
ワルツ<17 曲>  Sony Music Labels 2016.2 201602 

ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｼｮﾊﾟﾝ∥作曲 仲道 郁代∥ﾋﾟｱﾉ 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /10/ｼﾖﾊﾟ/  020097440 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

責任個人ﾖﾐ ｼｮﾊﾟﾝ ﾌﾚﾃﾞﾘｸ･ﾌﾗﾝｿﾜ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾐﾁ ｲｸﾖ 

音楽分類 A131 

価格 ¥3704 

発行者ﾖﾐ ｿﾆｰﾐｭｰｼﾞｯｸﾚｰﾍﾞﾙｽﾞ 

ﾚｰﾍﾞﾙ名ﾖﾐ ｱｰﾙｼｰｴｰﾚｯﾄﾞｼｰﾙ 

演奏時間 107 分 

数量 2 

ﾀｲﾄﾙ注記 背のタイトル:ショパン:ワルツ 

音楽件名 独奏曲-ピアノ 

音楽件名 ワルツ 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 ワルツ ホ長調 WN18 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

2 

曲基本名 ワルツ ロ短調 WN19 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

3 

曲基本名 ワルツ変ニ長調 WN20 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

4 

曲基本名 ワルツ変イ長調 WN28 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

5 

曲基本名 ワルツ ホ短調 WN29 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

6 曲基本名 ワルツ変ホ長調作品 18「華麗なる大円舞曲」 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ﾀﾞｲｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

7 

曲基本名 ワルツ変ト長調 WN42 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

8 

曲基本名 ワルツ変イ長調 WN47「告別」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｺｸﾍﾞﾂ 

9 

曲基本名 ワルツ変イ長調作品 34 の 1「華麗なる円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

10 

曲基本名 ワルツ イ短調作品 34 の 2「華麗なる円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

11 

曲基本名 ワルツ ヘ長調作品 34 の 3「華麗なる円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

12 

曲基本名 ワルツ変イ長調作品 42 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

13 

曲基本名 ワルツ ヘ短調 WN55 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

14 

曲基本名 ワルツ変ニ長調作品 64 の 1「小犬のワルツ」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｺｲﾇ ﾉ ﾜﾙﾂ 

15 

曲基本名 ワルツ嬰ハ短調作品 64 の 2 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

16 

曲基本名 ワルツ変イ長調作品 64 の 3 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

17 

曲基本名 ワルツ イ短調 WN63 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

18 

曲基本名 ワルツ ホ長調 WN18 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

19 

曲基本名 ワルツ ロ短調 WN19 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

20 

曲基本名 ワルツ変ニ長調 WN20 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 



21 

曲基本名 ワルツ変イ長調 WN28 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

22 

曲基本名 ワルツ ホ短調 WN29 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

23 

曲基本名 ワルツ変ホ長調作品 18「華麗なる大円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ﾀﾞｲｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

24 

曲基本名 ワルツ変ト長調 WN42 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

25 

曲基本名 ワルツ変イ長調 WN47「告別」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｺｸﾍﾞﾂ 

26 

曲基本名 ワルツ変イ長調作品 34 の 1「華麗なる円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

27 

曲基本名 ワルツ イ短調作品 34 の 2「華麗なる円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

28 

曲基本名 ワルツ ヘ長調作品 34 の 3「華麗なる円舞曲」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｶﾚｲ ﾅﾙ ｴﾝﾌﾞｷｮｸ 

29 

曲基本名 ワルツ変イ長調作品 42 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

30 

曲基本名 ワルツ ヘ短調 WN55 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

31 

曲基本名 ワルツ変ニ長調作品 64 の 1「小犬のワルツ」 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ ｺｲﾇ ﾉ ﾜﾙﾂ 

32 

曲基本名 ワルツ嬰ハ短調作品 64 の 2 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

33 

曲基本名 ワルツ変イ長調作品 64 の 3 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

34 

曲基本名 ワルツ イ短調 WN63 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾙﾂ 

 

 



ソロ～左手のためのピアノ編曲集 

ワーナーミュージック・ジャパン 2016.1 201601  ﾆｺﾗｽ･ﾏｯｶｰｼｰ∥ﾋﾟｱﾉ 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /10/ｿﾛ/  020097465 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｿﾛ ﾋﾀﾞﾘﾃ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ﾋﾟｱﾉ ﾍﾝｷｮｸｼｭｳ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Solo 

責任個人ﾖﾐ ﾏｯｶｰｼｰ ﾆｺﾗｽ 

責任表原綴 McCarthy Nicholas 

音楽分類 A131 

価格 ¥2600 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾐｭｰｼﾞｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 75 分 

数量 1 

音楽件名 独奏曲-ピアノ 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 I Giorni 

曲基本名ﾖﾐ ｲ ｼﾞｮﾙﾆ 

曲基本原綴 I Giorni 

曲演奏者 エイナウディ∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｴｲﾅｳﾃﾞｨ ﾙﾄﾞｳﾞｨｺ 

曲演奏原綴 Einaudi Ludovico 

2 

曲基本名 『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲 

曲基本名ﾖﾐ ｶｳﾞｧﾚﾘｱ ﾙｽﾃｨｶｰﾅ ｶﾝｿｳｷｮｸ 

曲演奏者 マスカーニ∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾏｽｶｰﾆ P. 

曲演奏原綴 Mascagni Pietro 

3 

曲基本名 『ジャンニ・スキッキ』より「私のお父さん」 

曲基本名ﾖﾐ ｼﾞｬﾝﾆ ｽｷｯｷ ﾜﾀｸｼ ﾉ ｵﾄｳｻﾝ 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


曲演奏者 プッチーニ∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾟｯﾁｰﾆ ｼﾞｬｺﾓ 

曲演奏原綴 Puccini Giacomo 

4 

曲基本名 『ノルマ』より「清らかな女神よ」 

曲基本名ﾖﾐ ﾉﾙﾏ ｷﾖﾗｶ ﾅ ﾒｶﾞﾐ ﾖ 

曲演奏者 ベッリーニ∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾍﾞﾘｰﾆ ｳﾞｨﾝﾁｪﾝﾂｫ 

曲演奏原綴 Bellini Vincenzo 

5 

曲基本名 ヴォカリーズ作品 34 第 14 番 

曲基本名ﾖﾐ ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ;14 

曲演奏者 ラフマニノフ∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ ｾﾙｹﾞｲ･ｳﾞｧｼﾘｴｳﾞｨﾁ 

曲演奏原綴 Rachmaninoff Sergei Vassilievitch 

6 

曲基本名 『愛の夢』(S.541)第 3 番 

曲基本名ﾖﾐ ｱｲ ﾉ ﾕﾒ;3 

曲演奏者 リスト∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾘｽﾄ|ｻｯｷｮｸ 

7 

曲基本名 練習曲作品 10 第 3 番ホ長調『別れの曲』 

曲基本名ﾖﾐ ﾚﾝｼｭｳｷｮｸ;3 ﾜｶﾚ ﾉ ｷｮｸ 

曲演奏者 ショパン∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｼｮ ﾊﾟﾝ|ｻｯｷｮｸ 

8 

曲基本名 練習曲作品 25 第 12 番ハ短調『大洋』 

曲基本名ﾖﾐ ﾚﾝｼｭｳｷｮｸ;12 ﾀｲﾖｳ 

曲演奏者 ショパン∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｼｮ ﾊﾟﾝ|ｻｯｷｮｸ 

9 

曲基本名 練習曲作品 8 第 12 番嬰ニ短調『悲愴』 

曲基本名ﾖﾐ ﾚﾝｼｭｳｷｮｸ;12 ﾋｿｳ 

曲演奏者 スクリャービン∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｸﾘｬｰ ﾋﾞﾝ|ｻｯｷｮｸ 



10 

曲基本名 練習曲作品 2 第 1 番嬰ハ短調 

曲基本名ﾖﾐ ﾚﾝｼｭｳｷｮｸ;1 

曲演奏者 スクリャービン∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｸﾘｬｰ ﾋﾞﾝ|ｻｯｷｮｸ 

11 

曲基本名 2 つの左手のための小品作品 9 第 2 番『夜想曲』 

曲基本名ﾖﾐ ﾌﾀﾂ ﾉ ﾋﾀﾞﾘﾃ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｼｮｳﾋﾝ;2 ﾔｿｳｷｮｸ 

曲演奏者 スクリャービン∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｸﾘｬｰ ﾋﾞﾝ|ｻｯｷｮｸ 

12 

曲基本名 左手のための練習曲作品 36 変ニ長調 

曲基本名ﾖﾐ ﾋﾀﾞﾘﾃ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ﾚﾝｼｭｳｷｮｸ 

曲演奏者 ブルーメンフェルト∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾞﾙｰ ﾒﾝﾌｪﾙﾄ|ｻｯｷｮｸ 

13 

曲基本名 ガーシュウィンによる 7 つの超絶技巧練習曲第 3 番『私の彼氏』 

曲基本名ﾖﾐ ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ ﾆ ﾖﾙ ﾅﾅﾂ ﾉ ﾁｮｳｾﾞﾂ ｷﾞｺｳ ﾚﾝｼｭｳｷｮｸ;3 ﾜﾀｸｼ ﾉ ｶﾚｼ 

曲演奏者 ワイルド∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾜｲﾙﾄﾞ|ｻｯｷｮｸ 

14 

曲基本名 『ポーギーとベス』より「サマータイム」 

曲基本名ﾖﾐ ﾎﾟｰｷﾞｰ ﾄ ﾍﾞｽ ｻﾏｰﾀｲﾑ 

曲演奏者 ガーシュウィン∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ|ｻｯｷｮｸ 

15 

曲基本名 明日 

曲基本名ﾖﾐ ｱｽ 

曲演奏者 R.シュトラウス∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ R.ｼｭ ﾄﾗ ｳｽ|ｻｯｷｮｸ 

16 

曲基本名 夜想曲 

曲基本名ﾖﾐ ﾔｿｳｷｮｸ 

曲演奏者 ヘス∥作曲 

曲演奏者ﾖﾐ ﾍｽ|ｻｯｷｮｸ 

 

 



フレンチ・カフェ・ミュージック 

ギュス・ヴィズール&トニー・ミュレナ作品集 

リスペクトレコード 2016.3 201603 

ﾀﾞﾆｴﾙ･ｺﾗﾝ∥演奏 ﾏﾃｨﾙﾄﾞ･ﾌｪﾌﾞﾚｰﾙ∥演奏 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /21/ﾌﾚﾝ/  020097424 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾌﾚﾝﾁ ｶﾌｪ ﾐｭｰｼﾞｯｸ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｷﾞｭｽ ｳﾞｨｽﾞｰﾙ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾆｰ ﾐｭﾚﾅ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 

責任個人ﾖﾐ ｺﾗﾝ ﾀﾞﾆｴﾙ 

責任表原綴 Colin Daniel 

責任個人ﾖﾐ ﾌｪﾌﾞﾚｰﾙ ﾏﾃｨﾙﾄﾞ 

責任表原綴 Febrer Mathilde 

音楽分類 A260 

価格 ¥2500 

発行者ﾖﾐ ﾘｽﾍﾟｸﾄﾚｺｰﾄﾞ 

ﾚｰﾍﾞﾙ名 RESPECT 

ﾚｰﾍﾞﾙ名ﾖﾐ ﾘｽﾍﾟｸﾄ 

演奏時間 44 分 

数量 1 

ﾀｲﾄﾙ注記 レーベル・容器のタイトル:Gus vs Tony 

ﾀｲﾄﾙ注記 背のタイトル:ギュス・ヴィズール&トニー・ミュレナ作品集 

音楽件名 インストゥルメンタル 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 グラシュゼット 

曲基本名ﾖﾐ ｸﾞﾗｼｭｾﾞｯﾄ 

2 

曲基本名 アントーニオ 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾝﾄｰﾆｵ 

3 

曲基本名 スウィング・ワルツ 

曲基本名ﾖﾐ ｽｳｨﾝｸﾞ ﾜﾙﾂ 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


4 

曲基本名 モントーバンの炎 

曲基本名ﾖﾐ ﾓﾝﾄｰﾊﾞﾝ ﾉ ﾎﾉｵ 

5 

曲基本名 アンパス・デ・ヴェルテュ 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾝﾊﾟｽ ﾃﾞ ｳﾞｪﾙﾃｭ 

6 

曲基本名 アンディフェランス 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾝﾃﾞｨﾌｪﾗﾝｽ 

7 

曲基本名 ソワール・ドゥ・ディスピュート 

曲基本名ﾖﾐ ｿﾜｰﾙ ﾄﾞｩ ﾃﾞｨｽﾋﾟｭｰﾄ 

8 

曲基本名 ジョゼフ・ギュスターヴ 

曲基本名ﾖﾐ ｼﾞｮｾﾞﾌ ｷﾞｭｽﾀｰｳﾞ 

9 

曲基本名 パッション 

曲基本名ﾖﾐ ﾊﾟｯｼｮﾝ 

10 

曲基本名 オンブラージュ 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾝﾌﾞﾗｰｼﾞｭ 

11 

曲基本名 ジャネット 

曲基本名ﾖﾐ ｼﾞｬﾈｯﾄ 

12 

曲基本名 6 月 5 日 

曲基本名ﾖﾐ ﾛｸｶﾞﾂ ｲﾂｶ 

13 

曲基本名 パリのセレナーデ 

曲基本名ﾖﾐ ﾊﾟﾘ ﾉ ｾﾚﾅｰﾃﾞ 

14 

曲基本名 フリヴォール 

曲基本名ﾖﾐ ﾌﾘｳﾞｫｰﾙ 

15 

曲基本名 ブークレット 

曲基本名ﾖﾐ ﾌﾞｰｸﾚｯﾄ 

 

 

 

 

 

 

 



パリ 18 区、サラヴァの女たち 

コアポート 2016.3 201603 

ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾊﾞﾙｰ∥ほか歌 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /21/ﾊﾟﾘｼﾞ/  020097432 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊﾟﾘ ｼﾞｭｳﾊﾁｸ ｻﾗｳﾞｧ ﾉ ｵﾝﾅﾀﾁ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾙｰ D. 

責任表原綴 Barouh Dominique 

音楽分類 A201 

価格 ¥2400 

発行者ﾖﾐ ｺｱﾎﾟｰﾄ 

ﾚｰﾍﾞﾙ名 SARAVAH 

ﾚｰﾍﾞﾙ名ﾖﾐ ｻﾗｳﾞｧ 

演奏時間 65 分 

数量 1 

音楽件名 コレクション 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 子守唄 

曲基本名ﾖﾐ ｺﾓﾘｳﾀ 

曲演奏者 ドミニク・バルー∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾊﾞﾙｰ D. 

曲演奏原綴 Barouh Dominique 

2 

曲基本名 フォー・オール・ウイ・ノウ 

曲基本名ﾖﾐ ﾌｫｰ ｵｰﾙ ｳｲ ﾉｳ 

曲演奏者 マーヴァ・ブルーム∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾞﾙｰﾑ ﾏｰｳﾞｧ 

曲演奏原綴 Broome Marva 

3 曲基本名 キリー 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


曲基本名ﾖﾐ ｷﾘｰ 

曲演奏者 ニコル・クロワジーユ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｸﾛﾜｼﾞｰﾕ ﾆｺｰﾙ 

曲演奏原綴 Croislle Nicole 

4 

曲基本名 ファンタスティカ 

曲基本名ﾖﾐ ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｶ 

曲演奏者 キャロル・ロール∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾛｰﾙ ｷｬﾛﾙ 

曲演奏原綴 Laure Carole 

5 

曲基本名 ただひとりの女 

曲基本名ﾖﾐ ﾀﾀﾞ ﾋﾄﾘ ﾉ ｵﾝﾅ 

曲演奏者 フランソワーズ・アルディ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｱﾙﾃﾞｨ ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ 

曲演奏原綴 Hardy Françoise 

6 

曲基本名 我が運命の哀歌 

曲基本名ﾖﾐ ﾜｶﾞ ｳﾝﾒｲ ﾉ ｱｲｶ 

曲演奏者 ミシェル・モーリス∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾐ ｼｪﾙ･ﾓｰ ﾘｽ|ｶ 

7 

曲基本名 はたご屋 

曲基本名ﾖﾐ ﾊﾀｺﾞﾔ 

曲演奏者 ブリジット・フォンテーヌ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾞﾘ ｼﾞｯﾄ･ﾌｫﾝﾃｰﾇ|ｶ 

8 

曲基本名 オビチュアリー 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾋﾞﾁｭｱﾘｰ 

曲演奏者 イレーヌ・アエビ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｲﾚｰﾇ･ｱ ｴﾋﾞ|ｶ 

9 

曲基本名 ル・ブリュイ、ル・ブリュイ 

曲基本名ﾖﾐ ﾙ ﾌﾞﾘｭｲ ﾙ ﾌﾞﾘｭｲ 

曲演奏者 ベアトリス・アルナック∥歌 



曲演奏者ﾖﾐ ﾍﾞｱ ﾄ ﾘｽ･ｱﾙﾅｯｸ|ｶ 

10 

曲基本名 ピリュル・アンチ・パッション 

曲基本名ﾖﾐ ﾋﾟﾘｭﾙ ｱﾝﾁ ﾊﾟｯｼｮﾝ 

曲演奏者 モラーヌ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾓﾗｰﾇ|ｶ 

11 

曲基本名 男と女 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾄｺ ﾄ ｵﾝﾅ 

曲演奏者 モニック・アルドゥベール∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾓﾆｯｸ･ｱﾙﾄﾞｩ ﾍﾞｰﾙ|ｶ 

12 

曲基本名 あの愛をふたたび 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾉ ｱｲ ｵ ﾌﾀﾀﾋﾞ 

曲演奏者 マルチーヌ・ボージュー∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾏﾙﾁｰﾇ･ﾎﾞｰｼﾞｭｰ|ｶ 

13 

曲基本名 ある朝のバラード/ゴールデン・スランバー 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾙ ｱｻ ﾉ ﾊﾞﾗｰﾄﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｽﾗﾝﾊﾞｰ 

曲演奏者 ビーア∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾋﾞｰｱ|ｶ 

14 

曲基本名 マルガレットの唄 

曲基本名ﾖﾐ ﾏﾙｶﾞﾚｯﾄ ﾉ ｳﾀ 

曲演奏者 フランソワーズ・クシェイダ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾗﾝ ｿﾜｰｽﾞ･ｸｼｪｲﾀﾞ|ｶ 

15 

曲基本名 表に裏に 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾓﾃ ﾆ ｳﾗ ﾆ 

曲演奏者 アニタ・ヴァレッホ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｱﾆﾀ･ｳﾞｧﾚｯﾎ|ｶ 

16 

曲基本名 月をかじって 

曲基本名ﾖﾐ ﾂｷ ｵ ｶｼﾞｯﾃ 

曲演奏者 キャロル・ロール∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｷｬﾛﾙ･ﾛｰﾙ|ｶ 



17 

曲基本名 お前に生ませた子供 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾏｴ ﾆ ｳﾏｾﾀ ｺﾄﾞﾓ 

曲演奏者 ブリジット・フォンテーヌ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾞﾘ ｼﾞｯﾄ･ﾌｫﾝﾃｰﾇ|ｶ 

18 

曲基本名 仮面の夜 

曲基本名ﾖﾐ ｶﾒﾝ ﾉ ﾖﾙ 

曲演奏者 ドミニク・バルー∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾄﾞ ﾐﾆ ｸ･ﾊﾞﾙｰ|ｶ 

19 

曲基本名 AMAMI 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾏﾐ 

曲基本原綴 AMAMI 

曲演奏者 マイア・バルー∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾏｲ ｱ･ﾊﾞﾙｰ|ｶ 

20 

曲基本名 アルファベット 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 

曲演奏者 マイア・バルー∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾏｲ ｱ･ﾊﾞﾙｰ|ｶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子供といっしょにききたいキロロのうた 

2016.3 201603 

Kiroro∥演奏 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /23/ｷﾛﾛ/  020097457 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｺﾄﾞﾓ ﾄ ｲｯｼｮ ﾆ ｷｷﾀｲ ｷﾛﾛ ﾉ ｳﾀ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾛﾛ 

音楽分類 A290 

価格 ¥2000 

ﾚｰﾍﾞﾙ名 Colourful 

ﾚｰﾍﾞﾙ名ﾖﾐ ｶﾗﾌﾙ 

演奏時間 51 分 

数量 1 

音楽件名 ポピュラー・ミュージック-日本 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 Best Friend 

曲基本名ﾖﾐ ﾍﾞｽﾄ ﾌﾚﾝﾄﾞ 

曲基本原綴 Best Friend 

2 

曲基本名 幸せの種 

曲基本名ﾖﾐ ｼｱﾜｾ ﾉ ﾀﾈ 

3 

曲基本名 未来へ 

曲基本名ﾖﾐ ﾐﾗｲ ｴ 

4 

曲基本名 月の夜 

曲基本名ﾖﾐ ﾂｷ ﾉ ﾖﾙ 

5 

曲基本名 紅芋娘 

曲基本名ﾖﾐ ﾍﾞﾆｲﾓﾑｽﾒ 

6 

曲基本名 Wonderful Day 

曲基本名ﾖﾐ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ ﾃﾞｲ 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


曲基本原綴 Wonderful Day 

7 

曲基本名 僕らのメッセージ 

曲基本名ﾖﾐ ﾎﾞｸﾗ ﾉ ﾒｯｾｰｼﾞ 

8 

曲基本名 みんなあなたを愛してる 

曲基本名ﾖﾐ ﾐﾝﾅ ｱﾅﾀ ｵ ｱｲｼﾃﾙ 

9 

曲基本名 生きてこそ 

曲基本名ﾖﾐ ｲｷﾃ ｺｿ 

10 

曲基本名 僕らはヒーロー 

曲基本名ﾖﾐ ﾎﾞｸﾗ ﾜ ﾋｰﾛｰ 

11 

曲基本名 おやすみのうた 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾔｽﾐ ﾉ ｳﾀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



艶歌絢爛  歌える男と女の恋歌 

Sony Music Direct 2016.1 201601  河島 英五∥ほか歌 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /23/ｴﾝｶ/  020097473 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｴﾝｶ ｹﾝﾗﾝ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｳﾀｴﾙ ｵﾄｺ ﾄ ｵﾝﾅ ﾉ ﾚﾝｶ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾜｼﾏ ｴｲｺﾞ 

音楽分類 A290 

価格 ¥2315 

発行者ﾖﾐ ｿﾆｰﾐｭｰｼﾞｯｸﾀﾞｲﾚｸﾄ 

演奏時間 69 分 

数量 1 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 酒と泪と男と女 

曲基本名ﾖﾐ ｻｹ ﾄ ﾅﾐﾀﾞ ﾄ ｵﾄｺ ﾄ ｵﾝﾅ 

曲演奏者 河島/英五∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｶﾜｼﾏ ｴｲｺﾞ 

2 

曲基本名 魅せられて 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｾﾗﾚﾃ 

曲演奏者 ジュディ・オング∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｼﾞｭﾃﾞｨ ｵﾝｸﾞ 

3 

曲基本名 長崎は今日も雨だった 

曲基本名ﾖﾐ ﾅｶﾞｻｷ ﾜ ｷｮｳ ﾓ ｱﾒ ﾀﾞｯﾀ 

曲演奏者 内山田洋とクール・ファイブ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｳﾁﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾄ ｸｰﾙﾌｧｲﾌﾞ 

4 

曲基本名 すきま風 

曲基本名ﾖﾐ ｽｷﾏｶｾﾞ 

曲演奏者 杉/良太郎∥歌 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


曲演奏者ﾖﾐ ｽｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 

5 

曲基本名 圭子の夢は夜ひらく 

曲基本名ﾖﾐ ｹｲｺ ﾉ ﾕﾒ ﾜ ﾖﾙ ﾋﾗｸ 

曲演奏者 藤/圭子∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌｼﾞ ｹｲｺ 

6 

曲基本名 昔の名前で出ています 

曲基本名ﾖﾐ ﾑｶｼ ﾉ ﾅﾏｴ ﾃﾞ ﾃﾞﾃ ｲﾏｽ 

曲演奏者 小林旭∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｸ|ｶ 

7 

曲基本名 そして、神戸 

曲基本名ﾖﾐ ｿｼﾃ ｺｳﾍﾞ 

曲演奏者 内山田洋とクール・ファイブ∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｳﾁﾔﾏ ﾃﾞﾝ ﾖｳ ﾄ ｸｰﾙ･ﾌｧｲﾌﾞ|ｶ 

8 

曲基本名 悲しい色やね 

曲基本名ﾖﾐ ｶﾅｼｲ ｲﾛ ﾔﾈ 

曲演奏者 上田正樹∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ|ｶ 

9 

曲基本名 もしもピアノが弾けたなら 

曲基本名ﾖﾐ ﾓｼﾓ ﾋﾟｱﾉ ｶﾞ ﾋｹﾀﾅﾗ 

曲演奏者 西田敏行∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ|ｶ 

10 

曲基本名 3 年目の浮気 

曲基本名ﾖﾐ ｻﾝﾈﾝﾒ ﾉ ｳﾜｷ 

曲演奏者 ヒロシ&キーボー∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾋﾛｼ&ｷｰ ﾎﾞｰ|ｶ 

11 

曲基本名 うそ 

曲基本名ﾖﾐ ｳｿ 

曲演奏者 中条きよし∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾅｶｼﾞｮｳ ｷ ﾖｼ|ｶ 



12 

曲基本名 釜山港へ帰れ 

曲基本名ﾖﾐ ﾌﾟｻﾝｺｳ ｴ ｶｴﾚ 

曲演奏者 チョー・ヨンピル∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾁｮｰ･ﾖﾝ ﾋﾟﾙ|ｶ 

13 

曲基本名 空に太陽がある限り 

曲基本名ﾖﾐ ｿﾗ ﾆ ﾀｲﾖｳ ｶﾞ ｱﾙ ｶｷﾞﾘ 

曲演奏者 にしきのあきら∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾆ ｼｷ ﾉ ｱ ｷﾗ|ｶ 

14 

曲基本名 よせばいいのに 

曲基本名ﾖﾐ ﾖｾﾊﾞ ｲｲﾉﾆ 

曲演奏者 田辺靖雄∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ|ｶ 

15 

曲基本名 男と女のはしご酒 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾄｺ ﾄ ｵﾝﾅ ﾉ ﾊｼｺﾞｻﾞｹ 

曲演奏者 伍代夏子∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｺﾞ ﾖ ﾅﾂｺ|ｶ 

16 

曲基本名 涙をふいて 

曲基本名ﾖﾐ ﾅﾐﾀﾞ ｵ ﾌｲﾃ 

曲演奏者 三好鉄生∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾐﾖｼ ﾃﾂ ﾅﾏ|ｶ 

17 

曲基本名 愛のメモリー 

曲基本名ﾖﾐ ｱｲ ﾉ ﾒﾓﾘｰ 

曲演奏者 松崎しげる∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ﾏﾂｻﾞｷ ｼｹﾞ ﾙ|ｶ 

18 

曲基本名 知床旅情 

曲基本名ﾖﾐ ｼﾚﾄｺ ﾘｮｼﾞｮｳ 

曲演奏者 加藤登紀子∥歌 

曲演奏者ﾖﾐ ｶﾄｳ ﾄｷｺ|ｶ 

 

 



歌でお祝い 2 分の 1 成人式 

日本コロムビア 2015.11 201511 

八千代少年少女合唱団∥ほか合唱 長岡 利香子∥ほか指揮 鈴木 綾子∥ほかﾋﾟｱﾉ 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /90/ｳﾀﾃﾞ/  020097408 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳﾀ ﾃﾞ ｵｲﾜｲ ﾆﾌﾞﾝﾉｲﾁ ｾｲｼﾞﾝｼｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾞｵｶ ﾘｶｺ 

責任個人ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 

音楽分類 A945 

価格 ¥2000 

発行者ﾖﾐ ﾆﾎﾝｺﾛﾑﾋﾞｱ 

ﾚｰﾍﾞﾙ名 Columbia 

ﾚｰﾍﾞﾙ名ﾖﾐ ｺﾛﾑﾋﾞｱ 

演奏時間 73 分 

数量 1 

音楽件名 児童音楽 

音楽件名 実用音楽 

音楽件名 式・祭典音楽 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 今はほら! 

曲基本名ﾖﾐ ｲﾏ ﾜ ﾎﾗ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 

2 

曲基本名 ぼくの太陽 

曲基本名ﾖﾐ ﾎﾞｸ ﾉ ﾀｲﾖｳ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


3 

曲基本名 記念日 

曲基本名ﾖﾐ ｷﾈﾝﾋﾞ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 

4 

曲基本名 心の道のり 

曲基本名ﾖﾐ ｺｺﾛ ﾉ ﾐﾁﾉﾘ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 

5 

曲基本名 大切なもの 

曲基本名ﾖﾐ ﾀｲｾﾂ ﾅ ﾓﾉ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 

6 

曲基本名 君をのせて 

曲基本名ﾖﾐ ｷﾐ ｵ ﾉｾﾃ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ|ｶﾞｯｼｮｳ 

7 

曲基本名 With You Smile 

曲基本名ﾖﾐ ｳｨｽﾞ ﾕｰ ｽﾏｲﾙ 

曲基本原綴 With You Smile 

曲演奏者 船橋さざんか少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾌﾅﾊﾞｼ ｻｻﾞﾝｶ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ|ｶﾞｯｼｮｳ 

8 

曲基本名 Believe 

曲基本名ﾖﾐ ﾋﾞﾘｰﾌﾞ 

曲基本原綴 Believe 

曲演奏者 NHK 東京児童合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ NHK ﾄｳｷｮｳ ｼﾞﾄﾞｳ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ|ｶﾞｯｼｮｳ 

9 

曲基本名 ゆうき 

曲基本名ﾖﾐ ﾕｳｷ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 



曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ|ｶﾞｯｼｮｳ 

10 

曲基本名 いのちの歌 

曲基本名ﾖﾐ ｲﾉﾁ ﾉ ｳﾀ 

曲演奏者 八千代少年少女合唱団∥合唱 

曲演奏者ﾖﾐ ﾔﾁﾖ ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ|ｶﾞｯｼｮｳ 

11 

曲基本名 今はほら! 

曲基本名ﾖﾐ ｲﾏ ﾜ ﾎﾗ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

12 

曲基本名 ぼくの太陽 

曲基本名ﾖﾐ ﾎﾞｸ ﾉ ﾀｲﾖｳ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

13 

曲基本名 記念日 

曲基本名ﾖﾐ ｷﾈﾝﾋﾞ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

14 

曲基本名 心の道のり 

曲基本名ﾖﾐ ｺｺﾛ ﾉ ﾐﾁﾉﾘ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

15 

曲基本名 大切なもの 

曲基本名ﾖﾐ ﾀｲｾﾂ ﾅ ﾓﾉ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

16 

曲基本名 君をのせて 

曲基本名ﾖﾐ ｷﾐ ｵ ﾉｾﾃ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 



17 

曲基本名 With You Smile 

曲基本名ﾖﾐ ｳｨｽﾞ ﾕｰ ｽﾏｲﾙ 

曲基本原綴 With You Smile 

曲演奏者 齋藤涼子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

18 

曲基本名 Believe 

曲基本名ﾖﾐ ﾋﾞﾘｰﾌﾞ 

曲基本原綴 Believe 

曲演奏者 吉田けい子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

19 

曲基本名 ゆうき 

曲基本名ﾖﾐ ﾕｳｷ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

20 

曲基本名 いのちの歌 

曲基本名ﾖﾐ ｲﾉﾁ ﾉ ｳﾀ 

曲演奏者 鈴木綾子∥カラピアノ 

曲演奏者ﾖﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ|ｶﾗ ﾋﾟｱﾉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バイリンガルこどものうた 

コロムビアキッズ 

日本コロムビア 2016.1 201601 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /90/ﾊﾞｲﾘ/  020097416 ＣＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｳﾀ 

叢書名ﾖﾐ ｺﾛﾑﾋﾞｱ ｷｯｽﾞ 

音楽分類 A971 

価格 ¥2300 

発行者ﾖﾐ ﾆﾎﾝｺﾛﾑﾋﾞｱ 

ﾚｰﾍﾞﾙ名 Columbia 

ﾚｰﾍﾞﾙ名ﾖﾐ ｺﾛﾑﾋﾞｱ 

演奏時間 127 分 

数量 2 

各演奏時間 65 分 

各演奏時間 62 分 

音楽件名 英語 

音楽件名 児童音楽 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 小さな世界 

曲基本名ﾖﾐ ﾁｲｻﾅ ｾｶｲ 

2 

曲基本名 ドレミの歌 

曲基本名ﾖﾐ ﾄﾞﾚﾐ ﾉ ｳﾀ 

3 

曲基本名 きらきらぼし 

曲基本名ﾖﾐ ｷﾗｷﾗﾎﾞｼ 

4 

曲基本名 ミッキーマウス・マーチ 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾏｳｽ ﾏｰﾁ 

5 曲基本名 世界中のこどもたちが 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


曲基本名ﾖﾐ ｾｶｲｼﾞｭｳ ﾉ ｺﾄﾞﾓﾀﾁ ｶﾞ 

6 

曲基本名 オブラディ・オブラダ 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾌﾞﾗﾃﾞｨ ｵﾌﾞﾗﾀﾞ 

7 

曲基本名 ゆかいなまきば 

曲基本名ﾖﾐ ﾕｶｲ ﾅ ﾏｷﾊﾞ 

8 

曲基本名 もりのくまさん 

曲基本名ﾖﾐ ﾓﾘ ﾉ ｸﾏｻﾝ 

9 

曲基本名 メリーさんのひつじ 

曲基本名ﾖﾐ ﾒﾘｰ ｻﾝ ﾉ ﾋﾂｼﾞ 

10 

曲基本名 おおきなくりのきのしたで 

曲基本名ﾖﾐ ｵｵｷﾅ ｸﾘ ﾉ ｷ ﾉ ｼﾀ ﾃﾞ 

11 

曲基本名 月ようびはなにたべる? 

曲基本名ﾖﾐ ｹﾞﾂﾖｳﾋﾞ ﾜ ﾅﾆ ﾀﾍﾞﾙ 

12 

曲基本名 しあわせならてをたたこう 

曲基本名ﾖﾐ ｼｱﾜｾ ﾅﾗ ﾃ ｵ ﾀﾀｺｳ 

13 

曲基本名 みんなともだち 

曲基本名ﾖﾐ ﾐﾝﾅ ﾄﾓﾀﾞﾁ 

14 

曲基本名 さんぽ 

曲基本名ﾖﾐ ｻﾝﾎﾟ 

15 

曲基本名 にじ 

曲基本名ﾖﾐ ﾆｼﾞ 

16 

曲基本名 はじめの一歩 

曲基本名ﾖﾐ ﾊｼﾞﾒ ﾉ ｲｯﾎﾟ 

17 

曲基本名 トゥモロー 

曲基本名ﾖﾐ ﾄｩﾓﾛｰ 

18 

曲基本名 虹の彼方 

曲基本名ﾖﾐ ﾆｼﾞ ﾉ ｶﾅﾀ 

19 

曲基本名 アンダー・ザ・シー 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾝﾀﾞｰ ｻﾞ ｼｰ 



20 

曲基本名 ホール・ニュー・ワールド 

曲基本名ﾖﾐ ﾎｰﾙ ﾆｭｰ ﾜｰﾙﾄﾞ 

21 

曲基本名 レット・イット・ゴー～ありのままで～ 

曲基本名ﾖﾐ ﾚｯﾄ ｲｯﾄ ｺﾞｰ ｱﾘﾉﾏﾏ ﾃﾞ 

22 

曲基本名 大きな古時計 

曲基本名ﾖﾐ ｵｵｷﾅ ﾌﾙﾄﾞｹｲ 

23 

曲基本名 It's a Small World 

曲基本名ﾖﾐ ｲｯﾂ ｱ ｽﾓｰﾙ ﾜｰﾙﾄﾞ 

曲基本原綴 It's a Small World 

24 

曲基本名 Do Re Mi 

曲基本名ﾖﾐ ﾄﾞﾚﾐ 

曲基本原綴 Do Re Mi 

25 

曲基本名 Twinkle,Twinkle,Little Star 

曲基本名ﾖﾐ ﾄｩｲﾝｸﾙ ﾄｩｲﾝｸﾙ ﾘﾄﾙ ｽﾀｰ 

曲基本原綴 Twinkle Twinkle Little Star 

26 

曲基本名 Mickey Mouse March 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾏｳｽ ﾏｰﾁ 

曲基本原綴 Mickey Mouse March 

27 

曲基本名 All The Children Of The World 

曲基本名ﾖﾐ ｵｰﾙ ｻﾞ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ ｵﾌﾞ ｻﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ 

曲基本原綴 All The Children Of The World 

28 

曲基本名 Ob‐La‐Di,Ob‐La‐Da 

曲基本名ﾖﾐ ｵﾌﾞﾗﾃﾞｨ ｵﾌﾞﾗﾀﾞ 

曲基本原綴 Ob La Di Ob La Da 

29 

曲基本名 Old MacDonald Had a Farm 

曲基本名ﾖﾐ ｵｰﾙﾄﾞ ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾊﾄﾞ ｱ ﾌｧｰﾑ 

曲基本原綴 Old MacDonald Had a Farm 

30 

曲基本名 The Bear 

曲基本名ﾖﾐ ｻﾞ ﾍﾞｱ 



曲基本原綴 Bear 

31 

曲基本名 Mary Had a Little Lamb 

曲基本名ﾖﾐ ﾒﾘｰ ﾊﾄﾞ ｱ ﾘﾄﾙ ﾗﾑ 

曲基本原綴 Mary Had a Little Lamb 

32 

曲基本名 Under the Spreading Chestnut Tree 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾝﾀﾞｰ ｻﾞ ｽﾌﾟﾚﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾁｪｽﾅｯﾂ ﾂﾘｰ 

曲基本原綴 Under the Spreading Chestnut Tree 

33 

曲基本名 Today Is Monday 

曲基本名ﾖﾐ ﾄｩﾃﾞｲ ｲｽﾞ ﾏﾝﾃﾞｲ 

曲基本原綴 Today Is Monday 

34 

曲基本名 If You're Happy and You Know It 

曲基本名ﾖﾐ ｲﾌ ﾕｰｱｰ ﾊｯﾋﾟｰ ｱﾝﾄﾞ ﾕｰ ﾉｳ ｲｯﾄ 

曲基本原綴 If You're Happy and You Know It 

35 

曲基本名 All of My Friends 

曲基本名ﾖﾐ ｵｰﾙ ｵﾌﾞ ﾏｲ ﾌﾚﾝｽﾞ 

曲基本原綴 All of My Friends 

36 

曲基本名 Stroll 

曲基本名ﾖﾐ ｽﾄﾛｰﾙ 

曲基本原綴 Stroll 

37 

曲基本名 A Rainbow 

曲基本名ﾖﾐ ｱ ﾚｲﾝﾎﾞｰ 

曲基本原綴 Rainbow 

38 

曲基本名 A First Step 

曲基本名ﾖﾐ ｱ ﾌｧｰｽﾄ ｽﾃｯﾌﾟ 

曲基本原綴 First Step 

39 

曲基本名 Tomorrow 

曲基本名ﾖﾐ ﾄｩﾓﾛｰ 

曲基本原綴 Tomorrow 

40 曲基本名 Over the Rainbow 



曲基本名ﾖﾐ ｵｰｳﾞｧｰ ｻﾞ ﾚｲﾝﾎﾞｳ 

曲基本原綴 Over the Rainbow 

41 

曲基本名 Under the Sea 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾝﾀﾞｰ ｻﾞ ｼｰ 

曲基本原綴 Under the Sea 

42 

曲基本名 A Whole New World 

曲基本名ﾖﾐ ｱ ﾎｰﾙ ﾆｭｰ ﾜｰﾙﾄﾞ 

曲基本原綴 Whole New World 

43 

曲基本名 Let It Go 

曲基本名ﾖﾐ ﾚｯﾄ ｲｯﾄ ｺﾞｰ 

曲基本原綴 Let It Go 

44 

曲基本名 Grandfather's Clock 

曲基本名ﾖﾐ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧｰｻﾞｰｽﾞ ｸﾛｯｸ 

曲基本原綴 Grandfather's Clock 

 


