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「鑑賞資料」と「音楽の基礎知識とその問題集」で構成されています。
眺めているだけでも楽しい鑑賞資料ページは，西洋音楽だけでなく，日本音楽や世界の諸民族の音楽，日本の歌
についての解説も充実しています。
自学自習もできるバラエティに富んだ問題集で，基礎知識がしっかり身につきます。
巻末には授業でも使える「合唱曲チェックノート」「鑑賞記録ノート」「五線ノート」なども掲載しています。

ポピュラーから民謡・合唱曲までの
幅広い選曲が魅力の歌集！！

美しい口絵写真・わかりやすいコラムで
イメージが広がる〈世界〉の音楽

定価440円（本体400円+消費税），B6，208P　#21023

定価440円（本体400円+消費税），B6，260P
#21017

「ヒット ソング」（20曲），「みんなの愛唱歌」（41曲），
「日本の民謡」（18曲），「世界の民謡」（20曲），「愛唱
歌をコーラスで」（21曲），「コーラス ミニコンサー
ト」（15曲）の６ブロックで構成された使いやすい
定番愛唱歌集です。（全135曲）

「世界のうた」，「青春のメロディー（世界編）」，
「日本のうた」，「青春のメロディー（日本編）」で
構成され，全228曲を収録。

６訂版 
歌のミュージックランド
～楽しい歌とコーラス～

歌集 世界の歌声
Favorite songs of the world

歌集

評価と一体化したワークシートでさらに使いやすい！

音楽のキャンパス　
１／２・３上／２・３下　
ワークシートと鑑賞資料

ワーク
ブック

「思考力・判断力」を育てるワークシート
　生徒の「思考力・判断力」を育てるために，「感じ

取ったこと」と「その理由」を結び付けて記述す
る問題を設けました。

　また，記述式が苦手な生徒でも回答しやすいよう
に，考える際の「ポイント」（音楽を形づくってい
る要素など）を示しました。自分の考えが整理し
やすくなり，グループでの協働的な学びがより充
実します。

設問ごとに「評価の観点」を記載
　ワークシートで見取ることができる「評価の観

点」を各設問に示しました。教員のスムーズな評
価，生徒の学習意欲の向上や学習の自己調整につ
ながります。

学習意欲を高める資料が充実！
　カラー写真やイラストを豊富に掲載し，分かりや

すい解説に加え，幅広い音楽知識が身に付く
「Q&A」「豆知識」「トピックス」の各コーナー
を設け，自学自習ができる音楽の基礎知識とその
問題集を掲載しています。

各定価440円（本体400円+消費税），B5，各48P　
＃13001～13003

美しいカラー写真と分かりやすい解説！ ワーク・ドリルも充実！

鑑賞
資料 音楽の鑑賞資料と基礎学習
定価880円（本体800円+消費税），B5，128P　#41016　ISBN978-4-87788-962-3

令和3年度発行の教科書「中学生の音楽 1」
「中学生の音楽 2・3 上」「中学生の音楽 2・3 下」に
完全準拠したワークブックです。

※教師用の付録として，全学年共通で使用できる
　「合唱曲チェックノート」「鑑賞記録ノート」「五線ノート」などの
　PDFデータが収録されたCD-ROMが1枚付きます。
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美しい口絵写真・わかりやすいコラムで
イメージが広がる〈世界〉の音楽

定価859円（本体781円+消費税）
B5，264P
ISBN978-4-87788-616-5　#24049

定価828円
（本体753円+消費税）
B5，312P
ISBN978-4-87788-424-6　#24040

定価440円（本体400円+消費税），B6，260P
#21017

上巻：４枚組　
価格9,240円

（本体8,400円+消費税）　
ISBN978-4-87788-426-0　
＃63093　（カラピアノ付）

５枚組　価格14,300円
（本体13,000円+消費税）　

ISBN978-4-87788-618-9　
＃63219　（カラピアノ付）

CD
GES-14874
～14878

下巻：４枚組　
価格9,240円

（本体8,400円+消費税）　
ISBN978-4-87788-427-7　
＃63094　（カラピアノ付）

★曲目はP.23～29「混声合唱曲 曲集・CD対照表」参照

混声合唱曲集　TOMORROW ４訂版曲集 クラス合唱曲集　Super Chorus曲集

クラス合唱曲集の人気No.1　魅力的なラインナップ全64曲を収録！

上巻：３枚組
価格7,920円

（本体7,200円+消費税）
ISBN978-4-87788-972-2
#63258（カラピアノ付）

CD GES-15921～
15923

下巻：４枚組
価格8,800円

（本体8,000円+消費税）
ISBN978-4-87788-973-9
#63259（カラピアノ付）

CD GES-15924～
15927

人気作曲家による珠玉のオリジナル作品を掲載。
混声二部，感動を呼ぶ新曲，混声四部合唱の掲載曲をさらに充実。
作者のメッセージや曲のエピソードを全曲収録。
難易度や対応するONTAの情報，各曲のプロフィールなど，選曲に役立つ情報を目次に掲載。

★準拠CDの品番等はP.17をご覧ください。／曲目はP.23～29「混声合唱曲 曲集・CD対照表」参照

新時代をリードする混声合唱曲集──いつの時代にも色褪せない６０曲を収録！
定価825円

（本体750円+消費税）
B5，352P
ISBN978-4-87788-830-5　
#24054

J-POPや民謡，英語の歌，ク
ラシック，ア・カペラ楽曲な
どもバランスよく取り入れた
究極の１冊
変声期の問題を考慮し，女声
と男声が混ざって歌う「混合
二部」合唱を６曲収録

曲集に
完全準拠した
パート別CDが
初登場！

 パート別
●各セクションに対応した１巻３枚組のCDを全５巻で展開
●Disc1にソプラノ，Disc2にアルト，Disc3に男声パートを収録

 合唱・カラピアノ
●各セクションに対応した１巻２枚組のCDを全５巻で展開
●Disc1に合唱，Disc2にカラピアノを収録

各巻価格8,250円（本体7,500円+消費税）
各巻３枚組　#63245～63249CD

各巻価格5,500円（本体5,000円+消費税）
各巻２枚組　#63240～63244CD

曲集 混声合唱曲集 クラス用　キミウタ

クラス合唱用 
MY SONG ７訂版 定価860円（本体782円＋消費税），B5，352P　

ISBN 978-4-87788-971-5　#24057

NEW

曲集

収録曲 全64曲

【発声のドリル】
楽しい発声のドリル①／楽しい発声のドリル
③／Piacer d'amor（愛の喜び）

【混声二部合唱】
夏の日の贈りもの／Forever／地球の詩／
歌が息をする／夢を追いかけて／そのまま
の君で

【感動を呼ぶ新曲】
ぼくは ぼく／心のキャッチボール／ハートの
アンテナ／ぜんぶ／大地のように／このみち

【ひびけ！ア カペラ】
四季の歌／あの山を思い出そう／ふるさと／
いざたて戦人よ／ジェリコの戦い／歓喜の歌

【心に響くJ-POP】
栄光の架橋／ふるさと（youth case作曲）／
旅立ちの時〜Asian Dream Song〜／手紙〜拝
啓、十五の君へ〜／虹／友〜旅立ちの時〜

【行事の歌】
大切なもの／あなたに会えて…／あすという
日が／響け絆の歌〜合唱コンクールに捧げる 〜／
卒業讃歌／旅立ちの日に

【心を育てる合唱コンクール】
 <First Stage>
マイ バラード／ B e l i e v e ／ 心の瞳 ／
COSMOS／Let's Search For Tomorrow
／My Own Road―僕が創る明日―
<Second Stage>
空は今／地球星歌〜笑顔のために〜／輝くため

に／明日へ／HEIWAの鐘／この地球のどこ
かで／時を越えて／あなたへ ―旅立ちに寄せる
メッセージ／時の旅人
<Top Stage>
世界をかえるために／いつまでも／青葉の
歌／キミのもとへ…／ヒカリ／春に／信じる
／予感／聞こえる／ひとつの朝

【混声四部合唱】
青い鳥 -Movie Edit Version-／走る川／地球誕
生／Cantare〜歌よ大地に響け〜／決意／
大地讃頌

CD GES-14278～
14281

CD GES-14274～
14277
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山崎朋子 Original Songs 混声編 
Vol.2

中学校現場の先生ならではの生徒の心に響くメロディー　
山崎朋子選りすぐりの作品を掲載！！人気作曲家 山崎朋子オリジナル作品集

松井孝夫ベストセレクション シリーズ

山崎朋子 Original Songs 混声編
定価1,540円（本体1,400円+消費税），
B5，112P　
ISBN978-4-87788-435-2　#24041

定価1,540円（本体1,400円+消費税），
B5，112P　
ISBN978-4-87788-808-4　 #24053

1枚 価格3,080円
（本体2,800円+消費税）　
ISBN978-4-87788-809-1　
#63236

収録曲  大切なもの／道／愛のうた／絆／心の中に／変わらないもの／明日の空へ／空高
く／夢のかなう場所へ／きらめく瞬間／希望という名の花を／今日を生きている／翼を広げ
て／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…

収録曲   あなたに会えて…／きらきら／君がヒーロー／あなた／あさがお
／虹を渡って／風が吹く丘に／会いたい／願い／種／空は今／さよならの
前に／あなたに届けよう／今も僕は／つながる空／桜色／春風の中で

1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税）　
ISBN978-4-87788-436-9　#63095

CD
KGO-1076

CD
KGO-1163

松井孝夫ベストセレクション
1987～2003［混声編］

松井孝夫ベストセレクションⅡ
2003～2011［混声編］

定価1,320円（本体1,200円+消費税），B5，120P　
ISBN978-4-87788-206-8　#24030

定価1,760円（本体1,600円+消費税），B5，128P　
ISBN978-4-87788-490-1　#24043

2枚組 価格4,180円（本体3,800円+消費税）
#66142　（カラピアノ付） 3枚組 価格4,715円（本体4,286円+消費税）

#66194　(カラピアノ付)
収録曲   マイ バラード／巣立つ時に／そのままの君で／流れゆく

雲を見つめて／友がいるなら／はばたこう明日へ／旅立ちの日に／
笑顔を忘れてしまった君に／勇気をください／Refrain Regrets

（リフレイン・リグレッツ）／明日のために／自分らしく／伝えたい，
君に／未来へのステップ／懐かしい日々／今の僕には／ Let’s 
begin ／思い出胸に／心から…／君から吹く風／つばめのように

収録曲   変わらない想い／またね…／これからも ずっと／君
に会えたことに…／けっして忘れない／悲しみの向こうには／
キミの夢／朝／未来への地図／分岐点／かきどうし／出会いた
くて／この町で／ここにいる幸せ／別離のうた／いのちのこもり
うた／言葉よりも…／We are the one／日日草／虹色の未来

全曲に,松井先生によるライナーノーツ付きです。

CD
EFCD4062～4063

CD
EFCD4175～4177

学校生活での様々なシーンに活躍する、たくさんの新曲が生まれました。

中学生のための新しい歌唱教材集　
ハートのアンテナ

定価1,320円
（本体1,200円+消費税）
B5,104P
ISBN978-4-87788-848-0
#24055

CD
GES-15518

1枚 価格2,200円（本体2,000円+消費税）
ISBN978-4-87788-849-7　#63254

教芸のホームページでは,音源を試聴するこ
とができます。教芸YouTubeチャンネルか
らも配信しています。

https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1252　

https://www.youtube.com/user/kyogei/videos

音源試聴のご案内

教芸
ホームページ
（『ハートのアンテナ』

商品ページ）

教芸
YouTube
チャンネル

※（　）=演奏時間

１ その先へ　（２’３６”） 二部 山崎朋子 作詞・作曲

２ Yes!!　（２’３６”） 二部 北方寛丈 作詞・作曲

３ 友達の友達　（４’３３”） 二部 御徒町 凧 作詞
アベタカヒロ 作曲

４ 君は君でいい　（３’１４”） 混二 里乃塚玲央 作詞
森山至貴 作曲

５ にんじん　（３’２６”） 混三 春畑セロリ 作詞・作曲

６ 春はいま　（４’３６”） 混三 弓削田健介 作詞・作曲

７ ハートのアンテナ　（３’２２”） 混三 杉本竜一 作詞・作曲
富澤 裕 編曲

８ 未来への旅　（４’２１”） 混三 杉本深由起 作詞
佐井孝彰 作曲

９ この町が好き　（３’０８”） 混三 才木奈津子 作詞
横山潤子 作曲

10 思い出を映して　（３’３９”） 混三 金沢智恵子 作詞
大田桜子 作曲

11 翼　（３’１７”） 混三 三浦真理 作詞・作曲

12 生きていること　（４’２５”） 混三 舘内浩二 作詞
舘内聖美 作曲

13 道の途中で　（４’１０”） 混三 相馬孝洋 作詞・作曲

14 花がほほえむ　（４’１７”） 混三 宮下奈都 作詞
三宅悠太 作曲

15 忘れることなんかできない　（２’４６”） 混三 若松 歓 作詞・作曲

16 Happiness　（４’１１”） 混三
Wonderland 作詞
岡田実音 作曲
松波匠太郎 編曲

17 明日への序奏　（４’５１”） 混三 半﨑美子 作詞・作曲
古髙晋一 編曲

ISBN978-4-87788-848-0 13

14

15

16

17

収録曲
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山崎朋子 Original Songs 混声編 
Vol.2

CD
GES-15251

絆 定価880円（本体800円+消費税），B5，104P　
ISBN978-4-87788-487-1　#29222 地球誕生 定価1,320円（本体1,200円+消費税），B5，104P　

ISBN978-4-87788-764-3　#24051

1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税）　
ISBN978-4-87788-765-0　#63231

収録曲  絆／これから
も ずっと／変わらない
想い／夢を抱いて／オ
トナになるって／待っ
ているから／かえられ
ないもの／大地かけぬ
けて／ほんとうの気持
ち／きこえますか／光
を抱こう／朝の花がひ
らくように／めぐり会
い／風のリレー／心の
ままに／あしたの太陽
／翼を抱いて／童神
～天の子守唄～

収録曲   小さな鳥の 小さな夢／ありがとうの行き先／世界をか
えるために／もうすぐ春／ぼくは ぼく／風が吹く丘に／会いたい
／空は今／時の中で／Friends／僕らの奇跡／花咲け歌の力／
幸せのバトン／まだ見ぬ明日へ／砂漠の奇跡／「ありがとう」感
謝の言葉／響け絆の歌～合唱コンクールに捧げる～／地球誕生

松井孝夫ベストセレクションⅡ
2003～2011［混声編］

https://store.kyogei.co.jp/products/detail/1252　

New Song ライブラリー［混声編③］
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！！

授業や校内合唱コンクール，行事へのレパートリーが広がる１冊

定価1,540円（本体1,400円+消費税），B5，104P　
ISBN978-4-87788-951-7　#24056大地のように

CD
GES-15598

1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税）
ISBN978-4-87788-952-4　#63255

松長 誠 僕の道しるべ 混三 神　詩音 作詞／ 
松長　誠 作曲

心のキャッチボール　混三 神　詩音 作詞／ 
松長　誠 作曲

若松 歓 大地のように　 混四 若松　歓 作詞・作曲　

君がつかむもの　 混三 若松　歓 作詞・作曲　

三宅悠太 空をつないで　 混三 星 梨津子 作詞／ 
三宅悠太 作曲

花がほほえむ　 混三 宮下奈都 作詞／ 
三宅悠太 作曲　

このみち 混三 金子みすゞ  作詞／ 
三宅悠太 作曲

高橋晴美 あじさいの花　 混三 藤田久男 作詞／ 
高橋晴美 作曲

蝶が舞い・花が咲く　 混四 渡瀬昌治 作詞／ 
高橋晴美 作曲

杉本竜一 ハートのアンテナ　 混三 杉本竜一 作詞・作曲／ 
富澤　裕 編曲

北川悠仁 栄光の架橋　 混三 北川悠仁 作詞・作曲／ 
相澤直人 編曲

大田桜子 海より深い愛　 混三 渡瀬昌治 作詞／ 
大田桜子 作曲　

アベタカヒロ どこかじゃなくて　 混三 桑原永江 作詞／ 
アベタカヒロ 作曲

ミマス おおいなる川 
～はるかな旅へ～　 混三 ミマス 作詞・作曲／ 

富澤　裕 編曲

山崎朋子 さよならの前に　 混四 山崎朋子 作詞・作曲

相馬孝洋 いま ここ 混三 相馬孝洋 作詞・作曲

収録曲

授業や合唱コンクール，卒業式など行事へのレパートリーを広げる魅力的な16曲を厳選！
全曲，作者によるメッセージ付き。
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卒業年度末までの使用
DVD-ROM版 1枚／クラウド配信版
各巻価格990円（本体900円+消費税）

1人1ライセンス
※使用するユーザー数のライセンス
購入が必要です。

詳細は，下記ウェブサイトにてお知らせいたします。https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2021jhs/digitalcontents/

動作環境   
Windows PC，iPad，Chromebook
※最新の情報は、ウェブサイトにてご確認下さい。
　https://www.kyogei.co.jp/digitaltextbook/2020es/

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。

★生徒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。
　ご注文は学校単位でお願いします。
★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。
※指導者用デジタル教科書（教材）は，指導書セットでの販売となります。

総ルビON

ペンやマーカーでの
書き込み

紙面の読み上げ

※学校名でのライセンス発行となり，個人での購入はできません。
＊内容や仕様は，予告なく変更する場合がありますので，ご了承ください。

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

「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。

創作の実践がで
きるコンテンツ
や，書き込みが
できる「ワーク
シート」

メトロノームやタ
イマーなどのツー
ルや，自主学習で
きる「フラッシュ
カード」

コードを選んで旋律づくりの活動ができ
る「和音の動きと旋律づくり」を搭載

「中学生の器楽」は，一人一人が演奏方
法などを動画で学習できる映像資料を豊
富に搭載しています。

令和3年度～ 教育芸術社　中学校音楽教科書準拠 
学習者用デジタル教科書　

中学生の音楽1／２・３上／２・３下／中学生の器楽 

教芸の学習者用デジタル教科書で深まる音楽の「学び」

NEW

デジタル
教材

シングルライセンス 
価格19,800円

（本体18,000円+消費税）
KGF-92137　#92105

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～

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！

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。

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！

主な機能
1.画像の拡大・縮小
2.書き込み機能
3.読み上げ機能
4.白黒反転表示機能
5.総ルビ機能

体験版公開予定
詳しくはこちら▲

GIGAスクールに対応！Chromebook，iPad，Windowsで使用できる！
音楽でICTの活用ができる，教科書に対応したデジタルコンテンツ集
※令和３年度よりご利用いただいている「指導者用デジタル教科書（教材）」に搭載されたコンテンツの
一部を，「創作」の教材を中心に，生徒一人一台のタブレット端末で利用できます。

NEW!!

令和３年度～

学習者用デジタルコンテンツ　
中学生の音楽１／２・３上／２・３下

動作環境  Windows PC，iPad，Chromebook

「学習者用デジタル教科書」＋「学習者用デジタルコンテンツ」セット １ライセンス　各巻価格1,540円（本体1,400円＋消費税）
「学習者用デジタルコンテンツ」 スクールパック 教科書使用期間版　各巻価格29,700円（本体27,000円＋消費税）
　　　　　　　　　　　 　　 スクールパック １年間版　各巻価格11,000円（本体10,000円＋消費税）

（クラウド配信版／2022年春 発売予定）

学習者用デジタルコンテンツ・映像資料
中学生の器楽
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渡瀬昌治 著
全11章。学級担任に役立つ情報
を中心に，推薦曲や中学校での
実例も紹介。
音楽科の先生，さらには実行委
員の生徒さんの参考としてもお
使いいただけます。

CD
NKCD-6383

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

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

定価880円（本体800円+消費税），B5，64P
ISBN978-4-87788-347-8　#22025

定価1,100円（本体1,000円+消費税），B5，80P
ISBN978-4-87788-569-4　#22036

1枚 価格2,750円
（本体2,500円+消費税）

ISBN978-4-87788-352-2
#63073 （一部カラピアノ付）

CD
GES-14705

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

1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
ISBN978-4-87788-570-0　#63208 （一部カラピアノ付）

作曲家自身が全作品の中から厳選した，
想いの詰まった作品集！

定価1,980円（本体1,800円+消費税）,B5,168P　
ISBN978-4-87788-555-7　#24045

CD
KGO-1091～1094

収録曲   夢の世界を／グリーン ブルー〈2012年改訂版〉／カリブ 夢の旅／草原で／時の流れの中で／草
原を走る〈2012年改訂版〉／空には道がないのに〈2012年改訂版〉／届けあえたら〈2012年改訂版〉／七
色の鐘／ひろい世界へ／翼を抱いて〈2012年改訂版〉／緑〈2012年改訂版〉（中学生のための合唱組曲「地
球」から）／遠い日の歌（パッヘルベルの「カノン」による）／青春の１ページ／時の旅人／夜汽車／ブラック 
パンサー（黒い豹）〈2012年改訂版〉／心の花〈2012年改訂版〉／旅立ちの今たしかめあって／海に雪が
降っている〈2012年改訂版〉／風のめぐるとき／教えてほしい／歌え 歌え！！／花（「清水凡平の詩による混
声合唱」から）／草笛（「清水凡平の詩による混声合唱」から）／天の弦／Pacific Ocean〈2012年改訂版〉

（合唱組曲「心の歌」から）／Amazing Grace／Ave Maria

風のめぐるとき
ー音による自画像ー
橋本祥路作品集 
混声編

定価1,320円（本体1,200円+消費税），
B5，80P　
ISBN978-4-87788-567-0　#24046

収録曲  ぼくらの世界／フレトイ／心の中に／南風
／明日へ／フレトイ 再び／遙かな季節／夢を抱い
て／明日の風／果てしない道を／中学時代

クラスや行事で楽しく取り組
める曲から，コンクールや演奏
会向けの曲まで，代表的な作
品を集約。

CD
KGO-1077

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

定価1,320円
（本体1,200円+消費税）
B5，80P
ISBN978-4-87788-437-6
#22032

1枚 価格3,080円
（本体2,800円+消費税）

ISBN978-4-87788-438-3　#63096

定価2,200円（本体2,000円+消費税），
B5，144P
ISBN978-4-87788-173-3　#44014

授業合唱の実践

心を育てる合唱指導

渡瀬昌治 著
大きなイラストで分かりやすい！　合
唱指導のための様々なアイディアやア
ドバイス満載！

中学時代　
富岡博志
クラス合唱作品集

4枚組 
価格7,920円

（本体7,200円+消費税）
ISBN978-4-87788-557-1　

#63205 （カラピアノ付）

地球の詩
うた

三浦真理作品集

定価1,980円（本体1,800円+消費税），
B5，112P
ISBN978-4-87788-378-2　#44024

今こそ「合唱教育」を見直そう！

合唱で導く音楽授業

渡瀬昌治 著
なぜ学校で合唱が必要なのか？　―合
唱を通じて音楽科の授業の重要性を説
く著者渾身の一冊。

クラスが輝く！校内合唱コンクール　
学級担任の先生，音楽科の先生
それぞれに役立ちます！！

定価2,200円
（本体2,000円+消費税），
B5，160P　
ISBN978-4-87788-813-8　#44027

学級担任・音楽科の目指す

校内合唱コンクール成功への道
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作
曲
者
か
ら
の

　
　メ
ッ
セ
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ジ

定価2,200円（本体2,000円+消費税），B5，32P
ISBN978-4-87788-195-5　#44018　CD付

定価880円（本体800円+消費税），B5，40P
ISBN978-4-87788-095-8　#43010　DVD別売

定価2,420円（本体2,200円+消費税），B5，96P
ISBN978-4-87788-161-0　#43011

長唄をうたおう
－カラ三味線にあわせて－

和楽器ガイドブック
和太鼓／箏／三味線／篠笛／尺八

能楽・文楽・歌舞伎
－日本の伝統芸能への誘い－

芳村伊四郎 編著
添付CDに収録された「カラ三味線」に合わせて
歌う，長唄入門書。

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。

浦田健次郎 監修／児玉竜一 編著
各分野の特徴を写真を多用しながらわかりやす
く説明した鑑賞入門ガイドブック。

オンチへの考え方が変わる革新的な１冊！！
〈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！

定価1,430円（本体1,300円+消費税）
A5，160P
ISBN978-4-87788-783-4
#48015

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･･･

本
書

Q
&
A
編
1
音
楽
の
授
業
で
、音
程
が
外
れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。そ
の
子
に
対
し
て
、他
の
子
ど
も
が

『
オ
ン
チ
』と
言
い
ま
し
た
。『
オ
ン
チ
と
言
わ
な
い
よ
う
に
』と
指
導
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？
か
ら

会
話
文

マ
ン
ガ

定価2,750円
（本体2,500円+消費税）,B5，256P
ISBN978-4-87788-845-9　#45033

定価1,650円（本体1,500円+消費税）,A5,128P
ISBN978-4-87788-802-2　#43014

定価2,200円（本体2,000円+消費税），AB，160P
ISBN978-4-87788-778-0　#44026

新版　中学校・高等学校
教員養成課程　

音楽科教育法
中学校・音楽科　

新学習指導要領ガイドブック
「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

齊藤忠彦・菅裕 編著
中学校音楽科・高等学校芸術科

（音楽）の教員養成課程テキスト。

授業のお悩みにこたえる1冊！！

石上則子 監修
創作の授業をサポー
トします。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。

大事なコトをギュッとまとめました！

佐野　靖 編著
新学習指導要領の
改訂の趣旨やポイ
ント，これからの
学習指導の具体的
な方法などを，わ
かりやすくコンパ
クトにまとめた解
説本です。

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。
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定価880円（本体800円+消費税）
#29020　A4，16P

定価880円（本体800円+消費税）
#29023
ISBN978-4-87788-571-7
A4，48P

定価880円（本体800円+消費税）
#39211
ISBN978-4-87788-366-9
A4，16P

定価880円（本体800円+消費税）
#39218
ISBN978-4-87788-630-1
B5，80P

クラッピン グ 教 材 の ご 紹 介

リズムの活動を通して「合わせる喜び」をもっと感じてほしい、という願いを込めて作
曲しました。合唱のような心を震わせる音楽活動とは一味違った「丁々発止のリズムの
活動」を通して、スリリングなアンサンブルの喜びを実感していただけると嬉しいです。
　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。電子キーボード
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）

手拍子で奏でる音楽

作
曲
者
か
ら
の

　
　メ
ッ
セ
ー
ジ

1枚 価格1,650円
（本体1,500円+消費税）

#68041
ISBN978-4-87788-631-8

みんなで
リズム
クラッピング

クラッピング・ファンタジー集
長谷部匡俊 作曲

Clapping Quartets 
(クラッピング・カルテット集)
長谷部匡俊 作曲

アンサンブル曲集　海の見える街

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。

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を掲載。授
業や演奏会などに最適。
収録曲：クラッピング・ファンタジー第1番／第2番／第3番

７曲からなる小品集。グレー
ド順に並び終曲は演奏会用と
して書かれています。
基本は手拍子のみで展開しま
すが，いろいろな楽器を使用
してリズムアンサンブルとし
て楽しむこともできます。

中高生向けの器楽教材集。
作曲者や編曲者による演奏のポイントを，全曲に掲載。

「クラッピング ラプソディ」第１番〜第３番掲載。

CD
GES-14994

リコーダーや
鍵盤ハーモニカのパートは、
電子キーボードなどの

息を使わない楽器に替えて
演奏することもできます。

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▼

定価2,750円
（本体2,500円+消費税）,B5，256P

ISBN978-4-87788-845-9　#45033
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演奏会で好評を博した
混声合唱組曲シリーズ。
確かな感動をお届けします。

定価1,320円
（本体1,200円+消費税）
B5，104P
ISBN978-4-87788-254-9　
#24033

定価1,760円
（本体1,600円+消費税）
A4変，68P
ISBN978-4-87788-376-8　
#27217

定価1,650円
（本体1,500円+消費税）
A4変，56P
ISBN978-4-87788-749-0　
#27219

定価1,980円（本体1,800円+消費税），
A4変，80P

ISBN978-4-87788- 553-3　#24044

定価1,540円（本体1,400円+消費税）
A4変，48P
ISBN978-4-87788-340-9　
#27216

１枚 価格1,760円
（本体1,600円+消費税）

 ISBN978-4-87788-348-5　#63072

定価1,980円
（本体1,800円+消費税）
A4，96P
ISBN978-4-87788-581-6　
#24047

定価1,650円
（本体1,500円+消費税）
A4変，56P
ISBN978-4-87788-558-8　
#27218

中学生のための
音楽コンクール用
合唱曲集　混声編

混声合唱組曲

うたよ！
混声合唱組曲

小さないのち

混声合唱組曲

朝のリレー

混声合唱組曲

蝶 はばたく朝
飯沼信義　混声四部合唱曲集

若葉よ 来年は海へゆこう

時代
横山潤子編曲集　混声編

谷川俊太郎 作詞／信長貴富 作曲

まど・みちお 作詞／
鹿谷美緖子 作曲

みずかみかずよ 作詞／
荻久保和明 作曲

飯沼信義 作曲

教芸オリジナル曲の中からコンクールで使われ，
高評価をいただいた曲を掲載！

中学校から高等学校，大学，一般向けに，
演奏会でのレパートリーに加えたい素敵なアレンジ集！

収録曲   出会いのときも別れのときも／卒
業／ひとつのソネット／生きているかぎり／
さくら／スクランブル─交差点─／埴輪／
旅にでかける船長の猫／けものよ／部屋／
うたふやうにゆつくりと……／海の比喩

収録曲   うたよ！／こんなに たしか
に／じめん／空（混声四部）

収録曲   時代／ Best Friend ／さくら／
秋桜／なごり雪／涙そうそう／亜麻色の髪
の乙女／翼をください　
※「亜麻色の髪の乙女」のみ男声四部合唱に
なります。

収録曲   よろこび／いのち／たとえ
ば……／夜の雪／小さないのち
※「よろこび」のみ男声四部

成本和子 作詞／森山至貴 作曲 収録曲   春のたより（作詞：土肥 武）／うつくしい鐘が
…（作詞：新川和江）／名づけられた葉（作詞：新川和
江）／大きな木（作詞：高木あきこ）／若葉よ 来年は海
へゆこう（作詞：金子光晴）／月が（作詞：田中眞由美）

１枚 価格1,980円（本体1,800円+消費税）
ISBN978-4-87788-750-6　#63230

収録曲   蝶 はばたく朝／はっぱの なかの みち／桃
ひとつ てのひらに／水鳥のうた

収録曲   朝のリレー／朝の祭／朝ゆえに
／美しい夏の朝に（混声四部）

CD
KGO-1143

CD
FPCD-4874
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１枚 価格1,760円
（本体1,600円+消費税）

 ISBN978-4-87788-348-5　#63072 ■オリジナル合唱ピース　各定価660円（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

混声編 1
心に海を

26601 12
麻稀彩左 大熊崇子 混３ 2：39 ●

THE CHORUS ’03 混声/ 女声編

空に小鳥がいなくなった日 谷川俊太郎 鹿谷美緖子 混３ 3：29 ●

混声編 2
花・想（かそう）

26602 12
荻久保和明 荻久保和明 混３ 2：16 ●

心の庭 長井理佳 長谷部匡俊 混２ 3：43 ●

混声編 3
出会いのときも別れのときも

26603 16
金沢智恵子 飯沼信義 混３ 3：23 ●

憧れはいつも 西　世紀 明石潤祐 混４ 4：19 ●

混声編 4 出発 26604 12 高階杞一 鈴木輝昭 混３ 2：44 ●

混声編 5 この星に生きる者よ 26605 12 西　世紀 加賀清孝 混４ 4：48 ●

混声編 6 うたふやうにゆつくりと…… 26606 12 立原道造 大熊崇子 混４ 4：31 ●

混声編 7

石ころ

26607 16

まど・みちお 木下牧子 混３ 2：00 ●

THE CHORUS ’04 混声/ 女声編

約束 若松　歓 若松　歓 混３ 3：44 ●

歌おう OH MY HAPPINESS！ 高橋浩美 高橋浩美 混３ 3：31 ●

混声編 8
今なりたい自分へ

26608 16
山本瓔子 大澤徹訓 混２ 3：23 ●

フレトイ 再び 富岡博志 富岡博志 混２ 3：36 ●

混声編 9
心に咲く花

26609 20
たかぎ ひろみち 佐藤誠一 混２ 3：47 ●

光れ！ たかぎ ひろみち 佐藤誠一 混２ 3：50 ●

混声編 10 けものよ 26610 16 吉原幸子 鹿谷美緖子 混４ 4：16 ●

混声編 11 夢の中の設計図 26611 12 谷川俊太郎 長谷部匡俊 混３ 4：23 ●

混声編 12 生きているかぎり 26612 12 宮沢章二 近藤春恵 混３ 3：48 ●

混声編 13 海は宇宙 島は星 26613 12 金沢智恵子 橋本祥路 混３ 5：43 ●

混声編 14 水平線の向こうに 26614 12 架我主門 加賀清孝 混２ 2：22 ●

THE CHORUS ’05 混声/ 女声編

混声編 15

この空の青さよ

26615 16

山本瓔子 大田桜子 混３ 2：26 ●

輝くために 若松　歓 若松　歓 混３ 3：28 ●

わたしは月にはいかないだろう 大岡　信 木下牧子 混３ 3：01 ●

混声編 16
あしたはちがう日に

26616 16
山本瓔子 大澤徹訓 混２ 3：25 ●

一秒の短いことば 山本瓔子 大澤徹訓 混２ 3：11 ●

混声編 17
百億の瞳

26617 16
西　世紀 鹿谷美緖子 混３ 4：59 ●

夢のかなう場所へ 山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：31 ●

混声編 18
喜びの時

26618 16
三浦真理 三浦真理 混３ 3：33 ●

今，飛び立つ者たちよ 西　世紀 藤原嘉文 混３ 3：04 ●

混声編 19 トートーガナシ 26619 8 島尾ミホ 荻久保和明 混４ 4：01 ●

混声編 20 空の正面 26620 12 峰　進也 橋本　剛 混４ 4：05 ●

混声編 21 朝のリレー 26621 16 谷川俊太郎 信長貴富 混４ 4：29 ●

混声編83　眞實
作詞：竹久夢二　作曲：森田花央里（混声４部／12P／4分7秒）
透明感のあるハーモニーで、３つの詩「涙のかはりに」「接吻」「眞實」をつづります。

混声編86　
帰郷　－混声合唱とピアノのための－
作詞：谷川俊太郎　作曲：三宅悠太（混声４部／16P／4分55秒）
言葉が丁寧につづられた、和音の美しい作品です。多くのご要望にお応えして、女声
合唱版も発売しました。

混声編94　
無伴奏混声合唱のための　草枕・序
作詞：夏目漱石　原文　作曲：相澤直人（混声４部／12P／5分24秒）
夏目漱石の名作『草枕』の冒頭部が、西洋音楽的なメロディーで描かれます。

混声編98　自分の一歩
作詞：宮澤章二　作曲：山下祐加（混声４部／20P／4分13秒）
2015年度全日本合唱コンクールの課題曲『ねむりのもりのはなし』を書いた若手作
曲家、山下祐加の新作。宮澤章二の言葉が沁みる、温かな作品です。

混声編103　
我と来て遊べや親のない雀　混声合唱のための
作詞：小林一茶　作曲：千原英喜（混声４部／16P／4分6秒）
小林一茶の俳句が無伴奏合唱曲になりました。“和の世界”を感じる作品です。

混声編108 
ひとめぐり　－混声合唱とピアノのための－
作詞：覚　和歌子　作曲：三宅悠太（混声4部／20P／4分42秒）
じっくり読みたくなる詩と、鮮やかなピアノを伴った推進力のある音楽から成り立つ
作品。各パート1名以上、オプションでトライアングルを使用します。

混声編109 　
冬と銀河ステーション　混声合唱とピアノのための
作詞：宮沢賢治　作曲：木下牧子（混声4部／24P／4分18秒）
楽しく、歌いごたえも抜群です。まるで宮沢賢治が描く不思議な世界が目の前に現れ
るような、魅力たっぷりの作品。

ピックアップ　
混声編

コンクール〜演奏会
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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

混声編 22

君の瞳に

26622 16

安城南中学校
平成18年度3年生 松井孝夫 混３ 3：45 ●

THE CHORUS ’06 混声/ 女声編
花のこえ

道 山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：08 ●

あすという日が 山本瓔子 八木澤教司 混３ 3：33 ●

混声編 23
さくら草

26623 16
西　世紀 鹿谷美緖子 混３ 3：41 ●

グリーンスリーヴスのテーマによる幻想曲 イングランド民謡
三浦真理 三浦真理 混３ 4：18 ●

混声編 24
赤いカンナ

26624 16
新川和江 大熊崇子 混３ 4：10 ●

早春の風 中原中也 黒沢吉徳 混４ 3：48 ●

混声編 25 水ぐるま 26625 16 伊藤桂一 佐井孝彰 混４ 4：30 ●

混声編 26 ソプラノ，メッゾ・ソプラノ，アルト，テノール
のための混声四部合唱曲 春のために 26626 16 大岡　信 飯沼信義 混４ 4：24 ●

混声編 27
明日

26627 20
谷川俊太郎 長谷部匡俊 混３ 4：08 ●

波へ 岩崎正裕 橋本　剛 混２ 3：30 ●

混声編 28 花のこえ 26628 12 石牟礼道子 荻久保和明 混５ 4：49 ●

混声編 29

心の中に

26629 20

山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：14 ●

THE CHORUS ’07 混声/ 女声編
雨の言葉

命あるかぎり 若松　歓
（宮越由貴奈　原作） 若松　歓 混３ 3：59 ●

五月の風のなかで 高木あきこ 氏家晋也 混３ 3：24 ●

混声編 30 海映の空に 26630 8 金沢智恵子 黒沢吉徳 混４ 4：28 ●

混声編 31
風

26631 20
片桐ユズル 信長貴富 混４ 4：17 ●

ふたつのおと 熊谷菜摘
飯沼信義　補作詞 飯沼信義 混４ 3：14 ●

混声編 32 ＩＭＢＥＮＩ ～魂の夜明け～ 26632 16 唐沢史比古 唐沢史比古 混５ 4：29 ●

混声編 33 空気 26633 16 まど・みちお 鈴木憲夫 混３ 4：24 ●

混声編 34 けふといふ日 26634 16 室生犀星 佐井孝彰 混４ 4：24 ●

混声編 35 雨の言葉 26635 16 立原道造 長谷部匡俊 混４ 4：30 ●

混声編 36 平和 26636 16 吉原幸子 鹿谷美緖子 混４ 4：10 ●

混声編 37
あなたに会えて…

26637 16
山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：00 ●

THE CHORUS ’08 混声/ 女声編　
わたしの中にも

水底の花 石牟礼道子 荻久保和明 混３ 4：47 ●

混声編 38 天の弦 26638 12 相馬梅子 橋本祥路 混４ 5：12 ●

混声編 39 世界のどこかで 26639 16 金沢智恵子 鹿谷美緖子 混４ 4：14 ●

混声編 40 わたしの中にも 26640 16 新川和江 松本　望 混４ 3：19 ●

混声編 41 ことばあそびうた 五十一音 26641 12 県多乃梨子 黒澤吉徳 混４ 3：55 ●

混声編 42 まだ咲かぬ美しいつぼみよ 26642 16 荻野絵里子 松下　耕 混３ 3：25 ●

混声編 43
ここにいる幸せ

26643 12
嶽　里永子 松井孝夫 混３ 3：39 ●

THE CHORUS ’09 混声/ 女声編　
ペリカン

たったひとつ 石原一輝 大田桜子 混３ 3：19 ●

混声編 44 わたしの声 26644 12 星　梨津子 八木澤教司 混３ 3：54 ●

混声編 45 素直なままに 26645 12 愛里恭加 大熊崇子 混４ 4：28 ●

混声編 46 ヒカリ 26646 16 瀬戸沙織 松下　耕 混３ 4：12 ●

混声編 47 HANAMUKE 26647 12 内藤淳一
星　梨津子　補作詞 内藤淳一 混４ 4：19 ●

混声編 48 恐竜のたましい 26648 16 木島　始 高嶋みどり 混４ 4：23 ●

混声編 49 混声合唱とピアノのための 花よ咲け 26649 12 仙　宇吉 石桁冬樹 混３ 4：29 ●

混声編 50 大地かけぬけて 26650 8 若松　歓 若松　歓 混３ 3：22 ●

THE CHORUS ’10 混声/ 女声編　
魚の話

混声編 51 じゃあね 26651 8 谷川俊太郎 相澤直人 混４ 4：30 ●

混声編 52
光を抱こう

26652 12
山本瓔子 八木澤教司 混３ 4：39 ●

心の中の一本の線 高木あきこ 横山裕美子 混３ 4：09 ●

混声編 53 乳母車 26653 16 三好達治 内藤淳一 混４ 6：55 ●

混声編 54 Rainbow Rain 26654 16 喜多形寛丈 喜多形寛丈 混３ 4：43 ●

混声編 55 朝に 26655 16 立原道造 佐井孝彰 混４ 4：31 ●

混声編 56 潮騒をきく 26656 16 山本瓔子 加賀清孝 混４ 4：22 ●

混声編 57 生きる 26657 16 谷川俊太郎 大熊崇子 混３ 3：10 ●

THE CHORUS ’11 混声/ 女声編　
虹色の未来

混声編 58
春風の中で

26658 16
山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：54 ●

潮騒のプレリュード 金沢智恵子 長谷部匡俊 混４ 4：06 ●

混声編 59 虹色の未来 26659 8 吉野莉紗 松井孝夫 混３ 5：42 ●

混声編 60
一本の木

26660 16
フルリーナ 富澤　裕 混３ 4：27 ●

歌を 木坂　涼 横山裕美子 混３ 3：48 ●

混声編 61 春の改札 26661 12 高階杞一 佐井孝彰 混４ 4：08 ●

混声編 62 教えてほしい 26662 12 金沢智恵子 橋本祥路 混４ 4：20 ●

混声編 63 Open Your Heart！ ～一歩の勇気を胸に～ 26663 12 平野祐香里 石桁冬樹 混３ 3：37 ●

混声編 64 unlimited（アンリミテッド）[混声四部版] 26664 8 桑原永江 若松　歓 混４ 4：19 ●

THE CHORUS ’12 混声/ 女声編　
たったいまの うた

混声編 65
GOOD LUCK ～希望のひかり～

26665 12
里乃塚玲央 八木澤教司 混３ 4：07 ●

願い 山崎朋子 山崎朋子 混３ 5：09 ●

混声編 66
幸せのバトン

26666 12
吉野莉紗 松井孝夫 混３ 4：18 ●

子守唄 －立原道造の詩による小さなレクイエム－ 立原道造 三宅悠太 混４ 4：06 ●

混声編 67 立原道造の詩による３つの心象 夢みたものは…… 26667 8 立原道造 相澤直人 混４ 3：32 ●

混声編 68 蝶 はばたく朝 26668 16 成本和子 森山至貴 混４ 4：32 ●
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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

混声編 69 立原道造の詩による３つの心象 この闇のなかで 26669 12 立原道造 相澤直人 混４ 4：22 ●

THE CHORUS ’13 混声/ 女声編　
幸せの花が咲くように

混声編 70 こころには森がある パシュラル先生のはるかな旅 26670 12 はらだ　たけひで 荻久保和明 混４ 4：21 ●

混声編 71
幸せの花が咲くように

26671 12
吉野莉紗 松井孝夫 混３ 4：26 ●

僕らの奇跡 栂野知子 栂野知子 混３ 3：22 ●

混声編 72
会いたい

26672 12
山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：33 ●

今を生きる 神　詩音 八木澤教司 混３ 3：45 ●

混声編 73 もうすぐ春 26673 8 若松　歓 若松　歓 混３ 4：12 ●

混声編 74 立原道造の詩による３つの心象 アダジオ 26674 8 立原道造 相澤直人 混４ 3：49 ●

混声編 75 水鳥のうた 26675 16 成本和子 森山至貴 混４ 4：10 ●

混声編 76 海の石 混声合唱とピアノのために 26676 16 大越　桂 佐井孝彰 混４ 4：24 ●

THE CHORUS ’14 混声/ 女声編　
時の中で

混声編 77 若葉の想い 26677 8 佐藤賢太郎 佐藤賢太郎 混４ 4：10 ●

混声編 78 時の中で 26678 12 フルリーナ 富澤　裕 混３ 4：31 ●

混声編 79
energy

26679 16
1052 松井孝夫 混３ 3：35 ●

ある象の物語
－キリマンジャロに響く，生命の鼓動－ まはる 八木澤教司 混３ 4：00 ●

混声編 80
どんな時も

26680 16
若松　歓 若松　歓 混４ 4：29 ●

空 ～ぼくらの第２章～ 深田じゅんこ 大田桜子 混３ 3：19 ●

混声編 81
夕暮れカレー

26681 12
武田こうじ 内藤淳一 混３ 3：03 ●

くちびるに歌を持て 山本有三　日本語詞
内藤淳一　詩の再構成 内藤淳一 混４ 2：28 ●

混声編 82 桃ひとつ てのひらに 26682 12 成本和子 森山至貴 混４ 4：08 ●

混声編 83 眞實 26683 12 竹久夢二 森田花央里 混４ 4：07 ●

混声編 84 永遠のマーチ ※同声・混声合同合唱 26684 12 新井鷗子 若松　歓 混６ 4：22 ●

THE CHORUS ’14 同声編　
ビクトリー
THE CHORUS ’14 混声/ 女声編　
時の中で

混声編 85 愛 26685 12 田中佐知 森山至貴 混４ 4：26 ●

THE CHORUS ’15 混声/ 女声編　
花咲く時をこえて

混声編 86 帰郷
－混声合唱とピアノのための－ 26686 16 谷川俊太郎 三宅悠太 混４ 4：55 ●

混声編 87
空を見上げて

26687 12
山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：00 ●

風が吹く丘に 山崎朋子 山崎朋子 混４ 3：39 ●

混声編 88 まだ見ぬ明日へ 26688 8 吉野莉紗 松井孝夫 混３ 4：08 ●

混声編 89
花咲く時をこえて

26689 12
山本瓔子 大田桜子 混３ 3：48 ●

砂漠の奇跡 まはる 八木澤教司 混３ 3：50 ●

混声編 90 春の手 26690 12 竹久夢二 森田花央里 混４ 4：05 ●

音楽配信
※ご利用方法については
　裏表紙をご覧ください。

混声編 91 球根たち 26691 20 安東次男 加藤昌則 混４ 4：48 ●

混声編 92
種

26692 16
悠道 山崎朋子 混４ 4：10 ●

いま ここ 相馬孝洋 相馬孝洋 混３ 3：56 ●

混声編 93
向日葵

26693 16
吉野莉紗 松井孝夫 混３ 4：37 ●

どこかじゃなくて 桑原永江 アベタカヒロ 混３ 2：33 ●

混声編 94 無伴奏混声合唱のための
草枕・序 26694 12 夏目漱石　原文 相澤直人 混４ 5：24 ●

混声編 95 休み時間
－詩集『官能検査室』より－ 26695 16 岬　多可子 横山潤子 混４ 4：34 ●

混声編 96
おおいなる川 ～はるかな旅へ～

26696 16
ミマス ミマス

富澤　裕　編曲 混３ 4：01 ●

３月の手紙 きむらえいり 相澤直人 混３ 4：25 ●

混声編 97
あなたに届けよう

26697 12
山崎朋子 山崎朋子 混３ 3：57 ●

さよならの前に 山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：29 ●

混声編 98 自分の一歩 26698 20 宮澤章二 山下祐加 混４ 4：13 ●

混声編 99 冬の陽ざしの 混声合唱とピアノのための 26699 16 吉野　弘 名田綾子 混４ 4：31 ●

混声編 100 花の名前 26800 12 森山直太朗・御徒町凧 森山直太朗・御徒町凧
アベタカヒロ　編曲 混３ 5：20 ●

混声編 101
夕陽

26801 20
悠道 山崎朋子 混４ 4：04 ●

青すぎた春 中内悠介 中内悠介 混３ 3：46 ●

混声編102 くらやみ 混声合唱とピアノのために 26802 20 谷川俊太郎 佐井孝彰 混４ 4：10 ●

混声編103 我と来て遊べや親のない雀 混声合唱のための 26803 16 小林一茶 千原英喜 混４ 4：06 ●

混声編104
いつも草のように

26804 12
杉本深由起 佐井孝彰 混３ 2：08 ●

このみち 金子みすゞ 三宅悠太 混３ 2：55 ●

混声編105
満天の星々の下

26805 12
里乃塚玲央 森山至貴 混３ 3：01 ●

モンシロチョウ 御徒町凧 アベタカヒロ 混３ 3：43 ●

混声編106 リアルビクトリー 26806 12 栗山龍太　 栗山龍太
大田桜子 編曲 混3 5：30 ●

混声編107
幸せ

26807 12
山崎朋子 山崎朋子 混３ 3：32 ●

僕らの歌 山崎朋子 山崎朋子 混３ 4：32 ●

混声編108 ひとめぐり －混声合唱とピアノのための－ 26808 20 覚　和歌子 三宅悠太 混4 4：42 ●

混声編109 冬と銀河ステーション 混声合唱とピアノのための 26809 24 宮沢賢治 木下牧子 混4 4：18 ●

混声編110 春のうた 26810 8 さくらももこ 山崎　耀
山崎朋子 編曲 混3 ●

混声編111 いにしえの道 26811 16 ミマス ミマス
富澤　裕 編曲 混3 ●
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授業や部活動のレパートリーに，コンクールの自由曲に，
演奏会のプログラムに最適！！

女子中学校のクラス用合唱曲集に最適！
授業から学校行事まで幅広く活用できます。

最新 女声合唱曲集　
天使の時

女声合唱曲集 クラス用　
Fairy Chorus

定価1,540円
（本体1,400円+消費税），
B5，240P　
ISBN978-4-87788-474-1　
#23024

定価1,100円
（本体1,000円+消費税），
B5，240P
ISBN978-4-87788-552-6　
#23025

収録曲   COSMOS＊／あなたに会えて…＊／こ
こにいる幸せ＊／いつまでも＊／Butterfly＊／永
遠にともに＊／YELL／手紙 ～拝啓 十五の君へ
～／おしゃれな気分できれいに歩こう＊／南国浮
かれ唄／幼き日のアルバム／秋桜＊／想い出が
いっぱい＊／いのちの歌＊／きみ歌えよ／そのひ
とがうたうとき＊／初心のうた／信じる／春（「火
の山の子守歌」から）／落葉（「火の山の子守歌」
から）／虹の輪の花／天使の時（無伴奏女声合
唱のための）／トートーガナシ＊／ペリカン／さく
ら／ガラスの瞳／鳥／おんがく／夢みたものは
･･････／母の挽歌＊／落葉松／この愛を
＊が付いている曲は，この曲集のための新規アレ
ンジ

収録曲   君をのせて／Believe／けっして忘れない／こ
の星に生まれて／ひろい世界へ／Let's Search For 
Tomorrow／カリブ 夢の旅／マイ バラード／unlimited

（アンリミテッド）／夏の日の贈りもの／心の中にきらめい
て／大切なもの／時の旅人／旅立ちの日に／いつまでも
／大地讃頌（カンタータ「土の歌」から）／風は今／地球の
詩／道／今日から明日へ／With You Smile／あすという
日が／変わらないもの／桜の下で／COSMOS／地球星
歌 ～笑顔のために～／あなたに会えて…／友よ 北の空
へ／春に（1998年改訂版）／少年時代／翼をください／
Amazing Grace／Oh Happy Day／手紙 ～拝啓 十五
の君へ～／YELL／荒れ野に み使い／諸人こぞりて／神
のみ子は 今宵しも／浜辺の歌／花／紅葉／Deep River
／Nobody knows de Trouble I've seen／Sanctus

（「Mass for 3 voices」から）／Benedictus（「Mass for 
3  vo i ces」から）／夢みたものは…／流浪の民／
Hallelujah!（オラトリオ「メサイア」から）／落葉松

編集協力者 横田純子
今歌いたい珠玉の女声合唱曲を全32曲掲載。

いわゆる定番の合唱曲やポピュラー曲，宗教曲，日本の歌，ア カペラなど，
さまざまなジャンルから全49曲掲載。

定価1,540円（本体1,400円+消費税）
B5，104P　
ISBN978-4-87788-478-9　#22033

定価1,540円（本体1,400円+消費税）
B5，96P　
ISBN978-4-87788-185-6　#22022

定価1,320円（本体1,200円+消費税）
B5，96P　
ISBN978-4-87788-253-2　#23021

定価1,980円（本体1,800円+消費税）
A4変，72P　
ISBN978-4-87788-810-7　#23026

女声／同声合唱曲集 2

ブリリアント・
ヴォイス

女声／同声合唱曲集 ３

グレイスフル・
ヴォイス

中学生のための
音楽コンクール用
合唱曲集　女声編

飯沼信義　女声合唱曲集

桔梗
─金沢智恵子「鎌倉・花詩集」より

収録曲   春に／わが里程標／海の不思議
／ひとつの朝 ／ 消えた八月／ O H  M Y 
SOLDIER／天使と羊飼い／夕べの歌／ジプ
シーがチーズを食べる　他（全13曲）

収録曲   忘れな草／落葉松／ Largo／ア
ヴェ マリア／ほたるこい／あいや節幻想曲
／おぼこ祝い唄／通りゃんせ／会津磐梯山　
他（全16曲）

収録曲   鳥／千の悲しみ／羊／何億もの昼
と何億もの夜を越えて／美しいあしたを／雪
の日に／古より／風景 純銀もざいく／風が
強いと地球は誰かの凧のようだ／美しい夏
の朝に／神の生誕

飯沼信義 作曲／金沢智恵子 作詞

収録曲   1 梅／ 2 さくらふぶき／ 3 鎌倉・
四季の花ごよみ／ 4 竹林／ 5 桔梗

女声編42　
eyeの中に愛　女声合唱とピアノのために
作詞：大越　桂　作曲：佐井孝彰（女声３部／20P／4分27秒）
温かく語りかけるような旋律と、クライマックスに向けての展開に引き付けられます。

女声編47　
無伴奏女声合唱のための
はにわ三態　中 勘助の詩「埴輪」による
作詞：中　勘助　作曲：飯沼信義（女声３部／12P／4分52秒）
手拍子や床踏音、音律を外した掛け声や合図が含まれる快活な音楽です。オノマトペ
は歌いごえ抜群。

女声編58　
鋏　－女声合唱とピアノのための－
作詞：三角みづ紀　作曲：名田綾子（女声３部／16P／4分19秒）
心に響く率直な詩と優しい音楽に引き込まれます。

女声編59　
無伴奏女声合唱のための　桜の院
作詞：作者不詳（『伊勢物語』より）　作曲：大田桜子

（女声４部／8P／4分28秒）
古来より受け継がれる『伊勢物語』を大切に歌いあげる無伴奏作品です。

女声編60 　
夕暮　－女声合唱とピアノのための－
作詞：谷川俊太郎　作曲：土田豊貴（女声４部／16P／4分55秒）
まさに「夕暮」を感じる作品。美しい声のハーモニーがピアノの細やかなパッセージで
彩られて展開します。

女声編61 
ふゆはたまもの
作詞：覚　和歌子　作曲：横山潤子（女声４部／16P／4分8秒）
冬の美しさや情緒とともに、生命の強さを感じる詩と音楽です。クライマックスに向け
た盛り上がりが魅力的。

ピックアップ　
女声編
ピックアップ　

コンクール〜演奏会
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定価1,100円
（本体1,000円+消費税），
B5，240P
ISBN978-4-87788-552-6　
#23025

飯沼信義　女声合唱曲集

桔梗
─金沢智恵子「鎌倉・花詩集」より

■オリジナル合唱ピース　各定価660円（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

女声編 1 風が強いと地球は誰かの凧のようだ 26501 12 谷川俊太郎 長谷部匡俊 女３ 4：17 ● THE CHORUS ’03 混声/ 女声編 
女声編 2 桔梗 26502 12 金沢智恵子 飯沼信義 女３ 3：39 ● THE CHORUS ’05 混声/ 女声編 
女声編 3 繭の中の住人 26503 12 白石かずこ 大熊崇子 女３ 4：09 ●

THE CHORUS ’04 混声/ 女声編 
女声編 4 風（浦田健次郎） 26504 8 北原白秋 浦田健次郎 女３ 5：07 ●
女声編 5 美しいあしたを 26505 12 橋爪　文 加賀清孝 女３ 4：23 ●
女声編 6 風（井上淳司） 26506 12 片桐ユズル 井上淳司 女３ 4：05 ●
女声編 7 女声合唱とピアノのための 蛍 26507 12 高野喜久雄 飯沼信義 女４ 4：08 ●

THE CHORUS ’05 混声/ 女声編 
女声編 8 さながら風が木の葉をそよがすように 26508 12 谷川俊太郎 長谷部匡俊 女３ 4：24 ●

女声編 9 虹の輪の花 26509 12 宗　左近 大田桜子 女３ 4：23 ● THE CHORUS ’06 混声/ 女声編　
花のこえ

女声編 10 千の花／ミル・フィオレ 26510 16 園田恵子 荻久保和明 女３ 4：14 ●
THE CHORUS ’07 混声/ 女声編　
雨の言葉

女声編 11 水底の感 26511 12 夏目漱石 長谷部匡俊 女６ 4：30 ●
女声編 12 うたふやうにゆつくりと…… 26512 12 立原道造 大熊崇子 女３ 4：30 ●
女声編 13 おかあさん 26513 8 玉城　篤 玉城　篤 女３ 3：50 ●
女声編 14 無伴奏女声合唱のための 天使の時 26514 12 宗　左近 大田桜子 女６ 4：57 ●

THE CHORUS ’08 混声/ 女声編
わたしの中にも

女声編 15 ひかりの海 26515 16 征矢泰子 飯沼信義 女３ 3：59 ●
女声編 16 断章 26516 12 西條八十 浦田健次郎 女３ 5：54 ●

女声編 17 水無月 26517 12 テオドール・シュトルム
上田　敏　訳詞 長谷部匡俊 女３ 3：41 ●

女声編 18 雪に立つ竹 26518 8 北原白秋 浦田健次郎 女３ 5：05 ●

THE CHORUS ’09 混声/ 女声編
ペリカン

女声編 19 ペリカン 26519 12 ロベール・デスノス
賀陽亜希子　訳詞 荻久保和明 女３ 3：10 ●

女声編 20 子どもと本 26520 12 谷川俊太郎 鈴木輝昭 女３ 3：35 ●

女声編 21 いった あんま まーかいが
－南の島に伝わる三つのわらべうた－ 26521 12 長谷部匡俊 女３ 4：19 ●

女声編 22

３つのやさしい歌
Ⅰ 風をみた人はいなかった

26522 20 岸田衿子 佐井孝彰
女３ 1：50

●
Ⅱ なぜ 花はいつも 女３ 1：49
Ⅲ 星はこれいじょう 女３ 1：41

女声編 23 その時に祈る 26523 8 山本瓔子 大田桜子 女４ 4：24 ●
THE CHORUS ’10 混声/ 女声編
魚の話女声編 24 刺し殺された白鳩と噴水 26524 16 ギヨーム・アポリネール

賀陽亜希子　訳詞 荻久保和明 女６ 4：27 ●

女声編 25 女声合唱とピアノのための 魚の話 26525 16 立原道造 長谷部匡俊 女３ 4：11 ●
女声編 26 無伴奏女声合唱のための 螢　螢　螢 26526 12 宗　左近 大田桜子 女３ 4：30 ●

THE CHORUS ’11 混声/ 女声編
虹色の未来

女声編 27 あたらしき木の芽のはなやかさ
－八木重吉の詩による三つの歌－ 26527 12 八木重吉 長谷部匡俊 女４ 4：29 ●

女声編 28 まるはやさしさのようだ
－女声（同声）合唱のための－ 26528 8 中村智之 三宅悠太 女３ 4：02 ●

女声編 29
無伴奏女声合唱のための「初恋」から
１. 初恋 26529 20 島崎藤村 大田桜子

女４ 4：37 ●

THE CHORUS ’12 混声/ 女声編
たったいまの うた

２. 春の曲 女４ 3：19 ●
女声編 30 たったいまの うた 26530 12 鶴見正夫 荻久保和明 女３ 4：16 ●
女声編 31 虹 ～空をわたる～ 26531 8 星　梨津子 長谷部匡俊 女３ 4：01 ●
女声編 32 星に祈りを 26532 16 大越　桂 佐井孝彰 女３ 4：25 ●
女声編 33 無伴奏女声合唱のための 風の話 26533 12 立原道造 長谷部匡俊 女３ 4：17 ●

THE CHORUS ’13 混声/ 女声編
幸せの花が咲くように

女声編 34 息 無伴奏女声合唱のための 26534 12 谷川俊太郎 鈴木輝昭 女３ 3：50 ●
女声編 35 永遠までの半分のところ 26535 12 宗　左近 大田桜子 女３ 4：23 ●
女声編 36 電話をちょうだい 26536 16 園田恵子 荻久保和明 女４ 3：40 ●

女声編 37
つばめが来る頃

26537 12
山上路夫 村井邦彦

横山潤子　編曲 女２ 2：31 ●

あなたに… Brillante 松井孝夫 女２ 4：20 ●

女声編 38 うっすらと秋に酔うたここち
－八木重吉の詩による三つの歌－ 26538 16 八木重吉 長谷部匡俊 女３ 4：22 ●

THE CHORUS ’14 混声/ 女声編
時の中で女声編 39 私はなぜ？ 26539 8 みなづきみのり 大田桜子 女３ 4：29 ●

女声編 40 あふれるHappy 26540 16 太田　朋 荻久保和明 女４ 4：19 ●
女声編 41 若葉の想い 26541 8 佐藤賢太郎 佐藤賢太郎 女３ 4：17 ●
女声編 42 eyeの中に愛 女声合唱とピアノのために 26542 20 大越　桂 佐井孝彰 女３ 4：27 ●

THE CHORUS ’15 混声/ 女声編
花咲く時をこえて

女声編 43 庭 －詩集『官能検査室』より－ 26543 12 岬　多可子 横山潤子 女４ 4：24 ●
女声編 44 セミ 26544 12 まど・みちお 橋本　剛 女４ 4：29 ●
女声編 45 地球の正午 26545 8 宗　左近 荻久保和明 女４ 4：05 ●

女声編 46
アンソロジーⅠ
－女声合唱とピアノのための－
～序・泣いているきみ～

26546 16
序：寺山修司
泣いているきみ：
谷川俊太郎

三宅悠太 女３ 4：50 ●

音楽配信
※ご利用方法については
　裏表紙をご覧ください。

女声編 47 無伴奏女声合唱のための はにわ三態
中 勘助の詩「埴輪」による 26547 12 中　勘助 飯沼信義 女３ 4：52 ●

女声編 48 無伴奏女声合唱のための グリーン
北村太郎の詩「緑」による 26548 12 北村太郎 飯沼信義 女３ 5：55 ●

女声編 49 えぼ 26549 12 草野心平 大熊崇子 女４ 4：09 ●
女声編 50 エレジア（かごめ哀歌） 26550 12 わらべうた 荻久保和明 女３ 4：35 ●

女声編 51 女声合唱とピアノのための
レクイエム ～星の美しい夜には～ 26551 16 安西　薫 長谷部匡俊 女４ 5：13 ●

女声編 52 無伴奏女声合唱のための 鳥 魚 26552 8 宗　左近 大田桜子 女４ 4：33 ●
女声編 53 散歩 －無伴奏女声合唱のための－ 26553 16 長田　弘 木下牧子 女４ 4：25 ●
女声編 54 ありったけの夏 26554 16 覚　和歌子 横山潤子 女５ 4：04 ●
女声編 55 Ｔｉｍｅ 26555 20 サラ・オレイン 加藤昌則 女３ 4：29 ●

女声編 56 花の名前 26556 12 森山直太朗・御徒町凧 森山直太朗・御徒町凧　
アベタカヒロ　編曲 女３ 5：20 ●

女声編 57 帰郷
－女声合唱とピアノのための－ 26557 16 谷川俊太郎 三宅悠太 女４ 4：55 ●

女声編 58 鋏 ー女声合唱とピアノのためのー 26558 16 三角みづ紀 名田綾子 女３ 4：19 ●

女声編 59 無伴奏女声合唱のための　桜の院 26559 8 作者不詳 
（『伊勢物語』より） 大田桜子 女４ 4：28 ●

女声編 60 夕暮 －女声合唱とピアノのための－ 26560 16 谷川俊太郎 土田豊貴 女4 4：55 ●
女声編 61 ふゆはたまもの 26561 16 覚　和歌子 横山潤子 女4 4：08 ●
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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

学習者用  デジタル教科書
中学生の音楽１
中学生の音楽２・３上
中学生の音楽２・３下
中学生の器楽
各巻価格990円（本体900円+消費税）
KGF-92180~92183

※使用する生徒ごとにライセンスが必要です。
※使用期間は卒業年度末までです。

DVD-ROM
／クラウド配
信

○令和3年度から使用される中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）で使用できます。
○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，iPad，Chromebook
※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/2021jhs/

学習者用  デジタルコンテンツ
中学生の音楽１／２・３上／２・３下
学習者用  デジタルコンテンツ・映像資料

中学生の器楽
「学習者用デジタル教科書」＋「学習者用デジタルコンテンツ」セット
（※一体型ではございません。）
１ライセンス　各巻価格1,540円（本体1,400円＋消費税）

（※使用するユーザー数のライセンスが必要です。）

「学習者用デジタルコンテンツ」スクールパック
教科書使用期間版　各巻価格29,700円（本体27,000円＋消費税）
１年間版　各巻価格11,000円（本体10,000円＋消費税）

（※同一の校内であれば，使用期間内はユーザー数に関係なく利用できます。）

クラウド配信

◯GIGAスクールに対応！各巻の教科書に対応した，一人一台のタブレット端末等で
ICTの活用ができるデジタルコンテンツ集です。

◯令和３年度よりご利用いただいている「指導者用デジタル教科書（教材）」に搭載され
ている機能の一部を，「創作」の教材を中心に，生徒一人一台のタブレット端末等で利
用できます。

◯「中学生の器楽」は，「創作」の教材に加えて，一人一人が演奏方法などを動画で学習
できる映像資料も豊富に搭載されています。

◯新たに〈和音の動きと旋律づくり〉〈リズムづくり〉のコンテンツを加えました。プログラ
ミング的思考の育成にも役立ちます。

※「学習者用デジタルコンテンツ」では，教科書の紙面は表示することができません。

〈動作環境〉 
Windows PC，iPad，Chromebook
※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/2021jhs/digitalcontents/

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 価格19,800円

（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。

中学生の音楽鑑賞DVD
全14巻 各価格19,800円

（本体18,000円+消費税）
NBS-821〜834

DVD

○教科書掲載鑑賞教材を完全収録致しました。（権利関係等での不可を除く）
○「伝統をつなぐ-野村萬斎」「14歳の時間-松任谷由実」「音楽ってなんだろう？」
「日本の伝統芸能・郷土芸能」「アジアの諸民族の音楽」「世界の諸民族の音楽」など 
教科書掲載の幅広い内容を網羅しました。

○Vol.1：1年①／Vol.2：1年②／Vol.3：1年③／Vol.4：2-3年上①／Vol.5：2-3年上
②／Vol.6：2-3年上③／ Vol.7：2-3年上④／ Vol.8：2-3年上下共通／ Vol.9：2-3
年下①／ Vol.10：2-3年下②／ Vol.11：2-3年下③／ Vol.12：2-3年下④／ 
Vol.13：器楽編①／ Vol.14：器楽編②

和楽器ガイドDVD
［和太鼓・箏・三味線・篠笛・
尺八］
1枚 94分 価格15,400円

（本体14,000円+消費税）
ISBN978-4-87788-357-7

DVD

○「楽器の構造」「基本的な奏法」「手入れの仕方」「代表的な曲」などをコンパクトにわ
かりやすく説明。

○講師　和太鼓：ひがしむねのり／三味線：田島佳子／箏：安藤政輝／篠笛：福原徹彦
／尺八：山本邦山

○「和楽器ガイドブック」に準拠。

音楽鑑賞DVD
日本の伝統芸能編
1枚 126分 価格19,800円

（本体18,000円+消費税）
KGF-92042
ISBN978-4-87788-326-3

DVD

○日本の歴史を体現する伝統芸能の数々を1枚に収録。
○雅楽：成り立ち／陵王／神楽歌／納曽利／越天楽／琵琶について 他

能楽：成り立ち／羽衣／俊寛／石橋 他 
文楽：成り立ち／平家女護島〜鬼界ヶ島の段／義経千本桜〜道行初音旅／新版歌
祭文〜野崎村の段 他 
歌舞伎：成り立ち／平家女護島／義経千本桜〜川連法眼館／京鹿子娘道成寺 他

橋本祥路～合唱の心を伝える～
〈中学校版〉
1枚 107分 価格4,180円

（本体3,800円+消費税）
KGF-92045
ISBN978-4-87788-430-7

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）：夢の世界を／時の旅人／童神〜天の子守唄〜
○出演校 モデル演奏（3曲）：カリブ 夢の旅／心の中にきらめいて／届けあえたら
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■教芸発行曲集準拠ＣＤ
品名 カラ

ピアノ

MY SONG 7訂版 上巻 
3枚組 価格7,920円（本体7,200円+消費税） 
GES-15921～15923 
ISBN978-4-87788-972-2

●

MY SONG 7訂版 下巻 
4枚組 価格8,800円（本体8,000円+消費税） 
GES-15924～15927 
ISBN978-4-87788-973-9

●

TOMORROW 4訂版 
5枚組 価格14,300円（本体13,000円+消費税） 
GES-14874～14878 
ISBN978-4-87788-618-9

●

Super Chorus 上巻 
4枚組 価格9,240円（本体8,400円+消費税） 
GES-14274～14277 
ISBN978-4-87788-426-0 

●

Super Chorus 下巻 
4枚組 価格9,240円（本体8,400円+消費税） 
GES-14278～14281 
ISBN978-4-87788-427-7 

●

キミウタ Section１［合唱・カラピアノ］ 
2枚組 価格5,500円（本体5,000円+消費税） 
GES-15486～15487 
ISBN978-4-87788-831-2

●

キミウタ Section２［合唱・カラピアノ］ 
2枚組 価格5,500円（本体5,000円+消費税） 
GES-15488～15489 
ISBN978-4-87788-832-9

●

キミウタ Section３［合唱・カラピアノ］ 
2枚組 価格5,500円（本体5,000円+消費税） 
GES-15490～15491 
ISBN978-4-87788-833-6

●

キミウタ Section４［合唱・カラピアノ］ 
2枚組 価格5,500円（本体5,000円+消費税） 
GES-15492～15493 
ISBN978-4-87788-834-3

●

キミウタ Section５［合唱・カラピアノ］ 
2枚組 価格5,500円（本体5,000円+消費税） 
GES-15494～15495 
ISBN978-4-87788-835-0

●

キミウタ Section１［パート別］ 
3枚組 価格8,250円（本体7,500円+消費税） 
KGO-1171～1173 
ISBN978-4-87788-836-7

キミウタ Section２［パート別］ 
3枚組 価格8,250円（本体7,500円+消費税） 
KGO-1174～1176 
ISBN978-4-87788-837-4

キミウタ Section３［パート別］ 
3枚組 価格8,250円（本体7,500円+消費税） 
KGO-1177～1179 
ISBN978-4-87788-838-1

キミウタ Section４［パート別］ 
3枚組 価格8,250円（本体7,500円+消費税） 
KGO-1180～1182 
ISBN978-4-87788-839-8

品名 カラ
ピアノ

キミウタ Section５［パート別］ 
3枚組 価格8,250円（本体7,500円+消費税） 
KGO-1183～1185 
ISBN978-4-87788-840-4

New Song ライブラリー［混声編②］ 
クラス合唱新曲集　地球誕生 
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
GES-15251 
ISBN978-4-87788-765-0

New Song ライブラリー［混声編③］ 
クラス合唱新曲集　大地のように 
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
GES-15598
ISBN978-4-87788-952-4

松井孝夫ベストセレクション 
混声編 
2枚組 価格4,180円（本体3,800円+消費税） 
EFCD4062～4063

●

松井孝夫ベストセレクションⅡ 
混声編 
3枚組 価格4,715円（本体4,286円+消費税） 
EFCD4175～4177

●

風のめぐるとき ー音による自画像ー 
橋本祥路作品集 混声編
4枚組 価格7,920円（本体7,200円+消費税） 
KGO-1091～1094 
ISBN978-4-87788-557-1

●

混声合唱組曲 
朝のリレー
1枚 価格1,760円（本体1,600円+消費税） 
FPCD-4874 
ISBN978-4-87788-348-5

山崎朋子 Original Songs 
混声編 
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1076 
ISBN978-4-87788-436-9

山崎朋子 Original Songs 
混声編 Vol.2 
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1163 
ISBN978-4-87788-809-1

中学生のための新しい歌唱教材集　 
ハートのアンテナ
１枚 価格2,200円（本体2,000円+消費税） 
GES-15518  
ISBN-978-4-87788-849-7

混声合唱組曲 
蝶 はばたく朝
1枚 価格1,980円（本体1,800円+消費税） 
KGO-1143 
ISBN978-4-87788-750-6

THE CHORUS ’06　混声／女声編 
花のこえ
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1029 
ISBN978-4-87788-335-5

THE CHORUS ’07　混声／女声編 
雨の言葉
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1045 
ISBN978-4-87788-354-6

THE CHORUS ’08　混声／女声編 
わたしの中にも
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1054 
ISBN978-4-87788-382-9
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■Chorus ONTA Vol.1～28（カラピアノ付）
商品タイトル等 曲名 曲態 掲載曲集

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.1
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-10207～10210
ISBN978-4-87788-280-8

時の旅人 混3 A B C

マイ バラード 混3 A B C

若い翼は 混3 B

野生の馬 混3 B

名づけられた葉（飯沼信義 作曲） 混3

山のいぶき 混3 Ｄ

親しらず子しらず 混3

友よ 北の空へ 混3 Ｄ

若葉よ 来年は海へゆこう 混3 Ｄ

流れゆく川 混4 Ｄ

風のめぐるとき 混4 橋本祥路ベストセレクション[混声編]

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.2
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-10265～10268
ISBN978-4-87788-281-5

Let's Search For Tomorrow 混3 A B C

空駆ける天馬 混3 Ｄ

みんなひとつの生命だから 混3 Ｄ

じゃあね（大熊崇子 作曲） 混3 Ｄ

青葉の歌 混3 A

フェニックス 混2 B

川（石桁冬樹 作曲） 混4 Ｄ

ひとつの朝 混3 A

消えた八月 混3 C

木琴 混3 Ｄ

大地讃頌 混4 B

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.3
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-10488～10491
ISBN978-4-87788-282-2

風は今 混3 Ｄ

カリブ 夢の旅 混3 B C

サンライズ ラプソディー 混3 Ｄ

ともしびを高くかかげて 混3 Ｄ

遠い日の歌 混3 B

そのままの君で 混2 A B

風よ歌声をたばねて 混3 Ｄ

実りへの決意 混4 風の軌跡

エトピリカ 混4 新選 混声合唱名曲集1

寒馬よ雪原に嘶け 混4 風の軌跡

河口 混4 新選 混声合唱名曲集1

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.4
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-10540～10543
ISBN978-4-87788-283-9

走る川 混4 A

わが里程標 混3 Ｄ

旅立ちの今たしかめあって 混3 B

たびだち 混3 風の軌跡

蒼鷺 混4 Ｄ

涙をこえて 混3 Ｄ

虹色の鐘 混3 Ｄ

旅立ちの日に 混3 A B C

夜汽車（橋本祥路 作曲） 混3 風のめぐるとき

思い出は空に 混3 Ｄ

山の輝き 混3 Ｄ

品名 カラ
ピアノ

THE CHORUS ’09　混声／女声編 
ペリカン
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1071 
ISBN978-4-87788-417-8

THE CHORUS ’10　混声／女声編 
魚の話
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1083 
ISBN978-4-87788-484-0

THE CHORUS ’11　混声／女声編 
虹色の未来 
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1086 
ISBN978-4-87788-495-6

THE CHORUS ’12　混声／女声編 
たったいまの うた
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1100 
ISBN978-4-87788-577-9

品名 カラ
ピアノ

THE CHORUS ’13　混声／女声編 
幸せの花が咲くように
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1111 
ISBN978-4-87788-600-4

THE CHORUS ’14　混声／女声編 
時の中で
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1125 
ISBN978-4-87788-627-1

THE CHORUS ’15　混声／女声編 
花咲く時をこえて
1枚 価格3,080円（本体2,800円+消費税） 
KGO-1135 
ISBN978-4-87788-712-4
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商品タイトル等 曲名 曲態 掲載曲集

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.5
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-10931～10934
ISBN978-4-87788-284-6

風になりたい 混3 Ｄ

地球の回る速さで 混2 Ｄ

風の旅へ 混3 Ｄ

怪獣のバラード 混3 B

春に〈1st.バージョン〉 混3 Ｄ

聞こえる 混3 A

父の故郷 混4

緑 混3 THE CHORUS '95 混声/女声編

海・海を求めて 混4 風の軌跡

母の挽歌 混4

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.6
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-11530～11533
ISBN978-4-87788-285-3

自分らしく 混3 松井孝夫ベストセレクション［混声編］※1

空からの贈り物 混2 Ｄ

海と話した 混2 B

自然よ 混3 風の軌跡

モルダウ（岩河三郎 編曲） 混3

春のために 混3 THE CHORUS '98 混声/女声編

青春の1ページ 混2 B

雲の指標 混4 THE CHORUS '96 混声/女声編

朝 混4

光に向かって 混3 橋本祥路ベストセレクション［混声編］

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.7
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
GES-12127～12130
ISBN978-4-87788-286-0

想い出がいっぱい 混2 B

心の瞳（横山潤子 編曲） 混3 A B

Believe（橋本祥路 編曲） 混3 A B C

夢は大空を駈ける 混3 B

流れゆく雲を見つめて 混2 B

この星に生まれて 混3 B C

あなたとともに 混3 THE CHORUS '00 混声/女声編

心の中にきらめいて 混3 B

春に〈1998年改訂版〉 混3 A B C

迷子の満足 混4 THE CHORUS '00 混声/女声編

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.8
4枚組 
価格10,340円（本体9,400円+消費税）
GES-12601～12604
ISBN978-4-87788-287-7

君をのせて（架我主門 編曲） 混3 マイソング4訂版

明日の空へ 混2 マイソング6訂版

友達でいようね 混2 山崎朋子Original Songs 混声編

COSMOS 混3

道（三浦真理 作曲） 混3 B

明日へ 混3 A

With You Smile 混3 B

今 混4 橋本祥路ベストセレクション［混声編］

君とみた海 混3

そのひとがうたうとき 混3 Ｄ

流浪の民 混4 Ｄ

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.9
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1031～1034
ISBN978-4-87788-345-4

Tomorrow 混3 B C

さよならと言おう 混3 B

Song is my soul 混2 B C

伝えたい，君に 混3 Ｄ

歌よ ありがとう 混4 Ｄ

さよならは言わないで 混3 B

未来 混3

この地球のどこかで 混3 Ｄ

さくら（大熊崇子 作曲） 混3 THE CHORUS '02 混声/女声編

夏 混3 Ｄ

IN TERRA PAX 混3 Ｄ

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.10
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1015～1018
ISBN978-4-87788-289-1

大きな古時計（滝口亮介 編曲） 混3 Ｄ

見上げてごらん夜の星を（若松 歓 編曲） 混4 Ｄ

いざたて戦人よ 混4 A Ｄ

Oh Happy Day 混4 Ｄ

ジェリコの戦い 混4 A Ｄ

森の狩人アレン 混3 Ｄ

歌え 歌え!! 混4 風のめぐるとき

Soon-ah will be done 混4 Ｄ

ふるさと（岡野貞一 作曲） 混4 A B

Sweet and low 混4 Ｄ

若人の歌 混4 B

木犀 混4 Ｄ

この世の中にある 混4 THE CHORUS '99 混声/女声編

掲載曲一覧 A：マイソング 7訂版　B：スーパーコーラス　C：TOMORROW 4訂版　D：ダウンロード楽譜

※別売　対応楽譜　下記は製造中止品のため，ご注文の際は在庫を弊社販売部へご確認ください。
橋本祥路ベストセレクション［混声編］　定価1,572円（本体1,429円＋消費税）　　風の軌跡　定価1,320円（本体1,200円＋消費税）　　新選 混声合唱名曲集1　定価1,210円（本体1,100円＋消費税）　　
マイ ソング 4訂版　定価849円（本体772円＋消費税）　　マイ ソング 6訂版　定価856円（本体778円＋消費税）　　
THE CHORUS '95 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　THE CHORUS '96 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　
THE CHORUS '98 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　THE CHORUS '99 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　
THE CHORUS '00 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　 
※別注　ダウンロード楽譜…ホームページよりリンクの外部サイト「＠ELISE」にて販売
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商品タイトル等 曲名 曲態 掲載曲集

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.11
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1035～1038
ISBN978-4-87788-346-1

つばめのように 混3 松井孝夫ベストセレクション［混声編］※1

エール ～君の空～ 混3 Ｄ

光 混3 Ｄ

フレトイ 再び 混2 中学時代 富岡博志クラス合唱作品集

遙かな季節 混3 マイソング 4訂版

瞳 そらさずに 混2 B

HEIWAの鐘 混3 A B C

We Are The World 混3

信じる 混3 A

決意 混4 A

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.12
4枚組  
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1039～1042
ISBN978-4-87788-349-2

道（山崎朋子 作曲） 混3 B

大切なもの 混3 A B

あすという日が 混3 A B C Ｄ

輝くために 混3 A B C

この地球のどこかで〈改訂版〉 混3 A B

懐かしい日々 混3 松井孝夫ベストセレクション［混声編］※1

予感 混3 A B

はじまり 混3

OH MY SOLDIER 混3 Ｄ

きみ歌えよ（信長貴富 作曲） 混4 Ｄ

COSMOS 混4

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.13
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1049～1052
ISBN978-4-87788-370-6

心に海を 混3 B

空も飛べるはず 混3 Ｄ

歌おう OH MY HAPPINESS! 混3 B

蒼い砂漠 混3 Ｄ

明日のために 混3 松井孝夫ベストセレクション［混声編］※1

はばたこう明日へ 混3 松井孝夫ベストセレクション［混声編］※1

新しい世界へ 混3 Ｄ

五月の風のなかで 混3 オリジナル合唱ピース混声編29

約束 混3 オリジナル合唱ピース混声編7

大地の歌 混4

虹 混3 A

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.14
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1060～1063
ISBN978-4-87788-395-9

あなたに会えて… 混3 A

海の不思議 混3 Ｄ

笑顔を忘れてしまった君に 混3 C

言葉よりも… 混3 マイソング 4訂版

さくら（森山直太朗 作曲） 混3

ひろい世界へ 混3 C

青い鳥 －Movie Edit Version－ 混4 A Ｄ

いつまでも 混3 マイソング 4訂版

あなたへ －旅立ちに寄せるメッセージ 混3 A

手紙 ～拝啓 十五の君へ～ 混3 A C

初心のうた 混4

COSMOS〈2007年改訂版〉 混3 A B C

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.15
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1065～1068
ISBN978-4-87788-408-6

空高く 混3 B C

花の歌を歌ったら 混3 マイソング 4訂版

けっして忘れない 混3 マイソング 4訂版

翼を広げて 混3 マイソング 4訂版

My Own Road －僕が創る明日－ 混3 A C

桜の下で 混3 マイソング 4訂版

時を越えて 混3 A C

Love,Dream & Happiness 混4 マイソング 4訂版

きみにとどけよう 混3

道（EXILE） 混3

YELL 混3

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.16
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1072～1075
ISBN978-4-87788-428-4

この空の青さよ 混3 B

さくら草 混3 B C

新しい旅立ち 混3 B

巣立ちの歌 混3 B

OMNIBUS STAR 光年の旅 混4 B C

夢のかなう場所へ 混3 B

ここにいる幸せ 混3 B

愛のうた 混3 B

素直なままに 混4 オリジナル合唱ピース混声編45

HANAMUKE 混4 オリジナル合唱ピース混声編47

ヒカリ 混3 A C

君とみた海〈改訂版〉 混3

掲載曲一覧 A：マイソング 7訂版　B：スーパーコーラス　C：TOMORROW 4訂版　D：ダウンロード楽譜
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商品タイトル等 曲名 曲態 掲載曲集

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.17
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1078～1081
ISBN978-4-87788-481-9

行き先 混3 C

変わらないもの 混3 山崎朋子Original Songs 混声編

命あるかぎり 混3 オリジナル合唱ピース混声編29

絆 混3 C

地球星歌 ～笑顔のために～ 混3 A

虹を渡って 混3 山崎朋子Original Songs 混声編Vol2

かえられないもの 混3 C

言葉にすれば 混4

I ♥×××（アイ・ラヴ） 混3

たとえば 混4 D

大地讃頌〈2009年改訂版〉（カンタータ「土の歌」から） 混4 A C

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.18
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1095～1098
ISBN978-4-87788-566-3

大地かけぬけて 混3 絆※2

春風の中で 混3 山崎朋子Original Songs 混声編Vol2

変わらない想い 混3 C

生きる 混3 オリジナル合唱ピース混声編57

光を抱こう 混3 絆※2

歌を 混3 オリジナル合唱ピース混声編60

これからも ずっと 混3 絆※2

旅立つ君へ 混3 山崎朋子Original Songs 混声編

きみ歌えよ〈2009年改訂版〉 混4

証（あかし） 混3

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.19
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1102～1105
ISBN978-4-87788-582-3

GOOD LUCK ～希望のひかり～ 混3 オリジナル合唱ピース混声編65

願い 混3 オリジナル合唱ピース混声編65

幸せのバトン 混3 オリジナル合唱ピース混声編66

夢を抱いて 混3 C

ほんとうの気持ち 混3 絆※2

小さな勇気 混3 Ｄ

光の射す方へ 混3 Ｄ

fight（ファイト） 混3

unlimited（アンリミテッド）［混声四部版］ 混4 オリジナル合唱ピース混声編64

Ave Maria 混4 風のめぐるとき

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.20
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1112～1115
ISBN978-4-87788-601-1

今を生きる 混3 C

自分だけの道 混3

生きている証 混3

卒業の日 混3

永遠のキャンバス 混3

キミのもとへ… 混3 A

歌の力 混3

一つの明かりで 混3

卒業讃歌 混3 A

友 ～旅立ちの時～ 混3 A C

花は咲く 混3

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.21
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1116～1119
ISBN978-4-87788-619-6

僕らの奇跡 混3 C

幸せの花が咲くように 混3 オリジナル合唱ピース混声編71

もうすぐ春 混3 オリジナル合唱ピース混声編73

Trust! 混3 C

言葉が生まれるとき 混3 C

きこえますか〈2013年改訂版〉 混3 C

会いたい 混3 オリジナル合唱ピース混声編72

果てしない道を 混3 中学時代 富岡博志クラス合唱作品集

First Flight 混3 Ｄ

いつまでも〈2009年改訂版〉 混3 A

砂丘 混3 Ｄ

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.22
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1127～1130
ISBN978-4-87788-689-9

地球の鼓動 混3

虹色の未来 混3 松井孝夫ベストセレクションⅡ［混声編］※5

きっと笑顔で 混3

空 ～ぼくらの第2章～ 混3 オリジナル合唱ピース混声編80

リフレイン 混3

ほらね、 混3 マイソング 6訂版

キミの夢 混3 松井孝夫ベストセレクションⅡ［混声編］※5

翔る川よ 混3

葡萄の樹 混4

Best Friend 混4 時代 横山潤子編曲集 混声編

掲載曲一覧 A：マイソング 7訂版　B：スーパーコーラス　C：TOMORROW 4訂版　D：ダウンロード楽譜

※別売　対応楽譜　下記は製造中止品のため，ご注文の際は在庫を弊社販売部へご確認ください。
マイ ソング 4訂版　定価849円（本体772円＋消費税）　　マイ ソング 6訂版　定価856円（本体778円＋消費税）　　
THE CHORUS '95 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　THE CHORUS '98 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　
THE CHORUS '99 混声/ 女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　THE CHORUS '00 混声/女声編　定価1,760円（本体1,600円＋消費税）　　
※別注　ダウンロード楽譜…ホームページよりリンクの外部サイト「＠ELISE」にて販売
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商品タイトル等 曲名 曲態 掲載曲集

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.23
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1138～1141
ISBN978-4-87788-759-9

花咲く時をこえて 混3 オリジナル合唱ピース混声編89

空を見上げて 混3 オリジナル合唱ピース混声編87

桜の季節 混3

愛 混4 オリジナル合唱ピース混声編85

夕暮れカレー 混3 オリジナル合唱ピース混声編81

風が吹く丘に［混声四部版］  混4 オリジナル合唱ピース混声編87

翼をください （弓削田健介 編曲） 混3 弓削田健介作品集※3

プレゼント 混3

Believe (弓削田健介 編曲）  混3 弓削田健介作品集※3

涙そうそう （横山潤子 編曲） 混4 時代 横山潤子編曲集 混声編

花をさがす少女 混3 D

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.24
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1149～1152
ISBN978-4-87788-785-8

空は今 混3 A

ぼくは ぼく 混3 A

旅立ちの時 ～Asian Dream Song～ 混3 A

世界をかえるために 混3 A

砂漠の奇跡 混3 地球誕生※4

風が吹く丘に［混声三部版］ 混3 マイソング 6訂版

まだ見ぬ明日へ 混3 地球誕生※4

時の中で 混3 マイソング 6訂版

結 －ゆい－ 混3

蝶 はばたく朝 混4 混声合唱組曲 蝶 はばたく朝

夜明けから日暮れまで 混4 

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.25
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1158～1161
ISBN978-4-87788-806-0

Forever 混2 A

ふるさと（youth case 作曲） 混3 A

愛をあげよう 混3 マイソング 6訂版

地球誕生 混4 A

どこかじゃなくて 混3 大地のように※6

種 混3 山崎朋子 Original Songs 混声編 Vol.2

いま ここ 混3 大地のように※6

花咲け歌の力 混3 マイソング 6訂版

響け絆の歌 ～合唱コンクールに捧げる～ 混4 A

Cantare ～歌よ大地に響け～ 混4 A

願いごとの持ち腐れ 混3

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.26
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1189～1192
ISBN978-4-87788-854-1

おおいなる川 ～はるかな旅へ～ 混3 大地のように※6

僕らの夢を届けよう 混3 弓削田健介作品集※3

見上げてごらん夜の星を（三宅悠太 編曲） 混3

きらきら 混3 山崎朋子 Original Songs 混声編 Vol.2

はなさくら 混4

栄光の架橋 混3 A

あなたに届けよう 混3 山崎朋子 Original Songs 混声編 Vol.2

ぜんぶ 混3 A

さよならの前に 混4 山崎朋子 Original Songs 混声編 Vol.2

花の名前 混3 オリジナル合唱ピース混声編100

Gifts 混3

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.27
4枚組 
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1193～1196
ISBN978-4-87788-917-3

春はいま 混3 ハートのアンテナ

モンシロチョウ 混3 オリジナル合唱ピース混声編105

Happiness 混3 ハートのアンテナ

道の途中で 混3 ハートのアンテナ

明日への序奏 混3 ハートのアンテナ

君の隣にいたいから 混3

花がほほえむ 混3 ハートのアンテナ

リアルビクトリー 混3 オリジナル合唱ピース混声編106

この町が好き 混3 ハートのアンテナ

忘れることなんかできない 混3 ハートのアンテナ

夕陽 混4 オリジナル合唱ピース混声編101

合唱パート練習用CD
Chorus ONTA Vol.28
4枚組　
価格13,200円（本体12,000円+消費税）
KGO-1197～1200
ISBN978-4-87788-968-5

地球の詩〈2021年編曲版〉 混2 A

歌が息をする 混2 A

夢を追いかけて 混3 A

幸せ 混3 オリジナル合唱ピース混声編107

⼼のキャッチボール 混3 A

ハートのアンテナ 混3 A

大地のように 混3 A

このみち 混3 A

四季の歌 混3 A

あの山を思い出そう 混3 A

歓喜の歌 混4 A B C

⾜跡 混3

掲載曲一覧 A：マイソング 7訂版　B：スーパーコーラス　C：TOMORROW 4訂版　D：ダウンロード楽譜

※１松井孝夫ベストセレクション［混声編］1987～2003　※２Ｎew Song　ライブラリー2011［混声編］クラス合唱新曲集 絆
※３弓削田健介作品集 しあわせになあれ　※４Ｎew Song　ライブラリー［混声編２］クラス合唱新曲集 地球誕生
※５松井孝夫ベストセレクションⅡ［混声編］2003～2011　※６Ｎew Song　ライブラリー［混声編３］クラス合唱新曲集 大地のように
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曲目 曲態 作詞者 作曲者 編曲者 マイソング
7訂版

スーパー・
コーラス

トゥモロー
4訂版 ONTA

キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

A
Amazing Grace 混3 Ｊ.ニュートン アメリカの古い旋律 名田綾子 3 3

Ave Maria 混4 カッチーニ 橋本祥路 19

B
Beautiful Days 混2 高木あきこ 加賀清孝 上巻

Believe 混3 杉本竜一 杉本竜一 橋本祥路 下巻 上巻 ◯ 7

Believe 混3 杉本竜一 杉本竜一 弓削田健介 23 1 1

Best Friend 混4 玉城千春 玉城千春 横山潤子 22

C
Cantare ～歌よ大地に響け～ 混4 高橋晴美 高橋晴美 下巻 25

COSMOS 混3 ミマス ミマス 富澤　裕 8

COSMOS〈2007年改訂版〉 混3 ミマス ミマス 富澤　裕 下巻 下巻 ◯ 14 2 2

COSMOS 混4 ミマス ミマス 富澤　裕 12

F
fight（ファイト） 混3 ＹＵＩ ＹＵＩ 松本 望 19

First Flight 混3 富澤　裕 富澤　裕 21

Forever 混2 杉本竜一 杉本竜一 上巻 25

G

Gifts 混3 越智志帆 越智志帆・
蔦谷好位置 大田 桜子 26

GOOD LUCK ～希望のひかり～ 混3 里乃塚玲央 八木澤教司 19

H

HANAMUKE 混4 内藤淳一・
星　梨津子 補作詞 内藤淳一 16

HEIWAの鐘 混3 仲里幸広 仲里幸広 白石哲也 下巻 下巻 ○ 11 5 5

Happiness 混3 Wonderland 岡田実音 松波匠太郎 27

I
I ♥×××（アイ・ラヴ） 混3 愛 愛 上田真樹 17

IN TERRA PAX（1993年改訂版） 混3 鶴見正夫 荻久保和明 9 5 5

L
Let's begin 混2 松井孝夫 松井孝夫 上巻

Let's search for Tomorrow 混3 堀　徹 大澤徹訓 下巻 上巻 ○ 2 1 1

Love,Dream&Happiness 混4 ATSUSHI・
EXILES

ATSUSHI・
NOBU-K 山崎朋子 15

Ｍ
My Own Road ─僕が創る明日─ 混3 栂野知子 栂野知子 下巻 ○ 15 1 1

O
Oh Happy Day 混4 E.R.ホーキンス E.R.ホーキンス 若松　歓 10

OH MY SOLDIER 混3 鶴見正夫 荻久保和明 12

OMNIBUS STAR 光年の旅 混4 西　世紀 鹿谷美緖子 下巻 ○ 16

S
Silent Night 混4 モーア・由木　康 グルーバー 石桁冬樹 下巻

Song is my soul 混2 高橋浩美 高橋浩美 上巻 ○ 9

Soon-ah will be done 混4 スピリチュアル スピリチュアル 諸井昭二 10

Sweet and low 混4 テニーソン バーンビー 10

T
Tomorrow 混3 杉本竜一 杉本竜一 橋本祥路 上巻 ○ 9

Trust! 混3 喜多形寛丈 喜多形寛丈 ○ 21

U
unlimited（アンリミテッド） 混4 桑原永江 若松　歓 19

W

We Are The World 混3 M.ジャクソン・
L.リッチー  

M.ジャクソン・
L.リッチー 吉田多満子 11

With You Smile 混3 水本　誠・英美 水本　誠 富澤　裕 下巻 8

Ｙ

YELL 混3 水野良樹
（いきものがかり）

水野良樹
（いきものがかり） 鷹羽弘晃 15

あ
愛 混4 田中佐知 森山至貴 23

会いたい 混3 山崎朋子 山崎朋子 21

愛のうた 混3 山崎朋子 山崎朋子 下巻 16

愛をあげよう 混3 おかべてつろう 三宅悠太 25
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曲目 曲態 作詞者 作曲者 編曲者 マイソング
7訂版

スーパー・
コーラス

トゥモロー
4訂版 ONTA

キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

蒼い砂漠 混3 三浦真理 三浦真理 13

青い鳥 ─Movie Edit Version─ 混4 安岡　優 北山陽一 横山潤子 下巻 14

蒼鷺 混4 更科源蔵 長谷部匡俊 4

青葉の歌 混3 小森香子 熊谷賢一 下巻 2

証（あかし） 混3 山村隆太 阪井一生 加藤昌則 18

憧れはいつも 混2 西 世紀 加賀清孝 下巻

朝 混4 谷川俊太郎 大熊崇子 6

足跡 混3 Little Glee 
Monster

KOUDAI 
IWATSUBO／
Carlos K.

上⽥真樹 28

明日のために 混3 松井孝夫 松井孝夫 13

明日へ 混3 富岡博志 富岡博志 下巻 8 1 1

明日への序奏 混3 半﨑美子 半﨑美子 古髙晋一 27

明日という大空 同2 平野祐香里 橋本祥路 上巻

あすという日が 混3 山本瓔子 八木澤教司 下巻 上巻 ○ 12 5 5

明日の空へ 混2 山崎朋子 山崎朋子 8

新しい世界へ 混3 名和⽥俊二 名和⽥俊二 13

新しい旅立ち 混3 平野祐香里 八木澤教司 下巻 16

あなたとともに 混3 安城南中学校
平成11年度3年生 松井孝夫 7

あなたに会えて… 混3 山崎朋子 山崎朋子 下巻 14

あなたに届けよう 混3 山崎朋子 山崎朋子 26

あなたへ ─旅立ちに寄せるメッセージ 混3 筒井雅子 筒井雅子 下巻 14 2 2

あの山を思い出そう 混3 芙龍明子 黒沢吉徳 上巻 28

行き先 混3 長井理佳 貫輪久美子 ○ 17

生きている証 混3 若松　歓 若松　歓 20

生きる 混3 谷川俊太郎 大熊崇子 18

いざたて戦人よ 混4 藤井泰一郎 マクグラナハン 上巻 10 3 3

いつまでも 混3 若松　歓 若松　歓 14

いつまでも〈2009年改訂版〉 混3 若松　歓 若松　歓 下巻 21 5 5

糸 混合2 中島みゆき 中島みゆき 佐井孝彰 3 3

命あるかぎり 混3 若松　歓
（原作：宮越由貴奈） 若松　歓 17

今 混4 神戸市立太山寺中
学校第17回生 橋本祥路 8

いま ここ 混3 相馬孝洋 相馬孝洋 25

今なりたい自分へ 混2 山本瓔子 大澤徹訓 上巻

今を生きる 混3 神　詩音 八木澤教司 ○ 20

歌え 歌え!! 混4 金沢智恵子 橋本祥路 10

歌おう OH MY HAPPINESS! 混3 高橋浩美 高橋浩美 下巻 13

歌が息をする 混2 渡瀬昌治 高橋晴美 上巻 28

歌の力 混3 渡瀬昌治 八木澤教司 20

歌よ ありがとう 混4 花岡　恵 橋本祥路 9

歌わずにいられない 混2 西　世紀 鹿谷美緖子 上巻

歌を 混3 木坂　涼 横山裕美子 18

海・海を求めて 混4 伊集院清一 黒沢吉徳 5

海と話した 混2 海野洋司 加賀清孝 上巻 6

海の不思議 混3 川崎　洋 平吉毅州 14

永遠のキャンバス 混3 若松　歓 若松　歓 20

エール ～君の空～ 混3 里乃塚玲央 瑞木　薫 11

栄光の架橋 混3 北川悠仁 北川悠仁 相澤直人 上巻 26 3 3

笑顔を忘れてしまった君に 混3 松井孝夫 松井孝夫 ○ 14

エトピリカ（組曲「海鳥の歌」から） 混4 更科源蔵 広瀬量平 3

おおいなる川 ～はるかな旅へ～ 混3 ミマス ミマス 富澤　裕 26

大きな古時計 混3 保富康午 ワーク 滝口亮介 10

想い出がいっぱい 混2 阿木燿子 鈴木キサブロー 橋本祥路 上巻 7

思い出は空に 混3 秋葉てる代 川崎祥悦 4

親しらず子しらず 混3 山本和夫 岩河三郎 1

か
怪獣のバラード 混3 岡⽥冨美子 東海林　修 上巻 5 1 1

かえられないもの 混3 若松　歓 若松　歓 ○ 17
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曲目 曲態 作詞者 作曲者 編曲者 マイソング
7訂版

スーパー・
コーラス

トゥモロー
4訂版 ONTA

キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

輝くために 混3 若松　歓 若松　歓 下巻 下巻 ○ 12 1 1

翔る川よ 混3 村田さち子 瑞木　薫 22

河口（組曲「筑後川」から） 混4 丸山　豊 團　伊玖磨 3 4 4

風が吹く丘に 混4 山崎朋子 山崎朋子 23

風が吹く丘に 混3 山崎朋子 山崎朋子 24

風になりたい 混3 浦川　堤 横山潤子 5

風にふかれて 混2 岩沢千早 大熊崇子 上巻

風の旅へ 混3 平野祐香里 鹿谷美緖子 5

風のめぐるとき 混4 山本瓔子 橋本祥路 1

風は今 混3 平井多美子 横山潤子 3

風よ歌声をたばねて 混3 金沢智恵子 加賀清孝 3

鐘が鳴り渡る日 混3 西　世紀 鹿谷美緖子 上巻 ○

カリブ 夢の旅 混3 平野祐香里 橋本祥路 上巻 ○ 3

川 混4 平井多美子 石桁冬樹 2

変わらない想い 混3 松井孝夫 松井孝夫 ○ 18

変わらないもの 混3 山崎朋子 山崎朋子 17 1 1

歓喜の歌 混4 シラー・岩佐東一郎 ベートーヴェン 川崎祥悦 上巻 下巻 ○ 28

寒馬よ雪原に嘶け 混4 清水暢夫 黒沢吉徳 3

消えた八月 混3 栄谷温子 黒沢吉徳 ○ 2

きこえますか〈2013年改訂版〉 混3 深田じゅんこ 鹿谷美緖子 ○ 21

聞こえる 混3 岩間芳樹 新実徳英 新実徳英 下巻 5 4 4

絆 混3 山崎朋子 山崎朋子 ○ 17 2 2

きっと笑顔で 混3 若松　歓 若松　歓 22

きみ歌えよ 混4 谷川俊太郎 信長貴富 12

きみ歌えよ〈2009年改訂版〉 混4 谷川俊太郎 信長貴富 18

君とみた海 混3 若松　歓 若松　歓 8

君とみた海〈改訂版〉 混3 若松　歓 若松　歓 16 2 2

きみにとどけよう 混3 柴原眞紀・
大畑美喜子 高橋浩美 15

君の隣にいたいから 混3 宮崎朝子 宮崎朝子 加藤昌則 27

キミのもとへ… 混3 吉野莉紗 松井孝夫 下巻 20

キミの夢 混3 吉野莉紗 松井孝夫 22

君をのせて 混3 宮崎　駿 久石　譲 架我主門 8

君をのせて 混合2 宮崎　駿 久石　譲 佐井孝彰 1 1

きらきら 混3 山崎朋子 山崎朋子 26

雲の指標 混4 吉井奈緒子 鹿谷美緖子 6

決意 混4 片岡　輝 鈴木憲夫 下巻 11 5 5

けっして忘れない 混3 山本真帆 松井孝夫 15

五月の風のなかで 混3 高木あきこ 氏家晋也 13

ここにいる幸せ 混3 嶽　里永子 松井孝夫 下巻 16

心に海を 混3 麻稀彩左 大熊崇子 上巻 13

心のキャッチボール 混3 神　詩音 松長　誠 上巻 28

心の中にきらめいて 混3 田崎はるか 橋本祥路 上巻 7 2 2

心の瞳 混3 荒木とよひさ 三木たかし 横山潤子 下巻 下巻 7 3 3

言葉が生まれるとき 混3 舘内浩二 舘内聖美 ○ 21

言葉にすれば 混4 安岡　優 安岡 優・松下 耕 17

言葉よりも… 混3 松井孝夫 松井孝夫 14

この空の青さよ 混3 山本瓔子 大田桜子 上巻 16

この地球のどこかで 混3 三浦恵子 若松　歓 9

この地球のどこかで〈改訂版〉 混3 三浦恵子 若松　歓 下巻 下巻 12 2 2

この星に生まれて 混3 杉本竜一 杉本竜一 鹿谷美緖子 下巻 ○ 7

この町が好き 混3 才木奈津子 横山潤子 27

このみち 混3 金子みすゞ 三宅悠太 上巻 28

この世の中にある 混4 石垣りん 大熊崇子 10

これからもずっと 混3 松井孝夫 松井孝夫 18

さ
砂丘 混3 園田恵子 荻久保和明 21

さくら 混3 御木白日 大熊崇子 9

さくら 混3 森山直太朗・
御徒町凧 森山直太朗 松本　望 14
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曲目 曲態 作詞者 作曲者 編曲者 マイソング
7訂版

スーパー・
コーラス

トゥモロー
4訂版 ONTA

キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

さくら草 混3 西　世紀 鹿谷美緖子 上巻 ○ 16

桜の季節 混3 ATSUSHI ATSUSHI・
マシコタツロウ 加藤昌則 23

桜の下で 混3 若松　歓 若松　歓 15

砂漠の奇跡 混3 まはる 八木澤教司 24

さよならと言おう 混3 西　世紀 加賀清孝 下巻 9

さよならの前に 混4 山崎朋子 山崎朋子 26

さよならは言わないで 混3 三浦真理 三浦真理 下巻 9

サンライズ ラプソディー 混3 安西　薫 長谷部匡俊 3

幸せ 混3 山崎朋子 山崎朋子 28

幸せのバトン 混3 吉野莉紗 松井孝夫 19

幸せの花が咲くように 混3 吉野莉紗 松井孝夫 21

ジェリコの戦い 混4 スピリチュアル スピリチュアル 河西保郎 上巻 10

四季の歌 混3 荒木とよひさ 荒木とよひさ 上巻 28

自然よ 混3 新川和江 黒沢吉徳 6

自分だけの道 混3 渡瀬昌治 松井孝夫 20

自分らしく 混3 松井孝夫 松井孝夫 6

じゃあね 混3 谷川俊太郎 大熊崇子 2

初夏に 混2 西　世紀 秋間ゆう子 上巻

少年時代 混3 井上陽水 井上陽水・
平井夏美

岡部栄彦・
大熊崇子 上巻

初心のうた 混4 木島　始 信長貴富 14

信じる 混3 谷川俊太郎 松下　耕 下巻 11 4 4

巣立ちの歌 混3 村野四郎 岩河三郎 下巻 16

素直なままに 混4 愛里恭加 大熊崇子 16

世界をかえるために 混3 若松　歓 若松　歓 下巻 24

ぜんぶ 混3 さくらももこ 相澤直人 上巻 26 2 2

卒業讃歌 混3 渡瀬昌治 大田桜子 下巻 20

卒業の日 混3 神　詩音 貫輪久美子 20

そのひとがうたうとき 混3 谷川俊太郎 木下牧子 8

そのままの君で 混2 松井孝夫 松井孝夫 上巻 下巻 3

空 ～ぼくらの第2章～ 混3 深田じゅんこ 大田桜子 22 5 5

空駆ける天馬 混3 館　蓬萊 黒沢吉徳 2

空からの贈り物 混2 平野祐香里 加賀清孝 6

空高く 混3 山崎朋子 山崎朋子 上巻 ○ 15

空は今 混3 山崎朋子 山崎朋子 下巻 24

空も飛べるはず 混3 草野正宗 草野正宗 加賀清孝 13

空を見上げて 混3 山崎朋子 山崎朋子 23

た
大切なもの 混3 山崎朋子 山崎朋子 下巻 下巻 12 1 1

大地讃頌 混4 大木惇夫 佐藤　眞 下巻 2

大地讃頌〈2009年改訂版〉 混4 大木惇夫 佐藤　眞 下巻 ○ 17 5 5

大地かけぬけて 混3 若松　歓 若松　歓 18

大地の歌 混4 谷川　健 熊谷賢一 13

大地のように 混3 若松　歓 若松　歓 上巻 28

たとえば 混4 さだ　まさし 小田和正 滝口亮介 17

たびだち 混3 墨田川混声合唱団 
長壁恭子 黒沢吉徳 4

旅立ちの今たしかめあって 混3 きく　よしひろ 橋本祥路 下巻 4

旅立ちの時 ～Asian Dream Song～ 混3 ドリアン助川 久石　譲 富澤　裕 上巻 24 2 2

旅立ちの日に 混3 小嶋　登 坂本浩美 松井孝夫 下巻 下巻 ○ 4 5 5

旅立つ君へ 混3 山崎朋子 山崎朋子 18

種 混3 悠道 山崎朋子 25

谷茶前 混合2 沖縄県民謡 沖縄県民謡 横山潤子 3 3

小さな勇気 混3 栂野知子 栂野知子 19

地球の詩 混2 三浦真理 三浦真理 上巻

地球の詩〈2021年編曲版〉 混2 三浦真理 三浦真理 上巻 28

地球の鼓動 混3 弥勒 瑞木　薫 22 2 2

地球星歌 ～笑顔のために～ 混3 ミマス ミマス 富澤　裕 下巻 17 1 1

地球誕生 混4 渡瀬昌治 大田桜子 下巻 25
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曲目 曲態 作詞者 作曲者 編曲者 マイソング
7訂版

スーパー・
コーラス

トゥモロー
4訂版 ONTA

キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

地球の回る速さで 混2 西 世紀 大熊崇子 5

父の故郷 混4 平野祐香里 石桁冬樹 5

蝶 はばたく朝 混4 成本和子 森山至貴 24

伝えたい，君に 混3 松井孝夫 松井孝夫 9

翼をください 同2 山上路夫 村井邦彦 加賀清孝 上巻

翼をください 混合2 山上路夫 村井邦彦 加賀清孝 1 1

翼をください 混3 山上路夫 村井邦彦 弓削田健介 23

翼を広げて 混3 山崎朋子 山崎朋子 15

つばめのように 混3 松井孝夫 松井孝夫 11

てぃんさぐぬ花 混合2 沖縄県民謡 沖縄県民謡 横山潤子 3 3

手紙 ～拝啓十五の君へ～ 混3 アンジェラ・アキ アンジェラ・アキ 鷹羽弘晃 上巻 ○ 14 3 3

遠い日の歌（パッヘルベルの「カノン」による） 混3 岩沢千早 橋本祥路 下巻 3

時の旅人 混3 深田じゅんこ 橋本祥路 下巻 下巻 ○ 1 2 2

時の中で 混3 フルリーナ 富澤　裕 24

時を越えて 混3 栂野知子 栂野知子 下巻 ○ 15

どこかじゃなくて 混3 桑原永江 アベタカヒロ 25

ともしびを高くかかげて 混3 岩谷時子 冨田　勲 横山菁児 3

友 ～旅立ちの時～ 混3 北川悠仁 北川悠仁 相澤直人 上巻 ○ 20

友達 混2 長井理佳 大澤徹訓 上巻

友達でいようね 混2 山崎朋子 山崎朋子 8

友よ 北の空へ 混3 海野洋司 加賀清孝 1

な
流れゆく川 混4 岩見俊太朗 黒沢吉徳 1

流れゆく雲を見つめて 混2 松井孝夫 松井孝夫 上巻 7

涙そうそう 混4 森山良子 BEGIN 横山潤子 23

夏 混3 鳥潟朋美 松下　耕 9

懐かしい日々 混3 松井孝夫 松井孝夫 12

名づけられた葉 混3 新川和江 飯沼信義 1

夏の日の贈りもの 混2 高木あきこ 加賀清孝 上巻 上巻

涙をこえて 混3 かぜ耕士 中村八大 4

虹 混3 森山直太朗・
御徒町凧

森山直太朗・
御徒町凧 信長貴富 上巻 13

虹色の鐘（オムニバス組曲「人間」から） 混3 金沢智恵子 橋本祥路 4

虹色の未来 混3 吉野莉紗 松井孝夫 22

虹を渡って 混3 山崎朋子 山崎朋子 17

願い 混3 山崎朋子 山崎朋子 19

願いごとの持ち腐れ 混3 秋元　康 内山　栞 横山潤子 25

は
ハートのアンテナ 混3 杉本竜一 杉本竜一 富澤　裕 上巻 28

はじまり 混3 工藤直子 木下牧子 12 4 4

走る川 混4 金沢智恵子 黒沢吉徳 下巻 4 4 4

果てしない道を 混3 富岡博志 富岡博志 21

花がほほえむ 混3 宮下奈都 三宅悠太 27

はなさくら 混4 大越　桂 佐井孝彰 26 5 5

花咲け歌の力 混3 渡瀬昌治 松井孝夫 25

花咲く時をこえて 混3 山本瓔子 大田桜子 23

花の歌を歌ったら 混3 くらた ここのみ 橋本祥路 15

花の名前 混3 森山直太朗・
御徒町凧

森山直太朗・
御徒町凧 アベタカヒロ 26 3 3

花は咲く 混3 岩井俊二 菅野よう子 加賀清孝 20

花をさがす少女 混3 鶴見正夫 荻久保和明 23

はばたこう明日へ 混3 松井孝夫 松井孝夫 13

母の挽歌 混4 真鍋郁子 横山潤子 5

春風の中で 混3 山崎朋子 山崎朋子 18

遙かな季節 混3 富岡博志 富岡博志 11
春に（組曲「地平線のかなたへ」から）
1stバージョン 混3 谷川俊太郎 木下牧子 5

春に〈1998年改訂版〉 混3 谷川俊太郎 木下牧子 下巻 下巻 ○ 7 4 4

春のために 混3 大岡　信 大熊崇子 6

春はいま 混3 弓削田健介 弓削田健介 27
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曲目 曲態 作詞者 作曲者 編曲者 マイソング
7訂版

スーパー・
コーラス

トゥモロー
4訂版 ONTA

キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

ヒカリ 混3 瀬戸沙織 松下　耕 下巻 ○ 16 4 4

光 混3 松本文絵 橋本祥路 11

光に向かって 混3 花岡　恵 橋本祥路 6

光の射す方へ 混3 山崎朋子 山崎朋子 19

光を抱こう 混3 山本瓔子 八木澤教司 18

ひとつぶのいのち 混3 西　世紀 鹿谷美緒子 ○

一つの明かりで 混3 ミマス ミマス 富澤　裕 20

ひとつの朝 混3 片岡　輝 平吉毅州 平吉毅州 下巻 2 4 4

瞳 そらさずに 混2 若松　歓 若松　歓 上巻 11

響け絆の歌 ～合唱コンクールに捧げる～ 混4 渡瀬昌治 大田桜子 下巻 25

百億の瞳 混3 西　世紀 鹿谷美緖子 ○

ひろい世界へ 混3 高木あきこ 橋本祥路 ○ 14

フィンランディア 混4 土肥　武 シベリウス 橋本祥路 3 3

フェニックス 混2 飛鳥章子 明石潤祐 上巻 2

葡萄の樹 混4 みなづきみのり 信長貴富 22

ふるさと 混4 高野辰之 岡野貞一 黒部美樹 ○

ふるさと 混4 高野辰之 岡野貞一 平吉毅州 上巻 下巻 10 3 3

ふるさと 混3 小山薫堂 youth case 富澤　裕 上巻 25

プレゼント 混3 Saori Nakajin 大田桜子 23

フレトイ 再び 混2 富岡博志 富岡博志 11

ぼくは ぼく 混3 工藤直子 三宅悠太 上巻 24 2 2

僕らの奇跡 混3 栂野知子 栂野知子 ○ 21 2 2

ぼくらの世界 混2 富岡博志 富岡博志 上巻 ○

僕らの夢を届けよう 混3
平成24年度  
武雄北中学校生徒
一同・弓削田健介

弓削田健介 溝江美保・
弓削田健介 26

ほらね、 混3 いとうけいし まつしたこう 22

ほんとうの気持ち 混3 桑原永江 若松　歓 19

ま
迷子の満足 混4 谷川俊太郎 長谷部匡俊 7

マイ バラード 混3 松井孝夫 松井孝夫 下巻 上巻 ○ 1 1 1

まだ見ぬ明日へ 混3 吉野莉紗 松井孝夫 24

窓に風が 混2 西　世紀 大熊崇子 ○

見上げてごらん夜の星を 混4 永　六輔 いずみ　たく 若松　歓 10

見上げてごらん夜の星を 混3 永　六輔 いずみ　たく 三宅悠太 26 3 3

道 混3 三浦真理 三浦真理 上巻 8

道 混3 山崎朋子 山崎朋子 下巻 12

道 混3 Shogo Kashida miwa furuse 若松　歓 15

道の途中で 混3 相馬孝洋 相馬孝洋 27

緑（中学生のための合唱組曲「地球」より） 混3 金沢智恵子 橋本祥路 5

実りへの決意 混4 宮沢章二 黒沢吉徳 3

未来 混3 谷川俊太郎 高嶋みどり 9 4 4

未来へのステップ 混3 松井孝夫 松井孝夫 ○

みんなひとつの生命だから 混3 片桐　実 橋本祥路 2

もうすぐ春 混3 若松　歓 若松　歓 21

木犀 混4 橋爪　文 長谷部匡俊 10

木琴 混3 金井　直 岩河三郎 2

森の狩人アレン 混3 村田さち子 H.パーセル 青島広志 10

モルダウ（交響詩「我が祖国」から） 混3 岩河三郎 スメタナ 岩河三郎 6 3 3

モンシロチョウ 混3 御徒町凧 アベタカヒロ 27

や
約束 混3 若松　歓 若松　歓 13

やさしさに包まれたなら 混合2 荒井由実 荒井由実 アベタカヒロ 3 3

野生の馬 混3 中村千栄子 岩河三郎 上巻 1

山のいぶき 混3 松前幸子 川崎祥悦 1

山の輝き 混3 いとう やすお 黒沢吉徳 4

結 ーゆいー 混3 miwa miwa 佐藤賢太郎 24

夕暮れカレー 混3 武田こうじ 内藤淳一 23

夕陽 混4 悠道 山崎朋子 27

夢のかなう場所へ 混3 山崎朋子 山崎朋子 下巻 16
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7訂版
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キミウタ

合唱・カラピアノ パート別

夢の世界を（間奏入り） 混3 芙龍明子 橋本祥路 橋本祥路 上巻 ○ 1 1

夢は大空を駈ける 混3 館　蓬萊 渡部節保 上巻 7

夢を追いかけて 混3 舘内浩二 舘内聖美 上巻 28

夢を抱いて 混3 富岡博志 富岡博志 ○ 19

夢をのせて 混2 中山知子 市川都志春 若松正司 上巻

予感 混3 片岡　輝 大熊崇子 下巻 下巻 12 5 5

夜明けから日暮れまで 混4 和合亮一 信長貴富 24 5 5

夜汽車 混3 金沢智恵子 橋本祥路 4

ら
リアルビクトリー 混3 栗山龍太 栗山龍太 大田桜子 27

リフレイン 混3 覚　和歌子 信長貴富 22 4 4

流浪の民 混4 石倉小三郎 シューマン 市川都志春 8

わ
若い翼は 混3 きく よしひろ 平吉毅州 上巻 1

若葉よ 来年は海へゆこう 混3 金子光晴 飯沼信義 1

わが里程標 混3 片岡　輝 平吉毅州 4

若人の歌 混4 小山章三 小山章三 下巻 10

忘れないで 混4 金沢智恵子 橋本祥路 下巻

忘れることなんかできない 混3 若松　歓 若松　歓 27

■《合唱×吹奏楽》シリーズ一覧表　スコア：菊倍，パート譜：A4またはA3

品名 ＃ 頁数 作詞者 作曲者 編曲者 定価

《合唱×吹奏楽》シリーズ Song of Winds １ 
Forever ～少人数でも演奏できる～ 33501 スコア12P＋パート譜 杉本竜一 杉本竜一 八木澤教司 定価5,500円

（本体5,000円+消費税）

《合唱×吹奏楽》シリーズ Song of Winds ２
光を抱こう ～少人数でも演奏できる～ 33502 スコア12P＋パート譜 山本瓔子 八木澤教司 八木澤教司 定価5,500円

（本体5,000円+消費税）

《合唱×吹奏楽》シリーズ Song of Winds ３
心の瞳 ～小編成吹奏楽のための～ 33503 スコア16P＋パート譜 荒木とよひさ 三木たかし 八木澤教司

横山潤子（合唱編曲）
定価7,700円
（本体7,000円+消費税）

《合唱×吹奏楽》シリーズ Song of Winds ４
unlimited（アンリミテッド） 33504 スコア20P＋パート譜 桑原永江 若松　歓 若松　歓 定価9,900円

（本体9,000円+消費税）

■吹奏楽シリーズ スコア譜一覧表　菊倍　各定価1,210円（本体1,100円＋消費税）

No. 曲名 ＃ 頁数 作詞者 作曲者 編曲者 吹奏楽編曲

1 明日という大空 33101 12 平野祐香里 橋本祥路 後藤　洋

2 風の中の青春 33102 12 芙龍明子 浦田健次郎 浦田健次郎

3 若い翼は 33103 12 きく　よしひろ 平吉毅州 横山菁児 浦田健次郎

4 大空賛歌 33104 8 桑原ほなみ 黒沢吉徳 兼田　敏

6 夢をのせて 33105 8 中山知子 市川都志春 兼田　敏

7 遠い日の歌 33106 16 岩沢千早 橋本祥路 大熊崇子

8 Let's search for Tomorrow 33107 16 堀　徹 大澤徹訓 塚本一実

9 夢の世界を 33108 12 芙龍明子 橋本祥路 淀　彰

10 夏の日の贈りもの 33109 8 高木あきこ 加賀清孝 淀　彰

11 忘れないで 33110 8 金沢智恵子 橋本祥路 福島弘和

12 そのままの君で 33111 12 松井孝夫 松井孝夫 福島弘和

13 名づけられた葉 33112 20 新川和江 飯沼信義 伊藤　透

14 カリブ 夢の旅 33113 12 平野祐香里 橋本祥路 伊藤　透

15 心の中にきらめいて 33114 12 田崎はるか 橋本祥路 橋本祥路

16 旅立ちの日に 33115 20 小嶋　登 坂本浩美 松井孝夫 佐々木幹尚

17 光 33116 16 松本文絵 橋本祥路 内藤淳一

18 自由への讃歌 33117 12 H.ハミルトン O.ピーターソン 橋本祥路 八木澤教司

19 ふるさと 33118 8 高野辰之 岡野貞一 黒部美樹 内藤淳一

20 あすという日が 33119 12 山本瓔子 八木澤教司 八木澤教司

21 空には道がないのに 33120 8 相馬梅子 橋本祥路 橋本祥路

22 COSMOS 33121 16 ミマス ミマス 八木澤教司

※各曲とも別売パート譜あり　各定価2,200円（本体2,000円+消費税） ※絶版タイトルは除いてあります。
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中学生の音楽・中学生の器楽　指導書

１．実践編
各学年：定価1,650円（本体1,500円+消費税）
教科書紙面＋指導のポイント（赤字）

授業での声かけのヒントが満載

２．研究編
各学年：定価2,750円（本体2,500円+消費税）
年間学習指導計画作成資料，教材研究，指導案例，関連資料などを
掲載。

従来よりも詳しい指導案を掲載
日本音楽の資料も充実しています

３．伴奏編
各学年：定価2,200円（本体2,000円+消費税）
教材曲の伴奏譜，移調伴奏譜，参考曲などを掲載。

４．指導用CD
各学年（３枚組）：価格8,250円（本体7,500円+消費税）
歌唱教材曲の範唱，伴奏（カラピアノなど）の音源を収録。

５．合唱練習用CD
各学年（３枚組）：価格8,250円（本体7,500円+消費税）
合唱教材曲のパート別音源を収録。

６．鑑賞用CD
１（５枚組）：価格13,750円（本体12,500円+消費税）
２・３上（５枚組）：価格13,750円（本体12,500円+消費税）
２・３下（６枚組）：価格16,500円（本体15,000円+消費税）
鑑賞教材曲，参考曲の音源を収録。

学習のねらいに即した音源を厳選しています

７．授業支援DVD
各学年（１枚）：価格2,750円（本体2,500円+消費税）
我が国の伝統的な歌唱や唱歌の歌い方について，解説や指導，模
範演奏の映像を収録。

豪華講師陣による実技指導

８．指導者用デジタル教科書（教材）
各学年（１枚）：価格11,000円（本体10,000円+消費税）

ICTを活用できるさまざまなコンテンツを収録
＊詳細は右ページを参照

１．実践編
定価1,650円（本体1,500円+消費税）
教科書紙面＋指導のポイント（赤字）

授業での声かけのヒントが満載

２．研究・伴奏編
定価3,300円（本体3,000円+消費税）
年間学習指導計画作成資料，教材研究，指導案例，楽器の取り扱い
と奏法，伴奏譜，補充教材などを掲載。

従来よりも詳しい指導案を掲載
和楽器の資料も充実しています

３．指導用CD
３枚組：価格8,250円（本体7,500円+消費税）
教材の範奏，伴奏，鑑賞曲を収録。

４．授業支援DVD
１枚：価格2,750円（本体2,500円+消費税）
箏，三味線，太鼓，篠笛，尺八の演奏の仕方についての解説や模範
演奏の映像を収録。

豪華講師陣による実技指導

５．指導者用デジタル教科書（教材）
１枚：価格11,000円（本体10,000円+消費税）

ICTを活用できるさまざまなコンテンツを収録
＊詳細は右ページを参照

フルセット  
中学生の音楽１：定価50,600円（本体46,000円+消費税）
中学生の音楽２・３上：定価50,600円（本体46,000円+消費税）
中学生の音楽２・３下：定価53,350円（本体48,500円+消費税）
中学生の器楽：定価26,950円（本体24,500円+消費税）

ブックセット  
中学生の音楽：各定価6,600円（本体6,000円+消費税）
中学生の器楽：定価4,950円（本体4,500円+消費税）

授業支援DVD：プロの演奏家による実演を見ながら，
活動することができます。

中学生の音楽　指導書 中学生の器楽　指導書

中学生の音楽１

指導者用
デジタル教科書

（教材）

中学生の音楽１

授業支援DVD
日本の伝統的な

歌唱

中学生の音楽１

鑑賞用
CD

中学生の音楽１

合唱練習用
CD

中学生の音楽１

指導用CD
歌唱・伴奏
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指導者用デジタル教科書（教材）※指導書フルセットには，「指導者用デジタル教科書（教材）」が含まれます。

★「まなビューア」の採用で，書き込みや拡大などの操作が便利になります！
★動作速度が向上します！　
★Windows，iPad，Chromebook に対応します！
★学習者用デジタル教科書と同じビューアで，スムーズに操作ができます！

ここがリニューアル！

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。
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。

楽譜や縦書き歌詞を単独で表示することができ，再生するパート
を選択して模範演奏やピアノ伴奏を聴くことができます。また，
共通教材では，歌詞の朗読を聴くことができます。

教科書の譜例を大きく表示したり，その部分に対応する音源を聴
いたりすることができます。その他に，動画資料などの補助的な
資料を収録しています。

＜動作環境＞
 Windows PC，iPad，Chromebook
※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/2021jhs/

リズムをつくる学習では、選んだカードを移動して再生すること
ができ，模範として生徒に見せることで，学習の見通しをもって
活動に取り組むこと ができます。

リコーダーの教材では，楽譜と運指が大きく表示され，運指が音
と連動して動きます。和楽器の教材では，楽器の演奏方法を解説
した動画資料などが一新されます。

歌　唱

鑑　賞

創　作

※「中学生の器楽」器　楽






