
【デュオ初級】 

 

＜しつないがく はじめの一歩＞ 東音企画より       

 

＜ブルグミュラー25の練習曲 100のレッスン・レシピ 多喜靖美編＞ 東音企画より 

4003-001 ＊2.アラベスク ブルグミュラー  ヴァイオリン 

4003-002 ＊10.やさしい花 ブルグミュラー  ヴァイオリン 

9999-999 17.おしゃべり ブルグミュラー ヴァイオリン  

9999-999 19.アヴェ・マリア ブルグミュラー ヴァイオリン  

9999-999 24.つばめ ブルグミュラー ヴァイオリン  

4003-003 ＊4.小さな集会 ブルグミュラー  チェロ 

4003-004 ＊5.無邪気 ブルグミュラー  チェロ 

9999-999 8.優美 ブルグミュラー チェロ  

9999-999 13.なぐさめ ブルグミュラー チェロ  

9999-999 18.気がかり ブルグミュラー チェロ  

9999-999 20.タランテラ ブルグミュラー チェロ  

   ＊の曲は、しつないがく＜はじめの一歩＞ブルグミュラー編（絶版）と同じです。 

 

＜ギロック ピアノ・アンサンブル 多喜靖美編＞ 全音楽譜出版社 

9999-999 ウィンナー ワルツ ギロック ヴァイオリン / チェロ 

9999-999 古い農民歌 ギロック ヴァイオリン / チェロ 

9999-999 サラバンド ギロック ヴァイオリン / チェロ 

9999-999 手品師 ギロック ヴァイオリン / チェロ 

9999-999 クラシック カーニバル 

     １．宮廷のコンサート 

ギロック ヴァイオリン / チェロ 

9999-999 クラシック カーニバル 

     ２．聖体行列 

ギロック ヴァイオリン  / チェロ 

9999-999 クラシック カーニバル 

     ３．カーニバルの舞踏会 

ギロック ヴァイオリン / チェロ 

 

＜歌心溢れる名曲をチェロで＞ ヤマハ 

9999-999 紅葉 岡野貞一 チェロ 

 

＜チェロ名曲31選＞ ドレミ楽譜出版社 

9999-999 2つのメヌエットより3-ⅠのBWV anh.114 J.S.バッハ チェロ 

9999-999 2つのメヌエットより3-ⅡのBWV anh.115 J.S.バッハ チェロ 

4001-001  小犬とおさんぽ (76番)（バイエル編）  バイエル   ヴァイオリン 

4001-002  ピクニックへ行こう!(78番)（バイエル編）  バイエル  ヴァイオリン 

4001-003  木陰でおひるね(77番)（バイエル編）  バイエル  チェロ 

4001-004  不思議なランプ(91番)（バイエル編）  バイエル  チェロ 

4002-001  ※スペインのダンサー（バスティン編）  バスティン   ヴァイオリン 

4002-002  ※ハーモニック ブルース（バスティン編）  バスティン  ヴァイオリン 

4002-003  ※ハロウィンの魔女（バスティン編）  バスティン  チェロ 

4002-004  ※タランテラ（バスティン編）  バスティン  チェロ 

4004-001  メヌエット ト長調（バロック編）  Ｊ.S.バッハ  ヴァイオリン 

4004-002  メヌエット イ短調（バロック編）  クリーガー  ヴァイオリン 

4004-003  メヌエット ヘ長調 （バロック編）  モーツァルト  チェロ 

4004-004  ブーレ ト長調（バロック編）  ヘンデル  チェロ 

4005-001  ピアノの練習ＡＢＣより第11番 祈り（名曲編）  ル・クーペ  ヴァイオリン 

4005-002  ソナチネ ト長調 第1楽章（名曲編）  ベートーヴェン  ヴァイオリン 

4005-003  砂漠のバラ（名曲編）  外国曲 田中雅明編曲  ヴァイオリン 

4005-004  秋のスケッチ（名曲編）  ギロック  チェロ 

4005-005  短い物語（名曲編）  リヒナー  チェロ 

4005-006  夕方のうた（名曲編）  中田 喜直  チェロ 



 

【デュオ中級】 

＜歌心溢れる名曲をチェロで＞ ヤマハ 

9999-999 翼をください 村井邦彦 チェロ 

9999-999 アヴェ・マリア カッチーニ チェロ 

9999-999 故郷 岡野貞一 チェロ 

 

＜下記参照＞  

5004-004 金婚式 マリ ヴァイオリン 

5004-005 メヌエット K.64 モーツァルト ヴァイオリン 

9999-999 タイスの瞑想曲 マスネ ヴァイオリン 

5004-007 愛の挨拶 エルガー ヴァイオリン 

9999-999 メヌエット ト長調 ベートーヴェン ヴァイオリン 

9999-999 ボッケリーニのメヌエット ボッケリーニ ヴァイオリン 

9999-999 ハイドンのセレナーデ ハイドン ヴァイオリン 

9999-999 白鳥 サン＝サーンス チェロ 

9999-999 セレナーデ シューベルト チェロ 

9999-999 夢のあとに フォーレ チェロ 

 
楽譜 
＊マリ / 金婚式  

バイオリン名曲31選（ドレミ楽譜出版社 / 演奏会用ヴァイオリン名曲集 1（全音楽譜出版社）  
篠崎バイオリン教本（3）改訂版（全音楽譜出版社）  

＊モーツァルト／メヌエット K.64 ,  マスネ / タイスの瞑想曲, エルガー/愛の挨拶, 
 ベートーヴェン/メヌエットト長調, ボッケリーニのメヌエット/ボッケリーニ, ハイドンのセレナード/ハイドン 

バイオリン名曲31選（ドレミ楽譜出版社） / 演奏会用ヴァイオリン名曲集 1（全音楽譜出版社）  
＊エルガー / 愛の挨拶  

演奏会用ヴァイオリン名曲集３（全音楽譜出版社）  
＊サン＝サーンス / 白鳥 ,  シューベルト / セレナーデ,  フォーレ / 夢のあとに 

      チェロ名曲31選（ドレミ楽譜出版社）  

 

【デュオ上級】  ＊各曲共リピートなし 

  ＜各社＞ 

4033-001 ピアノとヴァイオリンのためのソナタ KV.301 ト長調 第1楽章 モーツァルト ヴァイオリン 

9999-999 ピアノとヴァイオリンのためのソナタ KV.301 ト長調 第２楽章 モーツァルト ヴァイオリン 

9999-999 

 

ピアノとヴァイオリンのためのソナタK28ハ長調  

第１楽章 ／第２楽章        

モーツァルト ヴァイオリン 

9999-999 

 

 ヴァイオリンソナタ第5番 ヘ長調 Op.24「スプリング」 

 第1楽章              

ベートーヴェン ヴァイオリン 

9999-999  チェロソナタ第3番 イ長調 Op.69  第１楽章 ベートーヴェン チェロ 

9999-999  チェロソナタ第3番 イ長調 Op.69  第3楽章 ベートーヴェン チェロ 

 

 

【トリオ初級】  

＜A Tableau of Piano Trios＞（Kjos Music Company）（東音企画）より 

4007-001  古いレース  ロシェロール  

4007-002  デイドリーム  ロシェロール  

4007-003  インディアンの伝説  ロシェロール  

4007-004  パレード  ロシェロール  

4007-005  沈みゆく太陽  ロシェロール  

4007-006  一緒に踊ろう  ロシェロール  

 

＜はじめてのピアノ・トリオ「古典期より」＞（東音企画）より 

4045-001  アレグロ ヘ長調  C.H.グラウン  

4045-003  アンダンテ イ長調  L.モーツァルト  

4045-004  プレスト ニ長調  ハイドン  

 



＜ピアノ学習者のための室内楽導入シリーズ1＞ 東音企画 

9999-999 楽しき農夫 シューマン  

9999-999 勇敢な騎士  シューマン  

9999-999 甘い夢  チャイコフスキー 

9999-999 フランスの古い歌 チャイコフスキー 

 

＜ギロック ピアノ・アンサンブル 多喜靖美編＞ 全音楽譜出版社 

9999-999 ウィンナー ワルツ ギロック 

9999-999 古い農民歌 ギロック 

9999-999 サラバンド ギロック 

9999-999 手品師 ギロック 

9999-999 クラシックカーニバル 1．宮廷のコンサート ギロック 

9999-999 クラシックカーニバル 2．聖体行列 ギロック 

9999-999 クラシックカーニバル 3．カーニバルの舞踏会 ギロック 

 

 

【トリオ中級】 

＜はじめてのピアノ・トリオ「古典期より」＞（東音企画）より  

4045-005 スケルツァンド ト長調 J.G.アルブレヒツベルガー 

4045-002 トリオ ヘ長調 J.B.ヴァンハル  

 

＜結婚式・パーティーで使えるピアノトリオのための小品集＞（ドレミ出版社）より 

9999-999 主よ人の望みよ喜びよ J.S.バッハ  

9999-999 G線上のアリア J.S.バッハ 

9999-999 間奏曲/オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より P.マスカーニ  

 

＜小山和彦編曲/江崎光世監修 ピアノ・トリオで弾くソナチネ＞ （ミュッセ） 

4160-001 ハスリンガーのソナチネより第１楽章  

4161-001 ケーラーのソナチネ Op.300より第１楽章  

4162-001 クーラウのソナチネ Op.55-1より第１楽章  

9999-999 クレメンティのソナチネ Op.36-4より第２楽章  

4164-001 ベートーヴェンのソナチネ ヘ長調より第２楽章  

 

＜クレンゲル ピアノ トリオ（三重奏）＞ ＊各曲共リピートなし（ミュッセ）  

9999-999 ピアノトリオ  Op.35-1ハ長調  全楽章 クレンゲル 

9999-999 ピアノトリオ  Op.35-2ト長調より第1楽章  クレンゲル 

9999-999 ピアノトリオ  Op.35-2ト長調より第2楽章  クレンゲル 

9999-999 ピアノトリオ  Op.35-2ト長調より第3楽章  クレンゲル 

 

＜ハイドン ピアノ トリオ（三重奏）＞ ＊各曲共リピートなし（ミュッセ） Henle / Peters 

9999-999 ピアノトリオ 第1番 ヘ長調 (Hob.ⅩⅤ:37)より第２楽章 ハイドン 

9999-999 ピアノトリオ 第39番 “ジプシー”ト長調 (Hob.ⅩⅤ:25)より第３楽章              ハイドン 

                                                 

 

【トリオ上級】 

＜ピアノ トリオ＞ ＊各曲共リピートなし 

9999-999 

 

ピアノとヴァイオリンのためのソナタ（チェロ助奏付） K12 イ長調 

第１楽章 ／第２楽章  

モーツァルト 

9999-999 ピアノトリオ 第２番ヘ長調 (Hob.XV：2)より第1楽章                  ハイドン 

9999-999 ピアノトリオ 第２番ヘ長調 (Hob.XV：2)より第2楽章 ハイドン 

9999-999 ピアノトリオ 第２番ヘ長調 (Hob.XV：2)より第3楽章 ハイドン 

9999-999 ピアノトリオ 第39番 “ジプシー”ト長調 (Hob.ⅩⅤ:25)より第１楽章             ハイドン 

 

※楽器店で指定の楽譜がご購入できない場合は、ミュッセでもお取り寄せすることができます。 


