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発表会が楽しくなるピアノメドレー

モーツァルトがいっぱい
青木雅也

ピアノソロ編／ピアノ連弾編
0267

編曲

0268

各菊倍判／ピアノソロ編：12頁 ピアノ連弾編：16頁／各定価(本体900円＋税)
グレード 初～中級

普通にクラシック曲を弾くのはちょっとつまらない。
でも難しい名曲
をスラスラとは弾けない。
そんな方のために、
モーツァルトの名曲のよ
く耳にする部分をピアノソロ曲・ピアノ連弾曲に編曲。手が小さめの
方でも弾きやすく、楽しく盛り上がること間違いなし！演奏時間を短
縮することが可能なため、発表会やちょっとした催し物にも使える。
収録曲のミニ解説付き。演奏時間各約4分30秒。
〔ピアノソロ編〕
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章～ピアノ・ソナタ 第11番 第1楽章～ピアノ・ソナタ 第11番 第3楽章
「トルコ行
進曲」
～ピアノ・ソナタ 第16番 第1楽章～交響曲 第25番 第1楽章～交響曲 第40番 第1楽章～ピアノ協奏曲 第20番
第2楽章～歌劇
「フィガロの結婚」
より
「恋の悩み知る君は」
～歌劇
「魔笛」
より 夜の女王のアリア
「胸は怒りに燃え立ち」
～
ピアノ・ソナタ 第11番 第3楽章
「トルコ行進曲」
〔ピアノ連弾編〕
アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章～ピアノ・ソナタ 第11番 第3楽章
「トルコ行進曲」
～ホルン協奏曲 第1番 第1楽
章～交響曲 第25番 第1楽章～交響曲 第40番 第1楽章～ディベルティメント 第17番 第3楽章 メヌエット～ピアノ協奏曲
第23番 第2楽章～歌劇
「フィガロの結婚」
より
「恋の悩み知る君は」
～レクイエムより
「Dies Irae
（ディーエス イレ）
」
～歌劇
「魔笛」
より 夜の女王のアリア
「胸は怒りに燃え立ち」
～ピアノ・ソナタ 第11番 第3楽章
「トルコ行進曲」
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月下旬
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ダルクローズ ピアノ曲集１

0656

エミール・ジャック=ダルクローズ 作曲／ジャック=ダルクローズ作品研究会

【楽譜・音楽書祭り2019】
対象商品

校訂・監修

菊倍判／68頁／定価(本体1,900円＋税)／グレード 初～中級

まとまった曲集としては本邦初出版。
ジャック=ダルクローズ（オーストリア1865～スイス1950）
は、
リトミックの巨星として知らない者はいない教育者である
が、本来は作曲家であり、優れたピアノ曲・声楽曲・室内楽曲・管弦楽曲・舞台作品などを残している。本書はそのうち、
ピア
ノソロ作品を採り上げる。
易しく可愛らしい小品が中心であるが、
「動きを通じて音楽を学ぶ」
というダルクローズ理論のと
おり、踊りにまつわる曲や、
「ボール遊び」
のようにリトミックの要素を色濃く取り入れた楽しい作品が多く収録されている。
６つのミニアチュール／10のミニアチュール／３つの子供の小品／３つの可愛い小品／ボール遊び 全23曲。

混声合唱ピース・
月中旬

7

混声合唱ピース・
月中旬

7

あ し た

混声合唱曲

明 日

2446

みなづきみのり 作詩／なかにしあかね 作曲
A4判／16頁／定価(本体700円＋税)／グレード 初～中級

2019年7月7日、岡山市で開催の「西日本豪雨災害復興支援チャリティー七夕ジョイントコ
ンサート」のために、既刊「女声合唱組曲 白鳥」に収録の「明日」を混声四部合唱版にしたも
の。今日よりも明日はもっと良い日であることを願った作品。演奏時間約3分。

混声合唱曲

うみにうまれ いのちをつなぎ
2447

かこさとし 作詩／大中 恩 作曲
A4判／8頁／定価(本体500円＋税)／グレード 初級

2016年9月放送のテレビ番組の中で生まれた歌「うみにうまれ いのちをつなぎ」を、2017
年9月の「メグめぐコール創設20周年記念演奏会」にて混声合唱版として初演。戦争を乗り
越えた今は亡き90代の著者二人が、今の時代だからこそ平和を大切にしてほしいという思
いで作ったメッセージソング。演奏時間約2分35秒。

若者たち

藤田敏雄 作詞／佐藤 勝 作曲／大場陽子 編曲

混声合唱ピース
2448

A4判／12頁／定価(本体700円＋税)／グレード 初～中級

月下旬

1966年にテレビドラマ「若者たち」の主題歌として作られ、以後大ヒットとなった昭和のヒッ
トソングの一つ。ザ・ブロードサイド・フォーが歌った。1970年代に入り小学校や中学校の音
楽の教科書にも掲載され、子供たちにも広く浸透。いろいろな歌手にカバーされているが、
2014年にドラマがリメイクされた時にも主題歌として使われ、森山直太朗によりカバーされ
た。若者への応援ソング。演奏時間約2分40秒。

女声合唱 ・

混声合唱ピース・

定番!! 昭和あたりのヒットソング

女声合唱とピアノのための

7

月下旬

7

花のように 雲のように

なかにしあかね 作詩／なかにしあかね 作曲

2574

A4判／28頁／定価(本体1,300円＋税)／グレード 初～中級

石川県婦人コーラス連盟設立40周年記念「第40回女声コーラスのつどい」委嘱作品。2019
年7月21日初演。
少ない人数でも歌いやすく、
ご当地ソングではなく女性目線で自然や雲の色を歌いたい・・・な
ど合唱団からの要望をたくさん盛り込んだ作品。
「花のように 雲のように」
「 歌いながら行こう」
「 夜が静かに満ちてゆく」の全3曲。演奏時間約
10分40秒。

女声合唱ピース・
月下旬

7

女声合唱 ・
月下旬

7

合唱ピース・
月下旬

7

歌曲 ・
月下旬

7

女声合唱曲

今日もひとつ

星野富弘 作詩／名島啓太

作曲

2450

A4判／12頁／定価(本体600円＋税)／グレード 初～中級

2 0 1 9 年 7月2 1日、鎌 倉 市の「 ボカ・グランデ 」により初 演 。既 刊の混 声 版に続く待 望の
女声版。
「みんなで愛唱できるような、親しみやすく平易な日本語の曲」を、
というコンセプトはそのま
まで女声ならではの温かさも加わった作品となった。
本作品は、詩に出てくるふとした感情の揺らぎを転調で表現し、
「うれしい」
「 悲しい」
「 今日も
ひとつ」などの言葉のフレーズが曲中、幾度となく現れ、聴く人の心に残る作品となっている。
演奏時間約3分40秒。

女声合唱のための

OH ENKA! （オー演歌）

2234

～心揺さぶるにっぽんの応援歌～

土田豊貴 編曲

A4判／48頁／定価(本体1,600円＋税)／グレード 初～中級

演歌は心の応援歌。日本の心で応援歌。東京五輪を目前に、世界へ届けOH ENKA!
日本の文化である演歌・歌謡曲で東京五輪2020を応援したい、一緒に盛り上がりたい。そん
な合唱団のための女声三部編曲集。五輪前シーズンのステージ構成に最適である。既刊「女
声合唱のための DO ENKA!（ド演歌）」の姉妹編。
「人生一路」
「 柔」
「 365歩のマーチ」
「 東京五輪音頭-2020-」の全4曲。
ピアノ伴奏付き。
演奏時間約15分。

合唱ピース

優しいあの子

草野正宗 作詞・作曲／石若雅弥 編曲

2449

A4判／12頁／定価(本体700円＋税)／グレード 初級

NHK連続テレビ小説「なつぞら」のテーマソング。スピッツが歌う
「優しいあの子」の合唱版。
爽やかで朝にふさわしい雰囲気の原曲で、それを活かし易しい二部合唱にアレンジ。辛いこと
もいろいろあるけれど、みんなで歌って今日も明日も頑張りましょう！
混声・女声・男声・同声・児童合唱のどの編成（声）でも演奏可能。
ピアノ伴奏付き。
演奏時間約3分30秒。

前田佳世子 歌曲集3
前田佳世子 作曲

4181

A4判／76頁／定価(本体2,000円＋税)／グレード 中級

作曲者の好評の歌曲集「第1集」
「 第2集」に続き、数多ある作品より作曲者が厳選し発刊。声
楽家との豊富な経験に裏打ちされた表情豊かな作品集。全17曲。
今日も一つ～日日草／ぺんぺん草／悲しみの意味～サフラン（以上、星野富弘）小さな恋の
物語／さがす／消す（以上、寺山修司）／孝行／星／風の記憶／好きな風景（以上、やなせた
かし）／五月のうた／希望に満ちた天使／鈴をつけた天使／心は／孤独／散歩／遠くへ（以
上、谷川俊太郎）

【 2019年 7月 新 刊
新刊

書

ISBNコード
JANコード

名

ご 注 文 書 】
入庫予定 本体価格 ご注文部数

ピアノ

モーツァルトがいっぱい

ピアノソロ編

978-4-7609-0267-5
4962864902677

ピアノ

モーツァルトがいっぱい

ピアノ連弾編

978-4-7609-0268-2
4962864902684

7月下旬

900

ピアノ

ダルクローズ ピアノ曲集１

978-4-7609-0656-7
4962864906569

7月下旬

1,900

混声合唱ピース 明 日

978-4-7609-2446-2
4962864924464

7月中旬

700

混声合唱ピース うみにうまれ いのちをつなぎ

978-4-7609-2447-9
4962864924471

7月中旬

500

混声合唱ピース 若者たち

978-4-7609-2448-6
4962864924488

7月下旬

700

978-4-7609-2574-2
4962864925744

7月下旬

1,300

978-4-7609-2450-9
4962864924501

7月下旬

600

女声合唱

花のように 雲のように

女声合唱ピース 今日もひとつ

7月下旬

900

女声合唱

OH ENKA!（オー演歌）

978-4-7609-2234-5
4962864922347

7月下旬

1,600

合唱ピース

優しいあの子

978-4-7609-2449-3
4962864924495

7月下旬

700

前田佳世子 歌曲集3

978-4-7609-4181-0
4962864941812

7月下旬

2,000

歌曲

【 受注生産商品から通常商品への移行のご案内 】
従来受注生産商品として取り扱っておりました下記3点を通常商品の扱いとし、
重版させていただくことになりましたので、
ご案内申し上げます。

書

ジャンル
女声合唱

名

武田雅博：

初心者のためのコーラスブック

女声合唱

武田雅博：

女声合唱

平吉毅州・飯沼信義：女声合唱による日本の四季

初心者のためのコーラスブック2
早春賦

ISBNコード
JANコード

入庫予定 本体価格 ご注文部数

978-4-7609-2833-0
4962864882641

7月下旬

2,200

978-4-7609-2834-7
4962864882658

7月下旬

2,200

978-4-7609-2902-3
4962864882665

7月下旬

1,500

FAX.03-3227-6296（営業）TEL.03-3227-6286

