戦後〜現代 あ〜お イルカはザンブラコ イルカは ザンブラコ イルカは ザンブラコ 東⿓男 若松正司
II 戦後〜現代 あ〜お インディアンが とおる インディアンが とおる アッホイアッホイ アッホイホイ ⼭中恒 湯浅譲⼆
II 戦後〜現代 あ〜お ウォーター・シュート やまの うえから ウォーターシュート まどみちお ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お うさぎ うさぎに うまれて うれしい うさぎ まどみちお ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お 渦巻き⾙ うずまきがいの かいがらを⼊れて 浜辺に わすれて来たのよ 佐藤義美 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お うたえバンバン ⼝を⼤きくあけまして うたってごらん「アイアイアイ」 阪⽥寛夫 ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お 歌ごえはささやく 合歓の花びら なでてく⾵のように しずかに優しく 中村千栄⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お 歌はともだち 歌は ともだちだ 歌は よろこびだ 阪⽥寛夫 南安雄
II 戦後〜現代 あ〜お 宇宙⼈の⼦守唄 どこへ⾏ったの 坊や 元気でいるかい 坊や 宮沢章⼆ ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お うたを うたう うた うたを うたうの だいすきさ ことばが おとに なるんだもん ⼩林純⼀ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お うまさん うまさん うまさん のりたいな のって パッカ パッカ はしりたいな 佐藤義美 萩原英彦
II 戦後〜現代 あ〜お うまっこ どさんこ ジャンランジャンラン ジャンランジャンラン ⼩⿊恵⼦ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お ⽣まれるって ⽣まれるって どんなこと ⼟から 草のめ 出ること こわせたまみ 上明⼦
II 戦後〜現代 あ〜お 海からのてがみ お元気ですか 浜にきて 潮さいの⾳ 聞いてます 新⾕智恵⼦ 杉⽥志保⼦
II 戦後〜現代 あ〜お うみで おめでとう おおきな おおきな うみだから でてこい でてこい 宮沢章⼆ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お 海におちたハンカチ しろいふねのまどから あ おちてしまった すみれいろの ハンカチ 関根栄⼀ 萩原英彦
II 戦後〜現代 あ〜お 海の燕 海の燕は 船がすき 旗とマストを ぬけて⾶ぶ 宮中雲⼦ 伊藤翁介
II 戦後〜現代 あ〜お うみの⼦ みんなと遊んだ 砂浜で 燈台の灯を ⾒ていると きたひろし 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お うめぼしのうた うめぼし しょっぱい みている だけでも おお しょっぱい 関根栄⼀ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お うんとこしょ すたこらさ ヨーイ ドン つなひきつなひき まけるなよ ⽚岡政⼦ 桑原研郎
II 戦後〜現代 あ〜お うんどうかい まってた まってた うんどうかい 三越左千夫 ⽊原靖
II 戦後〜現代 あ〜お エスカレーターのうた エスカレーターは だまってのぼる パパもぼくも だまってのぼる ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お エプロン・ヒーロー ぼくのパパ あわてんぼう いつでもドタバタ さがしもの 鈴⽊みゆき 三平典⼦
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II 戦後〜現代 あ〜お えほんを とじて きょうの おはなしは もう これで おしまい 内⼭登美⼦ ⼭崎⼋郎
II 戦後〜現代 あ〜お えんぴつが⼀本 えんぴつが⼀本 えんぴつが⼀本 ぼくのポケットに 浜⼝庫之助 浜⼝庫之助 ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お 王さまのひげ 森に おちてた おもちゃの ひげ ⼤平よし⼦ 磯部俶
II 戦後〜現代 あ〜お おおきな おおきなクリームパン おおきな おおきな クリームパン 武⿅悦⼦ 草川啓
II 戦後〜現代 あ〜お おうむ おうむの まえを とおる とき おうむの ほうから 「こんにちは」 鶴⾒正夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お おおきくなあれ あめのつぶつぶ ぶどうにはいれ ぶるんぶるん ちゅるん 阪⽥寛夫 林光
II 戦後〜現代 あ〜お おおきくなったら おたまじゃくしが はなしてた おいけの きんぎょと はなしてた 浦⽥常治 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お ⼤きなたいこ ⼤きなたいこ どーんどーん ⼩さなたいこ とんとんとん ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お オートバイのうた バイク ダダダ バイク ダダダ オートバイ 関根栄⼀ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おかあさん おかあさん なあに おかあさんて いいにおい ⽥中ナナ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おかあさん！ いちばん うれしいとき いちばん そばに いてほしい 星乃ミミナ 伊藤翁介
II 戦後〜現代 あ〜お おかあさん おかあさんは ぼくを ⼀ばん すき！ まどみちお ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お おかあさんはもっと⼤きい 空がすごく ⻘い時 ⼤きな声で 呼んでみたくなる 保富康午 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おかあさんをさがすうた かけて かけて かえってきたのに おかあさん 阪⽥寛夫 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お お菓⼦ お菓⼦がパリへ⾏きました パリはうれしいクリスマス 藤⽥圭雄 中⽥⼀次
II 戦後〜現代 あ〜お ⼩笠原島 やしの⽊ たこの⽊ パパヤの⽊ サトウハチロー 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おきゃくさま おきゃくさまは エヘン ドアのまえで エヘン ⾹⼭美⼦ ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お おこってるな おこってるな おこってるな おにいちゃんたら おこってるな 阪⽥寛夫 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おこりっこなしよ ごらんなさいったら ごらんなさい にこにこ おひさま 深尾須磨⼦ 中⽥⼀次
II 戦後〜現代 あ〜お おさるが ふねを かきました ふねでも かいてみましょうと おさるが ふねを まどみちお 團伊玖磨
II 戦後〜現代 あ〜お おさるのゆうびん さるの ゆうびん きて みたら かばさん ひるねで ごーう ごう まどみちお 宇賀神光利
II 戦後〜現代 あ〜お おさんぽ おさんぽ さんぽさんぽさんぽ 筒井敬介 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お お尻を打つよ ん？ そりゃあ打つさ お尻を打つさ！ 安⻄均 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お おじさんの⼦守唄 おい ねなよ おやすみよ 今夜は ⼆⼈で お留守番 安⻄均 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お おじいちゃんの おとし おじいちゃん おじいちゃん おとしは いくつと たずねたら 荘司武 ⼩林秀雄
II 戦後〜現代 あ〜お おすもうくまちゃん おすもう くまちゃん くまのこちゃん 佐藤義美 磯部俶
II 戦後〜現代 あ〜お おそうじ おそうじ おそうじ はじめに はたきで ぱっぱ ぱっぱ ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おちばのうた なにが うれしい 落葉でしょ みんなで こそこそ 笑ってる 佐藤義美 團伊玖磨
II 戦後〜現代 あ〜お おつかいありさん あんまりいそいで こっつんこ ありさんとありさんと こっつんこ 関根栄⼀ 團伊玖磨
II 戦後〜現代 あ〜お お⽉さんとぼうや ⼀⽇お⽉さん 象さんのおめめ サトウハチロー 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おとうさん おとうさんのかおに しみがある いつのまにできたの 阪⽥寛夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お おとうさんの あしおと おとうさんの あしあと ずん ずん ずん ずん 阪⽥寛夫 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お 男の⼦はクチャクチャ ぼくは男の⼦だから ⼥の⼦にはしんせつにしなクチャクチャ やなせたかし 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お おとなマーチ なりたいなりたい なりたいなりたい おとなになりたい 阪⽥寛夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お おとしより おとしよりの ての しわは たくさん いきて ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お ⾳のマーチ おいで おいで ⼤きな⾳がする 東⿓男 ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お ⻤の⼦守唄 ⻤が島の⻤の⼦は やっぱり夜ふけに泣くのです 阪⽥寛夫 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おなかのへるうた どうして おなかが へるのかな けんかをすると へるのかな 阪⽥寛夫 ⼤中恩
II 戦後〜現代 あ〜お おにいちゃんだって けさ ね おくんち ね あかちゃんが うまれたの こわせたまみ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おにぎりころりん かあさんのてから おもしろそうに うまれてくるのは まどみちお ⼩森昭宏
II 戦後〜現代 あ〜お おにのギター おにが ギターを ひいていた 歌をうたって ひいていた 佐藤義美 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お お姉さんの⾹り くちなしの ⾹りがした ⼤好きな 私のお姉さん 星乃ミミナ 伊藤幹翁
II 戦後〜現代 あ〜お おねえちゃんなんてきらい おねえちゃんなんて きらい いもうとになりたい 岡島由起⼦ 岡島由起⼦ ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お おはぎちゃん ⿊いちいさい ねこの⼦ お⽫にのるのが だいすき 武⿅悦⼦ ⼩⾕肇
II 戦後〜現代 あ〜お おはなが わらった おはなが わらった おはなが わらった 保富康午 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おはなし なみだの いけで おぼれそう 佐藤義美 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おはなしゆびさん このゆび パパ ふとっちょ パパ ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おはなはね おはなはね おはなは どこへも いけないの 鶴⾒正夫 磯部俶
II 戦後〜現代 あ〜お おはよう 「おはよう」って いい感じ 藤⽥圭雄 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おはよう太陽 おはよう太陽 ⽊の葉のベッドに もえたつみどりの カバーをかけよう 保富康午 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おばあちゃんの⼿ おかあさんのおかあさん だから ぼくのおばあちゃん 相⾺梅⼦ ⼩⻄欣⼀
II 戦後〜現代 あ〜お おばけなんてないさ おばけなんてないさ おばけなんてうそさ 槇みのり 峯陽 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お おばけになろう おばけになろう おばけになれば こわいものなしさ ⽚岡輝 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お おひさま いっぱい おひさま いっぱい すいこんで 新⾕智恵⼦ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おひさまは アイロン おひさまは アイロン まっかな おおきな 中村千栄⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お お⽇さん、⾬さん ほこりのついた 芝草を ⾬さん洗って くれました ⾦⼦みすゞ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おひるね せみ せみ せみ なかないで いま おひるねの じかんです こわせたまみ 磯部俶
II 戦後〜現代 あ〜お おひるねしましょう おひるねしましょう ねんねしましょう ⼩林純⼀ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おひるねの ゆめ おひるねの おわりのときに ママ だれかがきたでしょ ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お おふとん ほしたら おふとん ほしたら ふくらんだ たごじゅんいち 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おふろジャブジャブ おふろ ジャブ ジャブ ジャブ ジャブ してたら 佐藤義美 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お お星さまたべちゃった ⼩さな星がお空にあった ⼩さなちょうちょが シノハラヤスコ シノハラヤスコ ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お おへそ おへその中には 何がある ピッピ 佐々⽊美⼦ 佐々⽊美⼦ 岩河三郎
II 戦後〜現代 あ〜お おべんとう おべんとうを ひらくとき おかあさんのこと かんがえる 阪⽥寛夫 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お お星様 お星さま ピカリ お話してる 都築益世 團伊玖磨
II 戦後〜現代 あ〜お おほしさま トントン おほしさまトントン おりてった そらのかいだん おりてった 武⿅悦⼦ 草川啓
II 戦後〜現代 あ〜お おほしさまのせなか おほしさまのせなか みてみたいな 中野光⼦ 三平典⼦
II 戦後〜現代 あ〜お おほりの⽩⿃ ⻘いおほりに きょうもまた ひっそりうかぶ ⽩い⿃ 清⽔たみ⼦ 中⽥喜直
II 戦後〜現代 あ〜お おもたいお⽉さま オレンジジュース 飲みすぎて まんまる おもたいお⽉さま 鶴岡千代⼦ 伊藤翁介
II 戦後〜現代 あ〜お お祭りの⽇の ⽒神さま お祭りの⽇の ⽒神さまは くる くる くるりん おまじな ⾼⽥敏⼦ 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お 思い出のアルバム いつのことだか 思い出してごらん あんなこと こんなこと あったでしょう 増⼦とし 本多鉄麿
II 戦後〜現代 あ〜お おもちつき ぺったん ぽったん ぺったん ぽったん まどみちお 磯部俶
II 戦後〜現代 あ〜お おもちゃのチャチャチャ おもちゃの チャチャチャ おもちゃの チャチャチャ 野坂昭如 吉岡治 越部信義
II 戦後〜現代 あ〜お おやすみなさいお星様 おやすみなさい お星さま もう⾚ちゃんは ねんねです 中村千尾 服部公⼀
II 戦後〜現代 あ〜お おやすみなさい 海の⼣⽇は どこにねる 海の⼣⽇は 海にねる 宮⽥滋⼦ 早川史朗
II 戦後〜現代 あ〜お おやつのミルク おやつのミルク おやつのミルク ポチのおさらに わけてやった まどみちお 飯沼信義
II 戦後〜現代 あ〜お およめさんになってね あめのにわで ゆらゆら コスモスが ゆれてる 中村千栄⼦ 後藤丹
II 戦後〜現代 あ〜お ⼥の⼦のひとりごと だれのおよめさんに なろうかな 鶴岡千代⼦ 村上太郎
II 戦後〜現代 あ〜お おりてこい おほしさま おりてこい おりてこい おほしさま 三越左千夫 湯⼭昭
II 戦後〜現代 あ〜お ⼥の⼦って お花みたいでさ パラシュート みたいでさ 佐藤雅⼦ 甲賀⼀宏
II 戦後〜現代 あ〜お おんぶお化け ぼくのこと パパがこういうの おんぶお化けが また乗った ⽥辺三恵乃 ⼭本直純
II 戦後〜現代 あ〜お おんぶとだっこ おんぶとだっこ どっちがおすき サトウハチロー 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ かいがら 波にもらった かいがらを おもちゃの お⾦に しましょうか 鶴⾒正夫 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ かいてんもくば かいてん もくば かぜに のってる 中村千栄⼦ ⼭崎⼋郎
III 戦後〜現代 か〜さ かいがら からから やどかりが わすれたの きょうで みっか こわせたまみ 萩原英彦
III 戦後〜現代 か〜さ ⾙のうた ⾙は そっと とを あけて るるんと うみを なめてみて 関根栄⼀ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かいひろい かいを ひろいに いったら ちいさな ちいさな なみが きた 尾上尚⼦ 佐藤亘弘
III 戦後〜現代 か〜さ かえりみち しろいしろい いっぽんみちに 武⿅悦⼦ ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ かえるの うた かえるのこどもは まだなけないの 関根栄⼀ 團伊玖磨
III 戦後〜現代 か〜さ かえるの たいそう かえるの たいそう はじまった 鶴⾒正夫 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ 蛙の笛 ⽉夜の⽥甫で コロロ コロロ 斎藤信夫 海沼実
III 戦後〜現代 か〜さ かきごおり さささささささささささささっと ⾼くなる ⽮崎節夫 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ かきのみ 三つ ⼭の かきの⽊ かきのみが 三つ 鶴⾒正夫 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かくれんぼ どんぐり こりすと かくれんぼ もういいかいったら もういいかい ⼩春久⼀郎 ⽮⽥部宏
III 戦後〜現代 か〜さ かざぐるま まわれ まっかな かざぐるま ⼩林純⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ かすみ草が さいた ⾵を いっぱい あつめて さいた ⽩い ⼩さな かすみ草 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かざぐるま かぜさんが かぜさんが かけて かけて きたら 三越左千夫 萩原英彦
III 戦後〜現代 か〜さ かずのうた １は １ばんはじめです あるくときにも １２３ 阪⽥寛夫 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵が吹くから ⾵が吹くから 影がゆれるから 藤⽥圭雄 伊藤翁介
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵さん ⾵さん ⾵さん ⽊のはとかくれんぼ しているの ⼩林純⼀ 平尾貴四男
III 戦後〜現代 か〜さ かぜさんだって かぜさんだって おててがあるよ ほんとだよ 芝⼭かおる サトウハチロー 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵と光と 〜スキーのうた〜 わたしが⾵になる⽇がある あなたが光になる⽇がある ⻄沢実 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵と光と歌と まあるくなろう 輪になろう 輪になろう 保富康午 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵のおはなし ⼣やけいろの お池の⽔に ⾵が おはなし おいてゆく うらさわこうじ 伊藤幹翁
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵の⼦ だれだ だれだ だれだ ⼦どもは⾵の⼦なんて 阪⽥寛夫 ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ かぜのなかのおかあさん おかあさん としをとらないで かみがしろく ならないで 阪⽥寛夫 ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵のにおい きりのなかから ふいてくる あさの⾵は みどりのにおい ⼩⿊恵⼦ 早川史郎
III 戦後〜現代 か〜さ カゼひかないで ぽかぽか ぽか あったかくて 辻本燿三 中⽥喜直
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III 戦後〜現代 か〜さ かぜひきオットセイ 「かぜひきオットセイ せきは でないの？」 武⿅悦⼦ 草川啓
III 戦後〜現代 か〜さ かぜよふけふけ かぜよ ふけふけ かぜよ ふけふけ ぼくもはだしでかけだそう ⼭元護久 ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ かたずけチャオ チャオ！チャオ！ かたづけチャオ！ 阪⽥寛夫 越部信義
III 戦後〜現代 か〜さ ⾵を ください ⾵を ください ぼくの この⼿に ⾵を ください あふれるほどに 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かぜをみちゃった かぜをみちゃったぼく ほんとにみたんだよ 井出隆夫 福⽥和⽲⼦
III 戦後〜現代 か〜さ かたぐるま かたぐるま かたぐるま にいさんのかたに かたぐるま 神沢利⼦ 服部正
III 戦後〜現代 か〜さ かっちん こっちん とけいの ふりこが かっちん こっちん ⼩林純⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ カナリヤの⽊ 秋がふかまると カナリヤの⽊が うまれます 鶴岡千代⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かばさん かばさん かばーんとおくちを あけててね ⼩⿊恵⼦ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ かばさん でっかい でっかい でっかい でっかい こわせたまみ 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ カバさんのあくび のんきなカバさん ねむそなカバさん 稲穂雅⺒ ⾜⽻章 森若三栄⼦
III 戦後〜現代 か〜さ かぶと⾍ じゃまな かぶとなんか なんのはずみで かぶったか 関根栄⼀ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かぶと⾍のうた ⼤きなかぶと ⽴派なよろい ⿊のおどしに ⾝をつつむ 鴻森正三 きたのみのる
III 戦後〜現代 か〜さ かぽかぽこうま こうま かけるの すきだから ひろい まきばを かぽ かぽ かぽ ⼩林純⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ かまきりくん まっかっか まっかっか カンナのはなが まっかっか ⼩⿊恵⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かみなり ごろごろ かみなり ごろごろ そらの うえ まどみちお 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ かみのけ のびて ちょうだい のびて ちょうだい あたしの かみのけ 荘司武 有島重武
III 戦後〜現代 か〜さ 紙ひこうき おねがいかいて とばしましょう ひろい空に こやま峰⼦ 上明⼦
III 戦後〜現代 か〜さ かめどんの こうらは かめどんの こうらは せなかかぁ やねかぁ ⼩林純⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ カメレオン ⽉夜の岩の上で みどり⾊のカメレオン ⼟⽥明⼦ ⼤⻄進 三枝成章
III 戦後〜現代 か〜さ かもつれっしやのうた ダダダン ダダダン ダダダン ダン かもつれっしゃが はしる ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ 川のうた 川はだまって 流れていくよ 町のはずれの ⼯場のそばを 峯陽 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ カレーライスのうた おくちが ろろろ やけるよ ハァー 関根栄⼀ 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ かわいいかくれんぼ ひよこがね お庭でぴょこぴょこ かくれんぼ サトウハチロー 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ カンガルー はねる くらべる るるるるるる はねて くらべる カンガルー まどみちお 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ 学校坂道 この坂道をのぼったら ぼくの学校があります ⻄⼝ようこ ⻄⼝ようこ 若松正司
III 戦後〜現代 か〜さ きいろい ちょうちょ だれに もらった きいろでしょ こわせたまみ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ きくの はな きくの はな きくの はな おじいさんと みてると いい におい まどみちお 磯部俶
III 戦後〜現代 か〜さ きせつのスプレー ももいろスプレーあたりにかけると ふんわりと ⽥尻賀⼦／東⼀⾹ ⽥尻賀⼦／東⼀⾹ ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ 北⾵⼩僧の寒太郎 北⾵⼩僧のかんたろう ことしもまちまでやってきた 井出隆夫 福⽥和⽲⼦
III 戦後〜現代 か〜さ きたかぜさん きたかぜさん どこから きたの こわせたまみ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ 北の星 ななつ ならんだ ななつ星 柴野⺠三 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ きちきちばった きちきちばった きちばった ふんばりばった とびばった 平原武蔵 サトウハチロー 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ 切⼿のないおくりもの わたしからあなたへ この歌をとどけよう 財津和夫 財津和夫
III 戦後〜現代 か〜さ きつねうどん きつねうどんを しってるかい ただのうどんじゃ ないんだよ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ きもちいいね きもちいいね くうきをいっぱいすって きもちいいね 遠藤由美⼦ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ きゅっ きゅっ きゅう きゅっきゅっきゅうと くつをみがこう 相良和⼦ 芥川也⼨志
III 戦後〜現代 か〜さ 今⽇の⽇はさようなら いつまでも絶えることなく 友達でいよう ⾦⼦詔⼀ ⾦⼦詔⼀ ⼩林潔
III 戦後〜現代 か〜さ きりん きりんは もぐもぐ おしょくじ してる 三枝ますみ すずきしげお
III 戦後〜現代 か〜さ キリン キリン キリン キリン キリンとおはなし したいけど 清⽔たみ⼦ 中⽥⼀次
III 戦後〜現代 か〜さ きりん きりん きりん きりん ぼく きりん ⼤すき 岸⽥衿⼦ 磯部俶
III 戦後〜現代 か〜さ きりん あっけらかんと あおぞらが わらっている ⽮崎節夫 伊藤幹翁
III 戦後〜現代 か〜さ きる きる きる きるきる きるきる はさみできる さんかくにきる ⾹⼭美⼦ ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ ⾦⿂ ⾦⿂は ⾚いよ いつ⾒ても 浜⽥広介 團伊玖磨
III 戦後〜現代 か〜さ きんもくせい おほしさまのはなが さいた かきねに さいた 佐藤雅⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ⾦⽊犀の咲く頃 ⾦⽊犀の咲く頃は キラリン キラリン⾵の中 ⽊下富美⼦ ⽥中雅明
III 戦後〜現代 か〜さ きんもくせいのひみつ とおい空から おりてきて 星はひそかに 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ぎらぎらと ひょろひょろと ちかちか 空にお⽇さま ギラギラ ⽩い⼦⾺は ⾕川俊太郎 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ ぎんなん ぎんなんの⻩いろい⽟がうれしくて 藪⽥義雄 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ 銀のみち かたつむり かたつむり 葉っぱのお露を 飲みたいの 夢虹⼆ ⼀瀬公弘
III 戦後〜現代 か〜さ ぎんやんまのうた 今⽇が まいにち ひとつづつ 昨⽇になって どこへいく 関根栄⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ ⾷いしんぼうがまってるぞ さといもころころ おはしでつつく 若⾕和⼦ ⼩⾕肇
III 戦後〜現代 か〜さ くいしんぼうのカレンダー むつき はねつき つばきもち うめの花さく うぐいすもち 仲倉重郎 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ くしゃみの うた くしゃみが ねてた はなの なかに 三にん まどみちお 菅野浩和
III 戦後〜現代 か〜さ くじゃく ひろげた はねの まんなかで くじゃくは くじゃくは ふんすいとう まどみちお 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ くじらのあくび くじらのあくび ああーん みずもいっぱい いっぱい 内⼭登美⼦ ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ くじらの⼦守唄 くじらが てをたたく どこかで てをたたく 阪⽥寛夫 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ くせ あたまを かくくせ だれのくせ 阪⽥寛夫 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ クッキー ジャムのほくろ つけて クッキー ゆかいなクッキー 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ クリスマスだから クリスマスだから かんがえる たくさんたくさん 阪⽥寛夫 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ 雲の窓 とおい 雲の城の 窓が うっすら あいて 武⿅悦⼦ ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ くらげのさんぽ くらげさんの くらげさんの さんぽだよ ⼩林純⼀ 團伊玖磨
III 戦後〜現代 か〜さ くらべっこしたって くらべっこ したって まけないよ うみで ひやけを したんだもん こわせたまみ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ クリスマスツリー お空に ⼿をのばしている クリスマスツリー 柏⽊隆雄 中村雪武
III 戦後〜現代 か〜さ 胡桃 こわさないようにわりましょう くるみのからを サトウハチロー 伊藤翁介
III 戦後〜現代 か〜さ クレヨンちゃん のこのこ あるいて クレヨンちゃん なに かくの まどみちお ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ 怪我 ふいても ふいても ⾎がにじむ ⻄条⼋⼗ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ けむしの きかんしゃ けむしのきかんしゃ だっく だっく ぽー ⼩⿊恵⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ けんかならこい けんかならこい はだかでこい ⾕川俊太郎 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ ケンパで あそぼう かたあしとびで ケンケンケン りょうあしひらいて パーのパ 阪⽥寛夫 越部信義
III 戦後〜現代 か〜さ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟⽇のうた げつようび わらってる げらげらげらげらわらってる ⾕川俊太郎 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ 元気で元気 げんきげんき もりもり げんき かたもげんき ゴーゴーゴー おうちやすゆき 若⽉明⼈
III 戦後〜現代 か〜さ 元気で⼀、⼆、 元気にいちに おはようさん おててをふって おはようさん 吉岡治 越部信義
III 戦後〜現代 か〜さ コアラ ララルー コアラ ララ コアラ ラララララ ララルー 進藤いつ⼦ もりゆうこ
III 戦後〜現代 か〜さ げんこつやまのたぬきさん げんこつやまのたぬきさん おっぱいのんで ねんねして ⾹⼭美⼦ ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ コアラのおよめさん コアラにかわいい およめさんがきたよ 鶴岡千代⼦ 伊藤翁介
III 戦後〜現代 か〜さ こいぬは なぜ あったかい こいぬは こいぬは なぜ なぜ こいぬは あったかい 岸⽥衿⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ こばとが ゆくよ こばとがゆくよ ⼣⽇の空を 平井多美⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ 仔⾺の眼 仔⾺の⽬ かわいい⽬ かわいい⼩さい⽬の中に 広い牧場 ⽩い雲 葛原しげる 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ こおろぎ こおろぎ ちろちろりん こおろぎ ころころりん 関根栄⼀ 芥川也⼨志
III 戦後〜現代 か〜さ こころって ふしぎ こころって ほんとに ふしぎだね 前⼭敬⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ⼼の中のオルゴール ⼼の中に しまってある かわいい⼩箱 オルゴール ⼩林純⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ こじか なぜだか しらないけれど いちもくさんに かけだしたくて ⼩林純⼀ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ ⼦⿅のバンビ ⼦⿅のバンビは かわいいな お花がにおう 春の朝 坂⼝淳 平岡照章
III 戦後〜現代 か〜さ コスモス コスモスの 花がさいたら とおるひと きれいにみえる 武⿅悦⼦ ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ コスモスが さいた コスモスが さいた コスモスが さいた まどみちお 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ コスモスの うた すき コスモスが すき コスモスの はっぱが すき すき まどみちお 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ コスモスの花 コスモスの⾹りは 優しく抱いてくれた ⺟の温かさだよ 熊⾕本郷 ⾼⽉啓充
III 戦後〜現代 か〜さ こっこのおにごっこ ひよこの こっこ ひよこの こっこ ひよこの こっこが 若⾕和⼦ ⼭⽥⼀雄
III 戦後〜現代 か〜さ コップの中の蛙の⼦ ⼤きなコップに 三四⼊れた お⽟杓⼦が ゆらゆらゆれて 五味清花 中⽥⼀次
III 戦後〜現代 か〜さ ことりのポルカ ゆめでみたよな みどりのもりで ことりのポルカを おどりましょうよ 武⿅悦⼦ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ ことりと ことりが ことりと ことりが やくそくしてる 関根栄⼀ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ことりのうた ことりはとっても うたがすき かあさんよぶのも うたでよぶ 与⽥準⼀ 芥川也⼨志
III 戦後〜現代 か〜さ ことりやのとりさん ことりやの とりさん かごから でなさい あそびなさい 佐藤義美 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ ⼩⿃よどこ ⼩⿃の声が きこえてくるよ 森はみどりに ふくらんだよ 江間章⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ こどもの へびさん こどもの へびさん みたこと ある？ まどみちお 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ こねこねこねこ ねんど こねこね こねこねこね こわせたまみ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ こねこね ねんど ねんど ねんど ねんど こねこね ねんど こわせたまみ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ こねこ ねこのこ こねこ ねこのこ おめめが さめた こわせたまみ 伊藤幹翁
III 戦後〜現代 か〜さ このはな ひとつ このはな ひとつ わたしの はなよ 鶴⾒正夫 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ この広い野原いっぱい この広い野原いっぱい 咲く花を ⼀つ残らず あなたにあげる ⼩薗江圭⼦ 森⼭良⼦ 前⽥憲男
III 戦後〜現代 か〜さ こぶたの おくつ こぶたのおくつは ピカピカ きいろ 武⿅悦⼦ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ こぶたぬきつねこ こぶた たぬき きつね ねこ ⼭本直純 ⼭本直純
III 戦後〜現代 か〜さ こまっちゃう ぼくの くつ こまっちゃうの 清⽔たみ⼦ ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ ⼦守唄 むかしむかしよ 北のはて オーロラの⽕の もえている 野上彰 團伊玖磨
III 戦後〜現代 か〜さ こもりうた ねんねんねんころ ねんころろん ちいさないいこは ねんころろん 若⾕和⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ こゆび こゆびは ゆびの あかちゃんだから おはしも もてない こわせたまみ 林光
III 戦後〜現代 か〜さ これっくらいのおべんと箱（おべんと箱のうた） いただきます これっくらいの ⾹⼭美⼦ ⼩森昭宏
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III 戦後〜現代 か〜さ こわれたおもちゃ 「こわれた おもちゃは どうしたの？」 武⿅悦⼦ 林光
III 戦後〜現代 か〜さ こわれたすいどう こわれたすいどう ピッタン テトン テッタン ピン ⾕川俊太郎 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ コンコン クシャンのうた りすさんが マスクした ちいさい ちいさい ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ こんなしずかな晩は おかあさん おかあさん こもりうた うたっちゃいやよ ⾼村喜美⼦ ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ こんにちはまで さようなら なかよし みんな たのしい みんな ともだち みんな うらさわこうじ 伊藤幹翁
III 戦後〜現代 か〜さ コンピューターおばあちゃん コンピューターおばあちゃん コンピューターおばあちゃん 伊藤良⼀ 伊藤良⼀ 神⼭純⼀
III 戦後〜現代 か〜さ こんぺいとう お星さんが ないたら なみだが でちゃった 関根栄⼀ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ごはんを もぐもぐ ごはんを もぐもぐもぐ くちから たべた まどみちお 磯部俶
III 戦後〜現代 か〜さ さあ握⼿しよう 君とぼくと あなたとわたし 握⼿をしよう 岩⾕時⼦ いずみたく
III 戦後〜現代 か〜さ さあ歌おう さあ歌おう なに歌おう 空歌おう 広すぎて歌えない ⾕川俊太郎 ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ さあ太陽を呼んでこい 夜明けだ 夜が明けてゆく どこかでだれか ⼝笛を ⽯原慎太郎 ⼭本直純
III 戦後〜現代 か〜さ 咲いたたんぽぽ 野原に咲いた たんぽぽが おかおあげれば ⻘い空 ⿅島鳴秋 中⽥⼀次
III 戦後〜現代 か〜さ さいたはな ちったはな あかいはな さいた しろいはな さいた ⼭上武夫 ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ さかな さかな さかな なみの なか ながれて ねむるとき 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ ⿂の⼦守うた 海の底です しずかです なんだかねむたい時間です 藤⽥圭雄 伊藤多津⼦
III 戦後〜現代 か〜さ ⿂の天国⽔族館 夢にまで⾒た 臨海公園 やって来ました わたしたち 五味清花 有⾺礼⼦
III 戦後〜現代 か〜さ さくら さくら さくら さくらのつぼみ つつんでいるのは しあわせ 関原⻫⼦ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ さくらの はなさん さくらの はなさん さいたけど きだから あるいて こられない まどみちお 磯部俶
III 戦後〜現代 か〜さ さざんかのかきねの道を さざんかの さざんかの かきねの道を 坪井安 ぬまもとさとる 若松正司
III 戦後〜現代 か〜さ さくらんぼ さくらんぼ さくらんぼ かくれんぼ 伊藤海彦 磯部俶
III 戦後〜現代 か〜さ さくらんぼお嬢さん さくらんぼお嬢さん ⾚いふく つやつやぼうしに ⾚いくつ 結城ふじを 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ サスケとともだち ぼく さわれない ぼく さわれない 鈴⽊敬⼦ 湯⼭昭
III 戦後〜現代 か〜さ サッちゃん サッちゃんはね サチコっていうんだ ほんとはね 阪⽥寛夫 ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ さびしいときは よるの よるの 空を⾒よう 夜の空は 光ってる 中野郁⼦ 平吉毅州
III 戦後〜現代 か〜さ さま おてがみかいたら あてなのしたには かならずつけましょう 中島仁洋⼦ 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ さむいうた ちょうれいさむい たいそうさむい おんがくきょうしつレイゾウコ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
III 戦後〜現代 か〜さ さようなら だっこ もう もう いいの もう いいの 星乃ミミナ 伊藤翁介
III 戦後〜現代 か〜さ さよなら さよなら さよなら おじいさん おばあさん 飯沢匡 ⼩森昭宏
III 戦後〜現代 か〜さ さよなら さよなら さよなら さらさら かぜも 阪⽥寛夫 服部公⼀
III 戦後〜現代 か〜さ さよなら さよなら さよなら さよなら きのみが えだから さようなら ⼩春久⼀郎 ⽮⽥部宏
III 戦後〜現代 か〜さ さよなら さよなら さよなら さよなら きみにあえて よかった マイク真⽊ 中村⼋⼤
III 戦後〜現代 か〜さ さよならマーチ あかるい そら ヤ ヤヤー まぶしい くも ヤ ヤヤー こわせたまみ ⾼井達雄
III 戦後〜現代 か〜さ さよならマーチ かえりたくない かえりたくない かえりたくないけど さよならマーチ 井出隆夫 越部信義
III 戦後〜現代 か〜さ サン サン サン サンサン そらからおひさまが ひかりのてがみをくれました 井出隆夫 ⾼井達雄
III 戦後〜現代 か〜さ さより サヨリは うすい サヨリは ほそい ぎんのうお サヨリ 北原⽩秋 團伊玖磨
III 戦後〜現代 か〜さ さわると秋がさびしがる ぽろんとこぼれた くりの実の いがの上にも 秋がいる サトウハチロー 中⽥喜直
III 戦後〜現代 か〜さ サンバのサンバ ⼝のでっかい カバ 腹のでっかい ラバ 津⼭章作 すずきしげお
IV 戦後〜現代 し〜と しーそー ぎっこん しーそー あがれ ⽊島始 伊藤翁介
IV 戦後〜現代 し〜と しかられた⽇ いちばん星が なみだの中で ふるえて ゆがんで 佐藤雅⼦ 甲賀⼀宏
IV 戦後〜現代 し〜と シーソーのろうよ きーこっとん きーこっとん シーソーがなぜ 岸⽥衿⼦ ⼩森昭宏
IV 戦後〜現代 し〜と しおじゃけの うた しおじゃけ しおじゃけ はなまがり 神沢利⼦ ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と しずかな しずかな うた はながくびふる おとかしら はちがとびたつ 藤⽥圭雄 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と しずかにしてね しずかにしてね ふうりんさん こわせたまみ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と しまうまの うた おしゃれと いっても しろと くろ ⼩林純⼀ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と しゃしんを ハイ しゃしんをとります ハイ ならんで ならんで ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と しゃっくり どうして でるのか しゃっくり ひっく けっく ⾕川俊太郎 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と シャックリ クリの実 シャックリ クリの実 ⼩りすがたべたら 村⽥さち⼦ 森ミドリ
IV 戦後〜現代 し〜と シャベルでホイ シャベルでホイ せっせこホイ もぐらのおじさん サトウハチロー 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と しゃぼんだま しゃぼんだま そらのいろ ⼩池知⼦ 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と しゃぼんだま しゃぼんだまに うつっている にじの くには まどみちお 宇賀神光利
IV 戦後〜現代 し〜と シャボン⽟とお陽様 シャボン⽟ 花がうつってる 光ってる 薩摩忠 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と シャボン⽟ すずめに あげたい シャボン⽟ 三越左千夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と シャボンとズボン シャボンはズボンが だいすきさ 鶴⾒正夫 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と シャムねこ こげねこ シャムねこ こげねこ せのびした 保富康午 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と しょっぱい うみ うみはまずい しょっぱくて にがい 阪⽥寛夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と しらない⼦ しらない⼦だけど わらったよ かきねのそばで 宮澤章⼆ ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と ⽩いきつね ⽩い きつねは どこに いる 浜⽥広介 團伊玖磨
IV 戦後〜現代 し〜と ⽩い船 波間をただよう ⽩い船よ 波路をはるかに 中野郁⼦ 平吉毅州
IV 戦後〜現代 し〜と ⽩い⼩⽯ ⼩⽯がひとつ ⽩い⼩⽯ 知らない⼥の⼦から 南雲純雄 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と しろい ことり あかい はなは しろい ことりが だいすき 稗⽥宰⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と しろいぼうし しろいぼうし かぶると なつのかぜ ⾼村喜美⼦ ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と ⽩熊 ⻘空あんまり ⻘すぎる 雀がちゅんちゅく サトウハチロー 渡辺浦⼈
IV 戦後〜現代 し〜と シンデレラの⾺⾞ キンコンカンコン キンコンカン とけいは 中村千栄⼦ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と しろいこねこ ダンプティ しろい こねこ ダンプティ しっぽだけ くろい 野上彰 ⽥中利光
IV 戦後〜現代 し〜と シンコペーション さんぽ さんぽに⾏こうね シロ！ 井上灯美⼦ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と ⼼配だな お⾸をのばして ⼭を⾒た 粉雪粉雪 ふっている 若⾕和⼦ 清⽔脩
IV 戦後〜現代 し〜と ジェットき きゅーん きーん きんきんきんきーん きゅーん 鶴⾒正夫 湯浅譲⼆
IV 戦後〜現代 し〜と ⼗円 五円 ⼀円 ツクツクツク 計算機のボタン 若⾕和⼦ 渡辺岳夫
IV 戦後〜現代 し〜と じかん あそんで いても ねむって いても 鶴⾒正夫 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と じまん うしさんと うしさんと 出あったら 都築益世 磯部俶
IV 戦後〜現代 し〜と じゃがいもポテト ポテポテ ポテト はたけのポテト 宮沢章⼆ 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と ジャングルジムのうた よじって のぼれ くぐって のぼれ まどみちお 諸井誠
IV 戦後〜現代 し〜と 15年⽬のお化け おばけだぞ おばけだぞ おばけはこわいんだぞ おうちやすゆき 冬⽊透
IV 戦後〜現代 し〜と 12の⽉のうた ⾵のロータリーで １⽉とであったよ 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と じゅんばんはくしゅ いっぽんゆびで はくしゅしよう 名村宏 早川史郎
IV 戦後〜現代 し〜と すいかがごろごろ すいかがごろごろ うらのはたけで ごうろごろ 三越左千夫 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と すうじの歌 すうじの１は なーに こうばの えんとつ 夢虹⼆ ⼩⾕肇
IV 戦後〜現代 し〜と すきですきでスキップ かえるさんはあめが すきですきでスキップ 東⿓男／⼭本直純 ⼭本直純
IV 戦後〜現代 し〜と すずむし すずむしがないている くさのなかでないている ⽮崎節夫 若松正司
IV 戦後〜現代 し〜と すずむしのうた すず⾍は すず⾍の歌だけならったよ 宮沢章⼆ ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と すっからかんのかん ちきゅうのうえに なにがある？ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と すてきな カウボーイ サボテンとりでを こえてきた 名村宏 佐藤亘弘
IV 戦後〜現代 し〜と すてきなレモン レモン レモン レモン イエロー 中村千栄⼦ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と すな すなすな ぎんいろすな すなはさらさら 筒井敬介 ⼩森昭宏
IV 戦後〜現代 し〜と すみれいろの ふうせん どこまで とんでいく すみれいろの ふうせん おうちやすゆき 平吉毅州
IV 戦後〜現代 し〜と スワンのつばさ あまのがわです ぎんがです 与⽥準⼀ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と スワンよスワン スワンよ スワン スワン スワン スワン ⼩林純⼀ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と ⻄部劇 ⾺にのって ピストルうって 砂漠みたいな 宮沢章⼆ ⼩川寛興
IV 戦後〜現代 し〜と 世界中のこどもたちが 世界中の こどもたちが いちどに 笑ったら 新沢としひこ 中川ひろたか 増⽥裕⼦
IV 戦後〜現代 し〜と せっけんさん せっけんさんは いいにおい おかしの におい まどみちお 富永三郎
IV 戦後〜現代 し〜と せみのうた せみ せみ せみ せみ せみん みーん 佐藤義美 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と せんせい せんせい せんせい なぜ くちべに つけるの 荘司武 ⼭崎⼋郎
IV 戦後〜現代 し〜と せんせいと おともだち せんせいとおともだち せんせいとおともだち 吉岡治 越部信義
IV 戦後〜現代 し〜と 先⽣のはと笛 先⽣に もらった 上の はと笛 島⽥陽⼦ ⼩⻄欣⼀
IV 戦後〜現代 し〜と そらいろのビー⽟ わたしが みているのは シンちゃんに 尾上尚⼦ 早川史郎
IV 戦後〜現代 し〜と 草原の別れ あじさい⾊に はなやぐ空 ⻘く光る⼭ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と そうだったらいいのにな そうだったらいいのにな そうだったらいいのにな 井出隆夫 福⽥和⽲⼦
IV 戦後〜現代 し〜と そくたつ そくたつです  って てがみがきたよ 岡村梨枝⼦ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と そのうたは どこに 川のほとりに 少年は⽴ち ⽿をすませた 阪⽥寛夫 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と そよ⾵の⼦守歌 軽い絹のそよ⾵ 頬をなでて歌うよ 薩摩忠 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と 空がこんなに⻘いとは 知らなかったよ 空がこんなに⻘いとは 岩⾕時⼦ 野⽥暉⾏
IV 戦後〜現代 し〜と そらでえんそくしてみたい あおいおそらは ぼくらのはらっぱ 悠⽊⼀政 早川史郎
IV 戦後〜現代 し〜と そらに うみに かいに なれるなら なれるものなら いつまでも うらさわこうじ 佐藤亘弘
IV 戦後〜現代 し〜と そらに てんてん おほしさま そらに てんてん おほしさま まどみちお 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と 空にはお⽉さま 空にはお⽉さま ⽔たまりにボウフラ 別役実 宇野誠⼀郎
IV 戦後〜現代 し〜と 空にらくがきかきたいな 空にらくがき かきたいな いっぱい いっぱい ⼭上路夫 いずみたく
IV 戦後〜現代 し〜と 空のワルツ 春の空はね しろい しろい 花の⾊ 村⽥さち⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と 空へいった タム 丘の上に アパートが建った カチンと⽩い10階建て 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
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IV 戦後〜現代 し〜と 空へのぼった ふうせん ルンランラン ルンロンロン そらへのぼっていく 三枝ますみ ⼭本正美
IV 戦後〜現代 し〜と ぞうさん ぞうさん ぞうさん おはなが ながいのね まどみちお 團伊玖磨
IV 戦後〜現代 し〜と ぞうと えんそくしてみたい ある⽇あるとき どうぶつえんで 三つのぼうやが 筒井敬介 ⼩森昭宏
IV 戦後〜現代 し〜と ぞうのこ わたしゃぞうのこ おっとり おっとりしてた 北原⽩秋 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と たいこのおけいこ たいこの おけいこ おととい までは 筒井敬介 ⼩森昭宏
IV 戦後〜現代 し〜と たいこが ⼆つ たいこが ⼆つ あったとさ ドーン ドン ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と 鯛のうた おめでたいの鯛に かわいい⾚ちゃんが⽣まれたよ 関根栄⼀ 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と ⾼い⾼い展望ロビー 昇る昇る ぐんぐん昇る ぐんぐんぐんぐん 五味清花 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と たかいたかいしてよ かあさま かあさま たかいたかいしてよ 与⽥準⼀ 細⾕⼀郎
IV 戦後〜現代 し〜と ただのねこ ねこは ねこの かげをつれて おつきさん みてる 関根栄⼀ ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と たった⼀つのお星さま お星さま たった⼀つ こんやの空には たった⼀つ 宮中雲⼦ 斎藤⾼順
IV 戦後〜現代 し〜と たなを つくりましょう 台所の 窓ぎわに もひとつたなを 作りましょう まどみちお 磯部俶
IV 戦後〜現代 し〜と たね ふたばが ねむる ちいさな せかい こやま峰⼦ 上明⼦
IV 戦後〜現代 し〜と たねまき ちちんぷい かたいたねから ほらいまに あさがおのはな こわせたまみ 佐藤眞
IV 戦後〜現代 し〜と たのしいさんすう さんすうってふしぎだな さんすうってたのしいな ⽬⿊玲⼦ ⽬⿊玲⼦ 越部信義
IV 戦後〜現代 し〜と たべちゃえ たべちゃえ たべちゃえ たべちゃえ どんどこ どん 阪⽥寛夫 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と たまごまごまご たまごのおやじは にわとり 中川ひろたか ⼯藤安孝
IV 戦後〜現代 し〜と タンブリンの わ わ わ タンブリンのわ わ わ タンブリンのわ ⼭上武夫 岩河三郎
IV 戦後〜現代 し〜と たまむし たまむしよ ぼくを はじめて みるの 関根栄⼀ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と タンポポ きいろい タンポポが くさのあいだに ひかってる ⻄条⼋⼗ 草川啓
IV 戦後〜現代 し〜と たんぽぽさん のはらが つけた きいろい ボタン たんぽぽさん 神沢利⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と たんぽぽ とんだ たんぽぽとんだ わたげとなって 名取和彦 上明⼦
IV 戦後〜現代 し〜と だいこんとにんじんとごぼうのお話 だいこんが ともだちさそって おふろやへ よねやまるね よねやまるね 若松正司
IV 戦後〜現代 し〜と ⼤という字 ⼤学⽣の兄さんに ⼤という字を おそわった 根本つとむ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と 台所のうた 台所って⾔うけれど 英語ばやりのこのごろは 鶴⾒正夫 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と だけど ぽかぽか おててを ぱちぱち たたけ ない こわせたまみ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と だせだせ⼿をだせ だせだせ ⼀本指だしたらまわせ あかとんぼがいるよ 吉岡治 宮崎尚志
IV 戦後〜現代 し〜と だれ？ だれかがいるよ どこかにね それはパパとはちがうひと ⾕川俊太郎 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさい秋みつけた だれかさんが だれかさんが だれかさんが みつけた サトウハチロー 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と 誰かが星をみていた アフリカの 星をみて ゾウたちは そだった 新沢としひこ 中川ひろたか 増⽥裕⼦
IV 戦後〜現代 し〜と だれかさんが だれかさんの だれかさんが だれかさんの なにかを かくした サトウハチロー 伊藤翁介
IV 戦後〜現代 し〜と 誰もしらない お星さまひとつ プッチンともいで こんがりやいて ⾕川俊太郎 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と だんだん ⽯段 だんだん ⽯段 ⼀⼆の三段 サトウハチロー 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさいかわの うた ちいさい かわは はしる うみに あいたくて 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさい ちいさい やどかりさん おうちをみつけて うれしいか 宮中ちどり 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ⼩さい⽊⾺ ⼩さい⽊⾺ むかしの⽊⾺ 物置⼩屋にと 若⾕和⼦ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさな おばさん ちいさな ちいさな おばさんが ちいさなパンを 神沢利⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ⼩さな⾙ ⼩さな ⼩さな ⾙が お砂のなかに いっぱい ⾼⽥敏⼦ 渡辺岳夫
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさなかぜ ちいさな かぜは どうしたの？ ⽔⾕まさる 萩原英彦
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさな こもりうた ちいさな ちいさな ねいきを たてて こわせたまみ 萩原英彦
IV 戦後〜現代 し〜と ちいさいはなびら ちいさい はなびら こんにちは 阪⽥寛夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と ちいちゃく おおきく ちいちゃくちいちゃく ちいちゃくちいちゃく 阪⽥寛夫 越部信義
IV 戦後〜現代 し〜と ちかてつ ちかてつは いつもまよなか チカチカ ゴーゴーゴー 名村宏 越部信義
IV 戦後〜現代 し〜と 地球の病気 あんよで じめんを たたきましょう 藤⽥圭雄 伊藤翁介
IV 戦後〜現代 し〜と 地球はひまわり ⼿をあわせてみたら ホラ ひまわりできた 村⽥さち⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と 地球は まあるい絵本です まわる まわる まわる 地球は まあるい 絵本です 藤哲⽣ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と 地球はみんなのものなんだ さあ みみをすましてごらん ⼭川啓介 いずみたく
IV 戦後〜現代 し〜と 地球は メリーゴーランド 今⽇の お⽇さま しずんでも また 新しい 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と 地球を七回半まわれ ⾞がくる ⾞がくる くるくる くるっと ⾼速道路 阪⽥寛夫 越部信義
IV 戦後〜現代 し〜と チップ タップ ロンロン まっかないちごが おさらに三つ まどからのぞいて サトウハチロー ⾼⽊東六
IV 戦後〜現代 し〜と ちゃちゃんと わかる ⾜⾳くつ⾳ ちゃんとわかる ちゃちゃんとわかる サトウハチロー 冨⽥勲
IV 戦後〜現代 し〜と チューリップ ほっぺと ほっぺを くっつけて もごもご おはなし こわせたまみ ⾼嶋みどり
IV 戦後〜現代 し〜と チューリップが ひらくとき チュ チュ チューリップが ひらく とき まどみちお 宇賀神光利
IV 戦後〜現代 し〜と チョコレートボンボンのうた とけいがなる ボン ボン ここは とうきょう 鶴⾒正夫 冨⽥勲
IV 戦後〜現代 し〜と ちらちらこゆき ちらちら こゆき かわいい ちょうちょ 都築益世 中⽥⼀次
IV 戦後〜現代 し〜と ちらちらゆき ちいさい うさぎが おりて くる こわせたまみ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と チリンチリンじてんしゃ チリン チリン じてんしゃ はしるよ はしる ⼩林純⼀ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と つき と さるのこ おつきさまが おっこちた おいけに ゆらゆら 阪⽥寛夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と ⽉とぼく だーれも いない 原っぱで だれかが だれかを 佐藤義美 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と つきはすき つきはすき すきなつき そらでひやした 阪⽥寛夫 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と ⽉夜 もう秋なのね お⺟さん コスモスの花が いっぱい ⾼⽥敏⼦ 磯部俶
IV 戦後〜現代 し〜と ツッピン とびうお ツッピン ツッピン とびうお ツッピンピン 中村千栄⼦ 桜井順
IV 戦後〜現代 し〜と つゆ だれにも いわずに おきましょう ⾦⼦みすゞ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と つりかわさん あさは あさで おはよう でんしゃの まどみちお 磯部俶
IV 戦後〜現代 し〜と つる つるの⾸ うねうね まがってるな 藤⽥圭雄 伊藤翁介
IV 戦後〜現代 し〜と つんとうつらら のきばの つらら ならんだ つらら 結城ふじを 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と ⼿紙をだしたよ おばあちゃん 切⼿をはって ⼿紙をだした おばあちゃんへ ⼩⻄欣⼀ ⼩⻄欣⼀
IV 戦後〜現代 し〜と テキパキパキッこ テキパキ パキッとした こどもが きたよ おうちやすゆき 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と てたたきのうた てたたき ぱちぱちぱち てたたき ぱちぱちぱち 佐藤義美 溝上⽇出夫
IV 戦後〜現代 し〜と ⼿のひらを太陽に ぼくらは みんな⽣きている ⽣きているから 歌うんだ やなせたかし いずみたく
IV 戦後〜現代 し〜と てぶくろ ぽい さむけりゃ はめましょ てぶくろ ぽい こわせたまみ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と てぶくろ ⾚い⽑⽷で かあさまが あんたの ぽかぽか 野⽥しげみ 宇賀神光利
IV 戦後〜現代 し〜と ⼿を叩きましょう ⼿を叩きましょう たんたんたん たんたんたん ⼩林純⼀ 作曲者不詳 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と ⼿をつなごう ⼿をつなごう みんなで ⼿をつなごう 中川李枝⼦ 諸井誠
IV 戦後〜現代 し〜と 遠い⽇の 思い出 いちまいの ふるい 写真 なつかしい ふるさと 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と でてらっしゃい でてらっしゃい でてらっしゃい はやく はやく 飯沢匡 ⼩森昭宏
IV 戦後〜現代 し〜と でぶいもちゃん ちびいもちゃん でぶいもちゃん つちのなかで なにしてたの まどみちお 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ⽗さんのくつ 私のくつ とうさんのくつが わたしのくつに おねがい まどみちお 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と とおりすぎるときのなかで、ぼくは ゆきがとける はる なみがひかる なつ 廣越たかし 廣越たかし 若松正司
IV 戦後〜現代 し〜と とけいのうた コチコチ カッチン おとけいさん 筒井敬介 村上太朗
IV 戦後〜現代 し〜と とっきゅうこだま とっきゅう とっきゅう みちくさ くわずに 宮沢章⼆ 磯部俶
IV 戦後〜現代 し〜と とっくりやしの⽊ とっくりやしは 空⾒てる とっくりやしは 近江靖⼦ ⼭本直純
IV 戦後〜現代 し〜と とっても不思議なおじさんだ 両⼿をひろげて 鳩呼ぶと 両⼿に鳩くん 夢虹⼆ ⼀瀬公弘
IV 戦後〜現代 し〜と どっこいしょどっこいしょ どっこいしょ どっこいしょ どっこいしょは サトウハチロー 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と トッピンポウと ピンピクリン むかしの むかし へんてこりんな こばとが まどみちお 冨⽥勲
IV 戦後〜現代 し〜と とても⼤きな⽉だから とてもおおきな つきだから うみのさかなは 茶⽊滋 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と トマト トマトって かわいい なまえだね 荘司武 ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と 友だちって いいものだ 友だち 友だち 友だち 友だちって いいもんだ 相⾺梅⼦ 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と トラック ⾚いトラック ⻘いトラック ⻩⾊いトラック 神沢利⼦ 服部公⼀
IV 戦後〜現代 し〜と トランペット吹きながら ふるさと ＳＬ マンモスの⽛ とんぼ はすの実 中村千栄⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と とんがりあしの芽 つんつんつん とんがりあしの芽 細いつの 渋⾕重夫 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と とんがり帽⼦ 緑の丘の⾚い屋根 とんがり帽⼦の時計台 菊⽥⼀夫 古関裕⽽
IV 戦後〜現代 し〜と とんでったバナナ バナナがいっぽん ありました ⻘いみなみの ⽚岡輝 桜井順
IV 戦後〜現代 し〜と とんとん うさぎ おやまのうさぎは トントントン あしでじめんを 吉岡治 越部信義
IV 戦後〜現代 し〜と とんとんともだち とんとんともだち みんなで九⼈ サトウハチロー 中⽥喜直
IV 戦後〜現代 し〜と とんびが かいた とんとんとんびがかいた たかいおそらに かいた 武⿅悦⼦ 佐藤眞
IV 戦後〜現代 し〜と とんぼの思い出 とんぼ おいおい ⽇がくれて かけてかえった こわせたまみ 中⽥⼀次
IV 戦後〜現代 し〜と とんぼの中にぼくがいる そっと伸ばした 指先に ふれるばかりの ⾚とんぼ 夢虹⼆ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と どうぶつえんの よる ぞうさんも ぞうさんも おやすみなさい 佐藤雅⼦ 磯部俶
IV 戦後〜現代 し〜と とんぼのめがね とんぼのめがねは ⽔⾊めがね 額賀誠志 平井康三郎
IV 戦後〜現代 し〜と ドーナッツのわ ドーナッツのまんなかに あなをあけたのは 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ドキドキドキのオーケストラ ほら⽿をあてて ごらん ほら友だちのむねに…… 近江靖⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と どこにいてもめだつキリン キリンが あるく ゆっくり あるく ⼩⿊恵⼦ ⼤中恩
IV 戦後〜現代 し〜と どこにも秋がある ゆれてるすすきに 秋がある さらりとしている サトウハチロー 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と ドラネコそらきた ドラネコソラキター ニャーオ 吉岡治 桜井順
IV 戦後〜現代 し〜と どこのいぬだろ どこのいぬだろ ついてくる 名前はなあに 筒井敬介 村上太朗
IV 戦後〜現代 し〜と ドラネコロックンロール おいらまちのにんきもの ドド 関和男 向⾕実
IV 戦後〜現代 し〜と ドロップスのうた むかし なきむしかみさまが あさやけみて ないて まどみちお ⼤中恩
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IV 戦後〜現代 し〜と どんぐり とっても ちっちゃい ちっちゃい み だけど こわせたまみ 佐藤眞
IV 戦後〜現代 し〜と どんぐりダンス トンピン トンピン トンピン トンピン ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
IV 戦後〜現代 し〜と どんぐり どん どんぐり どんぐり どんぐり どん 佐藤義美 中⽥⼀次
V 戦後〜現代 な〜ほ ないしょ ないしょが とんでった ないしょ ないしょと だれかがいった 志村暎⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ないしょばなしのうた ないしょばなしは 「あ・の・ね……」 ことばの あかちゃんよ こわせたまみ ⼩森昭宏
V 戦後〜現代 な〜ほ ながいあめ あめ あめ あめ おとを たてずに ふる あめ ⼩林純⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ながいながい ながいよ ながい きりんの くびは 阪⽥寛夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ながぐつ ながぐつ ながぐつ ぼくが あるく 尾上尚⼦ 佐藤亘弘
V 戦後〜現代 な〜ほ ながぐつ ジャブ ジャブ ジャブ ジャブ ピッチャン チャン 筒井敬介 宇野誠⼀郎
V 戦後〜現代 な〜ほ なきながら なきながら なきながら ママのあとおいかける ふくしまやす ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ なきむしのうた なきむし なくから 叱られる 関根栄⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ なきむし ひよこ なきむしひよこが びっちいちい かあさんどこなの ⼩⿊恵⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ なきむし むしば にこにこ は は はに むし ついた 鶴⾒正夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ナコちゃん ナコちゃんって よんだの だれかしら 武⿅悦⼦ ⾜⽻章
V 戦後〜現代 な〜ほ なぞなぞ ばんおきて あさねんね だあれ 与⽥準⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ 夏の⽇ ほうしぜみ つくつく あついね 関根栄⼀ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ なっぱのうた なんなん なっぱっぱ なっぱっぱの むばはね 関根栄⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ 夏が近い⽇ 夏が近い⽇ ⻘葉の⽇ つばめがのきばで鳴いている⽇ 藤⽥圭雄 伊藤翁介
V 戦後〜現代 な〜ほ なにねのぬと ぱぷぺぴぽ でたらめことばが なにねのね しらないくにのまんがです ⾕川俊太郎 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ なみだ しょっぱい まゆげのあまぐも おちてきて 名村宏 佐藤亘弘
V 戦後〜現代 な〜ほ なみと かいがら うずまきかいがら どうして できた まどみちお 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ なみの おはなし なみの おはなし だれが きく まどみちお 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ なめくじとでんでんむし なめくじは あるとき つくづく おもった 関根栄⼀ ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ なんじゃもんじゃの こもりうた なんじゃもんじゃは ⼤きな⽊ 三枝ますみ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ⼆⽉の雪 雪の降る⽇に ⽣まれたの しんしん 寒い朝 ⼭⼝優⼦ ⼭⼝優⼦ ⼩森昭宏
V 戦後〜現代 な〜ほ にっぽんじゅうの かぜのこ にっぽんじゅうの かぜのこが にっぽんじゅうの こいのぼりが 三越左千夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ⽇本語のおけいこ アイウエオ カキクケコ だれかが どこかでならってる ⾕川俊太郎 寺島尚彦
V 戦後〜現代 な〜ほ ニャニュニョのてんきよほう ねねネコがねナニヌネノ シッポをたてたら いいてんき ニャン ⼩⿊恵⼦ 宇野誠⼀郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ⼊道雲 おおきなおおきな ⼊道雲の おなかの下を ⾛ったら ⼤⽵典⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ⼈⿂はゆめの中にいる あかいローソク ともしましょ 波の うたごえ ききながら 鶴岡千代⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ 猫の変⾝マーチ この頃 猫がよく⾷べる ⾷べて⾷べて とっても太ってきた 五味清花 伊藤翁介
V 戦後〜現代 な〜ほ ニンゲン ニンゲンって なんだろう ニンゲンってのは なくものさ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ 猫になりたい ”猫になりたい” ”猫になりたい” 呪⽂をとなえているんだよ ⼤⾕和⼦ ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ねこのマズルカ ララララ わたしの愛するねこは 世界で いちばん 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ねっこの ヤサイ かくれんぼしてるの だあれ コンサイコンサイ ⼩⿊恵⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ネムチェンコじいさん いつでもねむり ネムチェンコ ひなたのベンチで サトウハチロー 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ねむたいニャンコのうた ニャンコちゃんが あくび フニャニャゴ ねむい 藤⽥貴⼦ 藤⽥貴⼦ ⼭本直純
V 戦後〜現代 な〜ほ ねむの⽊ とおいむかしに ねむの とり はねのみどりが おもたくて 関根栄⼀ 岩河三郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ねむれない おおかみ ねむれない おおかみ ねむれるように おまじない 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ねん ねん ねん わたしは おにんぎょうを だいて ねんねさせます 阪⽥寛夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ねんねの ふり ねんねのふりしちゃお パパのだっこは らくちんよ 武⿅悦⼦ 草川啓
V 戦後〜現代 な〜ほ のいちご のいちご いちご まっかないちご 藤⽥圭雄 伊藤翁介
V 戦後〜現代 な〜ほ 野原で⼿をたたけ 野原で⼿を たたけ 輪になって⼿を たたけ 阪⽥寛夫 いずみたく
V 戦後〜現代 な〜ほ のみのマーチ ⼈間が めをさましたぞ 仲間よ みんな にげるしたくだ 関根栄⼀ 服部公⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ のびろのびろ ぐんぐんのびろ のびろのびろ ぐんぐんのびろ サトウハチロー ⼭本直純
V 戦後〜現代 な〜ほ 野⼭をわたる⾵ 野⼭をわたる⾵ 草っ原が光る 阪⽥寛夫 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ のら⽝ゴンタロー のんきな のらいぬ その名はゴンタロー おうちやすゆき 末吉保雄
V 戦後〜現代 な〜ほ ハイ おはよう パパは おおきな タオル ボクは ちいさい タオル ⾹⼭美⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ 博多⼈形に寄せて 博多⼈形の やさしさを 飾る窓 清⽔みのる 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ⽩⿃のうた さざ波の つぶやき つばさで きいて 新⾕智恵⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ はこのなかの うさぎさん はこの なかの うさぎさん おはよう あそびましょう まどみちお 中⽥⼀次
V 戦後〜現代 な〜ほ はしるのだいすき はしるの だいすき タッタ タッタ タ まどみちお 佐藤眞
V 戦後〜現代 な〜ほ はしれ ちょうとっきゅう ビュワーン ビュワーン はしる あおいひかりの ⼭中恒 湯浅譲⼆
V 戦後〜現代 な〜ほ ハダカのうた きものを ぬいだら だれでも ハダカ 佐藤義美 服部公⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ はちみつ みつ みつ はちみつ みつ みつ あまいな 鶴岡千代⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ はっぱのことり ちいさなはっぱがちいさなえだで ⼤きなそらをみてました 名村宏 佐藤亘弘
V 戦後〜現代 な〜ほ 初雪 雪だって 初めての旅⽴ちは ためらうんだろうか 荒巻清美 伊藤幹翁
V 戦後〜現代 な〜ほ 鳩笛ならそか はとぶえならそか ならせば ボウ 吉岡治 越部信義
V 戦後〜現代 な〜ほ はな はなは いつも はなのさきだけ まえをあるいて おうちやすゆき 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ はなのおくにのきしゃぽっぽ あねもねえきから きしゃぽっぽ さくらそうの まち ⼩林純⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ 花らんぷ まつよい草が 花らんぶつけた 鶴岡千代⼦ 早川史郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ハナミズキ ⽩い はなびらが なん百の 蝶のように ゆれて 三枝ますみ 伊藤幹翁
V 戦後〜現代 な〜ほ はのは あははの はのはの はが ぬけた 阪⽥寛夫 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ⺟と⼦の⼦守唄 ぼくはゆらゆらゆれていた ママのおなかは暗くって 藤⽥圭雄 早川史郎
V 戦後〜現代 な〜ほ はぶらし くわえて はぶらし くわえて 「あのね」っていったら 阪⽥寛夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ 浜辺のちいさなあしあと 浜辺のちいさな あしあとは なんども岩を まわってる 宮中雲⼦ 磯部俶
V 戦後〜現代 な〜ほ はみがき じょうずかな はみがき じょうずかな クチュクチュ シュワシュワ 榎⽊冨⼠夫 福⽥和⽲⼦
V 戦後〜現代 な〜ほ ハミガキマン 愛する⽩い⻭のために 君はたたかう勇ましく やなせたかし いずみたく
V 戦後〜現代 な〜ほ 早⼝ことばのうた 早⼝ことばを しってるかい おやゆび しっかり 藤⽥圭雄 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ 原っぱ はらっぱへ いくと わらってる 清⽔たみ⼦ 中⽥⼀次
V 戦後〜現代 な〜ほ 春⾵来る道 ぞうの⼦ゆらゆら ⻑い⿐ 春⾵来る道 さがしてる 藤⽥圭雄 磯部俶
V 戦後〜現代 な〜ほ 春がきたよ 春が来たよ ⼭の向うから 中村千尾 服部公⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ はるがきて はるがきて めがさめて くまさん ぼんやりかんがえた まどみちお 鈴⽊敏朗
V 戦後〜現代 な〜ほ 春がぽかん もういいかい まあだだよ うらさわこうじ 伊藤幹翁
V 戦後〜現代 な〜ほ 春の⾵ ルルルルールル ルルルルールル 和⽥徹三 広瀬量平
V 戦後〜現代 な〜ほ 春の潮だまり 海のにおいの 潮だまり 春をやさしく だいている 宮中雲⼦ 若松正司
V 戦後〜現代 な〜ほ はるのゆき やわらかくって ⽩くって つめたいけれど あったかで ⾼村喜美⼦ ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ はるは ともだち れんげの はたけで パン ポン ポン 中村千栄⼦ ⽯井歓
V 戦後〜現代 な〜ほ 春 もうすぐ春です 窓にさしこむ あかるい⽇ざし ⽿をくすぐる ⼩⿊恵⼦ 寺島尚彦
V 戦後〜現代 な〜ほ 春を歌おう 春を歌おう このやわらかい 光の下で ⼩林純⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ バスの歌 どこの誰だか 知らない⼈と なかよく ならんで 佐藤義美 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ 晴れた⽇には 晴れた⽇には 空を⾒よう ⾕川俊太郎 服部公⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ ハンカチさん ちりがみさん ハンカチさん ちりがみさん なかよしね 神沢利⼦ ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ハンカチの うた ハンカチ カチカチ まっしろ ハンカチ まどみちお 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ はんぶんかけたお⽉さま はんぶんかけた お⽉さま ぎんのうばぐるま ⼩野ルミ 福⽥和⽲⼦
V 戦後〜現代 な〜ほ バスごっこ ⼤型バスに のってます きっぷを じゅんにわたしてね ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ バターになった とらがバターになったという とららら ⼩春久⼀郎 宇野誠⼀郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ばった ばった はねたぞ おおきな ばった 浜⽥広介 團伊玖磨
V 戦後〜現代 な〜ほ バナナのおやこ ちいさなちいさな みなみのしまに 関和男 福⽥和⽲⼦
V 戦後〜現代 な〜ほ バナナのうた バナナバナナ バナナバナナ 佐藤義美 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ バナナをたべるときのうた バナナの⽊に バナナがなったら ぞうの⼦がきて 佐藤義美 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ バラが咲いた バラが咲いた バラが咲いた まっかなバラが 浜⼝庫之助 浜⼝庫之助 菊川廸夫
V 戦後〜現代 な〜ほ パチリコ パチリン なんだろな パチリンコパチリンコ なんだろな サトウハチロー 佐藤眞
V 戦後〜現代 な〜ほ パパと ドライブ パパと ドライブ する とき こわせたまみ 中⽥⼀次
V 戦後〜現代 な〜ほ パパとぼく パパと はなしを するとき パパは したむき ⾹⼭美⼦ ⼩森昭宏
V 戦後〜現代 な〜ほ パパのオ−トバイ パパの乗っている オートバイ タタタタ パパパパ 春⼭ひろし ⼩林昭三
V 戦後〜現代 な〜ほ パンダのごはん パンダの あさごはんは ささ さ 阪⽥寛夫 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ パンのマーチ パンパンパンパン パンパンパンパカパンパン 峯陽 ⼩川寛興
V 戦後〜現代 な〜ほ ぱん とんのうた ぱんとなるのは どっちのて 阪⽥寛夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ パンの⽊ パンの⽊ パンの⽊ バナナの⽊ 浜⽥広介 團伊玖磨
V 戦後〜現代 な〜ほ ひげを はやしたい ひげを はやしたいな すごく りっぱな やなせたかし ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ひとりじゃないからの⼦守歌 とても静かな ときでさえ そっと吹いてる 宮中雲⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ひとりぼっちの あのこ なぜだか あのこ ひとりぼっちになっちゃうね 宮沢章⼆ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ひなまつり おひなさま あそびましょ だまっていては 宮沢章⼆ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ひゃっころりん タマネギ タマネギ ひゃっころがった 中⼭知⼦ ⾼⽊東六
V 戦後〜現代 な〜ほ ひょっこりひょうたん島 波を じゃぶ じゃぶ じゃぶ じゃぶ かきわけて 井上ひさし／⼭元護久 宇野誠⼀郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ひよこ たまごが われた ひよこに なった こわせたまみ 草川啓
V 戦後〜現代 な〜ほ ひよこの⾏進 みんなでなかよく ⾜ぶみ⾏進 ⼀⼆の三 三牧可奈 三牧可奈

8



東書WEBショップ「⾳楽専⾨館 ⽇本童謡唱歌体系」曲リスト

作品 歌い出し 作詩 訳詞・補作 作曲 編曲⽇本童謡唱歌体系
V 戦後〜現代 な〜ほ ひらひらちょうちょう ひらひら ちょうちょう ひらひらとんで ⼩林純⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ひるねのうた ことりも ひるね うさぎも ひるね ⼩春久⼀郎 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ びっくりしちゃったの びっくり しちゃったの それはね 王⼦様のパパ 佐藤雅⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ びりの きもち びりのきもちが わかるかな みんなのせなかや 阪⽥寛夫 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ びわ びわは やさしい きのみだから まどみちお 磯部俶
V 戦後〜現代 な〜ほ 枇杷の花 枇杷の花に 枇杷の花に 祭があるよ 新美南吉 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ピアノのゆめ たのしいうたを うたった⽇ 宮⽥滋⼦ 平野淳⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ ピアノを ぞうさんが ピアノを ぞうさんが はじめてみたとき ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ピーターとハンスはお友だち ピータの うちには パンが ない 柴野⺠三 中⽥⼀次
V 戦後〜現代 な〜ほ ぴかぴかピーマン ぴっかぴかのピーマンは ちょっととくべつ ⼤⽵典⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ピコットさん ピコットさんが ピコットさんが やってくる ⾹⼭美⼦ 湯浅譲⼆
V 戦後〜現代 な〜ほ ふうせん あかいふうせん あかいふうせん ⼩池タミ⼦ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ふしぎなたからもの〜あかちゃんへ〜 あまえっこあかちゃん ねんねになったの？ ⼩泉牧 ⼩泉牧 ⼭本直純
V 戦後〜現代 な〜ほ ふうせんは プン ふうせんは プン ふたりあえば プン ⾹⼭美⼦ 冨⽥勲
V 戦後〜現代 な〜ほ ふくじゅそうの花 きいろい ちいさな はなですね ⼩林純⼀ 伊藤翁介
V 戦後〜現代 な〜ほ ふしぎな でんき ふしぎなでんきが ヒューン 中村千栄⼦ 佐藤眞
V 戦後〜現代 な〜ほ 不思議な⽇曜⽇ 待ち遠しいな⽇曜⽇ どうして七つ寝るのかな？ ⼭中茉莉 中村守孝
V 戦後〜現代 な〜ほ 冬のおんがく 北⾵がふくと まちの並⽊がオルガンになる まどみちお 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ふしぎなポケット ポケットの なかには ビスケットが ひとつ まどみちお 渡辺茂
V 戦後〜現代 な〜ほ 船はまだかよ 船はまだかよ おとうはまだか サトウハチロー 林光
V 戦後〜現代 な〜ほ ふみきりで なかなか あかない ふみきりで ⽵中志華 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ふゆのうしさん うしさんのめだま ⽩い原っぱ うつってる 阪⽥寛夫 服部公⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ 冬の⾏進 ⼀ ⼆ 三 四 冬は進む 薩摩忠 越部信義
V 戦後〜現代 な〜ほ 冬の花 さわってみたい 冬の花 かれた野原の ⽩い星 阪⽥寛夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ふるえながら ひなげしのつぼみ 花になりたくて ゆらゆらゆれるよ まるたに吉彦 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ブカブカ パジャマ すぐに ちいさくなるからって ママ 佐藤雅⼦ 甲賀⼀宏
V 戦後〜現代 な〜ほ ふんすい あのそら かじだ ゆうやけだ 中村千栄⼦ 溝上⽇出夫
V 戦後〜現代 な〜ほ ぶう ぶう ぶう こぶた こぶたちゃん なに なあに こわせたまみ 寺島尚彦
V 戦後〜現代 な〜ほ ぶどうがゆんゆん ぶどうぶどうが ゆんゆんゆん 武⿅悦⼦ 中⽥⼀次
V 戦後〜現代 な〜ほ ぶどうのふさ ⼿のひらにのせて ごらんなさい むらさきのつぶつぶ ⼩林純⼀ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ぶらんこ ぶらんこ ゆれて おそらが ゆれる 都築益世 芥川也⼨志
V 戦後〜現代 な〜ほ ぷっちん よあけに ぷっちん なにかが はぜた ⼩野ルミ ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ぷぷん ぷん！ ぼくは おとうと なんだけど おにいちゃんより 荘司武 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ぷるるん るん あさ おきて かお あらうの だれですか まどみちお 服部公⼀
V 戦後〜現代 な〜ほ プンプンポルカ あの⼦とあの⼦が ジャン ブン ブン サトウハチロー ⽊東六
V 戦後〜現代 な〜ほ ヘイ！タンブリン へい ラララ タンブリン 吉岡治 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ へのへのもへじ やーい へのへのもへじ へのへのもへじを かいた 鶴⾒正夫 ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ヘリコプター ブルルン ルンルン ルンルーン 三越左千夫 溝上⽇出夫
V 戦後〜現代 な〜ほ ペンギンさんのうた ペンギンさんが みてよと いって 佐藤義美 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ べこの⼦ うしの⼦ べこの⼦ うしの⼦ まだらの⼦ サトウハチロー 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ペリカンさん おおきなおくちね ペリカンさん 武⿅悦⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ペンギンちゃん ペンギンちゃんが おさんぽ していたら まどみちお 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ホ！ホ！ホ！ たのしいメロディわすれたときは よんでみようよ 伊藤アキラ 越部信義
V 戦後〜現代 な〜ほ ほらふきさん ほらふきさん きもちよさそうに ほらがい ふいた 鶴⾒正夫 越部信義
V 戦後〜現代 な〜ほ ほしと たんぽぽ あおい おそらの そこ ふかく うみの こいしの ⾦⼦みすゞ 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ 星の⽣まれる晩 だまって じっと みてましょう 鶴岡千代⼦ 渡辺浦⼈
V 戦後〜現代 な〜ほ 星の家族 夜をふるわす ⽊枯らしに 磨きぬかれて 宮⽥滋⼦ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ほんとだよ ほんとだよ ほんとだよ きのうの よなか ⼭中恒 湯浅譲⼆
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼうしをかぶろう かっ かっ かっ と おひさま 阪⽥寛夫 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼうずのうた おとうさん ぼくのこと ぼうずって よばないで ⾚岡江⾥⼦ 福⽥和⽲⼦
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼうやがかいた ぼうやが かいた ぞうさんは 三越左千夫 宇賀神光利
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくのいなか ぼくの いなかは うみのそば 宮沢章⼆ ⼤中恩
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくのかお いまかいている おくのかお いろはすこしくろいけど ふくしまやす 福⽥和⽲⼦
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくのクレヨン ぼくの クレヨン ⼗⼆しょく おひさま あか ⽚岡輝 佐藤眞
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくのこもりうた おやすみ ぼくの おめめ 井出隆夫 福⽥和⽲⼦
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくの団地はクリスマスツリー ぼくの団地は クリスマスツリー 佐藤雅⼦ 甲賀⼀宏
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくの ぼうしを ちゃあんと かぶって いたのに な こわせたまみ 湯⼭昭
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくの町 ⾔葉のいらない町を尋ねたい 林権三郎 服部克久
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくは海賊 もう いちメーター もう いちメーター 藤⽥圭雄 伊藤翁介
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくは キャプテン そらが はれたら うみへ いこうよ こわせたまみ ⾼井達雄
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくらの町は川っぷち ぼくらの町は 川っぷち えんとつだらけの町なんだ 峯陽 林光
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼくんちのチャボ ぼくんちのチャボって 変なとり ⼩⿊恵⼦ 三枝成章
V 戦後〜現代 な〜ほ ボタンの坊や 私がようふくきるときに ボタンの坊やは まどみちお 宇賀神光利
V 戦後〜現代 な〜ほ ぼたんゆき ひらひら ぼたんゆき ひらひら ふってくる 尾上尚⼦ 佐藤亘弘
V 戦後〜現代 な〜ほ ぽかぽか てくてく さあ いこう ぽかぽか おひさまてってる 阪⽥寛夫 ⼩森昭宏
V 戦後〜現代 な〜ほ ポケット なにを いれましょうか ララ ランラ ポケット 佐藤義美 ⼭崎⼋郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ポスト ⾬が ふる⽇に おてがみ だした 祐成智美 中⽥喜直
V 戦後〜現代 な〜ほ ポポ ポプラに ポポポプラに ぼぼぼくらに ⽻曽部忠 早川史郎
V 戦後〜現代 な〜ほ ぽんこつマーチ とうちゃん じまんの ポンコツ号 阪⽥寛夫 ⼤中恩
VI 戦後〜現代 ま〜わ まあるいめ ぶどうのつぶより まあるいめ うさぎのめって かわいいね 三越左千夫 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ マーチング・マーチ マーチったら チッタカタァ ⾏進だ 阪⽥寛夫 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ まきばのこうし ⽜の⼦どもが まきばにいました ⾓もまだない ⼩林純⼀ 川⼝晃
VI 戦後〜現代 ま〜わ またねのうた またね またね またあいましょう このつぎあうまで 吉岡治 越部信義
VI 戦後〜現代 ま〜わ マシュマロぽわん マシュ マシュ マシュマロ おさらのうえに ぽわわん 武⿅悦⼦ 草川啓
VI 戦後〜現代 ま〜わ 街 街は 街は 街は なつかしい ⼩さくなった ブランコに 岩⾕時⼦ いずみたく
VI 戦後〜現代 ま〜わ 町の燈台 えんとつかしら 鉄塔かしら きえたり ついたり ⼩林純⼀ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ まっかな秋 まっかだな まっかだな つたの葉っぱが まっかだな 薩摩忠 ⼩林秀雄
VI 戦後〜現代 ま〜わ まっしろいこころ まっ⽩い⼼よ もどっておいで 阪⽥寛夫 いずみたく
VI 戦後〜現代 ま〜わ 待っててくれる つるばらの 花びら そっと揺れている 中⼭知⼦ 若松正司
VI 戦後〜現代 ま〜わ まっててね まっててね まっててね かわいい みけちゃん みせるわね 武⿅悦⼦ ⼩林三千三
VI 戦後〜現代 ま〜わ 松江の町は 松江の朝は 堀をめぐって 橋をくぐって やってくる 若⾕和⼦ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ママがあかちゃん ママがあかちゃん だったって ちいさなあかちゃん ⽥中ナナ 林光
VI 戦後〜現代 ま〜わ ママとかけっこ ママと かけっこ ママと かけっこ かぜと かけっこ 中村千栄⼦ 溝上⽇出夫
VI 戦後〜現代 ま〜わ ママとゴーゴー ママ ママ 明るいママ ママ ママ うれしいママ 丘灯⾄夫 越部信義
VI 戦後〜現代 ま〜わ ママと⼆⼈のクリスマス ⼩さな かわいい ローソクで ママと ⼆⼈のクリスマス 若⾕和⼦ 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⾖っこ打ち 背⼾の⽇だまりに 莚ッこを しいてな 結城ふじを 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ まゆと はか（いいこは とべるのよ） かいこは まゆに はいります きゅうくつそうな ⾦⼦みすゞ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ まりつき歌 ひとふたみいよお いつむうな なんてん あかい実 サトウハチロー ⾼⽊東六
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⽔⾊の空に ⽔⾊の空に ⽩い雲うかべて 夏は いっきにかけてくる 川添⼀郎 ⼩森昭宏
VI 戦後〜現代 ま〜わ 丸と三⾓と四⾓ あおひさままあるい おやまはさんかく 若⾕和⼦ 溝上⽇出夫
VI 戦後〜現代 ま〜わ まんじゅうと にらめっこ まんじゅう まんじゅう にらめっこしよう 阪⽥寛夫 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ みかんの花咲く丘 みかんの花が 咲いている 思い出の道 丘の道 加藤省吾 海沼実
VI 戦後〜現代 ま〜わ みぎてどっち みぎて どっち？ こっちよ おはしをもって 阪⽥寛夫 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ みちのうた ほそいみち ひろいみち ふみきりで でんしゃがくると 関根栄⼀ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ 道は友だち 歩いてゆけば こんにちは こんにちは 近江靖⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ミツバチさんでも あきの のは はなが いっぱい 巽聖歌 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ みつばちブンブン みつばちブンブン なぜいそぐ なぜって むこうに ⼩林純⼀ 細⾕⼀郎
VI 戦後〜現代 ま〜わ 南の島のハメハメハ⼤王 南の島の⼤王は その名も偉⼤なハメハメハ 伊藤アキラ 森⽥公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ みのむし みのむし ぶらん たん えだにさがった ハンモック ⼩⿊恵⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ みのむしさん ⾵にゆられて みのむしさん あっちの⼩枝に ゆられて わたべ・まちこ ⼩林昭三
VI 戦後〜現代 ま〜わ みみずの歌 みみずの おじさん なにしているのか 安岡章太郎 ⾼⽊東六
VI 戦後〜現代 ま〜わ みんな ⾚ちゃんだった だれだって あかちゃんだった きみだって 筒井敬介 若松正司
VI 戦後〜現代 ま〜わ みんなでつくろう しあわせつくろう しあわせつくろう ⼭上路夫 いずみたく
VI 戦後〜現代 ま〜わ みんなともだち きみの⽬は⻘ね ボクの⽬は茶⾊ どうして⾊が 荘司武 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ みんなの てとて みんなみんな てとて つよくあわすときに 佐藤雅⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ みんな なかよし おめめがね あおでも いいの ちゃいろでも 荘司武 佐藤眞
VI 戦後〜現代 ま〜わ みんなみんなワルツ １２３ ２２３ ３２３ ４ 阪⽥寛夫 ⼭本直純
VI 戦後〜現代 ま〜わ 昔はエッサッサ むかしのひとは えっさっさ おかごにのって いきました おうちやすゆき 冨⽥勲
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VI 戦後〜現代 ま〜わ むぎわらぼうし はだかんぼうの だれかさん せみが ほっぺに とまった 佐藤義美 佐藤眞
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⾍だった シャクトリムシは卵の時に ⼤きくなったら⽊になりたいと 滝波万理⼦ ⼩柳和⾏
VI 戦後〜現代 ま〜わ めだかのがっこう めだかの学校は 川の中 そっとのぞいて みてごらん 茶⽊滋 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ めっ めっ めっ のみちで げっこげっこ あひるちゃん 宮沢章⼆ 萩原英彦
VI 戦後〜現代 ま〜わ メリーゴーランド もくばよ まわれ はねはね まわれ 鶴⾒正夫 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⽬をとじて めをとじて めをとじて うらさわこうじ 伊藤幹翁
VI 戦後〜現代 ま〜わ もういいよ どこ？ ここ？ どこ？ ここ？ ⽥中ナナ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ もうすぐお盆 ひまわりの花が さきました もうすぐ⽥舎の おぼんです ⼩⿊恵⼦ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ もうすぐ春だ こたつにさよなら こたつにさよなら サトウハチロー 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ もう春だ ⾵がつめたくて 吹いてても もう春だ 春だ 夢虹⼆ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ もえあがれ雪たち もえあがれ 雪たち ぼくらの 街に降る 阪⽥寛夫 宇野誠⼀郎
VI 戦後〜現代 ま〜わ モーターボート モーターボートは すてきです きたひろし 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ もくれんによせて まひるの庭に ゆれている もくれん もくれん 若⾕和⼦ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ モショモショフムフム ゆきだるま ゆきだるま だれかさんににてる サトウハチロー 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ももいろの象 今夜も つれていってね ももいろの象 森窓⼀郎／近江靖⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ 森のよあけ くるみの おとで よがあけます 与⽥準⼀ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ もんく きつねが おおぜい あつまって ⼩林純⼀ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ もんしろ蝶々のゆうびんやさん もんしろ蝶々の ゆうびんやさん 朝から配達 サトウハチロー 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ やきいも やきいも こげいも あち ちっちっち まどみちお 磯部俶
VI 戦後〜現代 ま〜わ やきいもグーチーパー やきいも やきいも おなかが グー 阪⽥寛夫 ⼭本直純
VI 戦後〜現代 ま〜わ やきいもの うた やきいも やきたて かかえて かえれば まどみちお 磯部俶
VI 戦後〜現代 ま〜わ やきいもほかほか やきいも ほかほか やけてるね おおきな おかまに ⼩林純⼀ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ やぎさんゆうびん しろやぎさんから おてがみ ついた まどみちお 團伊玖磨
VI 戦後〜現代 ま〜わ やくそく ゆびきり しましょ やくそく しましょ 都築益世 溝上⽇出夫
VI 戦後〜現代 ま〜わ 約束 海で育った さけたちは 冷たい流れを さかのぼる 宮沢章⼆ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⽮⾞草 まわれよまわれ⽮⾞草 まつげのような花のせて…… 名取和彦 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ やっぱりママに うれしい ときあ おにんぎょうさんを たかい たかい 若⾕和⼦ 溝上⽇出夫
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼭がすき 海がすき ⼭にくると ⼭にくると いつも こだまと ふたりづれ うらさわこうじ 伊藤幹翁
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼭の朝 ⼭の朝です ミルクです のどにしみていく ヤッホー こわせたまみ 中⽥⼀次
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼭⼝さんちのツトム君 ⼭⼝ぐちさんちのツトム君 このごろ少し変よ みなみらんぼう みなみらんぼう 千代正⾏
VI 戦後〜現代 ま〜わ やまのこもりうた こぐまがねむくなるときは きのみがボトンとおちるとき ⼯藤直⼦ 間宮芳⽣
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼭のワルツ すてきな ⼭の ようちえん ⼋じになると ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼭びこコーラス やまにむかって よんでみな かならずおへんじ 吉岡治 越部信義
VI 戦後〜現代 ま〜わ やまびこ ごっこ やまびこさん まねっこさん ヤッホー ヨホホホホー おうちやすゆき 若⽉明⼈
VI 戦後〜現代 ま〜わ ヤンチャリカ ヤンチャクチャポーズ ヤンチャリカ 阿久悠 ⼩林亜星
VI 戦後〜現代 ま〜わ やわらかいえんぴつが好きなんだ やわらかいえんぴつが好きなんだ サトウハチロー 芥川也⼨志
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆうえんちの ひこうき ゆうえんちの ひこうきに つながなければ いいのに 佐藤義美 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼣⽅のおかあさん カナカナぜみが 遠くで ないた サトウハチロー 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ 勇気の歌 熱い砂漠に⾵が吹き 砂塵にけむる地平線 やなせたかし 藤家虹⼆
VI 戦後〜現代 ま〜わ 勇気⼀つを友にして 昔ギリシャのイカロスは ロウでかためた⿃の⽻根 ⽚岡輝 越部信義
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆうだち せんたくや ゆうだち どしゃぶり せんたくや まどみちお 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼣⽇が背中を押してくる ⼣⽇が背中を 押してくる まっかな腕で 押してくる 阪⽥寛夫 ⼭本直純
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼣焼けがみえるから ゆうやけがみえるから まわりみちしてかえろう 杉紀彦 森⽥公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼣焼空 ⼣焼の空に お⺟さんの顔が浮かんだ 藤⽥圭雄 平野淳⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼣やけのうた ⼣やけよ あかあか 空をかざれ まどみちお 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆうらんバス ゆうらんばす かいきりばす せんせいと かあさんと ⼩林純⼀ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ⼣やけひろば ⼣⽇が⼭へ かたむいて ⼀向こうの⼭へかたむいて…… 成瀬佐千夫 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆかいなアイウエオ カキクケコに かくれて いるいる ア イ ウ エ オ まどみちお ⾦光威和雄
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆかいな め パパの めは おおきな め 中村千栄⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆき リンリン ちるゆき さくらになーれ 佐藤恭⼦ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆきがふる ゆきふる 町には しずかなうたが にあう ⼩出涼 ⼩出涼 ⼩森昭宏
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆきって ながぐつすきだって ゆきって ながぐつすきだって ピョントン ピョントン ⾹⼭美⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆきのうた ゆきって やさしい はななのね 中村千栄⼦ 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ 雪の⾳ 冬の⽉夜は うす明かり ⾚い⽊の実が ⾵にゆれ 蘭繁之 伊藤俊幸
VI 戦後〜現代 ま〜わ 雪の窓辺で 窓の外は雪が流れてる ごらんよ 薩摩忠 三善晃
VI 戦後〜現代 ま〜わ 雪映えの町 ひとり訪ねた 北国の町 ⼼よせ合う いろり⽕に 中村千栄⼦ ⼩川寛興
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆげのあさ おはよう おはよう ゆげが でる はなから くちから まどみちお 宇賀神光利
VI 戦後〜現代 ま〜わ ゆびきりげんまん ゆびきりげんまん おやくそく 清⽔たみ⼦ 中⽥⼀次
VI 戦後〜現代 ま〜わ 夢みる⼦ねこ ミケニャンゴロミケゴロニャンゴロミケかわいい⼦ねこ ⾦井昌⼦ ⾦井昌⼦ ⼭本直純
VI 戦後〜現代 ま〜わ 妖精のワルツ（フェアリィ・ワルツ） たのしいときには まばゆいフェアリィよ 阪⽥寛夫 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ようちえんにいくみち ようちえんに いくみち さくらが さいた 佐藤義美 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ よごれた川 なぜだか知らない わからない 宮沢章⼆ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ よぞらの おはじき よるのそらに ばらまいた きんいろの おはじきで 井上灯美⼦ ⾦井喜久⼦
VI 戦後〜現代 ま〜わ ヨット 波をけって うねりをのりこえて 佐藤義美 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ 四⼈の息⼦ ⻑男坊は ⽬が細く ロイドメガネは 次男坊 原きい⼦ 中⽥⼀次
VI 戦後〜現代 ま〜わ よる 星が いっぱいの よる わか葉が きらきら 宮沢章⼆ ⼤中恩
VI 戦後〜現代 ま〜わ 夜と夢と朝 夜に なっちゃった 星が出ちゃった ⽉も出ちゃった ⾕川俊太郎 服部公⼀
VI 戦後〜現代 ま〜わ よるのゆき ひそひそ ひそひそ はなしごえ 柴野⺠三 ⼤中恩
VI 戦後〜現代 ま〜わ 呼んでいるのは海 呼んでいるのは海 思いだす波のひびきよ 名取和彦 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ ライオンのひみつ おおきなこえじゃ いえないけれど 阪⽥寛夫 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ らくだ らくだは てっくりこ てっくり てっくり あるく 都築益世 平岡均之
VI 戦後〜現代 ま〜わ らくだにのって らくちん らくちん らくだのせなかで 阪⽥寛夫 ⼤中恩
VI 戦後〜現代 ま〜わ らっこ ちびっこ らっこ ちびっこ そらみてる うみにうかんで 武⿅悦⼦ 伊藤翁介
VI 戦後〜現代 ま〜わ ランドセル マーチ ランドセル マーチ ランドセル マーチ 中村千栄⼦ 桜井順
VI 戦後〜現代 ま〜わ ラッパと タイコ よあけの うみが ラッパ ラッパ ふくよ 宮沢章⼆ 越部信義
VI 戦後〜現代 ま〜わ ラッパの こびと ラッパのなかに こびとは なんにん なんにん まどみちお 湯⼭昭
VI 戦後〜現代 ま〜わ りんご りんごは りんごの そのなかに ⽮崎節夫 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ りんご ころん りんご りんご ならんだ りんご 佐藤義美 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ レモンの⽊ かあさん かってよ レモンの⽊ ⼭下⽵⼆ 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ ろばよ⾛れ めんこい ろばよ とことこ ⾛れ 渡辺ひろし ⼤中恩
VI 戦後〜現代 ま〜わ わかば あざやかな みどりよ あかるい みどりよ 松永みやお 平岡均之
VI 戦後〜現代 ま〜わ わからんちゃん なんにもわからん わからんちゃんが いてね まどみちお ⼤中恩
VI 戦後〜現代 ま〜わ わたしの雲 ゆめじゃないかな あの雲 わたしを⾒つめて わらっていたよ ⻑⽥直⼦ ⻑⽥直⼦ 越部信義
VI 戦後〜現代 ま〜わ わたしのゆめ おおきくなって なりたいものは きれいなきれいな ⼩出涼 ⼩出涼 若松正司
VI 戦後〜現代 ま〜わ わらいかわせみに話すなよ たぬきのね たぬきのね 坊やがね おなかにしもやけ サトウハチロー 中⽥喜直
VI 戦後〜現代 ま〜わ わらいましょ あ ハハハハ ハ い ヒヒヒヒ 佐藤義美 磯部俶
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