
     2015 年はっぴょう会用 CD のご案内 
 

当店をご利用いただきましてありがとうございます。 

 

「2015 年はっぴょう会用 CD カタログ」を作成いたしましたので、ご案内申し上げます。 

園長先生はじめ、ご担当先生方のお役に立てればと思います。どうぞ、皆様でご覧ください。また、弊社 HP｢ア

イアイ･キッズランド｣では新作等のご試聴ができますので、こちらも合わせてご利用ください。 

 

 

 

 

※１０月 10 日以降はご注文が大変混み合い、ネット注文の方が早く発送になる場合もございます。 

 
＜ご注文方法＞ 

① FAX でのご注文･･･同封いたしました｢FAX ご注文用紙｣又は HP より印刷の同用紙に必要事項をご記入の

上 FAX してください。※ポイントはつきません 

② インターネットでのご注文･･･必要事項をご入力の上、送信してください。 
※ お電話でのご注文は間違いがあるといけませんのでお受けしておりません。ご了承下さい。 

 

＜送料＞ 

① ご注文商品 1 個（CD１枚又は本１冊又はビデオ１本、など）・・・290 円                             

② ご注文商品 2 個（CD２枚又はＣＤ１枚と本１冊、など）・・・380 円 

③ ご注文商品 3 個以上・・・460 円                           

④ 代引き・・・送料 460 円＋代引き手数料 324 円（商品合計 2 万円以上は代引き手数料無料） 
※ 個人でお買い上げの場合は「代引き・クレジット」又は「銀行・コンビニお振込み確認後」の発送となります。 

※ ＦＡＸでのご注文の場合は、クレジット決済、コンビニ決済はご利用いただけません。 

 

＜配送・お引渡し方法＞ 

郵便局より発送いたします。 

 

＜お届け日数＞ 

2～5 日後のお届けとなります。常時品切れのないように努めておりますが、時期によって品切れしてしまう

場合もありますので、お早めにご注文下さい。※繁忙期は FAX 注文よりネット注文の方が先に発送されることもあります。 

 

＜お支払方法＞ 

商品到着から 1 週間以内に同封の郵便振替用紙にてお振込みください。 

※ ｢公費（市町村からのお支払い）｣など郵便振替以外の場合はその旨を備考欄にご記入ください。 

※「銀行振込み」「コンビニ支払い」をご希望された場合、振込手数料（又は手数料）はご負担となります。 
 

＜返品・交換について＞ 
発送した商品に不良、破損、商品違いがあった場合のみ、対応させていただきます。商品到着後１週間以内に

ご連絡ください。返送料は弊社負担とさせていただきます。 

 
＜キャンセル・変更について＞ 
ご注文いただいた商品のキャンセル・変更（含:追加）は、誤出荷の原因となりえますので、理由の如何に関わら

ず受け付けておりません。ご了承ください。 
 

 
株式会社 マリユス アイアイ･キッズランド  

横浜市神奈川区平川町 3-9 ℡ 045-481-7551 
 
［お問合せ］ info@aiaikids.co.jp 

［SHOP 営業時間］11:00～21:00（月曜日～土曜日） 11:00～17:00（日曜日／祝日） 

          （12 月以降は変更になる可能性があります。HP にてご確認ください） 

 

＊ お願い カタログが御不要の場合は、お手数ですがその旨を FAX にてご連絡ください。FAX 045-481-7600 
（カタログのご自宅への郵送はできません。） 

アイアイ･キッズランド 

パソコン http://www.aiaikids.co.jp/ 
スマートフォン http://www.aiaikids.co.jp/smartphone/ 

ネットで注文いただくと・・・

8/5 より送料が全国無料に 

なりました。 
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【2015 年度 はっぴょう会・おゆうぎ会】  
 [振付; 平多正於舞踊研究所] 振りつき 

HV-123                           ２０１5 年発表会（1）  ぴよーん！妖怪サミット                        ￥1,728 

ぴよーん！妖怪サミット 世界の妖怪たちが次々に登場し、地球環境について楽しく話し合います。 4:56 年長~低学年 

ホラ春ですよ ほのぼのとした、つくしんぼちゃんたちの可愛いダンス。 2:35 2~3 才 

Angel kiss 背中にかわいい天使の羽をつけた、キュートなエンジェルたち。 2:29 年中・年長 

ドラゴン太鼓～龍神 戦隊アニメ風の曲にノって、カッコ良く！龍神も登場します。 3:23 年中～低学年 

姫ちゃんのおもてなし 着物・洋服どちらでも OK。3 拍子にのって「お･も･て･な･し」しましょ！ 3:25 年少・年中 

HV-124                             ２０１5 年発表会（2）  コケコッコーのおまわりさん                     ￥1,728 

コケコッコーのおまわりさん 手信号や自転車の走り方を教えてくれる、ほのぼのとしたやさしいおまわりさん。 3:28 年少・年中 

キッチン・マーチ フライパンを持った、かわいいコックさんのマーチ。 3:41 年中・年長 

あいさつくまちゃんパピプペポ くまちゃんの手袋に付けたフェルトの肉球がカワイイ！癒やし系!? 2:36 2~3 才 

クンフーレディ 中国扇を片手に、優雅に強く、そして可愛く「セイヤ！」 2:45 年長～低学年 

めざせテニスチャンピオン！ キラキラポンポンを持った、元気なチア風ダンス。 3:39 年長～低学年 

HV-125                             ２０１5 年発表会（3） 日本昔話ヒーローズ                         ￥1,728 

日本昔話ヒーローズ 桃太郎、金太郎、桃太郎と、日本のカッコいい 3 大ヒーローが大集合。 3:10 年中・年長 

じゃがいもコロコロ かわいいじゃがいもたちが、楽しくコロコロコロコロ。 2:57 2~3 才 

それ行けマタドール 勇敢な闘牛士になって、スマートにカッコ良く、オレ！ 3:22 年長～低学年 

ひみつのポケット 楽しいことはいっぱい、嫌な事は半分こ。みんなポケットに入れて！ 3:49 年中・年長 

リトルサンタクロース サンタの国の子どもたちは。みんなサンタの修行中です！ 2:59 年長～低学年 

HV-126                            ２０１5 年発表会（4） タンバリン王子とカスタ姫                   ￥1,728    

タンバリン王子とカスタ姫 王子様とお姫様のかわいいデュオ。おゆうぎ会にぴったり！ 2:27 年中・年長 

何でも Try it！ カラフルなポンポンを持って、元気にトライ！飛び跳ねよう。 2:20 年長～低学年 

プロヴァンスのカーニバル 花かごとエプロンがとってもオシャレな、女の子のダンス。 4:01 年中・年長 

お風呂洗隊ハットマン お風呂大好きハットマン。シャンプーハットはヒーローの証し！ 3:41 年中・年長 

月影の天守閣 扇子を持って颯爽と舞う、これぞ「和」な曲。日本各地の名城・天守閣が登場。 3:38 年長～低学年 

GV-127                           ミュージカル 「西遊記」「北風と太陽」「ききみみずきん」             ￥2,052 

■ミュージカル「西遊記」」（17:50／全園〜小学校低学年）「金閣・銀閣」と「牛魔王と羅殺女」のお話の 2 本立て。分身した孫悟空隊が飛び回ります！ 

■ミュージカル「北風と太陽」（6:04／全園）イソップ童話のとてもわかりやすいお話。年少さんから使えます。 

■ミュージカル「ききみみずきん」（7:49／全園）小鳥や動物たちが沢山登場。大人数でも少人数でも使えます！ 

書籍 HBV-15                    2015 平多正於舞踊研究所発表会用テキスト                 ￥2,160 
2015 年発表会 CD（1）～（4）の全曲とミュージカル「西遊記」の振付を写真入でわかりやすく解説。 

 

[振付; 中右貴久・菊岡彩] 振りつき 

HC-213                          2015 はっぴょう会（1） あくびがビブ                      \1,700 

あくびがビブベバ（おかあさんといっしょ） あくびのじゅもんで遊んでみよう！ 2:19 ０～３歳 
はじめてだって だいじょうぶ かわいい歌にのせた、はじめてのおつかいがテーマの作品。 2:46 ２･３歳 
かにかにさんぽ かにの帽子でチョキチョキおさんぽ。 1:29 ０～３歳 
ゆうだち せんたくや 雨粒になって街をジャブジャブおせんたく。年齢別に振付２種。 1:26 ２･３歳、１歳 
大きくなるって すてきなことさ エンディングにも最適な簡単ダンス。 2:33 ０～３歳 
どんなかお いろんな顔で遊んでみよう！日常保育にも使えます。 1:27 １～３歳 

HC-214                            ２０１５ はっぴょう会（２） 浦島太郎                        \1,700 
浦島太郎 むかし話“浦島太郎”を簡単なお話し歌で演じてみよう。 2:20 年少･年中 

ちびっこザウルス ちびっこ恐竜になって元気に踊ろう！ 3:14 年少 

元気でね おじいちゃん・おばあちゃんに向けてみんなで出来るあったかソング。 2:24 年少以上 

ドラキュラのうた ユーモアあふれる楽曲にのせて、ドラキュラマントでコミカルにダンス！ 2:10 年少･年中 

サンタはいまごろ サンタの衣装で、足に鈴をつけてリンリンリン♪クリスマス会にも使えます。 2:20 年少 

HC-215                          ２０１５ はっぴょう会（３） ともだちはともだち                  \1,700 

Lovely Party Collection（アイカツ！） 「アイカツ！」主題歌。アイドルになりきっておしゃれにダンス！ 4:19 年中･年長女子 
ムーンライト伝説（美少女戦士セーラームーン） ポンポンステッキでかわいく決めよう！ 2:52 年中･年長 
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めだかの兄妹 “スイスイ”めだか→“チュンチュン”すずめ→“にゃんにゃん”子ネコに早替えで変身。 3:11 年中･年長 
ともだちは ともだち 手作りタンバリンを使った、エンディング向けの温かい作品。 2:24 年少～年長 
ホール・ニュー・ワールド A Whole 

New World （アラジン）＊日本語バージョン 

ホール・ニュー・ワールド A Whole 

New World （アラジン）＊英語バージョン 

お姫様気分にひたってバレエふうのステップをしよう♪ 3:16 年中･年長女子 

HC-216                       ２０１５ はっぴょう会（4） さぁ行け！ニンニンジャー！                 \1,700 
 さぁ行け！ ニンニンジャー！（手

裏剣戦隊ニンニンジャー） 
激しいリズムにのって踊る、ちびっこ忍者のかっこいいダンス。 3:59 年中・年長 

昆虫行進曲 大好きな虫の衣装で踊る、にぎやかな行進曲。 2:59 年中・年長 

ゲッタバンバン（ポケットモンスターXY） ポップなはじけるリズムにのって、冒険ダンス！ 4:08 年中・年長 

ぼくらのロコモーション ノリノリでソウルフルな曲で、シュシュポッポ元気に踊ろう。 3:06 年中・年長 

エトはメリーゴーランド 干支の動物になって踊るコミカルな作品。 2:25 年少・年中 

HC-217                             ２０１５ はっぴょう会（5） 春日傘                         \1,700 
春日傘 やさしくゆったりした曲にのせて、着物・傘で踊る日本情緒いっぱいの作品。 3:49 年中・年長女子 

歌謡吟詠 義経残照 本格歌謡吟詠曲にのせて、袴で踊る勇ましい剣舞作品。 4:16 年長男子 

ウバラマハタ 太陽の大サーカス サーカスのようにゴージャスにパフォーマンス☆ 3:51 年長 

どんでん太鼓 法被とねじりハチマキで、太鼓のバチをドンドンドン！ 2:45 年少・年中 

なんじゃモンじゃ！ニンジャ祭り！
（手裏剣戦隊ニンニンジャー）  

「ニンニンジャー」のエンディングダンスを一緒にやってみよう。 3:12 全園児 

書籍 BHC-15                     2015 中右貴久・菊岡彩はっぴょう会用テキスト              ￥2,200 
2015 年はっぴょう会 CD5 タイトルの全振付を網羅したテキストです。 ◎はっぴょう会(1)～(5)に対応した分かり易い解説つき振付集 

HC-218         0・1・2 さいのためのはっぴょうかい～ミッキーマウス・マーチ／３びきのくま～        \1,700 

こどもです ぶーらぶーら、ぴょんーぴょん、どーんどん。歌詞に合わせて、体を大きく使って動いてみよう。 1:54 1 才児～ 

みんなでいこう！ 元気に歩きながら、体を動かそう。1！2！3！ってね。 2:51 2 才児～ 

おしりフリフリ 体が自然に動いちゃうノリのいい楽曲。自由に動こう。 2:00 0 才児～ 

ミッキーマウス・マーチ 小さい子は座ってもできるよ。 2:39 1 才児～ 

前髪みじか協会のうた 前髪が短いことを楽しく表現しよう。 2:47 2 才児～ 

3 びきのくま ロシア民話「3 びきのくま」のお話に親しんでから、遊んでみよう 3:01 0 才児～ 

月ようびはなにたべる？ 絵本「月ようびはなにたべる？」に出てくる動物になって楽しもう。 2:30 0 才児～ 

てをつなごう ペアになって、楽しもう。 1:36 1 才児～ 

きしゃぽっぽ 元気に楽しく、きしゃぽっぽに大変身！ 3:06 2 才児～ 

なかよしの木のうた 風やことり、ちょうちょうなど、親子で表現するものになりきって動いて見ましょう 2:16 1 才児～ 

 

[振付; 井出真生] 振りつき 

GC-140                        コーラス・ミュージカル「どうぞのいす」 短縮版                 ￥1,700 
1999 年の発売以来、多くの先生方に愛されてきた井出先生振付「どうぞのいす」のショートバージョンです。［収録時間 17:40］

○歌入り完成編（1～22） ○カラオケ編（23～44）     ※楽譜の発売に関しては 8 月現在未定です。 

 

[振付：キッズスマイルカンパニー] 振りつき 

GK-449                       みんなが主役！オペレッタ ～うらしまたろう～                   ￥2,592 
■うらしまたろう（約 10:10／対象：3 才～）役の数が多く、昔から劇あそびとして親しまれている作品。[完成編 1～8／カラオケ編 9～16] 

■さいゆうき（約 16:00／対象：4 才～）個性的な登場人物が多数出演する壮大な物語。[完成編 17～25／カラオケ編 26～34] 

■3 びきのヤギ（約 10:40／対象：3 才～）こどもたちが大好きな 3 匹のヤギとトロルのお話［完成編 35～40／カラオケ編 41～46] 

GK-450                      みんなが主役！オペレッタ ～きたかぜとたいよう～                ￥2,592 
■きたかぜとたいよう（約 5:40／対象：2 才～）役数が少なくわかりやすいお話。［完成編 1～5/カラオケ編 6～10] 

■ジャックとまめのき（約 5：00／対象：3 才～）巨人の登場シーンは豪快に、巨人から逃げるシーンはスリリングに演じましょう。[完成編 11～14/カラオケ編 15～18] 

■かさじぞう（約 6：00／対象：4 才～）心温まる日本の名作で、劇としても人気の作品です。[完成編 19～22/カラオケ編 23～26]  

■ゾウのはなはなぜながい（5：30／対象：3 才～）こどもたちが興味をひきやすい、かわいらし動物のお話。[完成編 27～29/カラオケ編 30～32] 

■きんたろう（約 4：40／対象：3 才～）金太郎と動物たちのほのぼのとしたお話。[完成編 33～36/カラオケ編 37～40] 
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[その他] 振りつき 
HK-455          すく♪いく まるごと発表会ミュージック～ダンス＆オペレッタ BEST～（2 枚組）     \3,240 
【DISC:1 ☆キッズソングダンス BEST☆】 

いえイェイ!! おもいっきり手をまわして元気いっぱいに踊ろう！ 2:07 2 才～ 

小さな世界 簡単な手話を覚えて、楽しく世界中とつながろう！ 2:13 2 才～ 

勇気 100% 走ったり、跳んだり、体を思いきり使った元気いっぱいの体操ダンス！ 3:58 3 才～ 

チャギントンテーマソング 電車をイメージして軽快に楽しもう！ 2:24 3 才～ 

動物園へ行こう 年少さんもヒップホップにチャレンジ！さぁ、どんな動物に会えるかな？ 2:23 3 才～ 

ぼよよん行進曲 応援団になって力強く踊ろう！ 2:15 3 才～ 

あわてんぼうのサンタクロース サンタさんになって踊ろう！あわてんぼうの動きが面白いよ！ 2:41 3 才～ 

アロハ・エ・コモ・マイ アロハポーズがとってもかわいい！ 軽快に体を動かそう！ 2:29 4 才～ 

パタパタママ 楽しく時間を覚えよう！大忙しの１日だよ！ 2:57 4 才～ 

おどるポンポコリン 全身をたくさん動かす体操！ 日常的にたのしんで、発表会でお披露目！ 3:15 4 才～ 

アンパンマンのマーチ 空を飛んだり、パンチをしたり。全身を使ってヒーローになりきろう！ 2:58 3 才～ 

WA になっておどろう～ILE AIYE～ 簡単な振付をしながらうたってみよう！ 手作り打楽器でさらに華やかに！ 4:58 4 才～ 

【DISC:2 ☆オペレッタ BEST☆】 

■わらしべちょうじゃ（12：49／対象：4 才～）困った人たちと物を交換しながら成功する若者のお話。［完成編 1～15／カラオケ編 16～30］ 

■ももたろう（5：40／対象：3 才～）原作をコンパクトにまとめたオペレッタ。［完成編 31～37／カラオケ編 38～44］ 

■ありときりぎりす（5：14／対象：2 才～）有名なイソップ童話のひとつをオペレッタにしまし。［完成編 45～48／カラオケ編 49～52］ 

■おおきなかぶ（5：40／対象：2 才～）セリフとくりかえしの歌を楽しむオペレッタ。［完成編 53～56／カラオケ編 57～60］ 

■てぶくろ（5：40／対象：2 才～）くりかえしが楽しいシンプルなオペレッタ。［完成編 61～68／カラオケ編 69～76］ 

 

XC-221                            発表会でお役立ち！BGM＆効果音集                      ￥1,700 

劇あそびに役立ついろいろな場面の音楽や効果音を収録した CD です。 
 

【ハロウィン】  
SC-253                               ハロウィーンキッズソング         9/16 発売             \2,160 
年間行事の一つとして「ハロウィーンパーティー」を催す幼稚園や保育園が増えてきています。 

そこで、こどもたちが楽しめるハロウィーンパーティーおすすめの楽曲を収録！ 

 

【2015 年度 卒園ソング】 
ＮK-462            いい歌みつけた！毎日うたいたい！はじまりの卒園ソング（2 枚組）      10/7 発売          ￥2,592  
【Disc：1 わくわく♪スタート】①いまがはじまり ②はぴはぴチルドレン ともだちっていいな ひまわり 青い空に絵を描こう ほか 

【Disc：2 ウルウル☆ともだち】①きょうからスタート ②雨上がりの青い空 はじめのいっぽ にじ ほか 

 
MEMO 
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劇あそび・ミュージカル 
※ 詳しい内容は HP よりご確認ください。 

パソコン：http://www.aiaikids.co.jp/ 

スマホ：http://www.aiaikids.co.jp/smartphone/ 
 

♦ 振付;井出まさお（真生） ♦ 

GC-416/￥2,160                         カラオケ付  

劇あそび  ふしぎの国のアリス／ガラスのくつ   

《劇あそび》ふしぎの国のアリス（年中～小学生／13:32） 

《ミュージカル》ガラスのくつ（年少～小学生／11:25） 

楽譜⇒「ふしぎの国のアリス/ガラスのくつ」￥2,160 

GC-294／￥2,160                        カラオケ付   

劇あそび ちからたろう／ピノキオの冒険 

《劇あそび》ちからたろう （年少～年長／13:08） 

《ミュージカル》ピノキオの冒険 （年長,小低学年／13:55） 

楽譜⇒BC-294「ちからたろう/ピノキオの冒険」￥2,160 

GC-674／￥2,160                        カラオケ付    

劇あそび おーい!大江戸大どろぼう～天下の人助け！ ねず

み小僧物語！～／SF ファンタジー スーパーピーチマン   

《劇あそび》おーい！大江戸大どろぼう（年少・年中／11：30）  

《SF ファンタジー》スーパーピーチマン（年長、小低学年／15:39） 

楽譜⇒BC-674「おーい!大江戸大どろぼう/スーパーピーチマン」￥2,160 

GC-097／ ￥2,160                       カラオケ付  

劇あそび ねずみのよめいり／眠れる森の美女       
《劇あそび》ねずみのよめいり（年中･年長／11:41） 

《劇あそび》眠れる森の美女（幼児・小学生／14:10） 

楽譜⇒BC-097「ねずみのよめいり/眠れる森の美女」￥2,160 

GC-411／￥2,160                        カラオケ付 

劇あそび スサノオの冒険／三びきのこぶた         
《劇あそび》スサノオの冒険(全幼児･小学生／15:56) 

《劇あそび》三びきのこぶた（年少,年中／14:42）  

楽譜⇒BC-411「スサノオの冒険／三びきのこぶた」￥2,160 

GC-412／￥2,160                        カラオケ付  

劇あそび ピーター･パン／つるのおんがえし         
《劇あそび》ピーターパン(年少,年中／14:10） 

《劇あそび》つるのおんがえし（全幼児,小学生／15:06） 

楽譜⇒ＢＣ-412「ピーター･パン/つるのおんがえし」￥2,160 

GC-787／￥2,160                                                               

てぶくろ 

《劇あそび》てぶくろ(年少･年中／12:47)カラオケ付 

《おはなしミュージカル》オズの魔法使い(全幼児･小学生／15:30)カラオケ付 

《音楽劇》おむすびころりん(全幼児･小学／10:40) 

楽譜⇒ＢＣ-787「てぶくろ/オズの魔法使い」￥2,000（税抜） 

GC-264／￥2,160            

青い鳥 さがそう                                          
《おはなしミュージカル》青い鳥 さがそう（全幼児･低学年 13:24）カラオケ付  

《おはなしミュージカル》新設 きんのがちょう（全幼児･小学生／19:32）    

《音楽劇》こぶとりじいさん（年少･年中／7:55） 

楽譜⇒BC-264「青い鳥 さがそう」￥2,160 

GC-816／￥2,160           

スーパーモンキーゴクウ！                                       
《おはなしミュージカル》スーパーモンキーゴクウ！（幼児･小学生／3:58)カラオケ付  

《ミニ･ミュージカル》くるみ割り人形（年中･年長／13:03）     

《舞踊劇》なかよしさるかにものがたり（年少･年中／4:57） 

楽譜⇒ＢＣ-816「スーパーモンキーゴクウ!/くるみ割り人形/なかよしさるかにものがたり」￥2,160 

GC-311／￥2,160           

見習魔女の冒険 シンデレラをお手伝い！    

《おはなしミュージカル》見習魔女の冒険｢シンデレラをお手伝い！｣（幼児･小学生／13:12）カラオケ付  

《おはなしミュージカル》ただいま魔女見習中（幼児･小学生／14:21）カラオケ付 

《舞踊劇》うりこ姫とあまんじゃく（幼児･低学年／5:08） 

《舞踊劇》白鳥の王子（幼児･低学年／5:30） 

楽譜⇒「見習い魔女の冒険/うりこ姫とあまんじゃく/白鳥の王子」￥1,944 

GC-905／￥2,160          

見習い魔女の冒険 オーロラ姫のお城         
《おはなしミュージカル》見習い魔女の冒険「オーロラ姫のお城」(全幼･小学生／16:36)カラオケ付 

《音楽劇》星からの贈り物（幼児･小学生／20:52）カラオケ付 

《舞踊劇》赤ずきん（年中･年長／5:40） 

GC-493／￥1,620                        カラオケ付 

うらしまたろう              
《音楽劇》うらしまたろう（幼児･低学年／13:29） 

《コーラス･ミュージカル》どうぞのいす（幼児･小学生／23:48） 

♦ 監修;平多正於舞踊研究所 ♦ 
GV-117／￥2,052                      カラオケ付 

こども歌舞伎ミュージカル「勧進帳」／ミュージカル「ガリバーの冒険」「かぐや姫」  

《こども歌舞伎ミュージカル》勧進帳（14:25／年長〜低学年）

《創作ミュージカル》ガリバーの冒険（11:47／全園） 

《ミュージカル》かぐや姫（12:51／年中･年長） 

GV-107／￥2,057                 カラオケつき                

ミュージカル ぶんぶく茶がま／金のがちょう／おおきなおとどっすん 

■ぶんぶく茶がま（8:03／全園児） ■金のがちょう（17:23／

全園児） ■おおきな おと どっすん（12:00／全園児） 

GV-97／ ￥2,057                      カラオケつき 

ミュージカル 新・浦島太郎／ブレーメンの音楽隊／おおきなかぶ                    
■新・浦島太郎（全園／11:51） ■ブレーメンの音楽隊（全園

／10:55） ■おおきなかぶ（全園／6:51） 

GV-87／￥2,057                       カラオケつき 

ミュージカル ガリバーの冒険／おもちゃのチャチャチャ／うた絵巻 花さかじいさん 

■《創作ミュージカル》ガリバーの冒険（全園／11:47） 

■おもちゃのチャチャチャ（年少、年中／7:07） 

■《うた絵巻》花さかじいさん（全園／12:33） 

GV-73／￥2,057 

ミュージカル 王様の耳はロバの耳／みつばちマーヤ／泣いた赤鬼  

■王様の耳はロバの耳（全園／11:54）カラオケ付 ■みつばちマ

ーヤ（全園／10:29）カラオケ付 ■泣いた赤鬼（全園／9:53） 

GV-74／￥2,057                       

ミュージカルベスト ももたろう／あかずきん／くもの糸 

■ももたろう（全園／9:21）カラオケ付 ■あかずきん（全園／

7:03）カラオケ付 ■くもの糸（年長〜小学校／9:01） 

GV-75／￥2,057                 

ミュージカルベスト うらしまたろう／ねずみ嫁入り／はなさかじいさん   

■うらしまたろう（全園〜小低学年／9:38）カラオケ付 ■ねずみの嫁入

り（全園／9:36）カラオケ付き ■はなさかじいさん（年中･長／10:00） 

GV-76／￥2,057 

ミュージカルベスト 鶴の恩がえし/こびととくつや／森のロマン 

■つるの恩がえし（年長〜小学校／14:46）カラオケ付 ■こびととく

つや（年中･長／10:06）カラオケ付 ■森のロマン（年少･中／8:56） 

GV-59／￥2,057   

ミュージカル  かぐや姫／アラジンと魔法のランプ／ごんぎつね      
■かぐや姫（年中･年長／12:51）カラオケ付 ■アラジンと魔法 

のランプ（全園／7:54） ■ごんぎつね（全園／9:05）カラオケ付

楽譜⇒ＢＶ-59「かぐや姫／アラジンと魔法のランプ／ごんぎつね」￥2,160 

GＶ-47／￥2,057                         カラオケ付 
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ミュージカル おやゆび姫／うさぎとわにざめ／てぶくろ    

■おやゆび姫(全園／11:38) ■うさぎとわにざめ (年中,年

長／8:05) ■てぶくろ(年少／9:15) 

GＶ-36／ ￥2,057                        カラオケ付  

ミュージカル 裸の王様／おおきなかぶ／北風と太陽    
■はだかの王様（全園／14:23） ■おおきなかぶ（年少,年中

／6:52） ■北風と太陽（年中,年長／6:04）  

GV-16／￥2,057                         カラオケ付  

ミュージカル 人魚姫／うさぎとかめ          
■人魚姫(年中･年長／16:55) ■うさぎとかめ(全園児／15:36) 

GV-5／￥2,057                          カラオケ付 

ミュージカル 三匹の子ブタ／鶴の恩返し         
■三匹の子ブタ（年少年中／10:11） ■鶴の恩返し（年長～低学年／14:46） 

♦ 振付;中右貴久・菊岡彩先生 ♦ 

GC-868／￥2,160                        カラオケ付      

あそび劇シアター ジャックとまめのき／うらしまたろう 

■ジャックとまめのき （10：05／年中・年長向き） 

■うらしまたろう（13:25／年長・小学校低学年） 

楽譜⇒BDC-868「あそび劇シアター  ジャックとまめのき／うらしまたろう」￥1,944 

GC-049／￥2,160                        カラオケ付 

あそび劇シアター 3 びきのやぎとトロル／さるかにがっせん／ピンポーン 
■3 びきのやぎとトロル（7：17／3～4 才） ■さるかにがっせ

ん（9：37／5 才～小低学年） ■ピンポーン（5：12／1～2 才） 

楽譜⇒BDC-049「3 びきのやぎとトロル／さるかにがっせん／ピンポーン」￥2,160 

GC-524／￥2,160                        カラオケ付 

はっぴょう会 劇あそび 長ぐつをはいたネコ／くるみ割り人形 
■長ぐつをはいたネコ（14：19 対象／年長、小低学年） 

■くるみ割り人形（11：33 対象／年中、年長） 

楽譜⇒BDC-524「はっぴょう会 劇あそび 長ぐつをはいたネコ／くるみ割り人形」￥2,160 

♦ 監修･振付;城野賢一･清子先生 ♦ 
GV-1001／￥2,469 

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜1＞     
■アラビアン-ナイト（40:17） ■アラジンとまほうのランプ

（22:03） ■アリババと 40 人の盗賊（13:34） 

GV-1002／￥2,469 

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜2＞ 

■ピーターパンのぼうけん物語（32:11） ■ピノキオ物語

（23:52） ■そんごくう＜火えん山の巻＞（16:30） 

GV-1003／￥2,469                             

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜3＞ 

■竹取物語（27:16） ■やまたのおろち（28:13） ■つるのお

よめさん（14:06） 

GV-1004／￥2,469                             

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜4＞ 

■オズの魔法使い (28:46） ■美女と野獣(25：24） ■ふし

ぎの国のアリス―キャロル原作―（14:05） 

GV-1005／￥2,469                           

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜5＞やさしい小品集 外国編 

■てぶくろ（8:45／年少～） ■金のおの銀のおの―イソップ

童話―（6:03／年少～） ■金のがちょう（13:55／年少～） ■

みにくいあひるのこ（11:04／年少～） ■大きなかぶ（12:44） 

■北風と太陽（13:48） ■ありときりぎりす（12:22） 

GV-1007／￥2,469                             

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜6＞ 

■青い鳥 (33:02) ■森の神々と少女マルーシカ（37:09) 

■赤いくつ(9:18) 

GV-1008／￥2,469                             

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜7＞ 

■ジャックと豆の木(24:39) ■ヘンゼルとグレーテル(33:54)  

■ドン・キホーテのぼうけん物語(17:48)  

GV-1009／￥2,469                             

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜8＞ 

■いばら姫(28:44) ■しらゆきひめ(17:30) ■サンドリヨン＜

シンデレラ＞(14:27／年少～) 

GV-1010／￥2,469                           

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜9＞ 

■桃太郎(31:57) ■絵本ミュージカル「一寸法師／天の羽

衣／浦島太郎」（35：04） 

GV-1011／￥2,469                             

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10＜10＞やさしい小品集 日本篇  

■こぶとりじいさん(16:59／年少～)  ■したきりすずめ

(10:45／年少～) ■うりこひめとあまんじゃく(9:59／年少～) 

■さるかに、むかしばなし(17:05／年少～) ■ねずみのけっ

こん(18:34／年少～)  

GV-1006／￥2,052                         

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10 カラオケ集＜1＞ 

■アラビアン・ナイト ■美女と野獣 ■北風と太陽 

GV-1012／￥2,052                        

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10 カラオケ集＜2＞ 

■青い鳥 ■ヘンゼルとグレーテル 

GV-1013／￥2,052                            

城野賢一・清子作品集 決定版！ 音楽劇ベスト 10 カラオケ集＜3＞ 

■桃太郎 ■さるかに、むかしばなし ■ねずみのけっこん 

♦ 藤本ともひこ＆中川ひろたか ♦ 

書籍 BHA-837／￥2,160 

藤本ともひこ＆中川ひろたか 劇あそびミュージカル 
・3 びきのこぶた （対応 CD あり） ・こびととくつや （対応 CD

あり） ・ブレーメンのおんがくたい （対応 CD あり） ・さつまの

おいも （対応 CD あり） ・いただきバス ・あ！あめだ ・きのこ

のこ ・おさるとバナナ 

《対応 CD》 

GR-702「劇あそびミュージカル 3 びきのこぶた」￥1,028 

GR-704「劇あそびミュージカル こびととくつや」￥1,028 

GR-703「劇あそびミュージカル ブレーメンのおんがくたい」￥1,028 

GR-701「劇あそびミュージカル さつまのおいも」￥514 

♦ たにぞう･オフィスたにぞう ♦ 

GC-098／￥1,944                        カラオケ付 

絵本から劇あそび おしゃべりなたまごやき 

年少～小学／12:33 

楽譜⇒ＢＣ-098「おしゃべりなたまごやき」￥1,620 

GC-413／￥1,944                        カラオケ付 

絵本から劇あそび ブレーメンのおんがくたい 
年少～小学生／11:01  

楽譜⇒ＢＣ-413「ブレーメンのおんがくたい」￥1,200（税抜） 

♦ 振付：キッズスマイルカンパニー ♦ 
GK-410／￥2,500                        カラオケ付 

みんなが主役！オペレッタ～かんたん！5 分シリーズ～        
■3 びきのこぶた（約 6：20／2 才～） ■てぶくろ（約 5：40／2 才 

～） ■おおかみと 7 ひきのこやぎ（約 6：10／2 才～）  ■おお

きなかぶ（約 5：40／2 才～） ■うさぎとかめ（約 5：40／2 才～） 

GK-411／￥2,500                        カラオケ付 
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みんなが主役！オペレッタ～かんたん！5 分シリーズ～   

■あかずきん（約 6：00／2 才～） ■きんのがちょう（約 5：10／2 才

～） ■おむすびころりん（約5：30／2才～） ■しょうじょうじのたぬ

きばやし（約 5：00／2 才～） ■ももたろう（約 5：40／3 才～） 

GK-384／\2,571                        カラオケ付                                 

みんなが主役！オペレッタ～しらゆきひめ・わらしべちょうじゃ～ 
■しらゆきひめ（13：19／4 才～） ■わらしべちょうじゃ（12：

49／対象：4 才～） ■ありときりぎりす（5：14／2 才～） ■じゅ

うにし、やってこい！ （5：32／3 才～） 

GK-385／￥2,571                        カラオケ付 

みんなが主役！!オペレッタ～サルカニ大合戦・ねずみの嫁入り～  
■サルカニ大合戦（11：36／対象：3 歳～） ■ねずみの嫁入

り（10：52／3 才～） ■ブレーメンの音楽隊（10：34／4 才～） 

■オズの魔法使い（12：50／4 才～） 

♦ ケロポンズ ♦ 

GK-243／\2,571                       カラオケ付 

ケロポンズ＋藤本ともひこ 劇遊び大作戦！          
①《表現あそび》こぶたちゃん（約 2 分／0～2 才） ②《表現あそ

び》かくれんぼだいすき（約 2 分／0～2 才） ③《表現あそび》なに

かななにかな? （約 3 分／1～4 才） ④《表現あそび》なかまにい

れて（約 3 分／2～4 歳） ⑤《表現あそび》えかきうたやさん（約 2

分／2～4 才） ⑥《表現あそび》とんでけひこうき! （約 5 分／2～5

才） ⑦《劇あそび》ごろにゃんこはらぺこ探検隊（約 10 分／4･5

才） ⑧《劇あそび》ミュージカル エビカニクス（約 9 分／4･5 才） 

あそび方・楽譜⇒ＢＡ-243「ケロポンズ＋藤本ともひこ 劇あそび大作戦」￥1,296  

♦ 振付け：清水玲子 ♦ 

GK-222／\2,571       

世界の名作 替え歌 おぺれった～かわいく･コミカル編～                                 
金のがちょう（年長／11:30） ②ねずみの嫁入り（年中･長／10:40） 

③鏡よ鏡!（保護者／5:40） ④じゅげむじゅげむ（保護者／4：55） 

GK-223／ \2,571      

世界の名作 替え歌 おぺれった～なかよし･感動編～       
①かきくけこらこらドン（年中･長／11:20） ②ほっかほっかて

ぶくろ（年少／10:13） ③15 匹のこぶたとおおかみ（年中･長

／12:40） ④OH! みんなで（年少･年中／10:48） 

♦ 著：阿部直美／浅野ななみ ♦ 

BNA-499／￥2,376                        （CD 付） 

書籍／0-5 歳 発表会で盛り上がる 昔話の劇あそび 
■進め！桃太郎（0・1 才／5～10 分）  ■オオカミと子ヤギの

ホットケーキ（0～2 才／5～10 分） ■ブレーメンの音楽隊（2・

3 才／7～12 分） ■ウサギとカメの運動会（2・3 才／7～12

分） ■こびとの靴やさん（3・4 才／10～15 分） ■浦島太郎

（3～5 才／10～15 分） ■はらぺこヤギとトロル（3～5 才／10

～15 分） ■アリとキリギリス[イソップ童話（4・5 才／12～17

分） ■サルカニ（4・5 才／12～17 分） ■ネズミのよめいり

（4・5 才／10～15 分） ■なきむし姫と金のガチョウ（5 才／

15～20 分） ■アリババと宝の山（5 才／15～20 分） 

BCH-218／￥1,944 

書籍／阿部直美のうたっておどって楽しいオペレッタ！ 
■おおきなにんじん（3 才） ■3 びきのこぶたとおおかみ（3

才） ■てぶくろ（3～4才） ■うらしまたろう（4～5才） ■キン

コンかえるののどじまん（4～5 才） ■ねずみくんのたんじょ

うかい（5 才） ■ふしぎなこびとのくつやさん（5 才） 

GSE-694／￥8,208                 ☆ はカラオケ付 

阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.6（3 枚組） 

《オペレッタ》■「ももたろう」(8:48／年長、年中)☆ ■「さんび  

きのこぶたのおかあさんのたんじょうび」(11::1／年中、年長)

☆ ■「アリとキリギリス」(8:20／年少、年中)☆ 《ミニ・オペレッ

タ》■「サル・カニばなし」(5:12／年少～年長) ☆ ■「シンデ

レラとガラスのくつ」(5:57／年少、年中)☆ ■「おおきなかぶ

をぬこう」(3:55／3 才未満、年少) ■「まほうつかいとおどろ

う」(2:57 年少～年長)  ■「いっしょにあ・そ・ぼ」(2:12 3 才未

満、年少)  ■「海はひろいな ゆかいだな」(2:20 3 才未満～

年長) 

GSE-316／￥8,208                  ☆ はカラオケ付 

 阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.5（3 枚組） 

《オペレッタ》■「ジャックとまめのき」（10:30／年中、年長））☆ ■

「つよくてよわいぞじゃんけんぽん」（10:08／年中、年少）☆ ■

「あーら もったいなや」（7:45／年少、年中）☆ 《ミニ・オペレッタ》

■「金のがちょうの行進だ」（5:27／年少）☆ ■「これっくらいの

お弁当箱がありました」☆（6:20／3 歳未満、年少） ■「あつまれ

まきばに」（2:28／年少） ■「春・夏・秋・冬 たのしいな」（7:25／

3 歳未満、年少） ■「がっきのカーニバル」（2:35 年少～年長） 

書籍 BSE-810／￥2,160 

0・1・2 歳の劇あそび すぐ使える! （CD つき） 

《劇あそび》 わぁ！びっくり おおきな かぶ（1:47）  やぎ

とトロルのものがたり（2:15） ③こぶたのおうち（1:45） 

《歌とあそび》④にんじんチャチャチャ(1:46) ⑤たまごのう

た(1:03) ⑥大きなくりの木の下で(0:53) ⑦まあるいケーキ

(2:06) ⑧リズムでホイ(1:19) ⑨チェチェコレ(1:00) 
GSE-226／￥8,208                  ☆ はカラオケ付 

阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.4（3 枚組） 

《オペレッタ》■「かさじぞう」（12：00／年長・中）☆ ■「くまど

んときつねどん」（10：20／年長・中」）☆ ■「てぶくろがおち

てたよ」（6：00／年少・未満児）☆ 《ミニ・オペレッタ》「きたか

ぜさんとたいようさん」（3：35／年中・少）☆ ■「ももたろうロッ

ク」（2：13／年長・中） 《リズムダンス》①おむすびすっとんとん

(2:10／年中・少) ②あんよでトントン(2:58／年少・未満児) ③

ゴリラのおんがくかい(2:56／年中・少) ③げんきで 1・2 の

3(2:29／年少・未満児) ④トナカイさんがくるよ(2:24／年長・

中) ⑤おはなしのくにから(3:30／年中・少) 

GSE-211／￥8,208                  ☆ はカラオケ付 

阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.3（3 枚組） 

《オペレッタ》■「ブレーメンのおんがくたい」（10：34／年長）☆ 

■「うらしまたろうの冒険」（6：33／年中･少）☆ ■「大きなカ

ブをウントコショ」（5：59／年少）☆ 《ミニ・オペレッタ》「動物園は

たのしいな」（2：27／未満児・年少） ■「むかしばなしおんど」

（1：40／年少・中） ■「むしのおんがくかい」（2：27／年少・

中） ■「なかよしメドレー」（3：48／未満児） ■「そろりそろっ

と」（2：01／年中） 《リズムダンス》①タイガーポリスマン(2:43／年

中・長) ②おおいそぎサンタさん(1:59／年中・長) ③スポーツだいす

き(3:24／年中・長) ④ティンクルリンリン(3:43／年中・長) 

GSE-985／￥8,208                  ☆ はカラオケ付 

阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.2（3 枚組） 
《オペレッタ》■「おむすびころりんすっとんとん」（10：00／年長･

中）☆ ■「ねずみくんのおんがくかい」（9：40／年中･長）☆ ■

「こびとさんとくつやさん」（8：00／3･4才）☆ 《ミニ・オペレッタ》

■「こぶたとおおかみ」（2：46／年少・未満児）☆ ■「わくわく・

びっくりランド」（2：46／ 年少・未満児）☆ ■「うさぎとかめ」(2：

52 年少・未満児） 《リズムダンス》①はけたよパンツ(2:10／未満 

児)②リトミックであそぼう(1:45／2・3 才） ③ダンシングうきうき

バナナ(2:10／年中・長) ④ちゃわんとごはん(1:33／年少・中) 

GSE-764／￥8,208                  ☆ はカラオケ付 
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阿部直美のみんなが主役のオペレッタ No.1（3 枚組） 

《オペレッタ》「おおかみと七ひきのこやぎ」（9:12／年長･中）☆ 

■「ねんころカメのこもりうた」（9:30／年中･少) ☆《ミニ･オペ

レッタ》「さんびきのヤギとトロル」（2:46／年少･未満児） ■

「みんなでブレーメン」（1:21／年少) 《リズムダンス》①アイス

クリームのうた(2:31) ②となりのトトロ(4:13) ③あわてんぼ

うのサンタクロース(3:17) ④くるまになってあそぼう(1:36) 

絵本／みんなでやろう  

有名なお話を、劇あそびが簡単にできるよう、それぞれの登

場人物のセリフにマークがついています。 
 

IPH-010 みんなでやろう ももたろう           ￥1,188 

IPH-332 みんなでやろう おおかみと七ひきのこやぎ ￥1,188 

IPH-350 みんなでやろう おむすびころりん     ￥1,188 

IPH-534 みんなでやろう かさじぞう           ￥1,296 

IPH-792 みんなでやろう ジャックとまめのき    ￥1,296 

IPH-473 みんなでやろう ブレーメンのおんがくたい  ￥1,296 

書籍 BCH-172／￥4,212 

劇あそび 脚本と演出 

できるだけクラス全員で、日常保育に取り入れられる作品

を掲載。20 の指導のポイント、作品ごとのステージの配置、

衣装や道具の作り方、楽譜、演出メモ、巻末には、会場装飾

のアイデア・お面のイラスト集も載っています。 

♦ ミツル＆りょうた ♦ 

GMR-015／￥2,571 

みんなでオペレッタ 昆虫太極拳 
「昆虫太極拳」がオペレッタになりました。オペレッ

タのほか、あそびうたも収録。台本、振付、メロディ

譜、を掲載した冊子つき。 
※版権の関係上、曲目『昆虫太極拳』は収録・振付の収載はされていません。 

♦ 著：河合礼子 ♦ 

書籍 BGA-405／￥2,376                   （CD 付） 

0～5 歳児の劇あそび むかしばなしで発表会 アクトリズム オペレッタ 
台本、衣装、小道具、ピアノ伴奏譜を掲載。 

《アクトリズム編 0・1・2・3 歳児向き》・ウシとカエル ・ウサ

ギとカメ ・大きなカブ ・アリとキリギリス ・北風と太陽 ・3

匹の子ブタ ・桃太郎 《オペレッタ編 3・4・5 歳児向き》・お

むすびころりん ・こびとと靴屋 ・てぶくろ ・3 匹のヤギ ・

ブレーメンの音楽隊 

♦ 著：井上明美 ♦ 

書籍 BGI-985／￥2,160 

みんなが主役の劇あそび（CD 付） 

ブレーメンの音楽隊(4～5 才） オオカミと 7 ひきの子ヤ

ギ（4～5 才） 井戸の水（4～5 才） 白鳥の王子（5 才） 

小鳥と友だち（4～5才） 十二支のはじまり（4～5才） 

いなかのネズミと町のネズミ（4～5 才） 人間のふくろ（5

才） ふくろうのそめものや（4～5 才） かさじぞう（4～5

才） サルとカニ（5 才） 

書籍 BGI-912／￥2,160 

保育の劇あそびシナリオ＆ダンス（CD 付） 
金のおのと銀のおの ②旅人とライオン ③虹色の鳥 ④

さるじぞう ⑤金太郎 ⑥わらしべ長者 ⑦まんじゅうこわい 

⑧浦島太郎 

書籍 BGI-841／￥2,160 

保育の劇あそびシナリオ特選集 3（CD 付） 

①ヘンゼルとグレーテル ②ブレーメンの音楽隊 ③王様に

なりたかったカラス ④オオカミが来たぞ！ ⑤ジャックと豆の 

木 ⑥井戸の水 ⑦10 人のオテントサン⑧おいも ころころ 

書籍 BGI-770／￥2,160 

保育の劇あそびシナリオ特選集 2（CD 付） 
①ライオンに化けたロバ ②よくばり子ガラス ③はだかの

王様 ④みにくいアヒルの子 ⑤魔法の笛 ⑥十二支のはじ

まり ⑦おむすびころりん ⑧サルとカニ 

書籍 BGI-690／￥2,160 

保育の劇あそびシナリオ特選集（CD 付） 

・アリとキリギリス ・いなかのネズミと町のネズミ ・金のが

ちょう ・赤ずきん ・6 人ののんきもの ・ももたろう ・聞き

耳ずきん ・ネズミのよめいり   

♦ 著;秋田桂子／音楽;中地雅之 ♦ 

書籍 BH-813／￥2,160 

劇あそび 脚本＆CD＆コスチューム（CD 付） 
①ねずみのよめいり（3 才から） ②うらしまたろう（4 才から） 

③わらしべちょうじゃ（5 才から） ④三びきのこぶた（3・4・5

才） ⑤おおかみと七ひきのこやぎ（3 才から） ⑥ぞうのはな

はなぜながい（4 才～） ⑦ながぐつをはいたねこ（5 才から） 

書籍 BH-385／￥2,160       

3･4･5 歳児の劇あそび 脚本＆ＣＤ            
①まこちゃんのおたんじょうび（3 才から） ②おいもをどうぞ！（3

才から） ③こびとのくつや（4 才から） ④のんびりきかんしゃポ

ーくんとサーカス（4才から） ⑤ももたろう（5才から） ⑥11ぴき

のねことあほうどり（5 才から） ⑦ブレーメンの楽隊（5 才から） 

♦ 著;犬飼聖二 ♦ 
書籍 BNA-320／￥2,030 

0～3 歳の カンタンたのしい 劇あそび（CD 付） 
《オペレッタ(歌、セリフ入り)》①おおきなかぶ ②7 ひきのこ

やぎ ③おむすびころりん ④あかずきん ⑤てぶくろ ⑥こ 

ぶたとおおかみ 《おゆうぎ》①さんぽ ②とんでったバナナ 

③ふしぎなポケット ④おはながわらった ⑤南の島のハメ

ハメハ ⑥おもちゃのチャチャチャ 

♦ 年長～小学生向き ♦ 

書籍 BO-429／￥3,086   

合唱構成 ぞうれっしゃがやってきた（CD 付） 

ピアノ譜・台本を掲載。練習用カラオケ付き（約 35 分） 

GC-047／\2,808 （台本なし） 

小学生のための音楽劇 スーホの白い馬／魔界とぼくらの愛戦争 
《音楽劇》スーホの白い馬（約 16 分） 

《音楽劇》魔界とぼくらの愛戦争（約 22 分） 

楽譜⇒BC-047「スーホの白い馬/魔界とぼくらの愛戦争」￥1,512 

GC-048／\2,808  （台本なし） 

小学生のための音楽劇 手袋を買いに／赤いろうそく 
《音楽劇》手ぶくろを買いに（約 14 分） 

《音楽劇》赤いろうそく（約 14 分）。 

楽譜⇒BC-048「手ぶくろを買いに/赤いろうそく」￥1,512 

GTY-015／\2,700 

音楽物語 くじらぐも／ちびっこカムのぼうけん／とべないホタル 

■くじらぐも（8:27） ■ちびっこカムのぼうけん（12:09） ■

とべないホタル（10:03） 

楽譜⇒「くじらぐも/ちびっこカムのぼうけん」￥1,296 

楽譜⇒「とべないホタル」￥864 

GV-1021／￥3,240 

子どものための 10 分間ミュージカル集 1 大きなかぶ／ごんぎつね 

■音楽物語「大きなかぶ」 ■音楽物語「ごんぎつね」 

GV-1022／￥3,240 
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子どものための 10 分間ミュージカル集 2 ミュージカル カレーライスつくろう／たぬきの糸車 

■カレーライスをつくろう ■たぬきの糸車 

楽譜 BV-039／￥1,512 

子どものための 10 分間ミュージカル集 大きなかぶ／ごんぎつね／たぬきの糸車／カレーライスつくろう 

4 作品の台本・楽譜を掲載。 

GV-1023／￥3,240 

子どものためのミュージカル集 ポンタとキタキツネ 

上演時間／約 20 分 カラオケ＆効果音付き。 

書籍 BO-075／￥3,086      
遊べる 10 分オペレッタ ガラガラドンと妖精たち（CD 付）    

■ガラガラドンと子トロルたち（10:58）  ■キジムナーとみんな

であそぼ（10:19） ■森のともだちコロポックル（11:05） 

書籍 BO-563／￥3,086 

こどもとつくるオペレッタ じごくのそうべえ （CD 付）       
上演時間：約 26 分 

書籍 BO-655／￥3,086   

こどもとつくるオペレッタ そうべえごくらくへゆく （CD 付） 
上演時間：約 32 分 

書籍 BO-068／￥3,086 

スクール･ミュージカル 少年少女冒険隊 （CD 付）     
上演時間約 45 分） 

♦ 劇あそびのための BGM・効果音♦ 

書籍 BNA-308／￥2,160 

劇あそびの楽曲・BGM・効果音集 （CD 付） 
「劇あそび」のテーマ曲、劇中曲、BGM、効果音を収録した一冊。 

GC-712／￥1,944       
つかえる！あそべる！劇あそび BGM 集 日本の昔ばなしセット        
■《創作劇》おむすびころりん（9：54）カラオケ付 ■かさじぞ

う［BGM 集］■ももたろう［BGM 集］ 

GC-713／￥1,944      

つかえる！あそべる！劇あそび BGM 集 世界の昔ばなしセット       
■《創作劇》おおかみと七ひきのこやぎ （9：17）カラオケ付 

■3 びきのこぶた［BGM 集］ ■大きなカブ［BGM 集］ 

GC-714／￥1,944      

つかえる！あそべる！劇あそび BGM 集 プリンセス･冒険・いろいろお役立ちセット  
「ピーターパン」「シンドバッド」「孫悟空」などに使えるかっこいい

BGM や、「シンデレラ」「白雪姫」「眠れる森の美女」などに使える

かわいい BGM、いろいろなシーンで活用できる効果音を収録。 

楽譜 BC-712／￥2,160         

つかえる！あそべる！劇あそび BGM 集                           
「創作劇 おおかみと七ひきのこやぎ」「3 びきのこぶた」

「大きなカブ」「創作劇 おむすびころりん」「かさじぞう」「も

もたろう」の楽譜とセリフ、「BGM 集」は楽譜を掲載。 

XF-151／￥3,086 

ごっこ遊びの効果音 ベストセレクション 

“ごっこ遊び”の効果音を集めた CD。 収録音を使った遊びのガイドブック付き。 

♦ 書籍：劇あそびのための脚本集･楽譜集 ♦ 
▼ 書籍 

BCH-203 「発表会のための年齢別 劇・オペレッタ＆合奏」￥1,944 

BCH-188 「昔話で楽しむ劇あそび 2」￥1,944 

BH-767 「絵本つき改訂版 低年齢児の劇ごっこ集」￥1,728 

BCH-134 「昔話で楽しむ劇あそび」 ￥1,944 

BFL-283 「みんなでつくろう発表会」 ￥2,376 

BH-723 「名作劇あそび」 ￥1,728 

BH-716 「劇あそび脚本集」 ￥2,520 

BH-767 「低年齢児の劇ごっこ集」￥1,728 

BCH-103 「たのしい劇あそび 20 選」 ￥1,728 

BAT-021 「こどものための 幼児の劇あそび」 ￥2,160 

BSU-159 「劇あそび 春夏秋冬」 ￥1,836 

BAD-022 「あそべ あそべ 発表会」￥1,944 

BAD-151 「くろいわていこのたのしい舞台劇」￥1,620 

BCH-111 「幼児のオペレッタ 傑作集」 ￥1,728 

BCH-026 「絵本であそぶ 12 か月 ―行事に生かす絵本ガイド―」￥1,944 

BCH-160 「ごっこ遊び大集合 ―なりきって遊んじゃおう！―」￥2,160 

BCH-148 「忍者大集合 ―忍者になって遊んじゃおう！―」￥2,160 

BNA-319 「すぐに作れる！かんたん！かわいい！！発表会のコスチューム 124」 ￥1,944 

BSE-805 「不織布＆ポリ袋で作るカンタン！かわいい！ 発表会コスチューム」 ￥1,944 

BAD-052 「アイデアあふれる ぴかぴかコスチューム」 ￥2,052 

▼ 楽譜 

BON-329 「子どものための合唱ミュージカル 100 万回生きたねこ」 ￥1,512 

BON-816 「子どものための音楽ものがたり スイミー」\756 

BD-243  「こどものオペレッタ 白鳥の皇子」￥1,944 

BHI-835 「ボリューム満点！大満足！劇あそびのための曲集」 ￥1,058 

 

パネルセット 

♦ むかしばなしパネルセット ♦ 

▼パネルメイト（サイズ 16ｃｍ×16ｃｍ） ￥1,543※そのまま使えます 

ＰＡＤ-286 「あかずきんちゃん」  

ＰＡＤ-285 「うさぎとかめ」          

ＰＡＤ-809 「おおかみと 7 ひきのこやぎ」 

ＰＡＤ-287 「おおきなかぶ」 

ＰＡＤ-808 「おむすびころりん」 

ＰＡＤ-160 「3 びきのこぶた」 

ＰＡＤ-806 「ねずみのよめいり」 

ＰＡＤ-807 「ブレーメンのおんがくたい」 

▼古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選（サイズＢ4）￥4,104   
※ハサミで切るだけですぐに使えます 

ＰＡＤ-087 赤ずきんちゃん 

ＰＡＤ-055 かさじぞう  

ＰＡＤ-085 さるかに合戦  

▼名作カラーパネルシアター（サイズＢ4） ￥4,190 
※ハサミで切るだけですぐに使えます 

ＰＨＩ-125  あかずきん  

ＰＨＩ-132  おむすびころりん 

ＰＨＩ-156  3 びきのこぶた 

ＰＨＩ-149  ももたろう 

▼カラーパネルシアター（サイズＢ4）※ハサミで切るだけですぐに使えます 

ＰＡＩ-603 ふしぎなポケット／おおきなかぶ ￥4,190 

ＰＡＩ-502 3 びきのこぶた／だぁしてひっこめてこんにちは  ￥4,320 

ＰＡＩ-290 三びきのやぎとトロルのおはなし ￥4,320 

♦ パネルシアター 書籍 ♦ 

書籍 BHI-654／\2,700 
パネルシアター どうぞのいす（型紙付）   著；阿部恵    

シナリオ、演じ方、さらにお話から発展した保育のしかたを掲

載。演じ方は写真でわかりやすく説明しています。型紙付。 

①どうぞのいす ②ぽんたのじとうはんばいき ③うさぎの

ダンス ④ゆうびんうさぎとおおかみがぶり 

在庫の有無なども含め、詳しくは HP をご覧ください。 
 

 

株式会社マリユス アイアイ・キッズランド 

お問合せ 045（481）7551 






