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えほん ふしぎなバイオリン クェンティン・ブレイク／文・絵 岩波書店 1976 1009410171583 ○

えほん ヴァイオリン
ロバート・Ｔ．アレン／文ジョージ・パス
ティック／写真，藤原義久／［ほか］訳

評論社 1981 1009210113407

えほん ヨーザとまほうのバイオリン ヤーノシュ／さく 偕成社 1981 1009210112781

えほん バイオリンひきのミーシカ ヴィクター・アンブラス／さく・え らくだ出版 1983 1009210225300

えほん ルラルさんのバイオリン いとうひろし／さく ポプラ社 2001 1009911040026

えほん ヴァイオリンをひくネコ 小沢良吉／作・絵 岩崎書店 1997 1009710056955

えほん もぐらのバイオリン
デイビッド・マクフェイル／作・絵，野中と
もそ／訳

ポプラ社 2006 1009915077606 ○

えほん ド・レ・ミ　わたしのバイオリン
スージー・モーゲンスタン／文，マリー・
ドゥ・サール／絵，高田万由子／訳

講談社 2009 1000910007932

えほん
スラムにひびくバイオリン　ゴミを楽器に変え
たリサイクル・オーケストラ

スーザン・フッド／作，サリー・ワーン・コ
ンポート／絵，中家多惠子／訳

汐文社 2017 1001610088859

えほん セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治／作 三起商行 2012 1001210072593 ○

えほん セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治／作 好学社 2014 1001310145946 ○

えほん 1000の風1000のチェロ いせひでこ／作 偕成社 2000 1009910053264

えほん チェロの木 いせひでこ／作 偕成社 2013 1001210120447 ○

えほん ネコとクラリネットふき 岡田淳／作 クレヨンハウス 1996 1009610019912

外国の
おはなし

サウンド・オブ・ミュージック マリア・フォン・トラップ／著 文渓堂 1997 1009710050267 ○

外国の
おはなし

サウンド・オブ・ミュージック　アメリカ編 マリア・フォン・トラップ／著 文渓堂 1998 1009810054434 ○

楽器 楽器の絵本クラリネット トーマス・ボル／文
河合楽器製作所・出
版部

2006 1009916023742 ○

えほん おーちゃんのおーけすとら
ディック・ブルーナ／ぶん・え，松岡享子
／やく

福音館書店 1992 1009210113407 ○

えほん ブレーメンのおんがくたい　グリム童話
グリム／［原作］，ハンス・フィッシャー／
え，せたていじ／やく

福音館書店 1964 1009410162140 ○

えほん ブレーメンの音楽隊　グリム童話
グリム／［作］，バーナデット・ワッツ／
絵，ささきたづこ／訳

西村書店 1992 1009410190373 ○

えほん ブレーメンのおんがくたい　グリムの昔話
グリム／［原作］，ポール・ガルドン／
え，晴海耕平／やく

童話館出版 1999 1009819036943 ○

えほん
ブレーメンのおんがくたい　グリムのどうわ
より

グリム／[原作]，ゲルダ・ミューラー／
作，ふしみみさを／訳

BL出版 2015 1001510066346 ○

えほん 音の絵本　地球音楽劇場 さとうけいこ／文，おのちよ／え Parco出版 1996 1009610008599

えほん おんがくのまち 青山邦彦／作・画 パロル舎 1997 1009710025100

えほん
おんがくかいのよる　５ひきのすてきなねず
み

たしろちさと／さく ほるぷ出版 2007 1009917042909

えほん カティーとすてきなおんがくかい マイリー・ヘダーウィック／作 朔北社 1999 1009819010899

えほん しらかばスズランおんがくかい かこさとし／文・絵 偕成社 1986 1009310059485

えほん つきよのおんがくかい 山下洋輔／文，柚木沙弥郎／絵 福音館書店 1999 1009810067236

えほん にぎやかな音楽バス
レンナート・ヘルシング／ぶん，スティ
グ・リンドベリ／え，いしいとしこ／やく

プチグラパブリッシン
グ

2004 1009914024717

えほん ニコくんとアナちゃんはおんがくかになりたい ビオレタ・デノウ／さく・え，立花香／やく 新世界研究所 1990 1009410131749

えほん ねずみくんのおんがくかい あさのななみ／さく，中村景児／え ＰＨＰ研究所 1999 1009819007019

えほん ふしぎなおんがく かすや昌宏／絵・文 至光社 1982 1009210128006

●音・音楽（おと、おんがく）
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えほん ふたりはまちのおんがくか ガブリエル・バンサン／さく，もりひさし／やくブックローン出版 1983 1009210201627

えほん フラニーとメラニーすてきなおんがくかい あいはらひろゆき／ぶん，あだちなみ／え講談社 2007 1009917030411

えほん ポポくんのおんがくかい ａｃｃｏｔｏｔｏ／［作］ ＰＨＰ研究所 2010 1000910091953

えほん まなつのよるのおんがくかい 木村泰子／絵・文 至光社 1981 1009210112824

えほん むしのおんがくがっこう 青山邦彦／作・絵 あかね書房 2007 1009917051739

えほん メエメエさんのおんがくかい ささやすゆき／作・絵 金の星社 1988 1009410041388

えほん もりのおんがく 谷内こうた／絵と文 講談社 2008 1000810009714

えほん やまのおんがくか 水田詩仙／訳詩 ひさかたチャイルド 2014 1001410053630

えほん 竜の子ラッキーと音楽師 ローズマリ・サトクリフ／文 岩波書店 1994 1009410235831

えほん あおぞらえんのおんがくかい 斉藤栄美／さく，土田義晴／え ポプラ社 2000 1009910047596

えほん 木ぼっくりのおんがくたい みずのまさお／作 新世研 2001 1009911051757

えほん おんがくたいくまちゃん
シャーリー・パレントー／ぶん，デイ
ヴィッド・ウォーカー／え，福本友美子／
やく

岩崎書店 2015 1001510064220

えほん おんがくねずみジェラルディン レオ・レオニ／作 好学社 1979 1009410154118 ○

えほん 音楽ばんざい！ レ・シャ・プレ／作 ほるぷ出版 1997 1009710030361 ○

えほん パピプペポーおんがくかい かこさとし／作・絵 偕成社 2014 1001310131087 ○

えほん キュッパのおんがくかい オーシル・カンスタ・ヨンセン／さく 福音館書店 2014 1001410062916 ○

えほん こんくんのおんがくはっぴょうかい たしろちさと／作 講談社 2014 1001410057516 ○

えほん 野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン／作，みはらいずみ／訳 あすなろ書房 2006 1009916024508 ○

えほん むしたちのおんがくかい 得田之久／文 童心社 2003 1009913043451 ○

えほん バーバパパのおんがくかい アネット＝チゾン／さく 講談社 1997 1009710054650 ○

288
わたしのサウンド・オブ・ミュージック　アガー
テ・フォン・トラップの回想

アガーテ・フォン・トラップ／著 東洋書林 2004 1009914067459 ○

2892 海峡を渡るヴァイオリン 陳昌鉉／語り 河出書房新社 2002 1009912043990 ○

760 私の「イリノイ日記」　チェロとともに 堤剛／著 音楽之友社 1991 1009410110376

760 チェロ、こころの旋律 藤原真理／著 大和書房 1991 1009410113540

7621 聞いて、ヴァイオリンの詩 千住真理子／著 時事通信出版局 2000 1009910048147 ○

7621 歌って、ヴァイオリンの詩　２ 千住真理子／著 時事通信出版局 2009 1000910037047 ○

763 チェロの本　歴史・名曲・名演奏家 エリザベス・カウリング／著 シンフォニア 1989 1001310110681

763 ガット・カフェ　チェロと音楽をめぐる対話 鈴木秀美／著 東京書籍 2005 1009914086463

763
クラリネット・ハンドブック　歴史と音楽と名演
奏家たち

オスカール・クロル／著 音楽之友社 1984 1009310014529

7674
サウンド・オブ・ミュージックの世界　トラップ
一家の歩んだ道

ウィリアム・Ｔ．アンダーソン／文 求竜堂 1995 1009510001272

7782
『サウンド・オブ・ミュージック』で学ぶ欧米文
化

野口祐子／編著 世界思想社 2010 1000910105316

7782 『サウンド・オブ・ミュージック』の秘密 瀬川裕司／著 平凡社 2014 1001410083380

910268 チェロと宮沢賢治　ゴーシュ余聞 横田庄一郎／著 音楽之友社 1998 1009810025127

エッセイ 船上でチェロを弾く 藤谷治／著 マガジンハウス 2011 1001010150386 ○
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