
ON! 1（音Ⅰ 704）掲載  歌唱・器楽曲一覧
頁 曲名 演奏形態 作詞 作曲

歌 唱

みんなで歌おう
8 翼をください 斉・２合 山上路夫 村井邦彦

12 花は咲く 斉・２合 岩井俊二 菅野よう子

16 少年時代 斉・２合 井上陽水 井上陽水，平井夏美

日本の歌
18 小さな空 武満徹 武満徹

22 この道 北原白秋 山田耕筰

23 椰子の実 島崎藤村 大中寅二

歌い継ぎたい
愛唱歌

24 花の街 江間章子 團伊玖磨

24 早春賦 斉・２合 吉丸一昌 中田章

25 夏の思い出 ２合 江間章子 中田喜直

25 夏は来ぬ 斉・２合 佐佐木信綱 小山作之助

26 紅葉 ２合 高野辰之 岡野貞一

26 里の秋 斉・２合 斎藤信夫 海沼実

27 月の沙漠 加藤まさを 佐々木すぐる

27 冬景色 斉・２合 作詞者不詳 文部省唱歌

ヨーロッパの歌

31 Ombra mai fù
（オンブラ・マイ・フ） ミナート／堀内敬三（訳詞） G.F.ヘンデル

32 Caro mio ben
（カーロ・ミオ・ベン） 作詞者不詳 G.ジョルダー二

34 Voi che sapete
（恋の悩み知る君は）

ポンテ／堀内敬三（訳詞） W.A.モーツァルト

36 春への憧れ オーヴァーベック／
宮澤章二（訳詞） W.A.モーツァルト

38 Heidenröslein（野ばら） ゲーテ／近藤朔風（訳詞） F.シューベルト

39 Heidenröslein（野ばら） 同３ ゲーテ／近藤朔風（訳詞） H.ヴェルナー

40 Wiegenlied（子守歌） 『少年の魔法の角笛』から（原語詞）
／中山知子（訳詞） J.ブラームス

41 Wiegenlied（子守歌） 作詞者不詳／内藤濯（訳詞） F.シューベルト

ミュージカル

42 Climb Ev’ry Mountain 斉・２合 ハマースタイン２世 R.ロジャーズ

43 Tonight ２重唱 ソンドハイム／岩谷時子（訳詞） L.バーンスタイン

44 A Whole New World ２重唱 ライス／湯川れい子（訳詞） A.メンケン

46 I Dreamed a Dream クレッツマー（英語訳詞）／
岩谷時子（訳詞） C.-M.シェーンベルク

世界の心

48 ’O sole mio カプッロ／妹尾幸陽（訳詞） E.ディ・カープア，
A.マッズッキ

50 アニー・ローリー 斉・２合 堀内敬三（訳詞） スコットランド民謡

51 おお シャンゼリゼ 斉・２合 安井かずみ（訳詞） M.ウィルショー，
M.A.ディガン

52 He’s got the whole world 
in His hands ２合 トラディショナル

54 Sansa Kroma ２合 アフリカのアカン族の歌

55 ラサ・サヤンゲ 斉・２合 林望（日本語詞） インドネシア民謡

56 茉莉花 村田さち子（訳詞） 中国民謡

57 アリラン 作詞者不詳 朝鮮半島民謡

斉…斉唱，2合…2部合唱，同3…同声3部合唱，混3…混声3部合唱，混4…混声4部合唱，3輪…3部輪唱



斉…斉唱，2合…2部合唱，同3…同声3部合唱，混3…混声3部合唱，混4…混声4部合唱，3輪…3部輪唱

頁 曲名 演奏形態 作詞 作曲

日本の心

58 さくら 箏＋歌 文部省音楽取調掛 作曲者不詳

59 南部牛追歌 岩手県民謡

60 相馬盆唄 歌＋太鼓 福島県民謡

61 木曽節 歌＋三味線＋
太鼓 長野県民謡

62 谷茶前 歌＋器楽 沖縄県民謡

輪唱・合唱の
楽しみ

63 Viva la musica ３輪 M.プレトーリウス

63 Dona nobis pacem ３輪 作曲者不詳

63 Amen 混３ トラディショナル

合唱

64 ふるさと 混４・同３ 高野辰之 岡野貞一

65 フィンランディア 混４・同３ 堀内敬三（訳詞） J.シベリウス

66 ぜんぶ～卒業式バージョン～ 混３・２合 さくらももこ 相澤直人

68 春に 混３ 谷川俊太郎 木下牧子

71 夕焼雲 混４ 三木露風 山田耕筰

72 Come Again 混４ 作詞者不詳／皆川達夫（訳詞） J.ダウランド

74 民衆の歌 混４ 岩谷時子（訳詞） C.-M.シェーンベルク

アンサンブル
76 Football Canon ヴォイス・アンサ

ンブル 伊藤康英 伊藤康英

76 野菜の気持ち ヴォイス・アンサ
ンブル 古谷哲也 古谷哲也

器 楽

アンサンブル
78 Beat Canon ボディ・パーカッ

ション 岩本達明

79 YOU CAN DO IT! ボディ・パーカッ
ション 新谷祥子

楽器に
チャレンジ

80 喜びの歌 リコーダー２重奏 L.v.ベートーヴェン

80 もろびとこぞりて リコーダー２重奏
〔２合〕 G.F.ヘンデル

81 トリスタンの嘆き リコーダー独奏・
２重奏 作曲者不詳

ギターを弾こう

83 喜びの歌 ギター独奏 L.v.ベートーヴェン

84 Edelweiss ギター２重奏 ハマースタイン２世 R.ロジャーズ

86 前前前世 ギター＋歌 野田洋次郎 野田洋次郎

88 広い河の岸辺 リコーダー＋
ギター イングランド民謡

89 グリーンスリーヴス ４重奏 イングランド民謡

ピアノを弾こう
92 「ぐるぐるピアノ」から キーボード・アン

サンブル 伊藤康英

93 ラ・クンパルシータ ４人４手連弾 G.マトス・ロドリゲス

94 ディズニー・ア・ラ・カルト ３重奏

わたしたちの
和楽器

98 あゝ人生に涙あり 箏 木下忠司

99 箏曲「六段の調」から「初段」 箏 八橋検校

101 お江戸日本橋 三味線

103 ねぷた囃子 篠笛＋
太鼓と手平鉦

青森県弘前市伝統芸能（村
山二朗採譜）


