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4644

B6判／170頁／定価1,320円
（本体1,200円＋税10%）

大好評のレッスンダイアリーの2023年度版。生徒50人仕様。
生徒さんたちと楽しくレッスンを続けていく上で事務管理やトラブルは避けたいもの。普段の生活・
レッスンの中で記入していくことによって、煩わしい教室管理が簡単に出来る画期的な手帳。六曜は
「大安」のみの表記。
構成

2年カレンダー、年間スケジュール、月間スケジュール、週間スケジュール、出席簿・生徒情報・年間月謝チェック表、発表会関
連、教材等注文メモ、入会・退会・問い合わせ状況、
フリーノート
2023の特徴
年間カレンダー＆月間スケジュール表は見やすい2色カラーで翌年３月まで対応、内ポケット付、方眼紙付、五線紙、スピン
（栞として用いるひも）付、カバー色：ミント

出席簿 ・
月上旬
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出席簿 2023 Attendance Book

4645

B5変形判／40頁／定価770円
（本体700円＋税10%）

好評の出席簿の2023年版。
レッスンダイアリーから月間・週間スケジュールを省き、出席簿だけを
お使いの方々のために特化したダイアリー。生徒30人仕様。生徒の出欠や月謝チェックなどを簡潔
に記録できる。週毎の出席簿も有り。持ち運びしやすいサイズで出張レッスンにもお勧め。
構成

出席簿、生徒情報、年間月謝チェック表、
レッスン時間割、
フリーノート、表紙色：タントP-70（淡い灰紫色）

ミニピアノ・
月中旬

10

ミニピアノでクリスマス

ホワイトクリスマス

～両手のための～
0769

大場陽子 編曲 B5変形判／32頁／定価1,210円
（本体1,100円＋税10%）／グレード初～中級

カワイ・ミニピアノのように鍵盤数が少ない楽器でも弾いて楽しめる楽譜集。すらすらとピアノが弾
ける子供から大人のための、
また弾きごたえのある両手の演奏によるクリスマス曲集！
讃美歌や定番の邦楽曲・洋楽曲を収録。姉妹編の「ジングル・ベル」
「きよしこの夜」
と共に、お家で
素敵なクリスマスを過ごしてね。全８曲。
【収録曲】
くるみ割り人形メドレー（行進曲～金平糖の踊り）／アメイジング・グレイス／アヴェ・マリア／O Holy Night／白い恋人達／
Everything／ホワイトクリスマス

ミニピアノ・ 月中旬

10

混声合唱ピース・ 月上旬

10

混声合唱・ 月中旬

10

女声合唱ピース・ 月上旬

10

女声合唱ピース・ 月中旬

10

ミニピアノで弾ける

J-POPでクリスマス

0770

B5変形判／32頁／定価1,210円
（本体1,100円＋税10%）／グレード初級

カワイ・ミニピアノで弾ける楽譜。片手で気軽にJ-POP系のクリスマス曲を弾いてみよう！
姉妹編の讃美歌が中心の「たのしいクリスマス」や、
しっかり両手で弾くクリスマス曲集と共に、お家での
クリスマスを盛り上げてね。全８曲。
【収録曲】
クリスマス・イブ/メリー・クリスマス ミスターローレンス/サイレント・イヴ/恋人がサンタクロース/白い恋人達/いつかのメリークリス
マス/クリスマスソング/Everything

混声合唱曲

合唱 －もうひとつの－

4457

谷川俊太郎 作詩／信長貴富 作曲 A4判／20頁／定価880円（本体800円＋税10%）／グレード中級

2022年6月、広島の合唱団ある
（指揮＝福原泰弘）
による初演。
既刊のピース
《合唱》
と同一詩で、今作の《合唱-もうひとつの-》は新たな推進力と輝きを持った作品
である。
ピアノと合唱が織りなす音楽が世界を切り開いていくようで、前進する気持ちを持って歌い続
けたい混声合唱ピース。演奏時間約3分50秒。

混声合唱曲集

希望よりも遠く

4284

谷川俊太郎 作詩／石若雅弥 作曲 A4判／40頁／定価1,760円
（本体1,600円＋税10%）／グレード中級

2013年、2014年、2017年に委嘱された作品。作られた時期は違うが、綺麗なメロディーを持つ小さ
い作品集であるため、曲を組み合わせて合唱祭やコンクールでの演奏が可能。短い作品だが曲中に
様々な変化があり、歌いごたえ、聴きごたえがある。
「 空の嘘」
「ふたつの幸せ」
「 遠くへ」の全３曲。混声
四部合唱、
ピアノ伴奏付き。演奏時間約11分。

女声合唱曲

合唱 －もうひとつの－

4458

谷川俊太郎 作詩／信長貴富 作曲 A4判／16頁／定価770円（本体700円＋税10%）／グレード中級

2022年6月、豊島岡女子学園中学校・高等学校コーラス部（指揮＝信長貴富／事前指導＝柴田由美）によ
る初演。既刊のピース
《合唱》
と同一詩で、今作の《合唱-もうひとつの-》は新たな推進力と輝きを持った作
品である。
ピアノと合唱が織りなす音楽が世界を切り開いていくようで、前進する気持ちを持って歌い続けた
い女声合唱ピース。演奏時間約3分50秒。

女声合唱とピアノのための

夢の手

4459

高田敏子 作詩／土田豊貴 作曲 A4判／20頁／定価880円
（本体800円＋税10%）／グレード中級

2022年度の埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部委嘱作品。
夢なのか現実なのかとても不思議な感覚を思わせる高田敏子の詩に、女声合唱ならではの艶やかな音
色や淡い世界観がある楽曲。揺らぎが夢のような雰囲気を漂わせる。単一楽曲。演奏時間約6分30秒。

女声合唱・ 月下旬

10

女声合唱・ 月下旬

10

女声合唱・ 月下旬

10

無伴奏女声合唱のための

座礁船の詩

4305

最果タヒ 作詩／土田豊貴 作曲 A4判／32頁／定価1,650円（本体1,500円＋税10%）／グレード中級

2022年度の埼玉県立松山女子高等学校音楽部委嘱作品。
最果タヒの独特な世界観を生かした言葉に、基本は美しい旋律重視で、時にトリッキーな手法もありつ
つも、ポップスリズムも用いて作曲。6声を基本に最大で12声まで広がるため難易度はやや高く合唱コン
クール向きではあるが、若い女声合唱団だけでなくどの世代にも楽しく取り組んでいただきたい作品。
「座礁船の詩」
「まくらの詩」
「 彫刻刀の詩」の全３曲。演奏時間約6分30秒。

女声合唱曲集

希望よりも遠く

4306

谷川俊太郎 作詩／石若雅弥 作曲 A4判／36頁／定価1,650円（本体1,500円＋税10%）／グレード中級

2021年8月7日、岐阜を拠点に活動している女声合唱団「Ensemble Kiika（きいか）」による委嘱作
品。綺麗なメロディーを持つ小さい作品集であるため、曲を組み合わせて合唱祭やコンクールでの演
奏が可能。短い作品だが曲中に様々な変化があり、歌いごたえ、聴きごたえがある。
「 空の嘘」
「ふたつ
の幸せ」
「 遠くへ」の全３曲。女声三部合唱、
ピアノ伴奏付き。演奏時間約11分。

女声合唱とピアノのための

ぼくの村は戦場だった

－あるジャーナリストの記録－

4307

信長貴富 テキスト構成・作曲 A4判／60頁／定価2,090円
（本体1,900円＋税10%）／グレード中級

本作品は2014年にテノール独唱（清水雅彦氏）のために作曲されたのが最初で、2017-18年に混声合
唱版が編曲された。今回の女声版は2021年6月に宇都宮中央女子高校合唱部による委嘱初演。
ジャーナリスト・山本美香氏の著作をもとに、個の眼を通した世界を描くというのが本作のコンセプトで
はあるが、合唱で歌われることによって、世界中のジャーナリスト
（あるいは無数の市民）の眼から見た同
時多発的な「今」を描くという広がりが生まれるのではないかと作曲者は考えている。今回の女声合唱の
語り口によって、曲に新たな視点が生まれるようである。

「カメラとペン」
「 111000000」
「ぼくは兵士だった」
「 ねがい」
「もし、ぼくが」
「目を凝らし、耳を澄ませば」の全6曲。

男声合唱ピース・ 月上旬

10

無伴奏男声合唱曲

楽譜のアルバム

4460

江村美紀 作詩／相澤直人 作曲 A4判／8頁／定価550円（本体500円＋税10%）／グレード初級

2022年10月9日初演の九州フレッシュメンコア創立25周年記念委嘱作品。
「あなたの詩が男声合唱
曲になる」
（アイザワノーツ特別企画）
にて合唱曲用の詩を公募し、選ばれた詩に相澤氏が作曲。合唱楽
譜というアルバムをめくることで思い出す、人とのつながりや感情を歌った作品。演奏時間約2分45秒。
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入庫予定

定価

レッスンダイアリー2023

978-4-7609-4644-0
4962864946442

10月上旬

(本体1,200円＋税10％)

出席簿 2023 Attendance Book

978-4-7609-4645-7
4962864946459

10月上旬

(本体700円＋税10％)

ミニピアノ

ホワイトクリスマス

978-4-7609-0769-4
4962864907696

10月中旬

(本体1,100円＋税10％)

ミニピアノ

J-POPでクリスマス

978-4-7609-0770-0
4962864907702

10月中旬

(本体1,100円＋税10％)

混声合唱ピース

合 唱－もうひとつの－

978-4-7609-4457-6
4962864944578

10月上旬

(本体800円＋税10％)

希望よりも遠く

978-4-7609-4284-8
4962864942840

10月中旬

(本体1,600円＋税10％)

女声合唱ピース

合唱－もうひとつの－

978-4-7609-4458-3
4962864944585

10月上旬

(本体700円＋税10％)

女声合唱ピース

夢の手

978-4-7609-4459-0
4962864944592

10月中旬

(本体800円＋税10％)

女声合唱

座礁船の詩

978-4-7609-4305-0
4962864943052

10月下旬

(本体1,500円＋税10％)

女声合唱

希望よりも遠く

978-4-7609-4306-7
4962864943069

10月下旬

(本体1,500円＋税10％)

女声合唱

ぼくの村は戦場だった

978-4-7609-4307-4
4962864943076

10月下旬

(本体1,900円＋税10％)

楽譜のアルバム

978-4-7609-4460-6
4962864944608

10月上旬

(本体500円＋税10％)
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