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VZCH-61　定価￥1,600（税込）

VZCH-65　定価￥2,800（税込）

VZCH-63　定価￥1,600（税込）

VZCH-62　定価￥1,600（税込）

VZCH-64　定価￥1,600（税込）

■1 海賊スパローの冒険
海賊ものはアニメ・映画で大人気！運動会の鉄板です

■2 Let's Kiss ひまわりちゃん
お父さんお母さんに投げキッス！可愛いひまわりちゃん

■3 アロハ！クラゲのハワイアン
フラフープを使ったニュータイプの運動会！癒し系？

■4 つくしのポルカ
ポルカのリズムがすごく楽し〜い☆つくしたちのダンス

■5 ざっそうギャング
雑草をイメージしたコスチュームがGood！元気いっぱいに

■1 クレヨンくーちゃん
カラフルな帽子をかぶって行進！どんな絵が描けるかな？

■2 ズンドコ ROCK
今までに無いノリノリの運動会は……これでバッチリ！

■3 何でも Try it !
ポップス調でたのしい曲！ポンポンのやさしいダンス

■4 きのこのお山にきのこができた
かわいいきのこ達のサークルダンスが微笑まし〜い★

■5 ビタビタ ビタミン ビタ軍団
ビタミンA,B,C,D,E,Kの行進を迫力のあるマーチで♪

■1 よさこい雷神 ソーラン風神
鳴子をカッコよく使って威勢よく！今回一押し！

■2 サンバ トロピカーニバル
楽しいサンバのリズムにノってポンポンをフリフリ

■3 ハートをつなごう
美しい曲にのって友情・心と心のつながりを表現します（手話入り）

■4 ごぼう ごぼごぼ
ちゃいろい三角帽で地面の中にズンズンと進むよ♪

■5 コッコ体操
毎日でも楽しめる大変ケッコウなおもしろ体操★

■1 烈拳！カンフータイガー
カンフーを取り入れた運動会！間奏の太鼓連打がグッド！

■2 ゾウさん親子 de パオーッ！
工夫しだいで未満児からでも使えるやさしい親子ダンス

■3 Sail Away 〜 風がはこぶ夢
パラバルーンを使って海や風を表現！大人数で勇壮に★

■4 空いっぱいの夢花火
パンチのある曲！カラフルなポンポンで花火がドーン！

■5 タンタン小旗のマーチ
運動会の定番！かんたんな隊形変化も付ければSo good！
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年中〜低学年向き（3:14）

年小・年中向き（3:08）

年長〜低学年向き（3:27）

年長〜低学年向き（4:02）

年中・年長向き（2:29）

1才〜親子向き（2:55）

年中・年長向き（3:22）

年長〜低学年向き（2:57）

2〜3才向き（2:05）

年長〜低学年向き（3:02）

全園向き（2:58）

年中・年長向き（2:53）

2〜3才向き（2:53）

年中〜低学年向き（3:29）

年中向き（2:39）

年少向き（1:49）

年中〜低学年向き（3:10）

年中・年長向き（3:33）

年中・年長向き（3:24）

年長〜低学年向き（2:20）

■1曇りのち、快晴（矢野健太 starring Satoshi Ohno） （4:15）
　♩=96【並足行進曲】
■2MY BEST OF MY LIFE（Superfly） （3:38）
　♩=113【並足行進曲】
■3明日の記憶（嵐） （3:24）♩=120【並足行進曲】
■4INFINITY（GIRL NEXT DOOR） （4:34）
　♩=147【駆足行進曲】
■5また君に恋してる（ビリーバンバン／坂本冬美） （3:27）
　♩=110【並足行進曲】
■6YELL （いきものがかり） （4:27）
　♩=148【駆足行進曲】

■7まねきねこダックの歌（たつやくんとマユミーヌ） （2:18）
　♩=94【並足行進曲】
■8マイガール（嵐） （4:17）♩=126【駆足行進曲】
■9小公女 セーラ メドレー （4:03）♩=126【駆足行進曲】
■�鉄腕アトム （2:38）♩=126【駆足行進曲】
■�マーチ四季 （5:05）♩=115【並足行進曲】
■�ビクトリー闘牛士 （3:46）♩=133【駆足行進曲】
■�ウルトラセブン （3:20）♩=137【駆足行進曲】
■�ウルトラマンのうた （2:02）♩=126【駆足行進曲】

■1〜■8振付解説付き　＊このCDに歌は入っていません

＊試聴用サンプルCDには、「2010年ビクター運動会」から全20曲と、「ヒットヒットマーチ2010」から8曲のショートバージョンが収録されています！

平 多 講 習 会 を
ご 利 用 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

平多講習会は全国各地で開かれ
ます。講習日程などは、

伝統の『ビクター運動会シリーズ』は、今年も絶好調!!　楽しい歌と踊りが運動会すべての演目を最高に盛り上げます☆

にお問い合わせください。

03-3720-8616
info@hirata-masao.com

平多正於舞踊研究所

ぜひ
アクセス
してみて
ください 「2010年ビクター運動会シリーズ①〜④」

「ヒットヒットマーチ 2010」
  の全曲試聴ができます!!（各曲約40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。

財団法人 日本伝統文化振興財団
電話：03-3711-5155
E-mail：info@japo-net.or.jp

〒152-0002
東京都目黒区目黒本町5-26-15 （Mフラット302）

2010年1月より下記に変更となりました
財団法人 日本伝統文化振興財団 「2010年ビクター運動会」試聴用サンプルCD係宛

お問い
合わせ

先
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2010年
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ブラス
マーチの
決定版!!

春の選抜高校野球大会
入場行進曲「MY BEST 
OF MY LIFE」収録！
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幼稚園・保育園・保育所・小学校全曲振り付き／一部カラオケ付き

平多正於舞踊研究所＆スギモト☆ミュージカルファクトリー監修



VZCH−67　定価￥2,000（税込）

VZCH68　定価￥2,000（税込）

VZCH-66　定価￥2,000（税込）

商品番号 タイトル 価格（税込） 枚　数
VZCH-61 海賊スパローの冒険 ￥1,600
VZCH-62 よさこい雷神 ソーラン風神 ￥1,600
VZCH-63 烈拳！カンフータイガー ￥1,600
VZCH-64 クレヨンくーちゃん ￥1,600
VZCH-65 ヒットヒットマーチ2010 ￥2,800
VZCH-67 決定盤！運動会 体操＆音頭ベスト ￥2,000
VZCH-68 がんばれ運動会！ 効果音と行進曲集 ￥2,000
VZCH-66 たのしく手あそび／あそび歌 ベスト ￥2,000

下 記 の と お り 購 入 申 し 込 み ま す

き り と り

■1フルーツ天国 （4:55）
■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）◦
■6アルファベット体操 （3:00）
■7大空にガッツ！（4:12）◦
■8組立体操 （7:40）
■9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）◦

■�体操昔話（昔話の歌メドレー） （3:52）◦
■�栄光のフィナーレ （3:39）

■1ファンファーレ「威厳」 （0:19）　
■2ファンファーレ「華美」 （0:17）　
■3ファンファーレ「アイーダ」より（1:37）
■4ファンファーレ「カルメン」より （0:34）
■5タンホイザー大行進曲 （4:43）【並足行進曲】
■6君が代／吹奏楽・前奏付き  （1:14）
■7双頭の鷲の旗のもとに （3:14）【並足行進曲】
■8星条旗よ永遠なれ （3:56）【並足行進曲】
■9錨を上げて （2:00）【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）【並足行進曲】
■�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】
■�クシコスの郵便馬車 （2:45）【駆足行進曲】
■�天国と地獄 （2:08）【駆足行進曲】［MONO］
■�崖の上のポニョ （2:46）【並足行進曲】

■�まりととのさま（3:02）【並足行進曲】
■�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）
■�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）（9:24）
■�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）

■1まねっこポーズ （1:09）
■2あたまかたひざぽん！（0:59）
■3ぱっくりこ （1:17）
■4ほら1・2・3 （1:42）
■5カミナリドン！ドン！（1:35）
■6あの橋がおちるまえに （2:49）
■7かいだんのぼって （2:15）
■8げんこつやまのたぬきさん （2:12）
■9大きなくりの木の下で （1:16）
■�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）

■�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）

全曲解説付き

◦印　振付解説付き
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