
書名 著者 出版者 出版年
音楽だいすき 翠川敬基／文 福音館書店 199210 760 ﾐﾄﾘ 児童
サティさんはかわりもの Ｍ．Ｔ．アンダーソン／文 ＢＬ出版 2004.9 762 ｱﾝﾀ 児童
音楽のあゆみと音の不思議 小村　公次／著 大月書店 2018.7 762 ｵﾑﾗ-1 児童
音楽のあゆみと音の不思議 小村　公次／著 大月書店 2019.2 762 ｵﾑﾗ-2 児童
音楽のあゆみと音の不思議 小村　公次／著 大月書店 2019.3 762 ｵﾑﾗ-3 児童
きみの楽器はどんな音 繁下和雄／文 福音館書店 199210 763 ｼｹｼ 児童
絵本ワニのオーケストラ入門 ドナルド・エリオット／文 岩波書店 198303 764 ｴﾘｵ 児童
楽しいオーケストラ図鑑 東京フィルハーモニー交響楽団／監修 小学館 2018.10 764 ﾀﾉｼ 児童
こどもたちのオーケストラ入門 矢吹申彦／文・絵 評論社 199004 764 ﾔﾌｷ 児童
山田和樹とオーケストラのとびらをひらく 山田和樹／著 アリス館 2013.12 764 ﾔﾏﾀ 児童
オーケストラの絵本 ロバート・レヴァイン／文 プレジデント社 2014.2 764 ﾚｳｱ 児童
うたえほん つちだよしはる／え グランまま社 1988.4 767 ｳﾀｴ-1 児童
うたえほん つちだよしはる／え グランまま社 198904 767 ｳﾀｴ-2 児童
うたえほん つちだよしはる／え グランまま社 2001.12 767 ｳﾀｴ-3 児童
ミュージカルスパイス 岡田淳／作 理論社 199912 913 ｵｶﾀ 児童
わすれものの森 岡田淳／作 ＢＬ出版 2015.6 913 ｵｶﾀ 児童
またね、かならず 草野　たき／作 岩崎書店 2019.10 913 ｸｻﾉ 児童
すずかけ荘のピアニスト 西村友里／作 朝日学生新聞社 2011.10 913 ﾆｼﾑ 児童
お父さんのバイオリン ほしおさなえ／作 徳間書店 2011.11 913 ﾎｼｵ 児童
セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治／原作 あすなろ書房 2015.1 913 ﾐﾔｻ 児童
セロひきのゴーシュ 宮沢賢治／作 福音館書店 198303 913 ﾐﾔｻ 児童
セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治／作 古今社 2003.11 913 ﾐﾔｻ 児童
歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス／作 偕成社 2002.9 933 ｷﾝｸ 児童
ピアノ調律師 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作・絵 現代企画室 2012.11 933 ｺﾌｽ 児童
ルーシー変奏曲 サラ・ザール／著 小学館 2014.2 933 ｻﾙ 児童
ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン／ぶん 大日本図書 2015.11 933 ｼｵﾝ 児童
消えたヴァイオリン スザンヌ・ダンラップ／著 小学館 2010.8 933 ﾀﾝﾗ 児童
愛のうたをききたくて サラ・デッセン／作 徳間書店 2008.7 933 ﾃﾂｾ 児童
サウンド・オブ・ミュージック マリア・トラップ／著 文渓堂 199711 936 ﾄﾗﾂ 児童
みんなのこもりうた トルード・アルベルチ／ぶん 福音館書店 196609 E ｱﾙﾍ 児童
ふしぎなたいこ 石井桃子／ぶん 岩波書店 198208 E ｲｼｲ 児童Ｆ
チェロの木 いせひでこ／〔作〕 偕成社 2013.3 E ｲｾ 児童
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ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ／さく 福音館書店 199604 E ｳｴﾂ 児童
カスタフィオーレ夫人の宝石 エルジェ／作 福音館書店 198804 E ｴﾙｼ-9 児童
スーホの白い馬 大塚勇三／再話 福音館書店 198211 E ｵｵﾂ 児童Ｆ
ハーメルンのふえふき おざわとしお／文 偕成社 198512 E ｵｻﾜ 児童
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 2005.8 E ｵﾘﾝ 児童
パピプペポーおんがくかい かこさとし／作・絵 偕成社 2014.2 E ｶｺ 児童
１０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン／文 あすなろ書房 2012.6 E ｶｽｷ 児童
ピーターのくちぶえ エズラ・キーツ／さく 偕成社 198110 E ｷﾂ 児童
ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー／え 福音館書店 198210 E ｸﾘﾑ 児童Ｆ
おばけのコンサート たむらしげる／作 福音館書店 2004.5 E ﾀﾑﾗ 児童
こだぬき６ぴき 中川李枝子／文 岩波書店 198111 E ﾅｶｶ 児童
バラライカねずみのトラブロフ ジョン・バーニンガム／さく 童話館出版 199803 E ﾊﾆﾝ 児童
ふたりはまちのおんがくか ガブリエル・バンサン／さく ブックローン出版 198303 E ﾊﾝｻ 児童
ハーメルンの笛ふき男 ロバート・ブラウニング／作 童話館出版 2003.9 E ﾌﾗｳ 児童Ｌ
野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン／作 あすなろ書房 2006.6 E ﾌﾘﾏ 児童
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 2007.4 E ﾌﾙﾅ 児童
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 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童
ふしぎなバイオリン クェンティン・ブレイク／文・絵 岩波書店 198107 E ﾌﾚｲ 児童
おおきなラッパとちいさなオリー ジャック・ベクドルト／文 徳間書店 2001.11 E ﾍｸﾄ 児童
ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文 岩波書店 2018.11 E ﾍﾝﾂ 児童
ぼくとオーケストラ アンドレア・ホイヤー／絵・文 カワイ出版 2000.8 E ﾎｲﾔ 児童
ぼくとオペラハウス アンドレア・ホイヤー／絵・文 カワイ出版 2001.2 E ﾎｲﾔ 児童
おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン／ぶん 福音館書店 198211 E ﾎﾊﾝ 児童
ツバメの歌 レオ・ポリティ／文とえ 岩波書店 198709 E ﾎﾘﾃ 児童
ちいさなたいこ 松岡享子／さく 福音館書店 2004.2 E ﾏﾂｵ 児童
ハーモニカのめいじんレンティル ロバート・マックロスキー／ぶんとえ 国土社 2000.9 E ﾏﾂｸ 児童
こぶたのまーち むらやまけいこ／さく 福音館書店 2005.6 E ﾑﾗﾔ 児童
つきよのおんがくかい 山下洋輔／文 福音館書店 199902 E ﾔﾏｼ 児童
かえるだんなのけっこんしき ジョン・ラングスタッフ／再話 光村教育図書 2001.3 E ﾗﾝｸ 児童
おかのうえのギリス マンロー・リーフ／文 岩波書店 2010.10 E ﾘﾌ 児童
おんがくねずみジェラルディン レオ・レオニ／作 好学社 198003 E ﾚｵﾆ 児童
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