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ピアノ ・ 7月下旬

こどものためのピアノ小品集

森の中の小道にて
鵜﨑庚一

作曲

0598

菊倍判／64頁／定価2,090円(本体1,900円＋税10％)

親しみやすい旋律で、
あまり難しい奏法もなく、
また単なる曲集としてではなく、
それぞれの曲から音楽を学ぶ
上での大事な要素を何かひとつは学びとれるように考えられたピアノ小品集。
こどもの発表会や、講習会テキ
ストとして使いやすい曲集となっている。
全31曲。
各曲に短いコメントが付いている。
グレード初～中級。

ピアノ ・ 7月上旬

サン＝サーンス ピアノ曲集
中西充弥

校訂

【楽譜・音楽書祭り2021】対象商品
0674

菊倍判／64頁／定価2,090円(本体1,900円＋税10％)

2021年が没後100年となるカミーユ・サン＝サーンス
（フランス1835-1921）
のピアノ小品集。全体
に易しめの作品を中心に選曲。国内でサン＝サーンスに最も造詣の深い中西充弥による選曲と解説。
世界初出版となる子供の頃の作品も収録。
※アレグレット
（6歳で作曲）／無言歌／2つのバガテル／プレリュード／メヌエット
（「組曲」
より第2
曲）／鐘（「アルバム」
より第2曲／メヌエットとワルツより／ガヴォット／「6つのバガテル」
より第1曲／
ガヴォット
（「J.S.バッハ作品のピアノ編曲集」
より第10曲）／ヴァイオリンとピアノのためのエレジー
全11作品。
グレード初～中級。 ※世界初出版

混声合唱ピース・7月下旬

混声合唱曲

夕焼けパレード
覚 和歌子

作詩／田中達也

作曲

2071

A4判／12頁／定価660円(本体600円＋税10％)

「こどもコーラス・コレクション」
シリーズのために作曲された
「夕焼けパレード」
の混声合唱版。
夕方の美しく不思議なひととき
「マジックアワー」
の風景を想わせるテキスト。
夕焼けと共にやってくるワク
ワク感や不安な気持ちを汲み取った音楽は多くの人に共感されるだろう。今回、混声合唱になったことで
新たな深みが見えるようである。既刊の同声合唱版との同時演奏も可能である。演奏時間約2分50秒。
グレード初級。2021年7月17日、
「合唱団ひぐらし」定期演奏会にて初演（指揮：野本立人）。

混声合唱・7月下旬

ちょっとオシャレな混声合唱曲集

ウイスキーが、お好きでしょ
松波千映子

編曲

2061

A4判／48頁／定価1,760円(本体1,600円＋税10％)

曲集のテーマは
〈お酒〉
と
〈オシャレ〉。過去に
〈お酒〉
のテレビCMで起用された有名な楽曲が、“オシャレに”
“カッコよく”編曲されている。JAZZテイストなピアノに乗って、大人な雰囲気たっぷりで歌いあげたい。
お
酒好きな混声合唱団にピッタリなアレンジ曲集。
「ウイスキーが、
お好きでしょ」
「スキャットソングメドレー（サントリーニューオールド
（夜がくる）～茶色の
小瓶～Paradise Has No Border）」
「SWEET MEMORIES」
「ルビーの指環」
の全4曲。演奏時間約18
分。
グレード中級。2021年7月25日、
「粋声（すいせい）」
の2nd Concertにて初演（指揮：吉田 宏）。

女声合唱・7月中旬

女声合唱アルバム

明日はケロリとくるもんだ
きむらえいり 作詩／相澤直人 作曲

2591

A4判／44頁／定価1,760円(本体1,600円＋税10％)

どこか大人の事情や捻りなど、
スパイスのきいた詩が定評の詩人による、小さな日常を言葉にしたテキス
ト。言葉に素直に向き合って生まれた音が紡がれるアルバムである。心をほっこりとさせてくれるような小
品が詰まっている。
「ねがい」
「いっしょ」
「けろりと」
「いろぬり」
「かの日」
「どれにしようかな」
「ラブソング」
「おわかれ」の全8
曲。演奏時間約20分。
グレード中級。

女声合唱ピース・7月下旬

無伴奏女声合唱のための

レモンイエローの夏
みなづきみのり 作詩／田中達也

作曲

2072

A4判／12頁／定価660円(本体600円＋税10％)

既刊「女声合唱とピアノのための組曲 桜の花びらのように」
に収録の
「レモンイエローの夏」
の無伴奏版。
多くの合唱団によって愛唱されている作品であるが、今回無伴奏女声四部合唱になったことで、音楽がよ
りクリアになり爽やかさが増した。合唱祭やアンサンブルコンテストのレパートリーとして様々な場で歌い
たい作品。演奏時間約3分。グレード中級。2021年、
「 早稲田大学女声合唱団」によりWeb初演（指揮：
山脇卓也）。

女声合唱ピース・ 7 月 中 旬

女声合唱曲

宝物
永田 萠

2254

作詩／信長貴富

作曲

A4判／8頁／定価550円(本体500円＋税10％)

テキストは絵本作家・永田萠による、母と子どものためのポエム
（「お母さんのたからもの」
（理論社）
より）。
子どもにやさしい眼差しを向けたテキストと、口ずさみたくなるかわいらしい旋律が心に響く。
ピアノ伴奏
付きの女声二部合唱（部分的に三部）
で、
おかあさんコーラスにぴったりな易しい合唱ピース。演奏時間約
3分。
グレード初級。2015年、
「成蹊学園PTAコーラス」
により初演（指揮：笠置英史）。

女声合唱ピース・ 7 月 中 旬

定番!! 昭和あたりのヒットソング
女声合唱ピース
阿木燿子

作詞／宇崎竜童

プレイバック part2
作曲／横山智昭

編曲

2259

A4判／16頁／定価880円(本体800円＋税10％)

1978年5月にリリースされた山口百恵の22枚目のシングル。50万枚以上のセールスを記録した楽曲。
沢田研二の
「勝手にしやがれ」
のアンサーソングと言われており、2番の歌詞では出て行った女性の心情が
強く表現されている。原曲の格好良さを保ちながら、伴奏のピアノの16分音符がさらにスピーディでスリリ
ングな世界へと合唱を誘っている。女声三部合唱。演奏時間約3分30秒。
グレード初～中級。

同声合唱ピース・ 7 月 下 旬

こどもコーラス・コレクション －ジュニア－
同声二部合唱とピアノのための

雨あがり

新川和江 作詩／土田豊貴 作曲／藤澤幸義子 解説

2073

A4判／12頁／定価550円(本体500円＋税10％)

こどもコーラス・コレクション -ジュニア-」第5弾。
梅雨の
「雨あがり」
の風景に、可愛らしい優しい言葉が当てられている。詩に寄り添うよう柔らかい質感の
音楽が印象的で、子どもと一緒に大人も愛唱したくなる作品。
参考音源が試聴できるQRコード・演奏アドバイス付き。演奏時間約3分30秒。
グレード初級。

同声合唱ピース・ 7月下旬

こどもコーラス・コレクション －シニア－
同声三部合唱とピアノのための
まど・みちお 作詩／名田綾子 作曲／清水雅彦 解説

空気

2074

A4判／16頁／定価660円(本体600円＋税10％)

「こどもコーラス・コレクション -シニア-」第5弾。
スケールの大きなテキストで、音楽は詩の世界に乗ってリズムとメロディーがみるみる変化していき、
クラ
イマックスでは印象的な旋律が心に響く。心地よく深呼吸させてくれるような肯定感に満ちた作品。小学
校高学年～中学校のコンクール自由曲向き。
参考音源が試聴できるQRコード・演奏アドバイス付き。演奏時間約4分。
グレード中級。
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書
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ISBNコード
JANコード

ご 注 文 書 】
入庫予定

定価

森の中の小道にて

978-4-7609-0598-0
4962864905982

7月下旬

2,090円

サン＝サーンス ピアノ曲集

978-4-7609-0674-1
4962864906743

7月上旬

夕焼けパレード

978-4-7609-2071-6
4962864920718

7月下旬

混声合唱

ウイスキーが、お好きでしょ

978-4-7609-2061-7
4962864920619

7月下旬

女声合唱

明日はケロリとくるもんだ

978-4-7609-2591-9
4962864925911

7月中旬

978-4-7609-2072-3
4962864920725

7月下旬

978-4-7609-2254-3
4962864922545

7月中旬

978-4-7609-2259-8
4962864922590

7月中旬

ピアノ
ピアノ
混声合唱ピース

【楽譜・音楽書祭り2021】対象商品

女声合唱ピース レモンイエローの夏
女声合唱ピース

宝物

女声合唱ピース プレイバック part2
同声合唱ピース

雨あがり

978-4-7609-2073-0
4962864920732

7月下旬

同声合唱ピース

空気

978-4-7609-2074-7
4962864920749

7月下旬
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