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ピアノ指導者向け・レッスン指南書！

ピアノ奏法上の悩みを解決！

目からウロコの ピアノ指導法目からウロコの ピアノ指導法
馬塲 マサヨ

目からウロコのピアノ指導法 1,500円 GTP01091970

著者紹介：馬塲 マサヨ

名古屋市立菊里高等学校音楽科を経て、東京藝術大学音楽学部ピアノ科卒業、同大学大学院音楽研究科修士課程修了。第３１回全日
本学生音楽コンクール西日本大会高校の部第２位。第５３回読売新人演奏会（東京）に藝大生代表として出演。第1回ウィーン音楽コン
クール イン ジャパン第1位入賞。これまでに、NHK交響楽団、オーケストラアンサンブル金沢、名古屋フィルハーモニー管弦楽団、セン
トラル愛知交響楽団等のオーケストラと共演。室内楽の分野では、チェコフィル六重奏団、シュトゥットガルト・ゾリステンとも共演。親しみ
やすいレクチャーコンサートや、親と子の名曲コンサートなどを全国各地で行う。金城学院大学文学部音楽芸術学科教授、PTNA正
会員。

譜読みが苦手…は克服できる！
先生も生徒も楽しいレッスン

ピアノの練習が楽しくなるにはまず、“譜読み苦手……”を“譜読み
得意！”にすることです。そして大切なのは、美しい音で豊かな表現
ができるようになることです。
本書では、すべての基本となる読譜指導の仕方から、聴く力を育て
る方法、骨と筋肉を自然に動かし、美しい音を響かせるフォームを、
わかりやすく解説しています。
その実績に裏付けられた斬新な指導法は、まさに「目からウロコ」。
必ず解決へのヒントが見つかります！

最新刊
！

目からウロコの ピアノ奏法目からウロコの ピアノ奏法 馬塲 マサヨ

オクターブ・連打・トリル・重音も即克服
ショパンのエチュードがこんなにラクに弾ける！

思うように弾けない理由は練習不足？テクニック不足？筋力不足？ピアノの演奏能力の
悩みを打開するために、日本人特有の体の動きに着目。西洋楽器であるピアノを弾くた
めの、体の使い方と意識の持ち方を解説します。着実に演奏力が向上する方法がわかり
ます！

ポイントポイント ●読譜指導の仕方と教材の選び方　
●聴く力と、音楽性を育てる方法
●ピアノを弾くための正しいフォームとその指導法、等

★「読譜トレーニング」用ピアノ教本多数紹介★

関連著書

目からウロコのピアノ奏法 1,300円 GTP01088676
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ピアノ指導者向け・演奏指導解説書

ブルクミュラー25の練習曲
ロマン派の作品の指導法ロマン派の作品の指導法

（別冊解説書付き）（別冊解説書付き）

ブルクミュラー25の練習曲

石黒 加須美/石黒 美有

ブルクミュラー25の練習曲　ロマン派の作品の指導法（別冊解説書付き） 2,800円 GTP01092527

著者紹介：石黒 加須美（いしぐろ・かすみ）

「かすみピアノスクール」主宰。名古屋市立大学卒。指導歴36
年。全日本指導者協会評議員。22年連続ピアノ指導者賞受賞。
ピティナ・ピアノコンペティション、ショパン国際ピアノコンクール 
in Asiaなど、多数のコンクールの審査を行う。これまでに多種多
様のメソードを研究している。著書に『ピアノの先生に知ってほし
い　乳幼児の発達とレッスン（1歳と2歳の指導法）』、『同（3歳と
4歳の指導法）』（ヤマハミュージックメディア）

楽曲分析からわかる！聴き手に伝わる演奏とは？
ピアノ表現の基礎はブルクミュラーにあり！
「ブルクミュラー25の練習曲Op.100」は、ロマン派の作品を弾くた
めの「練習曲集」です。比較的やさしい楽曲の中に、ピアノに必要な表
現とテクニックが凝縮されています。これらを理解して弾きこなせる
かどうかが、その後のピアノの上達に大きく関わってきます。

本書はピアノ指導者向けに、「楽曲分析を表現に活かす方法」を解説
しています。雰囲気で捉えるだけではなく、理論に基づいた説得力の
ある表現テクニックを身につけることが目的です。
楽曲分析は決して音大受験のために勉強するものではありません。
小学生でも理解できるように教える方法と、その理論を表現に結びつ
け、説得力のある演奏をするためのピアノ指導法をご紹介します。

けんばんつき おんがくのーとけんばんつき おんがくのーと 石黒 加須美

ピアノレッスンの副教材に最適！
五線に鍵盤図がついた、新しい「おんがくのーと」ができました。

関連教材

2だん 250円 GXF01091923

4だん 250円 GXF01091924 A4ヨコ

6だん 250円 6月発売予定

著者紹介：石黒 美有（いしぐろ・みゆ）

名古屋市立菊里高校音楽科を経て、東京藝術大学器楽科(ピアノ
専攻)を卒業。チェゼーナ国立音楽院ピアノ科第II課程（修士課程）
を審査員全員一致の最高点（満点＋賛辞＋審査員特別賞）の成績
で卒業。大阪国際音楽コンクール、クラッシックコンクール、バス
ティンコンクール審査員、ピティナ・ピアノステップアドバイザー。ピ
ティナ・ピアノコンペティション審査員を務める。イモラ国際ピアノ
オーディション名古屋支部長。名古屋音楽大学非常勤講師。

表紙を開くと
紙鍵盤として使えます。

2
だん

4
だん

※表紙はイメージです

最新刊
！

6月発
売予定
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教本

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 1 1,000円 GTP01090815

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 2 1,000円 GTP01090816

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 3 1,000円 GTP01090817

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 4 1,000円 GTP01090818

みんなのオルガン・ピアノの本　シリーズ
長年ご支持いただいているヤマハの大ロングセラー・メソッド

ピアノ導入教本のロングセラー「みんなのオルガン・ピアノの本」が現代のピアノ・レッスン事情を反映し、57年ぶりにリニュー
アル。導入からブルクミュラー『25の練習曲』のレベルまで、ゆるやかに難易度が上がるよう、カリキュラムを再構築しました。
「大譜表を使って、両手でスタート」「大きな譜表」はそのままに、1冊ですべてを学べる「オール・イン・ワン初級教材」に進化し
た新版で、「こんな風に弾きたい」という自主性を持った生徒さんを増やしてください。

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 1～2
新版第1巻・第2巻では下記のような点から旧版を改良いたしました。
①無理なく着実にレベルアップできるよう、カリキュラムを再構築しました。
②曲ごとに何を学ぶのか、そのポイントを明確に表示しました。
③全ての曲にタイトルを付け、曲に合わせたイラストを描き下ろしました。生徒さんと会話をしなが
ら、想像力を膨らませてみてください。

④先生用の伴奏譜を併記いたしました。響きが豊かになるだけではなく、自然と一定のテンポで弾け
るようになります。

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 3～4
新版第3巻・第4巻ではより幅広い表現方法を学べるよう、いくつかの曲を入れ替えました。4期の曲
を弾き分ける表現力をつけるため、バロック期の2声の楽曲や写実的な近現代の楽曲を新たに取り入
れました。
また、新しい楽曲に入る前の基礎練習としてのテーマ別「れんしゅう曲」に、スケール、カデンツも加
え、テクニック的な要素も強化いたしました。
4巻の最後では♯・♭3つの長調までを収載し、ブルクミュラーにスムーズに進めます。

第1巻 1,400円 GTP01082853

第2巻 1,400円 GTP01082854

第3巻 1,400円 GTP01082855

第4巻 1,400円 GTP01082856

エボニーとアイボリーの　ピアノのくに　シリーズ体験レッスンシート（指導案付き）

オールカラーでたのしくレッスン! 
聴いてうたうところから始まる、新しいメソッドです。

新版 みんなのオルガン・ピアノの本から
お試しいただけるシートができました！

一見絵本のような、導入からブルクミュラー
までの過程を独自のカリキュラムチャートで
組み立てた新しいピアノ教則本です。エボ
ニーとアイボリーの2人の妖精と共に学び
ます。2人の会話は、学習のポイントを伝え
てくれると同時に、小さな学習者にはとても

大切な励ましとなります。音を出して楽しむことをまず第一に、自然
に総合音楽力も育みます。1巻・2巻は4～5歳児が対象。

1回目のレッスンや、生徒募集の体験レッスンで、お使
いいただけます。

既刊も継続販売中

第1巻 900円 GTP01082955

第2巻 900円 GTP01082956

第3巻 900円 GTP01082957

第4巻 900円 GTP01082958

第1巻【CD付】  1,500円 GTP658610

第2巻【CD付】 1,500円 GTP658620

第3巻【CD付】  1,500円 GTP658630

第4巻【CD付】 1,700円 GTP252230

ワークブック 1 900円 GTP01082959

ワークブック 2 900円 GTP01082960

ワークブック 3 900円 GTP01082961

ワークブック 4 900円 GTP01082962

れんだんによる　全曲伴奏集　第1巻 1,000円 GTP01084618 れんだんによる　全曲伴奏集　第2巻 800円 GTP01084619

無料版

http://www.ymm.co.jp/feature/organ_piano.php

ダウンロードはこちら
⬇
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「ミッフィーのぴあの絵本」は、これからピアノを始める小さなお子様が、楽しく興味いっぱいにレッスンが続けられることを
願って制作されました。
生まれて初めてピアノに出会い、興味津々で遊び弾きをする子どもの瞳の輝きを、次第にステップアップしてゆく学習の中で
保ち続け、さらに憧れの翼を広げてゆくことは、決して容易なことではありません。 こうした年少の幼児にとっての「遊び」と
「学習」の間にある大きな壁を少しでも取り除くために、このテキストは次のような点に留意した内容となっています。

1) 生活に身近な音を教材として取り入れました
2) イラストと曲との密接なつながりにより、子どもが直感的に曲のイメージをつかむことができるようにいたしました
3) 年少の幼児でも集中力と達成感が得られる曲の長さにしました
4) 楽しみながら確実にステップアップができ、既存のメソッドへの移行や併用がしやすいカリキュラムとなるよう工夫をしました

この「ミッフィーのぴあの絵本」によって子どもたちが音楽表現の喜びを味わう原体験をもち、さらに音楽を通して豊かな人間
性を育んでゆけますように。

2歳から対応した年少幼児の専用教材。とにかく先生と一緒に、ピアノで楽しく遊んじゃおう!

ミッフィーのぴあの絵本　シリーズ

1 ぴあのさん、あそぼ！／2 ぴあのさんとなかよし／3 ぴあのってたのしいね！

はじめてのおんがくドリル

1 ぴあのさん、あそぼ！ 800円 GTP01091148

2 ぴあのさんとなかよし 800円 GTP01091149

3 ぴあのってたのしいね！ 800円 GTP01091150

はじめてのおんがくドリル 900円 GTP01085085

別冊ちゃれんじぶっく 1,600円 GTP01090433

1～3/
別冊ちゃれんじぶっく 指導書 800円 GTP01085937
わくわくレッスンガイド【改訂版】

1～3 わくわく伴奏集 500円 GTP253490

1巻「ぴあのさん、あそぼ！」では、片手で弾ける1～2小節の短いフレーズを遊び弾きしながら、ト音記号
のド～ソまでの音を順番に弾きます。
2巻「ぴあのさんとなかよし」では、左手と右手の交互奏を中心に、中央のドから上下に音域を広げ、ヘ音
記号のソ（第4間）からト音記号のラ・シまでを学びます。
3巻「ぴあのってたのしいね！」では、今までに習った音を使いながら、8分音符、装飾音、重音、分散和音伴
奏を経験します。初歩の指のドリルとして、既存のメソッドとの併用も効果的です。この巻終了後には、
WAKU WAKUピアノテクニック、プレ・ハノンなど、より進んだ指のドリルへ学習を発展させることがで
きます。

ぴあの絵本1～3に出てくる音符
を、楽譜と鍵盤を結びつけながら
覚えていくドリルです。最初に新
しく出てくる音を鍵盤と楽譜で説
明していますので、ドリルだけで
も使うことができます。

別冊ちゃれんじぶっく

ピアノの学習に役立つオリジナ
ル・レッスンソングをはじめ、ぴあ
の絵本テキストの応用練習シー
ト、子どもも大人も夢中になって
取り組めるクラフト&カード、さら
にぴあの絵本全3巻全曲アンサ
ンブル音源CDなど、わくわく感
あふれる充実の1冊。

別冊ちゃれんじぶっく 指導書　
わくわくレッスンガイド【改訂版】

ぴあの絵本を基に創りだせるレッ
スンは無限大。簡単で単純に見
えるテキストだからこそ、先生の
指導一つでこんなにふくらませ
ることができる、そんなヒントが
一杯です。

わくわく伴奏集

ぴあの絵本1～3の全曲に、曲の
イメージを高める素敵なピアノ
伴奏がつきました。レッスンで曲
を導入する時のイメージ把握・リ
ズム練習・歌唱の練習に、曲の仕
上げの発表演奏にと、使い方い
ろいろ。
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ミッキーといっしょ　シリーズ

こどものバイエル 1 1,000円 GTP01088298

こどものバイエル 2 1,000円 GTP01088299

こどものバイエル 3 1,000円 GTP01088300

こどものバイエル 4 1,000円 GTP01088301

レパートリー 1 1,000円 GTP01088302

レパートリー 2 1,000円 GTP01088303

レパートリー 3 1,000円 GTP01088304

レパートリー 4 1,000円 GTP01088305

ワークブック 1 1,000円 GTP01088306

ワークブック 2 1,000円 GTP01088307

ワークブック 3 1,000円 GTP01088308

ワークブック 4 1,000円 GTP01088309

© DISNEY

こどものバイエル 1～4 こどものバイエルレパートリー 1～4 こどものバイエルワークブック 1～4

子どもにも大人にも大人気のミッキーが登場するヤマハのバイエル。標準版バイエルを4分冊とし、進度の遅い子どもでも達
成感が得られるようにしました。目的に応じて必要な巻のみを使うこともできます。
原典の進度を守りながら、スケールやコードネームを導入。さらに、現代的な響きや表現を含む美しい伴奏譜やレパートリーを
収載しています。
ワークブックでは楽典・ソルフェージュも学べ、バランスよく音楽力が付きます。

こどものブルクミュラー
バイエル修了後に進むブルクミュラーOp.25
に、楽語やワンポイント解説を付け、読みやすい
楽譜で収載いたしました。

© DISNEY

こどものブルクミュラー 1,000円 GTP01088361

こどものハノン
指の独立、強化といった、子どものためのフィン
ガートレーニングとして考えて作られたハノン
教本です。単体として、またミッキーバイエルの
進度と合わせてお使いいただけます。 

© DISNEY

こどものハノン 1,000円 GTP01088360

こどものツェルニー
～ツェルニー30番の前に～
指の独立、強化といった、子どものためのピアノ
テクニックとして編集されたツェルニー教本で
す。ツェルニー30番に入る前の導入書として、
またミッキーバイエルの進度と合わせてお使い
いただけます。

© DISNEY

こどものツェルニー ～ツェルニー30番の前に～ 1,000円 GTP01088362

こどものプレ・ハノン プーさんといっしょ
～ハノンに無理なく進める～
指の独立、強化といった、子どものためのフィン
ガートレーニングとして考えて作られたハノン
教本に入る前のテクニック導入書です。単体と
して、またミッキーバイエルの進度と合わせて
使えます。 

© DISNEY

こどものプレ・ハノン プーさんといっしょ  ～ハノンに無理なく進める～ 1,000円 GTP01088359

© DISNEY © DISNEY

はじめてのソナチネアルバム 1～3
誰もが学習するソナチネの名曲に、まだあまり
知られていない名曲を厳選して加えました。は
じめて古典様式の曲を学習する生徒さんのた
めに、取り組みやすい小品や形式解説も収載し
ています。 
© DISNEY

第1巻 1,200円 GTP01088393

第2巻 1,200円 GTP01088394

第3巻 1,200円 GTP01088534
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グローバー・ピアノ教本　シリーズ

ドリル・ブック 導入編 950円 GTP01083772

ドリル・ブック Vol.1 950円 GTP01083773

ドリル・ブック Vol.2 950円 GTP01083774

ドリル・ブック Vol.3 1,000円 GTP01083775

ドリル・ブック Vol.4 1,000円 GTP01083776

ピアノ教本 導入編 950円 GTP01083765

ピアノ教本 Vol.1 950円 GTP01083766

ピアノ教本 Vol.2 950円 GTP01083767

ピアノ教本 Vol.3 950円 GTP01083768

ピアノ教本 Vol.4 1,000円 GTP01083769

ピアノ教本 Vol.5 1,000円 GTP01083770

ピアノ教本 Vol.6 1,000円 GTP01083771

グローバー・ピアノ教本 は初心者がピアノのレッスンを一歩ずつ
進めてゆけるように要点をとらえ、簡潔にまとめてあり、個人指
導はもちろんのこと、グループ・レッスンにも使用できるように
なっています。
この教本で扱われる新しい感覚の教材は、初心者にとって楽しく
おけいこを進められ、自然に音楽上の知識が身につけられるよう
に組みこまれています。
<導入編>年少者のために企画されたものですが、やや年長の
初心者の場合は、Vol.1からおけいこを始めることができます。

ドリル・ブックは学習するピアノのおけいこに合わせて、音楽の基礎から理論、さらには音楽史上
のさまざまな知識を幅広く身につけられるように考えて作られています。これは生徒につめ込み
の知識を強要しようとするものではなく、メイン・テキストにおいて、この段階で学ぶことがらを、
ドリルブックで再確認しながら音楽上の教養を豊かにしてゆくことを目的とするものです。

併用曲集 導入編 950円 GTP01083777

ピアノ併用曲集 Vol.1 950円 GTP01083778

ピアノ併用曲集 Vol.2 950円 GTP01083779

ピアノ併用曲集 Vol.3 950円 GTP01083780

ピアノ併用曲集 Vol.4 950円 GTP01083781

併用曲集は、生徒の進度に合わせて、基本教材を補うための曲と基本教材で現れた音楽上知っ
ておかなければならない基礎的な音楽の知識を反復して習得することを目的として作られてい
ます。

生徒の進度に合わせて、基本教材を補うための曲と、基本教材で現れた音楽上知っておかなけ
ればならない基礎的な音楽の知識を、反復して習得することを目的として作られています。

ピアノ演奏上の技巧を訓練するために必要な、数多くの練習曲を集めてあります。技巧の訓練を
扱う練習曲は、生徒にとって、興味を持続させるものでなければならず、やさしく弾けてひとつの
技巧の練習を完成させる目的をもっています。

ピアノのテクニック Vol.1 950円 GTP01083782

ピアノのテクニック Vol.2 950円 GTP01083783

ピアノのテクニック Vol.3 950円 GTP01083784

ピアノのテクニック Vol.4 950円 GTP01083785

ピアノ 小曲集 Vol.1 950円 GTP01083786

ピアノ 小曲集 Vol.2 950円 GTP01083787

ピアノ 小曲集 Vol.3 950円 GTP01083788

ピアノ 小曲集 Vol.4 950円 GTP01083789

第1巻 1,300円 GTP01082823

第2巻 1,300円 GTP01082824

第3巻 1,300円 GTP01082825

トンプソンのハノン （テクニックガイド付） 1,000円 GTP01084249

トンプソン　はじめてのピアノ教本／ハノン
日本で最初に登場したアメリカ生まれの入門教則本であり、レッスンの現場で今も不動のベス
ト・セラー「現代ピアノ教本」の著者トンプソンが、さらに幼少の“はじめてピアノを学習する子ど
もたち”を意識して書いた導入教則本「はじめてのピアノ教本～EASIEST PIANO COURSE」
第1巻～第3巻の日本語ライセンス版です。

動きの早い独立した強いバランスの指を追求すること、そして、表現豊かなピアノ演奏に欠かせな
い基本的な打鍵法を身につけることが、本書の目的です。全38曲ともリズム、アーティキュレー
ションを伴った楽譜になっています。全体は2部構成で、第1部:No.1～20。第2部:No.21～38。
ぴあの演奏に欠かせない基本的なテクニックについてのガイド付き。

みんなのグローバー・ピアノ　シリーズ
「グローバー・ピアノ」シリーズは指導の素材であり、指導者はクリエティブな発想を持って自ら使い方を開発することを期待されていまし
たが、「みんなのグローバー・ピアノ」シリーズは、指導上のアイデアが楽譜上に示されているので、指導者の負担はだいぶ軽くなります。教
本にあたる「レッスン」全4巻には、「グローバー・ピアノ」シリーズの全6巻の要素が含まれています。

導入編 1,200円 GTP01083790

レッスン Vol.1 1,200円 GTP01083791

レッスン Vol.2 1,200円 GTP01083792

レッスン Vol.3 1,200円 GTP01083793

レッスン Vol.4 1,400円 GTP01088670

テクニック Vol.1 1,400円 GTP01083796

テクニック Vol.2 1,400円 GTP01083797

併用曲集 Vol.1 1,400円 GTP01089188

併用曲集 Vol.2 1,400円 GTP01089189
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テクニック

ドレミファソで始める　かんたん!すごい!さきどり!
ピアノ・テクニックの本 永瀬まゆみ

ドレミファソだけで指と手首と腕の使い方を習得できる… ドミソとシレソのたった
2つの和音だけで4拍子と3拍子の伴奏が弾けるようになる…これが永瀬式。

ドレミファソで始める かんたん！すごい！さきどり！　 
ピアノ・テクニックの本

ピアノの導入教材だというのになんと音符なし! 
ごく普通の子どもたちを短期間でコンクール入賞に導き、大きな注目を集めている“永瀬式”メソッドは、今
までにない画期的な導入期のテクニック指導法です。 
約束事を教える教則本ではなく、とにかく指を育てるために必要最低限のことのみを繰り返し行い、定着
させるというスタイルですので、「能率的でより効果のあがる」レッスンが可能。導入期の幼児や小学校低
学年はもちろんのこと、テクニックの整理のためにどなたでも使用可能、バーナム・ピアノテクニックと同
様、どんな教則本とも組み合わせることができます。
テキストをどのように使ったらよいかを指導者の方々により深く理解していただくために、DVD付ガイドが
併売されています。著者である永瀬まゆみ氏が登場、具体的な使い方を映像で確認することができます。

ピアノ・テクニックの本 1,500円 GTP01081827

指導者用ガイド【DVD付】 2,800円 GTP01085486

DVD

【実践編】レパートリー集1 ～伴奏パターンを弾こう！～
『ピアノ・テクニックの本』で学んだことを、実際の曲の中でどのように応用していくのか、より具体的に知りたい、
という声に応えて制作した実践レパートリー集です。1つの曲を簡単なことからかなり高度なものへ応用、発展さ
せていくことで能率的かつ効果的に学ぶことができます。

【実践編】レパートリー集2 ～スケールを弾こう！～
スケールは演奏上の重要なポイントです。早い時期からスケールを弾けるようになることが上達へのひとつの鍵
になります。カリキュラムは二段階。
<基本と応用>のPart1では、♯、♭1つまでの長、短調のスケール・カデンツ・アルベジオを弾けるようにしなが
ら、同主調のスケールまでを練習します。次にPart2で.よく知られているメロディを使った連弾曲で楽しくス
ケールの応用練習をします。
<実践>では、スケールやその応用が出てくる既成の曲を用い、スケールを学習します。 

【実践編】レパートリー集1 ～伴奏パターンを弾こう！～ 1,500円 GTP01083716 【実践編】レパートリー集2 ～スケールを弾こう！～ 1,500円 GTP01084511
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人の持つ“音楽脳”を最大限に活かせる、原田先生の秘訣がいっぱい！

ピアノ基礎テクニック＆うたう指づくり 原田敦子

集中力を育てる ピアノ・ファースト・レッスン　～うたう心と指づくり～
集中力を育てる ピアノ・ファースト・レッスン コース2　～記憶と想像のために～

<集中力を育てる>シリーズは、音楽表現の土台として欠かせない集中力・注意力を養うことを第1の目標にして
います。 子どもが3歳ぐらいまでに獲得する人まね遊びや、想像遊びに滑り込んで、やさしさ、歌心の表現力を
養っていきたいというねらいのテキストです。先生のまねをしながらの遊び感覚で、きれいな音を想像したり、自
発的に音を考える学習を通して、創造性を高めます。

集中力を育てる ピアノ・ファースト・レッスン　～うたう心と指づくり～ 1,300円 TKFSL

集中力を育てる ピアノ・ファースト・レッスン コース2　～記憶と想像のために～ 1,300円 GTP652490

毎日の練習12か月 Vol.1　～うたう指づくり～
毎日の練習12か月 Vol.2　～美しいひびきのために～

ピアノを色彩豊かにひびかせるために、指のコントロール能力を高めます。ピアノを歌わせる指をつくるために
は、ハンマーが弦をどのように打っているかを想像しながら、静かな音でゆっくり演奏を進めます。最初の一歩か
ら、鍵盤に乗せた指先に適度な圧力を加えたり、そっと鍵盤に乗せたり、上から落としたりと様々なタッチを同時
に勉強し指づくりを進めます。

毎日の練習12か月 Vol.1 ～うたう指づくり～ 1,000円 GTP652450

毎日の練習12か月 Vol.2 ～美しいひびきのために～ 1,000円 GTP652460

集中力を育てる  こどものおんかいれんしゅう
入門時から音階練習ができるように楽譜とイラストを効果的に組み合わせています。この段階から、正しい指使
いで音階を学習し、歌う心の素地づくりをしましょう。幼児の導入期から使用するのが適当ですが、ピアノを歌わ
せることを原点に戻って勉強し直してみるときにも大きな成果が期待できます。 

集中力を育てるこどものおんかいれんしゅう 1,400円 GTP01089061

音階の練習12か月  ～うたう指づくり～
音階練習を通して、音をよく聴く耳と姿勢を養うよう編集されています。楽曲の重要な構成要素である音階の、
美しい演奏テクニックを身につけることで、質の高い演奏を目指すことができます。

音階の練習12か月 ～うたう指づくり～ 1,200円 GTP652470

ピアノテクニック12か月  ～脱力のタッチのために～
音階と同じく、演奏の質を高めるために、また楽曲の仕上がりを早めるために、音楽の構成要素を練習しやすい形
にしました。分散和音、重音、オクターブ、トリル、基本的な左手伴奏など、どの楽曲を演奏するときにも部分練習
の必要な演奏技法を、集中的に、積極的に練習しやすくまとめてあります。

ピアノテクニック12か月  ～脱力のタッチのために～ 1,500円 GTP652480
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さぷりキッズ ～導入解説本～／さぷりキッズ 1／さぷりキッズ 2
ピアノという楽器は、どんなに小さな子どもでも、大人と全く同じ大きさの楽器を弾きます。まだ体が発達しきっ
ていない子どもにとって、それは非常に大きな負
担であり、手を壊してしまうことになりかねません。
子どもの身体の成長まで考えて作ったこの画期的
な導入書で、将来ピアノを弾くことを楽しめる生徒
さんをたくさん作ってください。

～導入解説本～ 900円 GTP01087975

1 800円 GTP01087976

2 800円 GTP01087977

さぷりエクササイズ 1～4

1　練習曲集付き 1,300円 GTP01089237

2　練習曲集付き 1,300円 GTP01089238

3　練習曲集付き 1,300円 GTP01089239

4　連弾曲集 1,300円 GTP01089240

練習して腕が疲れたり手を痛めたりしたことがありませんか？本書は、無理なく無駄のないピアノ
演奏のための筋力トレーニングをしながら、楽にピアノが弾けるようになるためのサプリです。

ピアノを弾くからだ <指のトレーニング編>【DVD付】 
DVDとトレーニング楽譜でいつもの練習に少しプラスするだけで驚きの効果が。日ごろのレッスンの中で先生
が指導に悩むお困りポイントを速攻で解決する、目からウロコの特典映像付きです。ピアノを弾くからだのしく
みを知り、短い数小節のオリジナルトレーニングを少しずつ続けることにより、驚くほど音がよくなり指も早く動
くようになります。

ピアノを弾くからだ <指のトレーニング編>【DVD付】  2,800円 GTP01084765

DVD

続 ピアノを弾くからだ【DVD付】 －筋力・ペダルのトレーニング編－
「指のトレーニング編」の続編として、腕の筋力、手のひらの筋力、手首、肘の関節を使ったテクニックを中心に
書かれています。「トリルの弾き方」「オクターブの弾き方」など、即効効果のあるトレーニング法が満載。また、
知らないと損をする<ペダルテクニックのトレーニング法>についても詳しく書かれています。 

続 ピアノを弾くからだ【DVD付】 －筋力・ペダルのトレーニング編－ 2,800円 GTP01085701

DVD

黒河好子のPianoサプリ

20年以上のレッスン経験で培った「表現力アップに良く効くサプリ感覚のトレーニング法」を
余すところなく紹介! 目からウロコのピアノ上達への道がここにあります。

黒河好子

ショパンの奏法草稿、ブラームスの練習帳、フンメルのピアノ奏法論にも書かれている、ピアノの演奏上大切な
基本的なテクニックを、簡単かつ効果的に習得できます。
著者自身によるウォーミングアップ、エクササ
イズ曲の他、フンメル、クレメンティ、モーツァ
ルトなどの作曲家の作品に加え、作曲家当摩
泰久氏によるエクササイズ別の練習曲が満載
です。

オムニバス・エチュード 徹底攻略 全調スケール集

日本ではエチュードというとツェルニーが
主流ですが、ヨーロッパにはそれ以外に数
多くのすばらしいエチュードが存在します。
このシリーズでは、ドイツ、オーストリア、フ
ランス、イタリアなど、様々な作曲家のエ
チュードから「指の独立と動き、3指、4指、
5指の強化トレーニング」をテーマに238
曲を厳選、レベルに合わせて3巻にまとめ
ました。

第1巻 1,500円 GTP01089954

第2巻 1,500円 GTP01089955

第3巻 1,500円 GTP01089956

徹底攻略 全調スケール集 1,500円 GTP01089952

15人の作曲家のエチュードで学ぶ、指の独立と強化トレーニング
調性を知り、手の筋力アップや関節トレー
ニングのためにも重要なスケールを、効率
よく、短時間で確実に習得するために考え
られた、黒河流スケール集です。
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「新WAKU WAKU ピアノテクニック」は、豊かな表現力につながる演奏テクニックを導入期から取り入れられる教本です。子ども
の生活に則したタイトルとイラストから着想される世界を鍵盤上で表現できたら、もっともっと、ピアノが大好きになるはずです。

新WAKU WAKUピアノテクニック 1～3
●各曲4～8小節程度の短い曲になっているので、大きな負担を感じることなく、読譜やリズム、タッチの学習に
取り組めます。

●各ステップを7曲にしているので、「毎日1曲、1週間で1ステップ」など、ゆるやかに学べるようカリキュラムを
組みました。子どもたちにわかりやすい練習計画を立てることができます。

●曲のタイトルやイラストは、日常生活で体験できるもの、子どもたちがわくわくした気分になるもの、理解しや
すいものを中心に選びました。音の仕掛けや表現力の面白さを発見できます。

●テクニック学習の応用として、巻末に長調・短調各1曲からなる「移調エクササイズ」を用意しました。
どれも連弾楽譜になっているので、先生の伴奏と一緒に練習することで、耳と目、そして指を使って移調を体験
することができます。

第1巻 900円 GTP01086787

第2巻 900円 GTP01086106

第3巻 900円 GTP01086107

新WAKU WAKUピアノテクニック 
「スケール&アルペジオ」1～2

「スケール & アルペジオ」に特化したテキ
ストで、指くぐり、指こえ(指かぶせ)、ポジ
ション移動等のテクニックを楽しく、数多く
練習できます。各曲には「練習方法」の裏
付けがあるので、楽曲の中でスケールやア

ルペジオが出てきたときにも応用ができ、自主的な練習に取り
組めます。第1巻では、2オクターブのスケールとアルペジオ、第
2巻では、白鍵を主調とする長調と短調のスケールとアルペジオ
が練習の対象となります。

スケール&アルペジオ 1 900円 GTP01088311

スケール&アルペジオ 2 900円 GTP01088312

新WAKU WAKUピアノテクニック 
アラカルト 1～2

シリーズの最上級編です。このテキスト最
大の特徴が、ピアノを弾くための「一通りの
テクニック」をコンパクトに経験できるこ
と。必要に応じてエクササイズをピックアッ
プし、強化練習を行うといった使い方もお

薦めです。重音奏や同音連打をはじめ、装飾音やトレモロ、トリル
等多彩なテクニックの他、プレ・ハノン的要素、ペダリングの導入
エクササイズも含まれ、“その他のテクニック”をコンパクトに結
集させた貴重な1冊となっています。 

アラカルト 1 1,000円 GTP01088313

アラカルト 2 1,000円 GTP01088314

新WAKU WAKUピアノテクニック
タイトル＋イラスト＋音で楽しく学ぶ、子どものためのテクニック教材

飯田真樹、川崎みゆき

堀江真理子

ピアノの美しい響きと
表現のために　～基礎編

基礎的なペダル操作を無理なく学べる教本
です。「足」に集中できるよう易しい曲を選
び、「足」と「耳」を同時に動かすことができ
るようにしました。

ペダル・テクニック～ピアノの美しい響きと表現のために
上手に組み合わせることで、多彩な音色を作り出す…これがテクニックを磨く目的です。

ピアノの美しい響きと表現のために
～実践編

基礎編で学んだ技術を組合せ、いろいろな
タイプの曲を通じてペダリングの種類を増
やし、新たな表現の可能性を探ります。

基礎編 2,300円 GTP01090944 実践編 1,800円 GTP01090957

DVD

ペダルの練習帳 I　～必ず上手に踏めるようになるペダルメソード
ピアノの演奏は、指のタッチによって作り出される音と、ペダルによって音をより美しく響かせる音響効果を合わ
せることで、表現が無限に広がっていきます。そのためには、ペダルも手と同様の表現力が必要で、踏み方を基礎
からしっかり学んで技術を習得しなければなりません。そこで本書が登場します。

ペダルの練習帳 I　～必ず上手に踏めるようになるペダルメソード 1,300円 GTP01088935



12

ヤマハの新標準版は、日本のピアノ・レッスンにおいて誰もが通過する古典的教材を新しい視点からとらえ直し、現代のレッスン
に必要な要素を加えたシリーズです。
各作品で学ぶテーマや目的を明確にし、練習ポイントや効果的な練習方法や演奏解説を加えました。これによって1番から順に
学ぶのではなく、必要に応じて効果的なトレーニング教材を選ぶこともできるようになります。
自分で使った教材をそのまま生徒にすすめるのではなく、同じ素材をどう料理しているか… 新しい「標準版」に期待してください。

新標準版

現代ハノン ピアノ教本 監修 久保勝義

ブルクミュラー25の練習曲 Op.100 校訂・解説 松本清 

校訂・解説 高橋正夫

ハノン「60の練習曲」の原曲全てを収載。より効果的にテクニックの向上を図るための解説が付いています。練習の目的・留意点を明
確にすること、メカニカルな技術向上のために弱い部分を克服すること、そして調性感・和声感を伴った演奏へのアプローチを提案し
ています。これは、ハノン教本によるメカニックの練習で最も陥りやすい「和声感の欠如」を補足するため、そして身に付けたテクニック
を楽曲演奏に活かすために大変有効です。これからハノンを取り入れる方にも、すでに勉強されている方にも役立つ1冊です。

現代ハノン ピアノ教本  監修 久保勝義 1,200円 GTP01091653

プレ・ハノン スケール&アルペジオ
スケールとアルペジオが正確に弾けるようになることは、基礎力アップの近道です。原田敦子氏考案による、効
果的な練習方法を掲載。少ない音から2オクターブまでを「確実に」弾けるようにしていきます。ただ指を動か
すだけではなく、音色への注意を促すことで、レパートリーで活かせる技術を育てます。ハノンに入る前でも使
えるので、子どもから大人まで幅広くご活用いただけます。 

プレ・ハノン スケール&アルペジオ 1,000円 GTP01091648

ピアノを習っていると必ず出会うブルクミュラー。なかでもこの「25の練習曲」は、レッスンで使う定番曲として長い間親しまれていま
す。本曲集では、各曲の演奏解説、及び練習ポイントを記載し、レッスンでも練習でも使いやすい内容に仕上げました。ブルクミュラー
をこれから始める方にも、かつて弾いた曲を復習したい方にもぜひ手にとっていただきたい1冊です。

ブルクミュラー25の練習曲　校訂・解説 松本清  800円 GTP01091650

ブルクミュラー18の練習曲 Op.109
「18の練習曲」は、特に有名な「25の練習曲」よりもさらに難易度の上がった楽曲の演奏を通して、音楽のさまざまな要素を学ぶこと
ができる曲集です。各曲ごとに演奏のポイント、練習のポイントを記載しました。

ブルクミュラー18の練習曲 900円 GTP01091651

ツェルニー30番練習曲 Op.849

近刊予定ソナチネ・アルバム

タイトルのない練習曲に、練習目的を明記しています。演奏解説やポイントも楽曲ページに併記していますので、普段の練習はもちろ
ん、レッスンで宿題を出す時にも有効です。生徒自身が意識を持って弾くことで効果的にレベルアップが望めます。形式や和声につい
ても学べるので、ソナチネやソナタを弾く時にも役立ちます。 

ツェルニー30番練習曲 Op.849　校訂・解説 高橋正夫 950円 GTP01091649

現代のレッスン事情にあわせて選ぶ、ヤマハが提案する新シリーズ

練習曲集

編著 原田敦子

校訂・解説 松本清 
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ヤマハ・ピアノ・ライブラリー
ヤマハ・ピアノ・ライブラリーは、ピアノ教育に不可欠な新しい教材・レーパートリーをレッスンの現場に
供給することを目的とし、1980年代にスタートしたシリーズです。様々な時代の作品をその時代に
要求されたテクニックと感性をもって弾きこなさなければならない―これは今日、「四期」という言葉
に置き換わるのですが―だから、古典派からロマン派初期に属するブルクミュラーやハイドン、モー
ツァルト、ベートーヴェンがレッスンの中心だった日本のピアノ教材とは一線を画す、画期的なシリー
ズとして重宝され、ロングセラーとなっています。
同シリーズ以外に国内では出版のない作品も多く、現在もコンクールやコンペティションの課題曲と
して毎年選出をされています。

ピアノ練習曲集①～ピアノテクニック～ 1,200円 GTP01091710

ピアノ練習曲集②～ピアノテクニック～ 1,200円 GTP01084389

初歩のピアノ練習曲集① 950円 TKSP1

初歩のピアノ練習曲集② 950円 TKSP2

初歩のピアノ練習曲集③ 1,100円 GTP01092320

ソナチネ・アルバム① 1,500円 GTP01089097

ソナチネ・アルバム② 1,500円 GTP01089030

ソナチネ・アルバム③ 1,600円 GTP01092321

ソナチネ・アルバム④ 1,600円 品切れ中

ロマン派ピアノ小品集① 1,500円 GTP01091708

ロマン派ピアノ小品集② 1,400円 GTP01088047

ロマン派ピアノ小品集③ 1,500円 GTP01091709

ロマン派ピアノ小品集④ 1,400円 GTP151791

ロマン派ピアノ小品集⑤ 1,400円 品切れ中

ポリフォニー・アルバム① 1,200円 GTP650041

ポリフォニー・アルバム② 1,300円 GTP01093044

旋律をきれいに歌わせる練習のためのピアノ曲集1 1,400円 品切れ中

バロック小品集① 1,400円 GTP01093043

バロック小品集② 1,400円 GTP01089570

現代ハンガリー やさしいピアノ小曲集 1,500円 GTP01081726

こどものための現代フランスピアノ小品集1 1,300円 品切れ中

こどものための現代フランスピアノ小品集2 1,300円 品切れ中

ピアノ変奏曲アルバム① 1,200円 品切れ中

ピアノ変奏曲アルバム② 1,200円 GTP01082865

ピアノ連弾曲集①（CD付） 2,200円 GTP291910

ピアノ連弾曲集②（CD付） 2,200円 GTP291920

こどものための現代ポーランドピアノ連弾曲集 1,600円 GTP01082549

近現代を中心としたやさしいチェコ ピアノ連弾曲集 （CD付） 2,600円 GTP01083565

ちいさな手のために　ツェルニー30番の前の練習曲 髙橋正夫

リトルピアニスト、100番練習曲など6つの曲集から効果的な40曲を抜粋。演奏のアドバイスだけでは
なく、さらに理解を深めるための楽典も掲載。伴奏形を変えてみたり、移調してみたり、1曲の中でさまざ
まな課題が与えられます。簡単なアンサンブル・パートも付いていて、飽きさせない曲集になっていま
す。ツェルニー30番へのステップに最適です。

ちいさな手のために　ツェルニー30番の前の練習曲 1,000円 GTP01089805

ツェルニーの小品で楽典とアンサンブルも学べる！
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はじめてのクラシック 1 900円 GTP01087934

はじめてのクラシック 2 900円 GTP01087935

はじめてのクラシック 3 900円 GTP01087936

ピアノファンタジー 原田敦子

ソロ
レパートリー

WAKU WAKU ピアノ・レパートリー
管弦楽作品からオペラまで。幅広い音楽経験を通じて総合的に学べます。

川崎みゆき

ベートーヴェン、モーツァルト、ショパン、シューベルト、チャイコフスキー…クラシックの5人の作曲家の様々な名曲を、楽しく学べるレ
パートリーにしました。バイエル進度に対応していますから、難易度に合わせて意欲を持って練習に取り組みながら、一歩進んだテク
ニックや表現力を身につけることができます。レッスンや発表会など、幅広くご活用いただけます。

［曲目］モーツァルト「きらきら星変奏曲」・歌劇「フィガロの結婚」序曲/ベートーヴェン 交
響曲第9番より「歓喜の歌」・交響曲第5番「運命」第1楽章・「エコセーズ」/シューベルト「子
守歌」「野ばら」/ショパン「華麗なる大円舞曲」「別れの曲」/チャイコフスキー 「弦楽セレ
ナーデ 第3楽章」・バレエ「白鳥の湖」より 情景 他全26曲

［曲目］モーツァルト モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」よりアダージョ・ピアノソナタ KV 
331 第1楽章/ベートーヴェン「トルコ行進曲」/シューベルト「セレナード」「楽興の時」第
3番/ショパン「小犬のワルツ」「幻想即興曲 Op.66」より/チャイコフスキー「感傷的なワ
ルツ」・ピアノ協奏曲第1番第2楽章　他全26曲 

［曲目］チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」op.71aより 「行進曲」「金平糖の
精の踊り」「ロシアの踊り」「花のワルツ」/シューベルト 「軍隊行進曲 第1番」/モーツァル
ト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 他全26曲

ピアノのための小品集 1　
【バイエル程度】 

1,000円 GTP01089177

ピアノのための小品集 2　
【ブルクミュラー程度】 

1,000円 GTP01089178

ピアノコンサート曲集　
【バイエル～ブルクミュラー程度】 

1,000円 GTP01089179

［曲目］ブル「プレリューディウム エオリアン」/パーセル「プレリュード Z.660」/クレメンティ
「ワルツ Op.38/8」/ミュラー 「12のやさしい小品」より 第4番、第6番/モーツァルト「メヌ
エットニ長調 KV 94」「メヌエット KV 1」/ルモアンヌ 「エチュード Op.37/3」/シューマン 
「荒々しい騎手」/チャイコフスキー 「イタリアの歌」/ハチャトゥリアン 「トランポリンの上で」 
他全35曲

［曲目］ブル「プレリューディウム イオニアン」/ドーネル 「楽天家のマーチ」/セイシャス「ソ
ナタ 第14番第1楽章」/モーツァルト「ピアノのための小品 へ長調 KV 33B」/ショパン 
「ポロネーズ ト短調 BI 1」/アルカン 「鏡」/シベリウス 「小ワルツ」/ショスタコーヴィチ 
「ワルツ・スケルツォ」　他全26曲

［曲目］ヘンデル 「シャコンヌ ト長調 Op.228(HWV442)」/チマローーザ「ソナタ 
F.51」/シューマン「ファンタジックダンス Op.124/5」/ボニス 「楽しい春」/尾崎 「ハッ
ピー・マーチ」/岩間 「小さなドビュッシー」/白井　「にいなとネコ」/アイアランド 「ジプ
シーダンス」 他全15曲

ピアノを学ぶ子どもたちが小さなうちから様々な時代の楽曲に触れ、個性や感受性豊かな表現が身につけることができるようにと、日
本人作曲家を含めた「4期」を完全網羅した作品集を作りました。収載された作品の多くは各時代の作曲家が教育的な意図をもって、
弟子たちのために作曲したものです。練習曲では補えない音楽の魅力を味わうことのできる貴重な作品集群です。

レッスンで使いやすく、教育的な意義のある「ピアノのための小品」を集めました。

1 バイエル程度の生徒さんへ 1,200円 GTP01082936

2 ブルクミュラー程度の生徒さんへ 1,300円 GTP01082937

3 ソナチネ前半程度の生徒さんへ 1,300円 GTP01082938

たのしいポリフォニー
早いうちから「インベンション」への準備ができます。

岩間　稔

オリジナル曲はもとより、世界の民謡や古典派から近現代へ至る管弦楽曲や、編著者の書下ろし作品など、様々な素材で複数の旋律が
からみあうポリフォニーを学びます。両手でメロディを弾く楽しさ、かけ合いのおもしろさ、難しさをバイエルのレベルから体験できる
貴重な教材です。

［曲目］初めてのカノン/3度のカノン/2拍おくれのカノン/かごめかごめ/キラ
キラ星/かえるのうた/かっこう/ぼだい樹/月の光/ドヴォルザーク「スラブ舞
曲」他

［曲目］山の音楽家/ずいずいずっころばし/年老いためんど」/ベートーヴェ
ン「皇帝」「歓喜の歌」/チャイコフスキー「白鳥の湖」他

［曲目］放課後/バード・ウォッチング/朝の動物園」/シューベルト「未完成交
響曲」/ベートーヴェン 「春」/ラヴェル 「マ・メール・ロア」 他
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ちいさな手のピアニスト　ブルクミュラー25の練習曲Op.100 850円 GTP258180

ちいさな手のピアニスト　ブルクミュラー25の練習曲Op.100

不滅のピアノ教則定番、ブルクミュラー25の練習曲。たくさんの子どもたちが使う、イメージがつまった本だか
ら、大切にしたい。─そこでいわさきちひろさんの心温まる素敵な絵画を表紙に用いました。さらに本文中には
“いわさきちひろ”と“ブルクミュラー”のコラボレーションともいうべき、厳選8作品のフルカラー画集を用意。
ピアノ指導講座で全国的に活躍中の手塚真人氏による校訂で、核心をついたアドバイス付き。

21世紀の子どもたちのために、“豊かな心を育む”ブルクミュラーの誕生です。

手塚真人

こどものためのピアノ発表会曲集
バッハからディズニーまで、ソロも連弾も、バラエティに富んだ発表会を演出します。

入門から中級まで、子どもたちを対象とし、バロック～古典～ロマン派～近現代と幅広い時代のクラシック・ピアノ曲、民謡や
ポピュラー編曲、そしてこの曲集のために作曲されたオリジナル曲と様々な要素が揃った作品集。しかも1つの巻の中にソロ
とアンサンブルが混在します。発表会のプログラムを豊かにする曲集として、おすすめ!

第1巻 800円 GTP251070

［曲目］かっこう/あひるのさんぽ/マクドナルドおじさん/とけいだい（時計台）/フレー
ル・ジャック/かごめかごめ/きらきらぼし（きらきら星）/木馬の兵隊さん/10人のイン
ディアン/さあ、ワルツを踊ろう/スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャ
ス/Oi-SKALL MATES/スペインの踊り/おばけの足あと/インディアンの戦いのう
た/茶色のこびん/海のゆりかご/真夜中のふくろう/交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」よ
り アンダンテ/小さな世界 <イッツ・ア・スモール・ワールド>　全19曲

第2巻 800円 GTP251080

［曲目］星のうた/村祭り/ぞう/子守歌/となりのトトロ/五月に/おひつじ/アマリリス/
歌劇「魔笛」K.620より「魔法の笛」（まほうのふえ）/星のうた/おしゃべりおうむ（ひと
まねおうむ）（オーム）/インディアンのおどり/月のハープのこもりうた/ミュゼット 
（0/960148）/きこり/晴れた日に/狩り/つきのひかり（月の光に、月の光）/小さな
羊飼い/だいすきなワルツ/エーデルワイス/かっこうとろば/メヌエット/きたかぜ/バ
レエ「白鳥の湖」より 4羽の白鳥の踊り/インディアンの踊り/秋が来た/かわいいハリ
ネズミ/かっこうどり/気のいいあひる　全30曲

第3巻 800円 GTP251090

［曲目］メヌエット ヘ長調/おもちゃのダンス/コサックが馬に乗って遠くへ行く/木馬/
ベニスの謝肉祭/かわいいこねこ/子供のためのアルバム op.68-2 兵士の行進 
（ユーゲント・アルバム）/小さなピアノ/メヌエット ヘ長調/さんぽ/歌劇「ジョコンダ」よ
り「時の踊り」/CHILDREN'S WORLD/かわいいミュゼット/勇敢な兵士/たのしく歌
いましょう/おどけもののおどり /まほうのプリン/ガラスのくつ/サーカスを見に行っ
て・・・/えものをさがす子猫/ワルツのように/ずいずいずっころばし/ドレミのうた　全
23曲

第4巻 800円 GTP251100

［曲目］ドイツのおどり（ドイツ舞曲より）/はじめての演奏 作品210より 15.小さなロ
マンス/魔女小屋の小さな魔女/30の子供の小品 作品27より 小さい歌/ドイツのお
どり（ドイツ舞曲より）/ブーレ/小さなワルツ/いなかのおどり/子供のためのアルバム 
op.68-1 メロディー （ユーゲント・アルバム）/未来へのファンファーレ/東洋の市場/
ジッパ・ディー・ドゥー・ダー/ララルー（ラ・ラ・ルー）/アレグレット/野原で踊ろう/ラッパ
手のセレナード（トランペット吹きのセレナーデ）/小さい妖精のワルツ/子供のための
アルバム op.68-8 勇敢な騎手 （ユーゲント・アルバム）/森の中で出会ったのは/ピク
シーズ（妖精たち）/口笛ふいて働こう/歌劇「カルメン」より 闘牛士の歌　全22曲

第5巻 800円 GTP251110

［曲目］メヌエット/ギャロップ/ロンディーノ/フラメンコ/ペンギンはおしゃれをしてかい
ものに/アレグロ 変ロ長調 K.3/6つの子供の小品 作品69より ゆかいな話/ロンド・
トッカータ Op.60. No.4/風のとおり道/舞曲/子供のためのアルバム op.68-11 シ
チリアの踊り （ユーゲント・アルバム）/マズルカ/バウムクーヘン/30の子供の小品 作
品27より ソナチネ/子供のためのアルバム op.68-11 シチリアの踊り （ユーゲント・
アルバム）/「エリーゼのために」/シャル・ウィ・ダンス?/喜歌劇「天国と地獄」序曲　全
18曲
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先生が選んだピアノ発表会名曲集
現代のニーズにマッチした、新しい発表会曲集です!

こどものための 楽しくひける ピアノ発表会曲集
現代の子どもたちが弾いてみたいと思っている曲はいったい何なのだろう…という観点から選曲をしました。そう、やっぱり
ドラえもんや忍たま乱太郎のテーマであり、となりのトトロや魔女の宅急便の登場人物たちの主題歌なのです。それに一人
でなく、友だちと弾けたら楽しいかも、と連弾5曲が加わった欲張りな作りになりました。新しい発表会定番の誕生です。

現代の子どもたちがかっこよく弾きたい曲が選べます。

「発表会で何を弾かせたら良いか迷ってしまって」「簡単だけど、聴き映えのする曲はないかしら」「長くレッスンを続けても飽
きのこない曲を見つけるのが大変で」…そう、先生方はみな悩んでおられるのです。そこで全国の先生方にアンケート。まず
は人気の高い定番曲に親しみやすいロマン派の曲、それに多くの先生方が推薦された近現代作品・邦人作品をたくさん取り入
れ、4レベル/4冊にまとめました。
子どもの興味を引き付けるディズニーやスタジオジブリの曲は、教育的に配慮されたアレンジにしました。指使いやペダルも
教育的な見地からふさわしいものをと吟味して付けました。巻末には経験豊富な指導者による「演奏のポイント」を掲載して
います。年に一度の発表の場だけでなく、普段のレッスンの併用曲集としてもぜひ、活用してください。

① バイエル前半～中頃程度 1,100円 GTP01080564

［曲目］ケーラー「お庭で」/グルリット「勇気のある人」「むらまつり」/サ
ティ「こもりうた」「チューリップ姫の言ったこと/カバレフスキー「かわいい
ハリネズミ」/ショスタコーヴィッチ「マーチ」「ワルツ」/ディズニー作品より
「小さな世界」「ミッキー・マウス・マーチ」「いつか王子様が」 他全49曲

② バイエル後半程度 1,200円 GTP01080565

［曲目］モーツァルト「アレグロ 変ロ長調」/シューマン「勇ましい騎手」/
グルリット「小さなロマンス」/ストリーボッグ「たのしい夏休み」/バル
トーク「遊ぶ子ども」/ハチャトゥリアン「なわとび」/ギロック「ガラスのく
つ/ディズニー作品より 「ビビディ・バビディ・ブー」/スタジオジブリ作品
より「となりのトトロ」「さんぽ」 他全51曲

③ ブルクミュラー程度 1,400円 GTP01080566

④ ソナチネアルバム程度 1,600円 GTP01080567

［曲目］ベートーヴェン「トルコ行進曲」/チェルニー「ウィンナー・マーチ」
/エルメンライヒ「紡ぎ歌」/グルリット「野原でおどろう」/フランク「人形
の嘆き」/カバレフスキー「騎士」「ピエロ」/ギロック「手品師」/湯山
「バースデー・ケーキ」/平吉「踏まれた猫の逆襲」/ディズニー作品より 
「いつか夢で」 他全45曲

［曲目］ダカン「かっこう」/メンデルスゾーン「紡ぎ歌」「春の歌」/ショパン
「マズルカ 変ロ長調」/エステン「アルプスの夕映え」/チャイコフスキー
「舟歌」/サティ「ジュ・トゥ・ヴ」「ジムノペディ 第1番」/中田「エチュード・アレ
グロ」/湯山「いいことありそう!」「バウムクーヘン」/平吉「チューリップの
ラインダンス」/ディズニー作品より 「星に願いを」他全38曲

1　バイエル前半～中頃程度 1,400円 GTP01090428
［曲目］勇気100％/夢をかなえてドラえもん/アンパンマンのテーマ/
となりのトトロ/ハイ・ホー/さんぽ（連弾）/パッフェルベルのカノン（連
弾）他全25曲

2　バイエル後半程度 1,400円 GTP01090429 ［曲目］おもちゃのダンス/ヘビーローテーション/One Love/チム・チ
ム・チェリー/小さな世界（連弾）/花のワルツ（連弾）他25曲

3　ブルクミュラー程度 1,600円 GTP01090494

4　ソナチネ以上 1,700円 GTP01090495

［曲目］お人形の夢とめざめ/世界に一つだけの花/栄光の架橋/やさし
さに包まれたなら/星に願いを/美女と野獣/アメリカン・パトロール（連
弾）/Butterfly（連弾）他全25曲

［曲目］エリーゼのために/手紙～拝啓 十五の君へ～/銀河鉄道999/
ルージュの伝言/ひこうき雲/アンダー・ザ・シー/愛を感じて/ハナミズキ
（連弾）/ラプソディ・イン・ブルー（連弾）他全25曲
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先生が選んだピアノ名曲選

レッスンの現場で選ばれたピアノ名曲120作品。
レベル別に「音楽史の四期」に対応しています。

市木嵜みゆき

ピアノの先生1000人が選んだ 発表会で弾く名曲 30

ピアノの先生1000人が選んだ 発表会で弾く名曲 30 1,200円 GTP652340

［曲目］ベートーヴェン「エリーゼのために」トルコ行進曲」/モーツァルト「トルコ行進曲」/エステン「お人形の夢と目覚め」「アルプスの夕映え」/ランゲ「花の歌」/ショ
パン「小犬のワルツ」/ブルクミュラー「貴婦人の乗馬」/シューベルト「即興曲 Op.90/2」/ドビュッシー「アラベスク」/「星に願いを」「ミッキーマウス・マーチ」他全
30曲

© Hallmark Cards,Inc.

ピアノのレッスンに携わる先生方100人が「発表会で生徒に弾いて欲しい曲」120曲を選びました。バロックから近現代に
至る作曲家がピアノのために書いた教育的作品、やさしいけれど芸術性に富み、演奏するには内容を問われる作品、高度な
テクニックとセンスが要求される近現代作品など、1冊あれば弾く人も聴く人も、ピアノの世界をじっくり楽しむことができ
る名曲満載です。

クラシックからポピュラーまで、時代を反映した発表会名曲30曲をコンパクトにまとめました。選曲資料としても最適。

先生が選んだ
ピアノ名曲120選 ①（初級） 

1,400円 GTP01089758

［曲目］ベートーヴェン「エリーゼのために」/シューマン「勇敢な騎
手」/エステン「お人形の夢と目ざめ」/ローデ「あやつり人形」/エル
メンライヒ「紡ぎ歌」/チャイコフスキー「フランスの古い歌」/マクダ
ウェル「野ばらに寄す」/ドビュッシー「小さな黒人」/サティ「ジムノペ
ディ 第1番」/湯山 昭「バームクーヘン」他全56曲

先生が選んだ
ピアノ名曲120選 ②（初～中級） 

1,500円 GTP01089759

［曲目］J.S.バッハ「イタリア協奏曲 BWV 971」 第1楽章 /ヘン
デル｢愉快な鍛冶屋｣/モーツァルト｢きらきら星の主題による変奏
曲｣/ベートーヴェン｢トルコ行進曲｣/シューマン｢トロイメライ｣｢ア
ラベスク ハ長調 Op.18｣/フィールド「ノクターン 第5番」/ショパ
ン「ノクターン 第2番 Op.9/2」「小犬のワルツ」/ドビュッシー「2
つのアラベスク」「夢」/ラヴェル「前奏曲」/シベリウス「もみの木｣/
ガーシュウィン「前奏曲第2番｣ 他全37曲

先生が選んだ
ピアノ名曲120選 ③（中～上級） 

1,600円 GTP01089760

［曲目］ベートーヴェン ソナタ 第8番「悲愴」第2楽章・ソナタ 第14
番「月光」第1楽章/ショパン「幻想即興曲」「別れの曲 Op.10/32」
「/革命 Op.10/12」「華麗なる大円舞曲」「軍隊ポロネーズ/リスト
「愛の夢第3番」「ラ・カンパネラ」/シャミナード「牧神」/ラヴェル「亡
き王女のためのパヴァーヌ」「古風なメヌエット」「水の戯れ/プロコ
フェイエフ「モンタギュー家とキャピュレット家」他全27曲

バイエルでこんなにひける！
子どもたちが大好きな曲をレッスンに取り入れて楽しく練習できるように、バイエルの進度に合わせてテクニックをしぼっ
てアレンジをしました。各巻の「はじめに」のページで「音価」「音域」「手のポジション」「臨時記号」「奏法」の5つの要素か
ら、どのような範囲のアレンジがなされているかを読み取れるようになっています。おまけ連弾が2曲付き。

© DISNEY

はじめてのディズニー 
バイエル1番～15番程度 

1,200円 GTP01093086
［曲目］ハイ・ホー/口笛ふいて働こう/狼なんかこわくない（インス
ト）/スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス/ミッ
キーマウス・マーチ/右から二番目の星　他全15曲

はじめてのディズニー 
バイエル16番～60番程度 

1,200円 GTP01093087
［曲目］美女と野獣/パート・オブ・ユア・ワールド/生まれてはじめて/
小さな世界/きみもとべるよ/星に願いを/ミッキーマウス・マーチ/
狼なんかこわくない　他全15曲

たのしいピアノレパートリー 1 1,000円 GTP01091245
［曲目］メリーさんおひつじ/ちょうちょう/かっこう/こいぬのマー
チ/ぶんぶんぶん/ふしぎなポケット/アヴィニョンのはしで/ハイ・
ホー/くちぶえふいてはたらこう　他全20曲

たのしいピアノレパートリー 2 1,000円 GTP01091246
［曲目］おなかがわらった/ハッピー・バースディ・トゥー・ユー/はじめ
の一歩/大きな古時計/山の音楽家/右から2番目の星/雪だるま
をつくろう/バロック・ホウダウン　他全21曲

たのしいピアノレパートリー 3 1,000円 GTP01091367
［曲目］大きなくりの木の下で/いつか王子様が/レット・イット・ゴー
～ありのままで～/となりのトトロ/おどるポンポコリン/海の見え
る街（連弾）　他全23曲

たのしいピアノレパートリー 4 1,000円 GTP01091368
［曲目］いつも何度でも/涙そうそう/花は咲く/翼をください/ホル
ストの惑星より「木星」/美女と野獣/旅立ちの日に/夢をかなえて
ドラえもん（連弾）　他全23曲
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ピアノのためのロマン後期・近代・現代の名曲集
中村菊子監修・大竹紀子DMA校訂

20世紀の珠玉の名曲満載。海外出版社の協力を得た、近現代作品のバイブル。

ロマン派後期から現代にいたるオリジナル・ピアノ作品を集めた作品集です。21世紀に入り、バルトーク、R.シュトラウス、
ラヴェル、プロコフィエフと多くの主要作曲家の著作権保護期間が切れたとはいえ、まだまだ入手の難しい作品に加え、カ
ウエル、メシアン、ミヨー、ケージといった保護期間がまだ残る作曲家の作品を収載しました。1冊で輸入楽譜数十冊分にあ
たる、たいへんお得な3冊です。

Vol.1 2,600円 GTP01082826

［曲目］ワーグナー「ベティ・ショット夫人のための‘アルバムの綴り’」/ドビュッシー
「夢想」/R. シュトラウス「さびしい泉のほとり Op.9/2/サティ「官僚的なソナチ
ネ」/スクリャービン「エチュード 嬰ハ短調 Op.2/1 /ラヴェル「古風なメヌエット」/
フャリャ「アンダルーサ」/コダーイ「レント：アンダンテ Op.3/3」/プロコフィエフ
「プレリュード ハ長調 Op.12/7」/ミヨー「台所 Op.245/5」/タイユフェール「ラ
ングドックのひまわり」/モンポウ「庭のおとめたち」他全23曲

Vol.2 2,800円 GTP01082827

［曲目］アルカン「舟歌 Op.65/6」/リスト「小人の踊り」/ヤナーチェク「霧の中で 
より アンダンテ」/ショーソン「献呈 Op.26/1」/ラヴェル「ボロディン風に」「シャ
ブリエ風に」/バルトーク「ソナチネ 第1楽章 バグパイプ吹き/第2楽章 熊の踊
り」 /サティ「ジムノペディ 第1番」/ストラヴィンスキー「ソナタ（1924年作）よ
り 第1楽章」/グリフェス「白い孔雀 Op.7/1」/プロコフィエフ「風刺（サルカズ
ム）より せき立てるアレグロ Op.17/3」/オネゲル「3つの小品 より ラヴェル賛
歌」/プーランク「インテルメッツォ 変イ長調」/コープランド「こっけいなスケル
ツォ‘猫とねずみ' /ヒナステラ「クレオール舞曲の組曲 Op.15」 他全23曲

Vol.3 3,200円 GTP01082828

［曲目］シャブリエ　「10の絵画風小品集」 より　牧歌/グラナドス 「ゴイエスカ
ス-恋するマホたち」 より 愛の言葉/アイヴス「変化するエールとヴァリエーショ
ン」/トゥリーナ「タビノアルバム Op.15より 「アルヘシラスのカジノ」「ジブラル
タル」/ミヨー「ブラジルの郷愁 Op.67」より ソロカーバ/ヒンデミット「組曲
'1922年'」より 「マーチ」「夜曲」「ラグタイム」/カウエル「マノノーンの潮流」
「バンジー」/メシアン「プレリュード集」 より 「鳩」「/過ぎ去った時」/ケージ 「ソ
ナタ第1番」「間奏曲第1番」「ソナタ第5番」 他全18曲

それでは4曲セットの一部をご紹介…
・ヘンデル「ラルゴ」 - モーツァルト「ピアノ・ソナタ KV 545 第2楽章 - シューマン「兵士の行進」 - 
プロコフィエフ「マーチ」

・バッハ「2声のインヴェンション第1番」 - ベートーヴェン「ソナチネ ヘ長調 第1楽章」 - ブルクミュ
ラー「やさしい花」 - タンスマン「休息」　

ちいさなリサイタル　～ピアノのための4期のレパートリーによる～

四期のピアノ作品を各1曲ずつ組み合わせての全10プログラム! 
ありそうでなかった画期的な曲集です。

江口文子

Vol.1 2,000円 GTP01082520

Vol.2 2,000円 GTP01084442

© Hallmark Cards,Inc.

音楽史上の4つの時代の作品を弾き分けることが要求される世界のコンクールを想定した作品集。バロック、古典、ロマン、
近現代と時代の異なる4作品を連続して演奏すると、一連のまとまりや流れを感じることができるように構成しています。練
習の段階では1曲ずつ仕上げる必要がありますが、ぜひ4曲を続けて弾いてみてください。1曲の弾き方を変えたら他の3
曲までが連動して違った感じの音楽になる…という発見ができるかもしれません。
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連弾・
アンサンブル

譜めくりのいらないピアノれんだん （4手&6手）
別冊 おまけ伴奏譜（4手用）＆スコア（6手用）付

アイデアいっぱいの連弾曲集で、アンサンブルも楽しめます。さあ、どう使いますか?

佐々木邦夫

新 みんなのピアノれんだん
 （実用スコア譜）

スコア譜になってさらに使いやすくなった定番! 

連弾をレッスンに取り入れることは、演奏を聴く耳を育てたり、呼吸の意識やバランス感覚、指のコントロール
感覚を育てるだけでなく、テンポ感、リズム感、読譜力といった基礎的な音楽力の定着を図る上で、大きな効果
があります。このテキストは連弾を取り入れたレッスンの様々なメリットを、初期段階から確実に得られるように
と制作されたものです。付属の模範演奏CDで、音楽の全体像・理想像を把握できるので、目標を持って自分の
パートの練習に取り組むことができます。 

プリモちゃんとセコンドくんの
ステップアップ ピアノ連弾 【CD付】 ①／② 江崎光世/佐々木邦雄

第1巻 1,500円 GTP259530

第2巻 1,800円 GTP259540

CD付

基本は1台のピアノで2人4手、3人6手で楽しめる連弾曲集ですが、他とはちょっと違っているのが譜めくりをしなくて良い
ようになっていること。織り込まれたページを開くと、4手なら I（プリモ）、II（セコンド）とも2ページずつ、3手の場合は I（プ
リモ）と III（テルツォ）が各1ページ、II（セコンド）が2ページで曲が終了するようにアレンジされています。さらに4手にはお
まけ伴奏、6手は3つのパートが全部見られるスコア付き。

両パートともブルクミュラー25番練習曲
のレベル、初級後半から中級程度の方々
に楽しんでいただくための連弾曲集で
す。2人が互いの音を楽譜上で確認しな
がら演奏できるよう、スコア譜になってい
ます。音楽の全体を掴むこと、そして呼吸
を意識すること… クラシックからディズ
ニーまで、様々な素材でアンサンブルを
学べます。

第1巻 1,900円 GTP01090182 ［曲目］2手: 驚愕～交響曲第94番第2楽章より/愛のあいさつ/ルパン三世'80
3手: アイネ・クライネ・ナハトムジーク/モーツァルトのトルコ行進曲 他全11曲

第2巻 1,900円 GTP01090183 ［曲目］2手: ベートーヴェンのトルコ行進曲/闘牛士の歌～オペラ「カルメン」より
3手: ラデツキー行進曲/くまんばちの飛行/となりのトトロ 他全11曲

第3巻 1,900円 GTP01090184
［曲目］2手: 星条旗よ永遠なれ/パッヘルベルのカノン/こんぺい糖の踊り～「くるみ割
人形」より
3手: 花のワルツ/アイ・ガット・リズム/ねこバス 他全11曲

ディズニー名曲集  ～ミッキーマウス・マーチ～ 1,500円 GTP01085659

ディズニー名曲集  ～星に願いを～ 1,500円 GTP01085718

スタジオジブリ作品集 1,500円 GTP01091596

スタジオジブリ作品集
～さよならの夏～コクリコ坂から～ 

1,500円 GTP01087584

ディズニー名曲集 1 ～ラ・ラ・ルー～ 1,500円 GTP01088346

ディズニー名曲集 2 ～小さな世界～ 1,500円 GTP01088347

新 先生と生徒のれんだんコンサート 
（実用スコア譜）

先生との連弾が楽しみでピアノ・レッスンの継続を
決めた…そんなお手伝いができるとよいのですが…

© Hallmark Cards,Inc.

先生の伴奏が付いたその瞬間、音の厚み
が増して自分の弾いていた曲が別の曲
のように感じた記憶をお持ちではないで
しょうか。ウキウキした日の思い出を子ど
もたちのために準備したい、という思い
を込めてこの曲集は編集されました。
I（プリモ）はバイエル後半程度、II（セコン
ド）はそれよりやや難しい程度なので、先
生方は初見で弾いていただけると思いま
す。兄弟、あるいは親子での連弾にも最
適です。

アンサンブルのテクニックを系統的に学ぶこと 
─ これがソロでの表現力を高める近道だったのです!
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クラシック・邦楽・洋楽を華やかなアレンジで！上級向け発表会曲集

コンサートで弾き映えする　ピアノ連弾曲集 模範演奏
CD付

春畑セロリの ちびっこ・あんさんぶる
発表会で客席を巻き込む演出ができる!!! 春畑セロリ流レシピはいかがですか？

このシリーズは、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、ピアノと身近な打楽器、それに客席のみなさんとも一緒にアンサンブルがで
きるように作られています。各曲に編成と演奏ポイント、「客席前説シナリオ」、これに先生用の総譜（スコア）と旋律を担当
する楽器のパート譜が付きます。
客席前説シナリオ? 実はこれが客席を巻き込むための指揮者のセリフとリズム・パターンの説明になっているのです。

Mook「極上のピアノ」に掲載された上級アレンジを3冊にまとめました。もちろん、CDもいっしょに。バラエティに富んだ選
曲が魅力です。

発表会お役立ち　
春畑セロリの連弾ア・ラ・カ・ル・ト  1,600円 GTP01084629
～先生のためのおいしいレパートリー～

春畑セロリの連弾ミュージアム 
～作曲家と音楽史がわかる ! 1,600円 GTP01089657　
先生のためのレパートリー～

Ⅱ【模範演奏CD付】　 2,000円 GTP01091917 ［曲目］くるみ割り人形・メドレー/モーツァルト・メドレー/秋メドレー/ラプソ
ディー・イン・ブルー/マンボ No.5 他全7曲

Ⅰ【模範演奏CD付】　 2,000円 GTP01091920 ［曲目］歌劇「カルメン」より前奏曲/シェヘラザード・メドレー/ショパン・メド
レー/春メドレー（日本の歌）/テイク・ファイブ 他全7曲

Ⅲ【模範演奏CD付】　 2,000円 GTP01088172 ［曲目］リスト・メドレー/上を向いて歩こう/夏メドレー/Over the Rainbow/
ベートーヴェン「交響曲」メドレー 他全7曲

～春・夏・秋・冬～ 1,500円 GTP01087974 ［曲目］春の小川/あめふりくまのこ/たなばたさま/われは海の子/ど
んぐりころころ/赤とんぼ/雪のおどり/早春賦 他全14曲

～ピアノとあそぼうよ！～ 1,500円 GTP01085514　［曲目］アンサンブル・ストーリー 『どうぶつむらにあさがきた』/わん
ぱく・わらべうた/チキ・チキ・バンバン/アビニョンの橋は渋滞中

～リズムであそぼうよ！～ 1,500円 GTP01089656 ［曲目］ふしぎなポケット/おおかみなんかこわくない/フニクリ・フニ
クラ/10人のインディアン/ねこふんじゃった/ラ・クカラチャ

春畑セロリの連弾ミュージアム 
～作曲家と音楽史がわかる !　
　　　　　先生のためのレパートリー～

発表会お役立ち　
春畑セロリの連弾ア・ラ・カ・ル・ト 
～先生のためのおいしいレパートリー～

［曲目］レスピーギの古風な肖像（4手）/木星（4
手）/ルロイの休日（6手）/ボレロ（8手）/私の童謡
カレンダー（4手） 他全7曲 ［曲目］Come again（さぁ、もう一度）/角笛コン

チェルト/雷鳴と稲妻/スーザ大行進/牧神の午後
ヘのご招待 他全9曲

チャーミングな連弾フルコース。春畑
流捻りがタマラナイ!!!
4手・6手・8手と、アレンジの幅も広
く、ステージが盛り上がります。

曲の解説、作曲家がいた時代背景な
どを交えることで楽曲のおもしろさが
倍増。発表会プログラムやMCに取り
入れることで、バラエティに富んだ演
出が楽しめます。

発表会での講師演奏にぴったり！ いつもと違った発表会プログラム、できます。
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初級×中級 両方主役の連弾レパートリー
連弾といえば役割が決まっていて、II （セコンド）はいつも引き立て役。そんなの不公平だ…と思ったら、このシ
リーズをお試しください。I （プリモ）は初級者、II は中級者を想定したアレンジになっていますが、I がリズム・パ
ターンを支え、低音部分にメロディが任される比率は通常連弾より大幅にアップ。役割を考えながらバランスを
取ることが求められます。各作品についた演奏コメントも参考になります。

I（プリモ）は初級、II（セコンド）は中級。
メロディと伴奏の比率は50 vs 50! 2人とも「主役」です。

美しく響くピアノ連弾
「美しく響く連弾」のコンセプトは、原曲の雰囲気を残しつつ、“ピアノで奏でて美しい”“弾着映えがする”“より
豪華に華麗に”。クラシック・ピアノを学んできた方々にとって「弾きやすいポピュラー・アレンジ」を目指しまし
た。中級同志、上級同志と2つのレベルから選択していただけます。

J-POP R-45 1,600円 GTP01091216

こどものうた 1,600円 GTP01090876

こころに響く名曲 1,600円 GTP01091213

演歌＆歌謡曲 1,600円 GTP01091215

日本のうた 1,600円 GTP01090952

クラシック 1,600円 GTP01091009

ディズニー名曲集1 1,600円 GTP01090951

ディズニー名曲集2 1,600円 GTP01091008

スタジオジブリ名曲集 1,600円 GTP01090875

定番アニメ 1,600円 GTP01091121

テレビ＆シネマ 1,600円 GTP01091214

人気のJ-POP 1,600円 GTP01091122

ディズニー①（上級× 上級） 2,000円 GTP01091324

ディズニー②（上級× 上級） 2,000円 GTP01091328

スタジオジブリ①（上級× 上級） 2,000円 GTP01091320

スタジオジブリ②（上級× 上級） 2,000円 GTP01091321

ディズニー①（中級× 中級） 1,800円 GTP01091322

ディズニー②（中級× 中級） 1,800円 GTP01091327

スタジオジブリ①（中級× 中級） 1,800円 GTP01091323

スタジオジブリ②（中級× 中級） 1,800円 GTP01091326

ディズニー・アンサンブル! 1,500円 GTP01088175

スタジオジブリ・アンサンブル! 1,500円 GTP01090641

こどものうた・アンサンブル! 1,500円 GTP01090642

クラシック・アンサンブル! 1,500円 GTP01090643

［曲目］ミッキーマウス・マーチ/ハイ・ホー/きみもとべるよ! /アン
ダー・ザ・シー/愛を感じて/サークル・ブ・ライフ 他全13曲

［曲目］となりのトトロ/さんぽ/いつも何度でも/ねこバス/君をの
せて/崖の上のポニョ 全6曲

［曲目］勇気100%/アンパンマンのマーチ/鉄腕アトム/おどるポン
ポコリン/夢をかなえてドラえもん/大きな古時計/ビリーヴ　全7曲

［曲目］魔法の鈴/ボギー大佐/ラデツキー行進曲/行商人(コロブチ
カ)/天国と地獄　全5曲

みんなの発表会（初級）
ピアノは基本、連弾なので最低2人、メロディを吹く鍵盤ハーモニカが2人、グロッケンかシロフォンなどの鍵盤
打楽器、それに身近な打楽器または手拍子があれば、アンサンブルを体験できます。すべてが同じ組み合わせ
ではありませんので、参加する人に合わせて選曲をしていただけます。各曲とも総譜（スコア）と、メロディ楽器
のパート譜の組み合わせです。

はじめてのアンサンブル! 教本 1,600円 GTP01090644（指導者向け） 
［曲目］ミッキーマウス・マーチ/となりのトトロ/さんぽ/勇気
100%/行商人（コロブチカ）

シリーズに収載された楽曲を題材に、指導手順や演出案を紹介します。本番までのスケジュールやパート分け
の仕方、宿題の出し方や1回のレッスン内容など、演奏をキレイに仕上げるちょっとしたコツや、成功の秘訣な
ど、アイデア満載です。

ピアノ連弾を中心に身近な楽器を加えたアンサンブル。発表会でも大活躍です。
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こどものための<リズム・聴音・リトミック>
ミッキーといっしょ　おとの絵本1～3

（1）このおと なあに？ 1,600円 GTP01081444

（2）おとで あそぼう！ 1,600円 GTP01081447

（3）きこえた！どれみ 1,600円 GTP01081450

全ページカラー・イラストによるミッキーやミニーといっしょに学べる音感教育のための教材です。「歌
う」「身体でリズムをあらわす」ことは、子どもの表現意欲を育てます。ナレーションの入ったCDが付い
ていますので、自宅でも繰り返し学習できます。

楽器の練習を始めた子どもが楽譜の読み書きや、実際の演奏に必要
なソルフェージュ力をバランス良く身につけることのできる初心者用
問題集です。問題は基本的に1回分1ページ、レッスンの5分程度を
使って効果的なステップ・アップが望めます。

［曲目］このおとなあに?!/なんのおとがする?/おとあてクイズ! ～「どうぶ
つ」と「のりもの」～/たかいおととひくいおと、ききくらべよう 他全10曲

［曲目］ドレミファソかいだん/どれみふぁそをひこう! /メリーさんのひつじ ～
どれみでうたおう!～/メリーさんのひつじ ～リズムをたたこう!～ 他全19曲

［曲目］ハーモニーをうたおう! どみそ しふぁそ/かねがなる ～まねしてう
たおう!～/3びょうしのりズムをたたこう!/ドナウ河のさざなみ 他全23曲

お子さまのファースト・ステップに最適な幼児用音感テキスト

ソルフェージュの導入に最適

ソルフェージュ

（上） 900円 GTP01089301

（下） 900円 GTP01089302

応用編 上巻 1,500円 GTP01089878

応用編 下巻 1,500円 GTP01089881

「耳なじみのある曲で力をつける」4巻とは別に、新曲を題材としたソルフェージュ。こちらはピアノ伴奏音源付
きです。

～新曲に挑戦！～ きれいにうたいましょう ソルフェージュ 
応用編 上巻・下巻

きく・よむ・かく・うたう はじめてのソルフェージュ  
ミッキーといっしょ（上）・（下）

～耳なじみのある曲で力をつける～ 
きれいにうたいましょう ソルフェージュ 入門編／1～3
世界各国で昔から歌い継がれてきた多くのすぐれた民謡や、クラシック作曲家たちが残した数々の名曲の中か
ら、美しく、歌いやすいものを選んでソルフェージュの題材としました。メロディが持つ美しさや豊かさをより身近
に感じ、ピアノ伴奏を付けることでソロでは補いきれない幅広い音楽体験を身につけることができます。

知っている曲で学びますか、それとも新曲で学びますか

きれいにうたいましょう　ソルフェージュ

2 950円 TBSF2

3 1,000円 TBSF3

入門編 860円 GTB208901

1 960円 GTB208911

© DISNEY

© DISNEY

CD付

CD付
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おんがくドリル1 1,200円 GTP01088772

おんがくドリル2 1,200円 GTP01088773

おんがくドリル3 1,200円 GTP01088774

おんがくかきかたのーと 1,200円 GTP01088363

おんがくドリル　1　導入編 900円 GTP01090967

おんがくドリル　2　基礎編1 900円 GTP01090968

おんがくドリル　3　基礎編2 900円 GTP01090969

おんがくドリル　4　応用編1 900円 GTP01090970

おんがくドリル　5　応用編2 900円 GTP01090971

おんがく
ドリル

おんがくカラードリル　入門編（全3巻） おんがくカラードリル　基礎編（全3巻）

おんがくカラードリル （シリーズ全12巻）
基礎からゆっくり学べる総合ドリル。どこからでも始められます。

「まる」から始めてブルクミュラーまで。ミッキーといっしょに音楽のしくみを学ぼう

入門編1 880円 GTP01081927

入門編2 880円 GTP01081928

入門編3 880円 GTP01081929

基礎編1 880円 GTP01081930

基礎編2 880円 GTP01081931

基礎編3 950円 GTP01088815

中級編1 950円 GTP01081933

中級編2 950円 GTP01081934

中級編3 950円 GTP01081935

応用編1 950円 GTP01081936

応用編2 950円 GTP01081937

応用編3 950円 GTP01081938

ミッキーといっしょ　おんがくドリル＜幼児版＞

ミッキーといっしょ おんがくドリル1～3
オールカラーのディズニーキャラクターが満載!　導入時期の子どもたちが楽しく学べるよう、まずは
音符の基礎となる”まる”の書き方からスタート。緩やかな進度と大きな文字で使いやすく、「バイエル」
以外の様々な導入教材と併用することができ、読譜指導にも最適です。

ミッキーといっしょ おんがくかきかたのーと
音符や楽譜を書いていくうちに、音の名前や楽譜の基礎が無理なく身に着くように作られています。

© DISNEY

ミッキーといっしょ　おんがくドリル1～5
音符の読み書きの練習にとどまらず、演奏に結び付く力をつけるための工夫にあふれた新しいドリルです。
1巻、2巻では鍵盤と音を結び付けるためのエクササイズやリズム練習の体験など、多彩な課題を配置し、飽
きずに興味を持って進められる構成にしました。
3巻以降では、楽譜を読む力や演奏に必要な実践力を伸ばすために、親しみのある曲、スタンダードな練習曲
を題材としました。5巻まで終えると、ブルクミュラーの演奏に必要な音楽知識が身につきます。6歳くらいか
らの使用がおすすめです。

© DISNEY

対象レベルは4～5歳です。線・間から大譜表と
音のなまえまで。

対象レベルは小学校低学年程度。色々な休符や
音符を主に学びます。

おんがくカラードリル　中級編（全3巻） おんがくカラードリル　応用編（全3巻）
小学校高学年程度から大人の方まで幅広く使え
ます。和音なども出てきます。

高学年から大人の方用。実力のある方はここから
でも。音階と主要三和音、完全・不完全小節など。
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1日1枚ハギトリ式　WAKU WAKUドリル

おんがくドリル [上]・[下]
簡単な解説と問題が1セット。その場で覚えて答える形式でレッスンの待ち時間など生徒1人で学習
が可能です。テキストに併せた項目を選んで、予習・復習ができます。著者が長年にわたり実際にレッス
ンの中で使用し、改良を重ねたプリントをもとに作成しているため、実践的な内容です。

おんぷ読みドリル [上]・[下]
初期から中期のレベルで譜読みにストレスを感じている生徒のために考えられたテキスト。ランド
マークリーディング法のテキストはもちろん、ミドルC、全調メソッド、従来からのバイエル系メソッドの
併用ドリルとしても活用いただけます。

はじめてのおんがくドリル
幼児版おんがくドリル。数字の認識から指の番号へ、形の認識から音楽記号・リズムへと徐々にイラス
トを見て遊びながら、音楽を学ぶための準備を身につけることができます。

ジュニアの音楽ドリル
勉強が忙しくなる小学校高学年～中学生のための、この一冊で
音楽的基礎が学べる総合楽典ドリルです。

調の勉強ドリル
敬遠しがちな「調」について学べる専用ドリル。、スモール・ステッ
プで無理なく楽しみながら全調をマスターできます。

ハーモニーの勉強ドリル
和音の名前・ハ長調・ト長調・ヘ長調・イ短調の主要三和音と転回
形、和音の機能など学習するドリルです。

ぬりえおんぷよみドリル
ぬりえを楽しみながら音符が読めるようになる、幼児から小学校
低学年向けドリルです。

音楽の基本ルールを無理なく楽しく毎日続けられるテキスト

おんがくドリル [上] 800円 GTP01080463

おんがくドリル [下] 800円 GTP01080464

おんぷ読みドリル [上] 800円 GTP01081581

おんぷ読みドリル [下] 800円 GTP01081582

はじめてのおんがくドリル 800円 GTP01082111

ジュニアの音楽ドリル 900円 GTP01084524

ぬりえおんぷよみドリル 800円 GTP01084525

調の勉強ドリル 900円 GTP01082112

ハーモニーの勉強ドリル 900円 GTP01084217

すばやく音を書き取るための省略の音符
の書き方から丁寧に指導します。1日5分
でできる手軽さも好評です。

1日5分でできる！ 
WAKU WAKU 聴音ドリル 1 800円 GTP01083022

1日5分でできる！ 
WAKU WAKU 聴音ドリル 2 800円 GTP01083023

聴音

1日5分でできる！ 
WAKU WAKU 聴音ドリル 1・2

ありそうでなかった、
音符の書き方から始めるテキスト

メロディー編① 1,000円 GTP01090154

メロディー編② 1,000円 GTP01090155

「聴音」とは、耳にした音楽を楽譜に
書き表すトレーニングのこと。聞き
取れることに加えて、五線紙上に書
き取ることが要求されます。このドリ
ルの課題はすべて4小節、しかも出
だしの音や第1小節の半分くらいま
で、音符がうっすら五線紙上に書か

れているので、これをなぞるうちに、全体のメロディーをしっかり
掴むことができます。とくに大人になって「聴音」が必要になった
受験生にお勧めします。

穴あき & なぞり書き式
はじめての書き取り聴音ドリル

書き取りは真っ白な五線紙でなく、
まずはヒント付きで短いメロディー・ラインから。

飯田真樹/市木嵜みゆき
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楽 典

たのしいおんぷカード 1,200円 GTP01089072

たのしいわおんカード 1,500円 GTP01088310

パズルでおぼえる音楽 1,500円 GTP01089192

ミッキーといっしょ たのしいおんぷカード
ミッキーやその仲間たちといっしょに音符を学べるカード型教材です。カラフルなイラストで、楽しく
音符を覚えて、読譜を助けます。イタリア語、日本語、英語、ドイツ語の4ヶ国語入り。 

ミッキーといっしょ たのしいわおんカード
ミッキーの仲間たちと、楽しく112種類の和音が覚えられます。コードネームと鍵
盤図、五線で和音を一度に覚えるよう、工夫しました。

© DISNEY

ミッキーといっしょ パズルでおぼえる音楽のことば
音楽のさまざまな規則をパズル形式で楽しく習得できる、画期的なレッスングッズ
です。

© DISNEY

はじめての楽典ブック 1,500円 GTP01088542

はじめての楽典ワークブック 1,300円 GTP01089414

ミッキーといっしょ はじめての楽典ブック／はじめての楽典ワークブック
はじめて楽典を学ぶ生徒さんのために、バイエル後半からブルクミュラー25番練習曲などを演奏するのに必
要な要素を選びました。また「ワークブック」と一緒に使うことにより、効果的に音楽の基礎を身につけることが
できます。

© DISNEY

ディズニー　ポケットブックシリーズ

ディズニー　おんぷカード／わおんカード／楽典

ミッキーといっしょ ポケットブックシリーズ
可愛いサイズでも中身は充実、しかも子どもたちに分かりやすい平易な言葉で書かれています。
教室のライブラリーにも、ちょっとしたプレゼントにも最適です。

© DISNEY

ディズニー・ポケット音楽事典
オシャレなディズニー柄の大人用が仲間入り。コンパクトですが、中身は充実。電車の中でも、おさらいができます。

© DISNEY

音楽形式 800円 GTP01089992

楽語と演法記号 800円 GTP01090023

楽典基礎 800円 GTP01090024

コードネーム 800円 GTP01089989

作曲家 800円 GTP01090541

楽器 800円 GTP01089991

楽器のなまえ 800円 GTB01083120

作曲家のおはなし 800円 GTB01085938

和音の名前 800円 GTB01086788

楽譜のやくそく 700円 GTB01080368

楽譜のことば 700円 GTB01080369

音楽のかたち 800円 GTB01083119
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コード

両手になったらコードネームでひいちゃおう

第1巻　～コードタウンの仲間たちとあそんでみよう～  1,300円 GTP01084352

第2巻　～コードタウンの仲間たちのすてきなひびき～  1,300円 GTP01084353

第2巻 模範解答編　～伴奏でこんなに変わる！簡単アレンジ術～ 1,300円 GTP01090511  

コードネーム徹底克服！ 

ピアノ伴奏入門
～こどもの表情がみるみる変わる！ピアノ伴奏七変化～  1,500円 GTP01089241

ピアノ伴奏ドリル1 
～しっかり身につく 基本のコードネーム～ 基礎編  1,300円 GTP01089242

ピアノ伴奏ドリル2
～オシャレに変身 コード・アレンジ～ 応用編  1,300円 GTP01089243

とかく難しくなりがちなコード理論を、1つの調を1つの家族に見立てた3人家族＝主
要3和音のイメージで説明します。

「スケール＆カデンツ」で3コードをしっかり手になじませ、親しみのあるやさしい曲で、2
つのコード、3つのコードで弾けるコード進行を練習します。

ドリル①巻で主要3和音のコード付けをした曲を、副3和音や副属7和音を使って美
しく深みのある和音へのリハモナイズを学んでいきます。

「両手になったらコードネームでひいちゃおう」シリーズは、テキスト2巻と第2巻の模範解答編で構成されてい
ます。コードトーンの理解ができていれば、アナリーゼにつながる和音の基礎知識を身につけることができるの
で、ピアノが格段におもしろく、身近なものに感じられるはず。好きな曲を伴奏したり、自分流にアレンジするこ
とができるので、楽譜にとらわれない自由な世界が広がります。楽譜がないと弾けない大人になってから難しい
理論書を読んで勉強するのではなく、子どもの時からコードに親ませるならば、このテキストは最適です。

「コードネーム徹底克服! ピアノ伴奏入門」シリーズは、テキストである「ピアノ伴奏入門」とドリル2巻で構成さ
れています。コード奏法を取り入れたピアノ・レッスンで、生徒さんの個性を伸ばす「子どものためのコードネー
ム入門書」に続く、ピアノ講師の方や幼児教育に携わられている方、これから携わられる方々に、便利で実践的
な「コード奏法」をマスターしていただくための教則本です。メロディとコードネームだけでその場でピアノが弾
ける楽しさ、楽譜にとらわれることなく、子どもたちの表情を感じながらピアノを弾ける喜びを想像して、ぜひ
「コード奏法」をご活用ください。

コードタウン/コードネーム

ピアノレッスンにコードネームは必要ですか？　答えはYes！　好きな曲の伴奏、
自分流アレンジも自然にできるようになりたいなら、さあ、コードタウンにおいでください。

折田信枝

さぷりキッズ がくふのまちがいさがし レベルゼロ 基本 1,000円 GTP01089950

さぷりキッズ がくふのまちがいさがし レベルゼロ 応用 1,000円 GTP01089951

さぷりキッズ　「楽譜の間違い探し」レベル1【シール付】 
～譜読みが速くなる!譜読みが楽しくなる! 楽譜に慣れる! 1,500円 GTP01089106

さぷりキッズ  「楽譜の間違い探し」レベル2【シール付】 
～譜読みが速くなる!譜読みが楽しくなる! 楽譜に慣れる!  1,500円 GTP01089107

さぷりキッズ  「楽譜の間違い探し」レベル3【シール付】
～譜読みが速くなる!譜読みが楽しくなる! 楽譜に慣れる! 1,500円 GTP01089108

楽譜の間違い探し
ゲーム感覚で譜読みの基礎力アップさせる画期的なテキストで、楽譜が全く読めない3歳頃から
使えます。臨時記号の有無や音の長さなど、楽譜を絵のようにかたまりで見て弾くと、初見能力
が高まります。すぐにピアノに向かわず、楽譜をジックリ眺めてから練習すると、曲のイメージ作
りトレーニングにもなります。レベル・ゼロからはじめて、１～3と続けると効果的です。

黒河好子
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大人の
教本

趣味で楽しむピアノ・レッスン　
達成感を味わいながらレベルアップ。シニアのピアノ指導の決定版!

元吉ひろみ

①音符読みからはじめる  1,100円 GTP01091416

②音符が読める大人のために  1,100円 GTP01091417

③憧れの曲が弾けるようになる  1,100円 GTP01091418

①併用ワークブック 1,100円 GTP01091681

②併用ワークブック 1,100円 GTP01091682

③併用ワークブック 1,100円 GTP01091683

大人のためのピアノ悠々塾 
「どの鍵盤にどの指を乗せたらよいのだろう…」から「両手で弾ける」までをサポートする独習書。

個人レッスンはもちろん、グループレッスンでも使える、大人の指導のために作られた教本です。著者は、「入
会資格60歳以上・初心者」のピアノ教室を主宰する元吉ひろみ先生。数々のレッスン事例をもとにカリキュラ
ムを構成しています。1つの曲で複数のレベル違いアレンジがあり、順を追って難しい曲に挑戦しても良し、各
人の目標に合わせて選択するも良し。違うアレンジを同時に弾いても音が濁らないので、グループレッスンで
の進度差も気にせず使えます。各曲に楽典と予備練習付き。新たな要素の指導抜けを防ぎ、復習も可能です。
各巻、進度に合わせた併用ワークが付きます。教本ででてきた「音符」「記号」などをこれで復習すると、理解
が深まり、記憶効果アップも期待できます。

入門編～音符の読み方からはじめる～  1,000円 GTP251010

入門編～音符の読み方からはじめる～  CD付  1,600円 GTP251140

入門編レパートリー集 1,000円 GTP251040

基礎編～もう一度基礎からはじめる～  1,000円 GTP01081571

基礎編～もう一度基礎からはじめる～  CD付  1,600円 GTP01081572

基礎編レパートリー集 1,000円 GTP251050

初級編～少し経験のある人のための～  1,000円 GTP251031

初級編～少し経験のある人のための～  CD付  1,600円 GTP01084762

初級編レパートリー集 1,000円 GTP251061

中級編 1 1,000円 GTP258400

中級編 2 1,000円 GTP258410

音楽ができる楽しさと喜びを、より多くの皆様に実感していただくことを目標に、ヤマハの経験豊富な指導ス
タッフの知恵とテクニックが満載のシリーズです。難易度レベルは「入門編」「基礎編」「初級編」と3段階、使
用するテキストは、各レベルとも「教則編」と「レパートリー編」の2本立てです。「教則編」には、カリキュラム
に沿って、1つの曲を仕上げるための様々な手法や考え方を提示。「レパートリー編」には各教則編に対応し
たレパートリーが収載されています。
「ピアノを少しは触ったことがある」「昔、少しだけ習ったことがある」という方は「基礎編」からスタート、「ピア
ノは昔、習ったけれど、しばらく離れているから、もう一度復習しながら学びたい」という方は「初級編」からス
タートすることをお薦めします。

これならひとりでマスターできる! 
「自分の子どもにピアノを教えられるようになりたい。」「他の楽器を習っているけど音楽の基本を学んでおきた
い。」「保育士を目指すにはピアノが必須。受験にピアノ演奏が必要。」「娘がピアノを置いていったので、私が弾
こうかな。」

…いろいろな理由でピアノを学び始める人、再開する人たちのために、独習バイエルは最適です。特にDVD付
きを復習に使ったら、ずっと進みが早くなります。

「大人のための独習」シリーズはバイエルからブルクミュラー、ソナチネと少しずつ、進化を続けています。

大人のための独習バイエル　併用レパートリー  1,300円 GTP01091674

大人のための独習ブルクミュラー　25の練習曲 1,000円 GTP01091684

大人のための独習ソナチネアルバム 1,200円 GTP01091685

大人のための独習バイエル　上巻　DVD付 2,500円 GTP01091820

大人のための独習バイエル　下巻　DVD付 2,500円 GTP01091823

大人のための独習バイエル　上巻 1,000円 GTP252590

大人のための独習バイエル　下巻 1,300円 GTP252600

やっぱりピアノ・レッスンは王道のバイエルで、という方々のために、大人のバイエル、あります。
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指導書

渡部由記子「魔法のピアノレッスン」
「駆け込み寺」と呼ばれる魔法のピアノレッスン室の秘密、教えます

メソッド1　
魔法のピアノレッスン
「楽曲指導実践編」
～魔法のノートの作り方～

メソッド2　 
魔法のピアノレッスン
「基礎指導編」
～もっと効果が上がる！ハノンの使い方～

メソッド2　生徒用　
魔法のピアノレッスン
「ハノン」
～耳とテクニックを育てる60曲～

メソッド3　
魔法のピアノレッスン
「導入指導編」
～両手奏と読譜のコツ～

ブックス1　
やる気を引き出す 
魔法のピアノレッスン

ブックス2　
魔法のピアノレッスン 
コンクールで育つ
「生きる力」

「生徒がやる気になってくれない」「譜面どおりに弾けるようになったけど、それ以上何を教えればいいのかわから
ない」そんな指導者の悩みを解決するのが、渡部由記子「魔法のピアノレッスン」シリーズです。

メソッド1　魔法のピアノレッスン「楽曲指導実践編」
～魔法のノートの作り方～ 1,400円 GTP01089261 メソッド3　魔法のピアノレッスン「導入指導編」

～両手奏と読譜のコツ～ 1,400円 GTP01089953

メソッド2　 魔法のピアノレッスン「基礎指導編」
～もっと効果が上がる！ハノンの使い方～ 1,000円 GTP01089262 ブックス1　

やる気を引き出す 魔法のピアノレッスン 1,200円 GTB01089259

メソッド2　生徒用　魔法のピアノレッスン「ハノン」
～耳とテクニックを育てる60曲～ 1,000円 GTP01090206 ブックス2　魔法のピアノレッスン 

コンクールで育つ「生きる力」 1,200円 GTB01089260

レッスンでよく使われる楽曲で、すぐに使
える具体的な指導法を解説。「バイエル
78番」や「エリーゼのために」など7曲を
収載し、徹底的に「効率」を考えた独自の
指導法を、指導手順どおりに載せていま
す。

導入期に必要な指導について、ピアノを
弾く前段階から徹底解説。レッスングッズ
の活用法や、声かけの仕方など、写真付

きで解説。飽きずにレッスンに集中させる方法や、小さな子ども
への指示の仕方がわかります。読譜や音価の指導法、メトロノー
ムの活用法など、明日から使える手法が満載。

指ならしのために弾かれがちなハノン、こ
れを「聴く力を育てる教本」として扱うの
が「由記子流」。各曲のポイントはたくさ

んありますが、テクニックに必要なのは1～2小節のみ。集中して
練習することで、音が変わるのを実感できます。これまでにな
かった、画期的な指導書。

メソッド2に対応した生徒用テキスト。楽
譜部分を大きく見やすくし、手のフォーム
や指の使い方など、具体的な注意点をピ
ンポイント解説。生徒自身が理解できる
ようにしています。家庭での練習にも最
適。

大人が変わればどんな子どもでも必ず伸
びる。そのために必要な考え方や独自の
レッスン方法を解説。「やる気を引き出
す」には何が必要かをまとめた1冊です。

コンクールまでの道のりを、生徒が実際
に使った楽譜やノート、グッズなどを写真
とともに解説。コンクールに出場させる
意識とその効果について説明します。本
番で緊張しないためのアドバイスや暗譜
の仕方なども掲載。
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発達障害でもピアノが弾けますか？ 中嶋恵美子・著
さまざまな個性を持つ生徒へのレッスン奮闘記が、コミックエッ
セイになりました！

お悩み解決！レッスンで困った時に読む本
渡部一恵・著

生徒数累計4,000人に指導してきた著者が語る「子どもの心を
とらえるレッスン」とは？

生徒を伸ばす！ピアノレッスン大研究
PTNA協力

ピアノ指導者や音楽療法士、小児科医等、幼児指導の専門家に
聞いた導入期指導のコツ。

乳幼児の発達とレッスン ～1歳・2歳の指導法～
石黒加須美・著

赤ちゃんだってこんなにできる！乳幼児のための音楽レッスン書。

現場の先生直伝 生徒が夢中になる！
ピアノレッスン アイデアBOOK 

ピアノ講師ラボ／藤 拓弘
効果絶大! 誰でも手軽に作れるちょっとした
手作りグッズで、レッスン効果アップ。上達の
コツをつかめる、お役立ちの1冊。

シニア世代に教える  最高のピアノレッスン法
元吉ひろみ・著

60歳以上への指導を専門にしている著者が教える、唯一のシニ
ア向け指導書。

乳幼児の発達とレッスン ～3歳・4歳の指導法～
石黒加須美・著

今だからできる、今しか伸ばせない力とは？幼児のための音楽
レッスン書。

はじめてのピアノコンクール 塚原利理・著
コンクールを受けるメリットから、日々のレッスンに取り入れる方
法までを解説。

やる気にさせる　3分ピアノレッスン
植田恵理子・著

児童心理学や行動学から導き出した、短時間で実践できて、楽し
くて確実に効果が出る方法。

ピアノ嫌いにさせないレッスン 船越清佳・著
フランスで実践されている、生徒が苦しまずに続けられるレッス
ン法とは？

現場の先生直伝 生徒が夢中になる！ピアノレッスン アイデアBOOK  1,600円 GTB01091854

あきらめないで！ピアノレッスン 2,400円 GTB01086564

発達障害でもピアノが弾けますか？ 1,400円 GTB01089935

生徒を伸ばす！ピアノレッスン大研究 1,400円 GTB01089073

ピアノ嫌いにさせないレッスン 1,700円 GTB01089248

お悩み解決！レッスンで困った時に読む本 1,400円 GTB01089651

シニア世代に教える　最高のピアノレッスン法 2,000円 GTB01089997

乳幼児の発達とレッスン　～1歳・2歳の指導法～ 1,700円 GTB01090313

乳幼児の発達とレッスン　～3歳・4歳の指導法～ 1,700円 GTB01090314

やる気にさせる　3分ピアノレッスン 1,600円 GTB01089788

はじめてのピアノコンクール 1,600円 GTB01089793

生徒を伸ばす！ピアノ教室運営大研究 1,400円 GTB01089076

生徒を伸ばす！ピアノ教材大研究 1,400円 GTB01089077

生徒がやめない！ピアノ教室 1,600円 GTB01089168

ピアノレッスンノート活用術 1,500円 GTB01089933

ぐんぐん伸びる！れっすんのーと 480円 GTP01090153

生徒を伸ばす！ピアノ教材大研究 PTNA協力
第一線で活躍中の10人の指導者・作曲家が、今のピアノ教材に
ついて語る。

生徒がやめない！ピアノ教室 ますこしょうこ・著
「生きる力を育てる」レッスンを行う、ますこピアノ教室の運営法
を公開。

ピアノレッスンノート
活用術 & れっすんのーと ますこしょうこ・著

生徒のやる気、自主性、コミュニケーション力が育つ魔法のレッ
スンノートとは？

生徒を伸ばす！ピアノ教室運営大研究
PTNA協力

特色ある教室運営を行っているピアノ指導者9人と、カリスマ楽
器店店長を徹底取材。

あきらめないで！ピアノレッスン 中嶋恵美子・著
発達障害児に学ぶ効果的なレッスンアプローチ。

レッスン手帳2016 1,500円 GTP01091741 A5判縦/208ページ

ピアノ指導者お役立ち　レッスン手帳2016

音楽専門家のためのビジネスツール! レッスンとプライベートの管理が上手にできま
す。音楽家の誕生日、音楽家年表の他、コードネーム一覧と楽器編成・音域表などの資料
も充実。

レッスン手帳2016 スリム 1,000円 GTP01091742 A5判縦/80ページ
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体系表

主なシリーズ・商品名

教
　
則
　
本

みんなのオルガンピアノの本 

ミッフィーのぴあの絵本 

エボニーとアイボリーのピアノのくに 

ミッキーといっしょ こどものバイエル　

 こどものプレ・ハノン

 こどものハノン

 こどものブルクミュラー

 こどものツェルニー

 はじめてのソナチネアルバム

グローバー・ピアノ グローバー・ピアノ教本

 みんなのグローバー・ピアノ レッスン 

トンプソン はじめてのピアノ教本　

テ
ク
ニ
ッ
ク

永瀬まゆみの ドレミファソで始める 
ピアノテクニックの本 かんたん! すごい! さきどり

中級（ソナチネ～） 上級（ソナタ～）初中級（ブルクミュラー～）初期（～バイエル）導　入

レ　ベ　ル

新WAKU WAKU ぴあのテクニック

原田敦子
ピアノ基礎テクニック 集中力を育てる ピアノ・ファースト・レッスン

 毎日の練習12か月

黒河好子の
Pianoサプリ ピアノを弾くからだ

 さぷりキッズ

 さぷりエクササイズ

 オムニバスエチュード

堀江真理子ペダルテクニック

練
習
曲

新標準版　プレ・ハノン スケール&アルペジオ

1～4

1～3

1～4

1～4

導入, 1～6

導入, 1～4

1～3

ピアノテクニック1～3

アラカルト1～2

スケールとアルペジオ1～2

1～2

1～2

ピアノを弾くからだ 続　ピアノを弾くからだ

31～2

1～3， 連弾

1～3/全調スケール集

基礎・応用・練習帳
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主なシリーズ・商品名

補
助
教
材

ソルフェージュ ミッキーといっしょ おとの絵本　CD付

 きく・よむ・かく・うたう 
 はじめてのソルフェー ジュ ミッキーといっしょ

 きれいにうたいましょう　
 ソルフェージュ

音楽ドリル ミッキーといっしょ おんがくドリル 
 <幼児版>

 ミッキーといっしょ おんがくドリル 
 <小学生版>

 音楽学習テキスト 
 おんがくカラードリル

 1日1枚ハギトリ式　
 WAKU WAKUドリル

楽典 ミッキーといっしょ はじめての楽典

 ミッキーといっしょ ポケット音楽事典

 ディズニー・ポケット音楽事典

コード 両手になったら
 コードネームでひいちゃおう

 コードネーム徹底克服!  
 ピアノ伴奏入門

黒河好子のサプリ　 さぷりキッズ　楽譜の間違い探し

ヤマハ・ピアノ・  ソナチネ・アルバム①～④ライブラリー

 ロマン派ピアノ小品集①～⑤

 ポリフォニー・アルバム①～②

 バロック小品集①～②

 こどものための
 現代フランスピアノ小品集①～②

 ピアノ変奏曲アルバム①～②

 ピアノ連弾曲集①～②　CD付

聴音 WAKU WAKU 聴音ドリル

 穴あきなぞり書き式 
 はじめての書きとり聴音ドリル

中級（ソナチネ～） 上級（ソナタ～）初中級（ブルクミュラー～）初期（～バイエル）導　入

レ　ベ　ル

入門編・1 2～3 応用編

1～3

1～4

上・下

1～5

入門編1～3 基礎編1～3 中級編1～3 応用編1～3

上・下

1～2

全6巻

全6巻

1～4

1～2

3～5

1 2

1～2

1～2

1

2

1～2



〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10　Tel.03-6894-0250
http://www.ymm.co.jp

■商品についてのお問合わせは…

株式会社ヤマハミュージックメディア 

お求めはヤマハ特約楽器店へ
※注文番号・価格はすべて平成28年4月現在の品番・本体価格を
表示しておりますが、予告なく変更する場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

主なシリーズ・商品名

レ
パ
ー
ト
リ
ー

中級（ソナチネ～） 上級（ソナタ～）初中級（ブルクミュラー～）初期（～バイエル）導　入

レ　ベ　ル

ソロ ピアノファンタジー

 WAKUWAKUピアノ・レパートリー

 たのしいポリフォニー

 こどものための発表会曲集　ちいさな手のピアニスト

 先生が選んだピアノ発表会名曲集

 こどものための 楽しくひける ピアノ発表会曲集

 バイエルでこんなにひける!

 先生が選んだピアノ名曲120選

 ちいさなリサイタル　
 ～ピアノのための４期のレパートリーによる～

 ピアノのためのロマン後期・近代・現代の名曲集

連弾 プリモちゃんとセコンドくんのステップアップ ピアノ連弾

 譜めくりのいらないピアノれんだん（4手・6手）

 新 みんなのピアノれんだん

 新 先生と生徒のれんだんコンサート

 コンサートで弾き映えする　ピアノ連弾曲集　
 【模範演奏CD付】

 初級×中級 両方主役の連弾レパートリー

 美しく響くピアノ連弾　

 みんなの発表会

 発表会お役立ち　春畑セロリのちびっこ・あんさんぶる

1～3

1 2 3

1～5

1

2

3

4

1

2 3 4

1 3

2

1 3

2

1～2

中級 × 中級

Ⅰ（プリモ）

Ⅱ（セコンド）

Ⅰ（プリモ）

Ⅱ（セコンド）

上級 × 上級

上級 × 上級中級 × 中級
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