
1. 花      作詞武島羽衣・作曲滝廉太郎  
 

一、春のうららの隅田川 のぼりくだりの  

船人が 櫂のしずくも 花と散る  

ながめを何に たとうべき 
 

二、見ずやあけぼの 露あびて  

われにもの言う桜木を  

見ずや夕ぐれ 手をのべて  

われさしまねく青柳を 
 

三、錦おりなす 長堤(ちょうてい)に  

暮ればのぼる おぼろ月  

げに一刻も 千金の  

ながめを何に たとうべき  

 

2. エーデルワイス   

訳詞阪田寛夫・作曲リチャードロジャーズ 

 

一、エーデルワイス エーデルワイス 

かわいい花よ 白いつゆに ぬれて咲く花 

高く青く光る あの空より 

エーデルワイス エーデルワイス  

明るくにおえ 
 

二、エーデルワイス エーデルワイス 

ほほ笑む花よ 悲しい心 なぐさめる花 

はるかアルプスノ峰 雪のように 

エーデルワイス エーデルワイス  

輝け永遠(とわ)に 

 

3. ドレミの歌        訳詞ペギー葉山 

作詞・作曲O.Hammerstein II・R.Rodgers  

 

ドはドーナツのド レはレモンのレ  

ミはみんなのミ ファはファイトのファ  

ソは青い空 ラはラッパのラ 

シは幸せよ さぁ歌いましょう  

ランランラン  
 

ドはドーナツのド レはレモンのレ  

ミはみんなのミ ファはファイトのファ  

ソは青い空 ラはラッパのラ シは幸せよ  

さぁ歌いましょう   ランランラン  
 

ドレミファソラシド ドシラソファミレ 

ドミミミソソ レファファラシシ  

ドミミミソソ レファファラシシ  

ソドラファミドレ ソドラシドレド                    

どんなときにも 列を組んで  

みんな楽しく ファイトを持って  

空を仰いで  

ランラ ランランランラン  

幸せの歌 さあ歌いましょう  

ドレミファソラシドソド 

 

4. 翼をください  作詞山上路夫・作曲村井邦彦 

  

一、いま私の 願いごとが  

かなうならば 翼（つばさ）がほしい  

この背中に 鳥のように  

白い翼 つけてください 
 

この大空に 翼をひろげ  

飛んで行(ゆ)きたいよ 

悲しみのない 自由な空へ  

翼はためかせ行きたい 
 

二、今 富とか名誉ならば 

   いらないけど 翼がほしい 

   子供のとき夢みたこと 

    今も同じ夢に見ている 
 

       この大空に翼を広げ 

    飛んで行(ゆ)きたいよ 

悲しみのない 自由な空へ  

翼はためかせ行きたい 

          

5. キエフのとりの歌  ウクライナ民謡  

               作詞木内宏治 

   一、果てなき空のかなた いとしい鳥は飛ぶ 

丘に一人たたずみ 過ぎにし日を思う 

       心にしみる鳥の声 白鳥よ鶴よ 

       やさしき人は今いずこ 教えておくれ 

      あ・・・・あ・・・・あ・・・・・あ・・ 
 

   二、夜霧にしずむ森よ ほの暗き谷間よ 

       うたごえ川面をゆく わが思いを乗せて 

       鶴のうたごえによせて とどけよ愛の歌 

       やさしき人は今いずこ 教えておくれ 

     Hum・・・・Hum・・・・Hum・・・・・Hum・・ 

       

 



6.花のまわりで  作詞 江間章子・作曲大津三郎 

 

一、花のまわりで鳥がまわる  

鳥のまわりで風がまわる 

まわれ まわれ まわれ 

こまのように歌いながら  

      地球のようにまわろうよ 
  

二、風のまわりで雲がまわる  

雲のまわりで楽しいロンド  

      まわれ まわれ まわれ  

      虹のようにまるくなって 

      光となってまわろうよ  
 

三、まわる まわるよ 海をこえて 

      みんな楽しい 世界のこども 

      まわれ まわれ まわれ 

      赤い花 青い花輪 

      うたいながら まわろうよ 

 

7. 花の街    作詞江間章子・作曲團伊久磨 

 

一、七色(なないろ)の谷を越えて 

     流れて行く 風のリボン 

輪になって 輪になって かけていったよ 

    春よ春よと かけていったよ 
 

二、美しい海を見たよ  

あふれていた 花の街よ 

    輪になって 輪になって  踊っていたよ 

      春よ春よと 踊っていたよ 
 

三、すみれ色してた窓で  

泣いていたよ  街のかどで  

輪になって 輪になって 春の夕暮 

      ひとりさびしく 泣いていたよ 

 

8. おおシャンゼリゼ 

作詞 P・Delanoe  訳詞 安井かずみ 

作曲 M・ウィルシュ/Ｍ・ディーガン 

 

一、街を歩く こころ軽く 誰かに会える 

この道で かわいいきみに 声をかけて 

   こんにちは僕と 行きましょう 

   おお シャンゼリゼー 

   おお シャンゼリゼー  

   いつもなにか すてきな事が  

あなたを待つよ おおシャンゼリゼ 
 

二、きみを連れて 遊びに行こう 

  みんなが集まる あのクラブ 

  ギターを弾いて 朝まで歌う                      

    楽しくさわいで 恋をする 

   おお シャンゼリゼー 

   おお シャンゼリゼー 

いつもなにか すてきな事が  

   あなたを待つよ  おおシャンゼリゼ 
 

   三、昨日までは 知らないどうし 

    今日からふたり 恋人さ 道を行けば 

世界は揺れる 愛するきみと 僕のため 

    おお シャンゼリゼー 

    おお シャンゼリゼー 

     いつもなにか すてきな事が 

     あなたを待つよ おおシャンゼリゼ 

 

9. チムチムチェリー  

作詞・作曲Richard M.Sherman、Robert B. Sherman 

訳詞あらかはひろし  メリーポピンズ/ディズニー 

 

チム チムニー チム チムニー  

    チム チム チェリー 

   わたしは煙突掃除屋さん 

チム チムニー チム チムニー  

チム チム チェリー 

町いちばんのかほう者 

みなさん聞いてくださいね 
 

煙と灰を友として  

一日はたらき続けても 

広い広い世の中で 

こんなのんきなことはない 

チム チムニー チム チムニー  

チム チム チェリー 

町いちばんのかほう者 

みなさん聞いてくださいね 
    

わたしの住まいは 雲の中 

煙りうずまく 煙突の 

星に間近い てっぺんは 

ロンドン塔より まだ高い 

なんと素敵な そのながめ 



チム チムニー チム チムニー  

   チム チム チェリー 

  わたしは煙突掃除屋さん 

さあさ みんなで歌いましょう 

ラララララララ チム チム チェルー 

チム チムニー チム チム 

チェリー チム チェルー 

 

10. この広い野原いっぱい 

作詞小園江圭子・作曲森山良子 

  

この広い野原いっぱい 咲く花を 

ひとつ残らず あなたにあげる 

赤いリボンの 花束にして 
 

この広い夜空いっぱい 咲く星を 

ひとつ残らず あなたにあげる 

虹にかがやく ガラスにつめて 
 

この広い海いっぱい 咲く船を 

ひとつ残らず あなたにあげる 

青い帆に イニシャルつけて 
 

この広い世界中の なにもかも 

ひとつ残らず あなたにあげる 

だからわたしに 手紙を書いて 

手紙を書いて 

 

11. みかんの花咲く丘 

作詞加藤省吾・作曲海沼実 

 

一、みかんの花が 咲いている 

思い出の道 丘の道 

はるかに見える 青い海 

お船がとおく 霞(かす)んでる 
 

二、黒い煙(けむり)を はきながら 

お船はどこへ 行くのでしょう 

波に揺(ゆ)られて 島のかげ 

汽笛がぼうと 鳴りました 
 

三、何時か来た丘 母さんと 

一緒(いっしょ)に眺(なが)めた あの島よ 

今日もひとりで 見ていると 

やさしい母さん 思われる 

 

 

12. しゃぼん玉   作詞野口雨情・作曲中山晋平 

 

しゃぼん玉 とんだ 屋根までとんだ 

屋根までとんで こわれて消えた 

しゃぼん玉 消えた 飛ばずに消えた 

うまれてすぐに こわれて消えた 

風 風 吹くな しゃぼん玉 とばそ 

 

13. ゆりかごの歌   作詞北原白秋・作曲草川信 

 

ゆりかごのうたを カナリヤが歌うよ 

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ 
 

ゆりかごのうえに 枇杷の実が揺れるよ 

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ 

 

14. きらきら星  フランス民謡  武鹿悦子作詞  

 

Twinkle twinkle little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle twinkle little star, 

How I wonder what you are. 

きらきらひかる おそらのほしよ 

まばたきしては みんなをみてる 

きらきらひかる おそらのほしよ 
 

きらきらひかる おそらのほしよ 

みんなのうたが とどくといいな 

きらきらひかる おそらのほしよ 
 

きらきらひかる おそらのほしよ 

まばたきしては みんなをみてる 

きらきらひかる おそらのほしよ 

 

15. ロンドン橋   イギリスの遊び歌 

訳詞高田三九三 

London Bridge is broken down, 

Broken down, broken down. 

London Bridge is broken down, 

My fair lady. 

ロンドン橋がおちる おちる おちる 

ロンドン橋がおちるさあどうしましょう 

Build it up with wood and clay, 

Wood and clay, wood and clay, 



Build it up with wood and clay, 

My fair lady. 

木と土で建てよう 
  

Build it up with silver and gold, 

Silver and gold, silver and gold, 

Build it up with silver and gold, 

My fair lady. 

銀と金で建てよう 

 

16. クラリネットを壊しちゃった  

フランス民謡        作詞石井好子  

 

ぼくの大すきな クラリネット 

パパからもらった クラリネット 

とっても大事に してたのに 

こわれて出ない 音がある 

どうしよう どうしよう 

オ パキャマラド パキャマラド  

パオパオ パンパンパン オ パキャマラ 

ド パキャマラド パオパオパ 
 

ドとレとミの音が出ない 

ドとレとミの音が出ない 

とっても大事に してたのに 

こわれて出ない 音がある 

どうしよう（コラ） どうしよう（コラ） 

オ パキャマラド パキャマラド  

パオパオ パンパンパン オ パキャマラ      

ド パキャマラド パオパオパ 
 

ドとレとミとファとソと 

ラとシの音が出ない 

ドとレとミとファとソと  

ラとシの音が出ない 

パパも大事に してたのに   

見つけられたら おこられる  

どうしよう（オー） どうしよう（オー） 

オ パキャマラド パキャマラド  

パオパオ パンパンパン オ パキャマラ 

ド パキャマラド パオパオパ 

 

17. 愉快に歩けば 

作詞F.ジギスムント/訳詞保富康午・作曲F.メラー 

 

ゆかいに歩けば うたもはずむ 

おひさまきらきら 風も青い 

パルデリー バルデラー パルデロー 

バルデロ ホホホ ホホ バルデリ 

行こう ゆかいな旅 
 

谷間の小川が話しかける 

君たちどこまで 歩くのかね 

パルデリー バルデラー パルデロー 

バルデロ ホホホ ホホ バルデリー 

行こう あかるい道 
 

みどりのこかげで ひるねをすりゃ 

小鳥がおいでと むかえにくる 

パルデリー バルデラー パルデロー 

バルデロ ホホホ ホホ バルデリー 

行こう 森の丘に 

 

18. オブラディオブラダ  ビートルズの楽曲 

作詞・作曲 J.lennon・P.McCartney 訳詞黒木宏 

 

明るい南の町の 青空マーケット  

ばったり出会ったふたり  

それは デズモンドとモリー  
 

オブラディ オブラダ パパパー ヤ 

パーパパ ―パパパパー 

オブラディ オブラダ パパパー ヤ  

パーパパ パパパパー 
  

デズモンドはモリーと ふたりで  

指輪を買いに行く  

財産はたいて買った  

こりゃまた２０カラットのダイヤモンド  
 

オブラディ オブラダ パパパー ヤ 

パーパパ パパパパ― 

オブラディ オブラダ パパパー ヤ 

パーパパパパパパー 
 

       田舎でもいいと建てた スイートホーム  

生まれた子供の数は まとめて１ダース  
 

デズモンドは ほんとに家庭的  

お掃除 お洗濯   

お尻にしかれて ヘイヘイヘイ 

だけど ふたりは幸せよ 
  



オブラディ オブラダ パパパー ヤ 

パーパパ パパパパー  

オブラディ オブラダ パパパー ヤ 

パーパパ パパパパー 

 

オブラディ オブラダ パパパー ヤ 

パーパパ パパパパー 
 

 

 

 

川越の歌 (No.19～20) 

 

19. 河童の伊勢まいり  作詞柿沼宏・作曲小林範子 

 

一、カッパ カッパ カッパカパァ  

カッパ カッパ カッパカパァ  

(三部輪唱 繰り返し) 

     おいらは小畔(こあぜ)の 小次郎河童 

いたずら好きの 川の主  

仲よしこよしの 三匹で  

お伊勢まいりと しゃれこんだ 

カッパ カッパ カッパカパァ  

           (繰り返し) 
 

二、カッパ カッパ カッパカパァ  

カッパ カッパ カッパカパァ  

   (三部輪唱 繰り返し) 

おいらは伊草の 袈裟坊(けさぼう)河童 

しっかり者の 川の主   

たにしのふたに 術(じゅつ)をかけ   

小判にみせて ふるまった 

カッパ カッパ カッパカパァ  

      (繰り返し)      

 

三、カッパ カッパ カッパカパァ  

カッパ カッパ カッパカパァ  

  (三部輪唱 繰り返し) 

おいらは小沼(こぬま)の かじ坊河童 

ひょうきん者の 川の主 

いんちきばれて 逃げかえり 

二度と旅など 出なかった 

カッパ カッパ カッパカパァ  

          (繰り返し)     

 

20. 雪塚稲荷さん  作詞柿沼宏・ 作曲小林範子 

 

雪がこんこん ふる町に 

白いきつねが まよいこむ 

町のいたずら こどもたち 

棒でたたいて いじめっこ 

天罰てきめん 大あたり 
      

親子ともども おどろいて 

ごめんなさいね きつねさん 

社(やしろ)にまつり 神とした 

こわい火の玉 出なくなり 

町じゅう商売 町じゅう商売 

町じゅう商売  大はんじょう  

 

 

 

21. 虹の玻璃(ちきゅう) 

作詞寺島悦恩・作曲小林範子 

 

一、時は止まった 人影も凍る街 嘆きの星 

The earth can be beautiful again 

   

吹きすさぶ風に 舞い散る灰色の雪  

ともしびの森 

The earth can be beautiful again 
   

かろやかに鳥が  

笑いかける花   

輝ける森が  

語りかける朝 
  

二、オリオン遥かに よみがえれ夢の星  

虹の玻璃(ちきゅう) 

The earth can be beautiful again 
   

青い空と 水と風のふるさと 天の箱舟 

The earth can be beautiful again 
   

かろやかに鳥が  

笑いかける花   

輝ける森が  

語りかける朝 


