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OCARINA SOLO
CD

参考演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
Ocarina Classic vol.1　

アルトC管＆ピアノ
全10曲 A4判 48p
定価：1,800円＋税
演奏：中原 蘭

クラシックの名曲の数々を収められた「Ocarina 
Classic」が、装いを新たに登場！
雑誌「Ocarina」でも演奏を披露してくれた、
中原蘭氏による参考演奏を収録しています。

【曲目】アヴェ・マリア（シューベルト）／メヌエット（ボッケリーニ）／私の讃える
美しい神よ（チマローザ）／朝～「ペール・ギュント」第1組曲より（グリーグ）／
楽興の時（シューベルト）／愛の夢 第3番（リスト）／誰も寝てはならぬ～歌劇
「トゥーランドット」より（プッチーニ）／歌の翼に（メンデルスゾーン）／ヴォカリー
ズ（ラフマニノフ）／アメージング・グレイス（キャレル、クレイトン）

Solo CD
参考演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付

Ocarina Classic vol.2

アルトC管＆ピアノ
全10曲 A4判 48p
定価：1,800円＋税
演奏：中原 蘭

発表会にも使える「Ocarina Classic」シリーズ
の第2巻。vol.2には中原蘭氏による参考演奏
を収録しています。

【曲目】G線上のアリア（J.S.バッハ）／愛の喜びは（マルティーニ）／フニクリ・
フニクラ（デンツァ）／ブーレ Z607（パーセル）／シチリア－ナ（レスピーギ）
／ユモレスク（ドヴォルザーク）／セレナーデ（シューベルト）／間奏曲～歌劇「カヴァ
レリア・ルスティカーナ」より（マスカーニ）／ハバネラ～歌劇「カルメン」より（ビ
ゼー）／夢のあとに（フォーレ）

Solo

CD
カラオケ伴奏CD付
オカリナで楽しむ
スタジオジブリ バラードコレクション

アルトC管＆ピアノ
全12曲 A4判 60p パート譜付き
定価：2,300円＋税

オカリナでも人気のジャンルが「スタジオジブ
リ」の楽曲。小社では未発表だったジブリの曲
集がいよいよ登場です！　テンポの速い曲は演
奏が難しいので、ゆったりとしたバラード系をメインに選曲し、加
えて、速めの曲もバラード風にアレンジ。まだ指がまわらない初心
者でも演奏しやすいようにしました。もちろんピアノ伴奏CDが付
いているので、趣味の練習用としても発表会用としても活用可能！ 
新たな“キレイなジブリ”として人気の楽譜です。

【曲目】風の通り道 （「となりのトトロ」より）／君をのせて（「天空の城ラピュタ」
より）／もののけ姫（「もののけ姫」より）／海のおかあさん（「崖の上のポニョ」
より）／ひこうき雲（「風立ちぬ」より）／やさしさに包まれたなら（「魔女の宅急
便」より）／海の見える街（「魔女の宅急便」より）／テルーの唄（「ゲド戦記」より）
／人生のメリーゴーランド（「ハウルの動く城」より）／Arrietty's Song（「借り
ぐらしのアリエッティ」より）／さよならの夏（「コクリコ坂から」より）／いの
ちの名前（「千と千尋の神隠し」より）

Solo

CD
参考演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
Ocarina Classic vol.3　

アルトC管＆ピアノ
全10曲 A4判 48p
定価：1,800円＋税
演奏：茨木智博

発表会にも使える「Ocarina Classic」シリーズ
の第3巻。vol.3には雑誌「Ocarina」でも演奏
を披露してくれた、茨木智博氏による参考演奏
を収録しています。

【曲目】ラルゴ～歌劇「クセルクセス」より（ヘンデル）／アヴェ・ヴェルム・コルプ
ス（モーツァルト）／恋の悩み、知る君は～歌劇「フィガロの結婚」より（モーツァ
ルト）／君を愛す（ベートーヴェン）／野ばら（シューベルト）／春の歌（メンデル
スゾーン）／庭の千草（アイルランド民謡）／アヴェ・マリア（カッチーニ）／ジム
ノペディ 第1番（サティ）／ダッタン人の踊り～歌劇「イーゴリ公」より（ボロディン）

Solo CD
参考演奏＆ピアノ伴奏カラオケCD付
Ocarina Classic vol.4　

アルトC管＆ピアノ
全10曲 A4判 48p
定価：1,800円＋税
演奏：茨木智博

発表会にも使える「Ocarina Classic」シリーズ
の第4巻。vol.4には茨木智博氏による参考演
奏を収録しています。

【曲目】アヴェ・マリア（J.S.バッハ、グノー）／バディネリ～管弦楽組曲 第2番 ロ
短調より（J.S.バッハ）／マドリガル（シモネッティ）／女心の歌～歌劇「リゴレット」
第3幕より（ヴェルディ）／シシリエンヌ（フォーレ）／ソルヴェーグの歌～「ペール・
ギュント」第2組曲より（グリーグ）／シャコンヌ（J.S.バッハ）／ジュ・トゥ・ヴ（サ
ティ）／月の光～「ベルガマスク組曲」第3番（ドビュッシー）／ジュピター～組曲「惑
星」より（ホルスト）

Solo

Solo CD
カラオケ伴奏CD付

追想のメロディ

アルトC管
全20曲 A4判 40p
定価：2,200円＋税

初心者でも吹きやすい、発表会やフェスティバ
ルで 使えるオカリナレパートリー集。
童謡やポップス・歌謡曲を中心にその時々の時
代を彩った名曲の数々を集めました。一手間
加えた質の高い伴奏カラオケCD（全曲対応）は、そのまま演奏会で
も使えますので、初心者の方から発表会やフェスティバルなどで披
露してみたいという方が存分に楽しめると人気の楽譜です。

【曲目】雪の降る街を／恋のバカンス／学生時代／涙くんさよなら／大空と大地
の中で／北の国から～遥かなる大地より～／越冬つばめ／少年時代／黄昏のビ
ギン／涙そうそう／糸／いのちの歌／花は咲く／デイドリーム・ビリーバー／小
さな恋のメロディー／エーデルワイス／朧月夜／里の秋／浜辺の歌／椰子の実
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OCARINA SOLO
CD

CD付　コード付きメロディ譜
オカリナメロディーブック vol.1
CINEMA & STANDARD

アルトC管／アルトF管
全34曲 A4判　72p
サンプリングカラオケ音源CD付
定価：2,200円＋税

付属のカラオケCDを使ってOcarina演奏が楽
しめる「オカリナメロディーブック」シリーズ。
アルトC管、F管のどちらの楽器を用いても譜面どおりに演奏ができ、
面倒な移調が不要です。

【曲目】（　）内はCD収録時の管
〈CINEMA〉さんぽ（C）／となりのトトロ（F）／もののけ姫（C）／いつも何度
でも（C）／虹の彼方に（F）／サウンド・オブ・サイレンス（C）／ムーン・リバー（C）
／エーデルワイス（C）／私を野球に連れてって（C）魅惑のワルツ（C）／茶色の
小瓶（F）／シェルブールの雨傘（C）／ムーンライト・セレナーデ（C）／愛のロマ
ンス（C）／美女と野獣（C）／ピンクパンサーのテーマ（F）／ニュー・シネマ・パ
ラダイス（C）
〈STANDARD〉聖者の行進（C）／ダニー・ボーイ（F）／アニー・ローリー（C）／
やさしき伴侶を（F）／マイ・ボニー（F）／オーラ・リー（C）／グリーンスリーブ
ス（C）／スターダスト（C）／枯葉（F）／赤い河の谷間（F）／カントリー・ロード
（F）／シング・シング・シング（C）／アイ・ガット・リズム（C）／サマータイム（C）
／オー・シャンゼリゼ（F）／エンターテイナー（F）／A列車で行こう（C）

※「オカリナメロディーブック」付属のCDには、各曲C管またはF管のいずれか
に合わせた伴奏トラックが収録されています。

Solo

オカリナピース楽譜

青春の輝き

アルトC管
全1曲 A4判 8p
定価：800円＋税

Ocarina 16号のCDに収録されている「青春
の輝き」のメロディー譜です。

Solo

オカリナピース楽譜
ディズニー・ソングス

アルトC管＆ピアノ
15種　A4判 8p ～ 12p
パート譜付
定価：600円＋税～800円＋税
※1「PART OF YOUR WORLD」は800円＋税
※2「チム・チム・チェリー」「いつか王子様が」「小さな世
界」「君はともだち」「不思議の国のアリス」は630円＋税

どの年代にも人気のディズニー。『オカリナで
吹きたいけれど、楽譜がほとんど無い…』という声から生まれた
Disney Songsシリーズ。オリジナルのメロディを再現したので、
映画のシーンを切り取ったかのような気分に。演奏会だけでなく、
普段のレッスンにも活用していただきたいピース楽譜です。

【曲目】星に願いを（「ピノキオ」より）／夢はひそかに（「シンデレラ」より）／右
から二番目の星（「ピーター・パン」より）／BELLA NOTTE（「わんわん物語」よ
り）／いつか夢で（「眠れる森の美女」より）／PART OF YOUR WORLD（「リ
トル・マーメイド」より）／美女と野獣（「美女と野獣」より）／A WHOLE NEW 
WORLD（「アラジン」より）／ I SEE THE LIGHT（「塔の上のラプンツェル」より）
／いにしえの子守歌（「メリダとおそろしの森」より）／チム・チム・チェリー（「メ
リー・ポピンズ」より）／いつか王子様が（「白雪姫」より）／小さな世界（「イッツ・ア・
スモール・ワールド」より）／君はともだち（「トイ・ストーリー」より）／不思議の
国のアリス（「不思議の国のアリス」より）

Solo

オカリナピース楽譜

Merry Christmas Mr.Lawrence
映画「戦場のメリークリスマス」より

Ocarina［5C（AC）持替 10F（AF）］& Piano
全1曲 A4判 12p （パート譜付）
定価：1,500円＋税

Ocarina 8号のCDにカラオケが収録されてい
る「Merry Christmas Mr. Lawrence」のスコ
ア譜です。

Solo

CD
CD付　コード付きメロディ譜
オカリナメロディーブック vol.3
FAVORITE SONGS,CEREMONY＆
SEASON,CLASSIC

アルトC管／アルトF管
全34曲 A4判　72p
サンプリングカラオケ音源CD付
定価：2,200円＋税

使えるカラオケで人気のオカリナメロディー
ブック第3弾。

【曲目】（　）内はCD収録時の管
〈FAVORITE SONGS〉君をのせて（C）／君がいるだけで（F）／あの鐘を鳴ら
すのはあなた（C）／ルパン三世のテーマ（F）／スタンド・バイ・ミー（C）／星に
願いを（F）／煙が目にしみる（C）／子象の行進（C）／イン・ザ・ムード（C）／テ
イク・ファイブ（F）
〈CEREMONY＆SEASON〉慕情（C）／愛と青春の旅立ち（C）／結婚行進曲（C）
／乾杯の歌（C）／アヴェ・マリア（C）／愛の挨拶（C）／ロマンス第2番（C）／
いつくしみ深き（F）／タイスの瞑想曲（C）／春の歌（C）／Summer（C）／ク
リスマスソング（C）／そりすべり（F）／ハレルヤ（F）
〈CLASSIC〉恋とはどんなものかしら（F）／誰も寝てはならぬ（F）／白鳥（F）
／木星（F）／ユモレスク（C）／シンコペーテッド・クロック（F）／アヴェ・ヴェルム・
コルプス（C）／シャコンヌ（F）／ジュ・トゥ・ヴ（C）／シチリアーナ［レスピーギ］（C）

※「オカリナメロディーブック」付属のCDには、各曲C管またはF管のいずれか
に合わせた伴奏トラックが収録されています。

Solo

CD
CD付　コード付きメロディ譜
オカリナメロディーブック vol.2
J-POP,CEREMONY＆CLASSIC

アルトC管／アルトF管
全34曲 A4判　72p
サンプリングカラオケ音源CD付
定価：2,200円＋税

使えるカラオケで人気のオカリナメロディー
ブック第2弾。

【曲目】（　）内はCD収録時の管
〈J-POP〉翼をください（F）／見上げてごらん夜の星を（F）／涙そうそう（C）
／サボテンの花（F）／世界に一つだけの花（C）／少年時代（C）／思いが重なる
その前に…（C）／この広い野原いっぱい（F）／いとしのエリー（C）／川の流
れのように（C）／昴（F）／さくら［独唱］（C）／いい日旅立ち（C）
〈CEREMONY〉秋桜（F）／ラヴァーズ・コンチェルト（C）／めぐり逢い（F）／
愛の夢 第3番（F）／オー・ソレ・ミオ（C）／アメージング・グレイス（C）／ I 
Love You（C）／私のお父さん（C）／旅立ちの日に（C）／贈る言葉（C）／ハッピー・
バースデイ（C）／ドナウ川のさざなみ（F）／金婚式（C）／ウィンター・ワンダー
ランド（F）
〈CLASSIC〉G線上のアリア（F）／オンブラ・マイ・フ（C）／「ロザムンデ」第3
幕への間奏曲（F）／ジムノペディ 第1番（F）／帰れソレントへ（F）／夢のあと
に（C）／シチリアーノ（F）

※「オカリナメロディーブック」付属のCDには、各曲C管またはF管のいずれか
に合わせた伴奏トラックが収録されています。

Solo
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OCARINA SOLO

NHK連続テレビ小説メインテーマ
オカリナで吹く　朝ドラ

アルトC管＆ピアノ
全12曲 A4判 60p （パート譜付）
定価：2,200円＋税

NHK連続テレビ小説（通称「朝ドラ」）で起用さ
れ話題になった楽曲をオカリナとピアノの編成
でアレンジ。「朝ドラ」の名曲の数々がオカリナ
でよみがえります。

【曲目】おはなはん／おしん／春よ、来い（松任谷由実）／素晴らしき日々へ／君
を信じて／ SAKURA ／「てるてる家族」オープニングテーマ／ The Wonder 
Years ～あの素晴らしき歳月～／「瞳」メインテーマ／ひまわり／あまちゃん／
にじいろ（絢香）

Solo

CD
ピアノ伴奏カラオケCD付
わらべうた変奏曲

C管＆ピアノ／ F管＆ピアノ
作曲：川崎 優
全10曲 A4判 60p（パート譜付）
定価：2,400円＋税

オカリーナで奏でるわらべうたの魅力を味わっ
てください。

【曲目】うさぎうさぎ／柴の折り戸／ずいずいずっころばし／むすんでひらいて
／ゆうやけ／一夜明ければ／通りゃんせ／かごめかごめ／ほたるこい／かり

Solo

生ギター伴奏＆カラオケCD付き
オカリナ ヒットパレード vol.1
煌めく昭和歌謡曲

アルトC管
全18曲 A4判 52p
定価：2,200円＋税
ギター伴奏：矢萩 暁

オカリナの音色を引き立ててくれるギターの伴
奏とともに、昭和を彩った歌謡曲の数々を奏で
てください。

【曲目】君といつまでも（加山雄三）／天使の誘惑（黛ジュン）／ブルー・ライト・ヨコ
ハマ（いしだあゆみ）／神田川（かぐや姫）／襟裳岬（森 進一）／シクラメンのかほ
り（布施 明）／木綿のハンカチーフ（太田裕美）／愛のメモリー（松崎しげる）／
雨の慕情（八代亜紀）／氷雨（日野美歌）／初恋（村下孝蔵）／天城越え（石川さゆり）
／雪國（吉 幾三）／人生いろいろ（島倉千代子）／百万本のバラ（加藤登紀子）／知
床旅情（加藤登紀子）＊／瀬戸の花嫁（小柳ルミ子）＊／港が見える丘（平野愛子）＊

＊印の付いた曲はサンプリング音源カラオケです。

Solo CD
生ギター伴奏CD付き
オカリナ ヒットパレード vol.2
煌めく昭和歌謡曲

アルトC管
全12曲 A4判 40p
定価：2,200円＋税
ギター伴奏：矢萩秀明

多くの方々から「素晴らしい！」と高評価を頂
戴した“生ギター伴奏”CD付き曲集の第2弾。
今回も昭和を彩った魅力的な楽曲の数々から厳選。日々の楽しみだ
けでなく、ステージでも活用できるこの曲集。オカリナ吹きには必
須の曲集です。

【曲目】或る日突然（トワ・エ・モワ）／太陽がくれた季節（青い三角定規）／五番街
のマリーへ（ペドロ＆カプリシャス）／あなた（小坂明子）／フィーリング（ハイ・ファ
イ・セット）／ラヴ・イズ・オーヴァー（欧陽菲菲）／異邦人（久保田早紀）／哀し
み本線日本海（森 昌子）／聖母たちのララバイ（岩崎宏美）／恋におちて─ Fall 
in love─（小林明子）／コーヒー・ルンバ（井上陽水）／愛のままで…（秋元順子）

Solo CD

Solo

心に残る映画音楽をオカリナで奏でる

Music in Cinema for Ocarina

アルトC管＆ピアノ
全14曲 A4判
定価：2,400円＋税

時を超えても色褪せない映画の名曲を集めた
曲集です。練習用から発表会、コンサートでも
活用できる曲がそろっています。名シーンを思
い浮かべながら、演奏してみてはいかがでしょ
うか。

【曲目】茶色の小瓶（グレンミラー物語）／埴生の宿（ビルマの竪琴）／ムーン・リバー
（ティファニーで朝食を）／ジムノペディ第1番（鬼火）／男と女（男と女）／ロ
ミオとジュリエット（ロミオとジュリエット）／カヴァティーナ（ディア・ハンター）
／愛と青春の旅立ち（愛と青春の旅立ち）／アンチェインド・メロディ（ゴースト 
～ニューヨークの幻）／美女と野獣（美女と野獣）／アヴェ・マリア（生きてこそ）
／G線上のアリア（セブン）／Summer（菊次郎の夏）／ラルゴ（告白）

CD
大沢聡による魅惑の演奏CD付
披露したくなる！オカリナSongs

アルトC管 ソロ
全曲 A4判 60p （パート譜付）
定価：2,300円＋税

定番曲から、これまでオカリナでは演奏される
機会の少なかった楽曲まで、大沢聡氏による上
質なサウンドを収録したCD付き曲集がここに
完成! 大沢氏の高い演奏技術により、オカリナ
演奏ではなかなか聴くことができない奏法“グロウル”などを駆使
した演奏をお楽しみいただけます。楽曲の難易度はビギナーの方か
ら中上級者の方まで網羅しているので、発表会や演奏会、コンクー
ルなど幅広く活用できます。

大沢氏の高いテクニックを修得しつつ、「誰かに聴いてもらいたい」
「披露したい！」と思わずにはいられなくなる一冊です。

【曲目】埴生の宿／Around the World ／君を信じて／赤いスイートピー／ひま
わりの約束／かもめが翔んだ日／傷だらけの天使／グリーンスリーブス／リベル
タンゴ／愛の讃歌

Solo



4

OCARINA DUO

OCARINA SOLO
CD

カラオケCD付
友だち、家族に聴いてもらおう！
オカリナ日和　

アルトC管
全20曲 A4判 28p
定価：2,000円＋税

日々のちょっとした場面で、気負わずさらっと
吹けるよう、『ハッピー・バースデイ』『となりの
トトロ』など、年代、季節、ジャンルを問わない
耳馴染みのある曲を選びました。一般的なアルトC管で吹け、また
楽譜も厚くないので持ち運びに便利です。添付の伴奏CDを使えば、
演奏する人も、聴く人も“オカリナ日和”を楽しめることまちがいな
しです！

Solo

オカリナデュエット曲集
やさしいオカリナデュエット vol.1

アルトC管またはアルトF管
全40曲 A4判 48p
定価：1,600円＋税

必ず一度は聴いたことのあるメロディばかりを
集め、やさしく馴染みの深い40曲をデュエッ
ト編成にアレンジし、オカリナの音色とハーモ
ニーを存分に楽しめる曲集にしました。

【曲目】ちいさい秋みつけた／夏の思い出／椰子の実／早春賦／からたちの花／
待ちぼうけ／この道／赤とんぼ／ふるさと／春の小川／さくらさくら／荒城の
月／お正月／波浮の港／五木の子守歌／木曽節／中国地方の子守歌／こきりこ
節／ソーラン節／ほたるこい／アリラン／トロイカ／黒い瞳／ともしび／ステン
カ・ラージン／カリンカ／オーラ・リー／峠の我が家／リオ・グランデ／赤い河の谷
間／聖者の行進／茶色の小瓶／わらの中の七面鳥／庭の千草／ロンドンデリーの
歌／アニー・ローリー／ひいらぎかざろう／故郷を離るる歌／別れ／望郷

※アルトC管同士、またはアルトF管同士の二重奏であれば、記譜音からの移調
は不要です。

Duo

2CD
演奏&ピアノ伴奏2枚組CD付
オカリナレパートリー集
心に響く 懐かしき想い出の詩

全44曲 A4判 56p
定価：2,200円＋税
演奏：白石潤子／松元範子／中北利男／小路陽光
DISC1：模範演奏
DISC2：カラオケ ピアノ伴奏

誰の心にも懐かしく思い出すメロディがあるは
ず──そんな心に響くメロディを集めたOcarina曲集ができました。
26曲収録されているピアノ伴奏は、これまでの童謡にないアレン
ジで、より気持ちを高めてくれます。Ocarinaを吹きながら、想い
出に優しく身をまかせてはいかがでしょうか……

Duo

オカリナデュエット曲集
やさしいオカリナデュエット vol.2

アルトC管またはアルトF管
全40曲 A4判 52p
定価：1,600円＋税

聴き慣れたメロディばかりが掲載された「やさ
しいオカリナデュエット曲集」の第2弾。やさし
く馴染みの深い40曲をデュエット編成にアレ
ンジしました。

【曲目】オー・ソレ・ミオ／サンタ・ルチア／ちょうちょう／安かれ、我が心よ／シェ
リト・リンド／アロハ・オエ／コンドルは飛んでいく／ガヴォット／もう飛ぶまい
ぞ、この蝶々／恋の悩み知る君は／主よ人の望みの喜びよ／ラルゴ／モーツァル
トの子守歌／ブラームスの子守歌／シューベルトの子守歌／菩提樹／鱒／野ばら
（F.シューベルト）／野ばら（F.ウェルナー）／月の光に／歌の翼に／愛の挨拶／
シチリアーナ／婚礼の合唱／メリー・ウィドウ・ワルツ／悲しき天使／旅愁／ロン
グ・ロング・アゴー／枯葉／フニクリ・フニクラ／埴生の宿／舟歌／ハッピー・バー
スデイ／夢路より／オー・スザンナ／スワニー河／ケンタッキーの我が家／聖夜／
諸人こぞりて／ジングル・ベル

※アルトC管同士、またはアルトF管同士の二重奏であれば、記譜音からの移調
は不要です。

Duo

【曲目】
《Ocarina二重奏 & Piano》シャボン玉／ゆりかごの歌／うさぎうさぎ／めだか
の学校／うさぎのダンス／赤い靴／花かげ／十五夜お月さん／雨／山寺の和尚さ
ん／海／浜辺の歌／かあさんの歌／ロング・ロング・アゴー／旅愁／故郷の人々／
アルプス一万尺／エーデルワイス／おお牧場はみどり／ドナウ川のさざなみ／森
へ行きましょう／ピクニック／サンタ・ルチア／追憶／ともしび／ひとつの箱

《Ocarina二重奏》別れの曲／愛しのクレメンタイン／ブラームスの子守歌／野ば
ら（H.ウェルナー）／峠の我が家／蛍の光／ホルディリディア／ドニエプル河の
嵐／山のロザリア／さくらさくら／ほたるこい・ひらいたひらいた（白石潤子 編
曲）／大きな栗の木の下で／中国地方の子守歌／うみ／朧月夜／里の秋／たき
火／故郷

【曲目】さんぽ／となりのトトロ／崖の上のポニョ／ミッキーマウス・マーチ／ハッ
ピー・バースディ／聖者の行進／茶色の小瓶／イン・ザ・ムード／アメージング・グ
レイス／ジングル・ベル／ウィンター・ワンダーランド／旅立ちの日に／BELIEVE
／ハトと少年／君をのせて／勇気100%／ありがとう／3月9日／北の国から
─遙かなる大地より─／「名探偵コナン」メイン・テーマ
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CD付 ソロ・アンサンブル名曲集
かわいいオカリーナ合奏曲集 vol.1

作・編曲：川崎 優
全22曲 A4判 52p （パート譜付）
定価：2,000円＋税
演奏：小山京子

小山京子さんの演奏によるCDが付属。国内外の名
曲を選んで編曲しました。練習に最適な一冊です。

【曲目】庭の千草（2F/SF＆Pf）／線路は続くよどこまでも（5C/MC、5C/MC、
10F/LF）／峠の我が家（5C/MC、5C/MC、12C/LC）／草競馬（1C/SC、
1C/SC or 5C/MC＆Pf）／野ばら1［ウェルナー］（5C/MC、5C/MC、12C/
LC）／ローレライ（5C/MC、5C/MC or 12C/LC＆Pf）／さくらさくら（5C/
MC、5C/MC、10F/LF、12C/LC）／エーデルワイス（5C/MC、5C/MC＆Pf）
／むすんでひらいて（Trio）／子守歌（5C/MC、12C/LC）／旅愁（5C/MC、
9G/LG）／ふるさと（2F/SF、2F/SF、5C/MC）／メヌエット［J.S.バッハ］（3G/
SG or 5C/MC、9G/LG or 12C/LC）／讃美歌440番（1C/SC or 5C/MC、
5C/MC、10F/LF、5C/MC or 12C/LC）／アニー・ローリー（Duo）／ちょうちょ
う1（2F/SF、5C/MC）／ちょうちょう2（5C/MC、5C/MC＆Pf）／野ばら2［ウェ
ルナー］（2F/SF、2F/SF、9G/LG）／琵琶湖周航の歌（Duo）／荒城の月（5C/
MC、5C/MC、12C/LC）／越天楽（1C/SC、5C/MC、5C/MC、12C/LC）／
月の砂漠（5C/MC、5C/MC＆Pf）

CDEnsemble

CD付 ソロ・アンサンブル名曲集
かわいいオカリーナ合奏曲集 vol.3

作・編曲：川崎 優
全20曲 A4判 64p （パート譜付）
定価：2,200円＋税
演奏：山城奈奈子、平野祐子、榑林朋香

日本の懐かしきメロディや、また世の人々に好
まれている名曲を掲載。ピアノ伴奏の「カラオ
ケCD」を演奏CDとともに収録。

【曲目】金婚式（AC/5C、AC/5C）／どんぐりころころ（SF/2F、SF/2F）／里の
秋（SF/2F、SF/2F）／浜辺の歌（AC/5C、AC/5C）／村祭（SC/1C、SC/1C）
／あら野のはてに（SF/2F、SF/2F、BC/12C）／青い目の人形（AC/5C、
AC/5C、AC/5C）／赤い靴（AC/5C、AC/5C、AC/5C）／うみ（AC/5C、
AC/5C、AC/5C）／神の栄光（AC/5C、AC/5C、AC/5C）／オー・ソレ・ミオ
（SF/2F、SF/2F、AC/5C ＆ Pf）／懐かしきケンタッキーの我が家（AC/5C、
AC/5C、AC/5C、AC/5C）／星に願いを（SF/2F、SF/2F、AF/10F、AF/10F、
BC/12C）／ハイケンスのセレナーデ（AC/5C＆Pf）／君を慕いて（AC/5C＆
Pf）／えんどうの花（AC/5C＆Pf）／みかんの花咲く丘（AC/5C、AC/5C＆
Pf）／スペインのセレナーデ（SC/1C、AC/5C ＆ Pf）／ドリゴのセレナーデ
（AC/5C＆Pf）／トスティのセレナータ（SF/2F＆Pf）

CDEnsemble

CD
CD付 ソロ・アンサンブル名曲集
かわいいオカリーナ合奏曲集 vol.5

編曲・監修：川崎優
全10曲 A4判 46p （パート譜付）
定価：2,000円＋税

世界の名曲を中心にしたオカリーナ合奏曲集
vol.4の続刊。オカリーナで奏でるクラシック音
楽の素晴らしさを味わってください。

【曲目】流るるはあつき涙～歌劇「リナルド」より（3SF、AF、BC）／人魚の歌～
歌劇「オベロン」より（AC、3BC＆Pf）／夕星の歌～歌劇「タンホイザー」より（BC
＆Pf）／ハバネラ～歌劇「カルメン」より（AC＆Pf）／フニクリ・フニクラ（SC、
2SF、AC、AG、BC）／カロ・ミオ・ベン（AC＆Pf）／マドリガル（AC＆Pf）／
エレジー（AC＆Pf）／枯葉（AF、SF、2AC、2BC）／黒いひとみ（SF＆Pf）

Ensemble

CD付 ソロ・アンサンブル名曲集
かわいいオカリーナ合奏曲集 vol.2

作・編曲：川崎 優
全21曲 A4判 56p （パート譜付）
定価：2,200円＋税
演奏：小山京子

vol.1に引き続き、本曲集も小山京子さんの素晴
らしい演奏のCD付きで編集。チャーミングなオ
カリーナの演奏を楽しみ、そして皆さんの演奏の
参考にしてみては。

【曲目】のばら［シューベルト］（3G/SG→5C/MC→3G/SG＆Pf）／金髪の
ジェニー（5C/MC＆Pf）／死と乙女（5C/MC or 12C/LC＆Pf）／白い恋人
たち（2F/SF＆Pf）／愛のロマンス（1C/SC or 5C/MC＆Pf）／なつかしき愛
の歌（5C/MC、5C/MC＆Pf）／オーゼの死（5C/MC、5C/MC＆Pf）／フニ
クリフニクラ（1C/SC、1C/SC＆Pf）／ロング ロング アゴー（5C/MC、5C/
MC）／うつろな心（1C/SC or 5C/MC、5C/MC or 12C/LC）／ガボット（3G/
SG、2F/SF）／菩提樹A（2F/SF、5C/MC、9G/LG）／サラバンド（2F/SF、
5C/MC、10F/LF）／たのしいおどり（1C/SC、1C/SC、1C/SC）／セレナー
デ（1C/SC or 5C/MC、5C/MC or 12C/LC or 5C/MC or 12C/LC）／スコッ
トランドの釣鐘草（5C/MC、5C/MC、5C/MC or 12C/LC）／見よ勇者はかえ
る［得賞歌］（5C/MC、5C/MC、12C/LC）／よろこびの歌（2F/SF、5C/MC、
10F/LF、12C/LC）／菩提樹B（2F/SF、2F/SF、10F/LF、10F/LF）／蛍の
光（5C/MC、5C/MC、12C/LC、12C/LC）／きよしこの夜（2F/SF、2F/SF、
5C/MC、10F/LF、12C/LC）

CDEnsemble

CD付 ソロ・アンサンブル名曲集
かわいいオカリーナ合奏曲集 vol.4

作・編曲：川崎 優
全9曲 A4判 44p （パート譜付）
定価：2,000円＋税
演奏：山城奈奈子、平野祐子、上田篤司、岡島正
和、むとうさちこ、大村あずさ、岡崎裕子

世界の名曲を中心にしたオカリーナ合奏曲集。
ソロから重奏までの編成による世界の名曲の
数々を掲載。
また、この曲集の録音にあたり各地で活躍されているオカリーナ奏
者が集結。各人の個性あふれる独奏とアンサンブルCDをお楽しみ
ください。

【曲目】いとしのエウリディーチェ～歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」より（AC
＆Pf）／パリを離れて～歌劇「トラヴィアータ」より（SF、2AC、AG、BC）／間
奏曲～歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より（SC、SF、AC、AF、BC＆Pf）
／ハバネラ～歌劇「カルメン」より（2AC、SC、3AF、SF、BC）／だれも寝ては
ならぬ～歌劇「トゥーランドット」より（AF＆Pf）／ニーナの死（2AC＆Pf）／
うつろな心（AC＆Pf）／歌の翼（AC＆Pf）／追憶（AC＆Pf）

CDEnsemble

NHK連続テレビ小説メインテーマ
オカリナで吹く 朝ドラ 【アンサンブル編】

全9曲 A4判 48p （パート譜付）
定価：2,200円＋税

お友だちと簡単に吹けるデュオから、カルチャー
スクールなどで集まって吹けるカルテットまで
編成もいろいろ。練習で使用するも良し、発表
会での演奏に使うも良しの曲集です。

【曲目】晴れたらいいね（AC、BC）／すずらんのテーマ（AC、AC）／風笛～あす
かのテーマ～（SF、AC、AG、BC）／「てるてる家族」オープニングテーマ（SC、
AC、BC）／「瞳」メインテーマ（SC、AC、AC、BC）／おひさま～大切なあなた
へ（SC、AC、AC、BC）／あまちゃん（SF、AC、BC）／にじいろ（AC、AC）／
麦の唄（AC、AC、BC）

Ensemble



6

OCARINA ENSEMBLE

OCARINA METHOD

CDCD
参考演奏＆マイナスワンカラオケCD付
今日からチャレンジ！
オカリナ・アンサンブル vol.1

全10曲 A4判 64p
定価：2,400円＋税
編成：デュエット、トリオ、カルテット
編曲、演奏：小山京子

人気オカリナ奏者、小山京子氏による参考演奏
とマイナスワントラックが収録された豪華2枚
組みCD付き曲集です。曲は童謡、民謡、昭和歌謡曲、ポップス、シー
ズン曲など幅広いジャンルにわたって掲載・収録されています。

【曲目】《デュエット》ラルゴ／十五夜お月さん／サンタ・ルチア／《トリオ》えんど
うの花／秋桜（コスモス）／真赤な太陽／やさしさに包まれたなら（「魔女の宅急
便」より）／《カルテット》サン・トワ・マミー／なごり雪／白い恋人達

Ensemble
参考演奏＆マイナスワンカラオケCD付
今日からチャレンジ！
オカリナ・アンサンブルvol.2

全11曲 A4判 56p
定価：2,400円＋税
編成：デュエット、トリオ、カルテット
編曲、演奏：小山京子

人気オカリナ奏者、小山京子氏による参考演奏
とマイナスワントラックが収録された豪華2枚
組みCD付き曲集の第２弾。全パートともやさしいメロディなので、
初心者同士でも気軽にアンサンブルが楽しめます。

【曲目】《デュエット》ロンドンデリーの歌／中国地方の子守歌／チム・チム・チェリー
／You are My Sunshine ／《トリオ》野に咲く花のように／瑠璃色の地球／サ
ライ／夜明けのスキャット／パヴァーヌ／《カルテット》もろびとこぞりて／ふた
たび（「千と千尋の神隠し」より）

Ensemble

2週間でできる！　1日5分のラクラク練習
Ocarinaデイリートレーニング

B5判横 76p
定価：1,600円＋税

ドリル形式で1日5分間の練習を目安
に2週間、無理なく続けていくことで
Ocarinaの基本的な奏法が習得できます。運指表は、アケタオカリー
ナ、ティアーモ、NIGHT Ocarinaの3メーカーを付属。

■Chapter1：全音階をマスターしよう…運指表（全音階）／1日目：準備運動　
ロングトーンとタンギング／2日目：中音域での練習 『かえるのうた』『きらきら
星変奏曲』／3日目：高音域に挑戦しよう／4日目：低音域に挑戦しよう／5日目：
全音域をマスターしよう／6日目：音階練習／7日目：3度と分散和音（アルペジ
オ）の練習 『春の小川』『おぼろ月夜』
■Chapter2：半音階をマスターしよう…運指表（#、bの半音階）／8日目：半
音階の練習その1／9日目：半音階の練習その2／10日目：半音階の練習その3
／11日目：半音階の練習その4 『椰子の実』／12日目：いろいろなリズムを吹
いてみよう／13日目：音をつなげて吹いてみよう 『スワニー河』／14日目：総
おさらい　エチュード1～4
■Chapter3：レベルアップ…ペンタトニックスケール（四・七抜き音階）とは
■Chapter4：曲を演奏しよう…演奏する前に／想い出がいっぱい、Ocarinaメ
ドレー、笑点のテーマ、遠き山に日が落ちて／コラム：アーティキュレーション、音
符、休符、ダイナミクス

Method
CD2枚組付　楽譜　教則本
みると式 Ocarinaマスターブック

全168p　A4判
演奏+教則音源+ギター伴奏CD2組付
定価：2,800円＋税
演奏：みると（Oc）、矢萩 暁（Gt）

本書は、Ocarinaを学ぶために必要な土台作り
をする教則本です。楽器のことから音の出し方、
演奏姿勢、運指の習得まで、Ocarina奏者みる
と氏が演奏活動やレッスンを通して培ってきた演奏技術や基本練習、
スケール練習など写真やイラストなどを使って細部にわたってくわ
しく解説しています。付属のCDには曲の模範演奏や伴奏はもちろ
んのこと、楽しく練習ができるように練習用カラオケも収録。この
一冊を通してより一層Ocarinaを楽しむことができます。

【内容】
Chapter1：これから楽器をはじめる人へ
Chapter2：オカリナで音を出してみよう
Chapter3：オカリナの構え方と運指
Chapter4：中音域の運指を覚えよう
Chapter5：高音域の指づかいと運指を覚えよう
Chapter6：低音域に挑戦してみよう
Chapter7：いよいよ半音階
Chapter8：スムーズな指づかいのために
Chapter9：いろいろな指づかい、楽譜に慣れておこう
Chapter10：とっても便利な「替え指」

【曲目】ちょうちょう／浜千鳥／アメイジング・グレイス／エーデルワイス／春が
来た／赤とんぼ／ダニー・ボーイ／早春賦／大きな古時計／上を向いて歩こう／
島唄／黒いオルフェ／コンドルは飛んでいく／赤とんぼ 変ホ短調／風笛

2CDMethod


