
1 ＤＶＤ（いきいき百歳体操）　　　　　　　３枚 1 ボウリング 8 魚釣り（手作り）

2 ＤＶＤ（水戸黄門体操）　　　　　　　　　２枚 2 輪投げ 9 ダーツ（手作り）

3 ＤＶＤ（水戸黄門体操）　　　　　　　　　　２枚 3 パターゴルフ 10 紙相撲（手作り）

4 ＤＶＤ（転倒予防のストレッチ体操）　　３枚 4 ゲートボール（リンゴ付き） 11 お手玉・おはじき

5 ＤＶＤ（いきいきストレッチ体操）　　　　３枚 5 紅白玉入れ 12 大豆（箸挟み用）

6 ＤＶＤ（かみかみ体操）　　　　　　 6 麻雀セット 13 体操用長棒

7 ＤＶＤ（悪質商法撃退術）　　　　　　 7 黒ひげポン 14 各種室内ボール

8 ＤＶＤ（信州だまされない宣言）　　　　　３枚

9 ＤＶＤ（特殊詐欺の寸劇）　　　　　　 1 大判　トランプ 10 百人一首

10 ＤＶＤ（認知症啓発）　　　　　　 2 絵（食品）トランプ　 11 花札各首(手作り含む）

11 ＤＶＤ（春夏秋冬歌）　　　　　　　　　　　３枚 3 食育かるた 12 文字博士

12 ＣＤ（懐かしき日本の歌） 4 思い出かるた 13 漢字博士

13 テープ（各種流行歌） 5 唱歌かるたＣＤ付き 14 防災カード

6 石原裕次郎かるた 15 各種カード（手作り）

　　　　　　　ＣＤ付き 16 パズル（手作り）

1 みんなの歌集（ピンク２０　・ブルー１３） 7 きりえ晋平かるた 17 脳トレ資料･本

2 大判歌詞 8 いろはかるた（手作り） 18 イラストカット集

3 すず　（サ１９・ほ９） 9 大判かるた（手作り）

4 カスタネット（袋２０・２１）

5 トライアングル（大４・小５）

6 タンバリン（大５・小５）

7 シンバル（２）

8 ウッドブロック（１０）

9 小太鼓（２）

体重計・血圧計・握力計 色えんぴつ

品名リスト

DVD・CD・テープ 運動・ゲーム

歌集・楽器

脳トレ資料・カード・本

その他

ストップウォッチ３・メジャー

おもり（筋トレ用）



大型歌詞目次

ア～カ行 カ～サ行 タ～ハ行 ハ～ワ行 その他

ああ人生に涙あり 北国の春 たき火 冬景色 替 ことわり音頭

愛燦々 北の宿 B 七夕さま 冬の星座 替 となり組体操

青い山脈 今日の日はさようなら 旅の夜風 冬の夜 替 野菜のマーチ

仰げば尊し きよしこの夜 旅姿三人男 B ふるさと 替 おもちゃのチャチャチャ

赤とんぼ きらきら星 誰か故郷を想わざる 星影のワルツ 替 こいのぼり

赤い帽子白い帽子 銀座の恋の物語 ちいさい秋みつけた 星の界 替 みかんの花咲く丘

暁に祈る 恋の季節 小さな世界 蛍 替 年をとるってどんなこと

赤鼻のトナカイ こいのぼり 千曲川 ほたるこい 替 ぱたから（春がきた）

赤穂小学校歌 高原列車は行く 茶摘み 蛍の光 替 同期の桜

憧れのハワイ航路 高原の旅愁 ちょうちょ 北帰行 替 春がきた・うみ

あざみの歌 高校三年生 津軽海峡冬景色 牧場の朝 同 春がきた・雪

あのこはだあれ 荒城の月 月 真っ赤な太陽 同 うさぎとかめ・鉄道唱歌

あの町この町 黄金虫 月の沙漠 豆まき 同 富士の山・スキー

雨 故郷の廃屋 月がとっても青いから 鞠と殿様 交 早春賦・琵琶湖周航のうた

あめふり 故郷の空 手のひらを太陽に 見上げてごらん夜の星を 交 雨・あめふり

雨降りお月 故郷の人々 てるてる坊主 みかんの花咲く丘

アルプス一万尺 ここに幸あり 同期の桜 水色のワルツ 　　替：替え歌
いい湯だな 古城 東京音頭 緑のそよ風 　　同：同時唱
異国の丘 国境の町 どこかで春が 緑の地平線 　　交：交互唱

B 一月一日 駒ヶ根市の歌 どじょっこふなっこ 港町十三番地

市田柿のうた 桜井の決別 東京だよおっかさん 港

いつでも夢を さくら貝のうた 東京のバスガール 麦と兵隊

一杯のコーヒーから さくら ともしび 虫の声

上を向いて歩こう さざんかの宿 東京ラプソディー むすんでひらいて

うさぎのダンス 里の秋 ドレミの歌 村の鍛冶屋

海 寒い朝 トロイカ 村祭り

B うみ さんぽ（明治） B どんぐりころころ めだかの学校

うれしいひな祭り 三百六十五歩の紙風船 とんがり帽子 もずが枯木で

大きな栗の木の下で 三百六十五歩のマーチ とんび 紅葉

大きな古時計 幸せなら手をたたこう 涙そうそう 森の水車

おかあさん 四季の歌 長崎の鐘 椰子の実

丘を越えて 七里ヶ浜の哀歌 七つの子 山小舎の灯

お猿のかごや 静かな湖畔 夏の思い出 山寺の和尚さん

B お正月 信濃の国 夏は来ぬ B 夕焼小焼

お富さん B しゃぼん玉 南国土佐を後にして 有楽町であいましょう

男の純情 十五夜お月さん 新妻鏡 雪

おはぎのうた しょじょ寺の狸ばやし 二宮金次郎 湯島の白梅

朧月夜 知床旅情 野菊 湯の町エレジー

おもちゃのチャチャチャ 白い花が咲く頃 野崎小唄 ゆりかごのうた

お嫁においで ジングルベル 野ばら 夜明けの歌

かあさんの歌 人生の並木路 函館の女 与作

かえるのうた ずいずいずっころばし ハッピーバースデー よさこい節

かえり船 背くらべ 花咲か爺さん B 喜びのうた

蛙の笛 世界に一つだけの花 花（滝廉太郎） 喜びも悲しみも幾年月

案山子（かかし） 千の風になって 花（ビギン） ラバウル小唄

影を慕いて 瀬戸の花嫁 花は咲く 旅愁

かごめかごめ 船頭さん 花火 リンゴの歌

数え唄 早春賦 花嫁人形 りんごのひとりごと

肩たたき ぞうさん 埴生の宿 リンゴ村から

かたつむり 浜千鳥 別れの一本杉

悲しき口笛 浜辺の歌 われは海の子

かもめの水平さん バラが咲いた

からたち日記・台詞 春が来た

川の流れのように 春よ来い

勘太郎月夜唄 春の小川

紀元節 B 日の丸の旗

汽車 琵琶湖周航の歌

木曽節 富士の山

北上夜曲 二人は若い

　　B：ベル

 ✤春花秋冬セット
（３曲ずつ）


