
2016 年うんどう会用 CD のご案内 
 

拝啓 、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
いつも当店をご利用いただきましてありがとうございます。 

 

「2016 年うんどう会用 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をいただけます。こちらも合わせてご利用ください。 

 

   

 

 

＜ご注文方法＞ 

① FAXでのご注文･･･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。 

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。 

 

＜送料（税込）＞ 

 ○ FAX 注文：全国一律 400 円                           

○ インターネットでご注文：1,500 円以上送料無料（1,500 円未満は場合、送料 320 円） 

    ＜お急ぎ便＞をご利用の場合は、別途 380 円がかかります。 

○ 代引きでのご注文の場合、別途代引き手数料 390 円がかかります。 
 

※ ご自宅へお届けの場合、郵便振替はご利用いただけません。ご注意ください。 

※ ご自宅へお届けの場合、お支払い確認後の発送です。 

 

＜配送・お引渡し方法＞ 

日本郵便にて発送いたします。 

 

＜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。繁忙期はネット注文の法が早く発送される事があります。 

 

＜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（振込手数料は弊社にて負担）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） 

 

 

アイアイ･キッズランド 

http://www.aiaikids.co.jp/ 
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≪2016 年度運動会カタログ≫ 
 

【2016 年 運動会用「ダンス・表現」】   

[監修・振付：平多正於舞踊研究所] 全曲イラスト振付付き 
UV-130                        2016 年運動会  祭り太鼓 NIPPON！                       ￥1,728 

祭り太鼓 NIPPON！ 本格的な和太鼓の入った曲が Good！バチを持って。 4:12 
年 長 ～

小低学年 
つくろう ガリバーさんの帽子 １・２・３！でパラバルーンがいろんな帽子になっちゃうよ！ 4:26 年中・年長 
よさこいブギウギ！ ブギーの楽しいリズムにノって踊る、楽しい「よさこい」。 3:27 

年 長 ～

小低学年 
なんでも忍者でござる！ テンポの良いコミカルな曲で踊る、みんな大好きかわいい忍者の踊り。 3:51 年中・年長 
ガンバルンバ体操 今日も、ガンバルンバ・はりきルンバ・がんばらんば♪楽しい体操 2:55 全園 

UV-131                          2016 年運動会  ハイサイ！島んちゅ                        ￥1,728  

ハイサイ！島んちゅ 沖縄の旋律とリズムで、楽しく踊るカチャーシー！島んちゅハイッ！ 3:15 
年 長 ～

小低学年 
プチっ！トマトちゃん 頭にトマトの帽子をかぶった、可愛いミニトマトちゃんが大集合。 2:56 ２・３才 
空手だ！全員集合！ 厳しい空手の修行を、優しく、そしてカッコ良く！ 3:09 

年 長 ～

小低学年 
あんぱん チョコパン フランスパン かわいい行進曲！大好きなパンを旗に描いて行進だ！ 3:04 年中・年長 
Zoo Zoo Zoo かわいい動物が次々に登場。だれがキリンさんになるのかな？ 3:32 年少 

UV-132                        2016 年運動会  エビバディゴー！運動会                    ￥1,728 
エビバディゴー！運動会 運動会のオープニングは、カッコイイ ROCK で！ポンポンを持って。 3:42 

年 長 ～

小低学年 
りすさんのどんぐり拾い 大きなどんぐりは、りすさんの宝物。ほっこりかわいい踊り❤ 3:01 ２・３才 
フルーツ・フラッグ カラフルな旗を持ったフルーツたちが、元気に大行進！ 2:57 年少・年中 
ぼくらは宇宙飛行士 スカーフをなびかせ、ポンポン持って元気よく、宇宙飛行士に変身！ 3:30 年中・年長 
トップランナー～つなごうバトン ６色のカラーバトンを使い、運動場を華やかに演出します。 3:48 

年 長 ～

小低学年 
UBV-16                         2016 年平多正於舞踊研究所運動会用テキスト              \2,160 
2016 年運動会 CD ～ の振付を写真入でわかりやすく解説しています。 
UV-002                             2016 運動会ベスト Vol.1（DVD 付）                   ￥1,944 
●CD 収録曲 

ソイヤ！まとい節 男気溢れるカッコイイ曲！「ソイヤ！」のかけ声で威勢良く！ 3:54 
年 長 〜

小低学年 
ダンシング・サファリ 太鼓のリズムでダンシング！腰ミノを振ってカリブ〜アフリカ！ 2:43 年中・年長 
ブンブン・パラダイス スカのリズムにのせて、二つ折りにしたタオルをブンブンまわせ！ 3:52 年中･年長 
一歩でもマンボ！ マンボのリズムでみんな楽しく踊りましょ！「う～っ・マンボ！」 3:00 年少･年中 

●DVD 収録映像 
ソイヤ！まとい節 

ダンシング・サファリ 

ブンブン・パラダイス 

一歩でもマンボ！ 

振付映像は全曲フルバージョンで収録 

 
[振付;たにぞう・ひろみち] ☆=イラスト振付付き 
UK-355                          ひろみち＆たにぞうの伝説の運動会                      ￥2,600 
①ひろみち＆たにぞうの 伝説の

ファンファーレ！（かけ声入り）  

ひろみち＆たにぞうと「伝説の男」のかけ声で、今年も伝説が生まれ

る・・・！  
0:32 ――― 

②夢をつかめ！ ☆ 
開会式の入場行進曲。観客をひきつけるかわいいパレードからスタート！

［入場行進］ 
2:40 全園 

③まっくらけっけっけ ☆ 全園児みんな大好き！こわがりおばけのコミカルな体操。［準備体操］ 2:27 全園 
④伝説の中華 ☆ 

「ショーロンポー」「ワンタンメン」「タンタンメン」、カンフーシェフのおもしろ

ダンス！ 
3:40 4 才 

⑤なんだかんだパンダ！ ☆ 可愛いラテンのリズムで、かわいいポンポンダンス～！ 2:45 3 才 
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⑥ギャフンと一発！ ☆ 

『ギャフンと一発！』が子どもたちの流行語になることまちがいない！<br> 

作曲＆ゲストボーカルは『完全無欠のロックンローラー』（アラジン）、『羞恥

心』（作曲）でおなじみの高原 兄（ケイ）さん！ 

3:57 5 才 

⑦フレッシュ・ビタミン・スペシャ

ル！ ☆ 
バナナ・りんご・イチゴ！ビタミンいっぱい爽やかミュージックの親子体操 3:07 親子 

⑧チャオ！チャオ！チャオ！ ☆ 
なげキッスときめポーズでカメラ目線☆ちっちゃい子向けかわいい“あい

さつ”ダンス 
2:00 0･1･2 才 

ウキウキパレード☆スペシャル

バージョン！ ☆ 

ひろみち＆たにぞう運動会セミナーのアンコールソング『ウキウキパレード』

が 10 作目で復活！！ さぁ、みんなでおどるゾ！ 
3:37 全園 

まじめ忍者！ ☆ 
話題のあのポーズで観客爆笑！落ちた手裏剣はすぐ拾っちゃう、まじめ忍

者参上！［体あそび］ 
2:48 全園 

はしれ！ジャイアント！ ☆ パパはいだいなプロレスラー、わんぱくキッズにぴったりのファイトダンス！ 2:28 全園 
最後のプレゼント 

卒園ソングにもぴったり。運動会のエンディングにみんなで歌おう。先生・

保護者の歌にも！［メッセージソング］ 
5:03 ――― 

■ボーナストラック 
ひろみち＆たにぞうの 伝説の

ファンファーレ！ 
セリフなし 0:24  

ＹシャツとＴシャツとわたし 歌なし。歌･振付けありは「ひろみち＆たにぞうの全力！！運動会」 3:15 ――― 
ＧＯ！ＧＯ！サーフィン 歌なし。歌･振付けありは「ひろみち＆たにぞうの全力！！運動会」 2:42 ――― 
これがにほんのおまつりさ 歌なし。歌･振付けありは「ひろみち＆たにぞうの全力！！運動会」 3:30 ――― 
最後のプレゼント カラオケ 5:03 ――― 

書籍 BSE-355               ひろみち＆たにぞうの 運動会カーニバル！（4/26 頃入荷予定）           ￥1,823  
CD「ひろみち＆たにぞうの伝説の運動会」の解説本。入場行進や準備体操、年齢別ダンスなどを詳しく解説しています。 
UK-356   ぴよピヨ行進曲～ひろみち＆たにぞう 0・1・2さいだってキメルぜ！うんどう会＆はっぴょう会  ￥2,300 
①ぴよピヨ行進曲 ☆ かわいいひよこちゃんになって、よちよちマーチ…からのノリノリダンス！これは新しいダンス 1:52 
②かぼちゃチャチャ ☆ ハロウィン発表会にも使える、キャンディちょうだいポーズがかわいいおしりフリフリダンス 2:28 
③のりのりわかめ〈ひろみち＆たに

ぞうバージョン〉 ☆ 

人気の「のりのりわかめ」ダンスがひろみち＆たにぞう歌＆新振り付けバージョン

で登場！ 
2:32 

④アチャー〈ひろみち＆たにぞうバー

ジョン〉 ☆ 

これまた人気の太極拳風たいそう「アチャー」が、ひろみち＆たにぞう歌＆新振り

付けバージョンで登場！ 
2:08 

⑤キッチンたいそう～あかちゃんバージョン～ ☆ 「キッチンたいそう」が赤ちゃんバージョンに！カレーをつくるよ。発表会にもグッド！ 2:15 
⑥風になって さわやか運動会のうたで登場！初めての運動会もドキドキの運動会もわくわく気分に！ 3:08 
⑦ピクニック ☆ 親子でなかよくピクニックにでかけよう！赤ちゃんむけ演目のＢＧＭにもぴったり。 2:10 
⑧しろくまのたかいたかい ☆ ママパパにいっぱいたかいたかいをしてもらえる、ふれあいあそび。 2:13 

おかたづけ！ごくろうさん ☆ 運動会、発表会、日常保育に！がんばっている姿を見せよう！かわいいおかたづけソング 1:24 
おにぎりをたべよう 運動会のお弁当タイム、エンディングの歌にも！ほのぼのかわいいキッズソング 3:07 
ぴよピヨ行進曲 歌なし 1:52 
かぼちゃチャチャ 歌なし 2:28 

 

[監修・振付：阿部直美] 全曲イラスト振付付き  
UK-357 阿部直美の 0・1・2 才児 うんどうかい ぴょんぴょこたいそう ￥1,944 

ぴょん ぴょこ たいそう ゆっくりしたテンポ。ジャンプを基本にした体操曲 1 才～ 2:44 
2.あひるのぎょうれつ 並んで歩くだけでもかわいいダンス 0 才～ 0:55 
ドロロン・ロック スキンシップが楽しめる親子リズムゲーム 1 才～ 1:13 
Go!Go!おにぎりやま 子どもがおにぎりになるふれあいダンス 1 才～ 3:16 
アンパンマンのマーチ 人気のヒーローになって元気に踊ろう！ 2 才～ 2:58 
ころころ どんぐりさん 手遊びもできる、簡単な振付のダンス 0 才～ 1:27 
パチパチ パレードっ! 体を大きく動かす体操ふうのダンス曲 1 才～ 1:58 
ぞうさん ありさん おんど 大きくなったり小さくなったりする音頭 1 才～ 1:54 
ひっつきむし ピョン おんぶやだっこが楽しい、親子ふれあい遊び 2 才～ 1:29 
いっしょに あ・そ・ぼ ひよこやゴリラに編成ん！ゆかいな表現遊び 2 才～ 2:15 
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[振付：中右貴久・菊岡彩] 全曲イラスト振付付き    

UC-419                       2016 うんどう会 ノリノリ！のりものたいそう                   ￥1,700 
 ノリノリ！のりものたいそう  

～チャギントン テーマソング～新幹線でゴー！ゴ・ゴ―！～くじらのバス～ヘリコプター～ 

乗り物の動きでからだを楽しくストレッチ！ 
3:46 全園児 

動物園へ行こう いろんな動物になって踊ろう 2:28 ２才～年長 
ココナツ島はいつも夏 南国ふうの明るい楽曲でにのせて、ハワイアンな気分で踊ろう 2:24 

年少･年中、 

２才～親子 

ヴァケイション 保護者も一緒に盛り上がるフォークダンス 2:53 

年少以上

幼児、親子 

保護者 
いちにちげんきに うんどうかい 運動会のはじまりにもぴったり。ノリノリなサークルダンス 2:36 全園、親子 

UC-420                              2016 うんどう会 さるさるさ                        ￥1,700 
①さるさるさ  さる年にはこの作品！おさるの耳としっぽをつけて、ラテンのリズムにのろう 1:58 １・２才 
②はねてピョンピョン バッタの親子になってピョンピョンジャンプ！ 1:34 

１～３才、

親子 
③たまごまごまご 早口言葉に合わせてあそんでみよう 2:10 

１～３才、

親子 
④どんぐりの背くらべ どんぐり帽でかわいく行進。入退場も含めて見せる作品 3:07 ２・３才 
⑤ぶらんこ のせて（げんき 

げんき ノンタン） 
ノンタンの歌にあわせて行う、親子のブランコあそび 2:26 

０～２才、

親子 
あかぐみ しろぐみ ちびっこ応援団になって三三七拍子！ 1:54 全園 

UC-421                              2016 うんどう会 ひかるみらい                     \1,700 
①ひかるみらい 人気曲で盛り上がろう！親子でもできるペアダンス 2:46 年少･年中 
②宇宙ダンス！ 豪華なファンファーレで始まる青空が似合う軽快な作品 4:33 年少･年中 
③クレヨンロケット ゆかいにブーブーブー♪コミカルなロックンロール 2:20 年少～年長 
④あひるサンバ 大人気ご当地キャラクターねば～る君の体操 2:57 年少･年中 
⑤ドレミファだいじょーぶ（は

じめてのおつかい） 
小旗２本で元気にすすむ元気なマーチング曲 3:44 年少･年中 

UC-422                         2016 うんどう会 レッツ! ジュウオウダンス                 ￥1,700 
レッツ! ジュウオウダンス

（動物戦隊ジュウオウジャー） 
「動物戦隊ジュウオンジャー」で放送中。パパイヤ鈴木振付の動物ダンス！ 3:54 全園児 

②Pecori❤Night   ポンポンを持ったチアダンスで盛り上げよう 2:30 
年中～

年長女子 
③アンダー・ザ・シー（リトル・

マーメイド） 
海底の世界を表現！布やリボンを持って踊る賑やかな作品 3:08 年中・年長 

④地球は廻る エンディングに最適なフォークダンス 3:29 
年中・年長

保護者 
⑤よさこいソーランロック 

よさこい鳴子踊り×ソーラン節をロックにアレンジ！鳴子を持って踊るパンチのあ

る作品 
3:57 

年中～

小学生 
UC-423                        2016 うんどう会 鼓舞太鼓                  ￥1,700 

鼓舞太鼓 力強いバチさばきで魅せよう。勇ましい和物作品 3:46 
年長～

小低学年 
わたっていこう虹の橋 スケールの大きな爽やかな楽曲。隊形変化が美しい大旗とバルーン 振付２種 3:51 

年中～

小低学年 
超絶☆ダイナミック！（ドラ

ゴンボール超） 
パンチのあるサウンドにのせてかっこよくキメよう 3:37 

年長～

小低学年 
にんにん忍たま音頭（忍た

ま乱太郎） 
みんなじゃんけんぽん！陽気な音頭 4:05 

全園、 

全児童、

保護者 
ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ！いいことあるさ 元気の出る応援ソングにのせて行う組体操 4:05 年長以上 

UBC-16                        書籍右貴久・菊岡彩うんどう会テキスト                      ￥2,200 
2016 年うんどう会 CD5 タイトルの全振付を網羅したテキストです。 講習内容にもリンクしています。 
 

【2016 年 運動会用「マーチ集」】  

MC-465    2016 ポップ・ヒット・マーチ～スター・ウォーズ メインテーマ／もしも運命の人がいるのなら(振付：中右貴久・菊岡彩）   ￥3,024 
【並足】 

スター・ウォーズ メインテーマ  小旗・マスゲーム ♩＝100 3:25 年長～小学生 
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365 日の紙飛行機＞AKB48 大旗・マスゲーム ♩＝116 3:28 小学生 
③もしも運命の人がいるのなら＞西野カナ（第 88 回選抜高

校野球大会 入場行進曲） 
中～大旗・マスゲーム 

♩＝103

～110 
5:19 小中～高学年 

④Dragon Night＞SEKAI NO OWARI ――――― ♩＝118 3:17 ―― 
⑤あったかいんだからぁ♪＞クマムシ ――――― ♩＝120 3:50  ―― 
⑥海の声＞浦島太郎（桐谷健太） ――――― ♩＝100 3:11  ―― 

トリセツ＞西野カナ ――――― ♩＝102 3:50  ―― 
Summer Madness＞三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE ――――― ♩＝130 4:36  ―― 

【駆足】 
⑨Shake It Off＞テイラー・スウィフト ポンポン・ダンス ♩＝160 3:11 小学生 
⑩.Beautiful＞Superfly 中旗・ダンス ♩＝144 3:43 小中～高学年 
⑪唇に Be My Baby＞AKB48 ――――― ♩＝178 3:49  ―― 
⑫.Ki・mi・ni・mu・chu＞EXILE ――――― ♩＝150 3:35 ―― 

虹～桜坂～HELLO＞福山雅治 ――――― 
♩＝146

～142

～138 

3:55 ――  

歩いて帰ろう＞斉藤和義 ポンポン・マスゲーム 
♩＝96 

（♪＝192） 
3:38 年少～年長 

【並足・全員参加】 
メドレー： レット・イット・ビー～デイ・トリッパー～サムシ

ング～ヒア・カムズ・ザ・サン～ 愛こそはすべて(オール・ユ

ー・ニード・イズ・ラヴ)～シー・ラヴズ・ユー＞ザ・ビートルズ 

フォークダンス 
♩＝135

～120 
4:35 全員参加 

MC-466  2016 アニメ＆キッズ･ヒットマーチ～動物戦隊ジュウオウジャー／サザエさん～ （振付：中右貴久・菊岡彩）   ￥3,024 
【並足】 

キッズ・ヒット・メドレー2016：おひさまーち～おもちゃの

ブルース～ひかるみらい＞おかあさんといっしょ        
小旗・ダンス 

♩＝124

～128

～130 

3:46 年中～年長 

②メドレー～リーダーにつづけ：リーダーにつづけ～きみもと

べるよ！～右から 2 番目の星＞ピーター・パン 
フォークダンス ♩＝128 4:15 全員参加 

③サザエさん＞サザエさん フォークダンス ♩＝122 3:08 全員参加 
④トゥモロー＞アニー 大旗・マスゲーム ♩＝116 2:33 

年中～ 

小低学年 
⑤.きかんしゃトーマスのテーマ 2＞きかんしゃトーマスとなかまたち ポンポン・マスゲーム ♩＝110 2:34 年少･年中  

ゲゲゲの鬼太郎＞ゲゲゲの鬼太郎 ――――― ♩＝120 2:23 ―― 
⑦ワンツー！パンツ―！＞いないいないばあっ！ ――――― ♩＝132 2:19 ―― 

にじ ――――― ♩＝112 2:47 ―― 
プレゼント＞SEKAI NO OWARI（第 82 回 NHK 全国学校音楽コンクール 課題曲） ――――― ♩＝120 3:41 ―― 

【並足・駈足】 
謎＞名探偵コナン ――――― 

♩＝132 

(♪＝264) 
4:00 ―― 

【駈足】 
⑪動物戦隊ジュウオウジャー＞動物戦隊ジュウオウジャー ――――― ♩＝174 3:46 ―― 
⑫宇宙ダンス！＞妖怪ウォッチ ――――― ♩＝160 4:33 ―― 

MICKEY ポンポン・ダンス ♩＝148 3:52 小学生 
⑭銀河鉄道 999＞銀河鉄道 999 ――――― ♩＝148 3:09 ―― 

ファンタジー駆足メドレー：パート・オブ・ユア・ワールド～ビビディ・

バビディ・ブー～ハイ・ホー～狼なんかこわくない～星に願いを＞リトル・マ

ーメイド～シンデレラ～白雪姫～3 匹の子ぶた～ピノキオ  

風船・マスゲーム 
♩＝148

～144

～148 

4:03 小学生 

MC-467      ワールド・ヒット・マーチ～ハッピー／シング・シング・シング～ （振付：中右貴久・菊岡彩）      ￥3,024 
【並足】 

メドレー：ハロー・グッドバイ～ア・ハード・デイズ・ナイト～

ゲット・バック～イエロー・サブマリン＞ザ・ビートルズ 
大旗・マスゲーム ♩＝126 5:05 小学生 

スター・ウォーズ メインテーマ 大旗・マスゲーム ♩＝100 3:25 年長～小学生 
サンダーバード メインタイトル ――――― ♩＝120 3:16 ―― 
君の瞳に恋してる＞ボーイズ・タウン・ギャング ――――― ♩＝130 3:42 ―― 
伝説のチャンピオン＞クイーン ――――― ♩＝120 4:28 ―― 
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イッツ・ア・スモール・ワールド ――――― ♩＝124 3:11 ―― 
デイドリーム・ビリーバー＞ザ・モンキーズ ――――― ♩＝126 4:15 ―― 
サティスファクション＞ザ・ローリング・ストーンズ ――――― ♩＝134 3:12 ―― 

【BGM】 
メドレー：ホワットエヴァー～バッグ・イット・アップ～ドント・

ルック・バック・イン・アンガー～ワンダーウォール＞オアシス 
――――― 

♩＝90 

（♪＝180） 
5:40 ―― 

【駈足】 
シェイク・イット・オフ＞テイラー・スウィフト ポンポン・ダンス ♩＝160 3:11 小学生 
ハッピー＞ファレル・ウィリアムス ――――― ♩＝160 3:06 ―― 
シング・シング・シング ――――― ♩＝154 3:11 ―― 
ミッキーマウス・マーチ ――――― ♩＝140 3:36 ―― 
OLD JAZZ メドレー：ニューヨーク・ニューヨーク～A 列車

で行こう～イン・ザ・ムード 
小旗・ダンス 

♩＝142

～168 
5:06 小高学年 

MK-482      キング・スーパー・マーチ ヒットパレード～365 日の紙飛行機 （監修・振付：佐藤弘道）       ￥3,024 
【並足マーチ（曲間拍つなぎミックス）】 

ファンファーレ 2016 ――――― ♩＝123 0:25 ―― 
365 日の紙飛行機＞AKB48 スカーフを使った華やかなマスゲーム ♩＝124 4:18 

年長～

小高学年 
Dragon Night＞SEKAI NO OWARI ――――― ♩＝120 3:15 ―― 

R．Y．U．S．E．I．＞三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE ――――― ♩＝130 4:05 ―― 
なんでもねだり〈KANA-BOON〉 ――――― ♩＝132 4:32 ―― 

【駈足・競技マーチ（ヒット・スパーク！）】 
「スター・ウォーズ」メインテーマ＞スター・ウォーズ ――――― ♩＝154 3:20 ―― 
千本桜〈和楽器バンド〉 カラー軍手を使った元気なかけ声ダンス ♩＝154 3:26 

年中～

小高学年 
Beautiful＞Superfly ――――― ♩＝160 4:11 ―― 
START DASH SENSATION＞アイカツ! ――――― ♩＝170 4:34 ―― 
Wake up! ＞ONE PIECE 

アニメのヒーローになった気分でか

っこいいポンポンダンス 
♩＝180 3:39 

年長～

小高学年 
【パフォーマンス・マーチ】 

WE WILL ROCK YOU＞クイーン ――――― ♩＝81 2:14 ―― 
ザ・ヒットパレードのテーマ曲〈ザ・ヒットパレード〉 ――――― ♩＝155 1:12 ―― 
ザ・ヒットパレードのテーマ曲〈ザ・ヒットパレード〉 ――――― ♩＝155 1:50 ―― 
～ キッズ・パレード～SUN SUN SUN ！  

  ファンファーレ～おひさまーち 

ドラム・マーチ～サンサンたいそう 

ドラム・マーチ～手のひらを太陽に 

マスゲーム～リズム体操～組み立て

体操の 3 種演技 
♩＝124 3:02 

全園～ 

小低学年 

きょうからともだち 指導入り（声：佐藤弘道） 

きょうからともだち 駈足マーチ 
♩＝155 2:29 

全園～小低

学年、親子 
海の声（二胡入り） クールダウンストレッチ ♩＝76 4:06 

全園～小学生

保護者、一般 
【応援テーマ（ジングル）】 

WE ARE THE CHAMP＞THE WAVES 勝利のテーマ ―― 0:43 ―― 
女々しくて＞ゴールデンバンボー 復活のテーマ ―― 0:38 ―― 

【ボーナス・トラック（式典セット）】 
東京オリンピック・ファンファーレ ――――― ―― 0:34 ―― 
見よ、勇者は帰る ――――― ―― 2:03 ―― 
君が代 ――――― ―― 0:55 ―― 

 

【運動会 発売予定作品】  
◆DISC:1◆ 
①スター・ウォーズのテーマ＞～映画「スター・ウォーズ」シリー

ズ テーマ曲【並足】 
 ♩=120 3:24 ―― 
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②空へ＞映画「ドラえもん 新・のび太の日本誕生」主題歌

【並足・競技】 
ポンポンのダンス ♩=103 3:21 

年中・

年長 

③アロハ・エ・コモ・マイ＞アニメ「リロ・アンド・スティッチ」主

題歌【並足】 
パラバルーン ♩=108 3:15 全園 

④夢をかなえてドラえもん＞アニメ「ドラえもん」主題歌【並

足】 
フォークダンス ♩=123 4:12 

年長～ 

小低学年 

⑤レット・イット・ゴー＞映画「アナと雪の女王」主題歌【並足】 小旗またはポンポンのダンス ♩=127 3:56 
年長～

小低学年 

⑥ミッキーマウス・マーチ【並足】  ♩=120 2:31 ―― 
アンパンマンのマーチ＞アニメ「それ行け！アンパンマン」主

題歌【並足】 
アンパンマンになって踊ろう ♩=116 2:41 全園 

⑧ようかい体操第一＞アニメ「妖怪ウォッチ」エンディング・

ラーマ曲【並足】 
 ♩=120 4:13 ―― 

⑨きかんしゃトーマスのテーマ 2＞アニメ「きかんしゃトーマス」

テーマ曲【競技】 
旗またはポンポンのダンス ♩=101 3:17 年少・年中 

⑩おどるポンポコリン＞アニメ「ちびまる子ちゃん」主題歌

【並足】 
 ♩=126 4:12 ―― 

⑪となりのトトロ／さんぽ＞映画「となりのトトロ」使用曲【並

足・競技】 
 

♩=120

～122 
4:40 ―― 

⑫TOMORROW＞映画「アニー」主題歌【駈足】 旗のダンス 
♩=104 

(♪=208) 
3:31 

年長～

小低学年 

⑬Let’s アイカツ＞アニメ「アイカツ！」主題歌【駈足】  ♩=165 4:44 ―― 
チャギントン テーマソング＞アニメ「チャギントン」主題歌

【駈足】 
 

♩=102 

(♪=204) 
3:00 ―― 

我ら思う、故に我ら在り＞「仮面ライダーゴースト」主題歌  ♩=180 3:49 ―― 
◆DISC:2 
【並足】 アメリカン・パトロール ♩=105 1:55 

雷神 ♩=118 2:46 【駈足】 
双頭の鷲の旗の下に ♩=118 3:14 ドレミのマーチ ♩=132 2:05 
錨を上げて ♩=112 2:00 クシコス・ポスト ♩=128 2:45 
剣士の入場 ♩=120 2:38 ギャロップ「ウィリアム・テル」 ♩=167 2:16 
聖者の行進 ♩=125 1:38 天国と地獄 ♩=168 2:08 

 

【運動会 これからの発売予定作品】  
UC-499     みんなで運動会～幼稚園・保育所向き運動会用音楽集～（6 枚組）（5/11 発売）      ￥16,200 
監修：永井由利（東京成徳大学教授）、塩谷香（東京成徳大学教授） 

●収録予定内容 

①開会式・閉会式の音楽 

1)ファンファーレ（5 曲） 

2)選手入退場マーチ（10曲）：シンフォニック・パレード、小さな

世界 他 

3)国旗掲揚・降納：君が代（インストゥルメンタル） 

4)運動会の歌：うんどうかい、ピカピカうんどうかい、きょう

のおわりのうた 

5)体操：ラジオ体操第 1、はとぽっぽ体操 

6)プレゼント授与：見よ、勇者は帰りぬ 

②朝・昼休み・夕方の音楽 

1)朝の BGM：ウィーンの音楽時計 

2)お昼の BGM： 

3)お帰りの BGM：大きな古時計、ニューシネマ・パラダイス 他 

③応援合戦／体操 

1)応援合戦：オーレ！チャンプ、あかぐみしろぐみ 

2)いろいろ体操：どんぐり体操、バナナくんたいそう、タオルル 

ンルンたいそう 他 

③マーチ（並足・駆け足・長時間マーチ） 

1)並足：うたえバンバン、ドンスカパンパンおうえんだんメドレ

ー、明日があるさ、ピクニック・マーチ・メドレー、ビューティフ

ル・ネーム 他 

2)駆け足：プリンセス・メドレー、栄光の架橋、YELL 他 

3)長時間マーチ： 

・ヒーロー・メドレー（スーパーマン～スターウォーズ）、 

・みんな大スキ！アニメメドレー（となりのトトロ～海の見える街

～崖の上のポニョ） 

⑤競技用 BGM：コパカバーナ、ルパン三世のテーマ 他 

⑥演技種目の音楽（ダンス、音頭、フォークダンス など） 

⑦いろいろな場面で使える歌とカラオケ 

・世界中の子どもたちが、さんぽ、ハッピー・チルドレン、パレード 他 

⑧0-1-2 歳児の運動会音楽 

UK-893   毎年つかえる！運動会ミュージック キング・スーパー・ツイン 2016（2 枚組）（5/11 発売）    ￥2,916 

【DISC:1 運動会シーン別＆入退場マーチ】＜開会式の音楽＞①～③オープニング・ファンファーレⅢ ④開会の音楽 ⑤体育大

行進 ＜入退場マーチ＞⑥花は咲く ⑦オリバーのマーチ ⑧ラデッキー行進曲 ⑨希望の虹 ⑩トリッチ・トラッチ・ポルカ ⑪青 
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空のポルカ ⑫退場行進曲 ＜お昼の音楽＞ ⑬アラ･ホーンバイブ（「水上の音楽」より） ⑭放課後の音楽室 ＜閉会式の音楽

＞⑮エンディング・ファンファーレ ⑯優勝旗・賞品授与の音楽 ⑰光り輝く ⑱見よ、勇者は帰りぬ ＜終わりの BGM＞⑲上を向

いて歩こう ⑳風が吹いている ＜その他の音楽＞ ドラムロール ドンスカパンパン応援団 おかたづけ、ごくろうさん 

ありがとう 

【DISC:2◆競技用の音楽】＜徒競走＞①スーバーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス ②クシコス･ポスト ③剣の舞 ＜力

強い和の BGM＞④よさこい、ソーラン ⑤和太鼓の音楽 ＜競争心を高める BGM＞⑥歌劇「ウィリアム・テル」序曲 ⑦歌劇【「天

国と地獄」終曲 ⑧歌劇「カルメン」前奏曲 ⑨彼こそが海賊 ＜コミカルな BGM＞⑩道化師のギャロップ ⑪フニクリ・フニクラ 

⑫12 番街のラグ ＜ポップな BGM＞⑬I GOT Rhythm ⑭勇気 100％ ⑮スター･ワンダー ＜かわいい BGM＞⑯にじ ⑰ジッパ･

ディ･ドゥー･ダー ＜保育者競技の BGM＞⑱ロッキーのテーマ ⑲太陽にほえろのテーマ ⑳ワールド・フットボール・アンセム 

※UK-699「毎年つかえる！運動会ミュージック キング・スーパー・ツイン 2014」の出替わり作品です。内容は同じです。 

                                      清水玲子の運動会（仮） （5/中旬頃発売）                価格未定 

内容がわかり次第、掲載します。 

 
MEMO 



 

 - 8 -

2015 年以前 運動会用｢ダンス・表現｣ 
 ♦ 監修;平多正於舞踊研究所 ♦全曲イラスト振付つき 

UV-119/￥1,728 

2015 年運動会  ソイヤ！まとい節                        

ソイヤ！まとい節(3:54)年長～小高学年 ひよこの世界一

周(4:06)年少・年中 ゴー！ゴー！ベースボール！(4:11)年中･年

長 あばれ太鼓～雷ジーン(3:21)年中･年長 えいごのう

た 線路は続くよどこまでも(2:29)年中･年長 

UV-120/￥1,728 

2015 年運動会  ダンシング・サファリ    

ダンシング・サファリ（2:43）年中･年長 ふうせん１００個く

ださいな（3:39）親子 組立体操 ニッポン城めぐり（4:10）

年長～小低学年 みんなでなっちゃおう（2:54）年少･年中 

大合唱！カエルの歌（2:18）2～3 才 

UV-121/￥1,728 

2015 年運動会   ブンブン・パラダイス   

ブンブン・パラダイス（3:42）年中･年長 ふたつふたつ な

にかな（3:01）年少 イルカの親子（2:57）親子 メ〜ちゃ

ん牧場（3:30）全園 よさこいカンフーハッハッハッ！（3:48）年

中～小低学年 

UV-122/￥1,728                             

2015 年運動会  ドッカン音頭  

ドッカン音頭（2:42）全園 リングリング体操（4:25）年中･

年長 一歩でもマンボ（3:00）年少･年中 空は高いよ 花

田植え（3:12）年中～小低学年 にんげんっていいな〜日本

昔ばなしより（2:15）全園 

UV-001/￥1,944 

運動会ベスト Vol.1（DVD 付）  

■DISC:1＜CD 収録曲＞ よさこいパッション(3:16)年長～小

低学年 チャチャチャノチャ！(3:14)年長～小低学年 われらモ

グラの応援団！(2:53)年少・年中 カミナリ体操(3:20)全園 

■DISC:2＜DVD 収録映像（各曲、前奏〜１コーラスまでの振

付映像を収録） 

UV-109／￥1,620                        

2014 年運動会ベスト① よさこいパッション              
よさこいパッション(3:16)年長～小低学年 こどもはみん

な天才だ(3:02)年中･年長 はっぱのおやこ(2:23)1 才～親

子 ワンダートレイン(3:55)年中･年長 花丸応援団 vs 

GO！GO！チアガールズ(4:30)年中･年長 

UV-110／￥1,620 

2014 年ビクター運動会② チャチャチャノチャ！          
チャチャチャノチャ！0(3:14)年中･年長 しゃかりき！ソーラ

ン・サンバ(3:46)年長～小低学年 てんとうむしさん ちょう

ちょさん(2:57)2・3 才 お昼のヒーロー～おべんとマン

(3:22)年中･年長 Sail Away～風がはこぶ夢 (2:57)年中･

年長 

UV-111／￥1,620                       

2014 年運動会③ われらモグラの応援団！   

われらモグラの応援団！ (2:53)年少･年中 漁火太鼓

(3:22)年長～小低学年 あひるの行進グァーグァーグァー

(2:28)2･3 才 ハグしちゃお(3:48)年中･年長 オリンピア～

輝く金メダル(4:05)年中･年長 

UV-112／￥1,620                          

2014 年運動会④ カミナリ体操 

カミナリ体操(3:20)全園 ぞうさんのパオパオカンフー

(3:22)年中･年長 レタスくんとトマトちゃん(2:46)年少･年中 

わっ！みんなの手(2:43)1 才～親子 夢のカラーズ(3:19)  

年中･年長 

UV-98／￥1,646                             

２０１３年運動会① ロックンエアー太鼓               
ロックンエアー太鼓(3:37)年長～小低学年 はじまるよう

んどうかい(3:00)全園 つくしつくつく つくしんぼう(3:30)

年少・年中 お魚マンボ(2:50)年中・年長 あいうえお絵

かきいろえんぴつ(3:20)年少･年中 

UV-99／￥1,646 

２０１３年運動会②エイサー！～のぼる太陽（ティーダ）     
エイサー！～のぼる太陽（ティーダ）(3:40)年長～小低学年 

カメさんクマさんヤドカリさん(2:33)1・2 才親子 海賊スパ

ローの冒険(3:14)年中～小低学年 Ｗｏｗ，Ｗｏｗ，Ｌｕｃｋｙ！

(3:31)年中・年長 パラパラパラバルーン(3:13)年中・年長 

UV-100／￥1,646                          

２０１３年運動会③ ワイルド・キッズ！                  
ワイルド・キッズ！(3:13)年長～小低学年 プリティスネイ

ク・へイビーちゃん(3:15)年少～ なんでもサンバ(3:08)年

中・年長 イーグスル音頭(4:06)こども～大人 お祭りワン

ダーランド(3:46)年中・年長 

UV-101／￥1,646                            

２０１３年運動会④ゆるゆるキャラクター体操          
ゆるゆるキャラクター体操(4:34）２才～全園 カントリー 

ｄｅ カン・かん・缶(3:27)年中・年長 田植えだよ ニッポン！

(3:13)年中・年長 Ｌａ Ｌａ Ｌａサンシャイン(3:24)年中～小低

学年 宇宙ドライブ(3:03)年中・年長 

UV-88／￥1,646                        

2012 運動会① ドラゴン太鼓～龍神～  

ドラゴン太鼓～龍神～(3:23)年長～小低学年 マリンフ

ラッグ(2:54)年中・年長 ぼくはてるてるぼうず(2:49)年少・

年中 ブンブンブンで応援だ！(2:45)年中・年長 大空にガ

ッツ！(4:12)年長～小低学年 

UV-89／￥1,646 

2012 運動会②  世界にキックオフ！                    
世界にキックオフ！(2:47)年中・年長 龍の子どもだ～タツ

ノコパレード～(2:55)年少・年中 ひまわりくんとタンポポち

ゃん(3:16)２～３才 海船ソーラン節(3:42)年中～小低学年 

お皿クルクルカッパの親子(3:25)1 才～親子 

UV-90／￥1,646                               

2012 運動会③ よさこいブギウギ！                    
よさこいブギウギ！ (3:27)年長～小学生 花のメリーゴー

ランド(3:06)年少・年中 あいさつくまちゃんパピプペポ

(3:36)２～３才 カレー音頭(3:10)全園 まんまる島の海賊

kid’s(2:54)年長～小低学年 

UV-91／￥1,646                

2012 ビクター運動会④ がんばれ日本～KIZUNA～  
がんばれ日本～KIZUNA～(3:27)年長～小低学年 世界

のことばでストレッチ(3:31)全園 ぴょんぴょんにんじんキャ

ベジャガぴょん(2:21)２～３才 スペースロック２９９９(3:41)年

長～小低学年 ダンシングラッツ de チュー(3:42)年中・年長 

UV-77／￥1,646 

2011 運動会① 宇宙太鼓ハヤブサ  

①宇宙太鼓ハヤブサ(3:07)年長～小低学 ②オーデリシャス！

ベジタベル？(3:15)年中･長 ③ジャンガラ風の舞(3:51)年長～

小低学 ④ドンマイ音頭(3:50)全園 ⑤チックタック チックタッ

ク いまなんじ？(3:03)年少･中 

UV-78／￥1,646 

2011 運動会② スカイタワー ６３４！  



 

 - 9 -

①スカイタワー ６３４！(3:20)年長～小低学 ②ダイスキ・パパママ

(3:23)年少･中 ③グーチョキパーで太極拳(3:49)年中･長 ④風

にのって(3:12)年中･長 ⑤こんにちは玉子ちゃん(2:36)２～３才 

UV-79／￥1,646 

2011 運動会③  あんぱん チョコパン フランスパン 

①あんぱん チョコパン フランスパン(3:04)年中･長 ②くだ

ものカーニバル(2:56)年少･中 ③虹色のしあわせ！(2:46)年長 

～小低学 はしれはしれ(2:16)年中･長 ⑤メ・め・芽の夢 大

きくな～れ(2:23)年少･中 

UV-80／￥1,646 

2011 運動会④ エイサー琉球の風  

①エイサー琉球の風(3:18)年長～小低学 ②カンカラブギウ

ギかぞえうた(3:12)年中･長 ③くるりん体操(2:38)全園 ④両

手はなんのため(2:42)年中･長 ⑤ピョンととんでうさちゃん 

おんぶしてかめさん(2:33)1 才～親子 

UV-61／￥1,646 

2010 運動会① 海賊スパローの冒険 
①海賊スパローの冒険(3:13)年中～小低学年 ②Let‘s Kiss 

ひまわりちゃん(2:53)2･3 歳児 ③アロハ！クラゲのハワイアン

(3:28)年中･年長 ④つくしのポルカ(2:40)年中･年長 ⑤ざっそ

うギャング(3:10)年中～小低学年 

UV-62／￥1,646 

2010 運動会② よさこい雷神 ソーラン風神 

①よさこい雷神 ソーラン風神(3:29)年長～小低学年 ②サン

バ トロピカーニバル(2:30)年中･年長 ③ハートをつなごう 

 (3:22)年中～小低学年 ④ごぼうごぼごぼ(2:02)2･3 歳児 ⑤

コッコ体操(2:59)年中･年長 

UV-63／￥1,646 

2010 運動会③  烈拳！カンフータイガー 

①烈拳!カンフータイガー(4:05)年中～小低学年 ②ゾウさん

親子 de パオーッ！(2:57)1 才～親子 ③Sail Away～風がは

こぶ夢(3:00)年中･年長 ④空いっぱいの夢花火(3:03)年中～

小低学年 ⑤タンタン小旗のマーチ(2:55)年中･年長 

UV-64／￥1,646 

2010 運動会④ クレヨンくーちゃん 

①クレヨンくーちゃん (3:12)年少･年中 ②ズンドコＲＯＣＫ

(3:30)年中～小低学年 ③何でも Try it ! (2:22)年中･年長  

④きのこのお山にきのこができた(1:47)2･3 歳児 ⑤ビタビ

タ ビタミン ビタ軍団(3:33)年中･年長 

UV-67／￥2,057 

決定版! 運動会 体操＆音頭ベスト  

①フルーツ天国（4:55 ）【振付解説付き】 ②杉の子体操ビッ

グマン（4:36） ③カンフー体操（4:10） ④平成ちびっこ体操

（3:02） ⑤ぎょギョ魚の体操（3:29）） 【振付解説付き】 ⑥アル

ファベット体操（3:00） ⑦大空にガッツ（4:12） 【振付解説付

き】 ⑧組立体操（7:40） ⑨組立体操マリンジャンボ（3:43） 

⑩組立体操名曲の調べ（4:02）♪ベート－ヴェン 交響曲第５番

「運命」第一楽章より～～モーツアルト 交響曲第４０番第一楽章よ

り～～ボロディン ダッタン人の踊りより～～サン・サーンス 「動物

の謝肉祭」組曲より♪ ⑪組立体操シャボン玉とんだ（3:42） 

⑫ミラクル応援団 VS スーパーチアガールズ（3:11） 【振付

解説付き】 ⑬うさぴょん音頭（3:02） ⑭かぼちゃの音頭でヨ 

ーイトナ（3:54） 【振付解説付き】 ⑮カレー音頭（3:10） 【振付

解説付き】 ⑯おむすび音頭（3:15） 【振付解説付き】 ⑰体操

昔話（昔話の歌メドレー）（3:52） 【振付解説付き】♪うさぎとか

め～花咲か爺さん～金太郎～桃太郎～浦島太郎～証城寺の狸

囃子♪ ⑱栄光のフィナーレ（3:39） 

UV-48／￥1,543 

2009 年運動会① フリフリロックンロール フラッグ 

①フリフリロックンロール フラッグ（3:45）年中～小低学年 ②

忍者 風太郎（3:12）年中･年長 ③HAPPY FLOWER（3:26）

年長･小低学年 ④ぎょギョ魚の体操（3:29）全園 ⑤遠足に行

こう（2:39）年少･年中 

UV-49／￥1,543 

 2009 年運動会② GO! GO! ピラミッド 

①組立体操「GO! GO! ピラミッド」（3:33９年中～小低学年②

バルーン ポンポンポップコーン（3:24）年中～小低学年 ③ね

らってねらってくす玉ポン（2:58）年中･年長 ④フルーツ天国

（4:55）年長･小低学年 ⑤ホラ春ですよ（2:35）2,3 才･日常 

UV-50／￥1,543 

2009 年運動会③ よさこいカンフー ハッ!ハッ!ハッ! 
①よさこいカンフー ハッ！ハッ！ハッ！（3:45）年中～小低学年 ②

キラキラお星さま（3:16）年少･年中 ③ひょっこりひょうたん

島（2:54）全園 ④不知火太鼓（3:40）年中･年長 ⑤インディア

ンのヤキイモおどり（2:23）年少･年中 

UV-51／￥1,543 

2009 年運動会④ ものまね DANCE～ワンにゃんブー 

①ものまね DANCE～ワンにゃんブー（3:18）1 才～親子 ②

おむすび音頭（3:15）全園 ③旗のマーチ（1:58）年少･年中 ④

こども民謡メドレー（2:50）年中～小低学年 ⑤燃えろ! 運動

会!!（2:20）年少･年中 

UV-52／￥1,543 

2009 年運動会⑤ かわいいかわいいパンジーちゃん 

①かわいいかわいいパンジーちゃん（2:34）2 才前後 ②おみ

こしワッショイ!（2:58）年長･小低学年 ③幸せの青い鳥（3:47）

年少･年中 ④ごちそう讃（4:03）子ども～大人 ⑤準備運動 

ウチナワ編（2:19）全園 

UV-37／￥1,543 

ダンシングラッツ de チュー 

①ダンシングラッツ de チュー（3:43）年長～小低学年 ②セイ 

ヤーサー太鼓でオー！（4:17）年中～小中学年 ③オリンピア体

操（2:59）全園･全校 ④ドラえもんのうた（3:00）全園 ⑤ご門

くぐり～ポップ･ゴーズ･ザ･ウィーゼル（2:52）全園 

UV-38／￥1,543 

キッチンマーチ 
①キッチンマーチ（3:41）年中～小低学年 ②まんまる島の海 

賊 kid’s（2:54）年長･小低学年 ③ありがとう音頭（4:23）年中･

長、一般 ④おどるポンポコリン（3:14）年中･長 ⑤愉快に踊ろ

う～アレワンダー（2:16）年中･長 

UV-39／￥1,543 

お皿クルクルカッパの親子 
①お皿クルクルカッパの親子（3:25）1･2 才親子 ②ツバメ 

のゆうびんやさん（3:04）年中･長 ③森のおすもうたのしい 

な（2:57）年少･中 ④アンパンマンのマーチ（2:49）2･３才 ⑤陽

気な靴屋さん～シューメーカーズ･ダンス（1:59）年中･長 

UV-40／￥1,543 

かぼちゃの音頭でヨーイトナ 
①かぼちゃの音頭でヨーイトナ（3:55）全園 ②かかしの SP～

みはりマン（3:52）年中･長 ③組体操「ニッポン城めぐり」 

（4:08）年長･小低学年 ④サザエさん（2:57）年中･長、親子 ⑤

こやぎのポルカ（3:09）全園、親子 

UV-41／￥1,543 

運動会のテーマ 

①運動会のテーマ（4:07）年長、全園 ②ふたつふたつなにか

な（2:59）1～3才 ③仲よし○△□ちゃん（2:52）1～3才 ④メ 
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ロンパンのうた（3:12）年少･中 ⑤お花を植えましょう～セオ･

ルータ（2:02）全園 

UV-17／￥1,543 

体操昔話 
①体操昔話～ウサギとカメ～花咲か爺さん～金太郎～桃太郎 

～浦島太郎～狸囃子～（3:53）全園 ②しましまうりんぼかくれ

んぼ（2:59）年少 ③パラパラパラバルーン（3:11）年中･年長 

④たらこ・たらこ・たらこ（4:02）全園・全校 ⑤チャグチャグ

馬こ (岩手県民謡) （2:58）全園 

UV-18／￥1,543 

あばれ太鼓～雷ジーン 
①あばれ太鼓～雷ジーン（3:16）年長･小低学年 ②よーいド

ン! のはじめっこ（2:50）年少 ③おひさま おほしさま（2:55）

年少･年中 ④民謡お国巡り音頭（4:29）全園 ⑤少年八木節 
(群馬県民謡) （3:31）年長･小低学年 

UV-19／￥1,543 

おまつりきんぎょ 
①おまつりきんぎょ（3:35）年中～小低学年 ②ミラクル応援団

VSスーパーチアガールズ（3:12）年中･年長 ③お花のアーチ～

フラワーフェスティバル（3:49）年中～小低学年 ④イルカの親

子（2:56）親子 ⑤真室川音頭(山形県民謡) （3:14）全園･全校 

UV-20／￥1,543 

カレー音頭 
①カレー音頭（3:11）全園 ②ごっこ遊び～輪を持ってあそ

ぼ! （3:34）年中･年長 ③ふんばれ大地（3:29）年長･小低学年 

④サンバ de ピーマン（3:33）年中･年長 ⑤会津磐梯山(福島

県民謡) （2:47）全園･全校 

UV-21／￥1,543 

きのこどこのこ お山のこ 
①きのこどこのこ お山のこ（3:53）年少･年中 ②ふれふれ

小旗（2:54）年中～小低学年 ③鳴子ロックだ よさこい祭り 

（4:23）年長･小低学年 ④みんなでなっちゃおう！（2:52）年少 

⑤大漁節(千葉県民謡) （4:00）全園 

UV-6／￥1,543 

ダンス～ニッポン! チャチャチャ 
①ダンス～ニッポン! チャチャチャ（3:42）長～低 ②夢のカ

ラーズ（3:19）全 ③宇宙ドライ（2:43）中･長 ④さんぽ（2:43）

少･中 ⑤ナポレオン（3:27）全 

UV-7／￥1,543 

ざっそうギャング 
①ざっそうギャング（3:10）中･長 ②フレーッ フレーッ フラッグ

（2:56）中～低 ③えがおがさいた（3:10）1･2 才、親子 ④すきす

きソング（2:01）全、親子 ⑤ヒール･アンド･トゥ･ポルカ（2:11）全 

UV-8／￥1,543 

フルーツ天国 
①フルーツ天国（4:54）長～低 ②元気はつらつ ぐんぐん体操

（4:16）全 ③ 南の島のハメハメハ大王（3:17）中～長 ④音頭～

にっぽんチャチャチャ（4:50）全･親子 ⑤アパット･アパット（2:29）全 

UV-9／￥1,543 

ワンニャンメーモーお山へ GO! 
①ワンニャンメーモーお山へ GO!（3:21）2･3 才 ②カラテ太 

鼓（4:17）長 ③Wow Wow, Lucky! （3:30）中･長 ④ハグしち

ゃお（3:48）中･長 ⑤パティケーク･ポルカ（2:52）全 

UV-10／￥1,543 

大空にガッツ！ 
①大空にガッツ！（4:12）長～低 ②お日さまニコニコお花のマ

ーチ（2:50）少 ③なんでもサンバ（3:07）中･長 ④にんげんっ 

ていいな（2:14）2･3 才、親子 ⑤オクラホマ･ミクサー（3:12）全 

DVD DDV-19／￥3,600 

保育園･保育所･幼稚園･小学校のための HOW TO 振付     
運動会･発表会など様々なイベントの振付指導に即役立つ

実践的内容の DVD。 

①オープニング ②はじめに覚えましょう! ③ステップ ④ポ

ーズ ⑤ポンポン等を使った演出法 ⑥ネコと子猫～動物の

表現ヒント! ⑦女の子の表現ヒント! ⑧リズムアナライズ ⑨

ムーヴメント ⑩フォーメーション ⑪エンディング ⑫ダンス

サンプル 1／平多達樹 ⑬ダンスサンプル 2／杉本智孝  

書籍 BS-607／￥2,700 

平多公了の DANCE de チャチャチャ （CD 付）       
①おもちゃのチャチャチャ（2,3 歳児向き） ②森のくまさん（3

歳児向き） ③マチマチ山のマーチ（5 歳児向き） ④はたらくくる

ま（4 歳児以下の男の子向き） ⑤とんでったバナナ（4,5 歳児向

き） ⑥へい!! おすし（4,5 歳児向き） ⑦かわいいかくれんぼ（3

歳児向き） ⑧洗濯ブギ（4,5 歳児向き） ⑨LOVE マシーン（4,5

歳児向き） ⑩おとうさんもはだかんぼ（3 歳児向き） ⑪へっちゃ

らロック（5歳児向き） ⑫いとまきのうた（3歳児以下 向き） ⑬

エトはメリーゴーランド（4,5 歳児向き） ⑭アイアイ（3 歳児向き） 

⑮あわてんぼうのサンタクロース（4,5 歳児向き） ⑯なんじゃも

んじゃマーチ（4,5 歳児向き） ⑰カレンダーマーチ（5 歳児向き） 

♦ 振付;ひろみち＆たにぞう ♦全曲イラスト振付つき 

UK-345/￥2,600 

ひろみち＆たにぞうの 全力！！運動会！ 
①ひろみち＆たにぞうの全力ファンファーレ～組曲『展覧会

の絵』－キエフの大門より(0:28) ②全力ビクトリー(3:45)全園

児 ③ＹシャツとＴシャツとわたし(3:14)全園児 ④あっち・こっ

ち・そっちってどっち(2:44)2 才 ⑤ＧＯ！ＧＯ！サーフィン(2:41)3

才 ⑥タラッタ☆百貨店(3:18)全園児 ⑦えだまめズンダ！

(3:00)4 才 ⑧これがにほんのおまつりさ（イントロ）～⑨これ

がにほんのおまつりさ(4:10) 

5 才 ⑩なみがチャプチャプ(2:28)０～２才 ⑪わたしはだれで

すか？(3:09)全園児 ⑫森へいこう！(3:03)⑬ぼくらは小さな

海賊だ！～ウクレレ ver．～(2:49) ⑭なんということで賞(2:38) 

⑮ひろみち＆たにぞうの全力ファンファーレ[セリフ・振付な

し](0:22) ⑯タラッタ☆百貨店［セリフ・振付なし］(3:18) ⑰

ねえうしうま？［歌・振付なし］(2:41) ダッシュでもうダッ

シュ！［歌・振付なし］(3:18) 

書籍→BSE-345「ひろみち＆たにぞうの 全力！！運動会！」￥1,836 

UK-325／￥2,500                       

ひろみち＆たにぞうの 運動会カーニバル！ 
①ひろみち＆たにぞうの運動会カーニバル！（かけ声）(0:06) 

②カ～ニバル！オ～レ♪(3:16)全園児 ③ねえうしうま？(2:40) 

全園児 ④ダッシュでもうダッシュ！(3:15)3 才 ⑤おもたいな

し。(3:48)4・5才 ⑥どんどこどん・カウボーイ！(3:06)2才 ⑦ガ

ソリンスタンド☆マン(3:27)4 才 ⑧家電たいそう、スイッチポ 

ン！(2:44)全園児 ⑨コロンブスのたまごやき(3:29)5 才 ⑩み

ぎかたあがり音頭(3:07) 全員 ⑪だいじょうぶさ(4:20) ⑫は

しるきみはうつくしい～クシコスポスト～(3:30) ⑬ブロック＆

アタック[セリフぬき・振付なし] (3:05) ⑭もりもりロックンロ

ール[歌・振付なし](3:10) ⑮ココ☆ナツ[歌・振付なし](4:14) 

⑯はしるきみはうつくしい[歌なし](3:30) ⑰だいじょうぶさ

[歌なし](4:02) 

書籍⇒BSE-325「ひろみち＆たにぞうの 運動会カーニバル！」￥1,800 

UK-326／￥2,500  

おたまじゃくしのたいそう１・２！ ひろみち&たにぞう 0・1・2 
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さい うんどう会＆はっぴょう会 

おたまじゃくしのたいそう１・２！(1:47) ひとりぼっちじゃ

つまらない(2:01) まねまねウッホッホ (1:34) うさぎな

んだよね (2:00) いんぐりもんぐり(1:52) ハイ！ポーズ

(2:27) バナナなの？(2:34) 小さなヒーロー(2:38) 遊

園地はたのしい！(3:15) ちょんまげマント(2:32) おおき

くなったら(2:58) おたまじゃくしのたいそう１・２！[歌な

し](1:47) ハイ！ポーズ[歌なし](2:27) 小さなヒーロー[歌

なし](2:38) 

UK-307／￥2,571                        
ひろみち＆たにぞうの 運動会デラックス！                    
①ひろみち＆たにぞうの デラックス・ファンファーレ（インス

ト）(0:27) ②ハッピー・ラッキー・デラックス(3:12 全園児) ③

よろしくねッ♡(2:36 全員) ④ブロック＆アタック(3:03 全園児) 

⑤もりもりロックンロール(3:08 3 才) ⑥空に向かってピース！

(1:45 1・2 才) ⑦もんじゃってなんじゃ？(3:40 4 才) ⑧ちょっ

とちょっちゅね (3:35 4・5 才) ⑨遊園地はたのしい！(3:13 全

園児) ⑩おひさまのこえ(4:32) ⑪モグラたいそう１・２・３

(2:15 全園児) ⑫ずっときみのこと(4:10) ⑬ココ☆ナツ(4:14 

5 才、保育者) ⑭ひろみち＆たにぞうの デラックス・ファンフ

ァーレ[セリフぬき](0:25)  ⑮なんか妖怪？[歌・振付な

し](3:15) ⑯エンジン全開[歌・振付なし](3:20) ⑰よさこい

ラーメン[歌・振付なし](3:00) 

書籍／BSE-307「ひろみち＆たにぞうの 運動会デラックス！」\1,851 

UK-297／￥2,571           

ひろみち＆たにぞうの 元気がでる運動会！                    
①ひろみち＆たにぞうの 元気なファンファーレ（インスト）

(0:16) ②カラフル･パワフル･運動会(3:10)全園児 ③なんか

妖怪？(3:15)3 歳児 ④エンジン全開！(3:20)3・4 歳児 ⑤しろく

まのたかいたかい？(2:13)親子 ⑥あーりゃりゃ・ありの大行

列！(3:57)5 歳児 ⑦いい感じぃーでおかたづけ－(3:20)全園児

⑧ピクニック(2:10)1・2 歳児、親子 ⑨空飛ぶ UFO(2:30)4 歳

児 ⑩水族館たいそう第二(2:55)全園児 ⑪よさこいラーメン

(3:00)5 歳児・保育者 ⑫みんなげんきになあれ！(4:00)⑬ひろ

みち＆たにぞうの 元気なファンファーレ(0:16) ⑭あーりゃり

ゃ・ありの大行列！(3:57) ⑮ぼくらは小さな海賊だ！[歌・振付

なし] (3:32) ⑯すすめ！だんごむし[歌・振付なし] (3:35) ⑰お

祭りドッキュン！[歌・振付なし](3:26) 

書籍⇒BSE-297「ひろみち＆たにぞうの 元気がでる運動会！」\1,851 

UK-294／￥2,571        

ひろみち＆たにぞうの 運動会だよ、ドーンといってみよう！     
ひろみち＆たにぞうの ドーンとファンファーレ(0:23) ②ぼ

くらの運動会！ (2:29)全園児 ③ぼくらは小さな海賊だ！

(3:32)4 歳児 ④コチュジャン・かな？(1:24)全園児 ⑤バナナ

なの？(2:32)3 歳児 ⑥笑顔（スマイル）戦隊オドルンジャー

(3:34)4・5 歳児 ⑦プリリンチョ(3:26)親子 ⑧おかたづけ、タ～

イム！(1:53)全園児 ⑨すすめ！だんごむし(3:35)4 歳児 ⑩どん 

といこうぜ！(3:36) ⑪お祭りドッキュン！(3:26)5 歳児･保育者 

⑫キッチンたいそう(2:17)全園児 ⑬ありがとう！(3:17)全園児 

⑭ひろみち＆たにぞうの ドーンとファンファーレ(0:19) ⑮ひ

ろみち＆たにぞうの ドーンとファンファーレ - 残念！(0:10) 

 ⑯キッチンたいそう(2:15) ⑰モアイぞう[歌・振付なし](3:26) 

⑱大好き！ニッポン[歌・振付なし](3:09) 

UK-290／￥2,571 

ひろみち＆たにぞうのワールド･the★運動会! 
①ひろみち＆たにぞうのﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 2010(0：32) ②UNO DOS 

TRES！(3：39)全園児 ③かえるのたいそう(3：24)全園児 ④  

おひさまになりたい(3：15)全園児 ⑤ナマステー(3：25)4 歳児

⑥モアイぞう(3：26)3 歳児 ⑦バオバブの木のしたで(2：20) 

⑧しゅりけんにんじゃ(2：15)全園児 ⑨ヨーデルねぇ～(3：22)

全園児 ⑩みんなでしようよ(2：22)全園児 ⑪エール(4：42) 

⑫大好き！ニッポン！(3：09)５歳児 ⑬くらげのたいそう(2：55)

全園児 ⑭ひろみち＆たにぞうのﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 2010(0：28) ⑮し

ゅりけんにんじゃ(2：15) ⑯しゅりけんにんじゃ(2：15) ⑰スズ

メバチに気をつけろ！(2：46) ⑱おばけのパーティー(3：00) 

書籍⇒BSE-290 「ひろみち＆たにぞうのワールド・the★運動会！」￥1,851 

UK-288／￥2,571      

ひろみち＆たにそうの 運動会だよ全員集合!   

①ひろみち＆たにぞうのファンファーレ（0:22） ②パレードパ

レードパレード（２:20）全園児 ③うんどうかいの歌（1:28）全園

児 ④おすもうさん（1:52）全園児 ⑤おばけのパーティー

（3:00）４歳児 ⑥バスゴシバスゴシ（2:28）３～５歳児 ⑦地球の

リズム（3:08）全園児、父兄 ⑧おかたづけ！ごくろうさん！

（1:24）全園児 ⑨ちからあわせて（3:21）全園児 ⑩ステップ！ 

（4:04）５歳児 ⑪きょうからスタート！（3:49） ⑫いんぐりもんぐ

り（1:53）３歳児 ⑬スズメバチに気をつけろ！（2:46）５歳児 ⑭

きみとてをつないでさ（3:24）全園児 ⑮タコのカルパッチョ

（1:48）全園児 ⑯ひろみち＆たにぞうのファンファーレ（0:18） 

⑰ふたりでできること！（1:40） ⑱おとなこうえん（1:19） ⑲

気分はメリーゴーランド（4:00） 

書籍⇒BSE-288「ひろみち＆たにぞうの 運動会だよ全員集合!」￥1,851 

UK-287／￥2,571     

ひろみち＆たにぞうの踊る大運動会！          
①ひろみち＆たにぞうの序曲（0:15）歌ナシ ②風になって

（3:08）全園 ③アチャー（2:13）年少～年長 ④元気モリモリ？

（2:04）年中 ⑤かっぱ６４（2:30）全園 ⑥はしるよ！新幹線 ！

（2:18）年中 ⑦ワレワレワッ！（2:58）全園 ⑧かわきものジャン

（1:48）年少 ⑨俺たち虫歯土木組（2:22）年長・小低学年 ⑩

おとなこうえん（1:19）親子 ⑪やおやさん（2:40）年長・小低 

学年 ⑫だいすきなぼくのまち（3:15）振付ナシ ⑬チャチャチ

ャ組体操（3:04）年中･長 ⑭のりのりわかめ（2:33）年少 ⑮気

分はメリーゴーランド（4:00）年長・小低学年 ⑯小さなヒーロ

ー（2:40）歌ナシ ⑰ウキウキパレード（3:21）歌ナシ 

書籍⇒BSE-174「ひろみち＆たにぞうの踊る大運動会！」￥1,543 

UK-281／￥2,057 

ひろみち＆たにぞうのみんなの運動会           

①レッツゴーゴーゴー（2:46） ②ひとりぼっちじゃつまらない

（2:07） ③準備体操 第一 陸上編（2:37） ④アラ･マアマア

（1:58） ⑤ひょっこりひょうたん島（3:16） ⑥ふたりでできる

こと！（1:39） ⑦おにぎりをたべよう! [振付なし] （3:07） ⑧ジ

ャングル･グールグル（2:58） ⑨小さなヒーロ（2:39） ⑩ニュ

ース! [振付なし] （3:35） ⑪いつかりっぱなライオン! [振付な

し] （1:55） ⑫パッパラリッタ! [振付なし] （1:53） ⑬あたらし

いせかいへ（3:16） ⑭ウキウキパレード（3:20） 

書籍⇒BSE-144「ひろみち＆たにぞうのみんなの運動会！」￥1,543 

♦ 振付;中右貴久・菊岡彩 ♦全曲イラスト振付つき 
UC-975/￥1,700 

2015 うんどう会  キッズたいそう～Let it go～ 
キッズたいそう～Let it go～生まれてはじめて～雪だるまつ

くろう～とびら開けて～レット・イット・ゴー～ありのままで～(4:03) 

全園児 うんどうかい(1:43)全園児 フラを踊ろう ＤＯ Ｔ

ＨＥ ＨＵＬＡ(2:06)年少、年中 夢のパレード(2:10)全園児 

からだくん ありがとう！(4:07)全園児 
UC-976/\1,700   

http://aiaikids.co.jp/each_37/BSE290.html
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2015 うんどう会 みんなのリズム  
①みんなのリズム（おかあさんといっしょ）（2:06）２才～親子 ②

Come Birds  ぶんぶんぶん（2:00）１･２才、親子 ③ひつじのモ

コモコ（1:46）０･１才、２才 ④ぼくらはきょうりゅう（2:28）年少以

上 ⑤きのこ（2:28）０～２才、親子 
UC-977/￥1,700 

2015 うんどう会  ブタの大冒険 
①ようかい体操第一（妖怪ウォッチ）(3:19)年少～年長、親子 

②よーい・どん！(3:03)年中 ③ブタの大冒険(2:53)年少･年中 

④なっとう体操（ねば～る君）(3:32)年少･年中 ⑤すすめ！ドラ

えもんマーチ（ドラえもん）(2:36)年少･年中 
UC-978/\1,700                             

2015 うんどう会  SURPRISE-DRIVE 
SURPRISE-DRIVE（仮面ライダードライブ）(3:18)年中・年長 

②ハートはいいかい？(3:18)年中・年長 ③ドラゴンコレクション

～勇気のツバサ～（ドラゴンコレクション）(4:01)年中・年長 ④

お天気花まる 音頭(4:04)年少・年中 ⑤ディスコイラップ（お

はスタ）(3:24)年中・年長 
UC-979/\1,700                          

2015 うんどう会  んじゃじゃじゃ・にんじゃ 
んじゃじゃじゃ・にんじゃ(4:20)年長～小学生 空・前・絶・

後 Kuu-Zen-Zetsu-Go  （ドラゴンボール改 魔人ブウ編）

(3:46)年長～小中学年 オリンピア(4:18)年長～小低学年 

チョウの来た道(4:18)年中～小低学年 みいつけた！（みいつ

けた！）(3:26)全幼児、親子 
UC-980/\1,700                         

0・1・2 さいのためのうんどうかい～ヒヨコピイピイ～ 

バスにのって(2:45)0 才～ こねこちゃん(1:52)0 才～ 

アイアイ(1:19)0 才～ ヒヨコピイピイ(1:31)1 才～ Boom 

Boom Bee(3:00)1 才～ さんぽ(2:34)1 才～ ぐにゃぐに

ゃビート(1:33)2 才～ ぽんくんのともだち(2:36)2 才～ 

ハイ・ホー(2:21) 2 才～ きみのリズム(2:30)みんなで 

UC-412／￥1,646 

2014 うんどう会  キッズたいそう～手のひらをたいように～ 

キッズたいそう～てのひらをたいように～てのひらをたい

ように～アンパンマンのマーチ ～勇気りんりん ～アンパン

マンたいそう～てのひら をたいように～ (4:07)全幼 児 

.Happy Body Music(3:50)年少～小低学年 おおきいは

みがき ちいさいはみがき(2:18)2 才～ 南の島のハメハメ

ハ大王(2:22)年少～年長 まねっこマルベリ ～Here We Go 

Round The Mulberry Bush～(2:54)全幼児、親子 

UC-413／￥1,646 

2014 うんどう会  しましま しまうマン 

①ぶんぶんブランコ＜おかあさんといっしょ＞(1:53)0・1 才・2 才

～年少 ②しましま しまうマン(2:19)2 才～年少 ③ベイビー・

ロックンロール (2:28)1 才～年少 ④あひるのぎょうれつ

(1:10)0～2 才 ⑤バナナくんたいそう(2:04)全幼児 

UC-414／￥1,646                        

2014 うんどう会  おっす！イスのおうえんだん 

①おっす！イスのおうえんだん＜みいつけた！＞(2:54)年少・年中 

②ほっぺちゃん(3:32)年少・年中 ③マッスル・レボリューション

(2:22)全幼児 はぴねす特急(1:53)年少・年中 ⑤ハイ・ホー
(2:21)年少・年中 

UC-415／￥1,646                       

2014 うんどう会  オープンアブック 

V(ボルト)＜ポケットモンスターXY＞(3:47)年中～小低学年 ②

オープン ア ブック＜のりスタ NEO＞(2:43)年中・年長 ③おは 

よう オー！(2:44) 全幼児 ④ロックン プリンセス(4:19)年中・

年長 ⑤はじめの一歩(3:04)年少～年長、保護者 

UC-416／￥1,646                         

2014 うんどう会  GO GO！ ドラゴン 

GO GO!ドラゴン(4:01)年長 Starland(3:30)年中～小

学生 めざせ！ゴール～だいじななかまと～(3:45)年中～

小中学年 歩いて帰ろう(3:28)年少～小学生 勇気お

んど(2:42)年少～保護者 

UC-824／￥1,646 

2013 うんどう会  キッズたいそう ～きみもとべるよ！～             
キッズたいそう ～きみもとべるよ！～(4:02)年少～小学生 

パンパパ・パン～ロング・バージョン＜おかあさんといっしょ＞(2:56)

全園児 ハッピー☆ラッキー・バースデー！＜ドラえもん＞(5:43)全

園児、保護者 ハロー・マイフレンズ(2:09)全園児、保護者 チ

ダトモ音頭＜おれたち、ともだち！絵本のうた＞(3:48)全園児 
UC-825／￥1,646                      

2013 うんどう会  なんだ パンダ サンバ         
①なんだ パンダ サンバ(2:47)1 歳～年少 ②どんどんぐり

ぐり、どんぐりドン！＜とっとこハム太郎＞(2:53)年少 ③モラモ

ラマンボウ＜おかあさんといっしょ＞(1:58)2・3歳 ④ぽっぽち

ゃん(1:24)1 歳～年少 ⑤キラキラ 2:29)0 歳～年少、親子 
UC-826／￥1,646          

2013 うんどう会  世界中のこどもたちが ～All the Children of the World～ 
①みらいくんとゆめみちゃん(2:31)年少・年中 ②ひみつのじ

ゅもん (2:29)全園児 ③世界中のこどもたちが ～All the 

Children of the World～(2:19)年少 ④しっぱいのせいこう

(2:06)年少・年中 ⑤キズナ～ゴーバスターズ！豪快にアレンジ

ver(3:19)年中以上 

UC-827／￥1,646 

2013 うんどう会  Life is SHOW TIME 

Life is SHOW TIME＜仮面ライダーウィザード＞（3:56 年中・

年長） ②カラフル No.1＜モジーズ＆YOU＞（3:23 全園児） ③ポ

チポチポチッと☆あいのうた（3:04 年中・年長、保護者） ④

ぴっちぴち♪しずくちゃん！！（3:59 年少～年長） ⑤世界がい

っぱい！（3:47 年中～小低学年） 
UC-828／￥1,646 

2013 うんどう会  ジャンプ！太鼓 MAX!! 
やじるしになって！＜ポケットモンスターベストウイッシュ シ

ーズン 2＞（3:58 年中～小低学年） サンバ de トリコ！！！＜トリ

コ＞（3:39 年長～小中学年） ジャンプ！太鼓 MAX!!（3:17 

年長～小学生） スターウォーズのテーマ（2:55 年中～小学

生） つぎ いってみよう！＜映画かいけつゾロリ だ・だ・だ・

だいぼうけん！＞（3:55 年長～小低学年） Flash!!!!!（3:34 

年長～小学生） 
UC-205／￥1,646 

2012 うんどう会① たいそう SYO-KA １・２・３  
①たいそう SYO-KA １・２・３ ～富士山～春が来た～汽車～ 

村祭り～故郷～（3:54 幼児～小低学年） ②キッチンオーケスト

ラ （ロング・バージョン）（2:35 年少～年長） ③マル・マル・モリ・

モリ！（3:45 年少～年長） ④ふしぎな島のモアイ（3:05 年少・

年中） ⑤明日のために出来るコト（3:53 年少～年長） 

UC-206／￥1,646 

2012 うんどう会② すきすきだいすきムギュッ！  
すきすきだいすきムギュッ！(2:06 ～2 歳児) ②ポニーのうた

(1:47 ～3 歳児) ③りむとろむ(145 ～3 歳児) ④回転木馬

(2:01 年少) ⑤6 羽のあひる（Six Little Ducks）(1:54 1～3 歳児) 
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UC-207／￥1,646 

2012 うんどう会 キャピタルシティ                
キャピタルシティ（3:01 年少・年中） ②ハッピーハッピーハ

ーモニー（3:41 年中・年長） ③新幹線でゴー！ゴ・ゴー！（2:38 

年中・年長） ④明日になぁれ♪（3:29 年少以上、一般） ⑤派

手に行くぜ!（2:27 年少・年中） 
UC-208／￥1,646 

2012 うんどう会（4）スタートライン   
①スタートライン（3:35 年中～小中学年） ②成せば成るのさ 

七色卵（4:03 年中・年長 ） ③ＧＯ！ＧＯ！サンシャイン（3:45 年

中・年長） ④元気一番！テーゲー（3:32 年少以上、一般） ⑤飛

べ飛べ！イチジョウマン（2:44 年中・年長） 
UC-209／￥1,646 

2012 うんどう会(5）ねずみ花火   
①ねずみ花火（4:30 年長～小高学年） ②おしえてティラノサ

ウルス（3:17 年少～年長、保護者） ③ぼくらのレインボウ 

（4:32 年中～小学生） ④みどりと水と太陽と（3:00 年中以

上） ⑤ワールド・ドラム“ＷＡ！”（4:37 年長～小高学年） 

♦ 振付：菊地ヒロユキ ♦ 全曲イラスト振付付き 

UK-346/\1,700 

すく♪いく運動会 2015 かわいいダンス♪  
①ハートがいっぱい(2:02)3才～ ②どんな色がすき(2:29)２才

～ ③アンパンマンたいそう(4:32)２才～ ④.ドコノコノキノコ

(2:13) ２才～ ⑤カラスのかっくん(1:58)３才～ ⑥ドレミの歌
(3:04)３才～ 

UK-347/\1,700                             

すく♪いく運動会 2015 かっこいいダンス☆ 

パパパピヤッタッタ!(3:57)4 才～ モンスタップ(2:08)4 才

～ 新幹線でゴー!ゴ・ゴー!(2:14)4 才～ ルパン三世のテ

ーマ(321) 5 才～ ドンスカパンパンおうえんだん(2:03)4 才

～ トモダチのわお!(4:44)5 才～ 

UK-348/\2,300                            

すく♪いく運動会 2015  たっぷり！ヒットソング   

みんなのリズム(2:06)3 才～ ミッキーマウス・マー(2:38)2

才～ 地球ぴょんぴょん(1:59)3才～ 小さな世界(2:45)2

才～ おはよう!Rock 'n' Roll(3:34)4 才～ ソレソレソレソレ 

祭 り だ ! 祭 り (4:38)5 才 ～  ス ー パ ー ニ ン ジ ャ 

SASUKE(4:16)4 才～ だれにだってお誕生日(3:07)3 才～ 

へんしんロボット★マックス(1:48)3 才～ 天才バカボン

(3:32)3 才～ ジャンケントレイン(2:14)3 才～ レット・イッ

ト・ゴー ～ありのままで～(3:44)3 才～ 

UK-324／￥2,300                     

すく♪いく運動会 踊ろう！キッズソング BEST 

①HIPHOP たいそう 1・2・3！ (3:37)年長〜小低学年 ②

KIZUNA 太鼓(4:44)年長 ③JUST LIVE MORE[仮面ライダー

鎧武](3:44) 年長〜小低学年 ④光の果てに[ジュエルペット ハ

ッピネス](3:33)年長 ⑤アンパンマンのマーチ[それいけ！アンパ

ンマン](2:58)年少・年中 ⑥いい物語[シャキーン](2:31)年少・年

中 ⑦HANDS UP！[ワンピース](4:13)年少〜年長 ダイヤモ

ンドハッピー[アイカツ](4:06)年中･年長 さんぽ[となりのトト

ロ](2:44)2･3 才 あしたわらおう[みいつけた！](5:11)年少･年 

中  手 の ひ ら を 太 陽 に (3:19) 年 少 〜 小 低 学 年  

CRAZYGONNA CRAZY(4:50)年中・年長 

♦ 振付;井出真生 ♦全曲イラスト振付つき 
ＵＫ-312／￥1,646 

２０１3 井出まさお運動会  ともだち・親子・みんなでダンス！  

おはよう! Rock ’n’ Roll（3:34）全園児、保護者 きみの

こえ（2:02） 年少以下 Go Ahead！（4:17）年長～小学生 

えがおでいこう（1:29）1・2 歳、または親子 世界中のこど

もたちが（2:57）全園児、保護者 

ＵＫ-313／￥1,646 

２０１3 井出まさお運動会② ゴクウ・ザ・ヒーロー！      

ゴクウ・ザ・ヒーロー！（3:37 年中～小低学年） 恋のダイ

ヤル 6700（2:58 年中～小低学年） カラフル（3:30 年中～

小低学年） モーフィン!ムービン!バスターズシップ！（3:32 年

中･年長） 失われたアークのマーチ＜レイダースより＞（5:54 

小中・高学年） 

ＵＫ-314／￥1,646 

2０１3 井出まさお運動会③ たのしい和わわわっ 

佐渡の鬼太鼓（3:46 年中～小低学年） ダイナミック！炭

坑節（3:20 年中～小低学年） 会津磐梯山（2:39 幼児、一

般） にんにん忍たま音頭（3:59 全園児、保護者、一般） 

ドラえもん音頭（2:42 全園児、保護者、一般） 

ＵＫ-315／￥2,095（税抜） 

２０１3 井出まさお運動会④ いっぱいおどろう！ヒットソング 

女々しくて（4:08 年長） やじるしになって（3:59 年長～

小学生） ガツガツ！！（3:45 年中・年長） 初恋は実らない

（3:37 年中～小低学年） ペンギン☆ペンギン（1:46 0・1

歳） フ〜ララ ホアロハ ラ〜（2:08 年少） リーダーにつ

づけ（2:42 年少） しりとりマンボ（3:35 年中･年長） にん

げんっていいな（2:10 2 歳～年長の親子） Together（4:01 

年中･年長） たいようはぼくらのみかた（3:00 年中） わ

らウんだ WA っ！（3:30 年中以上） 

UＫ-299／￥1,646 

２０１２ 井出まさお運動会  メドレーたいそう   
メドレーたいそう: ミッキーーマウス・マーチ~くまのプーさん～ハ

イ・ホー～いつか王子様が～彼こそが海賊(3:34)全幼児〜小低学年 
Ｄｉａｍｏｎｄｓ(4:23)年長～小学生 おにくちょうだい(1:59)

年少以下 ともだちサンバ(3:44)年中以上 ゆめのタネ＜

忍たま乱太郎＞(3:10)幼児～大人 

ＵＫ-300／￥1,646                     

２０１２ 井出まさお運動会② スーパーニンジャ SASUKE             
スーパーニンジャ SASUKE(4:13)年中～小低学年 ソレ

ソレソレソレ 祭りだ！祭り(4:36)年長～小学生 おんなじキモ

チ(4:08)年中・年長 Ａｎｙｔｈｉｎｇ Goes！(3:32)年中～小低学年 

AKB48 メドレー（歌なし）(3:34)小低学年、幼児 

ＵＫ-301／￥2,095（税抜）                     

2０１２ 井出まさお運動会③ 運動会大集合 ウィーゴー！              
ウィーゴー！(4:07)年長〜小学校 ワンダフル↑パワフル↑

ミュージック!!(3:42)年中〜年長 女子 ミッキーマウス・マー

チ(2:12)年少以下 小さな世界(2:22)年少以下 チキンダ

ンス(1:55)年少以下 ふうせんはそらとともだち(1:32)1 歳児 

たまごっち(3:49)幼児 いたずラッコ(2:22)親子 スーパ

ー戦隊 ヒーローゲッター(3:39)年中～小低学年男子 心のファン

ファーレ(3:25)年中〜小低学年 宙船（そらふね）(3:57)年長〜

小学生 月夜のポンチャラリン(2:29)幼児〜一般 

ＵＫ-302／\1,646                  

２０１２ 井出まさお運動会④ 決定版！ロック民謡ベスト５              
ハードロック八木節(3:41)年長〜小学生 Dancing 花笠 

音頭(2:43)年中〜低学年 こども北海盆唄(3:13)幼児〜低

学年 ハイパーおはら節(3:24)年中〜小学生 津軽じょん

からロック(3:59)年長〜小学生 

UC-638／ ￥1,646   
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 2011 うんどう会② ぐるりんちょサンバ                 
①ぐるりんちょサンバ(2:53)2 歳児・年少 ②ボロボロロケット 

～ロング・バージョン （おかあさんといっしょ）(2:47)全幼児 ③ワ

イワイワールド（Dr.スランプ アラレちゃん）(2:35)年少･中 ④ペン

ギンちゃん(2:06)1,2 歳児･親子 ⑤おめめちゃん(1:58)0,1 歳

児、親子 ⑥そらはおべんとう(3:40)全幼児 

UC-640／￥1,646                      

2011 うんどう会④ ピーカンおばけはラテン系                    
①ピーカンおばけはラテン系(3:51)年中～小低学年 ②ベスト

ウイッシュ！（ポケットモンスター ベストウイッシュ）(3:55)年中～小

低学年 ③空ニラクガキ(3:57) 年中～小低学年 ④力を超えて

(3:32) 年長～小学生 ⑤笑顔のループ(4:16) 年長～小低学年 

UC-6051／￥1,646 

2010 うんどう会① キッズたいそう ド･レ･ミ♪ 
①キッズたいそう ド・レ・ミ♪（メドレー）(3:54)幼児～小低学年 

②あおいそらにえをかこう(3:00)全幼児 ③サンバでおどろう！

（毎日かあさん）(3:43)年少～小低学年 ④ダンス・リトル・バード

(3:27)幼児～大人、親子 ⑤ダンス・リトル・バード（歌なし）(3:27)

幼児～大人、親子 ⑥にんげんっていいな(2:51)幼児～大人 

UC-6052／￥1,646 

2010 うんどう会② ド！ド！ド！ドラゴン 

①ド！ド！ド！ドラゴン <おかあさんといっしょ>(2:57)２歳児～年中 

②ちびっこカウボーイ(2:13)２歳児～年少 ③まねっこピーナ 

ッツ(1:44)０･１歳児親子 ④おすもうくまちゃん(1:52)２･３歳児親

子 ⑤チューチューチュー(2:27)２歳児～年少 ⑥モウモウフラ

ダンス(2:12)２歳児～年少 

UC-6053／￥1,646 

2010 うんどう会③ ～キッズたいそう～ライオンほえる 

①～キッズたいそう～ライオンほえる(3:20)幼児～小低学年  

②BIG DREAM～大きな夢 つかめ！～(3:51)年長～小低学年

③GO-GO たまごっち！<たまごっち！>(3:47)年少～年長 ④ぼく

らのうた<おかあさんといっしょ>(3:16)年中･長 ⑤もったいない

ばあさん音頭(2:44)幼児～大人 

UC-386／￥1,646 

2009 うんどう会②お～い かばくん 
①パピプペパピプペ ピョ～～～ン！（2:18）2･3 歳児 ②ミミちゃ

んとパンダコパンダ（パンダコパンダ）（2:51）2 歳児～年少 ③おー

い かばくん（2:29）2・3 歳、親子 ④ふわふわふうか（いないいな

いばあっ！）（1:38）0・1 歳児 ⑤ともだちマーチ（2:03）2・3 歳児 ⑥

でかけよう！（おかあさんといっしょ）（2:05）3 歳児～年少、親子 

UC-387／￥1,646 

2009 うんどう会③ まんまるスマイル 
①まいにちチャレンジャー（はっけん たいけん だいすき！しまじ

ろう）（3:14）年少～年長 ②こぶたのピクニックサンバ（3:18）

年少、年中 ③まんまるスマイル（おかあさんといっしょ）（2:51）2  

歳児～年少 ④ドラネコロックンロール（2:43）年少 ⑤こども

がいっぱいわらってる（2:48）2 歳児～年長、親子 

UC-755／￥1,646 

2008 うんどう会  キッズたいそう〜ファンティリュージョン！ 
①キッズたいそう〜ファンティリュージョン！～ファンティリュージ 
ョン～ケーシー・ジュニア～ビビディ・バビディ・ブー～狼なんかこわくな

い～四月の雨～ミッキーマウス・マーチ～ひとりぼっちの晩餐会～

（3:29）幼児～小低学年 ②ママとゴーゴー（2:18）2 歳児〜幼児,親

子 ③おどるポンポコリン（3:11）幼児～小学生 ④オブラディ･オ

ブラダ（2:51）幼児～小低学年,親子 ⑤『ね』（3:35）幼児～小低学年 

UC-757／￥1,646 

2008 うんどう会  アロアロアロハ！=楽園のまほう= 

①はたらキッズ マイハム組（4:00）年中～小低学年  ②アロ

アロアロハ！=楽園のまほう=（3:37）年中～小低学年 ③なんの

これしきふろしきマン（みんなのうた）（4:41）年中～小低学年 

④ぼうけん日和（3:29）年少 ⑤サモア島のうた（2:50）年少 

UC-759／￥1,646 

2008 うんどう会  ハッピー☆彡 

①ハッピー☆彡 (きらりんレボリューション) （3:58）年長～小低

学年 ②NEXT SKY ～“威風堂々”トリビュート～（3:57）年

長～小中学年 ③ウルトラマンメビウス（4:55）年中～小低学年

④ともだち音頭（4:44）幼児～大人 ⑤私の町はメリー・ゴー  

ランド（3:10）幼児～小低学年 

UC-760／￥1,646 

2008 うんどう会  わっしょい らっしょい！江戸の華 
①わっしょい らっしょい！江戸の華（4:18）年長〜小高学年 

②彼こそが海賊［かけ声入り］（パイレーツ・オブ・カリビアン）

（4:40）小中～高学年 ③ウィーアー！（ONE PEACE）（3:58）年長

～小中学年 ④明日になったら･･･（ドンキーコング）（4:31）小中

〜高学年 ⑤トルコの軍楽（4:30）年長～小高学年  

UC-139／￥1,646 

2007 うんどう会  うんどうかいは Rock’ｎ Roll! 
①冒険者 ON THE ROAD（4:13）年中,年長 ②スパート！（ポ

ケットモンスターアドバンスジェネレーション）（2:56）年中〜小低学

年 ③うんどうかいは Rock’ｎ Roll! （3:06）年中〜小低学年 

 ④ハレ☆ソラ（4:00）年中,年長 ⑤ミュージカル「サウンド・オ

ブ・ミュージック」メドレー(歌ナシ) （6:07）幼児〜小低学年 

UC-141／￥1,646 

2007 うんどう会  ソイヤ！！ 
①ソイヤ！！（4:10）年長〜小高学年 ②ザ・太鼓（4:08）年長〜小

高学年 ③ガジュマルの島（3:58）幼児〜小学生 ④ヤング マ

ン(Y.M.C.A.) （4:38）年長〜小低学年 ⑤オペラ座の怪人～フ

ァントム・オブ・ジ・オペラ〜オール・アイ・アスク・オブ・ユー～(歌ナ

シ) （4:25）小中・高学年 

UC-607／￥1,646 

2006 うんどう会④ みんな大好き Dancing ブギウギ 
①みんな大好き Dancing ブギウギ（3:24）幼児･小学生 ②め 

ざせゴール!～だいじななかまと～（3:45）年中以上 ③ウルト

ラマンマックス（3:18）年中年長 ④白虎まつり（4:12）年中･低

学年⑤マイフェアレディで踊り明かそう! （5:10）全幼 

UC‐129/￥2,700                  

親子で踊るダンス集 （振付;井出真生、ほか）             
①うさぎのしっぽ（2:24） ②パパとママのおくりもの（2:19） 

③カンガルー･ピョン（1:55） ④パパとぼくのマーチ（3:25） ⑤

ぷるるーん あひる（2:13） ⑥とんでペンギン（2:14） ⑦世界

はともだち～ロンドン橋～アビニョンの橋の上で～シュー･

メーカーズ～ごんべさんあかちゃん～10 人のインディアン 

（3:18） ⑧パパと約束（3:07） ⑨親子で水あそび（4:05） ⑩

きままにおさんぽ（2:26） ⑪おかあさんのタマゴ（2:48） ⑫

ね･ね･あのね（1:51） 

UC-126／￥1,620 

2005 うんどう会  じょんがら じょんじょん 
①じょんがら じょんじょん（4:30）長中 ②HEART BEAT（3:51）長

中 ③ロッキーのテーマ(歌ナシ) （3:38）長中 ④光線～Flashback

～(歌ナシ) （6:02）長 ⑤ブラス組体操(歌ナシ) （4:42）長中 
UC‐630／￥3,024             

井出真生の年少以下向きダンス＆体操音楽集             
①あれあれ あれれ？ ②ネムネムひつじ ③カバさんのあく

び ④ルンルン ル シャポー ⑤ひつじのラムダ ⑥あきが  

http://www.aiaikids.co.jp/each_02/UC6051.html


 

 - 15 -

あっきた ⑦パピプペ･ポピー ⑧なの花 ゆれた ⑨ちっちゃ

な いちご ⑩トマトのほっぺ ⑪レモンちゃん ⑫あさ おき

たん ⑬この道どこまでつづいてる ⑭カンガルー･ピョン 

UC-142/￥3,024       

運動会用音楽集 ファンタジー★ワールド         
①№1 体操～ミッキーマウス･マーチ(ミッキーマウス･クラブ)～ヨー 
ホー(東京ディズニーランド)～デビー･クロケットの唄～(デビー･クロ

ケット)～それゆけドナルド(ゴーイング･クワッカーズ)～小さな世界(イ

ッツ･ア･スモール･ワールド)～お砂糖ひとさじ(メリー･ポピンズ)～ ②

KIDS たいそう～ミート･ザ･ワールドー～～ミート･ザ･ワールド(東

京ディズニーランド)～いつか王子様が(白雪姫)～トゥ･ワールズ(タ

ーザン)～ハイ･ホー(白雪姫)～狼なんかこわくない(三匹の子豚)～

ミッキーマウス･マーチ(ミッキーマウス･クラブ)～ホール･ニューワール

ド（アラジン）～ ③ビバ! キッズ体操～ミッキーマウス･マーチ～～

ミッキーマウス･マーチ(ミッキーマウス･クラブ)～ハイ･ディドゥル･ディ

ー･ディー(ピノキオ)～夢はひそかに(シンデレラ)～チム･チム･チェリー

(メリー･ポピンズ)～くまのプーさん(くまのプーさん)～困った時には

口笛を(ピノキオ)～お砂糖ひとさじで(メリー･ポピンズ)～ビビディ･

バビディブー(シンデレラ) ④ビバ! キッズ体操№２～いつか王子

様が～～いつか王子様が(白雪姫)～ジッパ･ディ･ドゥ･ダー(南部の

唄)～アンダー･ザ･シー(リトル･マーメイド)～いつか王子様が(白雪

姫)～メインストリート･エレクトリカル･パレード～小さな世界(イッツ･ス

モール･ワールド) ⑤ホール･ニュー･ワールド ⑥メインストリート･

エレクトリカル･パレード ⑦フォークダンス ディズニーメドレー
～ひとりぼっちの晩餐会(美女と野獣)～ハイ･ホー(白雪姫)～ビビ

ディ･バビディ･ブー(シンデレラ)～～ジッパ･ディ･ドゥ･ダー(南部の唄)

～星に願いを(ピノキオ) ⑧プリンセス! プリンセス! プリンセス!
～いつか王子様が(白雪姫)～愛の芽生え(美女と野獣)～パート･オ

ブ･ユア･ワールド(リトル･マーメイド)～いつか夢で(眠りの森の美女)

～夢はひそかに(シンデレラ)～ホール･ニュー･ワールド(アラジン) 

UC-851／￥2,700 

運動会ベスト集 Vol.2(年少以下向) 

①森のひろばのワゴンセール(2:54) ②ぷるるーんあひる

(2:13) ③ダンス・ダンス・ダンス！(2:33) ④どこがすき(1:37)  

⑤ぽわんぽわん(1:13) ⑥シャラララ・ともだち(2:07) ⑦ぽっ

ぽちゃん(1:24) ⑧はねてピョンピョン(1:34) ⑨親子で水あ

そび(4:05) ⑩ペンギンパラダイス(2:23) ⑪りむとろむ(1:45) 

⑫まっかなおひさま(2:00) 

UC-850／￥2,700 

運動会ベスト集 Vol.1 
①なろうぜニンジャ なれるぜニンジャ(4:17) ②Si, Si Ciao

～ロマナの丘で～(3:24) ③きみにあえてうれしい（3:15） 

④あれあれ あれれ？(3:39)年少 ⑤虹のむこうに(2:36)年

少 ⑥ベイビー・ロックンロール(2:23)全幼児 ⑦ハートはいい

かい？(3:18)年中以上 ⑧サバンナ フェスティバル(3:54)幼

児・小学生 ⑨世界がいっぱい！(3:47)幼児・小学生 ⑩夢いっ

ぱい音頭(3:59)全幼児 ⑪こども斎太郎ロック(4:22) ⑫組体

操・琉球の空(5:12) 

♦ 監修･振付;清水玲子 ♦ 

BSE-715/\3,564 

清水玲子の和の音楽でダンス！ 
①SEAっとたいそう～浜辺の歌（前奏）～ふるさと～カルメ

ン～運命～ガボット～さくらさくら～チャイコフスキーのピ

アノ協奏曲～桃太郎～喜びの歌～(4:31)全園児   

②千本桜［歌なし］(3:27)全園児 ③とんちんかんちん一休

さん(2:49)園児＋保護者 ④金比羅船譜々～サンバ・バー

ジョン～(3:56)年長 ⑤乱舞彩祭(3:34)年長 ⑥よさこいよ

さこい祭(3:52)年長 ⑦てぃんさぐぬ花(3:31)年長 ⑧でん

でらりゅうば(2:41)年長＋保護者 ⑨こども北海盆唄～ロ 

ック・バージョン～(2:52) 年中 ⑩おまつりサンバ！(3:16)年

中 ⑪はごろごろ～ジャズ・バージョン～(1:58)年中 ⑫ず

いずいずっころばし～ポップス・バージョン～(2:34) ⑬お

菓子な音頭(4:03)年中＋保護者 ⑭まつり～ポップス・バー

ジョン～(2:54)年少以下 ⑮ミッキーマウス音頭～カントリ

ー・バージョン～(3:06)年少 ⑯さるさるさ(2:16)年少 ⑰あ

かたすんどぅんち～しーやーぶー～(2:28)年少 ⑱おすしの

ピクニック(2:57)年少＋保護者 【BGM】⑲ゲラゲラボーの

うた［歌なし】(4:10) ⑳富士山いちばんメドレー～ふじ山～

きんたろう～お猿のかごや～うさぎとかめ～おうま～むす

んでひらいて～[歌なし](4:10) 将軍メドレー～マツケン

サンバⅡ～暴れん坊将軍～水戸黄門「ああ人生に涙あり」

～{ 歌なし }(2:58) 【 入退場】 和太 鼓で 参上 ！ [歌な

し](1:06) ラッセーラ！囃子[歌なし]2:24 

BSE-201／￥3,500 

書籍／運動会ダンス振付け 決定版 BOOK（CD 付） 
ZOO っとたいそう～クラシック・メドレー～エリーゼのために～

トルコ行進曲～ユーモレスク～カノン～きらきら星～ロシアの踊～

コロブチカ～天国と地獄(4:33)全園児 .わらの中の七面鳥

(2:52)全園児＋保護者 ロコ・モーション(3:22)全園児＋保護

者 希望の歌～交響曲第九番～(3:57)年長～ ラテン！

ラテン！ラテン！（メドレー）～ブラジル～エル・クンパンチェロ～ラ・

クンパルシータ～メキシコのダンス～コーヒー・ルンバ(4:28)年長～ 

トモダチのわお！(4:42)年長～ タンゴ・ファンタジー～四

季のゆめ～(3:20)年中～ 夕日～SARUSA！～(3:19)年中～ 

三味線たまじろう～アスタ・マニャーナ～(3:29)年中～ ぼ

うけんさがして(3:29)年少～ ぴょんぴょんぶにょぶにょの

うた(3:29)年少～ おしえて(2:32)年少以下～ 【和もの】

よさこい、ソーラン(3:31)年中～ われは海の子～ファンキー

バージョン～(2:40)年中～ 蒼き獅子(3:42)年長～ 【ディズ

ニー】 くまのプーさん(2:46)年少以下～ サークル・オブ・

ライフ(4:00)年長～ アラビアンナイト(3:03)年中～ 【BGM】

恋するフォーチュンクッキー（インスト） 希望の歌～交響

曲第九番～（インスト） 【入退場】 サンバで登場！（インスト） 

どんどこ太鼓（インスト） 【エンディング】 七色アーチ 

USE-131／￥6,685    （2 枚組） 

清水玲子のミラクル☆運動会 
【Disc：1 変身☆ミラクル（運動会ダンス⇔リズムあそび)）】 

■全園児 ①流星ミラクル(4:20) ■5 歳児 ②今日から明

日 へ (4:06) ③ ホ ー ル ・ ニ ュ ー ・ ワ ー ル ド (3:40) ④

Together(4:01) ⑤今日から明日へ[カラオケ](4:06) ⑥ホー

ル・ニュー・ワールド[カラオケ](3:40) ■3・4 歳 ⑦たいようの

サンバ(3:44) ⑧ぼよよん行進曲(3:43) ⑨ピカピカウサギの

マーチ(3:48) ⑩たいようのサンバ[カラオケ](3:44) ■1・2

歳  ⑪となりのトトロ(3:58) ⑫ヒップ・ヒップ・プーレイ(3:08) 

⑬ぴぴハピー(2:08) ■0 歳 ⑭こどもがいっぱいわらってる

(2:00) ⑮ステキなたまご！(1:46) ■ミラクル効果音 ⑯ファン

ファーレ（1）(0:12) ⑰ファンファーレ（2）(0:11) ⑱ドラムロー

ル(0:09) ⑲オープニング・エンディング(0:32) ⑳なんでもミ

ラクル(0:48) 21 とにかくミラクル(0:12) 22. ミラクル太鼓

(1:06) 23. ミラクル囃子(2:04) 【Disc：2 手具＆衣装☆ミラ

クル（ディズニー＆和物ダンス）】 ■ディズニーダンス ①おしゃ

れキャット[2・3 歳 3:11] ②ビビディ・バビディ・ブー[4 歳 

2:43] ③フレンド・ライク・ミー[5 歳 3:29] ■和物ダンス ④

よさこいよさこい祭り[5 歳 3:52] ⑤大漁 GENKI 節[5 歳 

3:53] ⑥SAMURAI ヒーロー[5 歳 3:45] ⑦月夜のポンチャ

ラリン[全園児 2:29] ■体操＆親子ダンス ⑧鉄腕アトム[全

園児 2:37] ⑨AKB48 メドレー：ポニーテールとシュシュ～ヘ 
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ビーローテーション[2～5 歳 3:35] ⑩クックトコクックー[0・1  

歳 3:20] ■BGM（インストゥルメンタル）⑪情熱大陸[4:09] ⑫

ポルカ「狩り」[2:08] ⑬クシコスポスト[1:31] ⑭Everyday、カ

チューシャ[4:54] ⑮ベストウィッシュ！[3:14] ⑯ウィーゴー！

[4:09] ⑰ありがとうの花[3:24] 

USE-299／￥6,264 

清水玲子の運動会 じゃんじゃかフェスタ （2 枚組） 
【Disc：1 じゃんじゃか・ステージ】＜ストーリー仕立て！ダンス

（台本・効果音＆入退場付）＞ ピノキオ・ステージ「わがま

まはダメよ」（3：08）年少 ゆめ・ステージ「ゆめのタネまこ

う」(3:10)年中 ヒーロー・ステージ「我らは正義のヒーロ 

ー」(3:40)年長 ＜BGM＞ サンダーバード オリバーのマー

チ ロレーヌ行進曲 アニメメドレー：～ヤッターマンの歌

～プリキュア 5、フル・スロットル Go GO！～ケロッ！とマーチ～夢をか

なえてドラえもん 天国と地獄 見よ、勇者は帰る 2:03  

＜効果音＞ ファンファーレ ウキウキの音 しょんぼり

の音 こわい音 扉を開けて登場する音 ハロウィー

ン・タウンへようこそ オリーブの首飾(BGM) リズム太

鼓“洋”  リズム太鼓“和” 出囃子（「笑点」より） ゲ

ゲゲの鬼太郎(BGM) 【Disc：2 じゃんじゃか・ワールド】＜じ

ゃんじゃかの世界＞ まほうのとびら（ロング ver.) (3:47) 全

園児 まほうのとびら（BGM） ふうせんはそらとともだ

(1:33)2 歳児以下 コロンパッ(1:46)児以下 ふしぎな 

MAHO(3:31)年少 ド！ド！ド！ドラゴン(2:08)年少 あっちこ

っちマーチ(2:33)年少 夢色のスプーン(3:47)年中 オー

キードーキーマーチ(3:08)年中 ハロウィーン・タウンへよう

こそ(3:24)年中・長 味楽る！ミミカナンバーワン(2:47)年長 

銀河鉄道 999(3:47)年長 ドコノコノキノコ(2:41)親子 

ラ・バンバ(3:07)親子 ＜じゃぱんの世界＞ とんちんかん

ちん一休さん(2:49)年少 三味線たまじろう～アスタ・マニ

ャーナ～(3:37)年中 LEGEND～仁・義・智・信～(4:00)年

長 あかたすんどぅんち～しーやーぶー～(2:28)親子 オ

バ Q 音頭(3:00)全園児 ＜じゃあねの世界（BGM）＞ ありが

とうの花 ひろい世界へ  旅立ちの日に 

NK-265／ ￥3,086 

12 ヶ月のお誕生会あそび＆運動会ダンス  （2 枚組） 

＜DISC１＞12 ヶ月のお誕生会あそび→P.30「日常保育・年中行事」参照 

＜DISC２＞運動会ダンス ①お誕生日じゃない日のうた（「ふ

しぎの国のアリス」より）（3:35）年少 ②リーダーにつづけ（「ピー

ター・パン」より）（2:42）年少 ③きかんしゃトーマスのテーマ

（2:58）年少 ④おまつりサンバ！（3:16）年中 ⑤おひさまキラ

キラ（3:29）年中 ⑥魔訶不思議アドベンチャー！（3:51）年中 

 ⑦夢のワンダーランド（3:24）年長 ⑧SEA OF DREAMS

（3:38）年長 ⑨「パイレーツ･オブ･カリビアン」より（3:17）年長

⑩お菓子な音頭（4:04）全園児 【BGM】⑪太鼓の音（入退場

用）（1:35） ⑫青空のポルカ（4:14） ⑬エレクトリカル･パレード

のテーマ（2:51） 

UK-237／ ￥2,057 

夢の競演 運動会ダンスワールド（対象：年長～小学校低学年）    

①波動-HADO-＜手具:布うちわ＞（4:05） ②月夜のポンチャ 

ラリン＜手具:うちわ＞（2:29） ③将軍メドレー～マツケンサンバⅡ

～暴れん坊将軍～水戸黄門～（歌なし）＜手具:パラバルーン＞

（3:07） ④ブギウギあわ踊り＜手具:しゃもじor鳴子＞（3:15） ⑤

闘志を燃やせ！＜手具:こん棒＞（3:40） ⑥ビバ！アリーバ！サンバ！

＜手具:ポンポン＞（3:46） ⑦宇宙戦艦ヤマト＜手具:旗＞（2:52） 

 ⑧おおスザンナ（3:24） ⑨風になりたい＜手具:布うちわ＞

（3:17） ⑩フレンド・ライク・ミー（3:30） 

UK-274／￥2,057 

みーんな主役! 小学校 運動会ダンスまつり        
①獅子の舞 ＜手具;ばち＞（4:20） ②金毘羅船々 ＜手具;しゃ

もじ＞（3:37） ③SAMURAI ヒーロー ＜手具;棒＞（3:45） ④大 

脱走のマーチ ＜手具;バルーン＞（3:27） ⑤マジカル･アラビアン･

ナイト＜手具;布うちわ＞（3:53） ⑥ラテン! ラテン! ラテン!（4:30） 

⑦オー･シャンゼリゼ ＜フォークソング＞（3:33） ⑧浪花いろは

節 ＜手具;タオル＞（3:13） ⑨お祭り忍者 ＜手具;ばち＞（4:15） 

⑩ソーラン節（3:38） 

♦ 著;阿部直美 ♦ 

USE-401／￥3,024 

書籍／阿部直美のダンス＆リズムゲーム  0・1・2 歳

児の運動会 ちびっこザウルス（CD 付） 

【たいそう】 ちびっこザウルス(3:17)1・2 歳児～ そうじ

きくんたいそう(1:40)2 歳児～ わらべうた トントコたいそ

う(2:59)1・2 歳児～ 【ダンス 2 歳児】 ツッピンとびうお

(1:51) ドンスカパンパンおうえんだん(2:01) なっとう

とうさん(2:22) ちっちゃないちご(1:51) 【ダンス 1 歳児】

パンダうさぎコアラ(1:28) くまどんちからもち(2:43) 

かわいいかくれんぼ(2:54) おおまめこまめ(1:57) 【お

やこ 0 歳児】 かたつむり(0:59) 小さな庭(3:14) そん

なときはおまじない(2:20) 【おやこ 1～2歳児】 おいもの

はたけ(1:41) コッコちゃんピヨピヨちゃん(1:02) ぱぴぷ

ぺぽんぽん(1:52) 犬のおまわりさん(1:35) 【おんど】 お

てんきおんど(1:47) どろんこねこちゃんおんど(1:25) 【式

典】 ベイビー・ファンファーレ(0:17) みんな あつまれ！

(1:38)♩＝100 【マーチ】 ビビディ・バビディ・ブー(2:06)♩＝

140 かわいい行進曲～鳩～ひらいたひらいた～かもめ

の水兵さん～七つの子(5:17)♩＝70～96 【昼のBGM】 四

季(3:34) 

書籍 USE-132／￥3,024（CD 付） 

0・1・2 歳児の運動会 いちごちゃんたいそう 
■たいそう ①いちごちゃんたいそう(3:35)1・2 才～ ②とも

だちできちゃった(2:30)1・2 才～ ③カニのグーパーたいそう

(1:33)1・2才～ ■ダンス／2歳 ④アイ・アイ(1:58) ⑤にんじ

んチャチャチャッ(1:46) ⑥のりものだいすき(1:48) ⑦ どー 

んとおんど(2:11) ■ダンス／1 歳 ⑧きんぎょちゃんとメダ

カちゃん(1:19) ⑨ちっちゃなおててで(1:22) ⑩鳩(1:58) ⑪

ひよこちゃん ばあっ！(1:11) ■おやこ／0～2 歳 ⑫ゴリラ

さんとゾウさん(1:15)1 才～ ⑬パンやさんにおかいもの

(1:43)1才～ ⑭はしれちょうとっきゅう(2:41)1才～ ⑮オオカ

ミなんかにまけないぞ(2:36)2 才～ ⑯チューリップ(1:27)1 才

～ ⑰ぶんぶんぶん(1:30)1・2 才～ ⑱はたけのやさいです

(1:26)1 才～ ⑲むすんでひらいて(1:26)9 カ月児～ ⑳ハナハ

ナあそび(1:21)9 カ月児～ ■式典 運動会ファンファーレ

(0:24) あしたてんきにな～れ!(1:43) ■マーチ 崖の上

のポニョ(2:43) ごんべえさんの赤ちゃんマーチ(2:06) ■

昼の BGM 美しく青きドナウ(4:00) 

書籍 BSE-123／￥3,024（CD 付） 

阿部直美のダンス＆リズムゲーム 3・4・5 歳児の運動会 

[たいそう]①ピーマンマン元気たいそう(2:22)4・5 歳児 ②は

とぽっぽ体操（歌入り）(3:10)3 歳児から ③おばけちゃんた

いそう(3:38)3・4・5 歳児 [ダンス 3 歳から]④マル・マル・モ

リ・モリ！(3:48) ⑤ピクニック(1:44) [ダンス 4 歳から]⑥うん

どうかいファイト(3:26) ⑦WANTED！(4:16) ⑧オニのパンツ

(2:18) [ダンス 5 歳から]⑨ラ♪ラ♪ラ♪ スイートプリキュア♪ 
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 (3:19) ⑩海賊戦隊ゴーカイジャー(3:51) [おんど]⑪ももた

ろうソーランぶし(2:09) ⑫ごろりんおんど(2:44)3 歳児から 

⑬くりのみおんど(2:45)3 歳児から [ゲーム]⑭ひっくりかえし

てポン(2:55)4・5 歳児から大人 ⑮ジェットコースターゲーム

(3:15)4・5 歳児から大人 [マーチ]⑱昔話マーチ：～ももたろう  

～うさぎとかめ～きんたろう～うらしまたろう(3:38)並足用

⑲ロング BGM(5:05) [式典]⑳ドラマティック ファンファーレ

(0:16) おめでとう(0:21) [お昼の BGM] ハワイアン ウ

ェディングソング(3:15) 

書籍 BSE-122／\3,024（CD 付） 

阿部直美のダンス＆リズムゲーム 0・1・2 歳児の運動会 

[たいそう]①あたまかたひざポン(3:01)2 歳児から ②たいそ 

う・たまごのうた(3:41)1 歳後半から ③おにぎりたいそう

(1:19)2 歳児から ④ポンポンたいそう(2:05)2 歳児から ⑤か

えるのぴょんぱっ(2:10)1 歳後半から ⑥げんきで 1・2 の

3(2:27)1 歳後半から [ダンス 1～2 歳]⑦はしるの大すき

(1:32)1 歳後半から ⑧コロンパッ(1:47)1 歳後半から ⑨あんよ

でトントン(2:59)1歳後半から ⑩ミッキーマウス・マーチ(2:40)2

歳児から [おやこ 0～2 歳]⑪おつかいありさん(1:49)1 歳後

半から ⑫さんぽ(2:36)10 カ月児から ⑬ちっちゃな王様王女 

様(2:22)1 歳後半から ⑭コアラだっこのうた(4:12)1 歳後半か

ら ⑮にんどころ(1:11)9 カ月児から ⑯ペンギンさんのやまの 

ぼり(2:09)9 カ月児から ⑰十五夜さんのもちつき(1:39)8 カ月

児から [マーチ]⑱かわいいマーチ～ゆりかごのうた～赤い鳥 

小鳥～虫のこえ～すずめのおやど(4:16) ⑲整列用リズム

(0:24) [式典]⑳ドラムでリズム(0:09) トランペットファンフ

ァーレ(0:16) [お昼の BGM] トロイメライ(3:07) 

USE-304／￥6,264 

阿部直美のうんどうかいシリーズ ひよこちゃんたいそう 
【Disc：1】＜オープニング・表彰式＞ ドレミファ・ファンファー 

レ ベイビー・ファンファーレ 足並みそろえて みんな

あつまれ！ 明日に輝け 小さな笑顔に 応援手拍子 

ちっちゃな おててで ＜たいそう＞ ひよこちゃんたいそ

う(2:41) 3、4 歳 こんにゃくロックたいそう(2:40) 4、5 歳 . 

ハワイアン･ストレッチたいそう(4:02) 4 歳～大人 あっぷっぷ

たいそう(2:34)未満児、3 歳 ミラクルマンたいそう(3:29) 4、5

歳児 Get Into The Ryhthm(1:47)準備体操 ＜おんど＞

十五夜さんのもちつきおんど(2:53) しあわせ うどんおん

ど(3:19) まんまるおんど(2:11) 恐竜音頭(2:34) . お

ふろあわぶくおんど(2:58) ＜競技用 BGM と行進曲＞  あ

りがとう[駈足］(3:50 ♩＝160) ベストウィッシュ［駈足］(3:59 

♩＝160) ワシントン・ポスト[並足］(2:33 ♩＝120)  ごんべ

えさんの赤ちゃんマーチ[競技用］(2:04 ♩＝125) . ピクニッ

ク マーチメドレー[競技用］(5:39) ＜昼休み BGM＞ いやし

の BGM メドレ：～オルゴールの夢～静かな森で～風のハーモニー

～ 【Disc：2】＜年長児向き＞ ともだちってすてきだね(2:10) 

Yeah! Break! Care! Break!(3:42) 虹の向こうに(3:50) 

サンドウィッチロック(3:50) ムーンライト伝説(2:52) ＜年中

児向き＞ ドコノコノキノコ(2:14) むさしサンバ(2:30) お

へそうまいぞ(3:00) ジューキーズこうじちゅう！(2:01) ウ

ルトラマンタロウ(2:33) ＜年少児向き＞ おもちゃのチャチ

ャチャ(2:05) ころころどんぐりさん(1:27)  わっ! おしゃ

れ(2:16) なっとう ねばねば(1:09) ダンシング･チェッチ

ェッコリ(2:27) ＜3 歳未満児向き＞ やぎさんゆうびん(1:32) 

おともだちランランラン(1:18) こどもの王様(1:18) く

まさん くまさん(1:04) 鳩（運動会バージョン）(1:58) ＜親

子であそぼう＞ クロススキップのうた(2:28)3～5 歳親子  

おすもうくまちゃん(1:13)2・3 歳親子 てとて(1:33)2・3 歳親

子 ＜ゲームであそぼう＞ なかよしになるには(2:02)3～5歳、

大人 手つなぎドーナツ(2:16)3～5 歳、大人 オーそれピッ

ツァ (2:20)4・5 歳、大人 ＜フィナーレ＞  合図用チャイム 

終わりのファンファーレ 夕日の街角 日暮れの丘 

USE-328／￥6,264 

乳児から参加できる運動会― どうぶつたいそう 1・2・3（2 枚組） 
オープニングからフィナーレまで、この 1 作で運動会を 

まるごと演出できます。年中・年長が力を発揮できる曲や 3

歳未満児＆乳児にぴったりの曲を充実。ダンス曲のイラスト

振付解説書付き。 

♦ ケロポンズ・Q-TARO ♦ 
KC-757／￥3,024    振付 DVD 付 

ケロポンズと Q-TARO のヒップホッぷぅー 
①エビカニクス～DANCING REMIX～(2:25) ②ヒップホッ

ぷぅーたいそう(3:52) ③かっちょいい(2:45) ④ドンパンダン

ス(3:14) ⑤ぶんぶんぶん～Q-TARO スペシャル REMIX

～(1:30) ⑥スーパークラシックメドレー：～ウィリアム・テル序

曲～剣の舞(3:33) ⑦地球とおどろう(3:43) 

♦ 新沢としひこ ♦ 

UC-823／￥2,916                       

新沢としひこのピカピカうんどうかい                       
【オープニング】 ①げんきげんきマーチ(1:54)全園児 ②ピカ

ピカうんどうかい(2:10)全園児 ③せかいをまわせ(2:35)全園

児 【競技種目・応援歌】④はしれはしれ(2:43) ⑤ひっこぬ

け(1:59) ⑥あかぐみしろぐみ(1:54)全園児 【おゆうぎ】⑦ひ

つじたちのヨーデル(2:37)年少 ⑧スキップスキップ(1:52)年

中 ⑨すてきなだいぼうけん(1:59)年少･年中 ⑩きみのはた

ぼくのはた(2:56)年中 ⑪うんどうかいのヒーロー(3:24)年長

⑫フラフラフラダンス(3:15)年中･年長 ⑬ミラクルミラー  

 (2:39)年中･年長 ⑭フレ・フレ・フレ(3:56)年長 【乳児向け】⑮

よちよちソング(2:24)乳児 ⑯ヒヨコピィピィ(1:31)乳児 【家族

参加】⑰ジャラジャラケラケンポンポコポン(2:01)親子 ⑱み

んなごうのしゅっぱつ(1:41)親子 ⑲まっしぐらポルカ(2:14)

親子 【エンディング】⑳からだくんありがとう(4:07)全園児 

きょうのおわりのうた(3:22)みんな 【カラオケ】 げんきげ 

んきマーチ ピカピカうんどうかい ミラクルミラー 

きょうのおわりのうた 

♦ 振付;福尾野歩 うた；トラや帽子店 ♦ 

TA-710／￥2,057 

トラや体操 1 燃えろ!運動会!!                   
①燃えろ!運動会（2:36） ②ちきゅうにかぜがふいている

（3:54） ③かえるのみどりちゃん音頭（4:10） ④スタチャリカ

の歌（2:56） ⑤おそれおおくも水戸黄門（3:51） ⑥燃えろ!

運動会!!【並足】（3:19） ⑦燃えろ!運動会!!【かけ足】（3:46） 

♦ その他 ♦ 

書籍 BOO-448／￥3,600（CD/DVD 付） 

動会ダンスソングベスト NEW キッズ・エイサー 
実演 DVD と演奏 CD、踊り方イラスト・楽譜が一つにまとま

った DVD&CD ブック。（対象：幼児～小学生） 

①てぃだぬふぁ(2:44) ②ユイユイ(3:00) ③三村節(2:08) ④

赤田首里殿内(3:43) ⑤エイサー遊び(4:00) ⑥ヒヤミカチ

節～カチウキリ(2:44) ⑦唐船ドーイ(2:44) ⑧漲水の声合

(3:23) ⑨どんどんどどんこ (4:38) ⑩風と蒼空と大地と

(3:30) ⑪ラララ・ラッセーラ (4:13) ⑫ロック音頭八木節

(3:55) ⑬キッズ・ソーラン(4:07) 

http://aiaikids.co.jp/each_02/USE304.html
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UK-273／￥2,057 

みーんな主役！ 幼稚園・保育園で使える ウキウキ運動会ダンス 

ウキウキパレード(3:18)全園児 サンサンたいそう(3:09) 

全園児 ハーワイワイワイ(3:02)年少 風のおはなし(2:19)

年少 動物園へ行こう(2:23)年少 きょうはぼくらのうん

どうかい(2:30)年少・中 ワンワン ワンダフル(3:26)年少・中 

てをたたこ(1:44)全園児 パパパ(1:35)全園児 いっし

ょにつくったら(2:11)年中 ともだちサンバ(3:13)年長 ハ

リキリ太鼓(3:13)年長 歩いて帰ろう(3:30)年長 

NC-103／￥1,620 

つかえる!あそべる!音楽たまてばこ①忍者／孫悟空        
大好きなヒーローになって走って飛んでポーズをきめろ!･･･障 

害物競走やチャレンジをテーマにした競技にぴったり! 振り付けで

踊ってもかっこよく楽しい曲がいっぱい。 

【すぐにあそべる競技アイデアつき】★ただいま忍者の修行

中 ★パズル DE 悟空 

①ハリケンジャー参上!（忍風戦隊ハリケンジャー）（3:53） ②忍

者でいこう!（忍者戦隊カクレンジャー）（3:21） ③飛べ飛べ! イ

チジョウマン（2:44） ④忍者ハットリくん（忍者ハットリくん）

（2:07） ⑤ぼくは忍者（1:35） ⑥摩訶不思議アドベンチャー

（ドラゴンボール）（3:48） ⑦モンキー・マジック（3:53） ⑧スー

パーモンキーゴクウ! （2:55） 

NC-104／￥1,620 

つかえる!あそべる!音楽たまてばこ②海賊／宝島 

ちびっこ海賊の登場だ! 宝をめざしてヨーソロー!･･･宝物競

走、宝取りゲームなどの競技 BGM にぴったり! 大海原へ船をくり

出すスケール感の大きな曲を収録。 

【すぐにあそべる競技アイデアつき】★パイレーツ VS バイキング 

【振り付け解説付き】★ひょっこりひょうたん島～のりのりダンス 

①ウィーアー（ONE PIECE）（3:58） ②少年海賊団の唄（2:38） ③か

いぞくマーチ（1:58） ④黒ひげ海賊団（2:50） ⑤海賊稼業は最高

だ（0:50） ⑥キッズ・パイレーツ～めざせ! 宝島～（3:52） ⑦ひょっ

こりひょうたん島（3:16） ⑧船に乗ってくりだそう（3:07） 

NC-105／￥1,620 

つかえる!あそべる!音楽たまてばこ③冒険／探検 

ぼくらは探検隊! 夢と希望の冒険の旅にでかけよう!･･･登場

用の音楽にも使える、並足や駈足のマーチも入っています。買い物

競走にぴったりの曲や、ポンポンで踊れる楽しい振り付けも収録。

【すぐにあそべる競技アイデアつき】★THE 探検隊 

【振り付け解説付き】★冒険してラッパピーヤ!～ポンポンダンス～

①進め! 冒険アスファル島（のりもの王国ブーブーカンカン）

（2:28） ②冒険者 ON THE ROAD（轟轟戦隊ボウケンジャー） 

（4:13） ③冒険パンチ! （轟轟戦隊ボウケンジャー）（3:34） ④ハ

ッスル（2:58） ⑤このみちどんどん（3:01） ⑥ぼくらはみらい

のたんけんたい（3:05） ⑦わくわくスーパーマーケット（2:08） 

⑧冒険してラッパビーヤ!（恐竜戦隊ジュウレンジャー）（3:20） 

NC-109／￥1,620 

つかえる!あそべる!音楽たまてばこ ⑦ちびっこマン参上! 

パパママ見てね! こんなに大きくなったよ!･･･お買い物や一人

でできるよ的なテーマの競技にぴったり! 子どもの成長を感じるあ

たたかい曲集。 

【すぐにあそべる競技アイデアつき】★ちょっとそこまでおかいもの 

【振り付け解説付き】★ワイワイワールド～サークルダンス～

①ドレミファだいじょうーぶ! （3:44） ②ワイワイワールド（Dr.スラン

プ アラレちゃん）（2:35） ③ヤンチャりか（2:01） ④キッズのチャチ

ャチャ（ウルトラマンキッズＭ7.8 星のゆかいな仲間）（2:53） ⑤タツジ

ンになるんだもん（3:23） ⑥おおきなくまになったら（シートン動物 
 

記 くまの子ジャッキー）（3:03） ⑦リトル・ルルとちっちゃい仲間（リト

ル･ルルとちっちゃい仲間）（2:21） ⑧いるかのジャンプ（1:43） 

 

民謡・音頭 

♦ 民謡・音頭 ♦ 
OK-327／￥2,300                        

すく♪いく運動会 パワフル！盆踊り  

①スーパーニンジャ SASUKE(4:13)4 才～ ②ダイナミック!

炭坑節(3:21)4 才～ ③FUNKY 阿波踊り(3:44)4 才～ ④

Dancing 花笠音頭(2:43)4 才～ ⑤ソレソレソレソレ 祭りだ!祭

り(4:36)5 才～ ⑥こども北海盆唄(3:13)3 才～ ⑦ソーランブ

ギウギ(3:25)4 才～ ⑧ひょっこりひょうたん島(3:13)4 才～ 

⑨にんにん忍たま音頭(3:59)3 才～ ⑩月夜のポンチャラリ 

ン(2:29)3 才～ ⑪ハリキリ太鼓 (3:13)5 才～ ⑫WA になって

おどろう～ILE AIYE～(4:58)3 才～ 

OK-299／￥2,057 

運動会をかっこよく！ロック民謡＆こども音頭 ベスト 

＜ロック民謡＞ ヤーレン！ソーラン・ロック(3:33) 園児 

YO・SA・KO・I(3:56) 園児 こどもちゃっきり Dancing(3:38)

年長～小中学年 津軽じょんからロック(3:54)小学生 

FUNKY どじょうすくい(5:02)小低～中学年 ハイパーおけ

さ(3:30 年長～小中学年 ロックンロール大漁節(4:47)小学

生 唐船（とうしん）ドーイ(2:16)小学生 ＜こども音頭＞ .  

ドラえもん音頭(2:41)園児 ハムハム ON-DO だ、ハムちゃ

んず！(2:56) 年長～小中学年 にんにん忍たま音頭(3:58)園

児 崖の上のポニョ(2:43)年長～小中学年 

OR-643／￥514 

たちねぶた音頭 
①たちねぶた音頭 ②だじゃれだゾ? ③いつまでもともだち 

OC-6166／￥2,700 

音魂！100 人のロック・ソーラン ロック民謡 スーパー・ベスト（振付） 

①100 人のロック・ソーラン(4:00)小学生 ②じょんがらまつ

り（4：15）全幼児・小学生 ③親子花笠ロック（4：03）年長～小

学生 ④こども斎太郎ロック（4：22）全幼児・小学生 ⑤こども

相馬盆唄（3：24）全幼児・小学生 ⑥こども八木節おどり（3：

51）全幼児・小学生・父兄 ⑦FUNK 大漁節（3：19）全幼児・小

学生 ⑧東京音頭＜ロック・バージョン＞（3：40）年中～小中学年 

⑨ちゃっきりブギ（4：41）年長～小中学年 ⑩ロック AWA 

ODORI（3：28）全幼児、小学生、一般 ⑪ブラスロック民謡 親

子よさこい Dancing（3：29）幼児～小低学年 ⑫ロック民謡 

こどもおてもやん（4：07）全幼児、小学生、一般 ⑬ロックンお

はら節（4：01）年少～小低学年 ⑭親船子船～ロック・唐舟ド

ーイ～（4：10）全幼児、小学生、一般 ⑮ふるさと祭り（3：17）年

長～小学生 ⑯北海盆唄[8 時だヨ！全員集合バージョン]（2：37）

全幼児、小学生、一般 

OK-785／￥2,057 

こどもエイサー（振付） 
練習用として太鼓（パーランクー）の音を抜いたものを全曲同時収録。 

[オーケストラバージョン]①安里屋（あさどや）ユンタ（4:05） ②

唐船（とうしん）ドーイ（2:44） [和楽器バージョン]③仲順流（ち

ゅんじゅんなが）り（2:00） ④久高節（くだかぶし）（2:03） ⑤祝

（いわ）い節（ぶし）（1:53）  ⑥めでたい節（ぶし）（1:53） ⑦稲

（いに）しり節（1:53） ⑦豊年（ほうねん）音頭（2:11） ⑧唐船ド

ーイ（2:28） ⑨エイサーメドレー ～仲順流り～久高節～祝い節

～めでたい節～稲しり節～豊年音頭～唐船ドーイ～（14:07） 

OK-267／￥2,057 

運動会 ロック盆踊り（振付）  

http://www.aiaikids.co.jp/each_02/UK273.html
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①ダイナミック！炭坑節（3:18）小低～中学年 ②こども北海

盆唄（3:14）園児 ③Dancing 花笠音頭（2:43）小低～中学年 

④FUNKY 阿波踊り（3:45）小低～中学年 ⑤ハイパーおはら

節（3:25）小中～高学年 ⑥ハードロック八木節（3:42）小中～

高学年 ⑦よさこい、ソーラン！（3:31）園児 ⑧おまつり忍者

（4:15）園児 ⑨浪花いろは節（3:13）園児 ⑩踊れ！たいやきく

ん[ソーラ節入り]（3:10）小低～中学年 ⑪月夜のポンチャラリ

ン(2:30)小低～中学年⑫BGM 東京音頭[歌・振付なし]（3:08） 

OC-355／￥1,944           

運動会 ロック民謡ベスト（振付;井出真生,ほか）      
①親子よさこい Dancing ②親子花笠ロック ③ロック民謡･親

子ソーラン ④ロックンおはら節 ⑤こども斎太郎ロック ⑥ロッ

ク･こども北海盆唄 ⑦こどもハイヤ節 ⑧こども じょんがら 

OC-631／￥3,024            

運動会 ロック民謡ベストⅡ（振付;井出真生）      
①ふるさと祭り ②じょんがらまつり ③ちゃっきりブギ ④ 

FUNK 大漁節 ⑤よさこいソーランロック ⑥ロック AWA  

ODORI ! ⑦こども相馬盆唄 ⑧VIVA ! いそぶし ⑨親船子船

～ロック･唐船ドーイ～ ⑩こども八木節おどり ⑪龍神太鼓

～ファンキーニッポン祭り囃子～ ⑫お江戸～Old Edo Rap～ 

OO-814／￥2,674              
エイサー遊び／クイチャー踊ろう!          
①エイサー遊び ②ヒヤミカチ節 ③唐船どーい ④汗水節 ⑤

安里屋ユンタ ⑥えんどうの花 ⑦子どもたちへの讃歌 ⑧パ

ニパニクイチャー ⑨ゲンキ音頭 ⑩子守唄 ⑪漲水の声合 ⑫

キッズクイチャー ⑬踊ろう! ⑭唐船どーい（三線バージョン） 

DVD DDO-502／￥3,086    

ロック音頭 八木節  CD 付（うた;二本松はじめ）   

ケンパ・縄跳びなどのこどもの遊びや、神楽舞を取り入れ

た軽やかで楽しい踊り。 

OWA-01／￥2,160 

わらび座の民舞指導 ミュージック CD（1） （振付なし）  

みかぐら ②春駒 ③ソーラン節 ④古代神 ⑤秋田あば

こ ⑥花笠音頭 

DVD⇒DWA-11「わらび座の民舞指導 かぐら」 ￥4,320 

     DWA-12「わらび座の民舞指導 ーラン節」 ￥4,320 

     DWA-13「わらび座の民舞指導花笠音頭」 ￥4,320 

OVA-180／￥2,057 

ゴールデン☆ベスト 伊藤多喜雄＆TAKIO BAND 
「3 年 B 組金八先生」で使われたソーラン節は 15 曲目「ＴＡ

ＫＩＯ’Ｓ ＳＯＨＲＡＮ ２」です。 

タキオのソーラン節 秋田音頭 Meiho めまんべつ

囃子 鹿児島小原節 元気かい 諫早のんのこ 小

諸馬子唄 刈羽甚句 会津磐梯山 東日流 野毛山

節 愛しき大地 愛する者よ TAKIO'S SOHRAN 2 

DVD DDMN-6／￥3,086 

元祖 これが南中ソーランだ！ 
南中ソーランの教則DVD。「3年B組金八先生」で踊った「ソ

ーラン節」の基です。（TV では多少のアレンジあり） 

ＯＷＡ-04／￥1,620             
わらび座 NEW ソーラン節 （振付け・歌詞カードなし） 

NEWソーラン節 ②NEWソーラン節 （カラオケ） ③NEW

ソーラン節（インストルメンタル）、他  

DVD⇒DWA-04「わらび座  DVD でおぼえる NEW ソーラン節」 \4,140 

ＯＷＡ-05／￥1,620              
わらび座 NEW 秋田音頭（振付け・歌詞カードなし） 

NEW 秋田音頭 ②NEW 秋田音頭 （カラオケ） ③NEW

秋田音頭（インストルメンタル）、他 

DVD⇒DWA-05「わらび座  DVD でおぼえる NEW 秋田音頭」 \4,140 

 

マーチ集 

♦ 幼稚園･保育園･小学校向けマーチ集 ♦ 

MC-114                         たのしい歌入り♪こどもマーチ＊ベスト                  ￥2,160 

●さわやかマーチ＜青空にはえるダイナミックマーチ＞ ⑪カービィ★マーチ（星のカービィ） ♩=138 3:02 

①世界中のこどもたちが ♩=134 2:40 ⑫ミッキーマウス･マーチ（ミッキーマウス･クラブ） ♩=128 2:39 

②天使の羽のマーチ(みんなのうた) ♩=136 2:27 ⑬アンパンマンのマーチ（それいけ!アンパンマン） ♩=96 2:47 

③青空マーチ ♩=140 2:48 ⑭さんぽ（となりのトトロ） ♩=126 2:34 

④風よふけふけ(みんなのうた) ♩=140 2:36 ⑮ン･パカマーチ（夢のクレヨン王国） ♩=118 2:33 

⑤2001 歩のマーチ ♩=122 2:45 ⑯わいわい行進曲（Dr.スランプ アラレちゃん） ♩=128 3:41 

⑥ともだち讃歌(みんなのうた) ♩=126 2:22 ●かわいいマーチ＜歩くだけでかわいいちびっこマーチ＞ 

⑦いま生きる子どもマーチ ♩=120 2:56 ⑰てちてちまーち（とっとこハム太郎） ♩=120 2:06 

●ゆかいなマーチ＜うきうき楽しい元気なマーチ＞ ⑱バビバビバビブー ウルトラＢ（ウルトラ B） ♩=123 1:54 

⑧パンのマーチ(みんなのうた) ♩=124 2:18 ⑲あんよあんよマーチ（いないいないばあっ!） ♩=108 1:36 

⑨あさごはんマーチ（おかあさんといっしょ） ♩=128 2:23 ●エンディングマーチ＜ラストを飾るあったかマーチ＞ 

⑩ぼよよん行進曲（おかあさんといっしょ） ♩=135 2:16 ⑳さよならマーチ（おかあさんといっしょ） ♩=128 1:34 

MC-086                          長時間連続演奏マーチ ポップス編                    ￥2,935 
＜アニメ メドレー（24:19）＞①さんぽ「となりのトトロ」 ②ドラムロール ③サザエさん「サザエさん」 ④ドラムロール ⑤はじめて 

のチュウ「キテレツ大百科」 ⑥ドラムロール ⑦ドラえもん「ドラえもん」 ⑧ドラムロール ⑨オーレ! チャンプ ⑩ドラムロール ⑪

チュンチュンワールド～マジックカーニバル ⑫ドラムロール ⑬針切じいさんのロケン･ロール「ちび丸子ちゃん」 ＜甲子園入場

曲 メドレー（19:46）＞ ⑭これが私の生きる道 ⑮ドラムロール ⑯TOMORROW ⑰ドラムロール ⑱がんばりましょう ⑲ドラム

ロール ⑳負けないで ドラムロール どんなときも 

 

http://aiaikids.co.jp/each_05/OVA180.html
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♦ スタンダードマーチ集 ♦ 

MC-113                            決定盤！  スタンダードマーチ                     ￥2,160 
【並足】トラディショナル･マーチ ⑧ワシントン･ポスト ♩=120 2:30 ⑮君が代行進曲 ♩=120 2:35 

①星条旗よ永遠なれ ♩=122 3:29 【並足】スポーツ･マーチ 【駈足】 

②双頭の鷲の旗の下に ♩=120 3:15 ⑨オリンピック･マーチ ♩=120 5:23 ⑯天国と地獄 ♩=165 3:33 

③錨を上げて ♩=122 1:51 ⑩スポーツ･ショー行進曲 ♩=124 3:09 ⑰道化師のギャロップ ♩=164 1:36 

④ボギー大佐 ♩=120 3:14 ⑪コバルトの空 ♩=120 2:37 ⑱クシコス･ポスト ♩=171 3:02 

⑤美中の美 ♩=124 3:28 ⑫ライツ･アウト ♩=116 2:51 ⑲トランペット吹きの休日 ♩=165 2:37 

⑥雷神 ♩=122 2:44 ⑬スポーツ行進曲 ♩=126 2:14 ⑳トリッチ・トラッチ･ポルカ ♩=178 2:26 

⑦旧友 ♩=120 3:20 ⑭栄冠は君に輝く ♩=120 2:40    

MC-862                 長時間連続演奏マーチ 双頭の鷲の旗の下に～忠誠～              ￥2,621 
スタンダードマーチをドラミングブリッジによりテンポ 120～122 で演奏 

①双頭の鷲の旗の下に（ワーグナー） ②旧友（タイケ） ③エル･カピタン（スーザ） ④ボギー大佐（アルフォード） ⑤ワシントンポスト

（スーザ） ⑥国民の象徴（バーグレイ） ⑦星条旗よ永遠なれ（スーザ） ⑧錨を上げて（ツィンマーマン） ⑨士官候補生（スーザ） ⑩雷

神（スーザ） ⑪後甲板にて（アルフォード） ⑫忠誠（スーザ） 

MC-536                            運動会用マーチ･ベスト 駈足用                     ￥2,935 
①天国と地獄 ♩=165 3:33 ⑪すずらん ♩=160 3:15 

②トランペット吹きの休日 ♩=165 2:37 ⑫トロイカ～いずみのほとり ♩=168 3:13 

③クシコス･ポスト ♩=171 3:02 ⑬ポーリュシカ･ポーレ ♩=168 3:32 

④トリッチ・トラッチ･ポルカ ♩=178 2:26 ⑭スポーツカー･ページェント ♩=172 2:52 

⑤道化師のギャロップ ♩=164 1:36 ⑮おんまはみんな ♩=178 2:57 

⑥ふりむくな君は美しい ♩=158 2:59 ⑯大追跡 ♩=178 3:28 

⑦サーカス・ビー ♩=143 2:36 ⑰クラリネット超特急 ♩=180 3:32 

⑧ローリング･サンダー ♩=150 2:01 ⑱アメリカ超特急 ♩=188 2:16 

⑨体育祭行進曲 ♩=153 4:10 ⑲輝く朝 ♩=192 3:22 

⑩空を見上げて ♩=160 3:02 ⑳ほたるの光 ♩=192 3:52 

MC-537                            運動会用マーチ･ベスト 並足用                     ￥2,935 
①オリンピック･マーチ ♩=120 5:23 ⑪手のひらを太陽に （振りつき） ♩=124 3:25 

②スポーツショー行進曲 ♩=124 3:09 ⑫ビアだるポルカ （振りつき） ♩=124 2:51 

③スポーツ行進曲 ♩=126 2:14 ⑬ドレミのうた （振りつき） ♩=126 3:25 

④コバルトの空 ♩=120 2:37 ⑭仔象の行進 （振りつき） ♩=126 3:07 

⑤ライツ･アウト ♩=116 2:51 ⑮聖者の行進 （振りつき） ♩=128 3:30 

⑥栄冠は君に輝く （振りつき） ♩=120 2:40 ⑯コンバット･マーチ ♩=136 3:28 

⑦若い力 （振りつき） ♩=122 3:36 ⑰クラリネットをこわしちゃった （振りつき） ♩=132 3:16 

⑧テキサスの黄色いバラ（振りつき） ♩=120 3:17 ⑱もりのくまさん （振りつき） ♩=122 2:55 

⑨若者たち （振りつき） ♩=120 2:55 ⑲チルドレンズ･マーチ ♩=110 2:48 

⑩線路はつづくよどこまでも（振りつき） ♩=124 3:56 ⑳家路のマーチ   ♩=118 3:57 

♦ その他のマーチ集、マーチベスト集 ♦ 

MC-753                            民謡マーチ～ソーラン節～                       ￥1,944 

①ソーラン節(北海道民謡) ★振付 ♩=116 4:35 ⑥こきりこ節（富山県民謡） ♩=118 4:08 

②花笠踊（山形県民謡） ♩=118 3:36 ⑦木曽節（長野県民謡） ♩=118 4:13 

③斎太郎節（宮城県民謡） ♩=120 3:55 ⑧ひえつき節（宮崎県民謡） ★振付 ♩=118 3:24 

④会津磐梯山（福島県民謡） ♩=106 3:55 ⑨鹿児島小原節（鹿児島県民謡） ♩=116 4:28 

MC-086                          長時間連続演奏マーチ ポップス編                    ￥2,935 
＜アニメ メドレー（24:19）＞①さんぽ「となりのトトロ」 ②ドラムロール ③サザエさん「サザエさん」 ④ドラムロール ⑤はじめて

のチュウ「キテレツ大百科」 ⑥ドラムロール ⑦ドラえもん「ドラえもん」 ⑧ドラムロール ⑨オーレ! チャンプ ⑩ドラムロール ⑪

チュンチュンワールド～マジックカーニバル ⑫ドラムロール ⑬針切じいさんのロケン･ロール「ちび丸子ちゃん」 

＜甲子園入場曲 メドレー（19:46）＞ ⑭これが私の生きる道 ⑮ドラムロール ⑯TOMORROW ⑰ドラムロール ⑱がんばりまし 

ょう ⑲ドラムロール ⑳負けないで ドラムロール どんなときも 

ミッキー･マウス･マーチ ＜DISC６＞①宇宙マーチ ②タイガーマスク ③あしたのジョー ④サインは V ⑤柔道一直線 ⑥黒猫の

タンゴ ⑦友情の虹 ⑧ムーミンの歌 ⑨チキチキバンバン ⑩オリバーのマーチ ⑪おつかいありさん～ことりのうた～あまふり

くまの子 ⑫とんでったバナナ～シャボン玉～クラリネットをこわしちゃった ⑬南の島のハメハメハ大王～サモア島の歌～フニ

クリフニクラ ⑭幸せなら手をたたこう～森のくまさん～線路は続くよどこまでも～おお牧場はみどり ⑮小さな世界 ⑯ウン

ジャラゲ ⑰小象の行進 

 



 

 

運動会 式典･競技用 
UK-893／￥2,916（5/11 発売）    

毎年つかえる！運動会ミュージック キング･スーパー･ツイン 2016（2 枚組） 

【DISC:1 運動会シーン別＆入退場マーチ】＜開会式の音楽

＞①～③オープニング・ファンファーレⅢ ④開会の音楽 ⑤

体育大行進 ＜入退場マーチ＞⑥花は咲く ⑦オリバーのマ

ーチ ⑧ラデッキー行進曲 ⑨希望の虹 ⑩トリッチ・トラッ

チ・ポルカ ⑪青空のポルカ ⑫退場行進曲 ＜お昼の音楽

＞ ⑬アラ･ホーンバイブ（「水上の音楽」より） ⑭放課後の

音楽室 ＜閉会式の音楽＞⑮エンディング・ファンファーレ 

⑯優勝旗・賞品授与の音楽 ⑰光り輝く ⑱見よ、勇者は

帰りぬ ＜終わりの BGM＞⑲上を向いて歩こう ⑳風が吹

いている ＜その他の音楽＞ ドラムロール ドンスカパン

パン応援団 おかたづけ、ごくろうさん ありがとう 

【DISC:2◆競技用の音楽】＜徒競走＞①スーバーカリフラジ

リスティックエクスピアリドーシャス ②クシコス･ポスト ③剣

の舞 ＜力強い和の BGM＞④よさこい、ソーラン ⑤和太鼓

の音楽 ＜競争心を高める BGM＞⑥歌劇「ウィリアム・テル」

序曲 ⑦歌劇【「天国と地獄」終曲 ⑧歌劇「カルメン」前奏

曲 ⑨彼こそが海賊 ＜コミカルなBGM＞⑩道化師のギャロ

ップ ⑪フニクリ・フニクラ ⑫12 番街のラグ ＜ポップな

BGM＞⑬I GOT Rhythm ⑭勇気 100％ ⑮スター･ワンダー 

＜かわいい BGM＞⑯にじ ⑰ジッパ･ディ･ドゥー･ダー ＜保育

者競技の BGM＞⑱ロッキーのテーマ ⑲太陽にほえろのテ

ーマ ⑳ワールド・フットボール・アンセム 

UＣ-056／￥1,944         
スポーツテーマ集     
①栄冠は君に輝く［歌入り］(2:59)   ②栄冠は君に輝く

(2:40) ③スポーツ・ショー行進曲(3:14) ④スポーツ行進曲

(2:14)  ⑤君が代行進曲(2:35) ⑥若い力(3:36) ⑦オリンピ

ック・マーチ（ＯＬＹＭＰＩＣ ＭＡＲＣＨ）(3:55) ⑧走れ大地を［歌

入り］(3:15) ⑨六つの星［歌入り］(4:15) 巨人軍の歌 ‐闘

魂こめて-[歌入り］(3:07) 六甲おろし（阪神タイガースの

歌）［歌入り］(3:40) ホームラン・ブギ［歌入り］(3:16) 若き

血［歌入り］(1:57) 紺碧の空［歌入り］(2:21) オーレ！チャ

ンプ  “ANDERLECHT CHAMPION（OLE OLE OLE）” ［歌

入り］(2:30) どんなときも(5:12) 負けないで(3:37) 

順位等発表のファンファーレ ファンファーレ(0:09) 見よ 

勇者は帰りぬ(2:40) ラジオ体操第１（指導なし）(3:13) 

UC-019／￥1,944 

ザ・ベスト 運動会の音楽・マーチ・BGM 
【開会前の音楽】①朝の気分～組曲「ペール・ギュント」第 1

番 Op.46 より(4:19) ②シンフォニック・パレード～ジッパ・

ディ・ドゥ・ダー(南部の唄)～口笛吹いて働こう(白雪姫)～

ミッキーマウス・マーチ(ミッキーマウス・クラブ)～ハイ・ディド

ゥル・ディー・ディー(ピノキオ)～リーダーにつづけ(ピーター・

パン)～ビビディ・バビディ・ブー(白雪姫)～楽しい休日(メリ

ー・ポピンズ)～小さな世界～(6:58) 式典ファンファーレ ③

ファンファーレ 歌劇「カルメン」より(0:26) ④ファンファーレ 

歌劇「アイーダ」より(0:26) ⑤オリンピック・ファンファーレ 

No.2(0:36)  【 式 典 ド ラ ム ロ ー ル 】 ⑥ ド ラ ム ロ ー ル 

No.4(0:29) 【式典国旗掲揚・降納】⑦君が代(1:05) 【式典

表彰式】⑧見よ勇者は帰りぬ(2:04) 【運動会の歌】⑨うん

どうかい(1:46) 【体操】⑩ラジオ体操第 1（指導入り）

(3:16) ⑪キッズたいそう～ミート・ザ・ワールド～いつか王

子様が(白雪姫)～トゥ・ワールズ(ターザン)～ハイ・ホー(白

雪姫)～狼なんかこわくない(3 匹の子ぶた)～ミッキーマウ

ス・マーチ(ミッキーマウス・クラブ)～ホール・ニュー・ワールド 

(アラジン)～(3:53) 【応援】⑫コンバット・マーチ(3:33) ⑬オ

ーレ！チャンプ "ANDERLECHT CHAMPION（OLE OLE 

OLE）"(3:49) 【マーチ並足】⑭双頭の鷲の旗の下に(3:19) 

⑮スポーツショー行進曲(3:12) ⑯ラデッキー行進曲(2:53) 

⑰ワールド・フットボール・アンセム WORLD FOOTBALL 

ANTHEM(3:27) 【マーチ駆足】⑱クシコス・ポスト(2:09) ⑲

トランペット吹きの休日(2:28) ⑳駆足行進曲 蛍の光

(3:57)【マーチ長時間】 長時間用連続行進曲～大脱走マ

ーチ～遠すぎた橋マーチ～海兵隊賛歌～(10:00) 【競技

用 BGM】 天国と地獄(3:37) トリッチ・トラッチ・ポルカ

(2:46) 道化師のギャロップ(1:35) 剣士の入場(2:37) 

【閉会後の音楽】 ユモレスク(3:21) 

UK-669／￥2,160         

運動会のための音楽 ベスト キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2015 

【開会式・閉会式の音楽】①～④ファンファーレ ⑤国旗掲

揚の音楽「光り輝く」  ⑥見よ勇者は帰り来ぬ ⑦賞品賞

状授与のための音楽 【競技用の音楽】⑧クシコス・ポスト 

⑨クラリネット・ポルカ ⑩12 番街のラグ ⑪歌劇「カルメン」

前奏曲 ⑫天国と地獄 終曲 ⑬「ウィリアム・テル」 ⑭ギャ

ロップ ⑮ずいずいずっころばし ⑯国際急行列車 【応援

歌】⑰うんどうかいのうた  ⑱うんどうかいのうた（カラオ

ケ） 【運動会定番の行進曲】⑲体育大行進 ⑳若い力 

ラデツキー行進曲 退場行進曲 【アレンジ・マーチ】 エ

レクトリカルパレードのテーマ 彼こそが海賊 アロハ・ 

エ・コモ・マイ 崖の上のポニョ さんぽ 日本縦断民

謡メドレー 

UV-295／￥2,700 

運動会・学校行事 ベスト ビクターTWIN BEST（2 枚組） 
＜DISC:1＞①朝の気分 ②シチリアーノ～リュートのための

古代舞曲とアリア第３番より ③美しく青きドナウ ④君が

代 ⑤ドラえもんのうた ⑥ミッキー・マウス・マーチ ⑦小さ

な世界 ⑧小象の行進 ⑨アニメ・ヒット・マーチ・メドレー:お

どるポンポコリン～サザエさん～となりのトトロ ⑩ボギー大

佐 ⑪国際急行列車 ⑫天国と地獄 ⑬わらの中の七面鳥 

⑭三匹の子豚 ⑮ジ・エンターテイナー ⑯口笛吹きと小犬 

⑰ハンガリー舞曲 ⑱トランペットふきの休日 ⑲見よ勇者は

帰る ⑳ファンファーレ「華美」 今日の日はさようなら 

円舞曲「春の声」 

＜DISC:2＞学校行事の BGM として使える楽曲 16 曲を収録 

UK-699／￥2,880 （5/11 で出替わります→UK-893） 

毎年つかえる！運動会ミュージック キング･スーパー･ツイン 2014（2 枚組） 

【DISC:1 運動会シーン別＆入退場マーチ】＜開会式の音楽

＞①～③オープニング・ファンファーレⅢ ④開会の音楽 ⑤

体育大行進 ＜入退場マーチ＞⑥花は咲く ⑦オリバーのマ

ーチ ⑧ラデッキー行進曲 ⑨希望の虹 ⑩トリッチ・トラッ

チ・ポルカ ⑪青空のポルカ ⑫退場行進曲 ＜お昼の音楽

＞ ⑬アラ･ホーンバイブ（「水上の音楽」より） ⑭放課後の

音楽室 ＜閉会式の音楽＞⑮エンディング・ファンファーレ 

⑯優勝旗・賞品授与の音楽 ⑰光り輝く ⑱見よ、勇者は

帰りぬ ＜終わりの BGM＞⑲上を向いて歩こう ⑳風が吹

いている ＜その他の音楽＞ ドラムロール ドンスカパン

パン応援団 おかたづけ、ごくろうさん ありがとう 

【DISC:2◆競技用の音楽】＜徒競走＞①スーバーカリフラジ

リスティックエクスピアリドーシャス ②クシコス･ポスト ③剣

の舞 ＜力強い和の BGM＞④よさこい、ソーラン ⑤和太鼓

の音楽 ＜競争心を高める BGM＞⑥歌劇「ウィリアム・テル」

序曲 ⑦歌劇【「天国と地獄」終曲 ⑧歌劇「カルメン」前奏

曲 ⑨彼こそが海賊 ＜コミカルなBGM＞⑩道化師のギャロ 



 

 - 22 -

ップ ⑪フニクリ・フニクラ ⑫12 番街のラグ ＜ポップな

BGM＞⑬I GOT Rhythm ⑭勇気 100％ ⑮スター･ワンダー 

＜かわいい BGM＞⑯にじ ⑰ジッパ･ディ･ドゥー･ダー ＜保育

者競技の BGM＞⑱ロッキーのテーマ ⑲太陽にほえろのテ

ーマ ⑳ワールド・フットボール・アンセム 

UC-031／￥1,028 

実用ベスト 栄冠は君に輝く～スポーツ音楽集～ 
■栄冠は君に輝く ①行進曲(オーケストラ バージョン) ②

合唱バージョン ③カラオケ ■スポーツ行進曲 ④若い力 

⑤スポーツ行進曲 ⑥スポーツショー行進曲 ⑦オリンピッ

ク・マーチ ⑧コンバットマーチ ⑨オーレ！チャンプ ⑩ふり向 

くな君は美しい 

UV-68／￥2,057       

がんばれ運動会! 効果音と行進曲集 
①ファンファーレ「威厳」 ②ファンファーレ「華美」 ③ファンフ

ァーレ「アイーダ」より ④ファンファーレ「カルメン」より ⑤タ

ンホイザー大行進曲 [並足行進曲] ⑥君が代／吹奏楽・前

奏付き ⑦双頭の鷲の旗のもとに [並足行進曲] ⑧星条旗 

よ永遠なれ [並足行進曲] ⑨錨を上げて [並足行進曲] ⑩

アメリカンパトロール [並足行進曲] ⑪剣士の入場 [並足行 

進曲] ⑫史上最大の作戦（マーチ） [並足行進曲]  ⑬ドレミ

のマーチ [並足行進曲] ⑭クシコスの郵便馬車 [駈足行進

曲] ⑮天国と地獄 [駈足行進曲] ⑯崖の上のポニョ [並足

行進曲] ⑰まりととのさま [並足行進曲] ⑱世界の国から

こんにちは [並足行進曲] ⑲スネアドラムのロール 1 ⑳ス

ネアドラムのロール 2 見よ勇者は帰る（優勝旗・杯・賞品

授与曲/式典用ロングヴｧージョン） 効果音楽・スピード感／

国際急行列車 効果音楽・勇ましい感じ／トランペット吹

きの休日 効果音楽・おどけた（かわいい）感じ／わらの

中の七面鳥 効果音楽・楽しい感じ／ビヤダルポルカ 

効果音楽・可愛い感じ／キューピーの観兵式 蛍の光

／吹奏楽 ラジオ体操第一／号令付き 

UC-5757／￥6,480 

小学校 行事･放送用音楽集 運動会の音楽（2 枚組） 
＜Disc：1＞【入場行進の音楽】①双頭の鷲の旗の下に ②

美中の美 ③旧友 ④ゲバゲバ 90 分 ⑤大きな古時 

計 ⑥世界に一つだけの花 【準備体操の音楽】⑦ラジオ体

操第 1（指導入り） ⑧ラジオ体操第 2（指導入り） ⑨ラジオ体

操第 1（指導なし） ⑩ラジオ体操第 2（指導なし） 【式典の音

楽-開会式・閉会式】]⑪君が代（国旗掲揚・降納用） ⑫見よ

勇者は帰りぬ（優勝旗・敢闘杯返還、表彰用） 【式典の音楽-フ

ァンファーレ＆ドラムロール】⑬ファンファーレ（歌劇「アイーダ」

より） ⑭ファンファーレ（喜歌劇「軽騎兵」序曲より） ⑮コンリン

のファンファーレ ⑯ドラム＆ティンパニーロール ⑰ドラムロ

ール No.1 ⑱ドラムロール No.2 【入退場の音楽】⑲ラデツ

キー行進曲 ⑳ボギー大佐 ロック民謡「ソーラン」メドレー 

「世界はともだち」メドレー すずらん ポーリュシカ・

ポーレ 駆足行進曲 蛍の光  

＜Disc：2＞＞【ダンス・振付け・応援に使える音楽】①マイム・

マイム ②ジェンカ ③ジンギスカン ④キッズたいそう－ワン

ダホー！クラシカ－ ⑤フォークダンス ディズニー メドレー ⑥

フォークダンス ディズニー メドレー No.2 ⑦炎のラテン・メ

ドレー ⑧オーレ！チャンプ ANDER LECHT CHAMPION 

（OLE OLE OLE） 【競技中の音楽】⑨うさぎとかめ ⑩クシ

コス・ポスト ⑪トランペット吹きの休日 ⑫天国と地獄 ⑬ウ

ィーン子気質 ⑭剣の舞 ⑮ギャロップ ～組曲「道化師」

Op.26 より～ ⑯百発百中 【整理体操の音楽】⑰アメイジ 

ング・グレイス  ⑱キンダー・ポルカ ⑲エピローグ ～ミネラ

ル・サウンドミュージック マレーシア：ボルネオ－密林のソリスト－より

～ 【閉会後の音楽】⑳ユーモレスク フール・オン・ザ・ヒル 

ジョージア・オン・マイ・マインド 

UＣ-857／￥2,469         
スポーツテーマ集～栄冠は君に輝く／六甲おろし     
①栄冠は君に輝く［歌入り］(2:59)   ②栄冠は君に輝く

(2:40) ③スポーツ・ショー行進曲(3:14) ④スポーツ行進曲

(2:14)  ⑤君が代行進曲(2:35) ⑥若い力(3:36) ⑦オリンピ

ック・マーチ（ＯＬＹＭＰＩＣ ＭＡＲＣＨ）(3:55) ⑧走れ大地を［歌

入り］(3:15) ⑨六つの星［歌入り］(4:15) ⑩白いボールのファ

ンタジー［歌入り］(3:10) ⑪巨人軍の歌 ‐闘魂こめて-[歌入 

り］(3:07) ⑫六甲おろし（阪神タイガースの歌）［歌入り］

(3:40) ⑬ホームラン・ブギ［歌入り］(3:16) ⑭若き血［歌入り］

(1:57)  ⑮紺碧の空 ［ 歌入り ］ (2:21)  ⑯オーレ！チャンプ  

“ANDERLECHT CHAMPION（OLE OLE OLE）” ［歌入り］

(2:30) ⑰ふり向くな君は美しい［歌入り］ (2:53) ⑱どんなと

きも(5:12) ⑲負けないで(3:37) ⑳順位等発表のファンファ

ーレ ファンファーレ(0:09) 見よ 勇者は帰りぬ(2:40) ラ 

ジオ体操第１（指導なし）(3:13) 

UV-177／￥2,057            

実用 BEST 運動会･表彰式  

①ラジオ体操 第一 【並足】②ラデツキー行進曲 ③ミッキ

ー･マウス･マーチ ④小さな世界 ⑤ハイホー「白雪姫」より 

⑥おもちゃのチャチャチャマーチ ⑦チキチキバンバン ⑧

小象の行進 ⑨史上最大の作戦マーチ ⑩史上最大の作

戦マーチロングヴァージョン 【駈足】⑪トランペットふきの休

日 ⑫アンバーズディ･ソング｢不思議の国のアリス｣より ⑬

クシコスの郵便馬車マーチ ⑭お江戸日本橋 ⑮天国と地

獄マーチ ⑯天国と地獄マーチロングバケーション 【表彰 

 式】⑰スネアドラムのロール(1) ⑱スネアドラムのロール(2)

⑲ファンファーレ｢アイーダ｣より ⑳見よ勇者は帰る 見よ

勇者は帰るロングヴァージョン 

UC679／￥16,200     

幼稚園･保育所向き運動会用音楽集 きょうの運動会(6 枚組)     

＜DISC１＞ 開会式･閉会式の音楽 

【ファンファーレ】①「白鳥の湖」から ②喜歌劇「軽騎兵」序

曲から ③歌劇「金鶏」から ④ファンファーレ№7 ⑤ファンフ

ァーレ№2 ⑥オリンピック･ファンファーレ№2 【選手入退場】

⑦シンフォニック･パレード ⑧ウィーンの音楽時計～歌劇「ハ

ーリ・ヤーノシュ」から～ ⑨小さな世界（It’s A Small World） 

⑩イエロー・サブマリン ⑪ゆかいに歩けば ⑫E.T のテーマ 

⑬剣士の入場 ⑭凱旋行進曲～歌劇「アイーダ」から～ ⑮

運が良けりゃ ⑯ピアノ･ソナタ第 15 番ハ長調 KV.545 第 1

楽章 ⑰ロンドン橋メドレー 【国旗掲揚･降納】⑱君が代 

【運動会の歌】⑲うんどうかい ⑳うんどうかい（カラオケ） 

【準備体操】 ラジオ体操第 1（号令入り） はとぽっぽ体

操 はとぽっぽ体操（歌入り） 【プレゼント授与】 見よ 勇

者は帰りぬ 【さよならの音楽】 さよならマーチ 星に願

いを～「ピノキオ」から～ 家路のマーチ ドリーの庭～「ドリ

ー」Op.56～ 

＜DISC２＞ 朝･昼休み･夕方の音楽／応援合戦／体操 

【朝･昼休み･夕方の音楽】①いぬのおまわりさん in Jazz ②

おもちゃの交響曲 ③私のいとしいお父さん～歌劇「ジャン

ニ･スキッキ」から～ ④赤とんぼ ⑤大きな古時計 ⑥トリッ

チ・トラッチ･ポルカ ⑦プリンク・プレンク・プランク ⑧狩の 
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 ポルカ Op.373 ⑨口笛吹きと小犬 ⑩鉛の兵隊の行進 

⑪ザ・ビートルズ・メドレー～イエスタデイ～ヘイ･ジュード～オブ

ラディ･オブラダ ⑫コバルトの空 ⑬ボギー大佐 ⑭ワシント

ン・ポスト ⑮錨を上げて 【応援合戦】⑯コンバットマーチ 

⑰オーレ! チャンプ 【体操】⑱どんぐり体操 ⑲いもほり体

操 ⑳№1 体操～ミッキーマウス･マーチ～ヨーホー～デビー･クロ

ケットの唄～それゆけドナルド～小さな世界～お砂糖ひとさじで 

＜DISC３＞ マーチ（並足マーチ／駈足マーチ／長時間連続マーチ） 

【並足マーチ】①いぬのおまわりさん ②だんご３兄弟 ③サ

ザエさん ④チキチキバンバン ⑤明日があるさ ⑥さんぽ 

⑦風の谷のナウシカ ⑧大きな古時計 ⑨世界に一つだけ

の花 【駈足マーチ】⑩勇気 100% ⑪ダイアナ ⑫ひょっこ

りひょうたん島 ⑬おんまはみんな ⑭クラリネット超特急⑮

フニクリ･フニクラ 【長時間連続マーチ】⑯おもちゃのチャチ

ャチャ～南の島のハメハメハ大王～くまちゃんのピクニック

～手をつなごう～むすんでひらいて ⑰グリーングリーン～

銀色の道～大きな古時計～想い出のグリーングラス 

＜DISC４＞ 競技用 BGMⅠ（かけっこ･リレー／コミカルな競技／大勢で

楽しむ競技／乳児向きサーキットあそび） 

【かけっこ･リレー】①クシコス･ポスト ②トランペット吹きの休

日 ③天国と地獄 ④剣の舞～舞踏組曲「ガイーヌ」から～

⑤トレパーク～バレエ組曲「くるみ割り人形」から～ ⑥交響詩

「はげ山の一夜」 ⑦ファランドール～「アルルの女」組曲第２

番から～ 【コミカルな競技】⑧クラリネット･キャンディ ⑨テ

ディ･トロンボーン ⑩サーカス･ビー ⑪くまばちはとぶ ⑫ロ 

ーリング･サンダー ⑬かけ足 ねこふんじゃった 【大勢で楽 

しむ競技】⑭ミッキーマウス･マーチ ⑮バロック･ホウダウン

～「メイン･ストリート･エレクトリカル･パレード」から ⑯道化師のギ

ャロップ ⑰「ウィリアム･テル」序曲 ⑱ポルカ「雷鳴と雷光」

⑲ハンガリー舞曲第 5 番 【乳児向きサーキットあそび】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

あ･い･う･え･おにぎり おつかいありさん＜DISC５＞ 競

技用 BGMⅡ（小学生の競技／保護者協議／演技種目 ＜パラバルーン

／ロック民謡／音頭／親子ダンス／フォークダンス＞） 

【小学生の競技】①アドバンス･アドベンチャー ②RHYTHM 

AND POLICE  ③ロコモーション ④カンパイ!! ⑤茶色の小

びん ⑥行進曲 ドラえもん 【保護者競技】⑦聖者の行進 

⑧SHAKE ⑨口笛を吹きながら ⑩魔女っ子メドレー～魔法

使いサリーのうた～キューティーハニー～すきすきソング～ムーンラ

イト伝説～魔女っ子メグちゃん ⑪ルパン三世のテーマ ⑫ロッ

キーのテーマ ⑬ミッション･インポッシブルのテーマ ⑭宇宙

戦艦ヤマト 【パラバルーン】⑮シンフォニック･パラダイス ⑯

青空冒険 【ロック民謡】⑰よさこいエイサー琉球王 【音

頭】⑱勇気おんど 【親子ダンス】⑲ぷるるーん あひる 【フ

ォークダンス】⑳ダンス･リトル･バード フォークダンス ディ

ズニーメドレー～ひとりぼっちの晩餐会（美女と野獣）～ハイ･ホー

（白雪姫）～ビビディ･バビディ･ブー（シンデレラ）～ジッパ･ディー･ド

ゥー･ダー（南部の唄）～星に願いを（ピノキオ） 

＜DISC６＞ いろいろな場面で使える歌 

①おはながわらった ②チューリップ ③こいぬのマーチ ④

おつかいありさん ⑤おうま ⑥いぬのおまわりさん ⑦お

さるのかごや ⑧あひるサンバ ⑨おさかな天国 ⑩およげ! 

たいやきくん ⑪となりのトトロ ⑫だんご３兄弟 ⑬たまご

まごまご ⑭あわてんぼうの歌 ⑮さんぽ ⑯線路は続くよ

どこまでも ⑰はたらくくるま 1 ⑱はたらくくるま 2 ⑲はた

らくくるま 3 ⑳地球を一回り! クレヨンロケット  勇気

100％ げんきげんきノンタン めぐりあいっていいね 

世界に一つだけの花 ヴァケイション お祭り大好き!  

元気でね にんげんっていいな 

体操集 
TC-139／￥1,620 

ドラえもんとラジオ体操！～ラジオ体操 第 1・第 2～ 
ドラえもんと楽しくラジオ体操！「ドラえもん」たちの声による

ラジオ体操が初登場！ 

ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫が交代で号

令を担当する楽しいラジオ体操。 

①～③ラジオ体操第 1 ④～⑥ラジオ体操第 2 

TAV-097／￥1,800 

ようかい体操第二（DVD 付） 
【CD 収録曲】 ①ようかい体操第二（ほか、3 曲収録） 

【DVD 収録映像】①ようかい体操第二 

DDC-739／￥1,620 

DVD／くまモンとハッピーエクササイズ！～4 秒で健康に！！「4U メソッド 
くまモン 4U メソッド～みんなでたのしく篇 2.くまモン

4U メソッド～BASIC 篇 くまモン 4U メソッド～

ADVANCED 篇 ラジオ体操第 1～熊本弁バージョン 

エビカニクス ハッピーエクササイズ くまモンオフショット

映像 

TK-431／￥2,484 

いつでもどこでも こどもたいそう 
アンパンマンのマーチ(2:57)3 才～ ミッキーマウス・マー

チ(2:28)3 才～ チャギントンテーマソング(2:24)2 才～ 

コロンパッ(1:46)1 才～ おどるポンポコリン(3:13)4 才

～ 手のひらを太陽に(3:19)2 才～ アロハ・エ・コモ・マ

イ(2:29)4才～ ぞうさん(2:15)2才～ ジューキーズ こう

じちゅう！(2:04)3 才～ 南の島のハメハメハ大王(2:38)2 才

～ ABC のうた(1:58)3 才～ オクラホマ・ミクサー（歌な

し）(3:17)4 才～ 

AKK-035／￥1,728 

アキレスケンタウルス体操 
アキレスケンタウルス体操[たいそう]3:17 .おもしろいっ

たらおもしろい[あそびうた]2:37 のりもの GO！GO！[あそび

うた]1:53 うーうーマンボ！[ダンス]2:12 スーパーミラー

星人[たいそう]2:33 6.えがおのほうがいい[うた]4:41 

TAV-963／￥1,944 

Break Out／ようかい体操第一（DVD 付） 
【CD 収録曲】 ③ようかい体操第一（ほか、3 曲収録） 

【DVD 収録映像】③ようかい体操第一（ほか、2 曲） 

UK-328／￥2,300                        

すく♪いく運動会 わんぱくたいそうベスト 

すく♪いく スマイルたいそう(4:04)3 才～ おはよう！

Rock'nRoll(3:34)3 才～ ボクノサイズ(2:44)4 才～ 勇気

100%(4:00)4 才～ キリンさん(2:03)2 才～ チャンギント

ンテーマソング(2:24)2 才～ はとぽっぽたいそう(1:31)3 才

～ パパパ(1:34)3 才～ チュンチュンワールド～おげん

きたいそう(3:50)3 才～ サンサンたいそう(3:09)3 才～ 

メドレーたいそう(3:25)3 才～ 夢をかなえてドラえもん
(4:05)2 才～  

TK-743／￥1,851 

もりもり！ 親子たいそう 2 さい～ 
①すく♪いくスマイルたいそう ②チュンチュンワールド～お

げんきたいそう ③おはよう！Rock′ｎ’ Roll ④キリンさん ⑤

メドレーたいそう～ミッキーマウス・マーチ～くまのプーさん～ミッ

キーマウス・マーチ～ハイ･ホー～ミッキーマウス・マーチ～いつか王

子様が～彼こそが海賊 ⑥ボクノサイズ ⑦夢をかなえてドラ

えもん ⑧ホ！ホ！ホ！ ⑨だじゃれだゾ～ ⑩フリフリゴリラ ⑪ 
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はとぽっぽ体操 ⑫かえるのたいそう 

DVD DDC-480／\3,024 

ロディヨガ ～心と知性を伸ばす健やかカラダ遊び 
発達中の子どもたちの身体をやさしくサポートするバランス

ボールロディ。ロディと一緒にヨガを行なうことで、コアが鍛

えられ、正しい姿勢が身につき、柔軟性とバランス感覚が

鍛えられるプログラムです。 

対象年齢：3 歳～12 歳(メイン：3～6 歳) 

TK-345／￥2,365 

毎日使える！こどもたいそう（振付） 
①チュンチュンワールド～おげんきたいそう ②夢をかなえ

てドラえもん ③はとぽっぽ体操 ④サファリだジャンボ！ ⑤

メドレーたいそう～ミッキーマウス・マーチ（インスト）～くまのプー

さん～ミッキーマウス・マーチ（インスト）～ハイ・ホー～ッ 
キーマウス・マーチ（インスト）～いつか王子様が～彼こそが海賊（イ

ンスト） ⑥ZOO っとたいそう ⑦ボクノサイズ ⑧キッチンた

いそう ⑨げんき ⑩さんぽ ⑪キリンさん ⑫勇気 100％ 

TC-298／￥2,700 

ベスト！キッズ体操（振付） 
①KIDSたいそう ～ミート・ザ・ワールド～いつか王子様が～トゥ・ 
ワールズ～ハイ・ホー～狼なんかこわくない～ミッキーマウス・マー

チ～ホール・ニュー・ワールド～ ②あいさつジム ③お天気エネ

ルギー ④わたしはピーチ ⑤マイフェアレディで踊り明かそ

う！～序曲～君住む街角～ステキじゃない～アスコットガボット～ス 

ペインの街～時間通りに教会へ～踊り明かそう～ ⑥バトルフィ

ールド ⑦WIN! WIN! WIN! ⑧ビバ！キッズ体操 No.2 ～いつ

か王子様が～ジッパ・ディー・ドゥー・ダー～アンダー・ザ・シー～い

つか王子様が～メインストリート・エレクトリカル・パレード～小さな

世界～ 【ブラス組体操】⑨ブラス組体操 No.1 ⑩ブラス組

体操 No.2 ⑪ブラス組体操 No.3 ⑫ブラス組体操 No.4 

【太鼓組体操】⑬太鼓 組体操 No.1 ⑭太鼓 組体操 

No.2 ⑮太鼓 組体操 No.3 ⑯太鼓 組体操 No.4 

書籍ＢＧＡ-864／￥2,916                （ＣＤ付） 

すぐできる 0～5 歳児のあそび歌 さくらんぼ体操 
【体操あそび歌】①さくらんぼ体操 ②へそダンス ③パパパ

パチパチ ④ぎゅーぽん！！ ⑤だんごむしのダンス ⑥はぴは

ぴ音頭 ⑦さんぽでサンバ ⑧おてんとサンサン ⑨たこた

こぐにゃぐにゃ ⑩うーんぱっ！ ⑪カエルがぴょん ⑫かわい

い金魚 ⑬どうぶつたいそう ⑭ジャガイモどこへいく  

 ほか「ふれあいあそび歌」14 曲、「手あそび歌」9 曲、「いろ

いろあそび歌」11 曲を掲載・収録。 

TC-282／￥2,592                 （振付なし） 

新沢としひこのみんなのたいそう～うたってはずんで 1・2・3～ 
①世界いちのピース！ ②カックンたいそう ③おひさまにな

りたい ④マンモスたちがやってくる ⑤ファイト！ファイト！ ⑥

たいそうなぞなぞごてん ⑦パワーのマーチ ⑧おばけだ

YO ⑨ネコニャンたいそう ⑩がんばっているきみがすき 

⑪タオルルンルンたいそう ⑫ジョニーもママにはかなわな

い ⑬きらきら ⑭スーパーヒーローたいそう ⑮まわせまわ

せたいそう ⑯カッパのたいそう ⑰こわくないマーチ ⑱

HAPPY DAY ⑲みんなでたいそう 

書籍⇒BSU-282「新沢としひこのみんなのたいそう～うたっては

ずんで 1・2・3～」￥1,836 振付を掲載 

書籍 BGA-468／\3,240 

あそび＆ダンス＆卒園のうた 26 だんごむしたいそう 
【手あそび・歌あそび】①だんごむしたいそう ②おはようソ

ング ③りすさんのケーキ ④つんつんつん・とんとんとん 

⑤かえるのかぞくが ⑥ひげのおじいさん 

ほか【体操・ダンス】10 曲【歌・シアター・手話】5 曲【卒園ソ 

ング】7 曲（内 2 曲はカラオケ）を掲載 

ZK-027／￥2,592    

ヨガであそぼう! アートヨガほぐしあそび（新沢としひこ＆小澤直子）  

【へんしん! まねっこあそび】①やわらかねこ ②かにかにさ

んぽ ③コケッコタッチ ④ヘビなのじゃ～ ⑤はらぺここざ

る ⑥山の一日 ⑦わたしは木 ⑧大空にほえろ！ ⑨くわが

たマーチ ⑩おまるのまるくん ⑪のりものトランスフォーム！ 

【ほぐしあそびでリラックス】 ⑫ぐにゃぐにゃビート⑬忍び足

忍者 ⑭笑いの時間 ⑮ひっぱりっこ ⑯夜です おやすみ 

⑰ふうせん呼吸 ⑱巻き寿司コロコロ ⑲足裏ふみふみ【基

本メソッドであそぶ】 ⑳ふーふーストロー 手の指そらそ

う 手と足の握手 ぐるりんぱ のびのびのびーん 

グッパとコウサ 手回しオルゴール ～  → ③⑤⑥

⑨⑩⑪⑭⑯⑱⑲⑳ のカラオケ 

書籍⇒BZ-027「ヨガであそぼう! アートヨガほぐしあそび」

￥1,836 あそび方を掲載 

書籍 BGA-138／\2,880 

まいにち手あそび 体操あそび歌♪ みんなで昆虫太極拳 
①おはようチェケラ ②風にゆられて ③ビューンビューン ④

春がきた ⑤スイッチポン ⑥つりつりツンツン ⑦大工さん ⑧

夏だぜイェー！ ⑨昆虫太極拳 ⑩スーパー昆虫太極拳 ⑪レッ

ツ ダイビング ⑫じいちゃんばあちゃん ⑬みんなで chacha  

⑭スポーツ音頭 ⑮サンマひらき ⑯パンパンペタン ⑰サンタ

トナカイ雪だるま ⑱スケート ⑲あるき隊 ⑳シゴシパッパ 

ポンチラパッタピーたいそう いつでもすぐにあえるさ 

TC-630／￥2,700 

保存盤! キッズたいそう ベスト 12 （振付）        

①はとポッポ たいそう ②No.1 体操～ミッキーマウス･マ

ーチ～;～ミッキーマウス･マーチ(ミッキーマウス･クラブ)～ヨーホー

(カリブの海賊)～デビー･クロケットの唄～(デビー･クロケット)～それ

ゆけドナルド(ゴーイング･クワッカーズ)～小さな世界(イッツ･ア･スモ

ール･ワールド)～お砂糖ひとさじ(メリー･ポピンズ)～ ③たけのこ

体操 ④どうぶつたいそう 1･2･3 ⑤元気に一、二 ⑥ピンポ

ンパン体操 ⑦地球をどんどん ⑧ぞうさんの あくび ⑨と

んがり体操№5 ⑩いっとうしょう たいそう 3 ～21 世紀バ

ージョン～ ⑪わっはっはたいそう ⑫アンパンマンたいそう 

TC-205／\2,726   
幼稚園･保育所向たのしい幼児体操 ベスト（振付;井出真生,ほか）   
①はとぽっぽ体操 ②はとぽっぽ体操（歌入り） ③くまさん 

体操 ④幼児体操 ぼくた･ま･ご！ ⑤モコ モコ ピョン ⑥ス

キャット体操 ⑦リボン体操 ⑧テレビ･ゲーム体操 ア･ポ･ピ･

ピ やま ⑨ジャズ体操 マリオネット・ジャギー ⑩ブラブラス

トレッチング ちっちゃなマリオネット～パリのあやつり人形～ 

TC-506／\3,146  
うたってたいそう 春夏秋冬（振付） 
①チューリップのコップ ②もりもりたいそう ③かいぞくた

いそう ④なつだよ プールだよ ⑤七五三サンバ ⑥ポンポ

ンたいそう ⑦にんじゃでござる ⑧ポテトチップスたいそう 

⑨おひさまにジャンプ ⑩おいでおいでマーチ 

TC-507／\3,146           
うたってたいそう １２３（振付）             
①ちびっこザウルス ②パンダちゃんたいそう ③どうぶつた

いそう 1･2･3 ④おむすびころりんたいそう ⑤UFO たいそう 

⑥タムタムたいそう ⑦あつまれジャンケンマン ⑧糸まきた

いそう ⑨ジャンピング･ジャンプ ⑩クロス スキップのうた 

TA-015／￥2,057   
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ケロポンズのいち・にのたいそう             
4 月)ぐっぱ! 5 月）えんそくブギ 6 月）おたまじゃくし体操 

7 月）こがねむし体操 8 月）温泉極楽ポンチ 9 月）おかし

の行進 10 月）山のポルカ 11 月）すきすきレストラン 12

月）メリーハックショイ! 1月）新年おめでとう 2月）どうにも

とまらない!? 3 月）ぼくは泣かない 
TA-020／￥2,057           
ケロポンズのいち･にのたいそう・2             
①シェイク! ②ポキポキポッキン ③Oh my mama ④ダッコ

アラン ⑤マンゴープリン ⑥やっさい! やっさい!  ⑦はたら

くくるま ⑧筋肉モリモリ ⑨ツイスト＆ロールパン ⑩ダンス

チャンス ⑪つめたいさんとさむいくん ⑫ともだち 

書籍 BA-866／￥3,600        
ケロポンズのいち･にのたいそうＢＯＯＫ（DVD 付） 
CD「いち・にのたいそう」シリーズの本。CD2 枚分、24 曲の振

付とメロディ譜を掲載。DVD は、ケロポンズが実演した映像

を全曲分収録。振付に合わせておもに 1 番を踊っていますが、

２番３番の振付が１番と違っているものについては全曲踊って

います。振付は一部楽譜と進行･歌詞が違うものがあります。 

KA-122／￥823              

エビカニクス（振付付き）                 
①エビカニクス ②エビカニクス（カラオケ） 

TC-161／\2,484         振付;ミツオとミツル 
きみたち今日からともだちだ～中川ひろたかあそび･体操ソング集 
①きみたち今日からともだちだ ②世界中のこどもたちが 

③風はともだち ④そらとぶくじら ⑤ハロー! ⑥めでたや

音頭 ⑦でんしゃがでんでん ⑧はじめの一歩 ⑨スキップ

⑩さかながはねた ⑪ハッピーチルドレン ⑫あーんして ⑬ 

ぼくらは空をとぶ仲間たち ⑭風の花束 ⑮みんなともだち  

TA-703 ／￥2,057          振付;田村忠夫 

復刻盤●クニさん･ピーマンのおはなし体操  
①こんにちはったらともだちだ（3:48） ②おかしな大冒険

（5:58） ③山猫タクシー（4:38） ④せんたくかあさんおおい

そがし（５:03） ⑤おふろでジャブジャブ（6:37） ⑥へんな帽

子かぶったら（4:25） ⑦おさかな水泳大会（3:11） ⑧こねこ

ねパン工場（2:28） ⑨ウォーミングアップ体操（4:45） 

TA-709／\2,571           振付;田村忠夫 
田村忠夫のふれプレ体操 1（うた;トラや帽子店･新沢としひこ･モーモーズ）   
①Come On！ ②よーい どん！ ③ふれプレ･おやこ体操 ④地

球がワハハ ⑤おいものてんぷら ⑥あさ ⑦ぴったんこジャン

プ ⑧よーい どん！（かけ足用） ⑨なっとうねばねば ⑩とお

せんぼ ⑪おでんぐつぐつ体操 ⑫1、2、3！ ⑬Good-Bye 

TA-711／￥2,057             振付;福尾野歩 
トラや体操 2  のはらうた体操 （うた;トラや帽子店）    

①のはらうた体操（4:48） ②準備体操 ウチナー編（1:54） ③

あるいてゆけば（3:07） ④なまけんぼうのペーター（3:18） ⑤

かきのきマン音頭（2:29） ⑥新しい朝におはよう（3:15） ⑦あ

るいてゆけば【並足】（3:28） ⑧あるいてゆけば【かけ足】（2:45） 

絵本 IHO-396／￥1,620         
うんこダスマンたいそう  CD 付               
歌と絵に合わせて体を動かすことで、おなかのなかのうん

こをイメージして、楽しく気持ちよくうんこができるようにな

る体操です。メロディー譜も掲載。（作詞・文：村上八千世 絵：

せべまさゆき 作曲：岡本拡子）①うんこダスマンたいそう ②うん

こダスマンたいそう（カラオケ） 

 

ダンス教材 

♦ フォークダンス ♦ 

FC-920／￥1,944 

学校フォークダンス ―小学校編― 
①エース・オブ・ダイヤモンド ②キンダー・ポルカ ③グスタ

フス・スコール ④コロブチカ ⑤タタロチカ ⑥マイム・マイム 

⑦ソーラン節 ⑧八木節 ⑨河内音頭 

FK-784／￥2,057 

『わ』になっておどろう!  ～盆おどり・フォークダンス大特集～（振付：清水玲子） 

＜ＹＯ！フォークダンス＞①ＷＡになっておどろう～ILE AIYE 

②オー・シャンゼリゼ ③楽しいね ④夢をかなえてドラえも

ん ⑤すてきな夢を ⑥おおスザンナ ⑦ユー・アー・マイ・サ

ンシャイン ⑧おすしのピクニック ⑨でんでらりゅうば ⑩南

の島のハメハメハ大王 ⑪お砂糖ひとさじで ⑫わらウんだ

ＷＡっ！ ＜和！盆おどり＞①月夜のポンチャラリン ②プアプ

ア音頭 ③ハムハム ON-DO だ、ハムちゃんず！ ④ジャブジャ

ブ音頭 ⑤お菓子な音頭 

FV-176／￥1,646 

フォークダンス・ベスト 

①オクラホマ・ミクサー ②マイム・マイム ③ジェンカ ④キン

ダー・ポルカ ⑤コロブチカ ⑥バージニア・リール ⑦エー

ス・オブ・ダイアモンド ⑧オール・アメリカン・プロムナード  

⑨ホーキー・ポーキー ⑩ティニクリング ⑪タタロチカ ⑫ク

マ・アッハ ⑬グスタフス・スコール ⑭線路はつづくよどこま

でも ⑮レッド・リバー・バレー ⑰アレクサンドロフスキー ⑰

オー・スザンナ ⑱ライ・ワルツ ⑲ミザルー ⑳タンゴ・ミクサ

ー オスロー・ワルツ ドードレブスカ・ポルカ グリー

ン・スリーブス 

FV-057／￥5,400 

幼児のための世界のフォークダンス(2 枚組) 監修；平多正於舞踏研究所      

＜DISC１＞【アメリカ】①かえるの親子（リパブリック･ポルカ） ②

黄色いリボン（ジーケー･ダブリュー･ミクサー） ③ケーキをつくっ

て（パティケーク･ポルカ） ④ご門くぐり（ポップ･ゴーズ･ザ･ウィーゼ

ル） ⑤楽しいランニング（ケンタッキー･ランニング･ミクサー）  ⑥

とんとんとんねる（シュー･フライ） ⑦どんぐりひろい（バウ･バウ･

バッチ） ⑧仲よくならんで（オクラホマ･ミクサー） ⑨波のりこえ

て（オーシャン･ウェイブス） ⑩みんな手をうって（オー･スザンナ） 

⑪よくふって（ホーキー･ポーキー） 【イギリス】⑫大きな栗の木 

の下で（チェスナッツ･ツリー） ⑬みどりのトンネル（グリーンスリー

ブス） ⑭輪になって（サーカシアン･サークル） 【イタリア】⑮タン

バリン鳴らして（ネオポリタン･タランテラ） 【スイス】⑯愉快に踊

ろう（アレワンダー） 【スウェーデン】⑰ママといっしょに（ホップ･

マザー･アニカ） ＜DISC２＞【デンマーク】①たのしく手を組んで

（ナポレオン） ②七だんとび（セブン･ジャンプス） ③にらめっこ

（ファーザー･ミカエル） ④陽気な靴屋さん（シューメーカーズ･ダン 

ス） 【ドイツ】⑤こやぎのポルカ（キンダー･ポルカ） ⑥だしてひ

っこめて（ヒール･アンド･トゥ･ポルカ） ⑦七つあるいて（セブン･ス 

テップス） ⑧山の音楽家 【日本】⑨足ぶみトントン（ジョイント･

サークル） ⑩きみとぼく ぼくときみ（チルドレン･ダンス） 【フィリ

ピン】⑪四っつずつ（アパット･アパット） 【フランス】⑫ゆびさして

（ジビディ･ジビダ） 【ブルガリア】⑬足先そろえて（トロバンカ） 

【ポーランド】⑭カアーカアーカラス（ピーカー） 【メキシコ】⑮

みんなでマリアッチ（ラス･マナニーダス） 【ユーゴスラビア】⑯か

かとですすもう（エアスコ･コロー） 【リトアニア】⑰お花を植えま

しょう（セオ･ルータ） ⑱だれかさん（木の靴-クルンバコイス） 

FV-049／\8,807 

小学校のフォークダンス ベスト 50（3 枚組）監修・解説：日本フォークダンス連盟 

http://www.aiaikids.co.jp/each_06/FK784.html
http://www.aiaikids.co.jp/each_06/FV049.html
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＜Disc：1＞ アイ・シー・ユー アイデ・ラタス アイブ・ビ  

ーン・ワーキング・オン・ザ・レイルロード アパット・アパット  

アレワンダー エアスコ・コロー エース・オブ・ダイアモン

ド オール・アメリカン・プロムナード オクラホマ・ミクサー 

カム・レット・アス・ビー・ジョイフル カリビアン・ミクサー 

木の靴 キャプテン・ジンクス キンダー・ポルカ グ

スタフス・スコール クマ・アッハ ＜Disc：2＞ コジョライカ

コロブチカ サーカシアン・サークル サディ・ユー・ガン

ダー ジー・ケー・ダブリュー・ミクサー（黄色いリボン） ジェ

ンカ ― ジビディ・ジビダ シュー・フライ シューメー

カーズ・ダンス セオ・ルータ セブン・ステップス ゼメ

ル・ラッフ タタロチカ チェボガー チャイムズ・オブ・

ダンケルク ティニクリング テン・プリティー・ガールズ ＜

Disc：3＞ トロイカ トロパンカ バージニア・リール パ

ティケーク・ポルカ ビーカー ヒネ・マ・トフ ヒンキー・ 

ディンキー・パーリ・ブー ビンゴ プレスカパッチ・コロー 

フレンドシップ・ミクサー ホーキ・ポーキ ホース・アン 

 ド・バギー ポリー・ウォーリー・ドゥードル マイム・マイム

マン・イン・ザ・ヘイ ミラノボ・コロー メリーゴーランド 

 

盆踊り 

OK-703／\2,916（2 枚組）  5/11 発売 

こども盆踊り キング・スーパー・ツイン・シリーズ 2016 
＜Disc：1＞①ドラえもん音頭 ②音頭 だんご 3 兄弟 ③よ

さこい、ソーラン！ ④東村山音頭 ⑤花笠音頭 ⑥東京音頭 

⑦炭坑節 ⑧ちびまる子音頭 ⑨アラレちゃん音頭 ⑩お菓

子な音頭 ⑪ポケモン音頭 ＜Disc：2＞①踊れ・どれ・ドラ 

ドラえもん音頭 ②てぃんさぐぬ花 ③チキンダンス ④アン

パンマン音頭 '99 ⑤ブギウギあわ踊り ⑥おしりかじり虫 

⑦まったり音頭 ⑧月夜のポンチャラリン ⑨ボラ de サンバ 

⑩ズンバ音頭 ⑪火祭りだ！  ※全曲振りつき 

OC-021／￥1,944  振付けなし 

ザ・ベスト こども盆踊り 

【こども盆踊り】①アンパンマン音頭 ②踊れ・どれ・ドラ ド

ラえもん音頭 ③太鼓まつり どん！ ④ウルトラマン音頭 ⑤

ハムハム ON-DO だ、ハムちゃんず！ ⑥一円玉の旅がらす 

⑦大ちゃん数え唄 ⑧恐竜音頭 【ロック民謡】⑨FUNK 大

漁節 ⑩東京音頭＜ロック･バージョン＞ ⑪ふるさと祭り ⑫親

子花笠ロック ⑬100 人のロック･ソーラン 【ロック夏祭り】 

⑭マツケンサンバ II 【ボーナストラック：アニメ音頭】⑮ビック

リマン音頭 ⑯キン肉マン音頭   

OK-673／￥2,160 

こども盆踊り ベスト キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2015 

①崖の上のポニョ ②ひょっこりひょうたん島 ③月夜のポ

ンチャラリン ④クリスタル・チルドレン ⑤ＷＡになっておど

ろう～ＩＬＥ ＡＩＹＥ～ ⑥ドラえもん音頭 ⑦アラレちゃん音頭 

⑧オバＱ音頭 ⑨アンパンマン音頭’９９ ⑩恐竜音頭 お

菓子な音頭 ＦＵＮＫＹ阿波踊り ダイナミック！炭坑節 

よさこい、ソーラン！ ※全曲振りつき  

OK-703／\2,880（2 枚組）  (5/11 OK-897 で出替わり) 

こども盆踊り キング・スーパー・ツイン・シリーズ 2012 
＜Disc：1＞①ドラえもん音頭 ②音頭 だんご 3 兄弟 ③よ

さこい、ソーラン！ ④東村山音頭 ⑤花笠音頭 ⑥東京音頭 

⑦炭坑節 ⑧ちびまる子音頭 ⑨アラレちゃん音頭 ⑩お菓

子な音頭 ⑪ポケモン音頭 ＜Disc：2＞①踊れ・どれ・ドラ 

ドラえもん音頭 ②てぃんさぐぬ花 ③チキンダンス ④アン

パンマン音頭 '99 ⑤ブギウギあわ踊り ⑥おしりかじり虫 

⑦まったり音頭 ⑧月夜のポンチャラリン ⑨ボラ de サンバ 

⑩ズンバ音頭 ⑪火祭りだ！  ※全曲振りつき 

OV-82／￥2,057 

みんなあつまれ！キッズ盆踊り＆音頭 

そうらん節 花笠踊り 会津磐梯山 佐渡おけさ 

少年八木節 大漁節 ちゃっきり節 少年木曽節 

金比羅船々 少年福知山音頭 炭坑節 鹿児島

おはら節 おてもやん 筑子節（こきりこ） どんぱん節 

チャグチャグ馬こ 真室川音頭 相馬盆唄 大漁

唄い込み 北海盆唄  ※全曲振りつき 

OC-6165／￥2,700 

祭りだ！わっしょい！ ロック夏祭り＆こども盆踊り スーパー・ベスト 
＜ロック夏祭り＞①お江戸はカーニバル！（3:42）全幼児～小学

生 ②参上！ぴゅるっとあさたろう（3:50）年中～小学生 ③お

祭り忍者（4:38）年少～小学生 ④桜援歌（Oh!ENKA）（3：51）

年中～小学生 ⑤マツケンサンバ II（3：10）全幼児～大人 ＜こ 

ども盆踊り＞⑥太鼓まつり どん！ ⑦踊れ・どれ・ドラ ドラえ

もん音頭 ⑧アンパンマン音頭 ⑨にんにん忍たま音頭 ⑩

ウルトラマン音頭 2006 ⑪一円玉の旅がらす ⑫大ちゃん

数え唄 ⑬もったいないばあさん音頭 ⑭恐竜音頭 ⑮お

やこ HOT 音頭 ⑯おみこしの BGM：だんじり太鼓 ※全曲

振りつき  

OC-341／￥2,700        
日本全国 夏祭り！～音頭 盆踊り 総踊り～          

【こども音頭】①アンパンマン音頭（3:43） ②にんにん忍たま 

音頭（4:05） ③踊れ･どれ･ドラ・ドラえもん音頭（4:10） ④ハム

ハム ON-DO だ、ハムちゃんず！（2:55） ⑤ちびまる子音頭

（2:55） ⑥月夜のポンチャラリン（2:30） ⑦アラレちゃん音頭

（3:00） ⑧オバ Q 音頭（2:44） 【盆踊り】⑨炭坑節（3:05） ⑩

東京音頭（3:13） ⑪河内音頭（3:50） ⑫きよしのズンドコ節

（3:35） 【総踊り】⑬お祭り忍者（4:38） ⑭夏祭り（3:58） ⑮

花まつり（4:41） ⑯マツケンサンバⅡ（3:10）～マーチバージョン 
※全曲振りつき  
書籍 BKR-390／￥1,028  
もったいないばあさん音頭 CD 付(振付;真珠まりこ／中川ひろたか)  
CD と踊り方がよくわかるミニ絵本セット。作曲 中川ひろた

か、作詞 真珠まりこ、歌 増田裕子（ケロポンズ）。 

①もったいないばあさん音頭 ②もったいないばあさんの 

えかきうた ③もったいないばあさん音頭（カラオケ） ④も

ったいないばあさんえかきうた（カラオケ） 

 
 
 

 

 

 

 

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 

 

http://aiaikids.co.jp/each_05/OK5267.html
http://aiaikids.co.jp/each_05/OV82.html



