
幼児さんびか（番号順）
番号 曲名 歌い出し

3 あかるいあさを あかるいあさを

11 いのりのはなかご ことりもはなも

12 ささげまつる ささげまつる

14 いのりのあとに イエスさまかみさま

21 そのかずいくつ そらにひかるほし

23 うみでおよぐ うみでおよぐ

27 かみさまのおやくそく むかしユダヤの

29 ひつじをかうひとよ ひつじをかうひとよ

31 むかしむかしイェスさまは むかしむかし

37 Merry Christmas Merry Christmas

39 ナザレのおうち まいあさナザレの

41 むぎのたね はたけのなかの

43 イースター よみがえりのしゅを

44 イェスさまはこどもを いえすさまはこどもを

52 てんのおとうさま てんのおとうさまいま

53 かんしゃ みんなでいただく

63 おいしいおいしいくだものも おいしいおいしい

64 わたくしたちの わたくしたちの

65 Happy Birthday to You Happy Birthday to You

66 Happy Birthday Happy Birthday Happy

67 たのしくうたおう たのしくうたおう

68 イェスさまのため こどものおすきな

69 Good Morning to You Good Morning to You

70 さようなら(A) きょうもたのしく

72 さようなら(C) さようならみなさま

73 おいのり(前奏または後奏)
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幼児さんびかⅡ（掲載頁順）
掲載頁 曲名 歌い出し

6 ちいさなはなが(A) ちいさなはなが

7 ちいさなはなが(B) ちいさなはなが

8 イェスさまおはようございます イェスさまおはよう

10 こどものいのり(Ａ) しゅイェスさまこのひも

10 こどものいのり(Ｂ) しゅイェスさましゅイェスさま

11 おいのり しずかにいのりましょう

12 ちいさなこえも ちいさなこえも

13 かみさまに かみさまに

14 イェスさまってよんだら イェスさまってよんだら

15 ちから かみさまください

16 さようなら もっとあそんで

18 あそんでいても あそんでいても

19 おててをパチパチ おててをパチパチ

20 ひとりひとりのなをよんで ひとりひとりの

21 まもり にわのきのえだ

22 しゅイェスとともに しゅイェスとともに

23 みみをすまして みみをすまして

24 みんななかよく きょうもいちにち

25 ありがとう わかばをゆすって

26 きょうもとってもげんきです きょうもとっても

29 おべんとう そろそろおなかが

30 ほんとにだれが(A) だんだんほしが

31 ほんとにだれが(B) だんだんほしが

35 やさしいひつじかい たきびがもえます

36 こわがらなくても こわがらなくても

37 グローリア グローリアグローリア

39 ちいさなかわいいおともだち ちいさなかわいい

40 おかあさんだいすき おかあさんだいすき

41 おとうさん おおきいわたしの

42 このはなのように このはなのように

43 しずかなよる(A) たのしくきょうも

43 しずかなよる(B) たのしくきょうも

45 ありがとう あかいリンゴ

46 かんしゃさいのうた(ことばあそび) まるい（まるい）

47 ちいさなあかちゃんだったのに(A) ちいさなあかちゃん

48 ちいさなあかちゃんだったのに(B) ちいさなあかちゃん

51 イェスさまといっしょに そよかぜのように

52 アーメンハレルヤ せかいのみんな

54 こどもたちようたおう みんなでたたえよう
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こどものうた－おひさまおはよう－（番号順）
番号 曲名 歌い出し

1 お日さまおはよう おひさまおはよう

2 小さいにわ ちいさいにわを

3 なかよしことり なかよしことりが

4 手をあらいましょう おみずでじゃぶじゃぶ

5 つめをきりましょう つめをきりましょ

6 雨花鳥 あめあめおやまのうえに

7 たねまき ちいさいたねは

9 かわいいことり かわいいことり

10 かえる かえるがおよぐよ

11 つばめ つばめはさかんやさん

12 おにわの花 おにわのはなに

14 ことり ことりはたのしく

15 森のなか もりのなかのふくろうが

16 風のうた あおいそらのなか

18 ピクニック そらはあおぞら

20 山のかんしゃさい おやまのうさぎが

22 クリスマス むかしむかし

23 てんしのうたごえ まぶねのそばで

24 ささげもの わたしのもった

26 冬のこまどり つめたいかぜが

30 あそびましょう みんなそろって

32 かなづちトントン かなづちトントン

33 すべりだい あがりましょう

34 やさしいおかあさん これはやさしい

35 たねはどこ たねはどこ

36 音楽のまり なげる うける

37 しずかに しずかにめをとじ

38 おねんねするとき おねんねするとき

39 すずめのこ 五わのすずめが

40 おしくらまんじゅう えだにならんだ

42 宇宙ロケット つきのせかいに

43 ショッピング たのしいかいもの

44 ねむり姫 きれいなおしろの

46 パパヤ Leron, Leron sinta

47 ソンアジ（こうし） ソンアジ　ソンアジ

48 ウンヌンダ（わらい） ウンヌン　オルグル

49 早くおきなさい あさだはやくおきなさい

50 たのしくきょうも たのしくきょうも

51 うがいのうた みなさんそとから

52 げんきに手拍子 みんなでげんきに

53 笑いのカノン とうさんはわっはっは

54 野菜のカノン レタスにんじん

55 てるてるぼうず あめがシトシト

56 ゆうだち ピカッピカッピカッ

57 交さ点 とまれあかだ

58 となりの犬 となりのいぬが

60 バイバイバイ これでおしまい
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クリスマスのうた（番号順）
番号 曲名 歌い出し

1 かみさまのおやくそく むかしユダヤの

3 とおいとおいむかし とおいとおいむかしの

5 うまやのイエスは うまやのイェスは

6 こどものキャロル すくいぬしうまれたもう

7 星もひかるさむい夜 ほしもひかるさむいよる

8 あいらしいイエスさま あいらしいイェスさま

10 あいらしいイエスさま あいらしいイェスさまは

11 そっとしずかに ねんねんよ

14 天使の声 しずかなのはらに

20 いそぎゆけひつじかい かみのみこのおうまれを

24 ささげもの わたしのもった

25 クリスマス むかしむかし

34 Merry Christmas Merry Christmas

35 We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry 

42 ベルをならしましょう ベルをクリンガリンガリン

46 小さなくつ下 こどもがすやすや

48 おうまれだイエスさまが おうまれだイェスさまが

49 たいまつ手に手に たいまつてにてに

50 Christmas Tree あかりをともして

52 あさひがさしてる あさひがさしてる

54 三つのふね みっつのふねはゆく

55 おくりもののうた ちいさいゆびいそがしく

59 うまやのなかに うまやのなかに

60 さあ目をさまして さあ目をさまして

62 とおい空のかなたから とおいそらのかなたから

63 われらはきたりぬ われらはきたりぬ

64 鐘うちならし かねうちならし

66 待降節

67 待降節

68 待降節

69 Christmas Eve

70 前奏曲

71 前奏曲

72 前奏曲

73 前奏曲

74 天使

75 天使の声

76 ナザレ

77 こもりうた

78 ゆりかご

79 マリアのこもりうた

80 羊飼いのこども

83 アンジゥ地方のクリスマスキャロル

84 夕べの鐘

85 Noël

87 樅の木

88 クリスマス
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