
まぼろしの　あなぼこのぞく　なつやすみ　なんてうそだよ　もぐらのすだよ あかりんご

しょうがっこう　さかみちだらけ　つかれたな　たどりついたら　ちこくぎりぎり 慧音

せりがやで　ふきガラスした　はるの日に　さくらいろした　おもいでできた みずき

レッツゴー　かぜがつよいね　すべりだい　ゲラゲラわらう　ともとふたりで あっくん

となえたら　わきみずわくよ　まぼろしの　ひみつのことば　クリームソーダ とうま

せりぼうの　まいごになった　わがむすめ　おやのこころを　しるよしもなし ひかり100％パパ

びじゅつかん　ほんをよんだら　ねむくなる　やっぱりぼくは　ラーメンがすき いぶき

トキオコシ　つくったひとに　どうメダル　なんてうそだよ　きんメダルだよ ロバンケレゴ

どんぐりが　くちぶえふいて　となえたよ　まちだのまちを　さがしにいこう 望月陽向

ぜえぜえと　じてんしゃこいで　ころんだら　ちょうどおはなが　わらっていたよ さな

ぼくときみ　おおきないけで　おどりだす　だれもしらない　おさるのポーズ ゆっちも

まぼろしの　だれもしらない　ぎんのたま　おさえきれずに　だきしめている さっちも

ふわふわの　かものおやこと　おともだち　プランクトンを　もぐもぐタイム ゆうたん

やっとこさ　うごきだしたと　おもったら　あなぼこのぞく　いとしきわがこ ひかり100％ママ

レッツゴー　見つけたそこの　ポケふたは　わすれられない　ぼくのひみつだ ゾム＆チェリー

あきまつり　まちだのそらに　やがとんだ　あかくそまった　ふんすいひろば トーマス

ぽっかぽか　むしばがいたい　にちようび　なんてうそだよ　おかしがほしい さおちゃん

あおぞらが　すきとおるほど　ここちよく　おもいだしたよ　きみとの日々を ぶんこ

もりのおく　さがしにいこう　マヨネーズ　かものおやこと　ゲラゲラわらう ちゅん

せりぼうで　どろんこまみれ　あおぞらが　のどがかわいた　れいとうみかん つばさ

ドキドキと　せかいはまわる　きんめだる　さがしにいこう　さかみちだらけ ゆうすけ

ウクライナ　ひとのこころに　ときおこし　やくそくしよう　せかいへいわを レレレ

キンキンの　クリームソーダ　おおきいな　なつやすみには　やっぱりこれで メガネ112号

ベトベトの　クリームソーダ　牛に乗せて　まんが読みたい　ホタルが飛んだ にいな

せりぼうで　ぼうけんしよう　はるのひは　さくらのはなが　とてもきれいだな りせ

おおきいな　ぼくのとなりで　おにぎりを　おおきなくちで　しあわせなかお たくみ

おもしろい　アフロヘア―の　カブトムシ　さがしにいこう　まちだのまちへ にーちゃん

せりぼうで　どろんこまみれ　すべりだい　かぜがつよくて　とばされそうだ せき

はなみして　ぼくのとなりで　わらいごえ　ロマンチックに　ねむりつづける とかげ

たっぷりと　たんけんしよう　ときめきが　まってるかもね　そんなきがした 石田ねづこ

ぽっかぽか　ぼくのえがおで　ハッピーに　まちだのまちを　せかいじゅうを りー

どんぐりの　あなぼこのぞく　ぼくのめめ　だいすきなむし　どんぐりむしかな？ ようた

レッツーゴー　ロマンスカーが　うたいだす　えがおたくさん　まちだえきから さちこ

グラウンド　ほんのなかには　もっちもち　ぼくとなりで　むしばがいたい しょうま

こうえんで　あそぶのすきさ　すべりだい　くちぶえふいて　うたっておどる にいな

にちようび　そらをとびたい　ザリガニが　「にんげんだしね。　とべないよ あーこ

せりぼうで　ねむりつづける　あおきねこ　あのうみの子を　ゆめにみながら けんた

たんけんだ　すべりだいを　すべったよ　ねこはかわいい　パンダのシッポ てっちゃん

へびがでた　どろんこまみれ　どくはいた　わすれられない　あのへんなかお みっちー

おおきいな　せりがやこうえん　すべりだい　のぼってやせる　そんなシステム ひろ

まっすぐに　でんしゃがみえて　はしりだし　それをおいかけ　ぼくもはしるぞ 鉄道追いかけ太郎

いらっしゃい　ぼくとニーニの　ひみつきち　クリームソーダの　わきみずわくよ かなめ

ほんのなか　さがしにいこう　きんめだる　わきみずわくよ　さんぽにいこう あやか

せりぼうで　ぼうけんしよう　ぼくときみ　やきいもたべて　もぐもぐタイム たっくん

おおきいな　やきいもたべて　わらいごえ　まちだのまちに　ぼうけんしよう まなちゃん

あおぞらが　ねむりつづける　まぼろしの　ぼくのとなりで　なんでやねんと へんてこチーム

みんなの「せりがや短歌」をご紹介！



もみじえん　そんなのやだよ　おかしほし　やぐらをのぼる　がんばったんだ とのうちかいり

ぜえぜえと　ぼくのとなりで　パパまいる　さがしにいこう　ラーメンやさん ありさ

ゆかいだな　せかいはまるで　いきたいな　ロマンスカーが　はれまスよーに あん

ぼくときみ　しぜんいっぱい　レッツゴー　はるのはなさく　こうえんはしる はづちゃん

ひみつだよ　さくらのはなが　さいていた　うたっておどる　さくらまんかい あさ

たんけんだ　さがしにいこう　てくてくと　あめがやまない　とおいみらいで ひなり

むしかごの　なかにいないぞ　カブトムシ　さがしてみたら　カーテンのかげ ひがしや

どんぐりが　ロマンチックに　おどりだす　なんでやねんと　ぼくもおどった

きんめだる　なつやすみには　ゲットして　しぜんいっぱい　さがしに行こう ゆうか

もりのおく　たんけんしよう　たっぷりと　だれもしらない　まちだのまちを 雨の好きな人

ゆかいだな　ぼくのとなりで　ポケふたは　さくらのはなが　わすれられない みやつまい

わらいごえ　たくさんひびく　こうえんの　げんきいっぱい　ふんすいひろば さつまいも

ぎんのたま　おさえきれずに　まぶしくて　そっとふれると　うかんできえた ひびき

にちようび　さくらまんかい　ピッカピカ　さがしにいこう　くちぶえふいて さくらまんかい

ほんじつは　あたたかいひだ　みずあそび　するのにいいよ　みんなでたのしく エッコ

もういちど　そらをとんだら　おっこちた　そんなきがして　まいごになった らっこ

ほーほけきょ　うぐいすが鳴く　こうえんで　はるをかんじる　せりがやみっけ あさひ

しあわせな　ぼうけんしよう　レッツゴー　さくらのはなが　はるをよんでる せーら

とんでった　やきいもたべて　へびがでた　そらをとんだら　またあえるかな とかげ

ひみつだよ　ぼくのとなりで　すべりだい　パンダのしっぽ　どろんこまみれ ミズト

ひだまりの　こいがはじまる　にちようび　アフロヘア―の　ラーメンがすき なつめ

にちようび　もぐもぐたいむ　いきたいな　まちだのまちを　たんけんしよう すず

ざっぱーん　どっしゃぁーん　せりがやの　ふんすいひろばで　びっしょびしょ Rrr.411

ねむれない　ほたるがとんだ　にちようび　ねこをさがして　いまでもまいご あや

さんさいじ　ボールおいかけ　グラウンド　ころんだあとに　なみだキラキラ すず

しあわせな　ロマンチックに　プレゼント　つたえたかった　おおきないけで ささきみお

せりがやで　ぼうけんしよう　げんきよく　せんそうなきよ　まもるぼくたち いしやきいも

めをとじて　さがしにいこう　まぼろしの　ロマンチックな　じょうもんいせき よう

ふんすいで　ロマンチックに　かがやいた　さくらがさいた　そんなきがした ゆき

こどもたち　わらいのこえに　ホーホケキョ　おもい出したよ　むかしのひびを

もりのおく　たんけんしよう　どこまでも　まちだのまちを　ぼくのとなりで あーりん

どんぐりが　どろにはまって　おっこちた　ぼくのとなりで　うかんできえた ガニ―

おおきいな　ふたりでわけた　やきいもは　またこれからも　おでかけしよう たけと

あいけんと　くもりぞらでも　トキオコシ　あめがふっても　せりが谷さんぽ てんちゃん

もみじえん　まんげつのひに　ぼくときみ　さんぽにいこう　ロマンチックに ゆうか

こうえんは　あそびごころが　むげんだい　たんかをつくり　あたまなやます ゆりこ

わがむすめ　グズグズだらけ　にちようび　さかみちだらけ　おもいでだらけ ひかり100％むすめ

ハムスター　はしりだしたら　あせだくだ　やきいもたべて　おなかいっぱい ゆうと

へびがでた　アフロヘア―の　ムキムキの　まちだのまちを　おさるのポーズ あいうえお

かえりみち　さかみちだらけ　へびがでた　いっしょにいこう　みんなでいこう さくら

へびがでた　みかんをたべて　なかよしに　ゲラゲラわらう　うたっておどる ひかる

きんいろの　じょうもんいせき　おどりだす　ロマンチック　なんてうそだよ ブイゼル

ピッカピカ　ポケふたパネル　びじゅつかん　くもりぞらでも　さがしにいこう 畔里

たくさんの　アートいっぱい　ゲットして　またにちようび　たのしみたいな かいと

みずしぶき　そらをとんだら　ふんすいで　みずあそびした　かえりはねむい

ふわふわの　ねこはかわいい　ひみつだよ　わきみずわくよ　まんげつのひに かの

めをとじて　ロマンスカーが　まっすぐに　ほんのなかには　どろんこまみれ はるや



どうしよう　まいごになった　さみしいな　おねえちゃんに　あいたいよ だんだん

にちようび　ぼうけんひろば　ふんすいで　ぼくのとなりで　もぐもぐタイム あ

もりのおく　ほたるがとんだ　ゆかいだな　ととのいました　もぐもぐタイム ゆうか

みえるかな　そらをとんだら　ぎんのたま　まちだにきえた　あの日のボタン りくりく

しあわせな　ねこはかわいい　にちようび　さがしにいこう　アートいっぱい ミッキー

はるうらら　サッカーはつらつ　グラウンド　ねこはかわいい　いぬもかわいい ももも

たんけんだ　すごくたのしい　すべりだい　やきいもたべて　もぐもぐタイム ゆうと

せりがやで　いっぱい遊んで　あせだくだ　ビシャドンバン　バンバンいぇい いけはる

にちようび　おおきないけで　おっこちた　そんなきがした　くちぶえふいて ゆりっち

もりのおく　さくらまんかい　どこまでも　わすれられない　またあえるかな るなルビ

ときめきが　ロマンチックに　てのひらに　ホタルがとんだお　またあえるかな はまじ

ふわふわの　そんなきがした　あおぞらが　またあえるかな　ねこがかわいい さとし

ぎんのたま　もぐもぐタイム　おすすめの　さがしにいって　ウーバーイーツ 他力本願

しあわせな　さくらのはなが　おどりだす　ロマンスカーが　ゲラゲラわらう るっつ

ひみつだよ　じだいまつりで　はつこいの　うかんできえた　ぼくのとなりで Aa&S

あせだくだ　うたっておどる　プレゼんと　せかいはまるで　あめがやまない あついさくら

やがどんだ　おさえきれずに　おっこちた　テストにでます　なんてウソだよ 森のようせい

ひみつきち　となりにばらが　さいていた　ひなたをあてて　ぽっかぽかだな 森ひみつきちヤロウ

ザリガニが　もぐもぐタイム　どこまでも　さがしにいこう　どろんこまみれ ゆづき

にちようび　なんでやねんと　おもってた　かものおやこと　むしばがいたい

いきたいな　どろんこまみれ　すべりだい　アフロヘア―の　そんなシステム ふみ

ふんすいで　もぐもぐタイム　へんなかお　なんでやねんと　つたえたかった もも

アイドルが　あめがやまない　こうえんで　ロマンチックに　どろんこまみれ りゅのちち

わらいごえ　ゲラゲラわらう　ぜえぜえと　さがしにいこう　まちだのまちを ぜえぜえと

いろもよう　アートいっぱい　くろしろの　ねこはかわいい　うちでかいたい みぃみ

ふんすいで　さがしに行こう　ムキムキの　どろんこまみれ　パンダのしっぽ 村人A

ぼくときみ　あなぼこのぞく　わらいごえ　だれもいらない　たからみつけた しょうぞう

レッツゴー　さがしにいこう　どこまでも　だれもしらない　せりがやみっけ ゆうき

みつですよ　シャワーあびたい　どこいくの　いくっきゃないっしょ　ふんすいひろ ココア

せりがやで　さがしに行こう　もりのなか　また会えるかな　まちだのまちと 仲よし女子3人

たのしいな　ぼうけんひろば　たのしいな　こんどはどこに　ぼうけんしよう りおりお

ぼくときみ　ゆびおりながら　うたつくる　せりがやみっけ　しあわせなはる あのさく

ひみつだよ　もりのおくには　カブトムシ　さがしてみても　みつからないよ むしずき

はじめてだ　せりがやにきて　たのしさが　むげんだいです　ぜひまたくるよ コージ

ひみつだよ　みみうちされた　そのなまえ　あまさひかえめ　ふんすいひろば ののこ

ムキムキの　きんトレいのち　あせだくだ　やきいもたべて　もぐもぐタイム そうごまる

ポケふたは　むしばがいたい　きんメダル　なんでやねんと　みかんをたべて りえ吉

まっすぐに　かものおやこと　なつかしい　ほんのなかには　もぐもぐタイム
おもしろおかしな

チーム

あっちのもりで　たんけんしよう　むしさがし　クワガたかまきり　かぶとむし こういち

こうえんで　ブランコしたい　たのしいな　すべりだいもしたい　じゆかいくらい かなこ

ポケふたは　せりがやにある　マンホール　みんなだいすき　さがしてみよう 日本人

なつやすみ　あそびにきたよ　せりぎゃに　ふんすいひろば　みぞあそびした アツアツむっち

せりがやで　おさるのポーズ　レッツゴー　なつやすみには　さんぽにいこう しおっち

もみじえん　すぐいきたいな　もみじえん　しあわせなとき　まぼろしのとき かじたにかりん

ブクブクと　しゃぼんだまが　とんでった　かぜがつよくて　うかんできえた なる

プれぜんと　さくらのハなが　むげんだい　さがしにいこう　ねこわかわいい まき



ラーメンの　じゅんびしてねた　グラウンド　ねむりつづける　かわいいパンダ かえで

ひみつだよ　さがしにいこう　びじゅつかん　とおいみらいで　おかしがほしい とかげ

ヘビがでた　ロマンチックに　ぼくときみ　ぼくのとなりで　どろんこまみれ オガワ

きんいろの　ラーメンがすき　レッツゴー　なんでやねんと　ねむりつづける ゆう

あおぞらが　ねむりつづける　まぼろしの　ぼくのとなりで　なんでやねんと もぐもぐちいむ

きんいろの　ラーメンがすき　めをとじて　ぼうけんしよう　なんでやねんと りゅの

さいていた　きれいなさくら　はなみして　かぞくそろって　はるらんまんだ さくら

せりが谷で　みんなであそぼ　たのしくさ　あおぞらをみて　ウフフフフフフ Rea

おにぎりと　クリームソーダ　おいしいね　さくらまんかい　こえがきこえる つむこ

にちようび　モルックあそぶ　せりがやで　はらがへったな　もぐもぐタイム メガネ1号

せりがやだ　みんなで遊ぼう　たのしもう　あついねとても　みなぽっかぽか のんすけ。

せりぼうで　びーだまころがし　たのしいな　どろんこまみれ　はれますように はると

はしりだす　マンガよみたい　どこまでも　しぜんいっぱい　とうろくしてね さき丸

どんぐりが　だれもしらない　もりのおく　あめがやまない　うかんできえた クイーニー

まぼろしの　おおきないけで　しあわせな　さくらのはなが　ぴらっとおちる ななぴー

てくてくと　さんぽにいこう　ぎんのたま　めざしてあるく　まちだのまちを 筋トレいのち

たんけんだ　わたしゴキブリ　どこいこう　あれにんげんだ　じんせいおわり はしもとかんな

あたいのね　とものあたまは　はげている　きみのあたまに　わきみずわくよ とちひろ

ざっぱーん　はれますように　にちようび　ゲラゲラわらう　そんなシステム おせらしい

うっほっほ　ころんだあとに　はしりだす　しぜんいっぱい　どろんこまみれ りゅのママ

せりがやで　すもうやろうよ　みんなでさ　どっかんごろろ　ごろごろりんご まるぼうず君

ザリガニが　さがしにいこう　レッツゴー　ぼくのとなりで　どろんこまみれ さや

ピッカピカ　おさえきれずに　みずあそび　くちぶえふいて　さんぽにいこう ちさ♡

ゆかいだな　でんしゃがみえた　もりのおく　ふんすいもあり　ゲラゲラわらう まま

ざっぱーん　どろんこまみれ　ゆかいだな　ころんだあとに　さんぽにいこう あやぱん

ブクブクと　クリームソーダ　ゆかいだな　うたっておどる　おさるのポーズ みーたん

あたいのね　ゴキブリフェイス　みさらせや　ともだちいない　まいごになった？ 美少女せんし

ポケふたは　すごくかわいい　みつけたい　このこうえんは　すごくたのしい せら

日曜日　整のいました　ブクブクと　芹ヶ谷公園　短歌で遊ぶ コタのパパ

ぜぇぜぇと　ころんだあとに　にげだせば　とおいみらいで　いまでもまいご せんた

ひだまりの　せりがやのさくら　芽はかたく　ジャッジマンの　たよりなさかな ドラえもん

しあわせな　さくらのはなが　さいていた　とおいみらいで　すもうやろうよ ぺこちゃん

レッツゴー　だれもしらない　たんけんだ　さがしにいこう　まちだのまちを しんのすけ


