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1 E あき ちいさなたいこ 松岡　享子　さく 秋野　不矩　え 福音館書店 2011

2 E いせ チェロの木 いせ　ひでこ　作 偕成社 2013

3 E いわ もりのピアノ いわむら　かずお　作 ひさかたチャイルド 1989

4 E うえ ねずみくんとおんがくかい なかえ　よしを　作 上野　紀子　絵 ポプラ社 1987

5 E かじ ちゃっくりがきぃふ 桂　文我　話 梶山　俊夫　絵 福音館書店 2002

6 E こみ くまの楽器店 安房　直子　作 こみね　ゆら　絵 小学館 2009

7 E ごみ ひみつのがっき 五味　太郎　さく 偕成社 2006

8 E さい あぶくたった さいとう　しのぶ　構成・絵 ひさかたチャイルド 2009

9 E さと うみのおまつり　どどんとせ さとう　わきこ　さく・え 福音館書店 2012

10 E たか しゅん 高部　晴市　作 ＢＬ出版 2015

11 E たし おんがくかいのよる たしろ　ちさと　さく ほるぷ出版 2007

12 E たむ おばけのコンサート たむら　しげる　作 福音館書店 2004

13 E にし チータカ・スーイ 西村　繁男　さく 福音館書店 2006

14 E の 子どもとお母さんのあそびうたえほん 小林　衛己子　編 大島　妙子　絵 のら書店 2000

15 E はた はじめてのオーケストラ 佐渡　裕　原作 はた　こうしろう　絵 小学館 2016

16 E ひか きょうはマラカスのひ 樋勝　朋巳　文・絵 福音館書店 2013

17 E ふ 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

18 E もと がちゃがちゃどんどん 元永　定正　さく 福音館書店 1990

19 E もり メロディ くすのき　しげのり　作 森谷　明子　絵 ヤマハミュージックメディア 2012

20 E やま ねこどけい きしだ　えりこ　さく やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 2016

21 E コン スラムにひびくバイオリン 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

22 E シー １０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン　文 マーク・シーモント　絵 なかがわ　ちひろ　訳 あすなろ書房 2012

23 E ソイ まほうのたいこ うちだ　りさこ　ぶん シェイマ・ソイダン　え 福音館書店 2000

24 E ホイ ぼくと楽器はくぶつかん アンドレア・ホイヤー　絵・文 宮原　峠子　訳 河合楽器製作所・出版部 2003

25 EK はま おとをつくろう 浜田　桂子　さく 福音館書店 2015

26 EK ひろ スズムシくん 木坂　涼　文 廣野　研一　絵 福音館書店 2013

27 EK まつ いけのおと 松岡　達英　さく 福音館書店 2013
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28 EK みね でんしゃはうたう 三宮　麻由子　ぶん みねお　みつ　え 福音館書店 2009

29 EM かじ おんちょろちょろ 瀬田　貞二　再話 梶山　俊夫　画 福音館書店 2016

30 EM グリ ハメルンの笛ふき ケート・グリーナウェイ　絵 ロバート・ブラウニング　詩 矢川　澄子　訳 文化出版局 1976

31 EM ミュ ブレーメンのおんがくたい 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

32 281 つ ピアノはともだち こうやま　のりお　著 講談社 2011

33 283 し ショパン ひの　まどか　著 リブリオ出版 2006

34 283 へ ベートーベン 加藤　純子　文 ポプラ社 2009

35 420 お 音の大研究 ＰＨＰ研究所 2016

36 760 あ 楽器図鑑 ニール・アードレー　著 あすなろ書房 2004

37 760 う ハーモニカをふこう ヴィットインターナショナル企画室　編 ほるぷ出版 2005

38 760 お 日本の音　日本の音楽 小塩　さとみ　著 アリス館 2015

39 760 か 楽器にかかわる仕事 ほるぷ出版 2004

40 760 せ 民族楽器をつくる 関根　秀樹　著 創和出版 2003

41 760 ふ 世界の音楽なんでも事典 ジョー・フルマン　著 奥田　祐士　訳 岩崎書店 2015

42 760 ふ オカリナをつくる 藤原　義勝　著 大月書店 1997

43 760 へ 楽器の絵本リコーダー アンケ・ベーデカー　文 ハイケ・プランゲ　絵 宍戸　里佳　訳 河合楽器製作所・出版部 2005

44 760 れ 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 たかはし　けい　訳 プレジデント社 2014

45 913 い ぎぶそん 伊藤　たかみ　著 ポプラ社 2005

46 913 お 風神秘抄 荻原　規子　作 徳間書店 2005

47 913 か ビート・キッズ 風野　潮　作 講談社 1998

48 913 か 白うさぎと天の音 かんの　ゆうこ　文 東儀　秀樹　絵 講談社 2015

49 913 さ ペンギンおんがくたい 斉藤　洋　作 高畠　純　絵 講談社 1998

50 913 さ ムジカの森の音楽隊 さくらい　ともか　著 くもん出版 2011

51 913 さ サマータイム 佐藤　多佳子　作 毬月　絵美　画 偕成社 1993

52 913 さ 九月の雨 佐藤　多佳子　作 毬月　絵美　画 偕成社 1993

53 913 に ぼくがバイオリンを弾く理由 西村　すぐり　作 スカイエマ　絵 ポプラ社 2008

54 913 む 音楽室の日曜日 村上　しいこ　作 田中　六大　絵 講談社 2010

55 913 よ ざわんざ森の音楽会 吉田　道子　作 間瀬　直方　画 小学館 1985

56 933 き 歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス　作 杉田　比呂美　絵 三原　泉　訳 偕成社 2002

57 933 こ ピアノ調律師 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン　作・絵 末盛　千枝子　訳 すえもりブックス 2005

58 933 ほ ぼく、デイヴィッド エリナー・ポーター　作 中村　妙子　訳 岩波書店 2007

59 933 ほ 星の歌を聞きながら ティム・ボウラー　著 伊勢　英子　絵 入江　真佐子　訳 早川書房 2005

60 949 す おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク　作 アンナ・ヘグルンド　絵 菱木　晃子　訳 ほるぷ出版 1995
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