
書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山

●えほん・おはなし

オーケストラ　世界の町で楽団員を
さがそう！

クロエ・プラルノ／さく・え　うち
ださやこ／やく

KTC中央出版 2018.9 1001810055057 〇

おーちゃんのおーけすとら
ディック・ブルーナ／ぶん・え　ま
つおかきょうこ／やく

福音館書店 2010.4 1001010006219 〇

おじいちゃんのふしぎなピアノ はまぎしかなえ／作 講談社 2017.7 1001710031442

おんがくはいかが 栗山邦正／作・絵 講談社 2001.02 1009910074406

クマと森のピアノ
デイビッド・リッチフィールド／作
俵万智／訳

ポプラ社 2017.1 1001710052905

こんくんのおんがくはっぴょうかい
つんつくむらのおはなし

たしろちさと／作 講談社 2014.9 1001410057516 〇

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

汐文社 2017.1 1001610088859 〇

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

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

講談社 2009.4 1000910007932

ヴァイオリンをひくネコ 小沢良吉／作・絵 岩崎書店 1997.12 1009710056955

バーバパパのおんがくかい
アネット＝チゾン／さく　タラス＝
テイラー／さく

講談社 1997.11 1009710054650 〇

ぴあのうさぎ あきやまただし／作・絵 金の星社 2011.4 1001110007811

ぴあのうさぎとみみおばけ あきやまただし／作・絵 金の星社 2012.1 1001110163736

ピアノの音 長新太／著 白泉社 1994 1009410225514

ピアノは夢をみる 工藤直子／詩　あべ弘士／絵 偕成社 2009.6 1000910021806

ふしぎなバイオリン
クェンティン・ブレイク／文・絵
たにかわしゅんたろう／訳

岩波書店 1976 1009410171583 〇

ブレーメンのおんがくたい ［グリム／原作］ 講談社 1999.3 1009810072813

ブレーメンのおんがくたい いもとようこ／文・絵 岩崎書店 2001.4 1009911006988

ぼくにピアノがひけたら 栗山邦正／作・絵 講談社 2004.8 1009914038173

むしたちのおんがくかい 得田之久／文　久住卓也／絵 童心社 2003.9 1009913043451 〇

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 2006.2 1009915077606 〇

　♪コンサートまで１週間。なのに、楽団員が世界中にバカンスに行ってしまった！大変！早くさがさなちゃ！

　♪おーけすとらは１１にん。がっきは１０にん。そしてぼく、おーちゃんは？

　♪おともだちのクロディーヌが足をけがしちゃった！なにかなぐさめること、できないかな？そうだ！
　　おんがくはどう？だってバーバパパのかぞくはがっきにへんしんできるんだもの！

2018.11.27守山図書館

♬♬♬♬♬　エイジフリーコンサート展示図書リスト　♬♬♬♬♬
　♪右端の「守山」に○のある図書は守山図書館で所蔵しています。

　♪○のない図書、貸出中の図書は、守山またはもよりの名古屋市図書館で予約していただければ取り寄せできます。



もりのおんがく 谷内こうた／絵と文 講談社 2008.4 1000810009714

ルラルさんのバイオリン いとうひろし／作 ポプラ社 2001.9 1009911040026 〇

６０秒のきせき　子ネコがつくった
ピアノ曲

レズリア・ニューマン／ぶん　エイ
ミー・ジューン・ベイツ／え

評論社 2017.1 1001710057233

ねことバイオリン
タマラ・キット／ぶん　光吉夏弥／
やく

大日本図書 1980 1009410238900 〇

●おんがく・がっき

「クラシック鑑賞」事典　音楽がた
のしくなる

下道郁子／監修　ＰＨＰ研究所／編
ＰＨＰ研究
所

2007.11 1009917056952

２１世紀こどもクラシック 第１巻
～５巻　小学館ＣＤブック

青島広志／監修 小学館 1994-95 1000810010880ほか

弓の音〈弦楽器のしくみ〉　楽器の
かがく

繁下和雄／文　鈴木博子／絵 岩崎書店 1988 1009410022451

オクターブくんの楽器たんけん１
楽器発見のために

ジェラール・モンコンブル／文・絵
豊水順子／訳

大日本図書 1994 1009410229717 〇

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわか
る楽器の図鑑１

佐伯茂樹／著 小峰書店 2011.4 1001110005183 〇

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわか
る楽器の図鑑４

佐伯茂樹／著 小峰書店 2011.4 1001110005188 〇

楽器の絵本ピアノ
クリストフ・ハイムブーヒャー／文
ハイケ・プランゲ／絵

河合楽器製作所・
出版部 2004.2 1009913071358 〇

楽器の絵本ヴァイオリン
ハイケ・プランゲ／文・絵　宍戸里
佳／訳

河合楽器製作所・
出版部 2004.5 1009914008729 〇

名曲を聴きながら旅するオーケスト
ラの絵本

ロバート・レヴァイン／文　メレ
ディス・ハミルトン／絵

プレジデン
ト社

2014.2 1001310130631 〇

●伝記

モーツァルト　美しき光と影 ひのまどか／著
リブリオ出
版

1990 1009410091857 〇

ヨハン・シュトラウス　「ワルツ
王」の喜びと悲しみ

ひのまどか／著
リブリオ出
版

1998 1009710075364 〇

ブラームス　秘められた熱情と苦悩 竹野栄／文 音楽之友社 1992 1009410174061

モーツァルト　音楽で世界を変えた
天才

マーカス・ウィークス／著　室住信
子／訳

ＢＬ出版 2008.11 1000810119301 〇

世界にひびくバイオリン（鈴木バイ
オリン）

愛知県小中学校長会／編集　愛知県
小中学校ＰＴＡ連絡協議会／編集

愛知県教育
振興会

2013.6 1001310043029 〇

●大人向き

今井信子　憧れ　ヴィオラとともに 今井信子／著 春秋社 2013.7 1001310047098 〇

楽器への招待 柴田南雄／著 新潮社 1983 1009911082484 〇

５０の名器とアイテムで知る図説楽
器の歴史

フィリップ・ウィルキンソン／著
大江聡子／訳

原書房 2015.2 1001410097145 〇

楽器の歴史　カラー図解 佐伯茂樹／著
河出書房新
社

2008.9 1000810096898 〇

青島広志の楽器のおはなし　しくみ
から雑学まで

青島広志／著 学習研究社 2009.3 1000810152803 〇

楽器の事典　楽器のしくみをカラー
で紹介

長尾泰／著　川俣隆／著 ナツメ社 2009.8 1000910035454 〇

天国と地獄　ジャック・オッフェン
バックと同時代のパリ

Ｓ．クラカウアー／著　平井正／訳 せりか書房 1978 1009210067508

　♪ルラルさんがこっそりもってるバイオリン。めったにひかないし、おとは、ギコギコキーキー。
　　でもとてもたいせつなんです。だってね…


