主なシリーズ・商品名

レ ベ
導

入

初

級

はじめてのクラシック音楽図鑑
かわいいピアノレパートリー
ちいさな手のピアニスト

初中級

ソ ロ

こどものための楽しく弾ける
ピアノ発表会曲集

級

上

ピアノの 先生
お役立ちカタログ

級

1〜5
はじめての発表会1〜2

1〜2
1

先生が選んだピアノ発表会名曲集

中

1〜4

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〜
たのしいポリフォニー

〜教則本からサブ教材・レッスングッズまでを一挙にご紹介〜

ル

2

1

3
2

4

上・下

ピアノファンタジー

ピアノの先生1000人が選んだ 発表会で弾く名曲30

1

先生が選んだ ピアノ名曲120選

レ パ ー

入門×初級

いちばんやさしいピアノ連弾

3
2

入門×初級

譜めくりのいらないピアノれんだん

ト
リ

とってもやさしいピアノ連弾

入門×初級

ー

初級×初級

両方主役のやさしい連弾レパートリー

初級×初級

初級×中級

両方主役の連弾レパートリー

Ⅰ
（プリモ）

Ⅱ（セコンド）

連 弾・ア ン サ ン ブ ル

おもしろ変奏曲にアレンジ！

上級×上級

コンサートで弾き映えする ピアノ連弾曲集

contents

◆ 練習曲集
◆ テクニック

10

◆ ソロ レパートリー

13

◆ 連弾・アンサンブル

16

◆ ソルフェージュ

18

2

◆ おんがくドリル

19

オール・イン・ワン まいぴあの

3

◆ 聴音

20

ミッキーといっしょ

4

◆ コード

20

ミッフィーのぴあの絵本

5

◆ 楽典

20

エボニーとアイボリーのピアノのくに

5

◆ 大人のための教則・曲集

21

ひとりでひけたよ！だいすきなピアノ

5

◆ 指導書

22

グローバー・ピアノ教本

6

◆ 文具

24

トンプソン はじめてのピアノ教本

7

◆ 体系表

26

連弾ア・ラ・カルト
〜先生のためのおいしい
レパートリー〜
春畑セロリ

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〜

◆ 教則本
新版

ちびっこ・あんさんぶる

みんなの発表会

ブルクミュラー・アンサンブル

ピアノ1台で3人4手

はじめてアンサンブル

ご注文は……

●講座情報はこちら https://www.ymm.co.jp/info/lecture.php
YMEH

講座

●商品についてのお問い合わせ

株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
ミュージックメディア部
〒171-0033 東京都豊島区高田 3-19-10
https://www.ymm.co.jp

※注文番号・価格はすべて2021年9月現在の品番・税込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。
※大変申し訳ありませんが、商品価格右側に★を記載した商品は、現在弊社品切れ中でございます。

8

みんなのオルガン・ピアノの本

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

新版

3歳から使えるピアノ教本

みんなのオルガン・ピアノの本

オール イン ワン まいぴあの

最初から
「大譜表・両手」
を用いることで、
楽譜が自然に読め、
演奏できるように、導入からブルクミュラー
『25の練習曲』
のレベルまで、
ゆるやかに難易度を上げて、
続けていけるように配慮しています。
「こんな風に弾きたい」
という自主性を育んでいきます。

新版
みんなのオルガン・ピアノの本1

新版 みんなのオルガン・ピアノの本
ワークブック1

中央ドから音を高低に拡大させ、指導者の華や
かな伴奏と一緒に、両手を使い交互に滑らかな
旋律を弾きます。
歌唱も取り入れます。
.................................................

中央ドから音が高低に拡大。
なぞりや色塗りで音符、休符、音楽記号を書く練
習をし、
音楽の基礎を覚えていきます。
.................................................

新版
みんなのオルガン・ピアノの本2

新版 みんなのオルガン・ピアノの本
ワークブック2

重音や三和音、分散和音・アルペジオの伴奏が登
場。指くぐりや指こえなど、指遣いを意識して。
臨時記号で黒鍵にも慣れていく。
.................................................

和音、連桁、付点が付いた音符や拍子記号、調号
など楽譜に必要な情報をなぞって書きます。
テキ
ストの曲を用いてアナリーゼ練習も。
.................................................

GTP01090815

GTP01090816

1,100円
（税込）

GTP01094191

1,100円
（税込）

GTP01094192

1,100円
（税込）

1,100円
（税込）

新版
みんなのオルガン・ピアノの本3

新版 みんなのオルガン・ピアノの本
ワークブック3

音楽用語やアーティキュレーションが充実、表現
力を鍛える3巻。
2巻終了後、
スムーズに取り組むことができます。
.................................................

調性ごとにワーク課題が分かれ、調号や響きを理
解できる内容。
リピート記号や和音進行など、演
奏に必要な基本ルールを学べ、楽典学習も充実。
.................................................

新版
みんなのオルガン・ピアノの本4

新版 みんなのオルガン・ピアノの本
ワークブック4

三連符、16分音符、装飾音が登場。調号は３つま
でで、様々な音価が使われています。低・高音域の
譜面に慣れて、
ブルクミュラーへ進みます。
.................................................

テキストと連動した学習ポイントの課題を項目毎
に掲載。知識の習得を通して演奏を工夫。正確に
弾くことと、
表現すること両方を目指します。
.................................................

GTP01090817

GTP01090818

既刊も継続
発売中

本シリーズにおける
「オール イン ワン」
とは
「弾く」
以外の要素を取り入れながらバランス良く学ぶことを指します。
タイトル・イラスト・伴奏により空想の世界を広げ、音楽を楽しむことを体験していきます。
想像する
（イラストを見て物語や歌詞を考える）
、
音を聴く
（響きを感じる、
音の強さや長さに注意を向ける）
、
音で表現する
（弾く、
歌う）
、
音楽のルールを理解する
（楽譜を読む、
書く）
、
これらのことを総合的に、適切なタイミングで学べるように組まれたカリキュラムです。

1,100円
（税込）

GTP01094193

1,100円
（税込）

GTP01094194

1,100円
（税込）

1,100円
（税込）

みんなのオルガン・ピアノの本①

みんなのオルガン・ピアノの本 ワークブック ①

みんなのオルガン・ピアノの本②

みんなのオルガン・ピアノの本 ワークブック ②

GTP01082955

990円
（税込）

GTP01082956

990円
（税込）

GTP01082957

990円
（税込）

みんなのオルガン・ピアノの本③
みんなのオルガン・ピアノの本④
GTP01082958

990円
（税込）

みんなのオルガン・ピアノの本①（CD付）
GTP658610

1,650円
（税込）

GTP658620

1,650円
（税込）

GTP658630

1,650円
（税込）
★

GTP252230

1,870円
（税込）

みんなのオルガン・ピアノの本②（CD付）
みんなのオルガン・ピアノの本③（CD付）
みんなのオルガン・ピアノの本④（CD付）

GTP01082959

990円
（税込）

GTP01082960

990円
（税込）

GTP01082961

990円
（税込）

GTP01084618

1,100円
（税込）

まいぴあの ぷれ 2
【オール イン ワン】
伴奏に合わせて3指(最終曲は5指)で弾きます。
ド〜
ソの位置を理解し、
まいぴあの ぷれ1よりも細かな音
価を学ぶことができます。
プレリーディング譜を採用。
.................................................
GTP01095183 1,100円
（税込）
GTP01097110（CDつき） 1,540円
（税込）

まいぴあの 1
【オール イン ワン】
3指内〜5指を使い左手・右手でド〜ソを学ぶ。
音高や指番号、拍子、音価のワークもあり、手拍
子や足踏みも取り入れる。
.................................................
GTP01096025 1,100円
（税込）
GTP01097113（CDつき） 1,540円
（税込）

まいぴあの 2
【オール イン ワン】
5指内で弾き、指広げやパターン(音型)読みを練
習します。両手奏(交互)で右手左手の独立を鍛
え、
五線譜上と鍵盤上の位置を一致させていく。
.................................................

調性を意識した学習で、指かえや指よせを練習。
使える鍵盤や音符、休符が増えて表現が大きくな
る3つの長調と短調を学び、響きの違いを理解。
.................................................

れんだんでも2台ピアノでも使える
みんなのオルガン・ピアノの本1 全曲伴奏集〈楽しいレッスン〉
れんだんによる
みんなのオルガン・ピアノの本2 全曲伴奏集〈楽しいレッスン〉
GTP01084619

GTP01095182 1,100円
（税込）
GTP01097107（CDつき） 1,540円
（税込）

まいぴあの 3
【オール イン ワン】

みんなのオルガン・ピアノの本 ワークブック ④
990円
（税込）

グーとパーのクラスターで鍵盤を鳴らすことから
スタート。2つと3つの黒鍵の位置を理解し、手や
腕などのクラスターで脱力の感覚も体得します。
.................................................

GTP01096026 1,100円
（税込）
GTP01097116（CDつき） 1,540円
（税込）

みんなのオルガン・ピアノの本 ワークブック ③
GTP01082962

まいぴあの ぷれ 1
【オール イン ワン】

880円
（税込）

GTP01096027 1,100円
（税込）
GTP01097119（CDつき） 1,540円
（税込）

まいぴあの 4
【オール イン ワン】
歌詞付きの曲が減り、先生の伴奏なしでひとりで
弾きます。手足を使ったリズム練習でリズム感も
身につける。楽典やスケールも充実。
.................................................

体験レッスンシート（指導案付き）

四期の音楽スタイルを生かした楽曲を収載。
まいぴ
あのシリーズを通したテクニックと理論両方の総ま
とめとなる。形式、音階など高度な楽典も学びます。
.................................................

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。
ダウンロードはこちら↓

https://www.ymm.co.jp/feature/organ̲piano.php

2

まいぴあの ぷれ1レベルのピアノ曲集。
ピアノ伴奏音源はダウンロード可能で、
レッスン
はもちろん自宅でも練習することができます。
.................................................
GTP01097391

1,100円
（税込）

ピアノ曲集
まいぴあの ぷれ 2
まいぴあの ぷれ2レベルのピアノ曲集。
ピアノ伴奏音源はダウンロード可能で、
レッスン
はもちろん自宅でも練習することができます。
.................................................
GTP01097392

1,100円
（税込）

CDつき まいぴあの
くりすますレパートリー
まいぴあの ぷれ1から5までのレベルの楽曲を収載
したクリスマス曲集で、片手／両手のメロディ奏や両
手奏など幅広いレベル。全曲ピアノ伴奏CD付き。
.................................................
GTP01097213

1,760円
（税込）

はってはがしてかいてけせる
おんがくあそび (シールつき)
ピアノを始める前に学べる幼児音楽教材。
シール
とペンを使って指先を細かく使います。同じ形や
同じ色、
大小、
２つと３つの認識を鍛える。
.................................................
GTP01095352

858円
（税込）

はってはがしてかいてけせる
おんがくあそび 2 (シールつき)
長短、
ニュアンス、遠近、速度、濃淡の認識などを
カラフルなページにシールを貼って学ぶ。
ピアノ
演奏に必要な感覚や想像力を養います。
.................................................
GTP01096944

858円
（税込）

まいぴあの
おんがくかーど
1つの音に対して7つのリズム(音価)がついた
カード。音の高さとリズムを同時に練習し、
カード
から楽譜への導入をスムーズに。
.................................................
GTP01096744

1,100円
（税込）

GTP01096028 1,100円
（税込）
GTP01097122（CDつき） 1,540円
（税込）

まいぴあの 5
【オール イン ワン】

無料版

ピアノ曲集
まいぴあの ぷれ 1

★品切中

GTP01096029 1,100円
（税込）
GTP01097125（CDつき） 1,540円
（税込）

伴奏音源・おためし版(無料)
各巻の伴奏音源の視聴(PCではダウンロード)ができます。
また、
まいぴあの中身がわかる16ページの無料おためし版の
ダウンロードはこちら↓

https://www.ymm.co.jp/feature/mypiano.php
3

©Disney

ディズニーの仲間と学ぶ、
今も昔も変わらぬ定番

2歳から対応した年少幼児の専用教材

ミッキーといっしょ シリーズ

ミッフィーのぴあの絵本
©Mercis bv

古典的なバイエルという教材に何を加えたらよいかを研究し、
その結果をこのバイエルに盛り込みました。
オールカラーでミッキーとその仲間たちと一緒に、毎日のピアノ練習をより楽しいものに。

こどものバイエル

1

GTP01088298

レパートリー 1

全23曲収載

レパートリー 2

全36曲収載

レパートリー 3

全45曲収載

GTP01088302

全音符〜4分音符、全音符〜4分休符、5指内に収まる音で弾
き、ポジション移動はありません。調号はないが、伴奏によっ
てGdurの響きも感じられます。
.............................................................
1,100円
（税込）

2

8分音符の登場。5指内に収まる音で弾き、
ポジション移動は
なし。豊富な課題で、
しっかりと指のトレーニングができます。
.............................................................
GTP01088299

1,100円
（税込）

1

1,100円
（税込）

GTP01088303

1,100円
（税込）

GTP01088304

1,100円
（税込）

GTP01088305

1,100円
（税込）

レパートリー 4
こどものバイエル

ミッフィーと一緒に、
絵本を楽しみながらピアノを学べます。
生活に身近な音を教材として取り入れたほか、
イラストと曲との密接な繋がりにより、
直感的に曲のイメージをつかむことができます。

GTP01091148

全49曲収載

2

......................................................

3

GTP01088300

4

16分音符、複付点、三連符、装飾音符、
トレモロ等の細かな
音価が登場します。調号は4つまでで、様々なアーティキュ
レーションを使用します。
.............................................................
GTP01088301

1,100円
（税込）

......................................................

こどものプレ・ハノン
くまのプーさんといっしょ 〜ハノンに無理なく進める〜

3度、指くぐり、
など課題を項目ごとに分けてゆるやかにレベル
アップ。ハノンへの導入となるレベルで、全音符〜4分音符で
まとめました。
.............................................................
GTP01088359

1,100円
（税込）

こどものハノン
リズムバリエーションと伴奏譜付きで、8分音符の課題が中心
です。指のトレーニングだけでなく、伴奏と合わせて和声感も
鍛えます。
.............................................................
GTP01088360

1,100円
（税込）

1,100円
（税込）

GTP01088308

1,100円
（税込）

GTP01097759

1,430円
（税込）

ワークブック 4

「こどものバイエル ミッキーといっしょ」
全4巻に添ったワークブック。楽典的ドリルの
他、
ソルフェージュの要素（メロディをドレミでうたうこと、視唱、
リズム打ち、
リズム読
みなど）
をバランス良く取り入れました。
バイエルを学習しながらその過程に沿った楽
典を理解し、
鍵盤楽器の学習だけでは補いきれない基礎的音楽能力を養います。

はじめてのソナチネアルバム1

GTP01088393

ディズニーキャラクターのイラスト付きのブルクミュラー「25
の練習曲Op.100」
。
ページ下にコラムや解説があり、学習を手助けします。
.............................................................
GTP01088361

1,100円
（税込）

1,320円
（税込）

こどものツェルニー

〜ツェルニー30番の前に〜

手の独立や音価、和音やリズム、
アーティキュレーションなど
のテクニックをバランスよく学べます。
ツェルニー30番への導入に。
.............................................................
GTP01088362

1,100円
（税込）

ミッフィーのぴあの絵本 1〜3 わくわく伴奏集

GTP01097883 715円（税込）

メインテキスト3巻に収録された曲に、
オリジナル伴奏を付加した伴奏集。
イメージを
把握、歌唱練習やリズム練習などにもお役立てください。

第1巻

第3巻
下一点ソ〜上二点シの範囲で、三連符・アウフタ
クトが登場し指くぐりや指かえも学びます。豊富
なアーティキュレーションで表現力を鍛えます。
.................................................

第2巻

第4巻

下一点ド〜上二点ミの範囲で、付点４分
音符、3、4拍子も学びます。両手で同時
に演奏し、旋律と伴奏を意識します。
........................................

下一点ミ〜上二点シの範囲でポジション移動が
必要な曲や、16分音符、装飾音符、分散和音が
登場します。
.................................................

GTP01094410

1,320円
（税込）

GTP01097714

1,650円
（税込）

1,760円
（税込）

GTP01094785

1,760円
（税込）

1,760円
（税込）

だれでも弾ける楽しさを体験できる、
ピアノ導入教本。

ソナチネ Op.55-6／ソナチネ Op.20-3／ソナタ Op.49-2
／ソナタ ハ長調／ソナチネ ハ短調／ソナタ ハ長調／ソナタ
ニ長調 Hob.XVI:4／6つのウィーンソナチネ 第1曲／6つの
ウィーンソナチネ 第2曲
.........................................................

ひとりでひけたよ！だいすきなピアノ

1,320円
（税込）

誰もが学習するソナチネの名曲と、
まだあまり知られていない名曲を厳選。
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
説も収載しました。
アーティキュレーションなど奏法については古典派の時代に即
したもの、
また演奏に必要なもののみ指示しています。
●監修：持田正樹
【お詫びと訂正】
特約店から配布済みのカタログで著者名に誤表記がございました。
誤)中森千佳子 ⇒ 正)中森智佳子
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1,320円
（税込）

本シリーズの具体的な展開方法を示した指導者用ガイド。継続的な指導研究から生
まれた新たな指導手法に加え、指導に役立つシートもあります。

ド〜上二点レの範囲で、両手で交互に弾
いてなめらかな旋律をつくる。指導者の
伴奏付きで、贅沢なハーモニーに包まれ
る豊かな世界でピアノを学びます
.........................................
GTP01094297

ソナチネ Op.36-3／ソナチネ ト短調／ソナチネ ニ長調 Op.36-6
／ソナチネ Op.20-3／3つのソナチネより1 イ短調／ソナチ
ネ Op.55-3／ソナチネ Op.168-5／6つのウィーンソナチネ
第4曲／6つのウィーンソナチネ 第5曲／ソナタ K.V.545 ハ
長調／ソナチネ 変ホ長調
..............................................................

GTP01088534

指導書 わくわくレッスンガイド（改訂版） GTP01097882

エボニーとアイボリーの二人の妖精と共に楽しみながら学べます。
1、
2巻には歌詞付きで歌う学習も行うことができ、
音を出して楽しむことを第一に、
自然に総合音楽力を育みます。
4巻終了時には、
バイエル終了レベルに達します。

はじめてのソナチネアルバム3
こどものブルクミュラー

1,320円
（税込）

1,980円
（税込）

エボニーとアイボリーのピアノのくに

はじめてのソナチネアルバム2

GTP01088394

GTP01097858

聴いて歌うところから始まるメソッド

......................................................

ソナチネ Op.36-1／6つのソナチネより Op.136-1／ソナチ
ネ Op.20-1／ソナチネ 第5番 ト長調／ソネチネ 第6番 へ長
調／ソナチネ Op.168-1／ソナチネ 二短調／ソナチネ OP.36-4
／ソナチネ Op.55-1／ソナチネ ヘ長調／ソナチネ ヘ長調
「アンダンテ」
／ソナタ 二長調／6つのウィーン ソナチネ 第6曲
..............................................................

レッスンソング、
クラフトやカード、
ちゃれんじシー
ト、応用音源CDで、
ミッフィーのぴあの絵本１〜
３をより楽しく実り多いものに。
.................................................

880円
（税込）

ぴあのってたのしいね！

GTP01097866

1,430円
（税込）

別冊 ちゃれんじぶっく クラフト&CD付き

今までに習った音を使いながら8分音符、三連
符、装飾音符など細かな音価も登場。音のテンポ
や和音が変わることを学んでいきます。
.................................................

ワークブック 3

1,100円
（税込）

こどものバイエル

3

1,100円
（税込）

GTP01088307

GTP01097981

880円
（税込）

ぴあのさんとなかよし

GTP01091149

ワークブック 2

重音と三和音の学習に加え、指かえ、指くぐり、手のポジショ
ン移動等を学びます。調号は4つまでで、分散和音や重音での
伴奏も。
.............................................................

ミッフィーのぴあの絵本１〜３に出てくる音を、楽
譜と鍵盤を結びつけながら覚えます。覚える・な
ぞる・クイズで、音の名前と鍵盤位置を学習。
.................................................

両手でのかけ合いや、
まねっこするフレーズが登
場。ヘ音記号、大譜表も登場し、
ぴあの絵本１よ
りも音域が高低に拡大されていきます。
.................................................

ワークブック 1
こどものバイエル

はじめてのおんがくドリル

イラストと音から長調＝明るい／短調＝悲しさを
感じます。
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
学びます。
.................................................

「こどものバイエル ミッキーといっしょ」
の各巻と同じレベルで、
レパートリーを楽し
めるようになっています。第1巻〜2巻の途中までは先生が初見で演奏できる伴奏付
きで、アンサンブルによる豊かな響きと、
一緒に弾く楽しさも味わうことができます。

GTP01088306

ぴあのさん、あそぼ！

中森先生及び関係者の皆様にご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
お詫びの上、訂正させていただきます。

まずは、鍵盤に置いた手を動かさずにメロディを両手で弾き、手元を見ずに楽
譜を見て弾く習慣を身につけます。
メロディ譜には、指導者用伴奏付きで連弾
の楽しさも体感できます。
次に同じ曲で右手メロディ+左手伴奏のパターンで、
ひとりで弾けるアレンジに挑戦。全４巻を通してレベルに大差はなく、
ゆるやか
にレベルアップします。3巻では指ひろげ、ポジション移動に、4巻では指くぐ
り、
指こえにも挑戦します。
●著：中森智佳子

第1巻 GTP01095095
第2巻 GTP01095096

990円
（税込）
990円
（税込）

第3巻 GTP01095097
第4巻 GTP01095098

990円
（税込）
990円
（税込）
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グローバー・ピアノ教本

みんなのグローバー・ピアノ教本

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、
グループ・レッスンと幅広く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>は年少者のために企画されたものですが、
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。

ピアノ教本［導入編］
全音符〜4分音符を学びます。中央ドから高低に拡
大し、
ド〜上二点ドの2オクターブが範囲。交互に弾
くことから始めて両手同時に弾きます。
.....................................................
GTP01094714

1,100円
（税込）

8分音符と8分休符が登場し調号は1つまで。下一点ヘ〜上
二点トの範囲で手のポジション移動を練習します。
ハノンや連
弾もあり、
色々な練習が楽しめます。
.........................................................
1,100円
（税込）

ピアノ教本 ②
下二点ト〜上三点ハの広い音域で指くぐりや指かえを練習し
ます。
バッハやベートーヴェンなどの作曲家についても学びま
す。
.........................................................
GTP01094504

1,100円
（税込）

3連符が登場。加線や移調の学習を通して五線を読むことに
慣れます。和音と転回形、音程、
カデンツを学び、音の響きの
違いを体験します。
.........................................................
1,100円
（税込）

ピアノ教本 ④
16分音符と16分休符、装飾音、
トリル、和音、半音階、
アルペ
ジオなどを学びます。増・減の和音が曲に登場し和声感覚を
養います。
.........................................................
GTP01083769

GTP01094542

1,100円
（税込）

GTP01094505

1,100円
（税込）

GTP01094541

1,100円
（税込）

GTP01083775

1,100円
（税込）

GTP01083776

1,100円
（税込）

ピアノ・ドリル・ブック ①

ピアノ・ドリル・ブック ③

1,100円
（税込）

二部形式やソナタ形式など音楽形式について学び、
テクニッ
クだけでなく楽曲構造の理解を深めて表現に繋ぐ。五音音階
や全音音階の響きも体験します。
.........................................................
GTP01083770

1,100円
（税込）

複付点、付点16分音符、32分音符が登場。4期の楽曲と作曲
家の解説を収載し、時代や作曲家ごとの特徴を学び、
その違
いを発見します。
.........................................................
GTP01083771

1,100円
（税込）

全音符〜4分音符を学びます。中央ドから高低に拡
大していき、交互に弾くことから始めて両手同時に弾
きます。
....................................................

付点8分音符、16分音符と16分休符が登場。調性ごとに和
音、音階、
アルペジオの課題があり、
より細かな音価を正確に
弾く練習をします。
.........................................................

GTP01094387

1,540円
（税込）

GTP01088670

8分音符と8分休符が登場し調号は1つまで。手のポジション
移動を練習します。
ダンパーペダルの練習も。
.........................................................
GTP01093607

......................................................

1,540円
（税込）

テンポと強弱、姿勢と指のポジションに重点をおいています。
音楽の美しさ、楽しさに親しめるように、
ゆるかに難易度が上
がります。

テクニック ①

基本教材に登場する基礎的な音楽の知識を反復して練習し習得することを
目的とした、
基本教材を補うための曲集です。

音程、和音、和音進行、調性の学習から様々な響きを体験し、
旋律やフレーズの意識も習得。指こえ、指くぐりを練習し音域
を拡大させます。
.........................................................

ピアノ併用曲集［導入編］
GTP01094575

1,100円
（税込）

GTP01093600

1,100円
（税込）

GTP01094112

1,100円
（税込）

GTP01093606

1,100円
（税込）

GTP01094576

1,100円
（税込）

GTP01094831

1,540円
（税込）

ピアノ併用曲集 ①
ピアノ併用曲集 ②

ピアノ併用曲集 ④

......................................................
テクニック向上に必要な練習曲を集めてあります。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テクニックを完成させる目
的をもっています。

ピアノのテクニック ①
GTP01093603

1,100円
（税込）

GTP01093604

1,100円
（税込）

GTP01094577

1,100円
（税込）

GTP01097095

1,100円
（税込）

ピアノのテクニック ②
ピアノのテクニック ③

......................................................
生徒の興味をひきやすいタイトルの曲が揃い、
生徒にとって
無理なく楽しく音楽体験の広がりを得られるように編纂されています。

ピアノ小曲集 ①

レッスン ③
3連符や8分の6拍子が登場し、半音階と全音音階の練習も。
和音構造の違いや、3種の短音階(自然/和声/旋律)も学びま
す。
.........................................................
GTP01093605

1,540円
（税込）

GTP01083797

1,540円
（税込）

基本教材に登場する基礎的な音楽の知識を反復して練習し
習得することを目的とした、基本教材を補うための曲集です。
GTP01089188

1,540円
（税込）

GTP01089189

1,540円
（税込）

併用曲集 ②

1,540円
（税込）

トンプソン はじめてのピアノ教本／ハノン
「はじめてのピアノ教本1〜3」
は、
「現代ピアノ教本」
の著者トンプソンが、
“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
導入教則本の日本語ライセンス版です。
楽典(臨時記号、
持続音)やワークシート、
練習問題など理論課題も充実しています。

第1巻

GTP01082823

トンプソンのハノン
（テクニックガイド付）

1,430円
（税込）

中央のドから高低に5度の範囲で1音ずつ拡大して徐々に指を慣らし、
両手で交互に弾いてなめらかな旋律をつくる。伴奏付きで和声感も鍛
えます。

第2巻

GTP01082824

若いピアニストが基礎となる打鍵
法を理解し曲の中で応用できるよ
うにすることを目的に、全38曲を通
して、
スラー、
スタッカート、
ポルタメ
ント、
レガートなどのいろいろな奏
法を練習します。
....................................
GTP01098038 1,540円
（税込）

1,430円
（税込）

中央ド〜上二点ソを両手奏、重音、和音で弾き、ポジション移動はありま
せん。調号は２つまでで、両手奏で「旋律のかけ合い」
と
「旋律＋伴奏」の
違いを学びます。

1,100円
（税込）

GTP01094506

1,100円
（税込）

第3巻

GTP01093602

1,100円
（税込）

GTP01097718

1,100円
（税込）

下一点ソ〜上二点ラの両手奏で、調号は３つまで。
６/8拍子も登場し
ます。片手ずつ、和音、音階、
スラーなど、細分化された練習ができ、表
現力を養います。

ピアノ小曲集 ④

GTP01083796

テクニック ②

併用曲集 ①

GTP01093601

ピアノ小曲集 ③

1,540円
（税込）

レッスン ①

レッスン ②

ピアノ小曲集 ②
ピアノ教本 ⑥

レッスン ④

......................................................

ピアノのテクニック ④
ピアノ教本 ⑤

レッスン［導入編］

ピアノ・ドリル・ブック ④

ピアノ併用曲集 ③

ピアノ教本 ③

GTP01094540

ピアノ・ドリル・ブック［導入編］

ピアノ・ドリル・ブック ②

ピアノ教本 ①

GTP01094113

基本教材で学ぶ事柄をこのドリルブックで再確認することで、
音楽上の教養を豊かにします。

各曲には学習目的が記されているため、指導しやすいつくりになっています。
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。

GTP01082825

1,430円
（税込）

..................................................................................................................
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

ちいさな手のために
ツェルニー30番の前の練習曲

21世紀の子どもたちのために作られた、豊かな心を育むブ
ルクミュラー 25の練習曲集。素敵ないわさきちひろさんの
画集も。校訂：手塚真人
............................................................

100番練習曲などから効果的な40曲を抜粋。演奏アドバイ
スや、理解を深める楽典も掲載。
ツェルニー30番へのステッ
プに。校訂・解説：髙橋正夫
............................................................

GTP258180

935円
（税込）

GTP01089805

1,100円
（税込）

★品切中
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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ました。

新標準版

ピアノ教育に不可欠な新しい教材・レパートリーをレッスンの現場に。
同シリーズ以外に国内では出版のない作品も多く、
曲目解説や作曲家のプロフィールも充実しており、
さまざまな学習に役立つ内容となっています。

各曲に演奏のポイント、練習のポイントを記載し、
各作品で学ぶテーマや目的を明確にしており、
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ます。
レッスンにはもちろん、
1人での練習にもお役立てください。

ピアノ練習曲集〜ピアノテクニック〜

プレ・ハノン スケール&アルペジオ

ツェルニー30番練習曲 Op.849

スケールとアルペジオが正確に弾けることを目的に、効果的
な練習方法を掲載。子どもから大人まで活用いただけます。
著：原田敦子
............................................................

タイトルのない練習曲に、
練習目的を明記しました。
演奏解説やポイントも楽曲ページに併記し、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。
監修：髙橋正夫
............................................................

GTP01091648

1,100円
（税込）

GTP01091649

1,045円
（税込）

ツェルニー40番練習曲

ハノン
「60の練習曲」
の原曲全てを収載。
より効果的に
ピアノテクニックの向上を図るための解説付き。
監修：久保勝義
............................................................

表現豊かな音色、奏法を身につけるために各曲の“演奏ポイ
ント”を収載しました。
校訂･解説：日比谷友妃子
............................................................

1,320円
（税込）

GTP01093521

1,210円
（税込）

ソナチネアルバム

バイエル本人が書いたと思われる原典版のアーティキュ
レーションを基本に、音楽的に演奏するための新たな解釈
や解説を付記。
校訂：北原敦子氏
............................................................

知っておきたいスタンダードなソナチネを網羅できる
全21曲。作曲家紹介や、楽章毎の演奏解説を巻頭に収載。
校訂･解説：松本 清氏
............................................................

ブルクミュラー25の練習曲

ギロック ピアノ小品集

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。
校訂･解説：松本清
............................................................

バロック音楽の手法と、ギロック独特の現代音楽とを感じ
取ることのできる曲集。作品の背景や、演奏のポイントを分
かりやすく解説。
校訂：伊藤仁美
............................................................

GTP01091650

990円
（税込）

880円
（税込）

GTP01091652

1,650円
（税込）

GTP01096063 1,320円
（税込）
GTP01094732（CD付） 2,310円
（税込）

ブルクミュラー18の練習曲

ギロック 叙情小曲集

各曲ごとに演奏のポイント、練習のポイントを記載。
レッスン
にはもちろん、1人での練習でもより使いやすい内容に。
校訂･解説：松本 清
............................................................

ギロックの最高傑作ともいわれる叙情小曲集、
ロマン派の
作品を演奏するためのヒントが、
たくさん詰まっています。
校訂：伊藤仁美氏
............................................................

990円
（税込）
★

GTP01096062 1,320円
（税込）
GTP01094729（CD付） 2,310円
（税込）

●伊籐仁美氏による演奏を収録したCDつき

ツェルニー100 番練習曲 Op.139

ギロック ピアノ連弾作品集 CD付

きれいな音で演奏する力、美しく音楽を表現する力を養うと
ともに高い演奏技術を習得できる、
レッスン必携の1冊。
校訂･解説：日比谷友妃子
............................................................

もとはソロ曲だったものや、他の作曲家の楽曲をギロックが
編曲したものもあり、発表会や日頃のレッスンにご活用いた
だけます。
校訂の伊藤仁美氏の演奏をCDに収載。
............................................................

GTP01093520

990円
（税込）

GTP01094735

2,640円
（税込）
★

★品切中
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ロマン派を中心に、様々な地域の美しい旋律をもつ小品を
厳選。
多くの調を取り上げ、
調による響きの違いに触れたり、
調号が増えることによる旋律作りの難しさを考えながらの
練習が可能です。
............................................................
旋律をきれいに歌わせる練習のためのピアノ曲集 1
TKRP1 1,540円
（税込）
旋律をきれいに歌わせる練習のためのピアノ曲集 2
TKRP2 1,540円
（税込）

ソナチネアルバム

●伊籐仁美氏による演奏を収録したCDつき

GTP01091651

テクニック的には比較的やさしく、音楽的に魅力ある１〜２頁
の小品を収載。曲の調性、拍子、練習の目的を目次に明記し、
順番に弾くことも、
トレーニングの目的別に練習することもで
きます。
アーティキュレーションの豊富さや音使いで、音楽的
に、特徴の違う作品をバランスよく学習することができます。
............................................................
初歩のピアノ練習曲集１
初歩のピアノ練習曲集3
GTP01093535 1,210円（税込） GTP01092320 1,210円（税込）
初歩のピアノ練習曲集2
GTP01094372 1,210円（税込）

旋律をきれいに歌わせる練習のための
ピアノ曲集

バイエルピアノ教則本

GTP01094803

古典派からロマン派の様々な地域の作曲家の練習曲を集
めた曲集。一人の作曲家の練習曲だけで長い間学習を続け
ることからくる音楽性の固定、技術的偏り、様々な時代や様
式への対応力・理解力の不足などに陥ることがないように、
バランス良く選曲しています。
............................................................
ピアノ練習曲集１〜ピアノテクニック〜 ピアノ練習曲集3〜ピアノテクニック〜
GTP01091710 1,320円（税込） GTP152871 1,320円（税込）
ピアノ練習曲集2〜ピアノテクニック〜
GTP01084389 1,320円（税込）

初歩のピアノ練習曲集

現代ハノン ピアノ教本

GTP01091653

ヤマハ ピアノライブラリー

ソナチネの定番曲から国内での出版が多くない作曲家のソナ
チネまで、幅広い年代から様々な作品を収載。
多彩な「ソナチネ」の数々に触れることにより、形式や構成を
学び、
テクニックや表現の基礎を身につけることができます。
............................................................
ソナチネアルバム１
ソナチネアルバム4
GTP01094411 1,760円（税込） GTP153081 1,760円（税込）
ソナチネアルバム2
ソナチネアルバム5
GTP01094373 1,760円（税込） GTP153091 1,650円（税込）
ソナチネアルバム3
ソナチネアルバム6
GTP01092321 1,760円（税込） TKSA6 1,474円
（税込）

バロック小品集
バロックの舞曲を中心に1〜2ページの様々な性格の小品
（プレリュード、
ソナタ、
トッカータなど）
を掲載。多様な作曲
家・年代・地域から幅広く選曲しました。
............................................................
バロック小品集１
バロック小品集２
GTP01093043 1,540円（税込） GTP01089570 1,540円（税込）

現代ハンガリー やさしいピアノ小曲集
コダーイ、バルトークの遺産を受け継いだ作曲家たちの作
品集として編集。
コダーイの作品はありませんが、ハンガ
リーの作曲家の作品を多く収載。
ハンガリーの独特の響きを体験できる曲集です。
............................................................
GTP01081726 1,650円
（税込）

こどものための現代フランスピアノ小品集
フランスの楽譜出版社 ルモアール社の持つこども向け作品
の中から、
フランス音楽の第一人者として活躍するピアニスト
堀江真理子氏が選曲し校訂を加えた楽譜。
より良いピアノ学
習のため、指使いの見直しやアーティキュレーションを加筆。
2声がほとんどで、両手のバランスをしっかりと学べます。
............................................................
ピアノ小品集１
ピアノ小品集2
GTP01084209 1,430円（税込） GTP01084210 1,430円（税込）

ピアノ変奏曲アルバム
初歩的演奏力で取り組むことのできる楽曲から、
モーツァル
トやベートーヴェンの変奏曲集の間に存在する変奏曲を編
纂。1は、
バイエル後半〜ソナチネ前半、2はソナチネ後半レ
ベルです。
............................................................
ピアノ変奏曲アルバム１
ピアノ変奏曲アルバム２
GTP01082864 1,320円（税込） GTP01082865 1,320円（税込）

ピアノ連弾曲集（CD付）
連弾作品として確固たる評価を得ている古典派からロマン
派にかけての名曲を、先生方の声をもとに編纂しました。
............................................................
ピアノ連弾曲集１
（CD付）
ピアノ連弾曲集2（CD付）
GTP291910 2,420円（税込） GTP291920 2,420円（税込）

ロマン派ピアノ小品集
楽曲は難易度順に編纂。
ヨーロッパ全域、ロシア、
アメリカ等
広い地域から、良く知られている曲とこれまであまり知られて
いなかった名曲を厳選。子どもに限らず、大人の学習者や演
奏家など幅広い層で使うことができ、曲目解説や作曲家のプ
ロフィールも充実しております。
............................................................
ロマン派ピアノ小品集１
ロマン派ピアノ小品集4
GTP01091708 1,650円（税込） GTP01094948 1,760円（税込）
ロマン派ピアノ小品集2
ロマン派ピアノ小品集5
GTP01088047 1,540円（税込） GTP01084808 1,540円（税込）
ロマン派ピアノ小品集3
GTP01091709 1,650円（税込）

ポリフォニー・アルバム
2声のポリフォニーで、
ピアノの初歩の段階からバッハのイ
ンヴェンションに進むまでの課程。
バロックから現代までのポリフォニックな作品に親しみなが
ら、右手と左手を良く聴き合い、対話すること、複雑な音楽
の中でも旋律を歌わせていくことを学べます。
............................................................
ポリフォニー・アルバム１
ポリフォニー・アルバム2
GTP650041 1,320円（税込）GTP01093044 1,430円（税込）

こどものための
現代ポーランド ピアノ連弾曲集
待望された現代ポーランド連弾作品群が使いやすい選集
になりました。
ブルクミュラー〜ソナチネ後半程度までの幅
広い難易度の楽曲を収載。
............................................................
GTP01082549 1,760円
（税込）

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）
チェコ音楽の第一人者であるピアニスト伊藤仁美さんが、
ヤナーチェクの作品を中心に、
チェコのピアノ教材の中から
選曲し校訂を加えた、
チェコの哀愁や民俗性の香り溢れる
佳品集です。
スコアスタイルの楽譜で、全39曲を収載。演奏
CD付。
............................................................
GTP01083565 2,860円
（税込）
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楽しく学べる、
子どものためのテクニック教材

新WAKUWAKU ピアノテクニック
豊かな表現力につながる、演奏テクニック導入期から取り入れることができる教本です。
日常の場面を意識した作りで、
子どもにも馴染みやすく。

ピアノ・ペダルテクニック〜ピアノの美しい響きと表現のために
堀江真理子

飯田真樹、川崎みゆき

新 WAKUWAKU ピアノテクニック 1
導入期から取り入れたいテクニック本。4〜8小節の短い課題
が多く、例えば毎日1曲のペースで、負担なく進められます。
「雨がふってきた」
など日常のシーンを音で表現できる作りで
子どもも馴染みやすいです。
.............................................................
GTP01086787

990円
（税込）

新 WAKUWAKU ピアノテクニック 2
短い課題で負担なく進められるテクニック本。
ステップが進む
につれて使う指が増えていきます。交互奏から両手のユニゾン
まで進みます。
.............................................................
GTP01086106

990円
（税込）

新 WAKUWAKU ピアノテクニック
スケール&アルペジオ 1
スケールとアルペジオに特化した内容。指くぐり、指こえ、
ポジ
ション移動を練習し、2オクターブのスケールとアルペジオの
習得までゆるやかに進みます。
.............................................................
GTP01088311

新 WAKUWAKU ピアノテクニック 3
「5指のポジションで手や指の形を正しく保ちながら指を動か
す」
が目標です。最終ステップではスケールの導入を学びます。
ハノンへの準備教材としてもオススメ。
.............................................................
GTP01086107

990円
（税込）

GTP01088313

新 WAKUWAKU ピアノテクニック
アラカルト 2
重音奏、
オクターブ奏、左右の独立した強弱、
グリッサンド、
ソ
ステヌートペダルなどのより高度なテクニックを強化できる1
冊。様々なレパートリーに応用できる課題が揃っています。
.............................................................
GTP01088314

GTP01090957

990円
（税込）

1,100円
（税込）

1,100円
（税込）

ピアノの導入教材だというのになんと音符なし！

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
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、
定着させます。
ド〜ソの5音のみで指、手首、腕のテクニックを学ぶ。演奏の基礎である指の独立、
リズム練習、
スラー等を掲載、
様々な教本と併用可。

小学校低学年でも理解できるペダル教本。
ピアノの演奏は、
ペ
ダルも手と同様の表現力が必要です。
ペダルの踏み方を基礎
からしっかり学んで技術を習得し、表現の幅を広げます。
.............................................................

2,530円
（税込）

指を育てるために必要最低限なことのみを繰り返し行
い定着させる永瀬式メソッド。5つの音を弾くのみで指、
手首、腕の使い方を学び、2つの和音だけで伴奏が弾け
るようになります。
........................................................
GTP01081827

1,650円
（税込）

[指導者用ガイド]【DVD付】
「ピアノ・テクニックの本」
のDVD付指導書。楽器店等で
開催される講座要素を映像化しており、
テキストの理解
をより深められます。
........................................................
GTP01085486
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3,080円
（税込）

【実践編】
レパートリー集1
「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う
応用していくかを示した実践レパートリー集。先生の伴奏付
きで、
楽しみながら表現力を養います。
.............................................................
GTP01083716

1,650円
（税込）

1,760円
（税込）

1,980円
（税込）

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
こどものおんかいれんしゅう

正しい指使いで音階を学習し、歌う心の素地づくりを。幼児の
導入期から使用するだけでなく、
ピアノを歌わせることを原点
に戻って勉強し直す際にも大きな成果が期待できます。
.............................................................
GTP01089061

1,540円
（税込）
★

集中力を育てる
ピアノ・ファースト・レッスン
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。「人まね遊び」
や
「想像遊び」
を活
かして、美しい音で弾く基礎を身につけます。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。

〜うたう心と指づくり
GTP01093609

1,540円
（税込）

コース② 記憶と想像のために
GTP01093608

1,540円
（税込）

永瀬まゆみ

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

GTP01097884

「非和声音が入った多声体を濁らせない」
「響きを明るくする」
「すっきりとした立体的な響きへ」
など20のエクササイズを収
載。
ペダルテクニックにさらに磨きをかける内容です。
.............................................................

スケールとアルペジオに特化した内容。
白鍵を主調とする14
の長調と短調の課題が範囲。響きの違いや様々なリズムパ
ターンを体感しながら飽きずに取り組めます。
.............................................................

シリーズの最上級編。同音連打、装飾音、
トレモロ、半音階な
ど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まと
めています。
テクニック強化練習の教材としてもオススメ。
.............................................................

姿勢や重心から解説し、
ペダルの構造や歴史についても学び
ます。指のテクニック向上に加えてペダリングを集中して練習
することで、
より豊かな音色を作ります。
よく演奏されるレパー
トリーが課題で、実践的な練習が可能です。
.............................................................

ピアノ・ペダルテクニック 〜ピアノの美しい
響きと表現のために〜 実践編

990円
（税込）

新 WAKUWAKU ピアノテクニック
アラカルト 1

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

GTP01090944

新 WAKUWAKU ピアノテクニック
スケール& アルペジオ2

GTP01088312

ピアノ・ペダルテクニック 〜ピアノの美しい
響きと表現のために〜 基礎編（DVD付）

毎日の練習12か月
ピアノを色彩豊かに響かせるための指のコントロール能力を
高めます。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、
ピアノを歌わせられる指をつくります。
.............................................................

① 〜うたう指づくり〜

② 〜美しいひびきのために〜

GTP652450 1,100円（税込） GTP652460 1,100円（税込）

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します。
.............................................................
GTP01097848

1,650円
（税込）

ピアノテクニック12か月
〜脱力のタッチのために〜
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ました。
.............................................................
GTP01100140

1,980円
（税込）

..............................................................................................................................................................................

さらにレベルアップを目指す方に！

「指の練習」ドホナーニ 著

ムジカ・ブダペスト社/ハンガリー《輸入楽譜・国内在庫品》

基礎練習本として音大等で長く使用されているピアノ教本です。
指や腕などの身体の動きを確かめながら
「ゆっくり、弱く」練習することで、指の独立を目指します。
難易度は中級以上となりますので、初級の方は本誌掲載の
「新WAKUWAKUシリーズ」「音階の練習」
と
ステップを経て挑戦することをおすすめいたします。

.................................................................................................................................
GYP00072055 3,410円(予定価格・税込)

※この商品は輸入楽譜です。価格は為替の変動などにより予告なく変更されることがあります。
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楽しく学べる、
子どものためのテクニック教材

ソロ・レパートリー

黒河好子のPianoサプリ♪
ピアノを弾くからだ

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。
ピアノを弾くからだのしくみを知り、短い
数小節の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。
.............................................................
3,080円
（税込）

ゲーム感覚で譜読み力をアップ！ 絵のように音を塊で見て
弾くことで初見能力を高めます。楽譜をじっくり眺めてから練
習することで、曲に対してのイメージ作りも鍛え、楽譜の隅々
まで注意する力を養います。
.............................................................
GTP01089950

1,100円
（税込）
★

GTP01089951

1,100円
（税込）
★

GTP01089106

1,650円
（税込）

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
クを中心にご紹介。
「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や、
ペダルテクニックのト
レーニング法についても掲載。
.............................................................

GTP01089107

1,650円
（税込）

GTP01089108

1,650円
（税込）

レベル2 シール付

ピアノは、
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す。子どもの身体の成長まで考
えて作ったこの指導書で、将来ピアノを弾くことを楽しめる生
徒を増やしましょう。
.............................................................

〜導入解説本〜
GTP01087975

990円
（税込）

GTP01087976

880円
（税込）

レベル3 シール付

880円
（税込）

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
ロッパには数多くの素晴らしいエチュードが存在します。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。
監修：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。手のフォームがよ
くなるウォーミングアップ満載で、指の動きを中心に無駄のな
い動きで楽に弾けるようになります。
.............................................................

① 練習曲集付き
GTP01089237

1,430円
（税込）
★

GTP01089238

1,430円
（税込）
★

GTP01089239

1,430円
（税込）

② 練習曲集付き
③ 練習曲集付き

第1巻

GTP01089954

1,650円
（税込）
★

GTP01089955

1,650円
（税込）

GTP01089956

1,650円
（税込）

第2巻
第3巻

1,430円
（税込）

GTP01089952

1 バイエル導入程度
バラ色の円舞曲/小さいお友だち/かえるのがっしょう/
カーニバルソング/朝のあいさつ/はじめての曲/
マクドナルドおじさん/とけいだい/かっこう 他全21曲
............................................................
GTP01094117

1,540円
（税込）

GTP01094118

1,320円
（税込）

GTP01090181

1,320円
（税込）

GTP01094121

GTP01094119

1,100円
（税込）
★

はじめての発表会 1 バイエル前半〜中頃レベル
聖者の行進/雨あがり/勇気ある人/チクタク時計/
手回しオルガン/そりあそび/道化師たち/
トランペット・メヌエット/トルコ行進曲 他全15曲
............................................................

1,100円
（税込）

GTP01095986

1,100円
（税込）

880円
（税込）

はじめての発表会 2 バイエル前半〜中頃レベル
お誕生日のマーチ/ポロネ−ズ/メリーさんのひつじ/
メヌエット/ピエロ/やまのおんがくか/おまつり/
インディアンの儀式/よろこびのうた 他全15曲
............................................................

4 バイエル中頃〜後半程度
ドイツのおどり/インディアンのたたかいのうた/
小さなロマンス/魔女小屋の小さな魔女/いなかのおどり/
東洋の市場/森の中で出会ったのは 他全22曲
............................................................

GTP01095987

880円
（税込）

1,100円
（税込）

バイエルでこんなにひける！ たのしいピアノレパートリー

『楽譜の間違い探し』
シリーズの大人版。楽譜に親しむだけで
はなく、集中力・周囲視野・注意力・記憶力の向上にも役立ち
ます。
ピアノソロ、室内楽曲やオーケストラ曲などクラシックの
いろいろなスコアを有名な部分だけとり出しました。
.............................................................
GTP01090180

1,100円
（税込）

3 バイエル前半〜中頃程度
小さなピアノ/もくば/兵士のこうしん/おどけもののおどり/ガラス
のくつ/ミュゼット(BWV Anh.126)/クシコスポスト 他全23曲
............................................................

1,650円
（税込）
★

大人の譜読 〜スコアの間違いさがし

I

5 バイエル後半〜ブルクミュラー程度
アレグロ(K.V.3)/天国と地獄/シチリアの踊り/短いお話/
風のとおり道/ロンド・トッカータ/ロンディーノ/
ゆかいな話(Op.69-4) 他全18曲
............................................................

2 バイエル前半程度
だいすきなワルツ/アマリリス/むらまつり/
月のハープのこもりうた/かわいいハリネズミ/かっこうとろば/
ちゃいろのこびん/エーデルワイス 他全28曲
............................................................

GTP01094120

II

初めてピアノを弾く子どもたちにも、
曲を弾く喜びを！
バイエル併用で楽しめる、
ピアノレパートリーです。

©Disney

はじめてのディズニー バイエル1番〜15番程度
ハイ・ホー/口笛ふいてはたらこう/おおかみなんかこわくない/ミッキーマウス・マーチ/
右から2番目の星/雪だるまつくろう 他全15曲
....................................................................................
1,320円
（税込）

はじめてのディズニー バイエル16番〜60番程度
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/おおかみなんかこわくない 他全15曲
....................................................................................
★品切中

バイエル1番〜8番程度
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/
アビニョンの橋で/ハイ・ホー/口笛ふいて働こう/ ロンドン橋 他全20曲
....................................................................................
GTP01097826

GTP01093086
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GTP01096650

1,540円
（税込）

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と様々な要素が揃った作品集。
ソロ曲のほか連弾曲も収載しており、
レッスン・発表会とご活用いただけます。 校訂・監修 堀江真理子

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、効率的に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。
.............................................................

さぷりエクササイズ

GTP01089240

1,540円
（税込）

ちいさな手のピアニスト

黒河好子監修 徹底攻略 全調スケール集

④ 連弾曲集

4 ドビュッシー、ラフマニノフ、ラヴェル
月の光「ベルガマスク組曲」
より/
パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 第18変奏曲/ボレロ
............................................................

GTP01096649

バイエル中後半〜ツェルニー30番の間のエチュード
オムニバス・エチュード

GTP01087977

2 ハイドン、W.A.モーツァルト、ベートーベン
びっくりシンフォニー 交響曲第94番 Hob.I:94 第2楽章/
トルコ行進曲 ピアノ・ソナタ第11番 K.331 第3楽章/
交響曲第5番「運命」Op.67 第1楽章
............................................................

GTP01096648

1,540円
（税込）

3,080円
（税込）
★

さぷりキッズ

②

3 シューベルト、ショパン、チャイコフスキー
魔王 Op.1 D.328/ピアノ協奏曲第1番 Op.11 第1楽章/
バレエ音楽「くるみ割り人形」
より 行進曲
............................................................

レベルゼロ 応用

レベル1 シール付

①

1 ヴィヴァルディ、ヘンデル、J.S.バッハ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」第1集より 四季/
アラ・ホーンパイプ
「水上の音楽」第2組曲 HWV.349より/
トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565
............................................................
GTP01097006

レベルゼロ 基本

続 ピアノを弾くからだ
＜筋力・ペダルのトレーニング編＞ DVD付

GTP01085701

かわいいピアノレパートリー

どこかで聴いたことがある
「あの曲」
のエッセンスを、
コンパクトにピアノで弾きやすいように編曲。
バイエル後半レベルのテクニックで、
バロック・古典・ロマン・近現代まで、
それぞれの時代の
「響き」
を体験できます。
図鑑を見るように楽しめるイラスト、
読みやすい音楽史・作曲家解説、
スマホで聴ける参考演奏付き。

楽譜の間違い探し

ピアノを弾くからだ
＜指のトレーニング編＞ DVD付

GTP01084765

はじめてのクラシック音楽図鑑

GTP01093087

1,320円
（税込）

1,320円
（税込）

バイエル9番〜43番程度
HAPPY BIRTHDAY TO YOU/どんぐりころころ/山の音楽家/アルプス一万尺/
雪だるまつくろう/茶色の小瓶/ハトと少年 他全21曲
....................................................................................
GTP01097827

1,430円
（税込）

バイエル44番〜82番程度
よろこびの歌/聖者の行進/いとまきのうた/かえるのうた/むすんでひらいて/
大きなくりの木の下で/いつか王子様が/きよしこの夜/となりのトトロ 他全15曲
....................................................................................
GTP01097828

1,540円
（税込）

バイエル83番〜106番程度
メヌエットト長調/見よ、勇者は帰る/いつも何度でも/おもちゃの兵隊の行進/さんぽ/
君をのせて/紅蓮華/パプリカ/夢をかなえてドラえもん 他全15曲
....................................................................................
GTP01097829

1,650円
（税込）
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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〜

WAKU WAKU ピアノレパートリー
バイエルでひけるはじめてのクラシック①
（バイエル16〜77番程度）
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
フスキーといったクラシックの5人の作曲家の名曲で音楽的要
素を身につけられる曲集です。
バイエル進度に対応していますの
で、
レッスンや発表会など、
幅広くご活用いただけます。

バロック、
古典、
ロマン派、
近現代の、
4期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。
ちいさな
発表会やリサイタルで演奏するために、各時代の作風や特徴を
考慮し選曲しました。
監修：江口文子
Vol.1
ヘンデル
「ラルゴ」
−モーツァルト
「ピアノ・ソナタKV545 第2
楽章」
−シューマン
「兵士の行進」
−プロコフィエフ
「マーチ」
............................................................
GTP01094937

2,200円
（税込）

GTP01087934

たのしいポリフォニー
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ます。
●著：岩間 稔
(1) バイエル程度の生徒さんへ
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/
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」 他全60曲
............................................................
GTP01082936

GTP01089937

GTP01089177

1,430円
（税込）

ピアノの先生のアンケートを基に、
クラシックからポピュラーま
で発表会で弾きたい曲をレベルごとに収載。
魅力的な曲が満載
で、
発表会だけでなく普段のレッスンの併用曲集としてもおすす
めです。
巻末に現役指導者による
「演奏のポイント」
を掲載。

GTP01089178

1,210円
（税込）

2 バイエル後半程度
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」/バルトーク
「遊ぶ子ども」/ギロッ
ク
「ガラスのくつ」 他全51曲
............................................................
GTP01080565

GTP01100142

1,540円
（税込）

4 ソナチネアルバム程度
メンデルスゾーン
「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」/湯山 昭「シュー・クリーム」/平吉
毅州「真夜中の火祭り」 他全38曲
............................................................
GTP01080567

バロックから近現代まで幅広いピアノ作品を、現役指導者の声
をもとに選曲。
発表会はもちろんレッスンでもご活用ください。
校訂：市木嵜みゆき
Ⅰ
（初級）
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」
/チャイコフスキー「フランスの古い歌」/湯山昭「バウムクーヘ
ン」 他全56曲
............................................................

こどものための楽しく弾ける ピアノ発表会曲集

上巻 バイエル前半〜中頃程度
GTP01097621 1,760円
（税込）
下巻 バイエル後半程度
GTP01097622 1,760円
（税込）
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GTP01089758

Ⅱ
（初〜中級）
J . S . バッハ「 イタリア 協 奏 曲 第 1 楽 章
BWV971」/モーツァルト
「きらきら星の
主題による変奏曲」/ドビュッシー「2つの
アラベスク」 他全37曲
........................................
GTP01089759

1,650円
（税込）

1,540円
（税込）

Ⅲ（中〜上級）
ショパン
「幻想即興曲」/リスト
「愛の夢 第
3番」/ラヴェル「水の戯れ」/カプースチン
8つの演奏会用エチュード第3曲『トッ
カティーナ』 他全27曲
........................................
GTP01089760

1,760円
（税込）

ラフマニノフ

ラフマニノフ ピアノ作品集
第1巻 絵画的練習曲
GTP01094340 2,970円
（税込）

●ペータース社ライセンス版

770円
（税込）
★

第2巻 前奏曲集
GTP01095273

グレチャニノフ

3,080円
（税込）

第3巻 ピアノ小品集
GTP01095297 2,530円
（税込）

ピアノ作品集1（CD付）

世界にはまだまだ知られていない美しいグレチャニノフの
佳品を、CDの音色とともにご堪能ください。
............................................................
GTP01094405 2,420円
（税込）

第4巻 ショパンの主題による変奏曲
GTP01095298 2,200円
（税込）

ピアノソロ＆連弾曲集 初中級程度（CD付）

第6巻 ピアノ協奏曲第2番
GTP01096601 2,750円
（税込）

近現代の導入におススメの、
グレチャニノフの美しい作品を
厳選しました。
............................................................
GTP01097811 2,750円
（税込）

第5巻 ソナタ集
GTP01095274

2,750円
（税込）

ラヴェル

ピアノ作品集
ピアノ作品集

●ウニヴァザール社ライセンス版

第1巻 収載曲：ルーマニア民族舞曲/15 のハンガリー農
民の歌/ 9つのピアノのための小品/小組曲/民謡による3つ
のロンド/スロヴァキア舞曲
............................................................
GTP01096529

3,080円
（税込）

第2巻 収載曲：アレグロ・バルバロ／ルーマニアのクリスマス
の歌/ピアノ・ソナタ/組曲 作品14(Suite Op.14)/アンダンテ
(Andante)
............................................................
GTP01092232

1,760円
（税込）

発表会の定番曲からジブリ、
ディズニー、
J-popなど、
色々なジャ
ンルの曲から30曲収載。巻末の5曲は先生と一緒に、
また生徒
さん同士でもチャレンジできる連弾アレンジです。

25の練習曲

GTP01090262

1,320円
（税込）

●チェスター社ライセンス版

<3つのノヴェレッテ／3つの無窮動（常動曲）／
子象ババールの物語>
GTP01094774 4,950円
（税込）
★

●ブージー & ホークス社ライセンス版

バルトーク

先生が選んだ ピアノ名曲120選

ピアノ作品集

ブルクミュラー

ベートーベン
「エリーゼのために」/ランゲ「花の歌」/モーツァ
ルト
「トルコ行進曲」/湯山 昭「バウムクーヘン」/中田 喜直「エ
チュード・アレグロ」 他全30曲
............................................................
GTP652340

第2巻 ナポリ／カプリス／村人たち 他
GTP01096007 2,860円
（税込）

第1巻／ムジェリーニ版 ●ブライトコプフ&ヘルテル社ライセンス版
GTP01096012 3,080円
（税込）

ピアノの先生に投票していただいた＜発表会で弾きたい曲＞の
アンケート結果をもとに、
クラシック、
ポピュラーの名曲30曲を
選曲。
全てのピアノ指導者の方に持っていただきたい1冊です。

1,320円
（税込）

第1巻 15の即興曲集
GTP01095836 2,200円
（税込）

1,980円
（税込）

第2巻／ムジェリーニ版 ●ブライトコプフ&ヘルテル社ライセンス版
GTP01096280 3,300円
（税込）

●サラベール社ライセンス版

「即興曲15番 エディット・ピアフに捧ぐ」
のオリジナル楽譜集。
洗練されたフランス音楽を。

平均律クラヴィア曲集の第１巻の翻訳版で、
オーソドックス
な解釈で良き指針となる版。

1,100円
（税込）

1,430円
（税込）

ピアノ作品集

平均律クラヴィア曲集

ピアノの先生1000人が選んだ 発表会で弾く名曲 30

3 ブルクミュラー程度
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」/グルリット
「野原でおどろう」/ギロック
「手品師」/湯山 昭
「バースデー・ケーキ」 他全45曲
............................................................
GTP01080566

GTP01096603

ピアノコンサート曲集 バイエル〜ブルクミュラー程度
チマローザ「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 進亮
「ハッピー・マーチ」
他
全15曲
............................................................

1 バイエル前半〜中頃程度
ケーラー「お庭で」/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」 他全49曲
............................................................
GTP01080564

1,100円
（税込）
★

プーランク

ブゾーニ版の
「インヴェンション」
と
「シンフォニア」
を1冊に。
日本語による注釈もあります。
............................................................

ピアノのための小品集2 ブルクミュラー程度
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」/アルカン
「鏡」/シベ
リウス
「小ワルツ」 他全26曲
............................................................

先生が選んだピアノ発表会名曲集

1,430円
（税込）

●ブライトコプフ&ヘルテル社ライセンス版

990円
（税込）

ピアノのための小品集1 バイエル程度
ブル
「プレリューディウム エオリアン」
/クレメンティ
「ワルツ Op.38-8」
/ルモアンヌ
「エチュード 第6番 Op.37」/シューマン
「荒々しい
騎手」 他全35曲
............................................................

(2) ブルクミュラー程度の生徒さんへ
山の音楽家/ずいずいずっころばし/年老いためんどり/ベー
トーベン
「皇帝」
「 歓喜の歌」/チャイコフスキー「白鳥の湖」
他全37曲
............................................................
GTP01082937

GTP01094020

ピアノファンタジー

1,320円
（税込）

第3巻 クライスレリアーナ 他
GTP01094786 2,860円
（税込）
★

............................................................

インヴェンションとシンフォニア／ブゾーニ版

ピアノを学ぶ子どものために、
レッスンで使いやすく、
かつ教育的
意義のある
「ピアノのための小品」
を集めました。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くよう、
日本人
作曲家を含めた
「4期」
を完全網羅。

第2巻 アベッグ変奏曲 他
GTP01097094 2,860円
（税込）

●シャーマー社ライセンス版

990円
（税込）

●ブライトコプフ & ヘルテル社 ライセンス版

第1巻 子供の情景 他
GTP01093610 2,200円
（税込）

ファースト・レッスン・イン・バッハ
コンプリート

バイエルでひける はじめてのはっぴょうかい①
（バイエル16 番〜73 番程度）
見開きで先生の伴奏パート付きで発表会でご活用いただけま
す。
バイエル進度を曲ごとに提示しており指導の目安にも。
全曲
アレンジ曲、
巻頭に曲解説付き。
ぶんぶんぶん/こぎつね/きらきらぼし/せいじゃのこうしん/
かっこう/小さな世界/10人のインディアン/チューリップ
他全26曲
............................................................

2,200円
（税込）

ピアノ作品集

J.S.バッハ

モーツァルト
「きらきら星変奏曲」
/ベートーヴェン 交響曲第9番
より
「歓喜の歌」/シューベルト
「野ばら」/ショパン
「華麗なる大
円舞曲」/チャイコフスキー バレエ
「白鳥の湖」
より情景
他全26曲
............................................................

Vol.2
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」
............................................................
GTP01094938

作曲家別／ライセンス版

シューマン

2,640円
（税込）

第1巻（ソロ）
〈ソナチネ/夜のガスパール/優雅で感傷的な
ワルツ/クープランの墓〉 ●デュラン社ライセンス版
GTP01095091 2,420円
（税込）
第2巻（ソロ）
〈鏡/水の戯れ/亡き王女のためのパヴァーヌ〉

●マックス・エシーク社ライセンス版

GTP01094342

2,200円
（税込）

第3巻（連弾）
〈マ・メール・ロア/亡き王女のためのパヴァーヌ〉

●デュラン社/マックス・エシーク社ライセンス版

GTP01096006

1,650円
（税込）

第4巻（2台ピアノリダクション）
〈協奏曲／左手のための協奏曲〉

●デュラン社ライセンス版

GTP657240

2,750円
（税込）

第5巻〈作曲者自身の編曲による2台ピアノ／ピアノ連弾〉

グリーグ

●デュラン社ライセンス版

ピアノ作品集

●ペータース社ライセンス版

第1巻 叙情小曲集 グリーグピアノ作品の代表曲
「叙情小曲
集」全10巻66曲を収載。魅力的な小品集となっています。
............................................................
GTP01100041 3,960円
（税込）
第2巻 収載曲：ユーモレスク 作品6/ソナタ ホ短調 作品7/
バラード 作品24/2つの悲しき旋律 作品34/ノルウェー舞曲
作品35/組曲「ホルベアの時代より」作品40/ペールギュント
第1集 作品46/ペールギュント第2集 作品55
............................................................
GTP01094341

2,750円
（税込）

第3巻 連弾作品集 収載曲：ノルウェー舞曲 作品35/ペール
ギュント 第1集 作品46/ペールギュント 第2集 作品55/トロ
ルドハウゲンの婚礼の日 作品65
............................................................
GTP01100037

2,970円
（税込）

GTP01100108

3,520円
（税込）

チャイコフスキー

ピアノ連弾 組曲 くるみ割り人形 Op.71a
●シャーマー社ライセンス版

GTP01091512

1,870円
（税込）

ピアノ連弾作品集

ピアノ連弾作品集

●ペータース社ライセンス版

第一巻〈J.S.バッハ〉
.............................................
GTP01097842

2,970円
（税込）

第二巻〈ハイドン、モーツァルト、ベートーベン〉
.............................................
GTP01097980

2,970円
（税込）
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ピアノ連弾・アンサンブル
入門×初級 いちばんやさしいピアノ連弾〈左右にわかれて見る楽譜〉

初めての連弾に使いやすい、1パートが入門、
2パートが初級レベルの連弾曲集。
楽譜は横開きで、左ページに主に伴奏の2パート、右ページに主にメロディの
1パートと見やすく、
自分のパートに集中して演奏できます。
.....................................................................................
ディズニー名曲集
スタジオジブリ名曲集
GTP01091480 1,760円
（税込）
GTP01091479 1,760円
（税込）
ディズニープリンセス
こどものうた
GTP01091704 1,760円
（税込）
GTP01091703 1,760円
（税込）
ディズニー＆クリスマス
GTP01096376 1,980円
（税込）

とってもやさしいピアノ連弾
Primo（入門・初級）／Second（初級）

©Disney

弾き映えのするアレンジでレッスンや発表会にお役立ち！各
曲の前に
「演奏のポイント」
「予備練習」
を掲載し、
目的意識
を持って練習に取り組める内容となっています。誰かと音楽
を奏でる楽しさを味わい、
豊かな音楽性を育みます。
監修：渡部 一恵
............................................................
1 〜バイエル前半程度〜
GTP01098033 1,980円
（税込）
2 〜バイエル後半程度〜
GTP01093324 1,650円
（税込）
3 〜バイエル終了程度〜
GTP01100040 1,980円
（税込）
4 〜ブルクミュラー導入程度〜
GTP01098034 1,980円
（税込）
5 〜ブルクミュラー終了程度〜
GTP01098032 1,980円
（税込）
ディズニー1 バイエル前半〜後半程度
GTP01100054 2,200（円税込）
ディズニー2 バイエル後半〜ブルクミュラー程度
GTP01094590 1,760円
（税込）
スタジオジブリ バイエル〜ブルクミュラー程度
GTP01098091 2,200円
（税込）

見開き4ページを4手2パート、6手3パートに分けた
「譜め
くり」
のいらない連弾楽譜です。別冊で4手おまけ伴奏、6手
スコア付き。
アレンジはパートごとに初級〜中級、選曲はク
ラシックからポピュラーまでと幅広く、先生と生徒はもちろ
ん、親子同士や兄弟でも演奏可能です。
監修：佐々木邦夫
............................................................
第1巻
GTP01097099 2,420円
（税込）
第2巻
GTP01097101 2,420円
（税込）
第3巻
GTP01097102 2,420円
（税込）

初級×中級
両方主役のやさしい連弾レパートリー
初級者どうしがお互いのパートを聴き合い、楽しく演奏でき
るように、1パートと2パートの両方にメインメロディが登場
し、"両方が主役"になれるアレンジです。
............................................................
スタジオジブリ名曲集
GTP01094461 1,760円
（税込）
ディズニー名曲集①
GTP01094462 1,760円
（税込）
ディズニー名曲集②
GTP01094465 1,760円
（税込）
クラシック
GTP01094466
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1,760円
（税込）
★

両方主役の連弾レパートリー
どちらのパートを弾いても楽しい！
1パートと2パートの両方にメインメロディが登場し、
"両方が主役"になれる連弾曲集です。
............................................................
ディズニー名曲集①
GTP01090951 1,760円
（税込）
ディズニー名曲集②
GTP01091008 1,760円
（税込）
★
スタジオジブリ名曲集
GTP01090875 1,760円
（税込）
定番J-POP
GTP01095356 1,760円
（税込）
J-POP R-45
GTP01091216 1,760円
（税込）
ピアノで弾きたい定番曲
GTP01094680 1,760円
（税込）
リズムで楽しい♪定番曲
GTP01094147 1,760円
（税込）
★
こどものうた
GTP01100091 2,090円
（税込）
演歌＆歌謡曲
GTP01091215 1,760円
（税込）
日本のうた
GTP01100022 2,090円
（税込）
クラシック
GTP01091009 1,760円
（税込）
クリスマス名曲集
GTP01095015 1,760円
（税込）

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】

連弾をレッスンに取り入れることで、
アンサンブルを楽しみ
ながら、基礎的な音楽力を育てます。収載曲は全てオリジナ
ル曲で、各曲でテーマを設定、何を学ぶかを明確に記載しま
した。編著：江崎光世/佐々木邦雄
............................................................
Vol.1
GTP259530 1,650円
（税込）
Vol.2
GTP259540 1,980円
（税込）

おもしろ変奏曲にアレンジ！
誰もが知っている曲が、
面白いアレンジで変奏曲に大変身！
中級レベルのアレンジで弾きごたえも聴きごたえも十分で、
発表会にもおすすめです。
............................................................
〜童謡①〜（中級）
GTP01090392 1,760円
（税込）
★
〜童謡②〜（中級）
GTP01090394 1,760円
（税込）
★
〜日本のうた〜（中級）
GTP01090393 1,760円
（税込）
★

レッスン・発表会で使える 先生と生徒の連弾

譜めくりのいらない ピアノれんだん

初級×初級

鍵盤が弾けるようになったら、知っている曲で連弾にチャレ
ンジ！入門者と初級者の組み合わせで披露できるためはじ
めての連弾にピッタリで、発表会などでお子様同士でも楽し
めます。
............................................................
ディズニー名曲集
GTP01098022 1,980円
（税込）
★
ディズニープリンセス
GTP01088912 1,650円
（税込）
人気のスタンダード名曲集
GTP01089747 1,760円
（税込）
★
あこがれのクラシック
GTP01093300 1,760円
（税込）

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（模範演奏CD付）

春畑セロリ

クラシック曲、邦楽、洋楽曲を華やかな連弾曲に。弾き応え
があり、聴き映えする上級アレンジで、
コンサートや発表会
でご活用ください。
............................................................
I
GTP01091920 2,200円
（税込）
II
GTP01091917 2,200円
（税込）
★
III
GTP01088172 2,200円
（税込）

みんなの発表会
ピアノ連弾を中心に鍵盤ハーモニカ、打楽器等の編成で楽
しくアンサンブル！人数や楽器が足りない場合を想定して、
省略できるパートや他の楽器で代用する方法も収載してお
り、発表会でも大活躍です。
............................................................
こどものうた・アンサンブル！
GTP01090642 1,650円
（税込）
クラシック・アンサンブル！
GTP01090643 1,650円
（税込）
ディズニー・アンサンブル！
GTP01088175 1,650円
（税込）
スタジオジブリ・アンサンブル！
GTP01090641 1,650円
（税込）
★
はじめてのアンサンブル教本(指導者向け)
GTP01090644 1,760円
（税込）

ブルクミュラー・アンサンブル 参考演奏CD付

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〜
「発表会、何を弾いたら・・・」
とお困りの先生方へ向けた
「発
表会でこれを弾くとカッコイイ」連弾曲レシピ。4手、6手、8
手連弾とそれぞれのシチュエーションに合わせてメニューを
作ってください。
............................................................
GTP01084629 1,760円
（税込）

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〜
ルネサンス、古典、
ロマン、近現代の西洋音楽史の解説に触
れられる連弾曲集。
アレンジは原曲に忠実に、適度な弾きご
たえと豊かな響きにこだわりました。
............................................................
GTP01089657 1,760円
（税込）

発表会お役立ち
春畑セロリのちびっこ・あんさんぶる
リコーダー、鍵盤ハーモニカ、
ピアノ、打楽器で一緒に楽しめ
るアンサンブル曲集。各曲に演奏時間、編成、演奏ポイント、
先生用の総譜と旋律を担当する楽器のパート譜付き。
【対
象年齢】小学校低学年〜高学年程度
............................................................
連弾・アンサンブルレパートリー 〜ピアノとあそぼうよ！〜
GTP01085514 1,650円
（税込）
連弾・アンサンブルレパートリー 〜春・夏・秋・冬〜
GTP01087974 1,650円
（税込）
連弾・アンサンブルレパートリー 〜リズムであそぼうよ！〜
GTP01089656 1,650円
（税込）

ブルクミュラーの原曲をスコアに見立てて、
ピアノ連弾+鍵
盤ハーモニカ、
リコーダー、打楽器などを加えたアンサンブ
ルにアレンジ。
みんなで演奏することで、響きを聴く力や表現の工夫、
リズ
ム感を共有することができ、
ソロでの演奏にも役立つ力を育
てます。
............................................................
〜アヴェ・マリア〜
GTP01093331 2,200円
（税込）
〜アラベスク〜
GTP01093312

2,200円
（税込）

〜ピアノ1台で3人4手〜はじめてアンサンブル
高音域からPiano1:右手、Piano2:右手、Piano3:両手の3
人の4手を使用して連弾(アンサンブル)します。すべての
パートにメロディが出てくるため、3人が主役になれるこだ
わりのアレンジです。
............................................................
ディズニーBEST
GTP01097922 2,200円
（税込）
スタジオジブリBEST
GTP01098171 2,200円
（税込）
クリスマスBEST
GTP01093566 1,870円
（税込）
クラシック─おもちゃの交響曲─
GTP01094114 1,870円
（税込）
こどもポップスの定番
GTP01094834 1,870円
（税込）

★品切中
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ソルフェージュ

ミッキーといっしょ おんがくドリル
©Disney

いちばんやさしい ３さい・５さいからのソルフェージュ

きれいにうたいましょうソルフェージュ

著：髙橋 千佳子
編著：髙橋 千佳子

〜耳なじみのある曲で力をつける〜

ピアノを始める前から使えるソルフェージュ教本。
かわ
いいオールカラーのイラストで3歳から始められます。

ソルフェージュを基礎から学び、
メロディーの美しさや豊か
さ、
ハーモニーを体験。短くて、
やさしく歌いやすい曲を多数
取り入れました。
全曲ピアノ伴奏付き。
............................................................

3さいからのソルフェージュ 解説付き

音の「高い」
「 低い」の感覚を理解することからスタート。
真ん中のド〜ソを学習しながら、音程間隔を身につけます。

入門編
1
2
3

....................................................

GTP01095134

990円
（税込）

3さいからのソルフェージュ ヘおんきごう編
解説付き

〜新曲に挑戦！〜

低音部（ヘ音記号）譜表の低いド〜ソを学びます。単音だけで
なく、実際のピアノ譜へ導入しやすいように大譜表でも表記。

新曲課題がレベル別に上下巻に分かれ、各巻それぞれ99
曲＋補充課題の課題曲が全曲ピアノ伴奏譜付きで掲載。
ピ
アノ伴奏音源付きで自宅での学習にもご利用いただけます。
............................................................

....................................................
GTP01097261 990円
（税込）

3さいからのソルフェージュ うたおう編

応用編 上巻
GTP01098122 1,870円
（税込）
応用編 下巻（CD付） GTP01089881 1,650円
（税込）

ド〜ソまでの音を学ぶ。
音を読んだり、
ピアノに合わせて歌った
りしながら、
楽譜を読むために必要な基礎力を身につけます。

....................................................

GTP01096417

990円
（税込）

ラから高いソまでを学習し、4分音符や2分音符、8分音符で
リズムをたたきます。

ぷっぷるのおんぷノート〜ドレミをおぼえよう！〜

....................................................

はじめてのおんぷ読みに最適！
シールつきで楽しく反復学習ができます！
..................................................

990円
（税込）

5さいからのソルフェージュ ヘおんきごう編
解説付き

【パート1】一点ハから一点ト
（ト音記号）、
ハからト
（へ音記号）
【パート2】一点ハ〜二点ハ
（ト音記号）、
ハから一点ハ
（へ音記号）

低音部（ヘ音記号）譜表の低いド〜ソに加えて、
ラ・シ・ドを
学ぶ。
さらに、高音部（ト音記号）
からみた低いソ・ラ・シ・ドも
扱います。

....................................................

GTP01097262

GTP01100092

990円
（税込）

著：髙橋 千佳子

ぷっぷるのおんぷカード
レッスンでの使い勝手が良いA5サイズのカード。

50枚入り(ト音記号23音、
ヘ音記号23音、
予備カード4枚)、A5サイズ
GTP01094327 1,540円
（税込）

ミッキーといっしょ たのしいおんぷカード
イタリア語、
日本語、英語、
ドイツ語の4ヶ国語入りの

おんぷカード。
サイズ(102mm 65mm)、60枚入り、
説明書・けんばん表付き。
GTP01096743 1,320円
（税込）
★

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

ミッキーといっしょ たのしいわおんカード
コードネーム、
鍵盤図、五線で112種類の和音を一度に、
ミッキーの仲間たちと楽しく覚えられます。
GTP01088310 1,650円
（税込）

楽器を始めた子どもたちが楽譜の読み書き、演奏に必要な
ソルフェージュ力を身につけられる初心者用問題集。問題は
基本的に1回分1ページで、
レッスンの5分程度を使って効
果的にステップアップ。
............................................................

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
楽しく習得できるグッズです。
GTP01089192 1,650円
（税込）
★

1,320円
（税込）
1,320円
（税込）

©Disney

全音符、付点2分音符、全休符、4分の4拍子、4分の3拍子な
どを学びます。
バイエル程度。
..............................................................

音符の種類と長さ、4分の4拍子を覚えることを
目標に、様々な音符が小節の中でどのように組み
合わさるかを理解できるように学習します。
.................................................
GTP01088773

GTP01090968

1,320円
（税込）

8分音符、付点4分音符、全音と半音、
♯、
♭、
♮、強弱・奏法記
号などを学びます。
バイエル程度。
..............................................................

3 [幼児版]

大譜表や加線、4分の3拍子、4分の2拍子が登
場。
♯や♭、8分音符と8分休符、
ト長調、
ヘ長調も
覚えます。
.................................................

GTP01090969

990円
（税込）

④ 応用編1

1,320円
（税込）

16分音符、付点8分音符、3連符、音階と和音、臨時記号など
を学びます。
バイエル〜ブルクミュラー程度。
..............................................................

おんがくかきかたのーと

GTP01090970

「こどものバイエル ミッキーといっしょ」
シリーズ
などと併用できる、幼児から使える練習帳。楽譜
に親しむきっかけ作りにご活用ください。
.................................................
GTP01088363

990円
（税込）

③ 基礎編2

990円
（税込）

⑤ 応用編2
32分音符、強拍と弱拍、
アウフタクト、
シンコペーション、属七
の和音などが登場。
ブルクミュラー程度。
..............................................................

1,320円
（税込）

GTP01090971

990円
（税込）

おんがくカラードリル
入門編 1

GTP01097716 1,320円（税込）

入門編 2

GTP01097717 1,320円（税込）

入門編 3

GTP01097853 1,320円（税込）

対象レベルは4〜5歳。線と間・音の名前から大譜表・
リズムの学習まで。
オールカラーのイラスト付きで楽し
く学びます。

基礎編 1

GTP01098035 1,320円（税込）

基礎編 2

GTP01093288 1,045円（税込）

基礎編 3

GTP01088815 1,045円（税込）

対象レベルは小学校低学年程度。主に音符や休符、音
楽記号を学びます。
まとめや練習問題があり丁寧に理
解を深めます。

中級編 1

GTP01081933 1,045円（税込）

中級編 2

GTP01097715 1,320円（税込）

中級編 3

GTP01098090 1,320円（税込）

対象レベルは小学校高学年程度から大人の方まで幅
広く使えます。基礎を復習しながら音程、音階、和音な
どより専門的な内容を学びます。

WAKU WAKU ドリル
1日1枚 WAKU WAKU おんがくドリル 上
GTP01080463

880円
（税込）

1日1枚 WAKU WAKU おんがくドリル 下
GTP01080464

880円
（税込）

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、
生徒1人でも学習が可能です。
テキストにあわせた項目を選ん
で、予習・復習もできます。

1日1枚 ハギトリ式 WAKU WAKU おんぷ読みドリル 上
GTP01081581

880円
（税込）

1日1枚 ハギトリ式 WAKU WAKU おんぷ読みドリル 下
GTP01081582

880円
（税込）

初期から中期のレベルで譜読みが苦手な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。

...............................................................

(1) このおと なあに？
GTP01098077 2,090円
（税込）
(2) おとで あそぼう！
GTP01098080 2,090円
（税込）
(3) きこえた！どれみ
GTP01098129 2,090円
（税込）
(4) おんがくだいすき！
GTP01098132 2,090円
（税込）

990円
（税込）

② 基礎編1

2 [幼児版]

ぷっぷるのリズムカード
リズム打ちやクイズもできるカード。
60枚入り(リズムカード51枚、
音符・休符など
記号カード8枚、予備カード1枚)、B6サイズ。
GTP01094939 1,430円
（税込）

全ページカラーの幼児用音感教育教材。歌やリズム
をとおしてこどもの表現意欲を育みます。
ナレーショ
ン入りCD付で、
自宅学習にも使えます。
....................................................

GTP01090967

......................................

2,200円
（税込）
2,200円
（税込）

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
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1,320円
（税込）

......................................

1【CDつき】 GTP01094940
2【CDつき】 GTP01094943

©Disney

GTP01088772

1,320円
（税込）

ぷっぷるのおんぷカード mini
ぷっぷるやおともだちと一緒に音符を覚えよう。
50枚入り
(ト音記号23音、
ヘ音記号23音、予備4枚)、
サイズ(102mm 65mm)。
GTP01094328 990円
（税込）

リズム感、拍子感を着実に身につけるために豊富な
リズムパターンを収載。
各リズム譜には簡単に弾けるピアノ譜付きで、先生
の伴奏に合わせて一緒にリズム練習をすることがで
きます。
CD付で自宅での練習も可能です。
....................................................

（上） GTP01097699
（下） GTP01097700

中央のドからはじまるピアノ教本の進度を考慮した、読めて・
書けて・弾けるようになるおんがくドリル。ヘ音記号の音も学
びます。
..............................................................

おんぷカード

たのしいリズムパーティ

©Disney

① 導入編

音符を書く基本となる〇（まる）の練習からス
タート。中央のドから上のドまで、
ドレミファソラ
シドを読み書きできるようにします。
.................................................

GTP01088774

5さいからのソルフェージュ 解説付き

GTP01095135

GTP01095299
990円
（税込）
GTP01094832 1,100円
（税込）
GTP01094833 1,100円
（税込）
TBSF3
1,100円
（税込）

1 [幼児版]

WAKU WAKU はじめてのおんがくドリル
音楽を学ぶための準備からはじめるおんがくドリル。数字の
認識から指番号へ、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身に付けます。
.............................................................
GTP01091933

880円
（税込）

WAKU WAKU 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。
.............................................................
GTP01091827

990円
（税込）

WAKU WAKU 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。無理なく、楽し
みながら調号の書き方から近親調までを学習できます。
.............................................................
GTP01082112

990円
（税込）
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大人のためのピアノ教則・曲集

ゲーム感覚で学べる はじめての聴音
本書はCDを併用して、最も基本的な聴音の書き取りができるようになるまでを、楽しくゲーム感覚で
学べるテキストです。子どもの時からはじめられ、拍子や正確な音価への意識を育て、音楽的な応用
力も養います。
「はじめての聴音 使用ガイド」専用に開発された書き取りノートもあり、教材準備の
時間を短縮し、
レッスンへの負担を軽減します。
●著：永瀬まゆみ

趣味で楽しむピアノ・レッスン
大人の指導のために作られた、
個人レッスン・グループレッス
ンで使える教本。各曲に楽典と予備練習つきで、新たな要素
の指導抜けを防ぎ復習も可能です。併用ワークブックには、
メイン教本の収載曲に使われている音符や記号を丁寧に解
説。予習・復習のツールとしてもお使いいただけますす。
著者：元吉ひろみ
............................................................

ゲーム感覚で学べる はじめての聴音 使用ガイド
【CD2枚付き】
GTP01094374

2,200円
（税込）

GTP01094371

660円
（税込）

ゲーム感覚で学べる はじめての聴音 書き取りノート

①音符読みからはじめる
GTP01098008 1,320円
（税込）

コードネーム
両手になったらコードネームでひいちゃおう

③憧れの曲が弾けるようになる
GTP01097761 1,320円
（税込）

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、
●著：折田信枝
ぜひ
「コード奏法」
をご活用ください。

第1巻 〜コードタウンの仲間たちと
あそんでみよう〜

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〜

第2巻 〜コードタウンの仲間たちの
すてきなひびき〜

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

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〜

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

GTP01084352

GTP01089241

1,430円
（税込）

GTP01084353

1,430円
（税込）

GTP01090511

1,430円
（税込）

楽
ミッキーといっしょ はじめての楽典

はじめての楽典ブック

GTP01097639 1,980円（税込）

はじめての楽典ワークブック
GTP01089414 1,650円（税込）

GTP01089242

1,430円
（税込）

GTP01089243

1,430円
（税込）

②併用ワークブック
GTP01091682 1,210円
（税込）
③併用ワークブック
GTP01091683 1,210円
（税込）
レパートリー【月光】〜指の体操付き〜
GTP01093509 1,210円
（税込）
レパートリー【乙女の祈り】〜指の体操付き〜
GTP01098009 1,870円
（税込）

大人のためのピアノ悠々塾
音楽できる楽しさと喜びを、大人の方にも。
音楽的な両手演奏ができることを目標に、
ゆっくりと確実に
内容を進めていきます。
レパートリー集には、各教則編に対応したレパートリーを収
載しました。
............................................................

典

入門編〜音符の読み方からはじめる〜（CD 付）
GTP01100131 1,980円
（税込）
基礎編〜もう一度基礎からはじめる〜
GTP01081571 1,100円
（税込）
★

A6サイズでオールカラー、
子ども向けのポケット音楽事典です。小
学校低学年でもしっかりと読めるように、漢字にはふりがな付き。
覚えておきたい大切な言葉は、赤字で記しており、赤いシートなど
で隠して覚えていただけます。

やさしい楽典
音楽用語
作曲家
楽器

解説は項目別に見開きページで、体系化した図解入
り。実践問題は「楽典」の苦手を克服するドリルと実践
的総合問題を掲載しました。解答集には解き方ヒント
入りで、問題を解くポイントをつかめるようになります。
1,430円（税込）
1,540円（税込）

ジュニア版 ありそうでなかった 形から引ける音楽記号辞典
音楽記号や用語を200語以上収載。
オールカラーで見やすくわかり
やすい作りで、小学生から使えるやさしい解説です。
.................................................................
GTB01097466 2,090円（税込）

基礎編〜もう一度基礎からはじめる〜（CD 付）
GTP01081572 1,760円
（税込）
★
初級編〜少し経験のある人のための〜
GTP251031 1,100円
（税込）
初級編〜少し経験のある人のための〜（CD 付）
GTP01084762 1,760円
（税込）

GTP01096322 990円（税込）

GTP01096323 990円（税込）

GTP01096324 990円（税込）

GTP01096325 990円（税込）

中級編1
GTP01098182

1,320円
（税込）

中級編2
GTP01098183

1,320円
（税込）

入門編レパートリー集
GTP251040 1,100円
（税込）

GTP01096326 990円（税込）

基礎編レパートリー集
GTP251050 1,100円
（税込）
初級編レパートリー集
GTP01100106 1,320円
（税込）

ポケット音楽事典
オールカラーでぱっとみやすいレイアウト。大切な言葉や記号は
赤字で表記しており、赤色の暗記用シートで隠して、覚えることが
できます。音楽を趣味にしている人、音楽の知識を増やしたい人に
おすすめの音楽事典です。

楽典基礎

GTP01096327 990円（税込）

音楽用語

GTP01096328 990円（税込）

コードネーム

GTP01096329 990円（税込）

ピアノの教科書
入門・初級者に分かりやすい、大人の方向けのピアノ教則
本。始めは楽譜が読めなくてもこの本が終わる頃には初級
レベルの簡単な両手奏にチャレンジできます。
QRコード付きでスマホから視聴可能でレッスンの復習にお
役立てください。
............................................................
GTB01096591

テキストでは、音楽の決まりごと(楽典)の解説や、
きめ細や
かなワンポイント・アドバイスを掲載。進度に合わせたレベ
ルの有名曲を収載し、
バイエル以外の知っている曲を弾く楽
しさを味わえます。
レッスンの復習用としてもお使いいただけ
ます。
............................................................
大人のための独習バイエル 上巻【DVD付】
GTP01091820 2,750円
（税込）
大人のための独習バイエル 上巻
GTP252590 1,100円
（税込）
大人のための独習バイエル 下巻【DVD 付】
GTP01091823 2,750円
（税込）
大人のための独習バイエル 下巻
GTP252600 1,430円
（税込）
大人のための独習バイエル 併用レパートリー
GTP01091674 1,430円
（税込）
大人のための独習ブルクミュラー 25の練習曲
GTP01091684 1,100円
（税込）
大人のための独習ソナチネアルバム
GTP01091685 1,320円
（税込）
無理のない指のトレーニングのために
大人からはじめるハノンピアノ教本
GTP252670 1,100円
（税込）

大人のためのかんたん！すぐ弾ける！

入門編〜音符の読み方からはじめる〜
GTP01100070 1,320円
（税込）

コードネーム

一目瞭然！目からウロコの楽典
〜図解入り解説＆問題集（解き方ヒント付き）〜

〈基礎編〉GTP01098039
〈応用編〉GTP01097970

1,650円
（税込）

①併用ワークブック
GTP01091681 1,210円
（税込）

子ども ポケット音楽事典

はじめて楽典を学ぶ子どもたちのために、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
のに必要な要素をしぼって掲載。
ワークブックと一
緒に使うことで、
より効果的に音楽の知識を身につ
けることができます。
©Disney

②音符が読める大人のために
GTP01097760 1,320円
（税込）

コードネーム徹底克服！

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しませて、
「コードが読める」
という“特殊能力”を身に付けましょう。
このシリーズでは、
コードを身近な家族関係に例えて、相互関
係を説明しており、
堅苦しくなく取り組んでいただけます。
●著：折田信枝

これならひとりでマスターできる！

1,650円
（税込）

音楽の基礎知識から、クラシック独特の様式美、ジャズや
ポップスに必要なリズム感やノリなど、楽しく音楽を学べる
内容が盛りだくさん！楽譜はすこし大き目で、通常の楽譜だ
と見えにくい方でも演奏しやすくなっています。
............................................................
ピアノ教本 上巻
GTP01094381

1,650円
（税込）

ピアノ教本 下巻
GTP01094382

1,650円
（税込）

クラシック名曲100 選 作曲家：ア行-タ行
GTP01085305 1,430円
（税込）
クラシック名曲100 選 作曲家：ハ行-ワ行
GTP01085306 1,430円
（税込）
ピアノで弾く定番ベスト60 〜花は咲く〜
GTP01093279 1,870円
（税込）
原曲で楽しむ クラシックピアノ名曲集
GTP01095198 1,650円
（税込）

大人のためのクラシック・ピアノ名曲集
クラシックの名曲といわれる作品のハイライト部分を切り出
し、音の厚みを少しそぎ落として2〜4ページにまとめまし
た。原曲の雰囲気をでき得る限り残し、
ペダルの書き込みも
あり大人の演奏を楽しめます。
巻頭には曲目解説を掲載。
............................................................
上巻【模範演奏CD付】
GTP01080038 2,310円
（税込）
下巻【模範演奏CD付】
GTP01080049 2,310円
（税込）

ピアノの先生が選んだ 大人が弾きたいクラシック名曲集
大人の方が弾きたいクラシックの定番をピアノの先生が選
びました！！
ピアノ曲に関しては、
やさしくアレンジしたものではなく、原
曲をそのままの調性とサイズで掲載しました。
............................................................
GTP01097854

1,980円
（税込）

★品切中
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ピアノ指導者向け・レッスン指南書！
石黒加須美／石黒美有

魔法のピアノレッスン

渡部由記子

現場の先生直伝 生徒が夢中になる！
ピアノ講師ラボ／藤 拓弘

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】

ブックス① やる気を引き出す
魔法のピアノレッスン
●渡部由記子・著

●ピアノ講師ラボ／藤 拓弘

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
に結び付け、
説得力ある演奏に繋げるピアノ指導法。
.............................................................

大人が変われば、子どもも必ず伸びる。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。
.............................................................

効果絶大！簡単手作りグッズでレッスン効果アップ！
教室の活性化や、
レッスンの脱マンネリ感にお役立ちの一冊。
.............................................................

はじめてのピアノコンクールで
生徒を成長させる指導法

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」

ピアノ教室アイデアBOOK

よくコンクールで演奏されることの多い楽曲を収載し、気をつけ
るポイントを明記しました。別冊では、
「コンクール」
での戦い方
や本番までのスケジュールの取り方など、具体例を用いて説明。
.............................................................

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。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。
.............................................................

ピアノを教える以外の仕事をサポート！トラブルを未然に防ぐ教
室規約の作成や、生徒募集の方法、保護者とのコミュニケーショ
ンの取り方など、手法の数々を実際の事例に基づいてご紹介。
.............................................................

●石黒加須美／石黒美有・著

GTP01092527

3,080円
（税込）

●石黒美有・著

GTP01095136

2,860円
（税込）

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・2歳の指導法〜 ●石黒加須美・著
乳幼児のための音楽レッスン書。
まだピアノは弾けないけれど
…赤ちゃんだってこんなにできる！
.............................................................
GTB01090313 1,870円
（税込）

ピアノの先生に知ってほしい
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
幼児のための音楽レッスン書。
今だからできる、今しか伸ばせない力とは？
.............................................................
GTB01090314 1,870円
（税込）

目からウロコのピアノ

馬塲マサヨ

目からウロコのピアノ奏法
●馬塲マサヨ・著

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
の動きに着目し、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。
.............................................................
GTP01088676

1,430円
（税込）

GTB01089259

●渡部由記子・著

●馬塲マサヨ・著

譜読みが苦手…は克服できる！全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、ピアノを弾くための正しい
フォームとその指導法など、実際のレッスン現場を想定しながら
解説。
.............................................................
GTP01091970

1,650円
（税込）

目からウロコのピアノ脱力法
●馬塲マサヨ・著

ピアノを弾くと前腕や手が痛くなる、指先が反ってしまう…ピア
ノ演奏に悩みを抱える方へ。手首や指の角度など、基本の
フォームを見直し、効率よく楽に動かす方法をレクチャー。
実際の曲を弾くときの応用の仕方や、指先が柔らかい子供の指
導についても解説。
.............................................................
GTP01096109

1,760円
（税込）

GTB01094837

GTB01089788

1,540円
（税込）
★

「好き」が「才能」を飛躍させる
子どもの伸ばし方 ●角野美智子・著
子どもの才能を育む、角野流子育てメソッド！
ピアニスト角野隼斗の母にして、
コンクール入賞者を延べ100名
以上輩出したピアノ指導者である著者による、
「原石を磨く」子育
て論。
.............................................................
GTB01096555

はじめてのフォルマシオン・ミュジカル
〜音楽力を育てる新しいソルフェージュ〜
●高田美佐子・著

発達障害児に学ぶ効果的レッスンアプローチ
.............................................................
GTB01086564

フランス式の学習法で音楽力を育てる。従来のソルフェージュと
は異なる、面白く、楽しく、そして音楽の感動に満ちたレッスンで
音楽を感じ取れる耳と心を作る。
.............................................................

2,640円
（税込）

発達障害でもピアノが弾けますか？

指ならしのために弾かれがちなハノンを
「聴く力を育てる教本
」
として扱うのが「由記子流」。集中して練習することで、音が
変わるのを実感できます。
.............................................................

GTB01091450

●原作：中嶋恵美子／漫画：かなしろにゃんこ。

実在のピアノ教室を舞台に、発達障害児と
「えみこ先生」のピアノ
レッスンでの成長を描くノンフィクション・コミックエッセイ！
.............................................................

1,100円
（税込）
★

GTB01089935

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〜

1,540円
（税込）

GTP01090206

1,100円
（税込）
★

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〜
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。飽きずにレッスンに集中させる方法や、読譜や音価の指
導法、
メトロノームの活用法など、
今すぐ使える手法が満載。
.............................................................
GTP01089953

1,540円
（税込）
★

ぐんぐん伸びる！ピアノレッスンノート ますこしょうこ

ぐんぐん伸びる! ピアノレッスンノート活用術
●ますこしょうこ・著

いつものレッスンノートが、工夫次第で魔法のノートに早変わ
り。生徒のやる気、
自主性、
コミュニケーション力、
そして生き
る力が育つ秘密を教えます。
.............................................................
GTB01089933

1,650円
（税込）

ぐんぐん伸びる！れっすんのーと
●ますこしょうこ・監修

『ぐんぐん伸びる! ピアノレッスンノート活用術』
に対応したレッ
スンノート。
併せてご活用ください。
.............................................................
GTP01090153

2,200円
（税込）

丸山京子

レッスンの効果を倍増させる！
ピアノ教本 選び方と使い方

●渡部由記子・著

メソッド2対応の生徒用テキスト。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解説。
家庭での練習にも最適。
.............................................................

1,760円
（税込）

高田美佐子

●中嶋恵美子・著

●渡部由記子・著

1,760円
（税込）

角野美智子

1,760円
（税込）
★

あきらめないで！ピアノレッスン
〜発達障害児に学ぶ効果的
レッスンアプローチ〜

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〜

GTP01089262

生徒をのせよう！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、
レッスンの工夫をご紹
介。
.............................................................

中嶋恵美子

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。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。
.............................................................
GTP01089261

●植田恵理子・著

1,760円
（税込）

●ピアノ講師ラボ／藤 拓弘

1,320円
（税込）

●渡部由記子・著

目からウロコのピアノ指導法

GTB01091854

1,320円
（税込）
★

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〜

やる気にさせる 3分ピアノレッスン

ピアノレッスンアイデアBOOK

●渡部由記子・著

GTB01089260

植田恵理子

●丸山京子・著

岡部玲子

本書は、教本の紹介から年齢、
レベル、目的などの選ぶ際のポイ
ントまで、あらゆる角度から教本のことを考えていきます。教本一
覧、教本年表など資料も充実した、指導者必携の一冊。
.............................................................

ショパンの楽譜、どの版を選べばいいの？
─エディションの違いで読み解くショパンの音楽

GTB01090649

●岡部玲子・著

ショパンの楽譜は、
エディションごとの違いがほかの作曲家に
比べてとりわけ顕著です。本書では、
ショパンの音楽をエディ
ションの違いで読み解きます。
.............................................................
GTB01090097

1,760円
（税込）

2,200円
（税込）

ピアノ指導者お役立ち レッスン手帳2022
音楽専門家のためのビジネスツール！ピアノ指導者へのアンケートをもとに開発しました。
レッスンとプライベートを両方充実させたい方へ。

レッスン手帳2022【マンスリー＆ウィークリー】
2021年12月〜2023年3月対応。 GTP01100111

1,870円
（税込）

レッスン手帳2022スリム【マンスリー】
GTP01100112

1,210円
（税込）

4月始 レッスン手帳2021【マンスリー＆ウィークリー】
2021年4月〜2022年4月対応

GTP01097465

1,650円
（税込）

528円
（税込）

★品切中

22

23

ピアノのレッスンお役立ち文具

まいぴあの けんばんつき
おんがくのーと 2だん

おんがくのーと 4だん（シール付）

おんがくのーと 4だん（シール付）

おんがくのーと 2だん（シール付）

おんがくのーと 2だん（シール付）

GXF01097311 308円(税込)
GXF01097312 308円(税込)

レッスンノート（シール付）

レッスンノート（シール付）

キラキラ☆レッスンシール

レッスンシール

月謝袋

けんばんつき おんがくのーと 1だん

GXF01097278 66円(税込)

GXF01097313 418円(税込)
GXF01097314 220円(税込)

月謝袋

GXF01097315 66円(税込)

275円(税込)

けんばんつき おんがくのーと 2だん
275円(税込)

けんばんつき おんがくのーと 3だん
GXF01094754

おんがくのーと 1だん（シール付）

GXF01097277 220円(税込)

GXF01096278 275円(税込)

275円(税込)

けんばんつき おんがくのーと 4だん
GXF01091924

275円(税込)

GXF01093268

275円(税込)

塔の上のラプンツェル
キラキラ☆レッスンシール
（ゴールド）
GXF01097317 220円(税込)

キラキラ☆レッスンシール
（イエロー）

鍵盤付き 音楽ノート 6段

GXF01097316 220円(税込)

ミッキー
おんがくのーと 1だん

ちいさなプリンセス ソフィア

275円(税込)

GXF01100130

418円(税込)

おんがくのーと 1だん
（シール付）

おんがくのーと 5だん

GXF01095019 308円(税込)

おんがくのーと 6だん

ディズニー レッスンノート（シール付）

おんがくのーと 3だん
（シール付）

GXF01095020 308円(税込)

おんがくのーと 4だん（シール付）
GXF01096475

くまのプーさん

308円(税込)

キラキラ★レッスンシール

おんがくのーと 1だん（シール付）

GXF01093172

220円(税込)

GXF01094256

55円(税込)

月謝袋

GXF01091631 275円(税込)★

おんがくのーと 2だん（シール付）
GXF01091632 275円(税込)★

ディズニーツムツム

おんがくのーと 3だん（シール付）
GXF01091633 275円(税込)

五線ノート 2だん（シール付）

GXF01091634

275円(税込)

五線ノート 3だん（シール付）

GXF01094029

275円(税込)

GXF01094027

275円(税込)

GXF01091630

363円(税込)

おんがくのーと 4だん（シール付）
レッスンシール

おんがくのーと 5だん

GXF01100128
220円(税込)

おんがくのーと 6だん

月謝袋

GXF01100129
66円(税込)

レッスンノート（シール付）

ディズニー・プリンセス
おんがくのーと 1だん（シール付）

おんがくのーと 3だん（シール付）
GXF01098185 308円(税込)

おんがくのーと 4だん（シール付）
GXF01097861 308円(税込)

GXF01097672 220円(税込)

GXF01093572 308円(税込)

五線ノート 5だん（シール付）
GXF01094691 308円(税込)

五線ノート 6だん（シール付）
GXF01094692 308円(税込)

五線ノート8段

GXF01091796

308円(税込)

440円(税込)

キラキラ☆レッスンノート（シール付）

GXF01096739 308円(税込)

キラキラ★レッスンシール

五線ノート 4だん（シール付）

GXF01094956

おんがくのーと 2だん（シール付）

GXF01098186 418円(税込)

GXF01094255 308円(税込)

ハギトリ式五線紙 A4／12段

GXF01097673 308円(税込)

レッスンノート（シール付）

GXF01093571 308円(税込)

月謝袋

GXF01098184
66円(税込)

GXF01091798

418円(税込)

GXF01091792

220円(税込)

GXF01094746

220円(税込)

GXF01094747

220円(税込)

GXF01097520 220円(税込)

キラキラ★レッスンシール②

GXF01097521 220円(税込)

GXF01094739 418円(税込)

キラキラ★レッスンシール

GXF01091610 220円(税込)

月謝袋

GXF01096578 66円(税込)

リトルツインスターズ（キキ＆ララ）
おんがくのーと 2だん
（シールつき）

GXF01094656 308円(税込)

おんがくのーと 4だん
（シール付）

GXF01094659 308円(税込)

キラキラ★レッスンシール 2
GXF01095285

220円(税込)

ぼんぼんりぼん
おんがくのーと 4だん
（シール付）

GXF01096737 308円(税込)

レッスンノート
（シール付）

GXF01093465 385円(税込)

GXF01096738 308円(税込)

おんがくのーと 4だん
（シール付）

GXF01100145 308円(税込)※

55円(税込)

レッスンノート（シール付）

GXF01094959

770円(税込)

レッスンシール

連結型 レッスンスタンプ（プーさん編）

キラキラ★レッスンシール①

キラキラ★レッスンノート
（シール付）

GXF01091795

レッスンノート(シールつき)

GXF01097519 418円(税込)

GXF01093207 308円(税込)

GXF01094960

770円(税込)

GXF01095323

770円(税込)

GXF01095324

770円(税込)

連結型 レッスンスタンプ（ディズニープリンセス編）
連結型 レッスンスタンプ（ディズニーフレンズ編）

GXF01096019 418円(税込)

GXF01100144 220円(税込)※
※2021年10月下旬発売予定

275円(税込)

GXF01096483 308円(税込)

おんがくのーと 3だん（シール付）
GXF01097805 308円(税込)

おんがくのーと 2だん
【新版みんなのオルガン・
ピアノの本】

GXF01097167 275円(税込)

おんがくのーと 4だん
【新版みんなのオルガン・
ピアノの本】

おんがくのーと 4だん（シール付）

レッスンノート（シール付）

レッスンノート（シール付）

おんがくのーと 1だん

おんがくレッスンシール 1

レッスンシール 2

おんがくのーと 2だん

おんがくレッスンシール 2

スヌーピー 月謝袋（ピンク）

月謝袋

月謝袋（黒）

GXF01096866

308円(税込)

GXF01096869

418円(税込)★

GXF01096867

220円(税込)

GXF01096868

220円(税込)★

GXF01096870

66円(税込)

GXF01097806

308円(税込)

GXF01093539

418円(税込)

GXF01094748

220円(税込)

GXF01091734

55円(税込)

GXF01096728

66円(税込)

I'm Doraemon
GXF01096904 308円(税込)
GXF01096905 418円(税込)

おんがくレッスンシール

GXF01096906 220円(税込)

月謝袋

GXF01096907 66円(税込)

ミニオン
おんがくのーと 1だん（シール付）
GXF01095258 308円(税込)

おんがくのーと 2だん（シール付）
GXF01095259 308円(税込)

おんがくのーと 3だん（シール付）
GXF01095260 308円(税込)

おんがくのーと 4だん（シール付）
GXF01095261

308円(税込)★

GXF01096579

308円(税込)

GXF01096580

308円(税込)

GXF01095284

308円(税込)

GXF01095283

418円(税込)

GXF01095262

220円(税込)

GXF01095263

220円(税込)

GXF01095264

220円(税込)

GXF01095265

55円(税込)

おんがくのーと 5だん（シール付）

マイメロディ
おんがくのーと 2だん
（シール付）

GXF01094835

おんがくのーと 4だん（シール付）

GXF01096577 66円(税込)

キラキラ☆レッスンシール（レッド）

連結型 レッスンスタンプ（ミッキー編）

GXF01096903 308円(税込)

レッスンノート（シール付）

おんがくのーと 2だん
（シール付）

アナと雪の女王2

おんがくのーと 3だん（シール付）

MUSIC NOTEBOOK 8段

GXF01096576 308円(税込)

シナモロール

月謝袋

GXF01096865 308円(税込)

五線ノート8段

キラキラ☆レッスンシール（ブルー）

キラキラ☆レッスンシール（グリーン）

GXF01096902 308円(税込)

おんがくのーと 4だん（シール付）

月謝袋

おんがくのーと 4だん

GXF01096736

GXF01096574 308円(税込)

GXF01094578 220円(税込)

おんがくのーと 3だん

275円(税込)

おんがくのーと 3だん（シール付）

レッスンシール

GXF01096741 275円(税込)

GXF01097477

GXF01096575 308円(税込)

GXF01094658 418円(税込)

おんがくのーと 2だん

275円(税込)

おんがくのーと 2だん（シール付）

レッスンノート（シール付）

GXF01096735 275円(税込)

GXF01097333

ハローキティ

GXF01088897 275円(税込)

GXF01096742 275円(税込)

ヤマハオリジナル

スヌーピー

おんがくのーと 2だん（シール付）

GXF01097272 418円(税込)

GXF01096277 275円(税込)

ドラえもん

おんがくのーと 1だん（シール付）

GXF01097271 308円(税込)

まいぴあの けんばんつき
おんがくのーと 1だん

GXF01091923

ディズニー/ピクサー トイ・ストーリー

GXF01097270 308円(税込)

鍵盤付き音楽ノート

GXF01094753

アラジン
おんがくのーと 2だん（シール付）

おんがくのーと 6だん（シール付）

リラックマ
おんがくのーと 1だん（シール付）
GXF01095021 275円(税込)

おんがくのーと 2だん（シール付）
GXF01096726 308円(税込)

おんがくのーと 3だん（シール付）
GXF01096477 308円(税込)

おんがくのーと 4だん（シール付）
GXF01096727

308円(税込)

GXF01096285

308円(税込)

五線ノート 8段

キラキラ★レッスンノート（シール付）
GXF01091845

レッスンシール

418円(税込)★

GXF01095357

220円(税込)

GXF01096484

66円(税込)

GXF01089836

330円(税込)

月謝袋

3ポケットクリアファイル リラックマ 〜Music de relax!〜

すみっコぐらし
レッスンノート（シール付）
GXF01095347 418円(税込)

レッスンノート２（シール付）
GXF01097879 418円(税込)

レッスンシール 1

GXF01095348 220円(税込)

五線ノート 8段

レッスンノート（シール付）
レッスンシール 1
レッスンシール 2
レッスンシール 3
月謝袋

ミッフィー

GXF01094605

176円(税込)

GXF01094606

176円(税込)

GXF01094607

176円(税込)

GXF01095205

275円(税込)

GXF01095206

275円(税込)

GXF01089357

440円(税込)

GXF01093084

220円(税込)

GXF01095281

385円(税込)

GXF01095380

198円(税込)

GXF01095203

198円(税込)

GXF01095204

198円(税込)

GXF01094950

31円(税込)

GXF01094951

31円(税込)

GXF01094952

31円(税込)

GXF01094953

31円(税込)

GXF01094954

31円(税込)

GXF01094955

31円(税込)

おんがくのーと 3だん
おんがくのーと 4だん

はたらくくるま おんがくのーと 2だん
（シールつき）
はたらくくるま おんがくのーと 4だん
（シールつき）
パート譜用ハギトリ式五線紙（A4／12段）
大人の五線ノート 8段（ブルー）
レッスンノート くま（シール付）
レッスンシール（パンダ）

はたらくくるま レッスンシール（サイレンカー）
はたらくくるま レッスンシール（はこぶくるま）
月謝袋A（アンティーク楽譜）
月謝袋B（鍵盤）

月謝袋C（風船）

月謝袋D（猫ピアノ）

月謝袋E（おんがく隊）
月謝袋F（くるま）

GXF01096286 308円(税込)★
GXF01094842 418円(税込)★

スーパーマリオ
New スーパーマリオブラザーズ Wii レッスンシール
GXF01096861

220円(税込)

どうぶつの森

月謝袋

どうぶつの森 レッスンシール

月謝袋2

月謝袋

GXF01097880 66円(税込)

176円(税込)

レッスンノート
（シール付）

レッスンノート（シール付）

GXF01095350 55円(税込)

GXF01094604

おんがくのーと 2だん
（シール付）

レッスンシール 2

GXF01095349 220円(税込)

GXF01097168 275円(税込)

GXF01097957

418円(税込)

GXF01097955

220円(税込)

GXF01097956

66円(税込)

新幹線

ぷっぷる
おんがくのーと 1だん
（シール付）

GXF01094356 275円(税込)

おんがくのーと 2だん
（シール付）

GXF01094357 275円(税込)

おんがくのーと
4だん（シール付）

GXF01094190 308円(税込)

レッスンシール

おんがくのーと 3だん (シール付)
GXF01094358

275円(税込)★

GXF01094359

275円(税込)

GXF01094362

385円(税込)

GXF01094360

220円(税込)

おんがくのーと 4だん (シール付)

GXF01094258 220円(税込)

レッスンノート（シール付）

GXF01094259

レッスンシール

月謝袋

55円(税込)

★品切中
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体系表
主なシリーズ・商品名

レ ベ
導

初級（〜バイエル）

ル

初中級（〜ブルクミュラー）

中級（ソナチネ〜）

ソルフェージュ

ぶれ1〜2,1〜5

オール・イン・ワン まいぴあの

レ ベ

主なシリーズ・商品名

上級（ソナタ〜）

1〜4

新版 みんなのオルガンピアノの本

ミッフィーのぴあの絵本

入

導

入

初級（〜バイエル）

ル

初中級（〜ブルクミュラー）

いちばんやさしい
3さい・5さいのソルフェージュ

きく・よむ・かく・たう はじめての
ソルフェージュ ミッキーといっしょ

1〜4

ミッキーといっしょ こどものバイエル

1〜4

上・下

きれいにうたいましょう
ソルフェージュ

音楽ドリル

入門編・1

ミッキーといっしょ おんがくドリル
〈幼児版〉

教
則
本

こどものハノン

音楽学習テキスト
おんがくカラードリル

こどものブルクミュラー

WAKU WAKUドリル
楽典

ミッキーといっしょ はじめての楽典

はじめてのソナチネアルバム

コード

両手になったら
コードネームでひいちゃおう

基礎編1〜3

中級編1〜3

コードネーム徹底克服！
ピアノ伴奏入門

導入,1〜6
補

みんなのクローバー・ピアノレッスン

応用編

1〜5
入門編1〜3

こどものツェルニー

2〜3

1〜3

ミッキーといっしょ おんがくドリル
〈小学生版〉

こどものプレ・ハノン

クローバー・ピアノ クローバー・ピアノ教本

上級（ソナタ〜）

たのしいリズムパーティ

1〜3

エボニーとアイボリーのピアノのくに

中級（ソナチネ〜）

導入,1〜4

さぷりキッズ 楽譜の間違い探し

ヤマハ・ピアノ・
ライブラリー

ピアノ練習曲集

助

黒河好子のサプリ

トンブソン はじめてのピアノ教本

教

1〜3

1〜2

材
初歩のピアノ練習曲集
旋律をきれいに歌わせる練習のための
ピアノ曲集

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

ソナチネ・アルバム①〜⑥

ピアノテクニック1〜3
アラカルト1〜2

新WAKU WAKU ピアノテクニック

スケールとアルペジオ1〜2

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

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
堀江真理子のペダルテクニック
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1〜2

ピアノを弾くからだ

ピアノを弾くからだ

ロマン派ピアノ小品集①〜⑤
ポリフォニー・アルバム①〜②

1〜6
1〜2

3〜5
1

2

バロック小品集①〜②

1〜3

毎日の練習か月 12か月
黒河好子の
Pianoサプリ

1〜3

続 ピアノを弾くからだ

1〜2
1〜3、連弾
1〜3/全調スケール
基礎帳・応用・練習帳

1〜2

現代ハンガリー
やさしいピアノ小曲集
こどものための
現代フランスピアノ小品集①〜②

1〜2

ピアノ変奏曲アルバム①〜②

1〜2

ピアノ連弾曲集①〜②

1〜2

CD付

こどものための
現代ポーランドピアノ連弾曲集
近現代を中心とした
やさしいチェコピアノ連弾曲集
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