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小学校３～６年生まで使えるソプラノリコーダーのテキスト

小学校歌集の最新版！！

別刷り校歌印刷承ります。別途ご相談ください。
専用ビニールカバー別売（本体19円＋消費税）

吉澤　実 編著
各学習ステップに応じ
たリコーダーの練習曲
や合奏曲を収録。
学習をサポートする写
真資料を豊富に掲載し
ています。

新しい教科書をしっかりサポートします
令和２年度発行の教科書「小学生の音楽１～６」に準拠し，学習内
容や活動をしっかりサポートします。

新学習指導要領に対応しています
改訂のポイントになる「三つの柱」に対応し，「知識」や「思考
力・判断力」を育てるために，子どもたちの「なぜ」「どうして」を
引き出し，感じ取ったことの理由を考えるための工夫を充実させま
した。従来のワークでは見取りにくかった子どもたちの「思いや意
図」が記録として残るため，グループ発表時の参考にしたり，教員
が評価する際に活用したりすることができます。

子どもたちの学ぶ意欲がアップします
教科書と連動して，子どもたちの自己評価を助ける「音楽の木」の
ページを新たに設けました。「できるようになったこと」を楽しみ
ながら視覚的に確認することができるため，子どもたちの主体的に
学ぼうとする気持ちが育ちます。

授業・行事・集会等の豊かな音楽活動をしっかりサポートした135曲を収録。

歌集完全準拠版伴奏集
5訂版の曲も掲載して
います。

テキストに準拠したピアノ伴奏集。
一部の曲では，音楽行事などで活用できる
器楽合奏版を収録しています。

指導
者用

器楽
教本 いい音みつけた ともだち！リコーダー

「感じて考える力」がぐんぐん育つ　ワークブック 小学生の音楽ワーク１～６
定価（本体364円+消費税）B6，176P，＃21024

6訂版 歌はともだち

いい音みつけた
ともだち！リコーダー
指導用伴奏集

定価 （本体300円＋消費税）
B5，48P　
ISBN978-4-87788-786-5　
#31006

定価 （本体1,200円＋消費税），B5，64P　
ISBN978-4-87788-790-2　#31201楽譜

通常のもくじとは別に歌の手引きが充実！！

授業や行事などねらいや場面にあった曲が探しやすい！

指導
者用

6訂版 歌はともだち 
指導用伴奏集（3巻セット）

定価
（本体5,000円+消費税）
B5
＃21813
ISBN978-4-87788-959-3

楽譜

6訂版 歌はともだち 上巻
4枚組
定価（本体9,000円+消費税）
ISBN978-4-87788-960-9　#63256

CD
GES-15602
～15605 収録曲  「青空に深呼吸」～

「線路はつづくよどこまでも」

6訂版 歌はともだち 下巻
4枚組
定価（本体9,000円+消費税）
ISBN978-4-87788-961-6　#63257

CD
GES-15606
～15609 収録曲  「大切なもの」～

「われは海の子」

各定価（345円＋消費税），A4変形，各学年24P
#11401～11406

※各ページの教材や活動について，
　子どもたちが自己評価するためのシールが付いています。
※各学年には，３枚の評価テストが付いています。

NEW

歌集

収録曲
分類 曲名

あ

青空に深呼吸
あの青い空のように
あおいそらにえをかこう
あおげばとうとし
赤いやねの家
赤とんぼ
赤鼻のトナカイ
秋の子
あすという日が
ありがとう さようなら
アルプス一万尺
ありがとうの花
あわてんぼうのサンタクロース

い

いつだって！
一年生になったら
いるかはざんぶらこ
いのちの歌
いのちのオーケストラ
一年じゅうの歌

う

上を向いて歩こう
うたいましょう
Wish ～夢を信じて
うたえバンバン
歌よ ありがとう
うれしいひなまつり

え
YELL
エーデルワイス（Edelweiss）

お 大きなうた

分類 曲名

お

大きな古時計
おちゃらか ほい
思い出のアルバム
お正月

か
風になりたい
変わらないもの
カントリー ロード

き

気球にのってどこまでも
北風小僧の寒太郎
絆
君をのせて
今日の日はさようなら
きよしこの夜

く グッデー グッバイ
け 元気 勇気 ちから

こ

COSMOS
この星に生まれて
ゴー ゴー ゴー（運動会の歌）
こいのぼり（♪いらかの～）
こいのぼり（♪やねより～）

さ

さとうきび畑（普及版）
里の秋
さんぽ
さよなら友よ

し

幸せなら手をたたこう
しあわせになあれ
シャボン玉
ジングル ベル

分類 曲名
し 少年時代

す

すいかの名産地
巣立ちの歌
すてきな一歩
すてきな友達
Smile Again

せ

世界中のこどもたちが
世界に一つだけの花
世界がひとつになるまで
線路はつづくよどこまでも

た

大切なもの
たなばたさま
たきび

旅立ちの時
（Asian Dream Song）

旅立ちの日に
だれにだって おたんじょうび
だんごむしのうた

ち
ちいさい秋みつけた
小さな勇気
茶つみ

つ 翼をください
て 手のひらを太陽に

と

遠き山に日は落ちて（家路）
Tomorrow
どこかで春が
となりのトトロ
友だちだから

分類 曲名

と

ともだちになろうよ
ともだちになるために
どらやきバウンド
ドレミの歌
とんぼのめがね

な

夏は来ぬ
夏の思い出
涙そうそう
七つの子

に
にじ
にんげんっていいな

は

バスごっこ
はじめの一歩
花束をあなたに
花は咲く
ハロー ハロー
花咲く時をこえて
パプリカ

ひ

ビクトリー
ピクニック
Believe
Bingo
ひろい世界へ

ふ
ふるさと（♪ゆうぐれ～）
ふるさと（♪うさぎ～）

へ
Head, Shoulders,
Knees And Toes

Best Friend

分類 曲名

ほ
The Hokey-Pokey
ほたるの光
星かげさやかに（一日の終わり）

ま

Michael,
Row The Boat Ashore
（こげよ マイケル）

まっかな秋
マイ バラード

み

みかんの花さくおか
ミッキーマウス・マーチ
みどりのそよ風
南の島のハメハメハ大王

も
燃えろよ燃えろ
もみじ
森のくまさん

や
やまびこごっこ
やおやのお店

ゆ

勇気100％
雪
ゆりかごの歌
ゆかいに歩けば
ゆかいな牧場
夢の世界を

よ 喜びの歌
ろ London Bridge（ロンドン橋）

わ
WAになっておどろう
（イレ アイエ）

われは海の子

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=6%E8%A8%82%E7%89%88+%E6%AD%8C%E3%81%AF%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%A0%E3%81%A1
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https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%80%E3%81%8A%E3%82%93%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E3%81%84%E3%81%84%E9%9F%B3%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E3%81%84%E3%81%84%E9%9F%B3%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F
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一斉授業でも、個別学習でも活用できる！　楽しみながら楽譜が読めるようになるデジタル教材！

音と情報が連動した教芸のデジタル教科書♪  音楽の「学び」がつながります

デジタル
教材
アプリ

Music Edutainment Application 
楽譜が読めるようになる！ Vol.1 ～リズムトレーニング～

「楽譜を見て，すぐに理解できたら，どんなに
いいだろう……」そんな思いを実現してくれ
る，画期的なデジタル教材です！授業で毎回
活用することにより，“読譜力”を確実に身
に付けることができます。

教室のプロジェクターやモニターに大きく映し、手拍子や打楽器でリズムを打ちます。
常時活動として繰り返し行うことで、読譜力が身に付きます。

シングルライセンス 
（本体18,000円＋消費税）
KGF-92137　#92105
１台のパソコンにインストールして
使用することができます。

※学校内のすべての児童・生徒のPC
（タブレット含む）にインストールされる
場合の価格については、弊社販売代理
店にご相談ください。

内容   DVD-ROM　１枚，解説書付
動作環境   Windows8.1/Windows10 対応

ビートトレーニング
テンポや拍子の異なる曲
が15曲収録されていま
す。曲に合わせて，一定
の拍でリズムを打つト
レーニングを行います。

リズムリーディング
選んだLessonに合わせて，譜例が表
示されます。各Lessonの「解説動
画」を見てから，楽譜を読むことに慣
れるためのトレーニングを始めましょ
う。＊譜例はおよそ500種類収録！

リズムアンサンブル
手拍子や打楽器を使って演奏
する曲の模範演奏が，パート
別に再生されます。楽譜を読
むことに慣れたら，アンサン
ブルを楽しみましょう。 体験版はこちら▶ https://www.kyogei.co.jp/gakufutaiken/

教科書使用期間版　DVD-ROM １枚
各学年（本体60,000円＋消費税）　#91171～91176

1年間版　DVD-ROM 1枚
各学年（本体20,000円＋消費税）　#91161～91166

令和２年度～ 教育芸術社　小学校音楽教科書準拠

デジタル教科書　小学生の音楽１～６

先生がプロジェクターや電子黒板などの大型提示装置に映し出して使用し
ます。紙面の拡大や書き込みができるほか，音源や映像などさまざまなコ
ンテンツが収録されており，指導に役立てることができます。

※上記価格は2021年１月出荷分より適用されます。

指導者用デジタル教科書（教材） 学習者用デジタル教科書

従来の『指導者用デジタル教科書』とここが違う！！
★先生がたのご要望にお応えして，コンテンツがさらに充実します！
★動作速度が向上します！　　
★インストール方法が簡略化されます！
★学習者用デジタル教科書と同じビューアで，スムーズに操作できます！

1年間版 ※購入年度末までの使用　DVD-ROM １枚
各学年（本体９00円＋消費税）　#93121～93126
2019年４月１日に学校教育法等の一部を改正する法律が施行され，教育
課程の一部において，必要に応じて「学習者用デジタル教科書」を，通常
の紙の教科書に代えて使用できるようになりました。

★児童一人一人がタブレット端末（学習者用コンピュータ）で使用します。
★ICTの特性を生かして学習に取り組むことができます。　
※「学習者用デジタル教科書」には，音源や動画などのコンテンツは含まれておりません。

動作環境  Windows PC（Windows 8.1/10），iPad（iOS 11/12/iPadOS 13），
Chromebook（Google Chrome OS）
※詳しくは https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

主な機能・コンテンツ
１．画面の拡大・縮小
２．書き込み機能
３．楽譜と連動する音源
４．学習を支援する映像資料 

５．リコーダーの運指表示
６．音楽づくりや
　　鑑賞学習のサポート

主な機能
１．画面の拡大・縮小
２．書き込み機能
３．他のデジタル教材やICT機器と一体的に利用

タブレット端末と機能（録音・録画など）や他のデジタル教材と一体的
に使用することで，学習を深めることができます。また，板書の代わり
に児童が書き込みを行ったタブレット端末の画面を大型提示装置に表示
することもできます。

４．読み上げ機能
教科書の紙面を機械音声で読み上げることで，教科書の内容を認識・理
解しやすくなります。

５．白黒反転表示機能
教科書の紙面の背景色や文字色を変更・反転して表示することで，一人
一人の状況に応じて，教科書の内容を理解しやすくすることができます。

６．総ルビ機能
教科書の全ての漢字にルビ（ふりがな）を振ることができ，漢字が読めな
いことによるつまずきを避け，児童の学習意欲を支えることができます。

ルビなし ルビあり

（校内フリーライセンス） （1人1ライセンス）

一斉授業では……

音楽に合わせて，手拍子や打楽器で拍を打ちます。一斉に拍を
打つだけではなく，リレー形式で順番に拍を打つことにより，
“合わせる”意識をより高めることができます。

表示される譜例を見て，ＢＧＭやメトロノームに合わせて手拍
子や打楽器でリズムを打ちます。学習の仕上げに使ったり，
ゲーム感覚で授業を盛り上げたりするときに活用できます。
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クラッピング教材のご紹介

　リズムを間違えずに打つことは大切ですが、それだけでは楽しい音楽にはなりません。２
つのパートが呼びかけ合ったり、追いかけっこをしたり、また、異なるリズムを重ね合わせ
て新しいリズムを生み出したり……。そんな音のドラマを大切にしてほしいと思います。
　鍵盤ハーモニカのパートは、どんな楽器で演奏しても構いません。キーボードを使っ
て、曲の雰囲気に合ったカッコイイ音色で演奏するのもおすすめです。

長谷部匡俊（作曲家）

手拍子で音楽を楽しむ！

作
曲
者
か
ら
の

　
　
メ
ッ
セ
ー
ジ

みんなで
リズムクラッピング
定価（本体800円＋消費税）
#29020　A4，16P
本文２色刷りで，キャラク
ターたちが授業の冒頭の常
時活動をサポートします。
「リズムクラッピング・エ
チュード」７曲掲載。

クラッピング・ファンタジー集
長谷部匡俊 作曲　
定価（本体800円＋消費税）　#29023　
ISBN978-4-87788-571-7　A4，48P
手拍子のパートに，ソプラノリコーダー，鍵盤
ハーモニカ、ピアノなどの楽器を加えて編成さ
れた合奏曲。
楽譜集後半には，切り取って使用できるパート
譜付き。授業や演奏会などに最適。
クラッピング ファンタジー第1番～第3番掲載。
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新しい教材集 低・中学年用　いいこと ありそう
定価（本体800円＋消費税）　#29025　
ISBN978-4-87788-366-9　B5，56P

定価（本体1,500円＋消費税）　#68035
ISBN978-4-87788-604-2　

小学校低・中学年向け
教材を全25曲収録。
クラッピング ファン
タジー第７番～第９番
掲載。

CD
GES-14841

新しい教材集 高学年用　すてきな一歩
定価（本体800円＋消費税）　#29026
ISBN978-4-87788-605-9　B5，56P

定価（本体1,500円＋消費税）　#68036
ISBN978-4-87788-607-3

小学校高学年向け教材
を全16曲掲載。
クラッピング ファン
タジー第４番～第６番
掲載。

CD
GES-14842

手拍子を基本に展開するクラッピング・アンサンブルは，楽器を使用したり
加えたりすることも可能です。ここでは，常時活動から演奏会まで、さまざ
まなシーンに対応できる曲集を一挙にご紹介します。

▼

詳細は
　こちら

https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1071
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一斉授業でも、個別学習でも活用できる！　楽しみながら楽譜が読めるようになるデジタル教材！

音と情報が連動した教芸のデジタル教科書♪  音楽の「学び」がつながります

デジタル
教材
アプリ

Music Edutainment Application 
楽譜が読めるようになる！ Vol.1 ～リズムトレーニング～

「楽譜を見て，すぐに理解できたら，どんなに
いいだろう……」そんな思いを実現してくれ
る，画期的なデジタル教材です！授業で毎回
活用することにより，“読譜力”を確実に身
に付けることができます。

教室のプロジェクターやモニターに大きく映し、手拍子や打楽器でリズムを打ちます。
常時活動として繰り返し行うことで、読譜力が身に付きます。

シングルライセンス 
（本体18,000円＋消費税）
KGF-92137　#92105
１台のパソコンにインストールして
使用することができます。

※学校内のすべての児童・生徒のPC
（タブレット含む）にインストールされる
場合の価格については、弊社販売代理
店にご相談ください。

内容   DVD-ROM　１枚，解説書付
動作環境   Windows8.1/Windows10 対応

ビートトレーニング
テンポや拍子の異なる曲
が15曲収録されていま
す。曲に合わせて，一定
の拍でリズムを打つト
レーニングを行います。

リズムリーディング
選んだLessonに合わせて，譜例が表
示されます。各Lessonの「解説動
画」を見てから，楽譜を読むことに慣
れるためのトレーニングを始めましょ
う。＊譜例はおよそ500種類収録！

リズムアンサンブル
手拍子や打楽器を使って演奏
する曲の模範演奏が，パート
別に再生されます。楽譜を読
むことに慣れたら，アンサン
ブルを楽しみましょう。 体験版はこちら▶ https://www.kyogei.co.jp/gakufutaiken/

教科書使用期間版　DVD-ROM １枚
各学年（本体60,000円＋消費税）　#91171～91176

1年間版　DVD-ROM 1枚
各学年（本体20,000円＋消費税）　#91161～91166

令和２年度～ 教育芸術社　小学校音楽教科書準拠

デジタル教科書　小学生の音楽１～６

先生がプロジェクターや電子黒板などの大型提示装置に映し出して使用し
ます。紙面の拡大や書き込みができるほか，音源や映像などさまざまなコ
ンテンツが収録されており，指導に役立てることができます。

※上記価格は2021年１月出荷分より適用されます。

指導者用デジタル教科書（教材） 学習者用デジタル教科書

従来の『指導者用デジタル教科書』とここが違う！！
★先生がたのご要望にお応えして，コンテンツがさらに充実します！
★動作速度が向上します！　　
★インストール方法が簡略化されます！
★学習者用デジタル教科書と同じビューアで，スムーズに操作できます！

1年間版 ※購入年度末までの使用　DVD-ROM １枚
各学年（本体９00円＋消費税）　#93121～93126
2019年４月１日に学校教育法等の一部を改正する法律が施行され，教育
課程の一部において，必要に応じて「学習者用デジタル教科書」を，通常
の紙の教科書に代えて使用できるようになりました。

★児童一人一人がタブレット端末（学習者用コンピュータ）で使用します。
★ICTの特性を生かして学習に取り組むことができます。　
※「学習者用デジタル教科書」には，音源や動画などのコンテンツは含まれておりません。

動作環境  Windows PC（Windows 8.1/10），iPad（iOS 11/12/iPadOS 13），
Chromebook（Google Chrome OS）
※詳しくは https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

主な機能・コンテンツ
１．画面の拡大・縮小
２．書き込み機能
３．楽譜と連動する音源
４．学習を支援する映像資料 

５．リコーダーの運指表示
６．音楽づくりや
　　鑑賞学習のサポート

主な機能
１．画面の拡大・縮小
２．書き込み機能
３．他のデジタル教材やICT機器と一体的に利用

タブレット端末と機能（録音・録画など）や他のデジタル教材と一体的
に使用することで，学習を深めることができます。また，板書の代わり
に児童が書き込みを行ったタブレット端末の画面を大型提示装置に表示
することもできます。

４．読み上げ機能
教科書の紙面を機械音声で読み上げることで，教科書の内容を認識・理
解しやすくなります。

５．白黒反転表示機能
教科書の紙面の背景色や文字色を変更・反転して表示することで，一人
一人の状況に応じて，教科書の内容を理解しやすくすることができます。

６．総ルビ機能
教科書の全ての漢字にルビ（ふりがな）を振ることができ，漢字が読めな
いことによるつまずきを避け，児童の学習意欲を支えることができます。

ルビなし ルビあり

（校内フリーライセンス） （1人1ライセンス）

一斉授業では……

音楽に合わせて，手拍子や打楽器で拍を打ちます。一斉に拍を
打つだけではなく，リレー形式で順番に拍を打つことにより，
“合わせる”意識をより高めることができます。

表示される譜例を見て，ＢＧＭやメトロノームに合わせて手拍
子や打楽器でリズムを打ちます。学習の仕上げに使ったり，
ゲーム感覚で授業を盛り上げたりするときに活用できます。
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クラッピング教材のご紹介

　リズムを間違えずに打つことは大切ですが、それだけでは楽しい音楽にはなりません。２
つのパートが呼びかけ合ったり、追いかけっこをしたり、また、異なるリズムを重ね合わせ
て新しいリズムを生み出したり……。そんな音のドラマを大切にしてほしいと思います。
　鍵盤ハーモニカのパートは、どんな楽器で演奏しても構いません。キーボードを使っ
て、曲の雰囲気に合ったカッコイイ音色で演奏するのもおすすめです。

長谷部匡俊（作曲家）

手拍子で音楽を楽しむ！

作
曲
者
か
ら
の
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ジ

みんなで
リズムクラッピング
定価（本体800円＋消費税）
#29020　A4，16P
本文２色刷りで，キャラク
ターたちが授業の冒頭の常
時活動をサポートします。
「リズムクラッピング・エ
チュード」７曲掲載。

クラッピング・ファンタジー集
長谷部匡俊 作曲　
定価（本体800円＋消費税）　#29023　
ISBN978-4-87788-571-7　A4，48P
手拍子のパートに，ソプラノリコーダー，鍵盤
ハーモニカ、ピアノなどの楽器を加えて編成さ
れた合奏曲。
楽譜集後半には，切り取って使用できるパート
譜付き。授業や演奏会などに最適。
クラッピング ファンタジー第1番～第3番掲載。
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新しい教材集 低・中学年用　いいこと ありそう
定価（本体800円＋消費税）　#29025　
ISBN978-4-87788-366-9　B5，56P

定価（本体1,500円＋消費税）　#68035
ISBN978-4-87788-604-2　

小学校低・中学年向け
教材を全25曲収録。
クラッピング ファン
タジー第７番～第９番
掲載。

CD
GES-14841

新しい教材集 高学年用　すてきな一歩
定価（本体800円＋消費税）　#29026
ISBN978-4-87788-605-9　B5，56P

定価（本体1,500円＋消費税）　#68036
ISBN978-4-87788-607-3

小学校高学年向け教材
を全16曲掲載。
クラッピング ファン
タジー第４番～第６番
掲載。

CD
GES-14842

手拍子を基本に展開するクラッピング・アンサンブルは，楽器を使用したり
加えたりすることも可能です。ここでは，常時活動から演奏会まで、さまざ
まなシーンに対応できる曲集を一挙にご紹介します。

▼
詳細は

　こちら

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0
https://www.kyogei.co.jp/gakufutaiken/
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定価（本体800円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-572-4　
#29024

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，104P
ISBN978-4-87788-703-2　
#22041

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，88P
ISBN978-4-87788-792-6　
#22044

定価（本体1,200円＋消費税）
B5，96P
ISBN978-4-87788-842-8
＃22048

収録曲  あすという日が／ちょっぴり勇気／オトナになるって／
出会えた君へ／変わらないもの／春風の中で／船で行こう！／か
けがえのないこと／ひとつのいのち／きみの色はカラフル／ここに
いる幸せ／けっして忘れない／通学路／会えない時も／ひとつの
祈り／たんぽぽ／Forever／Ave Maria

収録曲  永遠のキャンバス／最後の一歩 最初の一歩／元気 勇気 ちか
ら／虹色の未来／歓迎の歌（入学式）／虹色の花／花咲く時をこえて／
自分探しの旅／つよい心／小さな花／ずっと友だちでいようね！／ぼくら
の地球／まるい地球／歌声をあなたに／「バリアンテ号」勇敢な船／きょ
うのよき日さようなら／卒業の日／愛をあげよう／生きているんだね

収録曲  はじめまして／もしも空を飛べるなら／がんばる心／Wish 
～夢を信じて／We'll Find The Way ～はるかな道へ／夢を語ろう
／ずっと…！／友だちだから／もう一度伝えたい／青空に深呼吸／
僕はここにいる／みんなを好きに／きみの空 きみの虹／いっしょけ
んめい／ビクトリーラン／心の中に／歌え地球の子供たち

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-573-1　#63209

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-704-9　#63225

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-793-3　#63233

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-843-5　#63250

CD
GES-14706

CD
GES-15086

CD
GES-15324

New Song ライブラリー［同声編］ 小学生のためのクラス合唱新曲集シリーズに新しい仲間が加わりました！！

僕はアスリート

CD
GES-15507

授業や行事，音楽会に･･･
レパートリーが広がる最適な一冊！！

若松 歓 PRIDE（プライド） 同二 若松 歓 作詞・作曲

さよなら ！ 夏 同二 若松 歓 作詞・作曲

高橋晴美 僕はアスリート 同二 渡瀬昌治 作詞／高橋晴美 作曲

歌が息をする 同二 渡瀬昌治 作詞／高橋晴美 作曲 

あじさいの花 同三 藤田久男 作詞／高橋晴美 作曲

大田桜子 くじらが空を泳ぐ 同二 渡瀬昌治 作詞／大田桜子 作曲

三宅悠太 ぼくは ぼく 同三 工藤直子 作詞／三宅悠太 作曲

山崎朋子 君がヒーロー 同二 山崎朋子 作詞・作曲

空は今 同二 山崎朋子 作詞・作曲

松長 誠 心のキャッチボール 同二 神 詩音 作詞／松長 誠 作曲

僕の道しるべ 同二 神 詩音 作詞／松長 誠 作曲

三浦真理 桜の季節 同二 三浦真理 作詞・作曲

八木澤教司 雲を見上げて 同二 山本瓔子 作詞／八木澤教司 作曲

北方寛丈 みんなのたいよう 同二 北方寛丈 作詞・作曲

村松崇継 いのちの歌 同二 Miyabi 作詞／村松崇継 作曲／三宅悠太 編曲

森山直太朗，御徒町凧 花の名前 同三 森山直太朗，御徒町凧 作詞・作曲／アベタカヒロ 編曲

なかにしあかね 同声三部合唱とピアノのための  バベルの塔 同三 なかにしあかね 作詞・作曲

収録曲

教芸ホームページで掲載曲の音源試聴もできます▶
https://www.kyogei.co.jp/syohin/treehouse.html

教芸オリジナル教材の集大成シリーズ！　小学生のためのオリジナル教材集

定価（本体800円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-109-2　#22010

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，80P　
ISBN978-4-87788-379-9　 #22027

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，80P　
ISBN978-4-87788-590-8　 #22038

定価（本体1,200円＋消費税）
B5，104P　
ISBN978-4-87788-779-7　 #22043

定価（本体800円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-110-8　#22011

収録曲  ◆季節の歌◆楽しい歌
◆楽器と歌おう…全40曲

収録曲  ◆クラスの歌～友だちと
いっしょに◆集いの歌～夢と希望を
たくして◆別れの歌～未来へ向
かって旅立とう…全36曲

収録曲  
【低学年】あのね、のねずみは〈斉唱〉／サラダランド〈斉唱〉／さがしてみよう ならしてみよう〈斉唱+打楽器〉
【低・中学年】だんごむしのうた〈斉唱〉／どらやきバウンド〈斉唱〉／おはよう おはよう〈斉唱〉
【中学年】花束をあなたに〈斉唱〉／ツリーハウスにおいで〈斉唱〉／ごんぎつね〈斉唱＋リコーダー〉
【中・高学年】わたしのリコーダー〈二部合唱＋リコーダー〉／スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス〈合奏〉／ジッ
パ ディー ドゥー ダー〈合奏〉／それぞれの空〈斉唱〉
【高学年】明日もきっと〈二部合唱〉／さくらの木〈二部合唱〉／ぼくは ぼく〈三部合唱〉／全力！エール〈二部合唱〉／桜の季節〈二部
合唱〉／花をかざろう〈二部合唱〉／幸せのサイン〈二部合唱〉／いのちの歌〈二部合唱〉

収録曲  ◆リズムで遊んで◆3拍子
と6拍子◆ハ長調とイ短調◆強弱を
工夫して◆歌声を重ねて◆すてき
な響きで◆思いをのせて…全44曲

収録曲  ◆リズムで遊んで◆拍子
を感じて（2拍子と3拍子，6拍子）
◆強弱を工夫して◆旋律の特徴を
感じて◆すてきな響きで◆歌声を重
ねて◆思いをのせて…全35曲

収録曲  ◆出会い，別れ，友だちの
歌◆楽しいハーモニー…全25曲

歌のとびら１ 歌のとびら３ 歌のとびら４ 歌のとびら５歌のとびら２

歌のとびら１・２
CD

2枚組 定価（本体5,000円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-259-4　#63026

GES-12272～12273 1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-380-5　#63083

CD
GES-13964

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-591-5　#63213

CD
GES-14836

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-780-3　#63232

CD
GES-15279

1枚，102分　定価（本体3,800円+消費税）
KFG-92044　ISBN978-4-87788-429-1　＃87006

橋本祥路
～合唱の楽しさを伝える～〈小学校〉

作曲家本人による「歌の心・言葉の心」の指
導を映像化
自作曲（編曲含む）合唱指導（3曲）：明日という
大空／翼を抱いて／童神～天の子守歌～

定価（本体1,000円＋消費税），B5，32P　
ISBN978-4-87788-116-0　#42019

定価（本体800円+消費税）
B5，40P　
ISBN978-4-87788-095-8　
＃43010

別売DVD　1枚，94分
定価（本体価格14,000円+消費税）

ISBN978-4-87788-357-7　＃87005

たのしい
パートナーソング

和楽器ガイドブック
和楽器／筝／三味線／篠笛／尺八

富澤 裕 編
パートナーソングの授業活用を目的とし
た１冊です。全12組に詳しい解説と伴奏
例付き。

楽器の特徴や構造、基本的な奏法など、多数の写真
を大きく取り上げてわかりやすく解説しています。

ふだんの授業だけでなく音楽会などの様々なシーンで使える曲を掲載！！

準拠CDには，全曲の範唱・範奏音源の他
に，「スーパーカリフラジリスティックエク
スピアリドーシャス」「ジッパ ディー ドゥー 
ダー」のカラピアノが収録されています。

定価（本体800円＋消費税），B5，64P　
ISBN978-4-87788-800-8　#29027

小学校　学校行事・授業のための新教材集 
ツリーハウスにおいで

全21曲

１枚 定価（本体1,500円＋消費税）
ISBN978-4-87788-812-1　#63237　

CD
GES-15473

あすという日が 永遠のキャンバス 歌え地球の子供たち

前田美子先生，丸山久代先生，室屋尚子先生の実践やアイディアから生まれた曲集！！同声合唱曲集 卒業式のうた

定価（本体1,200円＋消費税）
B5，56P　
ISBN978-4-87788-574-8　 
#22037

卒業式のうた１

収録曲  旅立ちの日に／桜の下で／あすという日が［合唱奏版］
／Song is my soul／大切なもの／グッデー グッバイ／さよう
なら／ふるさと(橋本 剛 編曲）／また会う日まで／ひろい世界へ

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-575-5　#63210

CD
KGO-1101

定価（本体1,400円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-588-5　 
#22039

定価 （本体1,000円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-205-1
#22015

定価 （本体1,500円＋消費税）
B5，96P
ISBN978-4-87788-415-4
#22031

卒業式のうた２

松井孝夫ベストセレクション
1987～2003 ［同声（女声）編］

松井孝夫ベストセレクションⅡ
2003～2009 ［同声（女声）編］

収録曲   たんぽぽのバッジ／若い翼は(三宅悠太 編曲）／ 
Forever ／船出の朝／ありがとうの花／栄光の架橋［合唱奏版］
／巣立ちの歌／Stand Alone（大田桜子 編曲）／ふるさと（鹿谷
美緖子 編曲）／春風の中で／最後の一歩 最初の一歩

収録曲  マイ バラード／そのままの君で／流れゆく雲を見つめて／
ぼくらの未来／はばたこう明日へ／旅立ちの日に／友がいるなら／勇
気をください／明日を夢見て／未来へのステップ／夢のある未来を／
小さな祈り／Let’s begin／ありがとう／心から…／小さな愛／今を 
そして 未来を

収録曲  つばめのように／澄んだ心のままで／未来見つめて／星めぐりの歌
／またね…／夕日の向こうに／サッカー大好き！／分岐点／ありがとう ともだ
ち／未来への地図／We are the one／たからものはなあに／歩きだそう／
けっして忘れない／流れゆく雲を見つめて（2009年版）／友がいるなら（2009
年改訂版）／Let’s begin（2009年改訂版）／心から…

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-589-2　#63214

2枚組 定価（本体3,800円＋消費税）
#66141 （カラピアノ付）

2枚組 定価 （本体3,800円＋消費税）
#66179  （カラピアノ付）

CD
KGO-1109

CD
EFCD4064～4065 

CD
EFCD4147～4148

定価（本体1,400円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-624-0　 
#22040

卒業式のうた３

収録曲  虹色の未来／たんぽぽの詩／さあ 旅立とう／翼が今／
アストラル・ジャーニー［合唱奏版］／ふるさと（横山潤子 編曲）／
てぃんさぐぬ花／はるかなる時へ＋卒業するあなたへ／友だちだ
から／街にだかれて

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-625-7　#63220

CD
KGO-1123

収録曲  ここにいる幸せ
／キミのもとへ…／幸せ
のバトン／かけがえのな
い仲間（とも）／あなたに
…／energy／ありがと
う～桜咲く頃また会おう
～／旅立つ前に／メロ
ディ／たからもの／アル
バム／きっと いつかは 
ぼくだって／きみの空 き
みの虹／ゆずれない夢を
／たいせつに…

松井孝夫
ベストセレクションⅢ 
2009～2019［同声（女声）編］
定価（本体1,500円＋消費税），B5，96P
ISBN978-4-87788-846-6　#22049

子どもたちの心に響く，子どもたちの心に残る松井先生のメッセージ松井孝夫ベストセレクション シリーズ

DVD

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E6%AD%8C%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%B3%E3%82%89
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1246
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%92%8C%E6%A5%BD%E5%99%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1163
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/938
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定価（本体800円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-572-4　
#29024

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，104P
ISBN978-4-87788-703-2　
#22041

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，88P
ISBN978-4-87788-792-6　
#22044

定価（本体1,200円＋消費税）
B5，96P
ISBN978-4-87788-842-8
＃22048

収録曲  あすという日が／ちょっぴり勇気／オトナになるって／
出会えた君へ／変わらないもの／春風の中で／船で行こう！／か
けがえのないこと／ひとつのいのち／きみの色はカラフル／ここに
いる幸せ／けっして忘れない／通学路／会えない時も／ひとつの
祈り／たんぽぽ／Forever／Ave Maria

収録曲  永遠のキャンバス／最後の一歩 最初の一歩／元気 勇気 ちか
ら／虹色の未来／歓迎の歌（入学式）／虹色の花／花咲く時をこえて／
自分探しの旅／つよい心／小さな花／ずっと友だちでいようね！／ぼくら
の地球／まるい地球／歌声をあなたに／「バリアンテ号」勇敢な船／きょ
うのよき日さようなら／卒業の日／愛をあげよう／生きているんだね

収録曲  はじめまして／もしも空を飛べるなら／がんばる心／Wish 
～夢を信じて／We'll Find The Way ～はるかな道へ／夢を語ろう
／ずっと…！／友だちだから／もう一度伝えたい／青空に深呼吸／
僕はここにいる／みんなを好きに／きみの空 きみの虹／いっしょけ
んめい／ビクトリーラン／心の中に／歌え地球の子供たち

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-573-1　#63209

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-704-9　#63225

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-793-3　#63233

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-843-5　#63250

CD
GES-14706

CD
GES-15086

CD
GES-15324

New Song ライブラリー［同声編］ 小学生のためのクラス合唱新曲集シリーズに新しい仲間が加わりました！！

僕はアスリート

CD
GES-15507

授業や行事，音楽会に･･･
レパートリーが広がる最適な一冊！！

若松 歓 PRIDE（プライド） 同二 若松 歓 作詞・作曲

さよなら ！ 夏 同二 若松 歓 作詞・作曲

高橋晴美 僕はアスリート 同二 渡瀬昌治 作詞／高橋晴美 作曲

歌が息をする 同二 渡瀬昌治 作詞／高橋晴美 作曲 

あじさいの花 同三 藤田久男 作詞／高橋晴美 作曲

大田桜子 くじらが空を泳ぐ 同二 渡瀬昌治 作詞／大田桜子 作曲

三宅悠太 ぼくは ぼく 同三 工藤直子 作詞／三宅悠太 作曲

山崎朋子 君がヒーロー 同二 山崎朋子 作詞・作曲

空は今 同二 山崎朋子 作詞・作曲

松長 誠 心のキャッチボール 同二 神 詩音 作詞／松長 誠 作曲

僕の道しるべ 同二 神 詩音 作詞／松長 誠 作曲

三浦真理 桜の季節 同二 三浦真理 作詞・作曲

八木澤教司 雲を見上げて 同二 山本瓔子 作詞／八木澤教司 作曲

北方寛丈 みんなのたいよう 同二 北方寛丈 作詞・作曲

村松崇継 いのちの歌 同二 Miyabi 作詞／村松崇継 作曲／三宅悠太 編曲

森山直太朗，御徒町凧 花の名前 同三 森山直太朗，御徒町凧 作詞・作曲／アベタカヒロ 編曲

なかにしあかね 同声三部合唱とピアノのための  バベルの塔 同三 なかにしあかね 作詞・作曲

収録曲

教芸ホームページで掲載曲の音源試聴もできます▶
https://www.kyogei.co.jp/syohin/treehouse.html

教芸オリジナル教材の集大成シリーズ！　小学生のためのオリジナル教材集

定価（本体800円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-109-2　#22010

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，80P　
ISBN978-4-87788-379-9　 #22027

定価（本体1,000円＋消費税）
B5，80P　
ISBN978-4-87788-590-8　 #22038

定価（本体1,200円＋消費税）
B5，104P　
ISBN978-4-87788-779-7　 #22043

定価（本体800円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-110-8　#22011

収録曲  ◆季節の歌◆楽しい歌
◆楽器と歌おう…全40曲

収録曲  ◆クラスの歌～友だちと
いっしょに◆集いの歌～夢と希望を
たくして◆別れの歌～未来へ向
かって旅立とう…全36曲

収録曲  
【低学年】あのね、のねずみは〈斉唱〉／サラダランド〈斉唱〉／さがしてみよう ならしてみよう〈斉唱+打楽器〉
【低・中学年】だんごむしのうた〈斉唱〉／どらやきバウンド〈斉唱〉／おはよう おはよう〈斉唱〉
【中学年】花束をあなたに〈斉唱〉／ツリーハウスにおいで〈斉唱〉／ごんぎつね〈斉唱＋リコーダー〉
【中・高学年】わたしのリコーダー〈二部合唱＋リコーダー〉／スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス〈合奏〉／ジッ
パ ディー ドゥー ダー〈合奏〉／それぞれの空〈斉唱〉
【高学年】明日もきっと〈二部合唱〉／さくらの木〈二部合唱〉／ぼくは ぼく〈三部合唱〉／全力！エール〈二部合唱〉／桜の季節〈二部
合唱〉／花をかざろう〈二部合唱〉／幸せのサイン〈二部合唱〉／いのちの歌〈二部合唱〉

収録曲  ◆リズムで遊んで◆3拍子
と6拍子◆ハ長調とイ短調◆強弱を
工夫して◆歌声を重ねて◆すてき
な響きで◆思いをのせて…全44曲

収録曲  ◆リズムで遊んで◆拍子
を感じて（2拍子と3拍子，6拍子）
◆強弱を工夫して◆旋律の特徴を
感じて◆すてきな響きで◆歌声を重
ねて◆思いをのせて…全35曲

収録曲  ◆出会い，別れ，友だちの
歌◆楽しいハーモニー…全25曲

歌のとびら１ 歌のとびら３ 歌のとびら４ 歌のとびら５歌のとびら２

歌のとびら１・２
CD

2枚組 定価（本体5,000円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-259-4　#63026

GES-12272～12273 1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-380-5　#63083

CD
GES-13964

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-591-5　#63213

CD
GES-14836

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-780-3　#63232

CD
GES-15279

1枚，102分　定価（本体3,800円+消費税）
KFG-92044　ISBN978-4-87788-429-1　＃87006

橋本祥路
～合唱の楽しさを伝える～〈小学校〉

作曲家本人による「歌の心・言葉の心」の指
導を映像化
自作曲（編曲含む）合唱指導（3曲）：明日という
大空／翼を抱いて／童神～天の子守歌～

定価（本体1,000円＋消費税），B5，32P　
ISBN978-4-87788-116-0　#42019

定価（本体800円+消費税）
B5，40P　
ISBN978-4-87788-095-8　
＃43010

別売DVD　1枚，94分
定価（本体価格14,000円+消費税）

ISBN978-4-87788-357-7　＃87005

たのしい
パートナーソング

和楽器ガイドブック
和楽器／筝／三味線／篠笛／尺八

富澤 裕 編
パートナーソングの授業活用を目的とし
た１冊です。全12組に詳しい解説と伴奏
例付き。

楽器の特徴や構造、基本的な奏法など、多数の写真
を大きく取り上げてわかりやすく解説しています。

ふだんの授業だけでなく音楽会などの様々なシーンで使える曲を掲載！！

準拠CDには，全曲の範唱・範奏音源の他
に，「スーパーカリフラジリスティックエク
スピアリドーシャス」「ジッパ ディー ドゥー 
ダー」のカラピアノが収録されています。

定価（本体800円＋消費税），B5，64P　
ISBN978-4-87788-800-8　#29027

小学校　学校行事・授業のための新教材集 
ツリーハウスにおいで

全21曲

１枚 定価（本体1,500円＋消費税）
ISBN978-4-87788-812-1　#63237　

CD
GES-15473

あすという日が 永遠のキャンバス 歌え地球の子供たち

前田美子先生，丸山久代先生，室屋尚子先生の実践やアイディアから生まれた曲集！！同声合唱曲集 卒業式のうた

定価（本体1,200円＋消費税）
B5，56P　
ISBN978-4-87788-574-8　 
#22037

卒業式のうた１

収録曲  旅立ちの日に／桜の下で／あすという日が［合唱奏版］
／Song is my soul／大切なもの／グッデー グッバイ／さよう
なら／ふるさと(橋本 剛 編曲）／また会う日まで／ひろい世界へ

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-575-5　#63210

CD
KGO-1101

定価（本体1,400円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-588-5　 
#22039

定価 （本体1,000円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-205-1
#22015

定価 （本体1,500円＋消費税）
B5，96P
ISBN978-4-87788-415-4
#22031

卒業式のうた２

松井孝夫ベストセレクション
1987～2003 ［同声（女声）編］

松井孝夫ベストセレクションⅡ
2003～2009 ［同声（女声）編］

収録曲   たんぽぽのバッジ／若い翼は(三宅悠太 編曲）／ 
Forever ／船出の朝／ありがとうの花／栄光の架橋［合唱奏版］
／巣立ちの歌／Stand Alone（大田桜子 編曲）／ふるさと（鹿谷
美緖子 編曲）／春風の中で／最後の一歩 最初の一歩

収録曲  マイ バラード／そのままの君で／流れゆく雲を見つめて／
ぼくらの未来／はばたこう明日へ／旅立ちの日に／友がいるなら／勇
気をください／明日を夢見て／未来へのステップ／夢のある未来を／
小さな祈り／Let’s begin／ありがとう／心から…／小さな愛／今を 
そして 未来を

収録曲  つばめのように／澄んだ心のままで／未来見つめて／星めぐりの歌
／またね…／夕日の向こうに／サッカー大好き！／分岐点／ありがとう ともだ
ち／未来への地図／We are the one／たからものはなあに／歩きだそう／
けっして忘れない／流れゆく雲を見つめて（2009年版）／友がいるなら（2009
年改訂版）／Let’s begin（2009年改訂版）／心から…

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-589-2　#63214

2枚組 定価（本体3,800円＋消費税）
#66141 （カラピアノ付）

2枚組 定価 （本体3,800円＋消費税）
#66179  （カラピアノ付）

CD
KGO-1109

CD
EFCD4064～4065 

CD
EFCD4147～4148

定価（本体1,400円＋消費税）
B5，72P　
ISBN978-4-87788-624-0　 
#22040

卒業式のうた３

収録曲  虹色の未来／たんぽぽの詩／さあ 旅立とう／翼が今／
アストラル・ジャーニー［合唱奏版］／ふるさと（横山潤子 編曲）／
てぃんさぐぬ花／はるかなる時へ＋卒業するあなたへ／友だちだ
から／街にだかれて

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-625-7　#63220

CD
KGO-1123

収録曲  ここにいる幸せ
／キミのもとへ…／幸せ
のバトン／かけがえのな
い仲間（とも）／あなたに
…／energy／ありがと
う～桜咲く頃また会おう
～／旅立つ前に／メロ
ディ／たからもの／アル
バム／きっと いつかは 
ぼくだって／きみの空 き
みの虹／ゆずれない夢を
／たいせつに…

松井孝夫
ベストセレクションⅢ 
2009～2019［同声（女声）編］
定価（本体1,500円＋消費税），B5，96P
ISBN978-4-87788-846-6　#22049

子どもたちの心に響く，子どもたちの心に残る松井先生のメッセージ松井孝夫ベストセレクション シリーズ

DVD

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=New+Song+%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E5%90%8C%E5%A3%B0%E7%B7%A8
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E6%9D%BE%E4%BA%95%E5%AD%9D%E5%A4%AB+%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E5%90%8C%E5%A3%B0
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%BC%8F%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%9F
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スタートライン A good day

収録曲  【同声合唱】 生きる／スタートライン／となりあわ
せの／COSMOS／BELIEVE／今日から明日へ／きみに伝
えたい／With You Smile
【混声合唱】 Believe／COSMOS （混三）（2007年改訂
版）／蝶が海峡を渡る／With You Smile／きみに伝えたい

収録曲  【同声合唱】 A good day ／桐の木の下で
／明日の空へ／地球星歌／風のあとから／きっと‥／
たったひとつの青い星
【混声合唱】 光（HIKARI）／明日の空へ／地球星歌／
一本の木

定価
（本体800円＋消費税）
B5，64P
ISBN978-4-87788-347-8
#22025

定価
（本体1,000円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-569-4
#22036

1枚 定価 （本体2,500円＋消費税） 
ISBN978-4-87788-352-2　#63073 （一部カラピアノ付）

1枚 定価（本体2,800円＋消費税） 
ISBN978-4-87788-570-0　#63208 （一部カラピアノ付）

CDCD
NKCD-6383 GES-14705

地球の詩
うた

 三浦真理作品集
同声合唱曲集 翼を抱いて

あなたを包む美しいハーモニー！！
合唱の楽しさが満喫できる三浦真理作品集

厳選された人気曲26曲掲載！ 同声合唱の定番曲集！

収録曲  【同声合唱】 地球の詩／さよならは言わないで／
道／空へ／時よ，とまれ／われは海の子
【混声合唱】 地球の詩／さよならは言わないで／道／時よ，
とまれ／蒼い砂漠／喜びの時／グリーンスリーヴスのテーマ
による幻想曲

収録曲  グッデー グッバイ／おおぞらさんか／気球に乗ってどこまでも／世界がひとつになるまで／す
てきな友達／君をのせて／天使の羽のマーチ／好き／翼を抱いて／この星に生まれて／歌よ ありがとう
／ひろい世界へ／未来見つめて／アルカンシェル／ U&I ／未知という名の船に乗り／おしゃれな気分で
きれいに歩こう（ハ長調）／青い竜／ブラック パンサー（黒い豹）／くしゃみザウルス／ヒッコリーのおくさん
（へ長調）／巣立ちの歌／さよならは言わない／最後のチャイム／花かげ／旅立ちの日に

定価 
（本体1,200円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-437-6
#22032

定価 （本体1,200円＋消費税）
B5，136P
ISBN978-4-87788-295-2
#22017

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-438-3　#63096

4枚組 定価 （本体9,048円＋消費税）
ISBN978-4-87788-298-3　#63063 （カラピアノ付）

CD
KGO-1077

CD
GES-13232～13235

オリジナル作品から人気の編曲作品まで･･･富澤 裕ワールド満載！富澤 裕 作曲・編曲による作品集

子どもたちの心にしっかり届く歌詞とメロディー
山崎朋子選りすぐりの作品を掲載！！

「いのち」と「夢」をテーマに
コンサートを繰り広げる
著者による作品集

ワクワクする音楽にのって、夢いっぱいの本の世界へ。
思わず図書館へ行ってみたくなる！本が読みたくなる！

人気作曲家 山崎朋子オリジナル作品集

弓削田健介作品集

定価
（本体1,400円＋消費税）
B5，112P　
ISBN978-4-87788-492-5　
#22034

定価
（本体1,400円＋消費税）
B5，112P
ISBN978-4-87788-824-4　
#22046

山崎朋子 Original Songs 同声編 山崎朋子 Original Songs 同声編 Vol.2

収録曲  愛のうた／変わらないもの／大切なもの／小さい
おくりもの／絆／明日の空へ／空高く／夢を抱いて／夢のか
なう場所へ／希望という名の花を／今日を生きている／友
達でいようね／旅立つ君へ／桜散る頃～僕達の Last song 
～／あなたに会えて…／翼を広げて／手のひらをかざして

収録曲  あたらしい朝に／みんな みんな 輝いてる／本当だよ／いのちのまつり／満天の星が歌
うように／しあわせになあれ／手をつなごう～共に生きる～／アンパンマンのマーチ／世界中の
まだ見ぬ友へ／あなたにありがとう／翼をください／Believe／僕らの夢を届けよう／やさしい歌 

収録曲  図書館で会いましょう／図書館キューピット／本を読もう～BOOK UNIVERSE～／Book 
Paradise／ママのスマホになりたい／図書館で会いましょうへのプロローグ／World of Fairy Tales／
あした天気になあれ／世界を旅する音楽室／BFF／地球の子どもたち／いのちのオーケストラ／この街で

収録曲  あなたに会えて…／きらきら／君がヒー
ロー／あさがお／空を見上げて／広い世界の中で
／願い／種／まるい地球／空は今／大切なもの－
卒業式バージョン－／つながる空／さよならの前に
／あなたに届けよう／ひらり、／春風の中で／夕陽

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-493-2　#63201

CD
KGO-1084

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-826-8　#63238

CD
KGO-1167

しあわせになあれ
～いのちと夢のコンサート～

図書館で
会いましょう

定価（本体2,700円＋消費税），B5，80P
ISBN978-4-87788-705-6　#22042

定価
（本体1,800円＋消費税）
A4，52P
ISBN978-4-87788-799-5　
#22045

CD付

CD付

「きらきら」や「君がヒーロー」を歌えば元気が出ることまちがいなし！！

作品集の収益の一部をチャリティー
として寄付し、南アフリカにおける
移動図書館車の普及に役立てます。

合唱のパート別の音源とカラピアノが収録されているので簡単に音取りができます。

CD 小学生のための合唱パート練習用CD トリオン CD各１枚　
各定価 （本体3,000円＋消費税）

ISBN978-4-87788-747-6　#63151
KGO-1136トリオン１

収録曲・掲載曲集
旅立ちの日に ①②⑤⑥⑰
Wish ～夢を信じて ①⑰
COSMOS ①⑦
大切なもの ①②⑨
マイ バラード ①⑥
巣立ちの歌 ③

ISBN978-4-87788-794-0　#63155
KGO-1156トリオン5

収録曲・掲載曲集
赤いやねの家 ①
ゆうき
U＆I ⑤
地球星歌～笑顔のために～ ⑧
虹色の未来 ④⑮
ふるさと（岡野貞一 作曲） ①⑰

ISBN978-4-87788-795-7　#63156
KGO-1157トリオン6

収録曲・掲載曲集
南風にのって
大空がむかえる朝 ⑯　
小さな勇気 ①
世界がひとつになるまで ①⑤
ふるさと（youth case 作曲）
ひろい世界へ ①②

ISBN978-4-87788-814-5　#63157
KGO-1168トリオン7

収録曲・掲載曲集
船で行こう！ ⑭
あなたに会えて･･･ ⑨⑩
虹色の花 ⑮
夢の世界を ①
なべだろう なべかしら ⑬
永遠のキャンバス ⑮

ISBN978-4-87788-815-2　#63158
KGO-1169トリオン8

収録曲・掲載曲集
翼を抱いて（2012年改訂版） ⑪
さよならは言わない ⑤
旅立つ君へ ⑨
しあわせになあれ ①⑫
翼をください  ①⑰
ずっと友だちでいようね！ ⑮

ISBN978-4-87788-748-3　#63152
KGO-1137トリオン2

収録曲・掲載曲集
歌よ ありがとう ①⑤⑰　
あすという日が ①⑭⑰
With You Smile ⑦
最後の一歩 最初の一歩 ③⑮
YELL ①

ISBN978-4-87788-781-0　#63153
KGO-1147 トリオン3

収録曲・掲載曲集
元気 勇気 ちから ①⑮
すてきな友達 ①⑤
この星に生まれて ①⑤
友だちだから ①④
変わらないもの ①⑨⑭
いのちの歌 

ISBN978-4-87788-782-7　#63154
KGO-1148トリオン4

収録曲・掲載曲集
最後のチャイム ⑤
Believe ①⑯
花咲く時をこえて ①⑮
Smile Again ①
絆 ①⑨
あおげばとうとし ①⑰

曲集ごとに掲載曲すべてのパート譜が
別売りされています。 
A4，各定価（本体2,500円＋消費税） 

黄色いリボン 定価 （本体800円＋消費税），A4，64P　#32010

私のお気に入り 定価 （本体800円＋消費税），A4，72P　#32014

収録曲  【低学年】アイアイ／チェッチェッコリ　【中学年】ソラ・レーオ！（パート譜をサンプルとして巻末に掲
載）／私のお気に入り　【高学年】キエン・セラ／Happiness

ねこバス 定価 （本体800円＋消費税），A4，56P　#32011

収録曲  【低学年】こげよマイケル～ゆかいなまきば／南の島のハメハメハ大王　【中学年】春～どこかで春が
（パート譜をサンプルとして巻末に掲載）／ねこバス　【高学年】ハンガリー舞曲第5番／だったん人のおとめの踊り

1枚 
定価（本体2,500円＋消費税）
#68042

CD KGO-1126

CD

① ６訂版 歌はともだち
② 卒業式のうた１
③ 卒業式のうた２

④ 卒業式のうた３
⑤ 翼を抱いて
⑥ 松井孝夫ベストセレクション
　 1987～2003同声（女声）編
⑦ スタートライン
⑧ Ａ good day

⑨ 山崎朋子Original Songs　
　 同声編
⑩ 山崎朋子Original Songs　
　 同声編　Vol.2
⑪ 小さなルネサンス
⑫ しあわせになあれ

⑬ オリジナル合唱ピース同声編79
⑭ あすという日が
⑮ 永遠のキャンバス
⑯ 検定教科書 小学生の音楽５
⑰ 検定教科書 小学生の音楽６

掲載曲集

小学校用 器楽合奏曲集
収録曲  【低学年】黄色いリボン／エル クンバンチェロ　【中学年】ロックンローラー（パート譜をサンプルとし
て巻末に掲載）／風になりたい　【高学年】ダイアモンド／オペラ座の怪人

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%9C%8B%E5%AD%90%E3%80%80Original+Songs+%E5%90%8C%E5%A3%B0%E7%B7%A8
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%AF%8C%E6%BE%A4+%E8%A3%95+%E4%BD%9C%E6%9B%B2%E3%83%BB%E7%B7%A8%E6%9B%B2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%9C%9F%E7%90%86%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%90%8C%E5%A3%B0%E5%90%88%E5%94%B1%E6%9B%B2%E9%9B%86+%E7%BF%BC%E3%82%92%E6%8A%B1%E3%81%84%E3%81%A6
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%BC%93%E5%89%8A%E7%94%B0%E5%81%A5%E4%BB%8B%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86
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スタートライン A good day

収録曲  【同声合唱】 生きる／スタートライン／となりあわ
せの／COSMOS／BELIEVE／今日から明日へ／きみに伝
えたい／With You Smile
【混声合唱】 Believe／COSMOS （混三）（2007年改訂
版）／蝶が海峡を渡る／With You Smile／きみに伝えたい

収録曲  【同声合唱】 A good day ／桐の木の下で
／明日の空へ／地球星歌／風のあとから／きっと‥／
たったひとつの青い星
【混声合唱】 光（HIKARI）／明日の空へ／地球星歌／
一本の木

定価
（本体800円＋消費税）
B5，64P
ISBN978-4-87788-347-8
#22025

定価
（本体1,000円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-569-4
#22036

1枚 定価 （本体2,500円＋消費税） 
ISBN978-4-87788-352-2　#63073 （一部カラピアノ付）

1枚 定価（本体2,800円＋消費税） 
ISBN978-4-87788-570-0　#63208 （一部カラピアノ付）

CDCD
NKCD-6383 GES-14705

地球の詩
うた

 三浦真理作品集
同声合唱曲集 翼を抱いて

あなたを包む美しいハーモニー！！
合唱の楽しさが満喫できる三浦真理作品集

厳選された人気曲26曲掲載！ 同声合唱の定番曲集！

収録曲  【同声合唱】 地球の詩／さよならは言わないで／
道／空へ／時よ，とまれ／われは海の子
【混声合唱】 地球の詩／さよならは言わないで／道／時よ，
とまれ／蒼い砂漠／喜びの時／グリーンスリーヴスのテーマ
による幻想曲

収録曲  グッデー グッバイ／おおぞらさんか／気球に乗ってどこまでも／世界がひとつになるまで／す
てきな友達／君をのせて／天使の羽のマーチ／好き／翼を抱いて／この星に生まれて／歌よ ありがとう
／ひろい世界へ／未来見つめて／アルカンシェル／ U&I ／未知という名の船に乗り／おしゃれな気分で
きれいに歩こう（ハ長調）／青い竜／ブラック パンサー（黒い豹）／くしゃみザウルス／ヒッコリーのおくさん
（へ長調）／巣立ちの歌／さよならは言わない／最後のチャイム／花かげ／旅立ちの日に

定価 
（本体1,200円＋消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-437-6
#22032

定価 （本体1,200円＋消費税）
B5，136P
ISBN978-4-87788-295-2
#22017

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-438-3　#63096

4枚組 定価 （本体9,048円＋消費税）
ISBN978-4-87788-298-3　#63063 （カラピアノ付）

CD
KGO-1077

CD
GES-13232～13235

オリジナル作品から人気の編曲作品まで･･･富澤 裕ワールド満載！富澤 裕 作曲・編曲による作品集

子どもたちの心にしっかり届く歌詞とメロディー
山崎朋子選りすぐりの作品を掲載！！

「いのち」と「夢」をテーマに
コンサートを繰り広げる
著者による作品集

ワクワクする音楽にのって、夢いっぱいの本の世界へ。
思わず図書館へ行ってみたくなる！本が読みたくなる！

人気作曲家 山崎朋子オリジナル作品集

弓削田健介作品集

定価
（本体1,400円＋消費税）
B5，112P　
ISBN978-4-87788-492-5　
#22034

定価
（本体1,400円＋消費税）
B5，112P
ISBN978-4-87788-824-4　
#22046

山崎朋子 Original Songs 同声編 山崎朋子 Original Songs 同声編 Vol.2

収録曲  愛のうた／変わらないもの／大切なもの／小さい
おくりもの／絆／明日の空へ／空高く／夢を抱いて／夢のか
なう場所へ／希望という名の花を／今日を生きている／友
達でいようね／旅立つ君へ／桜散る頃～僕達の Last song 
～／あなたに会えて…／翼を広げて／手のひらをかざして

収録曲  あたらしい朝に／みんな みんな 輝いてる／本当だよ／いのちのまつり／満天の星が歌
うように／しあわせになあれ／手をつなごう～共に生きる～／アンパンマンのマーチ／世界中の
まだ見ぬ友へ／あなたにありがとう／翼をください／Believe／僕らの夢を届けよう／やさしい歌 

収録曲  図書館で会いましょう／図書館キューピット／本を読もう～BOOK UNIVERSE～／Book 
Paradise／ママのスマホになりたい／図書館で会いましょうへのプロローグ／World of Fairy Tales／
あした天気になあれ／世界を旅する音楽室／BFF／地球の子どもたち／いのちのオーケストラ／この街で

収録曲  あなたに会えて…／きらきら／君がヒー
ロー／あさがお／空を見上げて／広い世界の中で
／願い／種／まるい地球／空は今／大切なもの－
卒業式バージョン－／つながる空／さよならの前に
／あなたに届けよう／ひらり、／春風の中で／夕陽

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-493-2　#63201

CD
KGO-1084

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-826-8　#63238

CD
KGO-1167

しあわせになあれ
～いのちと夢のコンサート～

図書館で
会いましょう

定価（本体2,700円＋消費税），B5，80P
ISBN978-4-87788-705-6　#22042

定価
（本体1,800円＋消費税）
A4，52P
ISBN978-4-87788-799-5　
#22045

CD付

CD付

「きらきら」や「君がヒーロー」を歌えば元気が出ることまちがいなし！！

作品集の収益の一部をチャリティー
として寄付し、南アフリカにおける
移動図書館車の普及に役立てます。

合唱のパート別の音源とカラピアノが収録されているので簡単に音取りができます。

CD 小学生のための合唱パート練習用CD トリオン CD各１枚　
各定価 （本体3,000円＋消費税）

ISBN978-4-87788-747-6　#63151
KGO-1136トリオン１

収録曲・掲載曲集
旅立ちの日に ①②⑤⑥⑰
Wish ～夢を信じて ①⑰
COSMOS ①⑦
大切なもの ①②⑨
マイ バラード ①⑥
巣立ちの歌 ③

ISBN978-4-87788-794-0　#63155
KGO-1156トリオン5

収録曲・掲載曲集
赤いやねの家 ①
ゆうき
U＆I ⑤
地球星歌～笑顔のために～ ⑧
虹色の未来 ④⑮
ふるさと（岡野貞一 作曲） ①⑰

ISBN978-4-87788-795-7　#63156
KGO-1157トリオン6

収録曲・掲載曲集
南風にのって
大空がむかえる朝 ⑯　
小さな勇気 ①
世界がひとつになるまで ①⑤
ふるさと（youth case 作曲）
ひろい世界へ ①②

ISBN978-4-87788-814-5　#63157
KGO-1168トリオン7

収録曲・掲載曲集
船で行こう！ ⑭
あなたに会えて･･･ ⑨⑩
虹色の花 ⑮
夢の世界を ①
なべだろう なべかしら ⑬
永遠のキャンバス ⑮

ISBN978-4-87788-815-2　#63158
KGO-1169トリオン8

収録曲・掲載曲集
翼を抱いて（2012年改訂版） ⑪
さよならは言わない ⑤
旅立つ君へ ⑨
しあわせになあれ ①⑫
翼をください  ①⑰
ずっと友だちでいようね！ ⑮

ISBN978-4-87788-748-3　#63152
KGO-1137トリオン2

収録曲・掲載曲集
歌よ ありがとう ①⑤⑰　
あすという日が ①⑭⑰
With You Smile ⑦
最後の一歩 最初の一歩 ③⑮
YELL ①

ISBN978-4-87788-781-0　#63153
KGO-1147 トリオン3

収録曲・掲載曲集
元気 勇気 ちから ①⑮
すてきな友達 ①⑤
この星に生まれて ①⑤
友だちだから ①④
変わらないもの ①⑨⑭
いのちの歌 

ISBN978-4-87788-782-7　#63154
KGO-1148トリオン4

収録曲・掲載曲集
最後のチャイム ⑤
Believe ①⑯
花咲く時をこえて ①⑮
Smile Again ①
絆 ①⑨
あおげばとうとし ①⑰

曲集ごとに掲載曲すべてのパート譜が
別売りされています。 
A4，各定価（本体2,500円＋消費税） 

黄色いリボン 定価 （本体800円＋消費税），A4，64P　#32010

私のお気に入り 定価 （本体800円＋消費税），A4，72P　#32014

収録曲  【低学年】アイアイ／チェッチェッコリ　【中学年】ソラ・レーオ！（パート譜をサンプルとして巻末に掲
載）／私のお気に入り　【高学年】キエン・セラ／Happiness

ねこバス 定価 （本体800円＋消費税），A4，56P　#32011

収録曲  【低学年】こげよマイケル～ゆかいなまきば／南の島のハメハメハ大王　【中学年】春～どこかで春が
（パート譜をサンプルとして巻末に掲載）／ねこバス　【高学年】ハンガリー舞曲第5番／だったん人のおとめの踊り

1枚 
定価（本体2,500円＋消費税）
#68042

CD KGO-1126

CD

① ６訂版 歌はともだち
② 卒業式のうた１
③ 卒業式のうた２

④ 卒業式のうた３
⑤ 翼を抱いて
⑥ 松井孝夫ベストセレクション
　 1987～2003同声（女声）編
⑦ スタートライン
⑧ Ａ good day

⑨ 山崎朋子Original Songs　
　 同声編
⑩ 山崎朋子Original Songs　
　 同声編　Vol.2
⑪ 小さなルネサンス
⑫ しあわせになあれ

⑬ オリジナル合唱ピース同声編79
⑭ あすという日が
⑮ 永遠のキャンバス
⑯ 検定教科書 小学生の音楽５
⑰ 検定教科書 小学生の音楽６

掲載曲集

小学校用 器楽合奏曲集
収録曲  【低学年】黄色いリボン／エル クンバンチェロ　【中学年】ロックンローラー（パート譜をサンプルとし
て巻末に掲載）／風になりたい　【高学年】ダイアモンド／オペラ座の怪人

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%BC%93%E5%89%8A%E7%94%B0%E5%81%A5%E4%BB%8B%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%94%A8%E3%80%80%E5%99%A8%E6%A5%BD%E5%90%88%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E9%9B%86
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名作童話を合唱で味わう

浜田広介 原作／横山裕美子 作詞・作曲
赤おにの心情の変化や青おにの優しさが叙情的かつ美しい旋律で描かれた，心温まる作品。
６つの合唱曲で構成され，
　曲だけを通して演奏してもストーリーが伝わる取り組みやすい内容です。
各学校や合唱団の個性に合わせて，セリフや朗読をアレンジして入れることもできます。
原作は国語や道徳の教科書にも掲載され，子どもたちにとって親しみやすい作品です。

合唱ミュージカル
（同声）
けんちゃんと
おばけ／
どろん子

「けんちゃんとおばけ」･･･おばけっているの？い
ないの？･･･健一と由美とおばけのお話です。
「どろん子」･･転校生「どろんこ」３人組とクラスの
みんなとのひと時の交流。「みんな来いよーッ！」
「どろんこ遊びをしようぜーッ！」

定価（本体1,263円＋消費税），B5，88P
ISBN978-4-87788-026-2　#22004

音楽物語　泣いた赤おに
定価（本体1,500円＋消費税），B5，48P　
ISBN978-4-87788-915-9　#22050

収録曲  やさしい赤おに／立札／青おにの提案／あばれ青おに／しあわせな日々／ドコマデモ キミノ トモダチ ～青おにの心

同声合唱組曲
よろこびハーモニー／
四季
定価（本体1,300円＋消費税），B5，80P
ISBN978-4-87788-028-6　#22006

収録曲  よろこびハーモニー
（中山知子 作詞／ベートベン 
原曲／越部信義 編曲）四季
（中山知子 作詞／ビバルディ 
原曲／森重行敏 編曲）

青島広志 台本・作詞・作曲
みならい天使は「何か
いいこと」をして立派
な天使になれたので
しょうか？

やさしい合唱劇 みならい天使

定価（本体800円＋消費税），B5，32P
ISBN978-4-87788-177-1　#22013

「海の楽たい」･･･くじら
やいるかや魚たち。海
の楽たいが奏でる不思
議な音楽が海のどこか
からひびいてくる。
「吉四六とんち話」･･･吉
四六どんのとんちは今
日も絶好調！

音楽物語 
海の楽たい／
吉四六とんち話
定価（本体1,200円＋消費税），B5，40P
ISBN978-4-87788-030-9　#22030

一つだけの花。コスモ
スの花。今年もいっぱ
いさきました。お父さ
んにも見えますか？

音楽物語 一つの花

定価（本体1,200円＋消費税），B5，24P
ISBN978-4-87788-362-1　#22026

少年少女合唱または
女声合唱のための組曲
空に響け―SONG！
定価（本体1,000円＋消費税），B5，48P
ISBN978-4-87788-186-3　#27210

収録曲  Ⅰ 夢／Ⅱ 木の声／Ⅲ
雨のんのん／Ⅳ なのに 山は
海は／Ⅴ 心に空が…

村田さち子 作詞／
平吉毅州 作曲

新版　教員養成課程
小学校音楽科教育法

児童が最後まで
聴きたくなる！
鑑賞授業の事例集

定価（本体1,800円＋消費税），B5，224P
ISBN978-4-87788-823-7　#45032

定価（本体1,000円+消費税），A4，32P
ISBN978-4-87788-841-1　＃42027

有本真紀・阪井 恵・
津田正之 編著
将来の音楽教育を担う
学生必読の一冊。小学
校教職課程音楽科のテ
キストに最適！

粟飯原喜男　著
鑑賞のエキスパートと
して有名な著者が主宰
する会のテキストとし
て編纂された事例集。

金子みす のゞ詩による
同声または女声合唱組曲
星とたんぽぽ
定価（本体1,000円＋消費税），B5，64P
ISBN978-4-87788-196-2　#27213

収録曲  Ⅰ 日の光／Ⅱ 星とたん
ぽぽ／Ⅲ このみち／Ⅳ 幻燈／
Ⅴ 灰／Ⅵ 海とかもめ／Ⅶ 波の
子守唄／Ⅷ 夕ぐれ／Ⅸ 雪／Ⅹ
竹とんぼ／ⅩⅠ 白い帽子／ⅩⅡ
雲／ⅩⅢ 不思議／ⅩⅣ 舟の唄

金子みすゞ 作詞／
浦田健次郎 作曲

少年少女合唱のための組曲
大好き 地球
定価（本体1,000円＋消費税），B5，48P
ISBN978-4-87788-187-0　#27211

収録曲  Ⅰ 大好き 地球／Ⅱ
地球の歴史／Ⅲ 地球の四季　
春に～むしむしむし　夏に～
夕顔　秋に～海　冬に～氷の
世界／Ⅳ地球の散歩

東 龍男 作詞／
平吉毅州 作曲

音楽が心を揺さぶる
行事・集会ハンドブック
ポイントと実践事例

「音楽づくり・創作」の授業デザイン
あすの授業に生かせるアイディアと授業展開

定価 （本体1,500円＋消費税），A5，136P
ISBN978-4-87788-690-5　#42024

定価（本体2,000円＋消費税）AB，160P
ISBN978-4-87788-778-0　#44026

石上則子・杉本博美 編著
音楽集会や式典など、音楽の活用について
あらゆる行事に対応した事例集。必要な準
備や役割、進行など実践が細かく記され
た、役立つ１冊です。

石上則子 監修
（元東京学芸大学准教授）
音楽づくりの授業をサポートします。
音遊び，即興的な表現のアイディア，授
業の展開を示した指導案の事例など。

同声合唱組曲
いのち四章／空・森・海
定価（本体1,000円＋消費税），B5，56P
ISBN978-4-87788-188-7　#27212

収録曲  「いのち四章」宮沢章
二 作詞／橋本祥路 作曲
Ⅰ カブトムシの森／Ⅱ この海を
／Ⅲ あたたかい場所／Ⅳ 友よ 
あなただけは
「空・森・海」村山こういち作詞／
橋本祥路 作曲
Ⅰ 空／Ⅱ 森／Ⅲ 海

１枚 定価（本体2,667円＋消費税）
ISBN978-4-87788-262-4　#63056

CD
GES-12980

現場ですぐに役立つ
ヒント満載！！

森島 徹 著
長年校長先生を務めた森島先生だからこ
そ伝えられる，日々役立つヒントが詰
まった，若い先生がたへのメッセージ！

定価（本体1,300円+消費税）
A5，152P
ISBN978-4-87788-829-9
#48016

出会えてよかった先生になる７つの方法
若い先生に贈る教員生活のヒント

オンチへの考え方が
変わる革新的な１冊！！

定価（本体1,300円＋消費税），A5，160P
ISBN978-4-87788-783-4　#48015

方法5 教師について理解を深めましょう
教師に必要な「資質」とは？／教師は教室でどのような存在だろう？ 他
方法6 授業がおもしろくなる工夫を考えましょう
１年生　算数・数え棒クイズ／２年生　国語・漢字に親しむ 他
方法7 脱線話を考えてみましょう
「人口」って言えばね……［出会いの話］／「季節」って言えばね……［太陽の話］ 他

実
践
編

﹇
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
﹈

方法1 授業の不安を解決しましょう
板書の字はきれいなほうがいい？／
ピアノは弾けたほうがいい？ 他
方法2 子どもの指導に対する不安を解決しましょう
子どもを叱るときのコツは？／子どもをほめるときのコツは？ 他
方法3 先生自身の不安を解決しましょう
「トーク」のコツが知りたい……／
教師になりたてのときに大切なことは？ 他
方法4 少し視野を広げてみましょう
知っておきたい、学校運営の金銭事情／
知っておきたい、教師のお給料 他

基
礎
編﹇
Q
&
A
形
式
﹈

ポイントを簡潔に

お悩み解決

〈OBATA METHOD〉によるオンチ克服指導法
さらば！ オンチ・コンプレックス
ユキ＆ケンと一緒に学ぼう！

小畑千尋 著
子どもが楽しめ
る指導法や，学校
現場の質問に答
えるQ&Aをご紹
介。「オンチ克服」
を実現します。

目次抜粋
【実践編】声の高さがピッタリ合ったときの共鳴感覚を実践する／声のけんかゲーム･･･
あえて違う高さで歌って音の高さを認知する／声の仲直りゲーム･･･同じ高さで歌って
いるという共鳴感覚を実感する／アイーン音程クイズ･･･確かな音程感を身に付ける
【Q&A編】いわゆるオンチの子どもがクラスにいます。本人を傷つけてはいけないとい
う思いから、何もできずにいます。どうしたらよいでしょうか？／変声期で音程の外れ
る子どもが多くいるのですが、音程に関してどのように指導したらよいでしょうか？／
中学２年生です。僕が歌うと、友達から「つられるから歌うな」とか「オンチ」とか言
われるので、音楽の授業では口パクをしています。オンチを治したいのですが･･･

さまざまな状況に対応した事例やアイディアが満載！！ つくる発想を豊かにし，アクティブな学びを生み出す一冊！

佐野 靖 編著
新学習指導要領の改
訂の趣旨やポイン
ト，指導方法を，コ
ンパクトにまとめた
解説本です。

小学校・音楽科　
新学習指導要領ガイドブック
定価（本体1,500円＋消費税），A5，120P　
ISBN978-4-87788-801-5　#42026

大事なコトをギュッとまとめました！
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NEW

弊社HPにて，新しい評価規準の
追加資料をアップしています。

https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1260
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=34&name=
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名作童話を合唱で味わう

浜田広介 原作／横山裕美子 作詞・作曲
赤おにの心情の変化や青おにの優しさが叙情的かつ美しい旋律で描かれた，心温まる作品。
６つの合唱曲で構成され，
　曲だけを通して演奏してもストーリーが伝わる取り組みやすい内容です。
各学校や合唱団の個性に合わせて，セリフや朗読をアレンジして入れることもできます。
原作は国語や道徳の教科書にも掲載され，子どもたちにとって親しみやすい作品です。

合唱ミュージカル
（同声）
けんちゃんと
おばけ／
どろん子

「けんちゃんとおばけ」･･･おばけっているの？い
ないの？･･･健一と由美とおばけのお話です。
「どろん子」･･転校生「どろんこ」３人組とクラスの
みんなとのひと時の交流。「みんな来いよーッ！」
「どろんこ遊びをしようぜーッ！」

定価（本体1,263円＋消費税），B5，88P
ISBN978-4-87788-026-2　#22004

音楽物語　泣いた赤おに
定価（本体1,500円＋消費税），B5，48P　
ISBN978-4-87788-915-9　#22050

収録曲  やさしい赤おに／立札／青おにの提案／あばれ青おに／しあわせな日々／ドコマデモ キミノ トモダチ ～青おにの心

同声合唱組曲
よろこびハーモニー／
四季
定価（本体1,300円＋消費税），B5，80P
ISBN978-4-87788-028-6　#22006

収録曲  よろこびハーモニー
（中山知子 作詞／ベートベン 
原曲／越部信義 編曲）四季
（中山知子 作詞／ビバルディ 
原曲／森重行敏 編曲）

青島広志 台本・作詞・作曲
みならい天使は「何か
いいこと」をして立派
な天使になれたので
しょうか？

やさしい合唱劇 みならい天使

定価（本体800円＋消費税），B5，32P
ISBN978-4-87788-177-1　#22013

「海の楽たい」･･･くじら
やいるかや魚たち。海
の楽たいが奏でる不思
議な音楽が海のどこか
からひびいてくる。
「吉四六とんち話」･･･吉
四六どんのとんちは今
日も絶好調！

音楽物語 
海の楽たい／
吉四六とんち話
定価（本体1,200円＋消費税），B5，40P
ISBN978-4-87788-030-9　#22030

一つだけの花。コスモ
スの花。今年もいっぱ
いさきました。お父さ
んにも見えますか？

音楽物語 一つの花

定価（本体1,200円＋消費税），B5，24P
ISBN978-4-87788-362-1　#22026

少年少女合唱または
女声合唱のための組曲
空に響け―SONG！
定価（本体1,000円＋消費税），B5，48P
ISBN978-4-87788-186-3　#27210

収録曲  Ⅰ 夢／Ⅱ 木の声／Ⅲ
雨のんのん／Ⅳ なのに 山は
海は／Ⅴ 心に空が…

村田さち子 作詞／
平吉毅州 作曲

新版　教員養成課程
小学校音楽科教育法

児童が最後まで
聴きたくなる！
鑑賞授業の事例集

定価（本体1,800円＋消費税），B5，224P
ISBN978-4-87788-823-7　#45032

定価（本体1,000円+消費税），A4，32P
ISBN978-4-87788-841-1　＃42027

有本真紀・阪井 恵・
津田正之 編著
将来の音楽教育を担う
学生必読の一冊。小学
校教職課程音楽科のテ
キストに最適！

粟飯原喜男　著
鑑賞のエキスパートと
して有名な著者が主宰
する会のテキストとし
て編纂された事例集。

金子みす のゞ詩による
同声または女声合唱組曲
星とたんぽぽ
定価（本体1,000円＋消費税），B5，64P
ISBN978-4-87788-196-2　#27213

収録曲  Ⅰ 日の光／Ⅱ 星とたん
ぽぽ／Ⅲ このみち／Ⅳ 幻燈／
Ⅴ 灰／Ⅵ 海とかもめ／Ⅶ 波の
子守唄／Ⅷ 夕ぐれ／Ⅸ 雪／Ⅹ
竹とんぼ／ⅩⅠ 白い帽子／ⅩⅡ
雲／ⅩⅢ 不思議／ⅩⅣ 舟の唄

金子みすゞ 作詞／
浦田健次郎 作曲

少年少女合唱のための組曲
大好き 地球
定価（本体1,000円＋消費税），B5，48P
ISBN978-4-87788-187-0　#27211

収録曲  Ⅰ 大好き 地球／Ⅱ
地球の歴史／Ⅲ 地球の四季　
春に～むしむしむし　夏に～
夕顔　秋に～海　冬に～氷の
世界／Ⅳ地球の散歩

東 龍男 作詞／
平吉毅州 作曲

音楽が心を揺さぶる
行事・集会ハンドブック
ポイントと実践事例

「音楽づくり・創作」の授業デザイン
あすの授業に生かせるアイディアと授業展開

定価 （本体1,500円＋消費税），A5，136P
ISBN978-4-87788-690-5　#42024

定価（本体2,000円＋消費税）AB，160P
ISBN978-4-87788-778-0　#44026

石上則子・杉本博美 編著
音楽集会や式典など、音楽の活用について
あらゆる行事に対応した事例集。必要な準
備や役割、進行など実践が細かく記され
た、役立つ１冊です。

石上則子 監修
（元東京学芸大学准教授）
音楽づくりの授業をサポートします。
音遊び，即興的な表現のアイディア，授
業の展開を示した指導案の事例など。

同声合唱組曲
いのち四章／空・森・海
定価（本体1,000円＋消費税），B5，56P
ISBN978-4-87788-188-7　#27212

収録曲  「いのち四章」宮沢章
二 作詞／橋本祥路 作曲
Ⅰ カブトムシの森／Ⅱ この海を
／Ⅲ あたたかい場所／Ⅳ 友よ 
あなただけは
「空・森・海」村山こういち作詞／
橋本祥路 作曲
Ⅰ 空／Ⅱ 森／Ⅲ 海

１枚 定価（本体2,667円＋消費税）
ISBN978-4-87788-262-4　#63056

CD
GES-12980

現場ですぐに役立つ
ヒント満載！！

森島 徹 著
長年校長先生を務めた森島先生だからこ
そ伝えられる，日々役立つヒントが詰
まった，若い先生がたへのメッセージ！

定価（本体1,300円+消費税）
A5，152P
ISBN978-4-87788-829-9
#48016

出会えてよかった先生になる７つの方法
若い先生に贈る教員生活のヒント

オンチへの考え方が
変わる革新的な１冊！！

定価（本体1,300円＋消費税），A5，160P
ISBN978-4-87788-783-4　#48015

方法5 教師について理解を深めましょう
教師に必要な「資質」とは？／教師は教室でどのような存在だろう？ 他
方法6 授業がおもしろくなる工夫を考えましょう
１年生　算数・数え棒クイズ／２年生　国語・漢字に親しむ 他
方法7 脱線話を考えてみましょう
「人口」って言えばね……［出会いの話］／「季節」って言えばね……［太陽の話］ 他

実
践
編

﹇
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
﹈

方法1 授業の不安を解決しましょう
板書の字はきれいなほうがいい？／
ピアノは弾けたほうがいい？ 他
方法2 子どもの指導に対する不安を解決しましょう
子どもを叱るときのコツは？／子どもをほめるときのコツは？ 他
方法3 先生自身の不安を解決しましょう
「トーク」のコツが知りたい……／
教師になりたてのときに大切なことは？ 他
方法4 少し視野を広げてみましょう
知っておきたい、学校運営の金銭事情／
知っておきたい、教師のお給料 他

基
礎
編﹇
Q
&
A
形
式
﹈

ポイントを簡潔に

お悩み解決

〈OBATA METHOD〉によるオンチ克服指導法
さらば！ オンチ・コンプレックス
ユキ＆ケンと一緒に学ぼう！

小畑千尋 著
子どもが楽しめ
る指導法や，学校
現場の質問に答
えるQ&Aをご紹
介。「オンチ克服」
を実現します。

目次抜粋
【実践編】声の高さがピッタリ合ったときの共鳴感覚を実践する／声のけんかゲーム･･･
あえて違う高さで歌って音の高さを認知する／声の仲直りゲーム･･･同じ高さで歌って
いるという共鳴感覚を実感する／アイーン音程クイズ･･･確かな音程感を身に付ける
【Q&A編】いわゆるオンチの子どもがクラスにいます。本人を傷つけてはいけないとい
う思いから、何もできずにいます。どうしたらよいでしょうか？／変声期で音程の外れ
る子どもが多くいるのですが、音程に関してどのように指導したらよいでしょうか？／
中学２年生です。僕が歌うと、友達から「つられるから歌うな」とか「オンチ」とか言
われるので、音楽の授業では口パクをしています。オンチを治したいのですが･･･

さまざまな状況に対応した事例やアイディアが満載！！ つくる発想を豊かにし，アクティブな学びを生み出す一冊！

佐野 靖 編著
新学習指導要領の改
訂の趣旨やポイン
ト，指導方法を，コ
ンパクトにまとめた
解説本です。

小学校・音楽科　
新学習指導要領ガイドブック
定価（本体1,500円＋消費税），A5，120P　
ISBN978-4-87788-801-5　#42026

大事なコトをギュッとまとめました！
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NEW

弊社HPにて，新しい評価規準の
追加資料をアップしています。

https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1248
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1161
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=42024
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=44026
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=42026
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=45032
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=42027
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定価（本体1,400円＋消費税）
B5，104P
ISBN978-4-87788-183-2　#22020

定価（本体1,800円＋消費税）
B5，168P
ISBN978-4-87788-554-0　
#22035

4枚 定価（本体7,200円＋消費税）
ISBN978-4-87788-556-4　#63204　（カラピアノ付）

女声／同声合唱曲集１　
クリスタル・ヴォイス

横山潤子作品集
同声編１

横山潤子作品集
同声編２

小さなルネサンス　－音による自画像－　橋本祥路作品集 同声編

同声合唱アルバム　のはらうた １　
工藤直子作詞／三宅悠太作曲

同声合唱ベスト・
アルバム１

同声合唱ベスト・
アルバム２

定価（本体1,800円＋消費税），A4，72P　
ISBN978-4-87788-825-1　#22047

定価（本体1,200円＋消費税），B5，120P　
ISBN978-4-87788-330-0　#22023

定価（本体1,500円＋消費税），A4，80P　
ISBN978-4-87788-384-3　#22028

２枚 定価（本体5,000円＋消費税）
　ISBN978-4-87788-386-7　#63086

定価（本体1,500円＋消費税），A4，80P　
ISBN978-4-87788-385-0　#22029

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-332-4　
#63065

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-333-1　
#63066

定価（本体1,200円＋消費税），B5，120P　
ISBN978-4-87788-331-7　#22024

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-827-5　#63239

CD
KGO-1170

CD GES-13548　

CD KGO-1055～1056

CD GES-13549

CD
KGO-1087～1090

収録曲  はるがきた(うさぎふたご）／ねがいごと(たんぽぽ
はるか)／おとしもの（かぜみつる）／なみだ のち にじ(あお
ぞらよしあき)／よるのにおい（こぎつねしゅうじ）／いつま
でも（けやきだいさく）／ぼくは ぼく(からすえいぞう)／いま
の「いま」（おおわしひろし）／まいごのひかり(かぜみつる)

収録曲  学校のにんじん／夏がきた／シーラカンスをとりに
いこう／たそがれ／まきがいの海／あひるとカンガルー／ト
ムトムおじさんの綿菓子屋／マングローブ／夕日の向こうに
／台風は考える／空／たいこ／きつね火／野原のこえたち

収録曲  緑のしま馬／おはよう ゆでたまご／くしゃみザ
ウルス／ヒッコリーのおくさん（ト長調）／ようこちゃんが
／風は今／七番目の月／夕べの星が紅に／ほほう！／お
しゃれな気分できれいに歩こう（ニ長調）／南の絵本

収録曲  学校のにんじん／夏休み／お日さま／子ねこ
のいる部屋／わらべうたによる四つのコラージュ Ⅰ ひと
りでさびし／Ⅱ 四方の景色を／Ⅲ ねむらせ唄／Ⅳ かく
れんぼ／くしゃみザウルスJr.／アンナ・マリアちゃん

収録曲  きけ アポロの琴／どじょっこふなっ
こ／こきりこ／刈干切唄／満月の不思議ポロ
ロッカ／若返りの水／手紙／ヘンルーダの
花が咲いたら／ Stabat mater dolorosa 
／ O quam tristis et afflicta ／ドライ 
ボーンズ／峠の我が家　他（全19曲）

収録曲  明日という大空／カリブ 夢の旅／心の中にきらめいて／歌よ ありがとう
〈2012年改訂版〉／翼を抱いて〈2012年改訂版〉／ひろい世界へ／遠い日の歌
（パッヘルベルの「カノン」による）／ブラック パンサー（黒い豹）〈2012年改訂版〉／
満月の不思議ポロロッカ〈2012年改訂版〉／小さな ルネサンス　他（全42曲）

収録曲  おちゃのじかん／夢みるヨット／おはよう ゆでたまご／花の
歌を歌ったら／えがお／花色カメレオン／つる（2006年改訂版）／七
番目の月／雪がふる／ようこちゃんが／スニーカーのワルツ／走れ 若
きランナー／同声合唱とピアノのための四つのクロッキー／同声合唱
とピアノのためのクロッキー 第2集／白い馬
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詩集「のはらうた」の虜となり，感化され，音を
紡ぎ，今日までに９曲の合唱作品が生まれま
した。そして全国各地の子どもたちや先生方，
その他沢山の方 と々のご縁が生まれ，広がり，
今日に至っています。この“つながり”を音楽
でもつくり出せたらどんなに素敵だろう！
―――この曲集に収められた一曲一曲は，そ
んな思いから生まれました。

（三宅悠太）

工藤直子さんの詩集「のはらうた１～５」から生まれた９曲を収録した，待望の同声合唱アルバム

コンクール，演奏会におすすめの人気曲を
２冊に凝縮した同声合唱曲集の決定版！

コンクール，演奏会で
人気の高いレパートリーを集めた曲集

作曲家自身が全オリジナル作品の中から精選した，
想いの詰まった作品集

美しく愛らしい，珠玉の作品集！！

自由曲に選びたい！　同声合唱ベストアルバム シリーズ

横山潤子作品集

同声編23
そのときぼくがそばにいる　
作詞：山本瓔子　作曲：大田桜子（同声3部／12P／3分50秒）
温かさに満ちた、前向きに背中を押すような作品です。

同声編47
祝い唄 三つ、
作曲：横山潤子（同声２部／12P／4分4秒）
民謡を題材とし、掛け声やボディパーカッションを取り入れ
た賑やかな作品です。

同声編51
じめん
作詞：まど・みちお　作曲：鹿谷美緖子（同声３部／16P／4分）
テンポの良い詩にジャズの音が合わせられた清々しい作品
です。

同声編67
いまの「いま」
作詞：工藤直子　作曲：三宅悠太（同声３部／12P／3分53秒）
詩に寄り添った音楽が、さまざまな表情を見せながら展開し
ます。

同声編74
樹形図
作詞：宮本益光　作曲：加藤昌則（同声３部／16P／3分58秒）
躍動感のある颯爽とした作品です。力強いに詞に乗せられ
た、活き活きとしたメロディーが魅力的です。

同声編80
同声合唱とピアノのためのファンタジー　
ポプラの木にかこまれた村で
作詞：山本和子　作曲：相澤直人（同声２部／16P／3分59秒）　
物語性のある詞を軽快なリズムと和音で彩った作品です。

同声編94
はじまりはひとつのことば
作詞：覚　和歌子　作曲：三宅悠太（同声３部／16P／3分51秒）
瑞々しい言葉と音が織りなす爽やかさが特色です。

同声編99
同声三部合唱とピアノのための
バベルの塔
作詞・作曲：なかにしあかね（同声３部／20P／3分36秒）
バベルの塔が建てられていく様子を、歌声で描写するような
壮大な合唱曲です。

同声編100
生まれたよ　ぼく
作詞：谷川俊太郎　作曲：佐井孝彰（同声３部／16P／3分57秒）
和音と言葉のリズムが魅力的で、美しい作品。コンクールは
もちろん、演奏会にも最適です。

同声編105
にじのうた
作詞：工藤直子　作曲：三宅悠太（同声３部／16P／3分56秒）
タイトルの「にじ」を感じるような、色彩豊かな音楽です。

同声編107 （2021年発売予定）
すてきな友よ
作詞：くらたここのみ　作曲：アベタカヒロ（同声3部／16P）
希望に満ちた温かな詩と、つい口ずさみたくなるメロ
ディー。言葉を一つ一つ大切に歌いたい作品です。

同声編108 （2021年発売予定）
いる
作詞：谷川俊太郎　作曲：大熊崇子（同声2部／12P）
メロディーのリズムが印象的な、明るく優しい音楽です。
歌っても聴いても心地よい作品。

ピックアップ　
同声編

コンクール～演奏会

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%90%8C%E5%A3%B0%E5%90%88%E5%94%B1%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0%E3%80%80%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%82%89%E3%81%86%E3%81%9F
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%90%8C%E5%A3%B0%E5%90%88%E5%94%B1%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E6%A8%AA%E5%B1%B1%E6%BD%A4%E5%AD%90%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=22020
https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=&name=%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
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定価（本体1,400円＋消費税）
B5，104P
ISBN978-4-87788-183-2　#22020

定価（本体1,800円＋消費税）
B5，168P
ISBN978-4-87788-554-0　
#22035

4枚 定価（本体7,200円＋消費税）
ISBN978-4-87788-556-4　#63204　（カラピアノ付）

女声／同声合唱曲集１　
クリスタル・ヴォイス

横山潤子作品集
同声編１

横山潤子作品集
同声編２

小さなルネサンス　－音による自画像－　橋本祥路作品集 同声編

同声合唱アルバム　のはらうた １　
工藤直子作詞／三宅悠太作曲

同声合唱ベスト・
アルバム１

同声合唱ベスト・
アルバム２

定価（本体1,800円＋消費税），A4，72P　
ISBN978-4-87788-825-1　#22047

定価（本体1,200円＋消費税），B5，120P　
ISBN978-4-87788-330-0　#22023

定価（本体1,500円＋消費税），A4，80P　
ISBN978-4-87788-384-3　#22028

２枚 定価（本体5,000円＋消費税）
　ISBN978-4-87788-386-7　#63086

定価（本体1,500円＋消費税），A4，80P　
ISBN978-4-87788-385-0　#22029

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-332-4　
#63065

1枚 
定価（本体2,800円＋消費税）
ISBN978-4-87788-333-1　
#63066

定価（本体1,200円＋消費税），B5，120P　
ISBN978-4-87788-331-7　#22024

1枚 定価（本体2,800円＋消費税）　
ISBN978-4-87788-827-5　#63239

CD
KGO-1170

CD GES-13548　

CD KGO-1055～1056

CD GES-13549

CD
KGO-1087～1090

収録曲  はるがきた(うさぎふたご）／ねがいごと(たんぽぽ
はるか)／おとしもの（かぜみつる）／なみだ のち にじ(あお
ぞらよしあき)／よるのにおい（こぎつねしゅうじ）／いつま
でも（けやきだいさく）／ぼくは ぼく(からすえいぞう)／いま
の「いま」（おおわしひろし）／まいごのひかり(かぜみつる)

収録曲  学校のにんじん／夏がきた／シーラカンスをとりに
いこう／たそがれ／まきがいの海／あひるとカンガルー／ト
ムトムおじさんの綿菓子屋／マングローブ／夕日の向こうに
／台風は考える／空／たいこ／きつね火／野原のこえたち

収録曲  緑のしま馬／おはよう ゆでたまご／くしゃみザ
ウルス／ヒッコリーのおくさん（ト長調）／ようこちゃんが
／風は今／七番目の月／夕べの星が紅に／ほほう！／お
しゃれな気分できれいに歩こう（ニ長調）／南の絵本

収録曲  学校のにんじん／夏休み／お日さま／子ねこ
のいる部屋／わらべうたによる四つのコラージュ Ⅰ ひと
りでさびし／Ⅱ 四方の景色を／Ⅲ ねむらせ唄／Ⅳ かく
れんぼ／くしゃみザウルスJr.／アンナ・マリアちゃん

収録曲  きけ アポロの琴／どじょっこふなっ
こ／こきりこ／刈干切唄／満月の不思議ポロ
ロッカ／若返りの水／手紙／ヘンルーダの
花が咲いたら／ Stabat mater dolorosa 
／ O quam tristis et afflicta ／ドライ 
ボーンズ／峠の我が家　他（全19曲）

収録曲  明日という大空／カリブ 夢の旅／心の中にきらめいて／歌よ ありがとう
〈2012年改訂版〉／翼を抱いて〈2012年改訂版〉／ひろい世界へ／遠い日の歌
（パッヘルベルの「カノン」による）／ブラック パンサー（黒い豹）〈2012年改訂版〉／
満月の不思議ポロロッカ〈2012年改訂版〉／小さな ルネサンス　他（全42曲）

収録曲  おちゃのじかん／夢みるヨット／おはよう ゆでたまご／花の
歌を歌ったら／えがお／花色カメレオン／つる（2006年改訂版）／七
番目の月／雪がふる／ようこちゃんが／スニーカーのワルツ／走れ 若
きランナー／同声合唱とピアノのための四つのクロッキー／同声合唱
とピアノのためのクロッキー 第2集／白い馬
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詩集「のはらうた」の虜となり，感化され，音を
紡ぎ，今日までに９曲の合唱作品が生まれま
した。そして全国各地の子どもたちや先生方，
その他沢山の方 と々のご縁が生まれ，広がり，
今日に至っています。この“つながり”を音楽
でもつくり出せたらどんなに素敵だろう！
―――この曲集に収められた一曲一曲は，そ
んな思いから生まれました。

（三宅悠太）

工藤直子さんの詩集「のはらうた１～５」から生まれた９曲を収録した，待望の同声合唱アルバム

コンクール，演奏会におすすめの人気曲を
２冊に凝縮した同声合唱曲集の決定版！

コンクール，演奏会で
人気の高いレパートリーを集めた曲集

作曲家自身が全オリジナル作品の中から精選した，
想いの詰まった作品集

美しく愛らしい，珠玉の作品集！！

自由曲に選びたい！　同声合唱ベストアルバム シリーズ

横山潤子作品集

同声編23
そのときぼくがそばにいる　
作詞：山本瓔子　作曲：大田桜子（同声3部／12P／3分50秒）
温かさに満ちた、前向きに背中を押すような作品です。

同声編47
祝い唄 三つ、
作曲：横山潤子（同声２部／12P／4分4秒）
民謡を題材とし、掛け声やボディパーカッションを取り入れ
た賑やかな作品です。

同声編51
じめん
作詞：まど・みちお　作曲：鹿谷美緖子（同声３部／16P／4分）
テンポの良い詩にジャズの音が合わせられた清々しい作品
です。

同声編67
いまの「いま」
作詞：工藤直子　作曲：三宅悠太（同声３部／12P／3分53秒）
詩に寄り添った音楽が、さまざまな表情を見せながら展開し
ます。

同声編74
樹形図
作詞：宮本益光　作曲：加藤昌則（同声３部／16P／3分58秒）
躍動感のある颯爽とした作品です。力強いに詞に乗せられ
た、活き活きとしたメロディーが魅力的です。

同声編80
同声合唱とピアノのためのファンタジー　
ポプラの木にかこまれた村で
作詞：山本和子　作曲：相澤直人（同声２部／16P／3分59秒）　
物語性のある詞を軽快なリズムと和音で彩った作品です。

同声編94
はじまりはひとつのことば
作詞：覚　和歌子　作曲：三宅悠太（同声３部／16P／3分51秒）
瑞々しい言葉と音が織りなす爽やかさが特色です。

同声編99
同声三部合唱とピアノのための
バベルの塔
作詞・作曲：なかにしあかね（同声３部／20P／3分36秒）
バベルの塔が建てられていく様子を、歌声で描写するような
壮大な合唱曲です。

同声編100
生まれたよ　ぼく
作詞：谷川俊太郎　作曲：佐井孝彰（同声３部／16P／3分57秒）
和音と言葉のリズムが魅力的で、美しい作品。コンクールは
もちろん、演奏会にも最適です。

同声編105
にじのうた
作詞：工藤直子　作曲：三宅悠太（同声３部／16P／3分56秒）
タイトルの「にじ」を感じるような、色彩豊かな音楽です。

同声編107 （2021年発売予定）
すてきな友よ
作詞：くらたここのみ　作曲：アベタカヒロ（同声3部／16P）
希望に満ちた温かな詩と、つい口ずさみたくなるメロ
ディー。言葉を一つ一つ大切に歌いたい作品です。

同声編108 （2021年発売予定）
いる
作詞：谷川俊太郎　作曲：大熊崇子（同声2部／12P）
メロディーのリズムが印象的な、明るく優しい音楽です。
歌っても聴いても心地よい作品。

ピックアップ　
同声編

コンクール～演奏会

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=24&name=
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■オリジナル合唱ピース　各定価（本体600円＋消費税）

曲名 ＃ 頁数 作詞者 作曲者 曲態
参考
演奏
時間

コン
クール

行事・
集会 対応ＣＤ

同声編 2 学校のにんじん 26422 12 さねよし いさ子
つくべ あゆ 補作詞 横山潤子 同２ 3：29 ● 同声合唱ベスト・アルバム１

同声編 4

同声合唱組曲「水・川・湖（うみ）」
Ⅰ 岩清水

26424 20 松前幸子 橋本祥路
同２ 2：29 ●

Ⅱ 川の怒り 同３ 4：26 ●
Ⅲ よみがえれ 湖 同３ 3：54 ●

同声編 7 同声合唱とピアノのための 伝説─淵─ 26427 16 与田準一 飯沼信義 同３ 4：40 ●
THE CHORUS '04 同声編

同声編 9
たそがれ

26429 16
金沢智恵子 荻久保和明 同２ 3：46 ●

マングローブ 島田陽子 明石潤祐 同３ 4：04 ●

同声編 12
生きる

26432 12
山本瓔子 富澤　裕 同２ 2：47 ● スタートライン

メロスのようにひた走れ 西　世紀 大熊崇子 同２ 2：50 ●

同声編 13
大丈夫さ

26433 16
石原一輝 秋間ゆう子 同２ 3：12 ●

Let’s search for Tomorrow 堀　徹 大澤徹訓 同２ 3：13 ●
笑顔 石田　巍 いとう たつこ 同２ 2：43 ●

同声編 14
この歌を贈りたい

26434 12
安西　薫 長谷部匡俊 同２ 3：18 ●

明日へ続くこの道を 若松　歓 若松　歓 同２ 3：17 ●
希望１号線 北爪　努 上柴はじめ 同２ 3：28 ●

同声編 15
サッカー大好き！

26435 12
松井孝夫 松井孝夫 同２ 4：01 ● 松井孝夫ベストセレクションⅡ同声（女声）編

一秒の短いことば 山本瓔子 八木澤教司 同２ 2：40 ●
同声編 16 南向きの窓 26436 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：19 ●
同声編 17 木のように 26437 12 島田陽子 明石潤祐 同３ 3：58 ●

同声編 18
きっと ゴールへ

26438 16
石原一輝 秋間ゆう子 同２ 4：02 ●

THE CHORUS '06 同声編
夏休み

水 スイスイ WATER 長崎水風 上柴はじめ 同２ 3：15 ●
流星群と空と海 西　世紀 鹿谷美緖子 同２ 3：37 ●

同声編 19
夏休み

26439 16
木坂　涼 横山潤子 同２ 3：33 ●

桜の下で 若松　歓 若松　歓 同２ 3：09 ●
同声編 20 マホウツカイの日々 26440 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：55 ●

同声編 21
となりあわせの

26441 16
山本瓔子 富澤　裕 同２ 3：59 ●

光と影 いちかわ ゆうぞう 石桁冬樹 同２ 3：56 ●
同声編 22 キリン 26442 8 柏木恵美子 加賀清孝 同２ 3：13 ●

THE CHORUS '07 同声編
さよなら あした

同声編 23 そのときぼくがそばにいる 26443 12 山本瓔子 大田桜子 同３ 3：50 ●

同声編 24
たからものはなあに

26444 16
松任谷正夫 松井孝夫 同２ 3：47 ●

バースデー カード 筒井雅子 筒井雅子 同3 4：21 ●

同声編 25
お日さま

26445 16
スティーヴンスン
吉田映子 訳詞 横山潤子 同３ 3：54 ●

小さくても大きい 片岡　輝 大熊崇子 同２ 2：35 ●

同声編 26
風のあとから

26446 16
富澤　裕 富澤　裕 同３ 3：52 ●

さよなら あした 水内喜久雄 谷川賢作 同２ 3：11 ●
同声編 27 名前は祈り 26447 12 毛里　武 山本純ノ介 同２ 3：56 ●
同声編 28 100月の100日に 26448 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：53 ●
同声編 29 小さな ルネサンス 26449 16 花岡　恵 橋本祥路 同３ 3：50 ●
同声編 30 きっと・・ 26450 12 フルリーナ 富澤　裕 同３ 3：34 ●

THE CHORUS ’08 同声編
ちょっぴり勇気

同声編 31 ゆかしたぐらしの ねずみのおはなし 26451 12 ルイス・キャロル 
吉田映子 訳詞 横山潤子 同３ 4：00 ●

同声編 32

藤富保男の詩「一連の自動詩の活用」による 
童声とピアノのための 五つの小景
Ⅰ〈あ〉

26452 24 藤富保男 飯沼信義 同３

1：37

●Ⅱ〈い〉 1：28
Ⅲ〈う〉 1：44
Ⅳ〈え〉 1：02
Ⅴ〈お〉 1：03

同声編 33
ちょっぴり勇気

26453 16
山本瓔子 八木澤教司 同２ 2：09 ●

たんぽぽ 星野富弘 筒井雅子 同２ 1：59 ●
まほうのじゅもん 遠山歌乙 森元奨六 同２ 3：50 ●

同声編 34
きみとまた会える日まで

26454 16
若松　歓 若松　歓 同２ 3：28 ●

キモチ 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：13 ●

同声編 35
人

26455 16
清水思歩 石桁冬樹 同３ 3：49 ●

木の影 岸田衿子 大熊崇子 同３ 3：51 ●

同声編 36

同声（女声）合唱とパーカッションのための4つの舞曲
１．シチリアーノ 

26456 20 木下牧子
同３ 1：48

●２．パストラル 同２ 1：32
３．メヌエット 同３ 2：32
４．タランテラ 同３ 1：50

同声編 37
ありがとう ありがとう

26457 12
喜多形寛丈 喜多形寛丈 同２ 2：44 ●

THE CHORUS '09 同声編 
おりたたみせんせい

最後の一歩 最初の一歩 桑原永江 若松　歓 同２ 4：24 ●
同声編 38 みんなが集まれば！ 26458 8 遠山歌乙 森元奨六 同２ 4：14 ●
同声編 39 たったひとつの青い星 26459 12 フルリーナ 富澤　裕 同２ 3：55 ●
同声編 40 あ．ん（ことばあそびうた 五十一音） 26460 8 県多乃梨子 黒澤吉徳 同３ 3：38 ●
同声編 41 花 26461 12 村野四郎 加藤昌則 同３ 3：44 ●
同声編 42 鳥よ 26462 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：27 ●
同声編 43 消える 26463 16 金沢智恵子 鹿谷美緖子 同３ 3：55 ●
同声編 44 ひそやかな はじまり 26464 12 金沢智恵子 橋本祥路 同３ 3：56 ●
同声編 45 おりたたみせんせい 26465 16 ねじめ正一 横山潤子 同３ 3：58 ●
同声編 46 風と葦 26466 12 佐々木淑子 富澤　裕 同３ 3：50 ●

THE CHORUS '10 同声編 
じめん同声編 47 祝い唄 三つ， 26467 12 横山潤子 同２ 4：04 ●

同声編 48 記念碑 26468 12 山本瓔子 加藤昌則 同３ 4：04 ●

曲名 ＃ 頁数 作詞者 作曲者 曲態
参考
演奏
時間

コン
クール

行事・
集会 対応ＣＤ

同声編 49 だいじにしなくちゃね 26469 12 春畑セロリ 春畑セロリ 同２ 4：08 ●

THE CHORUS '10 同声編 
じめん

同声編 50 ときどきどきどき 26470 12 西　世紀 石桁冬樹 同４ 3：50 ●
同声編 51 じめん 26471 16 まど・みちお 鹿谷美緖子 同３ 4：00 ●

同声編 52
Ave Maria

26472 12
ジュリオ・カッチーニ
橋本祥路（編曲） 同３ 3：44 ●

きみの色はカラフル 長井理佳 加賀清孝 同２ 2：40 ●
同声編 53 かけがえのないこと 26473 8 若松　歓 若松　歓 同２ 3：58 ●

THE CHORUS ’11 同声編 
ともだちポゴ・ニッチ

同声編 54
歌を歌うためには

26474 16
喜多形寛丈 喜多形寛丈 同２ 2：52 ●

たんぽぽの詩 まはる 八木澤教司 同２ 4：35 ●
あすという日が 山本瓔子 八木澤教司 同２ 3：38 ●

同声編 55 ともだちポゴ・ニッチ 26475 12 春畑セロリ 春畑セロリ 同３ 4：34 ●
同声編 56 合言葉 26476 12 山本瓔子 山内雅弘 同３ 3：48 ●
同声編 57 歩いてゆこう 26477 16 たかはしけいすけ 加藤昌則 同３ 3：56 ●
同声編 58 明るい空の下で 26478 12 新川和江 鈴木輝昭 同２ 3：06 ●
同声編 59 ひみつ －無伴奏同声合唱のための－ 26479 8 谷川俊太郎 大熊崇子 同３ 3：38 ●

同声編 60
心の中に

26480 12
深田じゅんこ 横山裕美子 同２ 2：52 ●

THE CHORUS '12 同声編 
キャプテン・ロンリーハート

青空に深呼吸 栂野知子 栂野知子 同２ 2：50 ●
同声編 61 キャプテン・ロンリーハート 26481 12 里乃塚玲央 春畑セロリ 同２ 3：46 ●
同声編 62 みえない時計 26482 12 神沢利子 大熊崇子 同２ 3：35 ●
同声編 63 それだけでいい 26483 12 杉　みき子 富澤　裕 同３ 3：14 ●
同声編 64 雑木林が さけんでる 26484 12 山本瓔子 山内雅弘 同３ 4：00 ●
同声編 65 旅ゆく鳥 ～夢とはあと～ 26485 16 竹久夢二 加藤昌則 同３ 3：50 ●
同声編 66 わらべうた 三つ，～ジョロ ジョロ ハイ！～ 26486 16 横山潤子 同３ 3：50 ●
同声編 67 いまの「いま」 26487 12 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：53 ●

THE CHORUS '13 同声編 
くらげダンス 

同声編 68 わらべうた 三つ，～ホラホラほうらい豆～ 26488 16 横山潤子 同３ 3：58 ●

同声編 69
地球は歌うよ

26489 16
みなづきみのり 大田桜子 同２ 2：58 ●

またね，またね 宮本益光 加藤昌則 同２ 4：12 ●

同声編 70
ずっと友だちでいようね！

26490 16
上柴はじめ 上柴はじめ 同２ 3：29 ●

まるい地球 山崎朋子 山崎朋子 同２ 4：13 ●

同声編 71
小さな花

26491 16
筒井雅子 筒井雅子 同２ 2：59 ●

元気 勇気 ちから エイミー・カワウチ 北方寛丈 同２ 2：52 ●

同声編 72
くらげダンス

26492 12
高木あきこ 横山潤子 同２ 2：46 ●

ゲンキをあげる 里乃塚玲央 春畑セロリ 同２ 3：41 ●
同声編 73 オン・ジ・アース 26493 12 山本瓔子 山内雅弘 同３ 4：02 ●
同声編 74 樹形図 26494 16 宮本益光 加藤昌則 同3 3：58 ●
同声編 75 まいごのひかり 26495 12 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：48 ●

THE CHORUS '14 同声編 
ビクトリー

同声編 76 ポトリオフォルパック 26496 12 山本和子 横山裕美子 同２ 3：27 ●

同声編 77
ビクトリー

26497 16
里乃塚玲央 横山裕美子 同２ 3：07 ●

きみは友だち ずっと友だち 桑原永江 北方寛丈 同２ 2：52 ●

同声編 78
花咲く時をこえて

26498 12
山本瓔子 大田桜子 同２ 3：49 ●

ソーラン幻想 北海道民謡 鹿谷美緖子 同４ 3：49 ●

同声編 79
なべだろう なべかしら

26499 16
髙平哲郎 上柴はじめ 同２ 3：50 ●

雨の樹のドラゴン 山本和子 春畑セロリ 同２ 4：40 ●

同声編 80 同声合唱とピアノのためのファンタジー
ポプラの木にかこまれた村で 26700 16 山本和子 相澤直人 同２ 3：59 ●

同声編 81 ヨイショ 26701 16 小澤アイ子 加藤昌則 同３ 3：59 ●
同声編 82 ジャングルのレストラン 26702 12 山本和子 春畑セロリ 同３ 3：50 ●

THE CHORUS '15 同声編 
ジャングルのレストラン

同声編 83 なくしたもの 26703 16 たかはしけいすけ 加藤昌則 同３ 3：56 ●

同声編 84
きみの空 きみの虹

26704 16
まはる 松井孝夫 同２ 3：57 ●

木 まど・みちお 鹿谷美緖子 同２ 3：54 ●

同声編 85
みんなのたいよう

26705 16
北方寛丈 北方寛丈 同２ 2：48 ●

同声合唱または同声アンサンブルのための日本の情景
一人来な 二人来な 長谷部匡俊 同３ 3：49 ●

同声編 86 しあわせ 26706 16 高田敏子 加藤昌則 同２ 3：49 ●
同声編 87 うち 知ってんねん 26707 12 島田陽子 アベタカヒロ 同３ 3：06 ●

音楽配信
※ご利用方法については
　裏表紙をご覧ください。

同声編 88 だって，ねこがひざで 26708 12 高木あきこ 横山潤子 同３ 3：52 ●
同声編 89 ティティンの笛 26709 12 山本和子 春畑セロリ 同２ 3：53 ●

同声編 90
まっすぐに

26710 12
桑原永江 アベタカヒロ 同２ 3：26 ●

ずっと…！ 若松　歓 若松　歓 同２ 3：22 ●

同声編 91
僕はここにいる

26711 12
弓削田健介 弓削田健介 同２ 3：28 ●

みんなを好きに 金子みすゞ 佐井孝彰 同２ 3：32 ●
同声編 92 同声合唱とピアノのための 歌え地球の子供たち 26712 16 みなづきみのり 相澤直人 同３ 4：05 ●
同声編 93 こころに つぼみが 26713 12 杉本深由起 佐井孝彰 同３ 3：48 ●
同声編 94 はじまりはひとつのことば 26714 16 覚　和歌子 三宅悠太 同３ 3：51 ●
同声編 95 なみだ のち にじ 26715 16 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：35 ●
同声編 96 PRIDE（プライド）　※振り付け入り 26716 12 若松　歓 若松　歓 同２ 3：42 ●
同声編 97 山神 26717 12 山本和子 春畑セロリ 同２ 4：01 ●

同声編 98
けろりと

26718 12
きむらえいり 相澤直人 同２ 2：51 ●

君がヒーロー 山崎朋子 山崎朋子 同２ 3：02 ●
同声編 99 同声三部合唱とピアノのための バベルの塔 26719 20 なかにしあかね なかにしあかね 同３ 3：36 ●
同声編 100 生まれたよ ぼく 26720 16 谷川俊太郎 佐井孝彰 同３ 3：57 ●
同声編 101 木 －同声合唱とピアノのための－ 26721 12 まど・みちお 三宅悠太 同３ 3：50 ●
同声編 102 さよなら！夏 26722 8 若松　歓 若松　歓 同２ 3：50 ●
同声編 103 風の腕 26723 12 山本和子 春畑セロリ 同２ 3：36 ●
同声編 104 晴天 26724 16 高階杞一 山下祐加 同３ 3：26 ●
同声編 105 にじのうた 26725 16 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：56 ●

同声編 106
いい日にしようね

26726 8
石原一輝 木原健太郎 同2 2:20 ●

勇気の鍵 石原一輝 木原健太郎 同2 2:17 ●
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■オリジナル合唱ピース　各定価（本体600円＋消費税）

曲名 ＃ 頁数 作詞者 作曲者 曲態
参考
演奏
時間

コン
クール

行事・
集会 対応ＣＤ

同声編 2 学校のにんじん 26422 12 さねよし いさ子
つくべ あゆ 補作詞 横山潤子 同２ 3：29 ● 同声合唱ベスト・アルバム１

同声編 4

同声合唱組曲「水・川・湖（うみ）」
Ⅰ 岩清水

26424 20 松前幸子 橋本祥路
同２ 2：29 ●

Ⅱ 川の怒り 同３ 4：26 ●
Ⅲ よみがえれ 湖 同３ 3：54 ●

同声編 7 同声合唱とピアノのための 伝説─淵─ 26427 16 与田準一 飯沼信義 同３ 4：40 ●
THE CHORUS '04 同声編

同声編 9
たそがれ

26429 16
金沢智恵子 荻久保和明 同２ 3：46 ●

マングローブ 島田陽子 明石潤祐 同３ 4：04 ●

同声編 12
生きる

26432 12
山本瓔子 富澤　裕 同２ 2：47 ● スタートライン

メロスのようにひた走れ 西　世紀 大熊崇子 同２ 2：50 ●

同声編 13
大丈夫さ

26433 16
石原一輝 秋間ゆう子 同２ 3：12 ●

Let’s search for Tomorrow 堀　徹 大澤徹訓 同２ 3：13 ●
笑顔 石田　巍 いとう たつこ 同２ 2：43 ●

同声編 14
この歌を贈りたい

26434 12
安西　薫 長谷部匡俊 同２ 3：18 ●

明日へ続くこの道を 若松　歓 若松　歓 同２ 3：17 ●
希望１号線 北爪　努 上柴はじめ 同２ 3：28 ●

同声編 15
サッカー大好き！

26435 12
松井孝夫 松井孝夫 同２ 4：01 ● 松井孝夫ベストセレクションⅡ同声（女声）編

一秒の短いことば 山本瓔子 八木澤教司 同２ 2：40 ●
同声編 16 南向きの窓 26436 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：19 ●
同声編 17 木のように 26437 12 島田陽子 明石潤祐 同３ 3：58 ●

同声編 18
きっと ゴールへ

26438 16
石原一輝 秋間ゆう子 同２ 4：02 ●

THE CHORUS '06 同声編
夏休み

水 スイスイ WATER 長崎水風 上柴はじめ 同２ 3：15 ●
流星群と空と海 西　世紀 鹿谷美緖子 同２ 3：37 ●

同声編 19
夏休み

26439 16
木坂　涼 横山潤子 同２ 3：33 ●

桜の下で 若松　歓 若松　歓 同２ 3：09 ●
同声編 20 マホウツカイの日々 26440 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：55 ●

同声編 21
となりあわせの

26441 16
山本瓔子 富澤　裕 同２ 3：59 ●

光と影 いちかわ ゆうぞう 石桁冬樹 同２ 3：56 ●
同声編 22 キリン 26442 8 柏木恵美子 加賀清孝 同２ 3：13 ●

THE CHORUS '07 同声編
さよなら あした

同声編 23 そのときぼくがそばにいる 26443 12 山本瓔子 大田桜子 同３ 3：50 ●

同声編 24
たからものはなあに

26444 16
松任谷正夫 松井孝夫 同２ 3：47 ●

バースデー カード 筒井雅子 筒井雅子 同3 4：21 ●

同声編 25
お日さま

26445 16
スティーヴンスン
吉田映子 訳詞 横山潤子 同３ 3：54 ●

小さくても大きい 片岡　輝 大熊崇子 同２ 2：35 ●

同声編 26
風のあとから

26446 16
富澤　裕 富澤　裕 同３ 3：52 ●

さよなら あした 水内喜久雄 谷川賢作 同２ 3：11 ●
同声編 27 名前は祈り 26447 12 毛里　武 山本純ノ介 同２ 3：56 ●
同声編 28 100月の100日に 26448 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：53 ●
同声編 29 小さな ルネサンス 26449 16 花岡　恵 橋本祥路 同３ 3：50 ●
同声編 30 きっと・・ 26450 12 フルリーナ 富澤　裕 同３ 3：34 ●

THE CHORUS ’08 同声編
ちょっぴり勇気

同声編 31 ゆかしたぐらしの ねずみのおはなし 26451 12 ルイス・キャロル 
吉田映子 訳詞 横山潤子 同３ 4：00 ●

同声編 32

藤富保男の詩「一連の自動詩の活用」による 
童声とピアノのための 五つの小景
Ⅰ〈あ〉

26452 24 藤富保男 飯沼信義 同３

1：37

●Ⅱ〈い〉 1：28
Ⅲ〈う〉 1：44
Ⅳ〈え〉 1：02
Ⅴ〈お〉 1：03

同声編 33
ちょっぴり勇気

26453 16
山本瓔子 八木澤教司 同２ 2：09 ●

たんぽぽ 星野富弘 筒井雅子 同２ 1：59 ●
まほうのじゅもん 遠山歌乙 森元奨六 同２ 3：50 ●

同声編 34
きみとまた会える日まで

26454 16
若松　歓 若松　歓 同２ 3：28 ●

キモチ 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：13 ●

同声編 35
人

26455 16
清水思歩 石桁冬樹 同３ 3：49 ●

木の影 岸田衿子 大熊崇子 同３ 3：51 ●

同声編 36

同声（女声）合唱とパーカッションのための4つの舞曲
１．シチリアーノ 

26456 20 木下牧子
同３ 1：48

●２．パストラル 同２ 1：32
３．メヌエット 同３ 2：32
４．タランテラ 同３ 1：50

同声編 37
ありがとう ありがとう

26457 12
喜多形寛丈 喜多形寛丈 同２ 2：44 ●

THE CHORUS '09 同声編 
おりたたみせんせい

最後の一歩 最初の一歩 桑原永江 若松　歓 同２ 4：24 ●
同声編 38 みんなが集まれば！ 26458 8 遠山歌乙 森元奨六 同２ 4：14 ●
同声編 39 たったひとつの青い星 26459 12 フルリーナ 富澤　裕 同２ 3：55 ●
同声編 40 あ．ん（ことばあそびうた 五十一音） 26460 8 県多乃梨子 黒澤吉徳 同３ 3：38 ●
同声編 41 花 26461 12 村野四郎 加藤昌則 同３ 3：44 ●
同声編 42 鳥よ 26462 12 県多乃梨子 横山裕美子 同３ 3：27 ●
同声編 43 消える 26463 16 金沢智恵子 鹿谷美緖子 同３ 3：55 ●
同声編 44 ひそやかな はじまり 26464 12 金沢智恵子 橋本祥路 同３ 3：56 ●
同声編 45 おりたたみせんせい 26465 16 ねじめ正一 横山潤子 同３ 3：58 ●
同声編 46 風と葦 26466 12 佐々木淑子 富澤　裕 同３ 3：50 ●

THE CHORUS '10 同声編 
じめん同声編 47 祝い唄 三つ， 26467 12 横山潤子 同２ 4：04 ●

同声編 48 記念碑 26468 12 山本瓔子 加藤昌則 同３ 4：04 ●

曲名 ＃ 頁数 作詞者 作曲者 曲態
参考
演奏
時間

コン
クール

行事・
集会 対応ＣＤ

同声編 49 だいじにしなくちゃね 26469 12 春畑セロリ 春畑セロリ 同２ 4：08 ●

THE CHORUS '10 同声編 
じめん

同声編 50 ときどきどきどき 26470 12 西　世紀 石桁冬樹 同４ 3：50 ●
同声編 51 じめん 26471 16 まど・みちお 鹿谷美緖子 同３ 4：00 ●

同声編 52
Ave Maria

26472 12
ジュリオ・カッチーニ
橋本祥路（編曲） 同３ 3：44 ●

きみの色はカラフル 長井理佳 加賀清孝 同２ 2：40 ●
同声編 53 かけがえのないこと 26473 8 若松　歓 若松　歓 同２ 3：58 ●

THE CHORUS ’11 同声編 
ともだちポゴ・ニッチ

同声編 54
歌を歌うためには

26474 16
喜多形寛丈 喜多形寛丈 同２ 2：52 ●

たんぽぽの詩 まはる 八木澤教司 同２ 4：35 ●
あすという日が 山本瓔子 八木澤教司 同２ 3：38 ●

同声編 55 ともだちポゴ・ニッチ 26475 12 春畑セロリ 春畑セロリ 同３ 4：34 ●
同声編 56 合言葉 26476 12 山本瓔子 山内雅弘 同３ 3：48 ●
同声編 57 歩いてゆこう 26477 16 たかはしけいすけ 加藤昌則 同３ 3：56 ●
同声編 58 明るい空の下で 26478 12 新川和江 鈴木輝昭 同２ 3：06 ●
同声編 59 ひみつ －無伴奏同声合唱のための－ 26479 8 谷川俊太郎 大熊崇子 同３ 3：38 ●

同声編 60
心の中に

26480 12
深田じゅんこ 横山裕美子 同２ 2：52 ●

THE CHORUS '12 同声編 
キャプテン・ロンリーハート

青空に深呼吸 栂野知子 栂野知子 同２ 2：50 ●
同声編 61 キャプテン・ロンリーハート 26481 12 里乃塚玲央 春畑セロリ 同２ 3：46 ●
同声編 62 みえない時計 26482 12 神沢利子 大熊崇子 同２ 3：35 ●
同声編 63 それだけでいい 26483 12 杉　みき子 富澤　裕 同３ 3：14 ●
同声編 64 雑木林が さけんでる 26484 12 山本瓔子 山内雅弘 同３ 4：00 ●
同声編 65 旅ゆく鳥 ～夢とはあと～ 26485 16 竹久夢二 加藤昌則 同３ 3：50 ●
同声編 66 わらべうた 三つ，～ジョロ ジョロ ハイ！～ 26486 16 横山潤子 同３ 3：50 ●
同声編 67 いまの「いま」 26487 12 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：53 ●

THE CHORUS '13 同声編 
くらげダンス 

同声編 68 わらべうた 三つ，～ホラホラほうらい豆～ 26488 16 横山潤子 同３ 3：58 ●

同声編 69
地球は歌うよ

26489 16
みなづきみのり 大田桜子 同２ 2：58 ●

またね，またね 宮本益光 加藤昌則 同２ 4：12 ●

同声編 70
ずっと友だちでいようね！

26490 16
上柴はじめ 上柴はじめ 同２ 3：29 ●

まるい地球 山崎朋子 山崎朋子 同２ 4：13 ●

同声編 71
小さな花

26491 16
筒井雅子 筒井雅子 同２ 2：59 ●

元気 勇気 ちから エイミー・カワウチ 北方寛丈 同２ 2：52 ●

同声編 72
くらげダンス

26492 12
高木あきこ 横山潤子 同２ 2：46 ●

ゲンキをあげる 里乃塚玲央 春畑セロリ 同２ 3：41 ●
同声編 73 オン・ジ・アース 26493 12 山本瓔子 山内雅弘 同３ 4：02 ●
同声編 74 樹形図 26494 16 宮本益光 加藤昌則 同3 3：58 ●
同声編 75 まいごのひかり 26495 12 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：48 ●

THE CHORUS '14 同声編 
ビクトリー

同声編 76 ポトリオフォルパック 26496 12 山本和子 横山裕美子 同２ 3：27 ●

同声編 77
ビクトリー

26497 16
里乃塚玲央 横山裕美子 同２ 3：07 ●

きみは友だち ずっと友だち 桑原永江 北方寛丈 同２ 2：52 ●

同声編 78
花咲く時をこえて

26498 12
山本瓔子 大田桜子 同２ 3：49 ●

ソーラン幻想 北海道民謡 鹿谷美緖子 同４ 3：49 ●

同声編 79
なべだろう なべかしら

26499 16
髙平哲郎 上柴はじめ 同２ 3：50 ●

雨の樹のドラゴン 山本和子 春畑セロリ 同２ 4：40 ●

同声編 80 同声合唱とピアノのためのファンタジー
ポプラの木にかこまれた村で 26700 16 山本和子 相澤直人 同２ 3：59 ●

同声編 81 ヨイショ 26701 16 小澤アイ子 加藤昌則 同３ 3：59 ●
同声編 82 ジャングルのレストラン 26702 12 山本和子 春畑セロリ 同３ 3：50 ●

THE CHORUS '15 同声編 
ジャングルのレストラン

同声編 83 なくしたもの 26703 16 たかはしけいすけ 加藤昌則 同３ 3：56 ●

同声編 84
きみの空 きみの虹

26704 16
まはる 松井孝夫 同２ 3：57 ●

木 まど・みちお 鹿谷美緖子 同２ 3：54 ●

同声編 85
みんなのたいよう

26705 16
北方寛丈 北方寛丈 同２ 2：48 ●

同声合唱または同声アンサンブルのための日本の情景
一人来な 二人来な 長谷部匡俊 同３ 3：49 ●

同声編 86 しあわせ 26706 16 高田敏子 加藤昌則 同２ 3：49 ●
同声編 87 うち 知ってんねん 26707 12 島田陽子 アベタカヒロ 同３ 3：06 ●

音楽配信
※ご利用方法については
　裏表紙をご覧ください。

同声編 88 だって，ねこがひざで 26708 12 高木あきこ 横山潤子 同３ 3：52 ●
同声編 89 ティティンの笛 26709 12 山本和子 春畑セロリ 同２ 3：53 ●

同声編 90
まっすぐに

26710 12
桑原永江 アベタカヒロ 同２ 3：26 ●

ずっと…！ 若松　歓 若松　歓 同２ 3：22 ●

同声編 91
僕はここにいる

26711 12
弓削田健介 弓削田健介 同２ 3：28 ●

みんなを好きに 金子みすゞ 佐井孝彰 同２ 3：32 ●
同声編 92 同声合唱とピアノのための 歌え地球の子供たち 26712 16 みなづきみのり 相澤直人 同３ 4：05 ●
同声編 93 こころに つぼみが 26713 12 杉本深由起 佐井孝彰 同３ 3：48 ●
同声編 94 はじまりはひとつのことば 26714 16 覚　和歌子 三宅悠太 同３ 3：51 ●
同声編 95 なみだ のち にじ 26715 16 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：35 ●
同声編 96 PRIDE（プライド）　※振り付け入り 26716 12 若松　歓 若松　歓 同２ 3：42 ●
同声編 97 山神 26717 12 山本和子 春畑セロリ 同２ 4：01 ●

同声編 98
けろりと

26718 12
きむらえいり 相澤直人 同２ 2：51 ●

君がヒーロー 山崎朋子 山崎朋子 同２ 3：02 ●
同声編 99 同声三部合唱とピアノのための バベルの塔 26719 20 なかにしあかね なかにしあかね 同３ 3：36 ●
同声編 100 生まれたよ ぼく 26720 16 谷川俊太郎 佐井孝彰 同３ 3：57 ●
同声編 101 木 －同声合唱とピアノのための－ 26721 12 まど・みちお 三宅悠太 同３ 3：50 ●
同声編 102 さよなら！夏 26722 8 若松　歓 若松　歓 同２ 3：50 ●
同声編 103 風の腕 26723 12 山本和子 春畑セロリ 同２ 3：36 ●
同声編 104 晴天 26724 16 高階杞一 山下祐加 同３ 3：26 ●
同声編 105 にじのうた 26725 16 工藤直子 三宅悠太 同３ 3：56 ●

同声編 106
いい日にしようね

26726 8
石原一輝 木原健太郎 同2 2:20 ●

勇気の鍵 石原一輝 木原健太郎 同2 2:17 ●
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■教科書指導資料／鑑賞参考教材ソフト
商品名／番号　ISBN 種別 内容

指導者用  デジタル教科書（教材） 
小学生の音楽１～６

教科書使用期間版　各学年（本体60,000円＋消費税）
※上記価格は2021年１月出荷分より適用されます。

１年間版　各学年（本体20,000円＋消費税）

※校内フリーライセンス：同一の校内であれば，学校で管理している複
数のパソコンにインストールして使用することができます。
教科書使用期間版KGF-92147～92152
1年間版KGF-92153～92158

DVD-ROM

◯ 令和２年度から使用される小学校教科書に対応した，コンピュータソフ
トです。

◯ 指導者が，プロジェクターや電子黒板などの大型提示装置に映し出して
使用します。

◯ 音源や動画などさまざまなコンテンツが収録されており，指導に役立て
ることができます。

　模範演奏音源／伴奏音源／歌詞画面／朗読／譜例の再生／動画／補
足資料など

◯ 「学習者用デジタル教科書」の機能も使用できます。

<動作環境>
Windows PC（Windows 8.1/10），iPad（iOS 12/iPadOS 13以降），
Chromebook（Google Chrome OS）
※最新の情報は，ウェブサイトにてご確認ください。
https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

学習者用  デジタル教科書 
小学生の音楽 1～ 6 

１年間版（※購入年度末までの使用）
１人１ライセンス（※使用するユーザーごとにライセンスが必要です）
各学年（本体900円＋消費税）
KGF-92159～92165

DVD-ROM

◯ 令和２年度から使用される小学校教科書に対応した，学習者用デジタル
教科書です。教育課程の一部において，必要に応じて，通常の紙の教科
書に代えて使用できます。

◯ 児童一人一人が，学習者用コンピュータ（タブレット端末など）で使用し
ます。

◯ 画面の拡大・縮小，書き込み機能のほか，特別な配慮を必要とする児童
にとって役立つ機械音声読み上げ機能，白黒反転表示機能，総ルビ機能
が使用できます。

※「学習者用デジタル教科書」には，音源や動画などのコンテンツは含まれ
ておりません。

<動作環境>
Windows PC（Windows 8.1/10），iPad（iOS 12/iPadOS 13以降），
Chromebook（Google Chrome OS）
※最新の情報は，ウェブサイトにてご確認ください。
https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

Music Edutainment Application
楽譜が読めるようになる！Vol.1 
～リズムトレーニング～

シングルライセンス 
（本体 18,000円＋消費税）
１台のパソコンにインストールして使用することができます。
KGF-92137

※学校内すべての児童・生徒のPC（タブレット含む）にインストールさ
れる場合については，弊社販売代理店にご相談ください。

DVD-ROM

○ 授業の常時活動に役立つ，「読譜」の学習ができるデジタル教材です。
○ 指導者が，モニターなどに大きく映して使用することを想定しています
が，タブレット端末等での個別学習にも対応します。

○ 「ビートトレーニング」と「リズムリーディング」の2つのモードを繰り返す
ことで，楽譜（リズム譜）が読めるようになります。

○ 「リズムアンサンブル」の練習ができるモードも搭載。
○ 動作環境：Windows 8.1／Windows10 対応。
○ 解説書付き。

小学生の音楽鑑賞・表現DVD

全９巻　各定価（本体17,000円＋消費税）

NBS-771～779 

DVD

◯ 教科書掲載の全ての学習項目を網羅
◯ 「音楽づくり」の項目を初映像化（子供たちに指導するシーンを映像化）。
◯ 新規映像、新編集映像を多数収録。
◯ 使い勝手の良さを追求（DVDの目次に教科書掲載ページを表記）。 
Vol.1：1年鑑賞･表現／Vol.2：2年鑑賞･表現／Vol.3：3年鑑賞･表現／ 
Vol.4：4年鑑賞･表現／Vol.5：4年鑑賞･表現②／Vol.6：5年鑑賞･表現①／ 
Vol.7：5年鑑賞･表現②／ Vol.8：6年鑑賞･表現①／Vol.9：6年鑑賞･表現②

橋本祥路～合唱の楽しさを伝える～
〈小学校版〉

1枚 102分 定価（本体3,800円＋消費税）
KGF-92044
ISBN978-4-87788-429-1

DVD

○ 作曲家本人による「歌の心・言葉の心」の指導を映像化。
○ 企画・監修：渡瀬昌治
○ 自作曲（編曲含む） 合唱指導（3曲）： 
明日という大空／翼を抱いて／童神～天の子守唄～

○ 出演校 モデル演奏（3曲）： 
思い出のメロディー／ひろい世界へ／歌よ ありがとう

■教芸発行歌集・曲集準拠ＣＤ
品名 カラ 

ピアノ

6訂版 歌はともだち 上巻 
4枚組　定価（本体9,000円＋消費税）
GES-15602～15605
ISBN978-4-87788-960-9

6訂版 歌はともだち 下巻 
4枚組　定価（本体9,000円＋消費税）
GES-15606～15609
ISBN978-4-87788-961-6

歌のとびら 1・2
2枚組 定価（本体5,000円＋消費税）
GES-12272～12273
ISBN978-4-87788-259-4

歌のとびら 3
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-13964
ISBN978-4-87788-380-5

歌のとびら 4
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-14836
ISBN978-4-87788-591-5

歌のとびら 5
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-15279
ISBN978-4-87788-780-3

翼を抱いて
4枚組 定価（本体9,048円＋消費税）
GES-13232～13235
ISBN978-4-87788-298-3

●

同声合唱ベスト・アルバム 1
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-13548
ISBN978-4-87788-332-4

同声合唱ベスト・アルバム 2
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-13549
ISBN978-4-87788-333-1

同声合唱曲集　卒業式のうた1
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1101
ISBN978-4-87788-575-5

同声合唱曲集　卒業式のうた2
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1109
ISBN978-4-87788-589-2

同声合唱曲集　卒業式のうた3
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1123
ISBN978-4-87788-625-7

品名 カラ 
ピアノ

New Song ライブラリー2012［同声編］
小学生のためのクラス合唱新曲集
あすという日が
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-14706
ISBN978-4-87788-573-1

New Song ライブラリー［同声編②］
小学生のためのクラス合唱新曲集 
永遠のキャンバス
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-15086
ISBN978-4-87788-704-9

New Song ライブラリー［同声編③］
小学生のためのクラス合唱新曲集 
歌え地球の子供たち
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-15324
ISBN978-4-87788-793-3

New Song ライブラリー［同声編④］
小学生のためのクラス合唱新曲集
僕はアスリート
１枚　定価（2,800円＋消費税）
GES-15507
ISBN978-4-87788-843-5

松井孝夫ベストセレクション
同声（女声）編
2枚組 定価（本体3,800円＋消費税）
EFCD4064～4065

●

松井孝夫ベストセレクションⅡ
同声（女声）編
2枚組 定価（本体3,800円＋消費税）
EFCD4147～4148

●

山崎朋子 Original Songs　
同声編
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1084
ISBN978-4-87788-493-2

山崎朋子 Original Songs 
同声編　Vol.２
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1167
ISBN978-4-87788-826-8

富澤 裕 作曲・編曲による作品集
スタートライン
1枚 定価（本体2,500円＋消費税）
NKCD-6383
ISBN978-4-87788-352-2

●
（一部）

富澤 裕 作曲・編曲による作品集2 
A good day
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-14705
ISBN978-4-87788-570-0

●
（一部）

横山潤子作品集 同声編1・2
2枚組 定価（本体5,000円＋消費税）
KGO-1055～1056
ISBN978-4-87788-386-7

●

地球の詩 三浦真理作品集
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1077
ISBN978-4-87788-438-3

https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/teachers/
https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/teachers/
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1071
https://www.jvcmusic.co.jp/shouonkan2020/
https://store.kyogei.co.jp/products/detail/938
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■教科書指導資料／鑑賞参考教材ソフト
商品名／番号　ISBN 種別 内容

指導者用  デジタル教科書（教材） 
小学生の音楽１～６

教科書使用期間版　各学年（本体60,000円＋消費税）
※上記価格は2021年１月出荷分より適用されます。

１年間版　各学年（本体20,000円＋消費税）

※校内フリーライセンス：同一の校内であれば，学校で管理している複
数のパソコンにインストールして使用することができます。
教科書使用期間版KGF-92147～92152
1年間版KGF-92153～92158

DVD-ROM

◯ 令和２年度から使用される小学校教科書に対応した，コンピュータソフ
トです。

◯ 指導者が，プロジェクターや電子黒板などの大型提示装置に映し出して
使用します。

◯ 音源や動画などさまざまなコンテンツが収録されており，指導に役立て
ることができます。

　模範演奏音源／伴奏音源／歌詞画面／朗読／譜例の再生／動画／補
足資料など

◯ 「学習者用デジタル教科書」の機能も使用できます。

<動作環境>
Windows PC（Windows 8.1/10），iPad（iOS 12/iPadOS 13以降），
Chromebook（Google Chrome OS）
※最新の情報は，ウェブサイトにてご確認ください。
https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

学習者用  デジタル教科書 
小学生の音楽 1～ 6 

１年間版（※購入年度末までの使用）
１人１ライセンス（※使用するユーザーごとにライセンスが必要です）
各学年（本体900円＋消費税）
KGF-92159～92165

DVD-ROM

◯ 令和２年度から使用される小学校教科書に対応した，学習者用デジタル
教科書です。教育課程の一部において，必要に応じて，通常の紙の教科
書に代えて使用できます。

◯ 児童一人一人が，学習者用コンピュータ（タブレット端末など）で使用し
ます。

◯ 画面の拡大・縮小，書き込み機能のほか，特別な配慮を必要とする児童
にとって役立つ機械音声読み上げ機能，白黒反転表示機能，総ルビ機能
が使用できます。

※「学習者用デジタル教科書」には，音源や動画などのコンテンツは含まれ
ておりません。

<動作環境>
Windows PC（Windows 8.1/10），iPad（iOS 12/iPadOS 13以降），
Chromebook（Google Chrome OS）
※最新の情報は，ウェブサイトにてご確認ください。
https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

Music Edutainment Application
楽譜が読めるようになる！Vol.1 
～リズムトレーニング～

シングルライセンス 
（本体 18,000円＋消費税）
１台のパソコンにインストールして使用することができます。
KGF-92137

※学校内すべての児童・生徒のPC（タブレット含む）にインストールさ
れる場合については，弊社販売代理店にご相談ください。

DVD-ROM

○ 授業の常時活動に役立つ，「読譜」の学習ができるデジタル教材です。
○ 指導者が，モニターなどに大きく映して使用することを想定しています
が，タブレット端末等での個別学習にも対応します。

○ 「ビートトレーニング」と「リズムリーディング」の2つのモードを繰り返す
ことで，楽譜（リズム譜）が読めるようになります。

○ 「リズムアンサンブル」の練習ができるモードも搭載。
○ 動作環境：Windows 8.1／Windows10 対応。
○ 解説書付き。

小学生の音楽鑑賞・表現DVD

全９巻　各定価（本体17,000円＋消費税）

NBS-771～779 

DVD

◯ 教科書掲載の全ての学習項目を網羅
◯ 「音楽づくり」の項目を初映像化（子供たちに指導するシーンを映像化）。
◯ 新規映像、新編集映像を多数収録。
◯ 使い勝手の良さを追求（DVDの目次に教科書掲載ページを表記）。 
Vol.1：1年鑑賞･表現／Vol.2：2年鑑賞･表現／Vol.3：3年鑑賞･表現／ 
Vol.4：4年鑑賞･表現／Vol.5：4年鑑賞･表現②／Vol.6：5年鑑賞･表現①／ 
Vol.7：5年鑑賞･表現②／ Vol.8：6年鑑賞･表現①／Vol.9：6年鑑賞･表現②

橋本祥路～合唱の楽しさを伝える～
〈小学校版〉

1枚 102分 定価（本体3,800円＋消費税）
KGF-92044
ISBN978-4-87788-429-1

DVD

○ 作曲家本人による「歌の心・言葉の心」の指導を映像化。
○ 企画・監修：渡瀬昌治
○ 自作曲（編曲含む） 合唱指導（3曲）： 
明日という大空／翼を抱いて／童神～天の子守唄～

○ 出演校 モデル演奏（3曲）： 
思い出のメロディー／ひろい世界へ／歌よ ありがとう

■教芸発行歌集・曲集準拠ＣＤ
品名 カラ 

ピアノ

6訂版 歌はともだち 上巻 
4枚組　定価（本体9,000円＋消費税）
GES-15602～15605
ISBN978-4-87788-960-9

6訂版 歌はともだち 下巻 
4枚組　定価（本体9,000円＋消費税）
GES-15606～15609
ISBN978-4-87788-961-6

歌のとびら 1・2
2枚組 定価（本体5,000円＋消費税）
GES-12272～12273
ISBN978-4-87788-259-4

歌のとびら 3
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-13964
ISBN978-4-87788-380-5

歌のとびら 4
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-14836
ISBN978-4-87788-591-5

歌のとびら 5
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-15279
ISBN978-4-87788-780-3

翼を抱いて
4枚組 定価（本体9,048円＋消費税）
GES-13232～13235
ISBN978-4-87788-298-3

●

同声合唱ベスト・アルバム 1
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-13548
ISBN978-4-87788-332-4

同声合唱ベスト・アルバム 2
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-13549
ISBN978-4-87788-333-1

同声合唱曲集　卒業式のうた1
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1101
ISBN978-4-87788-575-5

同声合唱曲集　卒業式のうた2
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1109
ISBN978-4-87788-589-2

同声合唱曲集　卒業式のうた3
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1123
ISBN978-4-87788-625-7

品名 カラ 
ピアノ

New Song ライブラリー2012［同声編］
小学生のためのクラス合唱新曲集
あすという日が
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-14706
ISBN978-4-87788-573-1

New Song ライブラリー［同声編②］
小学生のためのクラス合唱新曲集 
永遠のキャンバス
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-15086
ISBN978-4-87788-704-9

New Song ライブラリー［同声編③］
小学生のためのクラス合唱新曲集 
歌え地球の子供たち
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-15324
ISBN978-4-87788-793-3

New Song ライブラリー［同声編④］
小学生のためのクラス合唱新曲集
僕はアスリート
１枚　定価（2,800円＋消費税）
GES-15507
ISBN978-4-87788-843-5

松井孝夫ベストセレクション
同声（女声）編
2枚組 定価（本体3,800円＋消費税）
EFCD4064～4065

●

松井孝夫ベストセレクションⅡ
同声（女声）編
2枚組 定価（本体3,800円＋消費税）
EFCD4147～4148

●

山崎朋子 Original Songs　
同声編
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1084
ISBN978-4-87788-493-2

山崎朋子 Original Songs 
同声編　Vol.２
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1167
ISBN978-4-87788-826-8

富澤 裕 作曲・編曲による作品集
スタートライン
1枚 定価（本体2,500円＋消費税）
NKCD-6383
ISBN978-4-87788-352-2

●
（一部）

富澤 裕 作曲・編曲による作品集2 
A good day
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
GES-14705
ISBN978-4-87788-570-0

●
（一部）

横山潤子作品集 同声編1・2
2枚組 定価（本体5,000円＋消費税）
KGO-1055～1056
ISBN978-4-87788-386-7

●

地球の詩 三浦真理作品集
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1077
ISBN978-4-87788-438-3

https://store.kyogei.co.jp/products/list?tag_id=&category_id=15&name=
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品名 カラ
ピアノ

小さなルネサンス ー音による自画像ー
橋本祥路作品集 同声編
4枚組 定価（本体7,200円＋消費税）
KGO-1087～1090
ISBN978-4-87788-556-4

●

小学校 学校行事・授業のための新教材集
ツリーハウスにおいで
1枚 定価（本体1,500円＋消費税）
GES-15473
ISBN978-4-87788-812-1

同声合唱アルバム
のはらうた１
工藤直子 作詞／三宅悠太 作曲
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1170
ISBN978-4-87788-827-5

THE CHORUS ’06　同声編
夏休み
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1028
ISBN978-4-87788-334-8

THE CHORUS ’07　同声編
さよなら あした
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1044
ISBN978-4-87788-353-9

THE CHORUS ’08　同声編
ちょっぴり勇気
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1053
ISBN978-4-87788-381-2

THE CHORUS ’09　同声編
おりたたみせんせい
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1070
ISBN978-4-87788-416-1

THE CHORUS ’10　同声編
じめん
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1082
ISBN978-4-87788-483-3

THE CHORUS ’11　同声編
ともだちポゴ・ニッチ
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1085
ISBN978-4-87788-494-9

THE CHORUS ’12　同声編
キャプテン・ロンリーハート
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1099
ISBN978-4-87788-576-2

THE CHORUS ’13　同声編
くらげダンス
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1110
ISBN978-4-87788-599-1

THE CHORUS ’14　同声編
ビクトリー
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1124
ISBN978-4-87788-626-4

品名 カラ
ピアノ

THE CHORUS ’15　同声編
ジャングルのレストラン
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1134
ISBN978-4-87788-711-7

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン １
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1136
ISBN978-4-87788-747-6

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ２
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1137
ISBN978-4-87788-748-3

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ３
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1147
ISBN978-4-87788-781-0

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ４
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1148
ISBN978-4-87788-782-7

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ５
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1156
ISBN978-4-87788-794-0

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ６
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1157
ISBN978-4-87788-795-7

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ７
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1168
ISBN978-4-87788-814-5

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ８ 
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1169
ISBN978-4-87788-815-2

●

小学校用 器楽合奏曲集
1.黄色いリボン　2.ねこバス　3.私のお気に入
り
1枚 定価（本体2,500円＋消費税）
KGO-1126

小学校教科書

小学生のおんがく１～小学生の音楽６
１.実践編（教科書とほぼ同じ装丁です）
各学年：定価（本体3,000円＋消費税）

指導に直接かかわる学習の流れをフローチャートとして掲載してい
ますので，実際の授業の場で活用できます。
学習の流れ＋評価のポイント，
「Aと判断する児童の状況の例」
教科書紙面＋指導上の留意点（赤字）
発問例，指導上のポイント，学習の支援
研究編との充実したリンク

２.研究編
各学年：定価（本体2,500円＋消費税）

授業をより深く掘り下げたいときに必要な資料を題材ごとに掲載し
ています。事前の教材研究やカリキュラムの作成に活用できます。
年間学習指導計画作成資料
教材研究
指導展開例
関連資料

３.伴奏編
各学年：定価（本体2,500円＋消費税）

表現教材の本格伴奏譜・簡易伴奏譜
（一部，本格伴奏譜のみの曲もあります。）
移調伴奏譜及び別編成楽譜（適宜）
鑑賞曲の参考楽譜（適宜）
参考曲の楽譜

●教師用デジタルデータ（CD-ROM）
共通教材の風景写真，指導で活用できるイラストや写真など，教科書紙面から抜粋した画像データを収録。

●掲示物用印刷サンプル（各学年３点）

４.指導用CD（製作：日本コロムビア株式会社）
各学年〈CD３枚〉：定価（本体6,600円＋消費税）

教科書の表現教材全ての範唱・範奏及びピアノやオーケストラ
などによる伴奏音源

５.鑑賞用CD（製作：ユニバーサルミュージック合同会社）
１,２年-各学年〈CD１枚〉：定価（本体2,500円＋消費税）
３～６年-各学年〈CD２枚〉：定価（本体5,000円＋消費税）

鑑賞教材全ての演奏音源
教材にかかわる参考鑑賞教材の演奏音源

６.音楽授業支援DVD（制作：株式会社ディレクションズ）
各学年〈DVD１枚〉：定価（本体2,000円＋消費税）

発声やリコーダーの指導の映像のほか，音楽づくりや鑑賞など，一
部の教材についての学習の手順や学習内容を収録した，授業をサ
ポートする映像資料です。オーケストラや日本の音楽の楽器紹介も
収録しています。

指導書について

フルセット  
１.～６.全てが入った，音楽科の授業を充実させるセットです。
１，２年：各定価（本体19,100円＋消費税）
３～６年：各定価（本体21,600円＋消費税）

ブックセット  
１.～３.の３冊が入ったセットです。
各学年：定価（本体8,000円＋消費税）

※１.～６.は，別売り可能です。

実践編をご購入いただくと以下のものが付属されます！

❷「学びの地図」

❸「ドレミ風船」

❶「ふり返りのページ」
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品名 カラ
ピアノ

小さなルネサンス ー音による自画像ー
橋本祥路作品集 同声編
4枚組 定価（本体7,200円＋消費税）
KGO-1087～1090
ISBN978-4-87788-556-4

●

小学校 学校行事・授業のための新教材集
ツリーハウスにおいで
1枚 定価（本体1,500円＋消費税）
GES-15473
ISBN978-4-87788-812-1

同声合唱アルバム
のはらうた１
工藤直子 作詞／三宅悠太 作曲
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1170
ISBN978-4-87788-827-5

THE CHORUS ’06　同声編
夏休み
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1028
ISBN978-4-87788-334-8

THE CHORUS ’07　同声編
さよなら あした
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1044
ISBN978-4-87788-353-9

THE CHORUS ’08　同声編
ちょっぴり勇気
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1053
ISBN978-4-87788-381-2

THE CHORUS ’09　同声編
おりたたみせんせい
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1070
ISBN978-4-87788-416-1

THE CHORUS ’10　同声編
じめん
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1082
ISBN978-4-87788-483-3

THE CHORUS ’11　同声編
ともだちポゴ・ニッチ
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1085
ISBN978-4-87788-494-9

THE CHORUS ’12　同声編
キャプテン・ロンリーハート
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1099
ISBN978-4-87788-576-2

THE CHORUS ’13　同声編
くらげダンス
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1110
ISBN978-4-87788-599-1

THE CHORUS ’14　同声編
ビクトリー
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1124
ISBN978-4-87788-626-4

品名 カラ
ピアノ

THE CHORUS ’15　同声編
ジャングルのレストラン
1枚 定価（本体2,800円＋消費税）
KGO-1134
ISBN978-4-87788-711-7

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン １
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1136
ISBN978-4-87788-747-6

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ２
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1137
ISBN978-4-87788-748-3

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ３
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1147
ISBN978-4-87788-781-0

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ４
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1148
ISBN978-4-87788-782-7

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ５
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1156
ISBN978-4-87788-794-0

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ６
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1157
ISBN978-4-87788-795-7

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ７
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1168
ISBN978-4-87788-814-5

●

小学生のための合唱パート練習用CD
トリオン ８ 
1枚 定価（本体3,000円＋消費税）
KGO-1169
ISBN978-4-87788-815-2

●

小学校用 器楽合奏曲集
1.黄色いリボン　2.ねこバス　3.私のお気に入
り
1枚 定価（本体2,500円＋消費税）
KGO-1126

小学校教科書

小学生のおんがく１～小学生の音楽６
１.実践編（教科書とほぼ同じ装丁です）
各学年：定価（本体3,000円＋消費税）

指導に直接かかわる学習の流れをフローチャートとして掲載してい
ますので，実際の授業の場で活用できます。
学習の流れ＋評価のポイント，
「Aと判断する児童の状況の例」
教科書紙面＋指導上の留意点（赤字）
発問例，指導上のポイント，学習の支援
研究編との充実したリンク

２.研究編
各学年：定価（本体2,500円＋消費税）

授業をより深く掘り下げたいときに必要な資料を題材ごとに掲載し
ています。事前の教材研究やカリキュラムの作成に活用できます。
年間学習指導計画作成資料
教材研究
指導展開例
関連資料

３.伴奏編
各学年：定価（本体2,500円＋消費税）

表現教材の本格伴奏譜・簡易伴奏譜
（一部，本格伴奏譜のみの曲もあります。）
移調伴奏譜及び別編成楽譜（適宜）
鑑賞曲の参考楽譜（適宜）
参考曲の楽譜

●教師用デジタルデータ（CD-ROM）
共通教材の風景写真，指導で活用できるイラストや写真など，教科書紙面から抜粋した画像データを収録。

●掲示物用印刷サンプル（各学年３点）

４.指導用CD（製作：日本コロムビア株式会社）
各学年〈CD３枚〉：定価（本体6,600円＋消費税）

教科書の表現教材全ての範唱・範奏及びピアノやオーケストラ
などによる伴奏音源

５.鑑賞用CD（製作：ユニバーサルミュージック合同会社）
１,２年-各学年〈CD１枚〉：定価（本体2,500円＋消費税）
３～６年-各学年〈CD２枚〉：定価（本体5,000円＋消費税）

鑑賞教材全ての演奏音源
教材にかかわる参考鑑賞教材の演奏音源

６.音楽授業支援DVD（制作：株式会社ディレクションズ）
各学年〈DVD１枚〉：定価（本体2,000円＋消費税）

発声やリコーダーの指導の映像のほか，音楽づくりや鑑賞など，一
部の教材についての学習の手順や学習内容を収録した，授業をサ
ポートする映像資料です。オーケストラや日本の音楽の楽器紹介も
収録しています。

指導書について

フルセット  
１.～６.全てが入った，音楽科の授業を充実させるセットです。
１，２年：各定価（本体19,100円＋消費税）
３～６年：各定価（本体21,600円＋消費税）

ブックセット  
１.～３.の３冊が入ったセットです。
各学年：定価（本体8,000円＋消費税）

※１.～６.は，別売り可能です。

実践編をご購入いただくと以下のものが付属されます！

❷「学びの地図」

❸「ドレミ風船」

❶「ふり返りのページ」

https://www.kyogei.co.jp/textbook/es/es-r2/instructionguide.html


https://www.kyogei.co.jp/ar



