ビクター発表会は、今年もアイデアいっぱい!!
楽しい歌と踊りが、発表会・おゆうぎ会を最高に盛り上げます♪
全曲振り付きで解説も付属、かわいい楽譜も掲載しています。
監修：平多正於舞踊研究所 社団法人全日本児童舞踊協会 推薦
音楽トータルプロデュース：五十嵐洋
全曲振り付き／一部カラオケ付き

発表会
ベスト

発表会
ベスト

まわれ！スシスシロック！

1

1 まわれ！スシスシロック！＊
■

幼稚園・保育園・保育所・小学校

2

こねこの弥次さん ねずみの喜多さん
1 こねこの弥次さん ねずみの喜多さん＊
■

年中～年長向き（3：41）

ご存じ弥次・喜多の「底抜け 脱線 珍道中！

3 おひるねきんぎょちゃん＊
■

3 Car Dr. クラッチマン＊
■

年少〜年中女児向き（3：23）

はたらく車からスーパーカーまで なんでも直せる名ドクター

5 GO！GO！エコライダー＊
■

5 カラテ太鼓＊
■

年中〜低学年向き（3：18）

両手にバチ！ カッコイイ曲でカラテの修行だ！ エイエイヤー

7 端麗 鶴の舞＊
■

7 たんぽぽさんの宇宙船
■

年長向き
（3：22）

1 颯爽 鎌倉丸！＊
■

9 ニーハオ！チャイナドール＊
■
VZCH-104 定価￥1,600（税込）＊印はカラオケ付き

発表会
ベスト

4

フェアリー

月の妖精

フェアリー

年中〜年長向き（3：34）

白鉢巻にタスキがけ 鎌倉丸の晴れ姿！ 長刀構え いざ見参！

三角帽子に光のマント！ 月のスティック かわいい妖精さん

3 おしゃれなキャンディ＊
■

3 マグネット博士の実験室＊
■

年中〜年長向き（3：19）

年中〜年長向き（3：49）

ボールを包んだキャンディを持っておしゃれにダンシン！

博士が磁石について語ります！ セリフ入りの新感覚ダンス

5 スズメが三羽 おどってルンバ＊
■

5 カニッカニッカニッ！＊
■

年少〜年中向き（3：06）

年少〜年中向き（2：37）

サンバのリズムで踊ってルンバ？ ポンポンでたのしく

いつもは横歩きのカニさんが 見てないところで前歩き？

7 めん食べよ！＊
■

7 梅ちゃん桃ちゃん桜子ちゃん＊
■

年中〜年長向き（3：14）

そば・うどん・ラーメン…！ やっぱり麺だね！ 手話も使って麺麺麺！

9 お日さまニコニコお花のマーチ＊
■

発表会
ベスト

年少〜年中向き（3：24）

すてきな着物でちょっぴりおすまし！かわいい三人娘！

9 お江戸こども捕り物帖＊
■

年少向き（2：50）

ムズムズ ムックムク・・・どんなお花になるのかな？

年中〜年長向き（3：25）

羽根のついた扇で舞うテンポある中国風の曲がgood！

1 月の妖精＊
■

年長〜低学年向き（3：59）

年少女児向き（2：14）

フワフワのスカートで表現するたんぽぽさんでマッタリ

２〜３才向き
（2：13）

「いまなんじ？」の問いかけに みんなで答えるかわいいダンス

颯爽 鎌倉丸！

3

年中～年長向き（3：23）

♪君たちゴミはどうしてる？ エコライダーが解決いたします

9 森の大きなポッポ時計
■

発表会
ベスト

年中～年長向き（3：18）

赤いドレスの金魚ちゃんが♪ アン・ドゥ・トロア・・・

頭に赤いリボン！ 背中から指先にかけた白布で端麗に舞う

VZCH-103 定価￥1,600（税込）＊印はカラオケ付き

年中～年長向き（3：40）

みんな大好き まわるお寿司屋さんをかっこいいロックで！

VZCH-105 定価￥1,600（税込）＊印はカラオケ付き

年長〜低学年向き（3：07）

十手片手に「御用だ！ 御用だ！」花のお江戸の人気者！

VZCH-106 定価￥1,600（税込）＊印はカラオケ付き

ミュージカル「ぶんぶく茶がま」

5

「金のがちょう」「おおきな おと どっすん」

1 ぶんぶく茶がま＊
■

全園向き（8：03）

ミュージカルには
台本上の効果音をすべて収録。
ブックレットは
振付・演出解説付き。
上演と指導にたいへん便利です！

福を分けるで「ぶんぶく」かわいい小僧さんと茶がまのタヌキたち！

6 金のがちょう＊
■

全園向き（17：23）

さえないハンスが金のがちょうをみつけると・・・人生が急展開！

 おおきな おと どっすん＊
■

全園向き（12：00）

「なんの音だ？ 地球の終わりか？」動物たちのかわいいお話！
VZCH-107

定価￥2,000
（税込）
＊印はカラオケ付き

ぜひ
アクセス
してみて
ください

ビクター運動会＆発表会シリーズを紹介するサイト
【GO!GO!!じゃぽ音っと】

http://gogo.japo-net.or.jp/

で

「2013年ビクター発表会シリーズ①〜⑤」
の全曲試聴ができます!!（各曲約70秒）

《サンプルご希望のお申し込み》
恒例となりました“試聴用サンプルCD”をご希望の方は、①お送り先住所 ②学校または保育機関名 ③電話番号 ④ご担当者氏名 をご記
入の上、
封書にて下記にお申し込みください。なお、発送および梱包費として200円切手を同封願います。
＊試聴用サンプルCDには、
「2013年ビクター発表会」から23曲のショートバージョンが収録されています。

あて先

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-4-1 東方学会新館2F
公益財団法人日本伝統文化振興財団 「2013年ビクター発表会」
試聴用サンプルCD係宛

お問い合わせ先

公益財団法人日本伝統文化振興財団

電話：03-3222-4155

E-mail：info@japo-net.or.jp

平多講習会を
ご利用ください！
平多講習会は全国各地で開かれます。
講習日程などは、

平多正於舞踊研究所

03-3720-8616

info@hirata-masao.com
にお問い合わせください。

discography
ビクターミュージカルベスト

おゆうぎ会・発表会・学芸会・運動会……多彩なイベントを
楽しくサポートする伝統のビクター発表会＆運動会シリーズ

ビクターミュージカルベスト

ビクターミュージカルベスト

「ももたろう」
「あかずきん」
「くもの糸」

「うらしまたろう」「ねずみの嫁入り」「はなさかじいさん」

「つるの恩がえし」
「こびととくつや」
「森のロマン」

1「ももたろう」

＊
▶▶全園向き（9：21）
2「あかずきん」

＊
▶▶全園向き（7：03）
（原作：芥川龍之介）
3「くもの糸

（2幕）」
▶▶年長〜小学校向き（9：01）

1「うらしまたろう」

＊
▶▶全園〜低学年向き（9：38）
2「ねずみの嫁入り」

＊
▶▶全園向き（9：36）
3「はなさかじいさん」

▶▶年中・年長向き（10：00）

1「つるの恩がえし」

＊
▶▶年長〜小学校向き（14：46）

VZCH-74

＊印

定価¥2,000（税込）

カラオケ付き

VZCH-75

＊印

平多正於舞踊研究所監修

たのしく手あそび／あそび歌 ベスト

VZCH-66

定価¥2,000（税込）

1
2
3
4
5
6
7
8
9








定価¥2,000（税込）

※VZCH-5収録と同音源、別振付

＊印

まねっこポーズ（1：09）
あたまかたひざぽん！（0：59）
ぱっくりこ（1：17）
ほら1・2・3（1：42）
カミナリドン！ドン！（1：35）
あの橋がおちるまえに（2：49）
かいだんのぼって（2：15）
げんこつやまのたぬきさん（2：12）
大きなくりの木の下で（1：16）
ここぶたぬきつねこ（3：16）
おにのパンツ（2：19）
あくしゅでこんにちは（2：44）
てをたたきましょう（1：58）
むすんでひらいて（1：46）
おおきなたいこ（2：07）
いとまきのうた（2：49）

振付解説付き

おべんとうばこのうた（3：53）
すいかの名産地（2：43）
パジャマでおじゃま（2：39）
いっぽんでもニンジン（1：58）
はみがきじょうずかな（2：33）
おんまはみんな（1：45）
かわいいかくれんぼ（1：10）
しあわせならてをたたこう（2：00）
だるまさんだるまさん（1：28）
やまびこごっこ（1：53）
こんにちはあそびましょう（1：30）
バスごっこ（2：07）
なまえ、
じゅうしょ、
でんわばんごう（1：16）
きしゃポッポ（2：32）
カスタネットでチャチャチャ（1：45）
たいこのおけいこ（1：32）

がんばれ運動会！
効果音と行進曲集

VZCH-67
定価￥2,000（税込）

フルーツ天国（4：55）
杉の子体操ビッグマン（4：36）
カンフー体操（4：10）
平成ちびっこ体操（3：02）
ぎょギョ魚の体操（3：29）◦
アルファベット体操（3：00）
大空にガッツ！（4：12）◦
組立体操（7：40）
組立体操マリンジャンボ（3：43）
組立体操名曲の調べ（4：02）
組立体操シャボン玉とんだ（3：42）
ミラクル応援団 VS スーパーチアガールズ
（3：11）
◦
 うさぴょん音頭（3：02）
 かぼちゃの音頭でヨーイトナ（3：54）◦
 カレー音頭（3：10）◦
 おむすび音頭（3：15）◦
（3：52）
◦
 体操昔話（昔話の歌メドレー）
 栄光のフィナーレ（3：39）


















カラオケ付き

平多正於舞踊研究所監修

決定盤！運動会
体操＆音頭ベスト

1
2
3
4
5
6
7
8
9




定価¥2,000（税込）

2「こびととくつや」

＊
▶▶全園向き（10：06）
（オリジナル作品）
3「森のロマン」
▶▶年少・年中向き（8：56）

カラオケ付き

平多正於舞踊研究所監修

◦印

VZCH-76

VZCH-68
定価￥2,000（税込）

1
2
3
4
5
6
7
8
9












ファンファーレ
「威厳」
（0：19）
（0：17）
ファンファーレ
「華美」
ファンファーレ
「アイーダ」
より（1：37）
ファンファーレ
「カルメン」
より（0：34）
タンホイザー大行進曲（4：43）
【並足行進曲】
君が代／吹奏楽・前奏付き（1：14）
双頭の鷲の旗のもとに（3：14）
【並足行進曲】
【並足行進曲】
星条旗よ永遠なれ（3：56）
錨を上げて（2：00）
【並足行進曲】
【並足行進曲】
アメリカンパトロール（1：55）
【並足行進曲】
剣士の入場（2：38）
史上最大の作戦
（マーチ）
（2：16）
【並足行進曲】
ドレミのマーチ（2：07）
【並足行進曲】
【駆足行進曲】
クシコスの郵便馬車（2：45）
【駆足行進曲】
天国と地獄（2：08）
［MONO］
崖の上のポニョ（2：46）
【並足行進曲】
【並足行進曲】
まりととのさま（3：02）
世界の国からこんにちは（2：54）
【並足行進曲】
スネアドラムのロール 1（0：07）
スネアドラムのロール 2（0：13）

き

り

ミュージカル

2011年ビクター発表会
VZCH-87

定価¥2,000（税込）

1 創作ミュージカル「ガリバーの冒険」＊
▶▶全園向き（11：47）
2「おもちゃのチャチャチャ」

＊
▶▶年少〜年中向き（7：07）
3 うた絵巻
「花さかじいさん」
▶▶全園向き（12：33）
＊印

カラオケ付き

タイトル

定価（税込）

枚数

商品番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9







1「新・浦島太郎」
＊
▶▶全園向き（11：51）
2「ブレーメンの音楽隊」

＊
▶▶全園向き（10：55）
3「おおきなかぶ」

▶▶年少向き（6：51）
＊印

カラオケ付き

VZBG-19 定価¥3,500（税込）
オープニング
はじめに覚えましょう！
ステップ
ポーズ
ポンポン等を使った演出法
ネコと子猫〜動物の表現ヒント！
女の子の表現ヒント！
リズムアナライズ
ムーヴメント
フォーメーション
エンディング
ダンスサンプル 1／平多達樹
ダンスサンプル 2／杉本智孝
振り付け指導のための
平多講習会より
ビクター発表会・運動会CDシリーズ紹介 画期的DVD!!

平多正於舞踊研究所監修

みんなあつまれ！
キッズ盆踊り＆音頭

（9：24）
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（3：18）
 効果音楽・勇ましい感じ／
トランペット吹きの休日（2：42）
［MONO］
 効果音楽・おどけた
（かわいい）
感じ／
わらの中の七面鳥（2：17）
 効果音楽・楽しい感じ／
ビヤダルポルカ（2：13）
 効果音楽・可愛い感じ／
キューピーの観兵式（2：47）
 蛍の光／吹奏楽（3：29）
 ラジオ体操第一／号令付き（3：15）

VZCH-82
定価￥2,000
（税込）

歌：ビクター少年民謡会
1
2
3
4
5
6
7
8
9












そうらん節（2：45）北海道民謡
花笠踊り（2：45）山形県民謡
会津磐梯山（2：47）福島県民謡
佐渡おけさ（3：11）新潟県民謡
少年八木節（3：41）群馬県民謡
大漁節（3：58）千葉県民謡
ちゃっきり節（3：08）静岡県民謡 ❖
少年木曽節（4：16）長野県民謡
金比羅船々（2：32）香川県民謡
少年福知山音頭（3：38）京都府民謡 ❖
炭坑節（2：55）福岡県民謡 ❖
鹿児島おはら節（2：26）鹿児島県民謡
おてもやん（2：54）熊本県民謡
筑子（こきりこ）節（3：20）富山県民謡
どんぱん節（3：07）秋田県民謡
チャグチャグ馬こ（2：57）岩手県民謡
真室川音頭（3：14）山形県民謡
相馬盆唄（3：05）福島県民謡
大漁唄い込み（3：57）宮城県民謡
◦振付解説付き
北海盆唄（3：02）北海道民謡
❖ モノラル録音

り

タイトル

定価（税込）

VZCH-103 まわれ！ スシスシロック！

¥1,600

VZCH-87 創作ミュージカル「ガリバーの冒険」 ¥2,000

VZCH-104 こねこの弥次さん ねずみの喜多さん

¥1,600

VZCH-97 創作ミュージカル「新・浦島太郎」 ¥2,000

VZCH-105 颯爽 鎌倉丸！

¥1,600

VZCH-66 たのしく手あそび／あそび歌 ベスト

¥2,000

VZCH-106 月の妖精 ( フェアリー )

¥1,600

VZCH-67 決定盤！運動会 体操＆音頭ベスト

¥2,000

VZCH-107 ミュージカル「ぶんぶく茶がま」

¥2,000

VZCH-68 がんばれ運動会！ 効果音と行進曲集

¥2,000

VZCH-74 ミュージカルベスト「ももたろう」 ¥2,000

VZCH-82 みんなあつまれ！ キッズ盆踊り＆音頭

¥2,000

VZCH-75 ミュージカルベスト「うらしまたろう」 ¥2,000

VZBG-19 DVD「HOW TO 振付」

￥3,500

VZCH-76 ミュージカルベスト「つるの恩がえし」 ¥2,000

定価¥2,000（税込）

監修：平多正於舞踊研究所

下記の通り購入申し込みます
商品番号

VZCH-97

保育園・保育所・幼稚園・小学校のための HOW TO 振付

見
 よ勇者は帰る
 勝旗・杯・賞品授与曲／
（優

と

ミュージカル

2012年ビクター発表会

枚数

