
書名 著者名 出版者 請求記号

1 ぼくらのエコー 荒井 良二∥著 NHK出版    E   /ｱ

2 チェロの木 いせ ひでこ∥[作] 偕成社    E   /ｲ

3 セバスチャンのトランペット いまい みこ∥作 福音館書店    E   /ｲ

4 父ちゃんのオカリナ 岸本 進一∥作 汐文社    E   /ｲ

5 弾きがえる 久留島 武彦∥作 子どもの未来社    E   /ｲ

6 おじいちゃんのアコーディオン おぼ まこと∥作 佼成出版社    E   /ｵ

7 オーケストラをききに 小澤 一雄∥作　絵 ポトス出版    E   /ｵ

8 パピプペポーおんがくかい かこ さとし∥作　絵 偕成社    E   /ｶ

9 きつねとタンバリン 安田 浩∥作 ひさかたチャイルド    E   /ｶ

10 ぼくにピアノがひけたら 栗山 邦正∥作　絵 講談社    E   /ｸ

11 どうぶつたちのオーケストラ イーロー　オーリンズ∥文 講談社    E   /ｹﾞ

12 ひみつのがっき 五味 太郎∥さく 偕成社    E   /ｺﾞ   

13 大塚 勇三∥さく 丸木 俊子∥え 福音館書店    E   /ｺ

14 瀬田 貞二∥作 寺島 竜一∥画 福音館書店    E   /ｺ

15 スラムにひびくバイオリン スーザン　フッド∥作 汐文社    E   /ｺ

16 くまの楽器店 安房 直子∥作 小学館    E   /ｺ

17 まほうのたいこ うちだ りさこ∥ぶん 福音館書店    E   /ｿ

18 おんがくかいのよる たしろ ちさと∥さく ほるぷ出版    E   /ﾀ

19 たしろ ちさと∥作 講談社    E   /ﾀ

20 しゅん 高部 晴市∥作 BL出版    E   /ﾀ

21 ヒロシマのピアノ 指田 和子∥文 文研出版    E   /ﾂ

22 ド・レ・ミ スージー　モーゲンスタン∥文 講談社    E   /ﾄﾞ

23 カエルのおんがくたい 刀根 里衣∥絵　文 小学館    E   /ﾄ

24 バイオリンのおとは山のおと 今西 祐行∥作 偕成社    E   /ﾅ

25 オーケストラをつくろう ロンドン交響楽団∥協力 BL出版    E   /ﾊﾟ

26 はじめてのオーケストラ 佐渡 裕∥原作 小学館    E   /ﾊ

27 ダム デイヴィッド　アーモンド∥文 評論社    E   /ﾋﾟ

28 たいこ 樋勝 朋巳∥ぶん  え 福音館書店    E   /ﾋ

29 きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳∥文　絵 福音館書店    E   /ﾋ

30 うさこちゃんとふえ ディック  ブルーナ∥ぶん  え 福音館書店    E   /ﾌﾞ

31 おーちゃんのおーけすとら ディック　ブルーナ∥ぶん　え 福音館書店    E   /ﾌﾞ

32 ピーターとオオカミ セルゲイ　プロコフィエフ∥作 偕成社    E   /ﾌ

33 ポッコとたいこ マシュー　フォーサイス∥文と絵 化学同人    E   /ﾌ

34 セロ弾きのゴーシュ 藤城 清治∥影絵 講談社    E   /ﾌ

35 町にながれるガブリエラのうた キャンデス　フレミング∥さく さ・え・ら書房    E   /ﾎﾟ

36 ぼくと楽器はくぶつかん アンドレア　ホイヤー∥絵　文 河合楽器製作所・出版部    E   /ﾎ

37 魔王 東 竜男∥文 岩崎書店    E   /ﾎ

38 ピアノはっぴょうかい みやこし あきこ∥作 ブロンズ新社    E   /ﾐ

39 ドレミファどうぶつコンサート 二宮 由紀子∥文 文研出版    E   /ﾐ

40 やまのリコーダー 武鹿 悦子∥作 佼成出版社    E   /ﾐ

41 メロディ くすのき しげのり∥作
ヤマハミュージック
メディア    E   /ﾓ

42 ば,い,お,り,ん 横田 明子∥作 BL出版    E   /ﾖ

43 ハーメルンの笛ふき サラ　コリン∥ぶん ほるぷ出版    E   /ﾙ

今こそ、音楽をたのしもう！

こどものとも復刻版　77号　 うみのがくたい

こどものとも復刻版　95号 　あふりかのたいこ

こんくんのおんがくはっぴょうかい



書名 著者名 出版者 請求記号

44 いたずらトロルと音楽隊 アニタ　ローベル∥さく ロクリン社    E   /ﾛ

45 うるさく,しずかに,ひそひそと ロマナ　ロマニーシン∥著 河出書房新社    E   /ﾛ

46 ふしぎなたいこ 西本 鶏介∥文 フレーベル館    E   /ﾜ

47 音楽でバリアを打ち壊せ 菊地 昭典∥著 岩波書店 K  369   /ｷ

48 平成日本の音楽の教科書 大谷 能生∥著 新曜社 K  375   /ｵ

49 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 第2期3 須藤 健一∥監修 学研プラス K  382   /ｿ 

50 音の大研究 戸井 武司∥監修 PHP研究所 K  424   /ｵ

51 リサイクル楽器を楽しもう 1 上畑 美佐江∥作 汐文社 K  750   /ｳ 

52 リサイクル楽器を楽しもう 2 上畑 美佐江∥作 汐文社 K  750   /ｳ

53 音が出るおもちゃ&楽器あそび 吉田 未希子∥著 いかだ社 K  750   /ﾖ

54 新井 鷗子∥編著 新星出版社 K  760   /ｱ

55 音楽をもっと好きになる本 2 松下 奈緒∥ナビゲーター 学研プラス K  760   /ｵ

56 音楽をもっと好きになる本 4 松下 奈緒∥ナビゲーター 学研プラス K  760   /ｵ

57 音楽が好きだ! 6 ポプラ社 K  760   /ｵ

58 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 K  760   /ｶﾞ

59 名探偵コナン推理ファイル音楽の謎 青山 剛昌∥原作 小学館 K  760   /ﾒ

60 楽譜の書き方 仙田 尚久∥著 音楽之友社 Ｋ  761   /ｾ

61 教科書にでてくる音楽家の伝記 ひの まどか∥監修 講談社 K  762   /ｷ

62 国際理解に役立つ世界の民族音楽 1 こどもくらぶ∥編 ポプラ社 K  762   /ｺ

63 国際理解に役立つ世界の民族音楽 6 こどもくらぶ∥編 ポプラ社 K  762   /ｺ

64 ショパン ひの まどか∥著 ヤマハミュージックエンタ
テインメントホールディングス K  762   /ｼ

65 ピアノはともだち こうやま のりお∥著 講談社 K  762   /ﾂ

66 ものがたり日本音楽史 徳丸 吉彦∥著 岩波書店 K  762   /ﾄ

67 浦田 泰宏∥著 エス・アンド・エイチ K  763   /ｳ

68 ウクレレをひこう 村田 尚美∥監修 ほるぷ出版 K  763   /ｳ

69 楽器のおはなし 繁下 和雄∥編 音楽之友社 K  763   /ｶﾞ

70 世界の「楽器」絵事典 PHP研究所∥編 PHP研究所 K  763   /ｾ

71 いのちのヴァイオリン 中澤 宗幸∥著 ポプラ社 K  763   /ﾅ

72 ハーモニカをふこう 田中 光栄∥監修 ほるぷ出版 K  763   /ﾊ

73 小学館 K  763   /ﾋﾟ

74 小学館 K  763   /ﾘ

75 オーケストラだいすき 小澤 一雄∥作　絵 ポトス出版 K  764   /ｵ

76 オーケストラ大図鑑 東京フィルハーモニー交響楽団∥監修 PHP研究所 K  764   /ｵ

77 音が変わる!うまくなる!たのしい吹奏楽 1 バジル　クリッツァー∥著 学研プラス K  764   /ｸ

78 和楽器にチャレンジ! 1 坪能 由紀子∥監修 汐文社 K  768   /ﾜ

79 こぐまと星のハーモニカ 赤羽 じゅんこ∥作 フレーベル館 K  913   /ｱ

80 ピアノをきかせて 小俣 麦穂∥著 講談社 K  913   /ｵ

81 奏のフォルテ 黒川 裕子∥著 講談社 K  913   /ｸ

82 ムジカの森の音楽隊 さくらい ともか∥著 くもん出版 K  913   /ｻ

83 はじめてのえんそうかい なかやま ともこ∥ぶん 旺文社 K  913   /ﾅ

84 マギオ・ムジーク 仁木 英之∥作 JULA出版局 K  913   /ﾆ

85 バンドガール! 濱野 京子∥作 偕成社 K  913   /ﾊ

86 ロックなハート ひこ　田中∥作 福音館書店 K  913   /ﾋ

87 8分音符のプレリュード 松本 祐子∥作 小峰書店 K  913   /ﾏ

88 音楽室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社 K  913   /ﾑ

89 モーツァルトはおことわり マイケル　モーパーゴ∥作 岩崎書店 K  933   /ﾓ

90 兵士のハーモニカ ジャンニ　ロダーリ∥作 岩波書店 K  973   /ﾛ

中学生からのフォークギター・スタートブック

リコーダーがふける(ドラえもんの音楽おもしろ攻略)

ピアノと歌がじょうずになる(ドラえもんの音楽おもしろ攻略)

学校では教えてくれない人生を変える音楽

頭のいい子が育つクラシックの名曲45選


