
【あ】 

アイアイ          （作詞）相田裕美   （作曲）宇野誠一郎 

アイスクリームの歌     （作詞）佐藤義美   （作曲）服部公一 

青い青い秋ですよ      （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

あおいそらにえをかこう   （作詞）一樹和美   （作曲）上柴はじめ 

あおいそらのうた      （作詞）さとうよしみ （作曲）服部公一 

青い眼の人形        （作詞）野口雨情   （作曲）本居長世 

あおげば尊し        （作詞・作曲）不詳 

赤い靴           （作詞）野口雨情   （作曲）本居長世 

赤い鳥小鳥         （作詞）北原白秋   （作曲）成田為三 

赤い風船とんだ       （作詞）今野政一   （作曲）湯山 昭 

赤いやねの家        （作詞）織田ゆり子  （作曲）上柴はじめ 

あかちゃんあざらし     （作詞）名取和彦   （作曲）岩河智子 

赤ちゃんのお耳       （作詞）都築益世   （作曲）佐々木すぐる 

赤蜻蛉           （作詞）三木露風   （作曲）山田耕筰 

秋がいる          （作詞）青戸かいち  （作曲）小森昭宏 

あきがしずかに       （作詞）香山美子   （作曲）小森昭宏 

あきの うみべ       （作詞）瀬野啓子   （作曲）若松 歓 

秋のかぞえうた       （作詞）名村 宏   （作曲）佐藤亘弘 

秋の子           （作詞）サトウハチロー（作曲）末広恭雄 

あきのこびとオータムタム  （作詞）井出隆夫   （作曲）福田和禾子 

あきの こもりうた     （作詞）こわせ・たまみ（作曲）溝上日出夫 

秋の日ぐれは        （作詞）水村三千夫  （作曲）白川ひろし 

秋のむぐっちょ       （作詞）宮中雲子   （作曲）斎藤高順 

あくび           （作詞）中山知子   （作曲）小林秀雄 

あくびするカミサマ     （作詞）やなせたかし （作曲）いずみたく 

憧れて 夢をみて      （作詞）高橋友夫   （作曲）山口 栄 

あさいちばんはやいのは   （作詞）阪田寛夫   （作曲）越部信義 

あさ おきたん       （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

足あと           （作詞）宮澤章二   （作曲）甲賀一宏 

あしか           （作詞）藤田圭雄   （作曲）伊藤翁介 

あじさい          （作詞）山内弘子   （作曲）加倉井佳世子 

あしたは ぼくね      （作詞）こわせ・たまみ（作曲）小森昭宏 

あだ名のうた        （作詞）三枝ますみ  （作曲）神津善行 

あたまのうえには      （作詞）まど・みちお （作曲）大中 恩 

あったかいなみだがホロン  （作詞）中村千栄子  （作曲）小森昭宏 

アップン おねんね     （作詞）岩橋正子   （作曲）服部公一 

アノコちゃん        （作詞）やなせたかし （作曲）早川史郎 

あの町この町        （作詞）野口雨情   （作曲）中山晋平 

あひるの行列        （作詞）小林純一   （作曲）中田喜直 

あひるのスリッパ      （作詞）武鹿悦子   （作曲）湯山 昭 

あまのじゃく        （作詞）清水たみ子  （作曲）中田喜直 



雨             （作詞）北原白秋   （作曲）弘田龍太郎 

あめのうた         （作詞）岩月初子   （作曲）森崎貴敏 

雨の音           （作詞）石井潮里   （作曲）池辺晋一郎 

あめのなかのポスト     （作詞）東 龍男   （作曲）若松正司 

あめの ひ         （作詞）こわせ・たまみ（作曲）中田喜直 

雨の遊園地         （作詞）谷内六郎   （作曲）中村八大 

アメフリ          （作詞）北原白秋   （作曲）中山晋平 

雨降りお月さん       （作詞）野口雨情   （作曲）中山晋平 

あめふりくまのこ      （作詞）鶴見正夫   （作曲）湯山昭 

あらいぐまが かいたいなぁ （作詞）垣内磯子   （作曲）山田茂博 

あら どこだ        （作詞）神沢利子   （作曲）越部信義 

あり あり きえた     （作詞）武鹿悦子   （作曲）湯山 昭 

あわて床屋         （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

あわてんぼうのサンタクロース（作詞）吉岡 治    (作曲) 小林亜星 

あんたとこどこさ       伝承童謡      （編曲）足羽章 

【い】 

      いち            （作詞）谷川俊太郎  （作曲）諸井 誠 

一月一日          （作詞）千家尊福   （作曲）上真行 

一ねんせいになったら    （作詞）まど・みちお （作曲）山本直純 

いちばんたかいは      （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

いちょうの葉        （作詞）江口あけみ  （作曲）川上薫子 

いちょうのはっぱ      （作詞）佐藤義美   （作曲）溝上日出夫 

いつもの道         （作詞）冨永佳与子  （作曲）湯山 昭 

いぬのおまわりさん     （作詞）さとうよしみ （作曲）大中恩 

犬はくさりがきらい     （作詞）宮中雲子   （作曲）大中 恩 

いま生きる子どもマーチ   （作詞）こわせ・たまみ（作曲）湯山 昭 

いらっしゃい風       （作詞）宮中雲子   （作曲）福田和禾子 

イルカはザンブラコ     （作詞）東 龍男   （作曲）若松正司 

インディアンがとおる    （作詞）山中 恒   （作曲）湯浅譲二 

【う】 

うさぎ            文部省唱歌 

うさぎとかめ        （作詞）石原和三郎  （作曲）納所辨次郎 

兎のダンス         （作詞）野口雨情   （作曲）中山晋平 

うさぎのつの        （作詞）藤田圭雄   （作曲）平井康三郎 

うしろむきって       （作詞）溝淵淑子   （作曲）上 明子 

歌の町           （作詞）勝 承夫   （作曲）小村三千三 

うたを うたう うた    （作詞）小林純一   （作曲）湯山 昭 

うふふの ふ        （作詞）小池和子   （作曲）たま・みゆき 

うまさん          （作詞）佐藤義美   （作曲）萩原英彦 

うみ            （作詞）林柳波    （作曲）井上武士 

浦島太郎           文部省唱歌 

うれしいひなまつり     （作詞）サトウハチロー（作曲）河村光陽 



【え】 

   えほんをとじて       （作詞）内山登美子  （作曲）山崎八郎 

【お】 

   オウマ           （作詞）林柳波    （作曲）松島彜 

   オ－イ恐竜！        （作詞）二瓶みち子  （作曲）西永 理 

   おおきくなあれ       （作詞）阪田寛夫   （作曲）林 光 

   大きなかぼちゃ       （作詞）清水たみ子  （作曲）甲賀一宏 

   大きな樹の下が すき    （作詞）信田百合子  （作曲）若松 歓 

   大きな木は いいな     （作詞）高橋育郎   （作曲）白川雅樹 

   大きなきりかぶ       （作詞）宮田滋子   （作曲）西脇久夫 

おおきな栗の木の下で    （作詞・作曲）不詳  （編曲）岩河三郎 

大きな桃          （作詞）山下清三   （作曲）岩河三郎 

大きな古時計        （訳詞）保富康午   （作曲）ヘンリー・クレイ・ワーク 

おかあさん         （作詞）田中ナナ   （作曲）中田喜直 

おかあさん！        （作詞）星乃ミミナ  （作曲）伊藤翁介 

おきゃくさま        （作詞）香山美子   （作曲）小森昭宏 

お口が一ばん とくみたい  （作詞）大熊義和   （作曲）藤元薫子 

おこりっこなしよ      （作詞）深尾須磨子  （作曲）中田一次 

おさるがふねをかきました  （作詞）まど・みちお （作曲）團 伊玖磨 

おさるのゆうびん      （作詞）まど・みちお （作曲）宇賀神光利 

おじいちゃんのおとし    （作詞）荘司 武   （作曲）小林秀雄 

お正月           （作詞）東くめ    （作曲）滝廉太郎 

おすもうくまちゃん     （作詞）さとうよしみ （作曲）磯部 俶 

おそばとうどん       （作詞）筒井敬介   （作曲）岩河三郎 

おつかいありさん      （作詞）関根栄一   （作曲）團 伊玖磨 

お月さまに電話した     （作詞）久慈正夫   （作曲）長谷川栄助 

お月さんと坊や       （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

おとなマーチ        （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

おなかのとけい       （作詞）筒井敬介   （作曲）桜井 順 

おなかのへるうた      （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中恩 

おにぎりころりん      （作詞）まど・みちお （作曲）小森昭宏 

おにぎりさん        （作詞）山口 弘   （作曲）中田喜直 

おにさんがきまらない    （作詞）小泉明子   （作曲）平岡莊太郎 

鬼の子のうた        （作詞）冨永佳与子  （作曲）若松正司 

お姉さんの香り       （作詞）星乃ミミナ  （作曲）伊藤幹翁 

おばあちゃんの手      （作詞）相馬梅子   （作曲）小西欣一 

おばあちゃんの話      （作詞）こわせ・たまみ（作曲）早川史郎 

お化けなんてないさ     （作詞）槇みのり   （作曲）峯陽 

おばけになろう       （作詞）片岡 輝   （作曲）越部信義 

おはながわらった      （作詞）保富庚午   （作曲）湯山昭 

おはなしもっと       （作詞）三輪アイ子  （作曲）西澤健治 

おはなし ゆびさん     （作詞）香山美子   （作曲）湯山 昭 



おはよう          （作詞）藤田圭雄   （作曲）中田喜直 

おひさま いっぱい     （作詞）新谷智恵子  （作曲）中田喜直 

おひさま こんにちは    （作詞）松谷みよ子  （作曲）河村順子 

おふろジャブジャブ     （作詞）さとうよしみ （作曲）服部公一 

おふろのうた        （作詞）秋元 康   （作曲）市川 都・高田 弘 

おほしさま         （作詞）都築益世   （作曲）團 伊玖磨 

おほしさまのせなか     （作詞）中野光子   （作曲）三平典子 

朧月夜           （作詞）高野辰之   （作曲）岡野貞一 

思い出のアルバム      （作詞）増子とし   （作曲）本多鉄麿 

おもたいお月さま      （作詞）鶴岡千代子  （作曲）伊藤翁介 

おもちゃのチャチャチャ   （作詞）野坂昭如   （作曲）越部信義 

おもちゃばこから      （作詞）こやま峰子  （作曲）平野淳一 

おやすみなさい       （作詞）宮田滋子   （作曲）早川史郎 

お山の杉の子        （作詞）吉田テフ子・サトウ ハチロー（作曲）佐々木すぐる 

およめさんになってね    （作詞）中村千栄子  （作曲）後藤 丹 

おりてこい おほしさま   （作詞）三越左千夫  （作曲）湯山 昭 

「おるすばん」の おるすばん（作詞）宮田滋子   （作曲）たけうちこう 

おんぶバッタゆらゆら    （作詞）夢 虹二   （作曲）一瀬公弘 

【か】 

   かあさんが一番いいの    （作詞）宮中雲子   （作曲）中田一次 

   かあさんのえくぼ      （作詞）吉田定一   （作曲）早川史郎 

   かあさんのお話の中のわたし （作詞）宮中雲子   （作曲）中村守孝 

   かいがら からから     （作詞）こわせ・たまみ（作曲）萩原英彦 

   かいてんもくば       （作詞）中村千栄子  （作曲）山崎八郎 

   貝は星のように       （作詞）柏木隆雄   （作曲）佐藤亘弘 

   かえろかえろと       （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

   かかえてきたの       （作詞）土屋浩子   （作曲）すずきしげお 

   かくざとう いっこ     （作詞）名村 宏   （作曲）福田和禾子 

   かくれんぼ         （作詞）小春久一郎  （作曲）矢田部 宏 

かごめ かごめ        わらべうた     （編曲）中田喜直 

かざぐるま         （作詞）三越左千夫  （作曲）萩原英彦 

かしの木おじさんの うた  （作詞）酒井美恵子  （作曲）中田喜直 

風             （訳詞）西条八十   （作曲）草川信 

かぜさん          （作詞）小林純一   （作曲）平尾貴四男 

かぜさんだって       （作詞）芝山かおる  （作曲）中田喜直 

かぜひきさん        （作詞）矢崎節夫   （作曲）若松正司 

かぜひきさん        （作詞）星乃ミミナ  （作曲）伊藤翁介 

かぜよ ふけふけ      （作詞）山元護久   （作曲）小森昭宏 

肩たたき          （作詞）西条八十   （作曲）中山晋平 

かたづけチャオ       （作詞）阪田寛夫   （作曲）越部信義 

かたつむり         （作詞）鼻和多恵子  （作曲）保木 誠 

かたつむり          文部省唱歌 



かなしみよ さよなら    （作詞）濱田淳子   （作曲）濱田淳子 

かなりや          （作詞）西条八十   （作曲）成田為三 

かばさん あくび      （作詞）矢崎節夫   （作曲）若松正司 

かぶと虫          （作詞）関根栄一   （作曲）湯山 昭 

かぶと虫のうた       （作詞）鴻森正三   （作曲）きたのみのる 

カブトムシの 結婚式    （作詞）鶴岡千代子  （作曲）甲賀一宏 

かまきりくん        （作詞）小黒恵子   （作曲）湯山 昭 

紙ひこうき         （作詞）こやま峰子  （作曲）上 明子 

カメレオンのなやみ     （作詞）後藤基宗子  （作曲）氏家晋也 

かもつれっしゃのうた    （作詞）香山美子   （作曲）湯山 昭 

かもめの水兵さん      （作詞）武内俊子   （作曲）河村光陽 

かやの木山の        （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

ガラスにかいたへのへのもへじ（作詞）斎藤貞夫   （作曲）蔵田雅子 

からたちの花        （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

カレーライスのうた     （作詞）関根栄一   （作曲）服部公一 

かわいいかくれんぼ     （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

かわいい魚屋さん      （作詞）加藤省吾   （作曲）山口保治 

カンガルーのポケット    （作詞）武鹿悦子   （作曲）早川史郎 

【き】 

   聞いててあげる       （作詞）柘植愛子   （作曲）岩河三郎 

   きいろい ちょうちょ    （作詞）こわせ・たまみ（作曲）湯山 昭 

   黄色い夏の サンバ     （作詞）三枝ますみ  （作曲）蔵田雅子 

   ききょう          （作詞）佐藤雅子   （作曲）中村守孝 

   汽車ポッポ         （作詞）本居長世   （作曲）本居長世 

北風小僧の寒太郎      （作詞）井出隆夫   （作曲）福田和禾子 

きゅっ きゅっ きゅう   （作詞）相良和子   （作曲）芥川也寸志 

キリン           （作詞）清水たみ子  （作曲）中田一次 

キリンに なった      （作詞）佐藤雅子   （作曲）湯山 昭 

キリンのかあさん      （作詞）佐藤雅子   （作曲）渋谷 毅 

きんもくせい        （作詞）佐藤雅子   （作曲）湯山 昭 

金太郎           （作詞）石原和三郎  （作曲）田村虎蔵 

ぎんやんまのうた      （作詞）関根榮一   （作曲）中田喜直 

【く】 

   食いしんぼうがまってるぞ  （作詞）若谷和子   （作曲）小谷 肇 

   くすぐったい        （作詞）石原一輝   （作曲）山口 栄 

   くすぐったい        （作詞）筒井敬介   （作曲）岩河三郎 

   靴が鳴る          （作詞）清水かつら  （作曲）弘田龍太郎 

   グッド・バイ        （作詞）さとうよしみ （作曲）河村光陽 

   グッナイト         （作詞）藪田義雄   （作曲）小村三千三 

   くまさん          （作詞）まど・みちお （作曲）小森昭宏 

   熊さん これから冬ごもり  （作詞）名取和彦   （作曲）若松正司 

   くまのブブちゃん      （作詞）尾上尚子   （作曲）中村守孝 



   くらげのさんぽ       （作詞）小林純一   （作曲）團 伊玖磨 

クラリネットをこわしちゃった（訳詞）石井好子    フランス民謡 

ぐるぐるうた        （作詞）渡部千津子  （作曲）小森昭宏 

胡桃            （作詞）サトウハチロー（作曲）伊藤翁介 

クレヨンちゃん       （作詞）まど・みちお （作曲）大中 恩 

【け】 

   月火水木金土日のうた    （作詞）谷川俊太郎  （作曲）服部公一 

げんこつ山のたぬきさん    わらべうた 

【こ】 

   コアラのうた        （作詞）藤田圭雄   （作曲）磯部 俶 

   仔犬におくる ママのララバイ（作詞）小黒恵子   （作曲）西澤健治 

   こいぬの たんじょう日   （作詞）吉田房子   （作曲）鈴木 浩 

鯉のぼり           文部省唱歌 

荒城の月          （作詞）土井晩翠   （作曲）滝廉太郎 

こおろぎ          （作詞）関根栄一   （作曲）芥川也寸志 

黄金虫           （作詞）野口雨情   （作曲）中山晋平 

小ぎつね          （作詞）勝承夫     ドイツ民謡 

心の中のオルゴール     （作詞）小林純一   （作曲）中田喜直 

こじか           （作詞）小林純一   （作曲）中田喜直 

子鹿のバンビ        （作詞）坂口 淳   （作曲）平岡照章 

コスモス          （作詞）武鹿悦子   （作曲）小森昭宏 

コスモスのうみ       （作詞）尾上尚子   （作曲）湯山 昭 

コスモスの花        （作詞）熊谷本郷   （作曲）高月啓充 

コックのポルカ       （作詞）阪田寛夫   （作曲）山本直純 

こっこのおにごっこ     （作詞）若谷和子   （作曲）山田一雄 

コップの中の蛙の子     （作詞）五味清花   （作曲）中田一次 

こどものかたつむり     （作詞）渡辺佳子   （作曲）伊藤幹翁 

こどものみかん       （作詞）岡田コハリ  （作曲）若松正司 

ことりさんはまるね     （作詞）楠木しげお  （作曲）中田一次 

小鳥のうた         （作詞）与田凖一   （作曲）芥川也寸志 

ことりの幼稚園       （作詞）水村三千夫  （作曲）寺原ヨシ子 

こねこねねんど       （作詞）こわせ・たまみ（作曲）湯山 昭 

この道           （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

こぶしの花         （作詞）柏木隆雄   （作曲）斎藤高順 

こぶしの花は        （作詞）早竹青秋   （作曲）山岡その子 

ごめんね あとにして    （作詞）滝波万理子  （作曲）斎藤六三郎 

こもりうた         （作詞）野上 彰   （作曲）團 伊玖磨 

こゆび           （作詞）こわせ・たまみ（作曲）林 光 

これっくらいのおべんと箱  （作詞）香山美子   （作曲）小森昭宏 

こわれたおもちゃ      （作詞）武鹿悦子   （作曲）林 光 

こわれたすいどう      （作詞）谷川俊太郎  （作曲）湯山 昭 

コンコンクシャンのうた   （作詞）香山美子   （作曲）湯山 昭 



こんぺいとう        （作詞）関根栄一   （作曲）湯山 昭 

【さ】 

   魚の子守うた        （作詞）藤田圭雄   （作曲）伊藤多津子 

さくら さくら       （編詞・曲）文部省音楽取調掛 

サスケとともだち      （作詞）鈴木敬子   （作曲）湯山 昭 

サッちゃん         （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

里の秋           （作詞）斎藤信夫   （作曲）海沼実 

さびしいカシの木      （作詞）やなせたかし （作曲）西脇久夫 

サマー・クリスマス     （作詞）秋葉てる代  （作曲）福田和禾子 

さよならさんかくまたきてしかく（作詞）松谷みよ子 （作曲）福田和禾子 

さよならって        （作詞）三輪アイ子  （作曲）甘利美知子 

さよならは いわないで   （作詞）鶴岡千代子  （作曲）中田喜直 

さより           （作詞）北原白秋   （作曲）團 伊玖磨 

サンバのサンバ       （作詞）津山章作   （作曲）鈴木重夫 

さんぽ           （作詞）中川李枝子  （作曲）久石 譲 

【し】 

   ジェットき きゅーん    （作詞）鶴見正夫   （作曲）湯浅譲二 

   しおじゃけのうた      （作詞）神沢利子   （作曲）大中 恩 

叱られて          （作詞）清水かつら  （作曲）弘田竜太郎 

四季の歌          （作詞・作曲）荒木とよひさ 

しずかにしてね       （作詞）こわせ・たまみ（作曲）中田喜直 

下の前歯がぬけちゃった   （作詞）立原えりか  （作曲）吉岡しげ美 

しまうま めいろ      （作詞）鶴岡千代子  （作曲）橋本祥路 

しゃぼん玉         （作詞）野口雨情   （作曲）中山晋平 

ジャングルジムのうた    （作詞）まど・みちお （作曲）諸井 誠 

１５年目のお化け      （作詞）おうちやすゆき（作曲）冬木 透 

十五夜お月さん       （作詞）野口雨情   （作曲）本居長世 

１２月だもん        （作詞）山元護久   （作曲）山本直純 

証城寺の狸囃子       （作詞）野口雨情   （作曲）中山晋平 

しらない子         （作詞）宮沢章二   （作曲）大中 恩 

しりとりうた        （作詞）中山知子   （作曲）若松正司 

しろいこねこダンプティ   （作詞）野上 彰   （作曲）田中利光 

白熊            （作詞）サトウハチロー（作曲）渡辺浦人 

シンコペーション さんぽ  （作詞）井上灯美子  （作曲）中田喜直 

シンデレラのスープ     （作詞）小黒恵子   （作曲）中村勝彦 

【す】 

ずいずいずっころばし     わらべうた 

すうじのうた        （作詞）夢 虹二   （作曲）小谷 肇 

スキーの歌         （作詞）林柳波    （作曲）橋本国彦 

すずむし          （作詞）矢崎節夫   （作曲）若松正司 

すずむしのうた       （作詞）宮沢章二   （作曲）大中 恩 

雀の学校          （作詞）清水かつら  （作曲）弘田龍太郎 



すてきなテレビ       （作詞）中村千栄子  （作曲）池辺晋一郎 

すてきなレモン       （作詞）中村千栄子  （作曲）中田喜直 

砂 山           （作詞）北原白秋   （作曲）中山晋平 

すばらしき自然とともに   （作詞）こわせ・たまみ（作曲）中田喜直 

【せ】 

   背くらべ          （作詞）海野 厚   （作曲）中山晋平 

   西部劇           （作詞）宮沢章二   （作曲）小川寛興 

   せっけんさん        （作詞）まど・みちお （作曲）富永三郎 

   せんせいとおともだち    （作詞）吉岡 治   （作曲）越部信義 

   先生のはと笛        （作詞）島田陽子   （作曲）小西欣一 

線路はつづくよどこまでも  （作詞）佐木敏     アメリカ民謡 

【そ】 

ぞうさん          （作詞）まど・みちお （作曲）團伊玖磨 

ぞうさんのこもりうた    （作詞）佐藤雅子   （作曲）石川大明 

早春賦           （作詞）吉丸一昌   （作曲）中田章 

そうだったらいいのにな   （作詞）井出隆夫   （作曲）福田和禾子 

そのしょうこ        （作詞）井上ひさし  （作曲）宇野誠一郎 

そらいろのビー玉      （作詞）尾上尚子   （作曲）早川史郎 

そらでえんそくしてみたい  （作詞）悠木一政   （作曲）早川史郎 

空と水           （作詞）うらさわこうじ（作曲）若松正司 

そらに てんてん おほしさま（作詞）まど・みちお （作曲）湯山 昭 

空にはお月さま       （作詞）別役 実   （作曲）宇野誠一郎 

そらは パンやさん     （作詞）赤岡江里子  （作曲）田中正史 

空へのぼったふうせん    （作詞）三枝ますみ  （作曲）山本正美 

【た】 

   たいこのおけいこ      （作詞）筒井敬介   （作曲）小森昭宏 

   台所のうた         （作詞）鶴見正夫   （作曲）服部公一 

   太陽になりたくて      （作詞）小泉明子   （作曲）平野淳一 

   たかいたかいしてよ     （作詞）与田凖一   （作曲）細谷一郎 

たき火           （作詞）巽聖歌    （作曲）渡辺茂 

だけど ぽかぽか      （作詞）こわせ・たまみ（作曲）湯山 昭 

たなばたさま        （作詞）権藤はなよ  （作曲）下総皖一 

たなをつくりましょう    （作詞）まど・みちお （作曲）磯部 俶 

たにしがポコ        （作詞）長島和太郎  （作曲）木塚光雄 

た ね           （作詞）こやま峰子  （作曲）上 明子 

たねまきちちんぷい     （作詞）こわせ・たまみ（作曲）佐藤 真 

たのしいね         （作詞）山内佳鶴子  （作曲）寺島尚彦 

誰かが星をみていた     （作詞）新沢としひこ （作曲）中川ひろたか 

誰もいない夜の浜辺を    （作詞）山内弘子   （作曲）山岡その子 

誰もしらない        （作詞）谷川俊太郎  （作曲）中田喜直 

たんぽぽさん        （作詞）神沢利子   （作曲）湯山 昭 

 



【ち】 

ちいさい秋みつけた     （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

ちいさい おおきい     （作詞）香山美子   （作曲）小森昭宏 

ちいさいかわのうた     （作詞）武鹿悦子   （作曲）渡辺岳夫 

ちいさいちいさいやどかりさん（作詞）宮中雲子   （作曲）湯山 昭 

小さな貝          （作詞）高田敏子   （作曲）渡辺岳夫 

ちいさなかぜ        （作詞）水谷まさる  （作曲）萩原英彦 

ちいさなこもりうた     （作詞）こわせ・たまみ（作曲）萩原英彦 

ちいさな てのひらでも   （作詞）やなせたかし （作曲）上 明子 

ちいさなノック       （作詞）小泉明子   （作曲）中村守孝 

ちかてつ          （作詞）名村 宏   （作曲）越部信義 

ちきゅうのいっぽ      （作詞）岩城 健   （作曲）出田敬三 

地球のうた         （作詞）清水たみ子  （作曲）白川雅樹 

地球の音          （作詞）村田さち子  （作曲）早川史郎 

地球の病気         （作詞）藤田圭雄   （作曲）伊藤翁介 

地球はみんなのものなんだ  （作詞）山川啓介   （作曲）いずみたく 

地球を七回半まわれ     （作詞）阪田寛夫   （作曲）越部信義 

ちっちゃな  おちば     （作詞）田島怜子   （作曲）森崎貴敏 

チップタップ ロンロン   （作詞）サトウハチロー（作曲）高木東六 

茶つみ            文部省唱歌 

ちゃん さん くん     （作詞）河野照代   （作曲）小森昭宏 

チューチュー タコカイナ  （作詞）おうちやすゆき（作曲）湯山 昭 

チューリップ        （作詞）近藤宮子   （作曲）井上武士 

チューリップがひらくとき  （作詞）まど・みちお （作曲）宇賀神光利 

ちょう ちょう       （作詞）野村秋足    スペイン民謡 

ちょうの ヨット      （作詞）三越左千夫  （作曲）溝上日出夫 

チョコレートボンボンのうた （作詞）鶴見正夫   （作曲）冨田 勲 

ちんちん千鳥        （作詞）北原白秋   （作曲）近衛秀麿 

【つ】 

   月             （作詞）黒田勲子   （作曲）三平典子 

   月の沙漠          （作詞）加藤まさを  （作曲）佐々木すぐる 

   つくし           （作詞）こやま峰子  （作曲）中田喜直 

   ツッピンとびうお      （作詞）中村千栄子  （作曲）桜井 順 

   つりかわさん        （作詞）まど・みちお （作曲）磯部 俶 

【て】 

   でか・ちびボンゴ      （作詞）長島和太郎  （作曲）山崎八郎 

   手紙をだしたよおばあちゃん （作詞）小西欣一   （作曲）小西欣一 

   デコポンくん        （作詞）斎藤貞夫   （作曲）蔵田雅子 

   てたたきのうた       （作詞）佐藤義美   （作曲）溝上日出夫 

   てと てで おはなし    （作詞）尾上尚子   （作曲）森崎貴敏 

   手のひらの中の春      （作詞）秋葉てる代  （作曲）甲賀一宏 

手のひらを太陽に      （作詞）やなせたかし （作曲）いずみたく 



てぶくろ          （作詞）野田しげみ  （作曲）宇賀神光利 

てるてる坊主        （作詞）浅原鏡村   （作曲）中山晋平 

テレちゃうの        （作詞）後藤基宗子  （作曲）小西欣一 

手を叩きましょう      （改詞）小林純一   （和声伴奏）中田喜直 

手をつなごう        （作詞）中川李枝子  （作曲）諸井 誠 

【と】 

   どうぶつえんのよる     （作詞）佐藤雅子   （作曲）磯部 俶 

通りゃんせ          わらべうた      

どこかで春が        （作詞）百田宗治   （作曲）草川 信 

どこかに秋が        （作詞）佐藤雅子   （作曲）渡辺浦人 

どこのいぬだろ       （作詞）筒井敬介   （作曲）村上太郎 

どっちかな         （作詞）丘野けいこ  （作曲）西脇久夫 

とても大きな月だから    （作詞）茶木 滋   （作曲）服部公一 

「と」の字のたんじょうび  （作詞）高木あきこ  （作曲）上 明子 

トマト           （作詞）荘司 武   （作曲）大中 恩 

ドラキュラのうた      （作詞）小黒恵子   （作曲）クニ河内 

ドラネコそらきた      （作詞）吉岡 治   （作曲）桜井 順 

ドロップスのうた      （作詞）まど・みちお （作曲）大中 恩 

ドロボウのうた       （作詞）久慈正夫   （作曲）岩河三郎 

とんがり帽子        （作詞）菊田一夫   （作曲）古関裕而 

どんぐり ころころ     （作詞）青木存義   （作曲）梁田貞 

どんぐり どん       （作詞）さとうよしみ （作曲）中田一次 

とんでったバナナ      （作詞）片岡 輝   （作曲）桜井 順 

とんとんともだち      （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

とんび           （作詞）葛原しげる  （作曲）梁田貞 

とんぼの思い出       （作詞）こわせ・たまみ（作曲）中田一次 

とんぼの中にぼくがいる   （作詞）夢 虹二   （作曲）湯山 昭 

とんぼのめがね       （作詞）額賀誠志   （作曲）平井康三郎 

【な】 

   ナイショ話         （作詞）結城よしを  （作曲）山口保治 

   ないしょばなしの うた   （作詞）こわせ・たまみ（作曲）小森昭宏 

   仲よし小道         （作詞）三苫やすし  （作曲）河村光陽 

   流れ星           （作詞）矢田部誠子  （作曲）矢田部 宏 

   なきむしたろう       （作詞）まど・みちお （作曲）大中 恩 

   ナコちゃん         （作詞）武鹿悦子   （作曲）足羽 章 

   梨をたべる         （作詞）原 国子   （作曲）すずきしげお 

   夏の日           （作詞）関根栄一   （作曲）湯山 昭 

夏は来ぬ          （作詞）佐佐木信綱  （作曲）小山作之助 

夏の思い出         （作詞）江間章子   （作曲）中田喜直 

七つの子          （作詞）野口雨情   （作曲）本居長世 

何を折りましょ       （作詞）渡部千津子  （作曲）磯部 俶 

なみだしょっぱい      （作詞）名村 宏   （作曲）佐藤亘弘 



なんじゃもんじゃのこもりうた（作詞）三枝ますみ  （作曲）湯山 昭 

【に】 

   日本語のおけいこ      （作詞）谷川俊太郎  （作曲）寺島尚彦 

   ニャニュニョのてんきよほう （作詞）小黒恵子   （作曲）宇野誠一郎 

   入道雲           （作詞）大竹典子   （作曲）湯山 昭 

【ね】 

   ねこ地図にのってる     （作詞）冨永佳与子  （作曲）坂口博樹 

   猫になりたい        （作詞）大谷和子   （作曲）大中 恩 

   猫の変身マーチ       （作詞）五味清花   （作曲）伊藤翁介 

   ねこのマズルカ       （作詞）新谷智恵子  （作曲）湯山 昭 

ねこふんじゃった      （作詞）丘灯至夫   （作曲）不詳 

ネムイ ネムイ       （作詞）あいださとこ （作曲）中田喜直 

ねむの木          （作詞）関根栄一   （作曲）岩河三郎 

ねむの木の子守歌      （作詞）皇太子妃美智子殿下（作曲）山本正美 

ねむれないおおかみ     （作詞）新谷智恵子  （作曲）湯山 昭 

ねんねの ふり       （作詞）武鹿悦子   （作曲）草川 啓 

【の】 

   野 菊           （作詞）林柳波    （作曲）松島彜 

   のっぺらぼう        （作詞）しぶやしげお （作曲）甲賀一宏 

   のら犬ゴンタロー      （作詞）おうちやすゆき（作曲）末吉保雄 

【は】 

   はこのなかなあに      （作詞）小春久一郎  （作曲）中田喜直 

   はしるの だいすき     （作詞）まど・みちお （作曲）佐藤 真 

   はしれちょうとっきゅう   （作詞）山中 恒   （作曲）湯浅譲二 

   はしれとらっく       （作詞）みねぎしなつめ（作曲）高井達雄 

   バスの歌          （作詞）さとうよしみ （作曲）大中 恩 

   はたらくくるま       （作詞）伊藤アキラ  （作曲）越部信義 

   はちみつ みつ みつ    （作詞）鶴岡千代子  （作曲）中田喜直 

   はっぱのことり       （作詞）名村 宏   （作曲）佐藤亘弘 

   はっぱのワッペン      （作詞）山本瓔子   （作曲）藤元薫子 

   初 雪           （作詞）荒巻清美   （作曲）伊藤幹翁 

   パトカーのうた       （作詞）おうちやすゆき（作曲）越部信義 

はと             文部省唱歌 

ハトどけい         （作詞）村田さち子  （作曲）若松正司 

鳩笛ならそか        （作詞）吉岡 治   （作曲）吉岡 治 

花             （作詞）武島羽衣   （作曲）瀧廉太郎 

花かげ           （作詞）大村主計   （作曲）豊田義一 

はなのおくにのきしゃぽっぽ （作詞）小林純一   （作曲）中田喜直 

花の街           （作詞）江間章子   （作曲）團伊玖磨 

花嫁人形          （作詞）蕗谷虹児   （作曲）杉山長谷夫 

花らんぷ          （作詞）鶴岡千代子  （作曲）早川史郎 

はぬけの子         （作詞）高村喜美子  （作曲）大中 恩 



母と子の子守唄       （作詞）藤田圭雄   （作曲）早川史郎 

パパの背広         （作詞）浅田真知   （作曲）福田和禾子 

浜辺の歌          （作詞）林古渓    （作曲）成田為三 

浜辺のちいさなあしあと   （作詞）宮中雲子   （作曲）磯部 俶 

早口ことばのうた      （作詞）藤田圭雄   （作曲）大中 恩 

ハリハリのイガイガのサボテン（作詞）武鹿悦子   （作曲）小森昭宏 

春が来た          （作詞）高野辰之   （作曲）岡野貞一 

はるの アップリケ     （作詞）小黒恵子   （作曲）中田喜直 

春の小川          （作詞）髙野辰之   （作曲）岡野貞一 

春の潮だまり        （作詞）宮中雲子   （作曲）若松正司 

春よ来い          （作詞）相馬御風   （作曲）弘田龍太郎 

パンのマーチ        （作詞）峯 陽    （作曲）小川寛興 

はんぶんかけたお月さま   （作詞）小野ルミ   （作曲）福田和禾子 

【ひ】 

   ピアノのゆめ        （作詞）宮田滋子   （作曲）平野純一 

   ピーターとハンスはおともだち（作詞）柴野民三   （作曲）中田一次 

   ピーマン          （作詞）高木あきこ  （作曲）伊藤幹翁 

   ピオーネ          （作詞）柏木隆雄   （作曲）竹内邦光 

   ひげをはやしたい      （作詞）やなせたかし （作曲）大中 恩 

   ピコットさん        （作詞）香山美子   （作曲）湯浅譲二 

   びっくりしちゃったの    （作詞）佐藤雅子   （作曲）中田喜直 

   ひとくいどじんのサムサム  （作詞）谷川俊太郎  （作曲）林 光 

   ひとりじゃないからの子守唄 （作詞）宮中雲子   （作曲）湯山 昭 

日の丸の旗         （作詞）髙野辰之   （作曲）岡野貞一 

ひゃっころりん       （作詞）中山知子   （作曲）高木東六 

ひょっこりひょうたん島   （作詞）井上ひさし・山元護久（作曲）宇野誠一郎 

ひらいた ひらいた      わらべうた 

ひらひら はぜの葉     （作詞）三枝ますみ  （作曲）上 明子 

びりのきもち        （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

びわ            （作詞）まど・みちお （作曲）磯部 俶 

【ふ】 

   ぷうした たねは      （作詞）佐藤雅子   （作曲）甲賀一宏 

   ふうせんはプン       （作詞）香山美子   （作曲）冨田 勲 

   ブーツをはいた象さん    （作詞）冬杜花代子  （作曲）深町 純 

   ぶうぶうぶう        （作詞）こわせ・たまみ（作曲）寺島尚彦 

   ブカブカパジャマ      （作詞）佐藤雅子   （作曲）甲賀一宏 

   ふしぎな でんき      （作詞）中村千栄子  （作曲）佐藤 真 

ふしぎなポケット      （作詞）まど・みちお （作曲）渡辺茂 

ふしぎなめがね       （作詞）鶴岡千代子  （作曲）甲賀一宏 

ふたあつ          （作詞）まど・みちお （作曲）山口保治 

ぶどうがゆんゆん      （作詞）武鹿悦子   （作曲）中田一次 

ふとりすぎちゃったサンタさん（作詞）井上灯美子  （作曲）上 明子 



冬景色            文部省唱歌 

冬の行進          （作詞）薩摩 忠   （作曲）越部信義 

冬の星座          （訳詞）堀内敬三   （作曲）ウィリアム・シェイクスピア・ヘイズ 

フラミンゴ・フラメンコ   （作詞）名村 宏   （作曲）小谷 肇 

ブランコ          （作詞）秋間ゆう子  （作曲）秋間ゆう子 

ぶらんこ          （作詞）都築益世   （作曲）芥川也寸志 

故郷            （作詞）高野辰之   （作曲）岡野貞一 

ぷるるんるん        （作詞）まど・みちお （作曲）服部公一 

ぶん ぶん ぶん      （作詞）村野四郎    ボヘミア民謡 

プンプンポルカ       （作詞）サトウハチロー（作曲）高木東六 

【へ】 

   へい！ タンブリン     （作詞）吉岡 治   （作曲）湯山 昭 

   べこの子うしの子      （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

   ペチカ           （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

   へのへのもへじやーい    （作詞）鶴見正夫   （作曲）大中 恩 

   ヘリコプター        （作詞）三越左千夫  （作曲）溝上日出夫 

   ペンギンが ペん      （作詞）武鹿悦子   （作曲）寺岡悦子 

【ほ】 

   ぼうが一本あったとさ    （作詞）東京のわらべうた（作曲）間宮芳生 

   ぼうずのうた        （作詞）赤岡江里子  （作曲）福田和禾子 

   ぽかぽかてくてく      （作詞）阪田寛夫   （作曲）小森昭宏 

   僕がうたう秋のうた     （作詞）佐々木寿信  （作曲）伊藤幹翁 

   ぼくとママ         （作詞）まど・みちお （作曲）萩原英彦 

   ぼくとみかづきさん     （作詞）小室志をり  （作曲）伊藤幹翁 

   ぼくならきっと       （作詞）久保田 茂  （作曲）中田佳彦 

   ぼくのかお         （作詞）ふくしま・やす（作曲）福田和禾子 

   ぼくのかみひこうき     （作詞）倉沢徹雄   （作曲）倉沢徹雄 

   ぼくのクレヨン       （作詞）片岡 輝   （作曲）佐藤 真 

   ぼくの団地はクリスマスツリー（作詞）佐藤雅子   （作曲）甲賀一宏 

   ぼくのミックスジュース   （作詞）五味太郎   （作曲）渋谷 毅・林 アキラ 

   ぼくはキャプテン      （作詞）こわせ・たまみ（作曲）高井達雄 

   ぼくは ぼく        （作詞）冨永佳与子  （作曲）岩河三郎 

   ぼくらの町は川っぷち    （作詞）峯 陽    （作曲）林 光 

   ぼくんちのチャボ      （作詞）小黒恵子   （作曲）三枝成章 

   ポケット          （作詞）さとうよしみ （作曲）山崎八郎 

   星の家族          （作詞）宮田滋子   （作曲）湯山 昭 

   ポスト           （作詞）祐成智美   （作曲）中田喜直 

蛍の光           （作詞）稲垣千頴    スコットランド民謡 

ほたるの ふるさと     （作詞）佐々木利恵  （作曲）伊藤幹翁 

ぼたんゆき ひらひら    （作詞）尾上尚子   （作曲）佐藤亘弘 

ポプラ           （作詞）小泉明子   （作曲）若松 歓 

ホ！ホ！ホ！        （作詞）伊藤アキラ  （作曲）越部信義 



ぽんこつマーチ       （作詞）阪田寛夫   （作曲）大中 恩 

【ま】 

   マーチング・マーチ     （作詞）阪田寛夫   （作曲）服部公一 

   牧場の朝          （作詞）杉村楚人冠  （作曲）船橋栄吉 

   まきばのこうし       （作詞）小林純一   （作曲）川口 晃 

   まきばのこうま       （作詞）村田さち子  （作曲）渋谷 毅 

   マシュマロぽわん      （作詞）武鹿悦子   （作曲）草川 啓 

   待ちぼうけ         （作詞）北原白秋   （作曲）山田耕筰 

まっかな秋         （作詞）薩摩忠    （作曲）小林秀雄 

待っててくれる       （作詞）中山知子   （作曲）若松正司 

まつぼっくり        （作詞）大竹典子   （作曲）若松正司 

まほう使いになる方法    （作詞）秋葉てる代  （作曲）岩河三郎 

ママが赤ちゃん       （作詞）田中ナナ   （作曲）林 光 

ママとかけっこ       （作詞）中村千栄子  （作曲）溝上日出夫 

ママと二人のクリスマス   （作詞）若谷和子   （作曲）服部公一 

豆っこうち         （作詞）結城ふじを  （作曲）中田喜直 

鞠と殿さま         （作詞）西条八十   （作曲）中山晋平 

丸と三角と四角       （作詞）若谷和子   （作曲）溝上日出夫 

【み】 

みかんの花咲く丘      （作詞）加藤省吾   （作曲）海沼実 

みつけたもんね       （作詞）滝波万理子  （作曲）岩河三郎 

みつばちぶんぶん      （作詞）小林純一   （作曲）細谷一郎 

港             （作詞）林柳波・旗野十一郎（作曲）吉田信太 

南の島のハメハメハ大王   （作詞）伊藤アキラ  （作曲）森田公一 

みんなともだち       （作詞）荘司 武   （作曲）湯山 昭 

【む】 

   むかし チューリップは   （作詞）秋葉てる代  （作曲）中村守孝 

   むかしはえっさっさ     （作詞）おうちやすゆき（作曲）冨田 勲 

   むぎわらぼうし       （作詞）さとうよしみ （作曲）佐藤 真 

虫の声            文部省唱歌 

むしば           （作詞）関根榮一   （作曲）磯部 俶 

むすんでひらいて      （作詞）不詳     （作曲）ルソー 

村祭             文部省唱歌 

【め】 

   めえめえ児山羊       （作詞）藤森秀夫   （作曲）本居長世 

   メダカが うまれた     （作詞）サトウハチロー（作曲）湯山 昭 

めだかの学校        （作詞）茶木滋    （作曲）中田喜直 

めっめっめっ        （作詞）宮沢章二   （作曲）萩原英彦 

メリーさんの羊       （作詞）高田三九三   アメリカ民謡 

目をとじて         （作詞）うらさわこうじ（作曲）伊藤幹翁 

めんこい仔馬        （作詞）サトウハチロー（作曲）仁木他喜雄 

 



【も】 

   もういいよ         （作詞）田中ナナ   （作曲）湯山 昭 

   もう 春だ         （作詞）夢 虹二   （作曲）中田喜直 

   モグモグ かいじゅう    （作詞）佐藤雅子   （作曲）佐藤亘弘 

紅葉            （作詞）髙野辰之   （作曲）岡野貞一 

桃太郎            文部省唱歌     （作曲）岡野貞一 

森の熊さん         （作詞）馬場祥弘    アメリカ民謡 

森の夜あけ         （作詞）与田凖一   （作曲）中田喜直 

もんく           （作詞）小林純一   （作曲）中田喜直 

【や】 

   やぁ こんにちは      （作詞）小黒恵子   （作曲）高木東六 

やぎさんゆうびん      （作詞）まど・みちお （作曲）團伊玖磨 

やくそく          （作詞）都築益世   （作曲）溝上日出夫 

やさしい風なら       （作詞）南雲純雄   （作曲）小柳和行 

やっぱりママに       （作詞）若谷和子   （作曲）溝上日出夫 

山がすき 海がすき     （作詞）うらさわこうじ（作曲）伊藤幹翁 

山口さんちのツトム君    （作詞・作曲）みなみらんぼう 

山の音楽家         （作詞）水田詩仙    ドイツ民謡 

やまのこもりうた      （作詞）工藤直子   （作曲）間宮芳生 

山のワルツ         （作詞）香山美子   （作曲）湯山 昭 

やまびこ ごっこ       （作詞）おうちやすゆき（作曲）若月明人 

やわらかいえんぴつが好きなんだ（作詞）サトウハチロー（作曲）芥川也寸志 

ヤンチャリカ        （作詞）阿久 悠   （作曲）小林亜星 

【ゆ】 

   夕方のおかあさん      （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

   夕日            （作詞）葛原しげる  （作曲）室崎琴月 

   夕日が背中を押してくる   （作詞）阪田寛夫   （作曲）山本直純 

   夕陽とお母さん       （作詞）矢崎節夫   （作曲）磯部 俶 

   夕やけ           （作詞）西川侑理賀  （作曲）早川史郎 

夕焼小焼          （作詞）中村雨紅   （作曲）草川信 

夕焼空           （作詞）藤田圭雄   （作曲）平野淳一 

夕焼けひろば        （作詞）成瀬左千夫  （作曲）中田喜直 

ゆうらんバス        （作詞）小林純一   （作曲）中田喜直 

ゆ き           （作詞）神沢利子   （作曲）佐々木信綱 

ゆ き           （作詞）さとう恭子  （作曲）中田喜直 

雪              文部省唱歌 

雪のくる駅         （作詞）武鹿悦子   （作曲）西脇久夫 

雪の子守歌         （作詞）人見敬子   （作曲）白川雅樹 

ゆきのてんし        （作詞）やなせたかし （作曲）上 明子 

雪の窓辺で         （作詞）薩摩 忠   （作曲）三善 晃 

雪をシャシュショ      （作詞）人見敬子   （作曲）三平典子 

ユミちゃんのひっこし    （作詞）みなみらんぼう（作曲）みなみらんぼう 



夢の中では？        （作詞）斉藤麻里   （作曲）中田喜直 

揺籃のうた         （作詞）北原白秋   （作曲）草川 信 

【よ】 

   ヨット           （作詞）さとうよしみ （作曲）湯山 昭 

   夜と夢と朝         （作詞）谷川俊太郎  （作曲）服部公一 

【ら】 

   らくだ           （作詞）都築益世   （作曲）平岡均之 

   らっこちびっこ       （作詞）武鹿悦子   （作曲）伊藤翁介 

   らっこのおやこ       （作詞）小野ルミ   （作曲）きたのみのる 

   ラッパとたいこ       （作詞）宮沢章二   （作曲）越部信義 

   ラッパの こびと      （作詞）まど・みちお （作曲）湯山 昭 

【り】 

   りんごの木         （作詞）高田敏子   （作曲）西島永子 

【れ】 

   ０てん           （作詞）ふうましのぶ （作曲）上 明子 

   レッツゴーともだち     （作詞）山元護久   （作曲）筒美京平 

【ろ】 

   ろうそくの灯        （作詞）宮田滋子   （作曲）伊藤幹翁 

   ロバ ちょっとすねた    （作詞）小黒恵子   （作曲）中村勝彦 

【わ】 

   別れていった ぼくの夏   （作詞）小島禄琅   （作曲）鈴木美紀 

   わすれない         （作詞）高橋友夫   （作曲）大中 恩 

   わたしの中に みんながいる （作詞）信田百合子  （作曲）伊藤幹翁 

   わらいかわせみに話すなよ  （作詞）サトウハチロー（作曲）中田喜直 

   わらってママを見てごらん  （作詞）宮中雲子   （作曲）小谷 肇 

われは海の子         文部省唱歌 


