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エックレスのソナタ
水野佐知香監修
玉木宏樹、山本祐ノ介編曲
定価（本体2300円＋税）

無伴奏編 I
キラキラ星の変奏曲
水野佐知香監修　
玉木宏樹編曲
定価（本体2300円＋税）

ピアノ伴奏付 I 
トロイメライ
水野佐知香監修　
玉木宏樹編曲

定価（本体 3300円＋税）

ピアノ伴奏付 Ⅱ 
くるみ割り人形

水野佐知香監修　
玉木宏樹、山本祐ノ介編曲
定価（本体 3300円＋税）

ピアノ伴奏付 Ⅲ 
ツィゴイネルワイゼン

水野佐知香監修　
玉木宏樹、山本祐ノ介編曲
定価（本体 3300円＋税）

無伴奏編 Ⅲ
カプリス第 24 番
水野佐知香監修
玉木宏樹、山本祐ノ介編曲
定価（本体 3300円＋税）
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ハーモニー感が
育つ！

レッスンで楽しく
発表会で豪華に
アンサンブル！

（株）音楽之友社
〒 162-8716 東京都新宿区神楽坂 6-30　

　TEL.03-3235-2151( 営業 ) FAX.03-3235-2148
https://www.ongakunotomo.co.jp

貴店名 書名 注文数 書名 注文数
デュオで楽しむヴァイオリン名曲集 無伴奏編Ⅰ キラキラ星の変奏曲
ISBN978-4-276-47690-5　定価（本体 2300 円＋税）

デュオで楽しむヴァイオリン名曲集 ピアノ伴奏付Ⅰ トロイメライ
ISBN978-4-276-47693-6　定価（本体 3300 円＋税）

デュオで楽しむヴァイオリン名曲集 無伴奏編Ⅱ エックレスのソナタ
ISBN978-4-276-47691-2　定価（本体 2300 円＋税）

デュオで楽しむヴァイオリン名曲集 ピアノ伴奏付Ⅱ くるみ割り人形
ISBN978-4-276-47694-3　定価（本体 3300 円＋税）

デュオで楽しむヴァイオリン名曲集 無伴奏編Ⅲ カプリス第 24 番
ISBN978-4-276-47692-9　定価（本体 3300 円＋税）

デュオで楽しむヴァイオリン名曲集 ピアノ伴奏付Ⅲ ツィゴイネルワイゼン
ISBN978-4-276-47695-0　定価（本体 3300 円＋税）
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無伴奏篇Ⅰ キラキラ星の変奏曲
2 段譜 64頁　定価（本体 2300 円＋税）

1.	 アマリリス
2.	 かえるの合唱
3.	 メリーさんの羊
4.	 かすみかくもか
5.	 ちょうちょう
6.	 キラキラ星の変奏曲
7.	 こぎつね
8.	 ロング、ロング・アゴー
9.	 わかれ
10.	 むすんでひらいて
11.	 春への憧れ
12.	 ベートーヴェンのトルコ行進曲
13.	 バッハのメヌエット	ト長調
14.	 バッハのメヌエット	ト長調	BWV	Anh.116
15.	 バッハのメヌエット	ト長調	BWV	Anh.114
16.	 狩人の合唱
17.	 ベートーヴェンのメヌエット	ハ長調
18.	 楽しき農夫
19.	 主人は冷たい土の中に
20.	家路
21.	 見よ、勇者は帰る
22.	ネコふんじゃった
23.	聖夜
24.	ゆき
25.	お正月
26.	うれしいひなまつり
27.	 おぼろ月夜
28.	荒城の月
29.	鯉のぼり
30.	夕焼小焼
31.	 靴が鳴る
32.	証城寺の狸囃子
33.	こがねむし
34.	砂山
35.	浜千鳥
36.	中国地方の子守唄
37.	 五木の子守唄

無伴奏篇Ⅱ エックレスのソナタ
2 段譜 64頁　定価（本体 2300 円＋税）

1.	 ガヴォット（ゴセック）
2.	 ホーム、スイート・ホーム
3.	 小犬のワルツ
4.	 金婚式
5.	 メヌエット（ボッケリーニ）
6.	 ベートーヴェンのメヌエット	ト長調
7.	 ベートーヴェンのメヌエット（+va.version）									
8.	 母の教えてくれた歌（+va）
9.	 リュリのガヴォット
10.	 コレルリのガヴォット
11.	 バッハのガヴォット
12.	 ヘンデルのソナタ	ヘ長調	第 2 楽章
13.	 フィオッコのアレグロ
14.	 エックレスのソナタ	ト短調
15.	 シューベルトの子守歌
16.	 フォスターメドレー
17.	 庭の千草
18.	 ロンドンデリーの歌
19.	 ブラームスの子守歌

無伴奏篇Ⅲ カプリス第 24 番
1st64頁＋2nd56頁　定価（本体 3300 円＋税）

1.	 シシリアーノ
2.	 グリーンスリーヴス
3.	 ユモレスク
4.	 猫ふんじゃった
5.	 さくらさくら変奏曲
6.	 スコットランドの釣鐘草
7.	 タンゴのように
8.	 二人のフィドラー
9.	 歌劇「ウィリアム=テル」序曲
10.	 プレリュード（バッハ）
11.	 ガヴォット（バッハ）
12.	 カプリス第 24 番
〜モーツァルト名曲集〜
13.	 モーツァルトの子守歌
14.	 アダージョ
15.	 トルコ行進曲
16.	 ロマンツェ
17.	 ロンド
18.	 恋とはどんなものかしら
19.	 アレグロ・ヴィヴァーチェ
20.	モルト・アレグロ
21.	 ロンド・アレグレット

ピアノ伴奏付Ⅰ トロイメライ
pf72 頁＋2 段譜 40頁　定価（本体 3300 円＋税）

1.	 トロイメライ
2.	 マドリガル
3.	 シューベルトのセレナーデ
4.	 オンブラ・マイ・フ
5.	 私のお父さん
6.	 歌の翼に
7.	 白鳥
8.	 アルベニスのタンゴ	
9.	 スワニー
10.	 サマータイム
11.	 ある晴れた日に
12.	 浜辺の歌
13.	 故郷

ピアノ伴奏付Ⅱ くるみ割り人形
pf64頁＋1st24頁＋2nd24頁　定価（本体 3300 円＋税）
組曲『くるみ割り人形』op.71a

1.	 小さな序曲
2.	 行進曲
3.	 こんぺい糖の精の踊り
4.	 トレパーク
5.	 アラビアの踊り
6.	 中国の踊り
7.	 あし笛の踊り
8.	 花のワルツ
							＊
9.	 チャルダッシュ

ピアノ伴奏付Ⅲ ツィゴイネルワイゼン
pf64頁＋1st20頁＋2nd20頁　定価（本体 3300 円＋税）

1.	 エンターティナー
2.	 ウィーンの思い出
3.	 タイスの瞑想曲
4.	 ハンガリー舞曲第 5番
5.	 愛の挨拶	
6.	 アヴェ・マリア
7.	 ツィゴイネルワイゼン
8	.	 夢のあとに

デュオで楽しむヴァイオリン名曲集　曲目一覧


