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ティーダ出版 選曲ガイドご推奨にあたって 

 

 

 今日我が国では、様々な金管バンドの楽譜が出版されております。その中には輸入譜を中心

とした伝統的な英国式ブラスバンドの編成を踏襲した楽譜も散見されますが、英国式ブラスバ

ンド楽譜が我が国の小学校を中心とした金管バンド文化に適したソフトと考えるには、小学校

現場の現状にやや困難な場面が多々ございます。 

 特に編成に関しては、小学生で展開されている金管バンドと相容れない部分も数多く存在し

ます。 

 例えば、 

① 我が国の小学校現場での導入の少ない楽器（バリトンホルン、Es バス、フリューゲルホル

ンなど）が使用され、作品中で重要な役割を担うこともある 

② 実音表記でない記譜の使用（トロンボーン、ユーフォニウム、バスなどに見られる実音よ

り高いト音記号表記）により、中学校以降の管楽器の活動に継続性が保てない 

③ 楽譜上の表記との伝統的な矛盾（ソロ・コルネットという表記ながら、原則 4 人で演奏） 

 

等、様々な問題があります。 

 児童が高次な音楽体験を獲得するため、小学校現場の実情に合わせた楽曲の開発を進めてい

る弊社ティーダ出版は、下記の「編成」を提案し、これに基づいた楽曲の開発を行ってまいり

ます。 

 この編成では、 

① 我が国の小学校現場での普及度の低い楽器の使用を制限し、 

② 英国式ブラスバンドで見られる表記だけでなく、実音表記によるパート譜を採用しており

ます。 

 この編成による楽曲の提案により、日本独自のスタイルによる金管バンド譜の啓蒙・普及を

促進していきたいと思います。 

 

 

推奨編成（ティーダ出版） 

 

  Cornet in E♭ 

   Cornet in B♭ 1 

  Cornet in B♭ 2 

  Cornet in B♭ 3 

  (Flugelhorn in B♭) 

   Alto Horn in E♭ 1 

   Alto Horn in E♭ 2 

   (Alto Horn in E♭ 3) 

   (Baritone in B♭) 

   

  Trombone 1 

  Trombone 2 

  Trombone 3 

  Euphonium 

  Bass 

 

 ( )内の楽器はオプションとなります 

(英国式の記譜による楽譜も併せてご用意しております) 



ティーダ出版がご推薦する選曲ガイド 

 ここでは、小学生の金管バンドの様々な事情や場面に合わせた、弊社がご推薦致します楽曲

をご紹介します。是非日々の活動の選曲にご活用ください。 

 （お問い合わせはティーダ出版まで） 

曲名 作曲／編曲 難易度 演奏時間
フーテナニー ウォルターズ／鈴木栄一 3.5 6:20
二つの交響的断章 ネリベル／小泉貴久 5 10:00
天空の旅 -金管バンドのための- 石原勇太郎 3 5:00
音の四季彩 富士原 裕章 3.5 7:20
ジュスタ 足立正 3 6:00
かなたの空 足立正 2.5 6:00
ジョニーの凱旋 ～Variation on the Thema～ アメリカ民謡／岩村雄太 3.5 7:00
Contrail 堀田庸元 3 6:20
このみちや　～山頭火が見た風景～ 足立正 3 6:10
やまなみのしらせ 福田洋介 3 6:30
Heroic Dance ～勇気の舞曲～ 富士原裕章 2.5 5:00
かみごと～幼い日に見た祭りの情景～ 足立正 2.5 6:30
Solitary Star ～孤独の星～ 小泉貴久 3.5 6:00
大草原の歌 Ｒ．ミッチェル/小泉貴久 3.5 7:00
金管バンドのためのラプソディー 3つの剣～愛・正義・友情～　 岩村雄太 3.5 7:20
 Pulse of The Earth～蒼い星の鼓動～ 岩村雄太 3.5 6:30
海神のいぶき 田丸和弥 3.5 6:30
金管バンドのための 風立つときに 田嶋勉 3 5:30
第六の幸運をもたらす宿 M.アーノルド /小泉貴久 4.5 10:50
悠久の地 江原 大介 3 6:00
秋風の旅人 足立 正 2.5 6:00
The song of depature～旅立ちのうた～ 岩村 雄太 3 6:45
シンフォニア・ノビリッシマ ジェイガー／小泉 貴久 4 5:30
アルメニアン・ダンス　パート１ リード／小泉 貴久 4 11:00
語りつがれる栄光 スウェアリンジェン／戸田 顕 3 6:30
エル・カミーノ・レアル リード／小泉 貴久 5 10:00
アルヴァマー序曲 バーンズ／戸田 顕 4 8:00
バンドのための民話 コーディル／後藤 洋 3 6:00
ブリリアント・シーズン 上岡 洋一 3 6:00
ディスコ・キッド 東海林 修／鈴木 栄一 3 4:00
管楽器と打楽器のためのセレブレーション スウェアリンジェン 3 6:00
エルザの大聖堂への行列 ワーグナー／鈴木 栄一 3 6:00
フィンランディア シベリウス／鈴木 栄一 4 8:00
シンフォニック・ジブリ on ブラス Vol. 1 久石 譲／上岡 洋一 3.5 11:00
シンフォニック・ジブリ on ブラス Vol. 2 久石譲・木村弓・荒井由美／西大樹 3.5 10:00
歌劇「トゥーランドット」ハイライト プッチーニ／鈴木 栄一 3.5 6:00

曲名 作曲／編曲 難易度 演奏時間
波立つ川 -イージーコレクション版- 足立正 2.5 5:40
5つのコラール（小編成版） 足立正 2 10:20

安里屋ユンタ 沖縄・八重山民謡／石原勇太郎 2.5 5:00
幸せなら手をたたこう変奏曲 アメリカ民謡／岡田哲也 2.5 4:00
ふるさと 岡野貞一／浅江政幸 2 2:30
草競馬の主題による変奏曲 フォスター／岩村雄太 2.5 4:00
ハイ・ホー フランク・チャーチル／小見山朋子 2.5 3:30
スウィング・茶摘み 山田耕筰／小見山朋子 2.5 3:00
スザート組曲より Ｔ.スザート/岩村雄太 2.5 5:00
パレードのマーチ 岩村雄太 3 3:00
このみちや　～山頭火が見た風景～ 足立正 3 6:10
Heroic Dance ～勇気の舞曲～ 富士原裕章 2.5 5:00
太陽の輝き 岩村雄太 3 5:30
ジェーナー～沖縄の3つの旋律によるメドレー～ 赤嶺 康 3 3:30
ロシア民謡メドレー ロシア民謡／小池 伸幸 2 4:30
リパブリック賛歌 アメリカ民謡／岩村 雄太 2 3:30
大きな古時計による変奏曲 ワーク／岩村 雄太 2 5:00
ジュ・トゥ・ヴー サティ／蓬田 梓 2.5 4:00
線路は続くよどこまでも アメリカ民謡／岩村 雄太 2 4:00
ヤンキー・ドゥードゥル変奏曲 アメリカ民謡／富士原 裕章 2.5 4:00

曲名 作曲／編曲 難易度 演奏時間
波立つ川 -イージーコレクション版- 足立正 2.5 5:40
5つのコラール（大編成版、小編成版） 足立正 2 10:20
かなたの空 足立正 2.5 6:00
Heroic Dance ～勇気の舞曲～ 富士原裕章 2.5 5:00
金管バンドのための 風立つときに 田嶋勉 3 5:30
大空のカンタータ 田嶋勉 3 6:00
秋風の旅人 足立 正 2.5 6:00
マーチ ソ・ラ・シ・ド 岩村雄太 2.5 4:00
悠久の地 江原 大介 3 6:00
未来が変わる時 富士原 裕章 2.5 5:30
かみごと　～幼い日に見た祭りの情景～ 足立 正 2.5 6:00
スペース・アドベンチャー 富士原 裕章 2 6:00

語りつがれる栄光 スウェアリンジェン／戸田 顕 3 6:35
リパブリック賛歌 アメリカ民謡／岩村 雄太 2 3:30
大きな古時計による変奏曲 ワーク／岩村 雄太 2 5:00
赤い川の谷間 アメリカ民謡/岩村雄太 2 4:00
センチュリア スウェアリンジェン／戸田 顕 3 5:30
インヴィクタ序曲 スウェアリンジェン／戸田 顕 3 6:20

コンサート・コンクールにオススメの楽曲

小編成のコンサート・コンクールにオススメの楽曲

初級バンドが取り組めて高い演奏効果を持つ作品



 

詳

星条旗よ永遠なれ
運動会行進曲 パート１
勇者は帰りて（得賞歌）
クシコス・ポスト
天国と地獄

大きな古時計～金管バンドと合唱のために～
この歌を
すてきな友達
手紙～拝啓十五の君へ～
翼をください
おおシャンゼリゼ
赤い川の谷間
フィンランディア
Join us for Band ～金管バンド仲間集まれ！～

ザ・ウォーター・イズ・ワイド
YELL（いきものがかり）
桜の栞（AKB48）
卒業写真
旅立ちの日に
仰げば尊し
手紙～拝啓十五の君へ～
アイーダ大行進曲
エルザの大聖堂への行列

5つのコラール（大編成版、小編成版）
ちいさな２つのうた
おおきな星空のうた
マーチ ソ・ラ・シ・ド
リパブリック賛歌
大きな古時計による変奏曲
オーラ・リー
ジュ・トゥ・ヴー
錨を上げて
赤い川の谷間
Oh, Susanna
アビニョン橋の上で
アニーローリー
線路は続くよどこまでも
ヤンキー・ドゥードゥル変奏曲

学校行事でも演奏可能な楽曲

運動会での行進や、表彰に！

音楽会で合唱と一緒に演奏できる合唱奏

卒業式や入学式などの祭典に！

初心者の入門としても使用できる楽曲
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ジュ・トゥ・ヴー
錨を上げて
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初心者の入門としても使用できる楽曲

                      

バンド楽譜

バンドに合った選曲

バンドに精通した

真心を込めてサポート

しくはティーダ出版までお
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ヘンリー・クレイ・ワーク/岩村雄太

スコットランド民謡/宇田川 不二夫

音楽会で合唱と一緒に演奏できる合唱奏

初心者の入門としても使用できる楽曲

ティーダ出版がご推薦する選曲ガイド

                      

〒541-0058 

TEL 06
URL: http://www.teeda

E-

作曲／編曲
スーザ/鈴木 栄一
Various/岩村 雄太
ヘンデル/田丸 和弥
ネッケ/岩村 雄太

オッフェンバック/岩村 雄太

作曲／編曲
ヘンリー・クレイ・ワーク/岩村雄太

古宮真美子/小見山朋子
鈴木邦彦/岩村雄太

アンジェラ・アキ/岩村 雄太
村井 邦彦/田丸 和弥

Wilshaw & Deighan/岩村 雄太
アメリカ民謡/岩村 雄太
シベリウス/鈴木 栄一

上岡 洋一

作曲／編曲
スコットランド民謡/宇田川 不二夫

水野 良樹/岩村 雄太
上杉 洋史/蓬田 梓

荒井 由実/田丸 和弥
坂本 浩美/田丸 和弥

文部省唱歌/田丸 和弥
アンジェラ・アキ/岩村 雄太

ヴェルディ/小池 伸幸
ワーグナー/水口 透

作曲／編曲
足立正
足立 正
足立 正

岩村 雄太
アメリカ民謡/岩村 雄太

ワーク/岩村 雄太
プルートン/米山 邦宏

サティ/蓬田 梓
ツィマーマン/神野 ハナビ
アメリカ民謡/岩村 雄太
フォスター/関向 弥生

フランス民謡/関向 弥生
スコットランド民謡/岩村 雄太

アメリカ民謡/岩村 雄太
アメリカ民謡/富士原 裕章

ティーダ出版がご推薦する選曲ガイド 

                      お問い合わせ

ティーダ

 大阪府大阪市中央区南久宝寺町

TEL 06-6241-9394  FAX 06
http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/

-mail: service@teeda

作曲／編曲
スーザ/鈴木 栄一
Various/岩村 雄太
ヘンデル/田丸 和弥
ネッケ/岩村 雄太

オッフェンバック/岩村 雄太

作曲／編曲
ヘンリー・クレイ・ワーク/岩村雄太

古宮真美子/小見山朋子
鈴木邦彦/岩村雄太

アンジェラ・アキ/岩村 雄太
村井 邦彦/田丸 和弥

Wilshaw & Deighan/岩村 雄太
アメリカ民謡/岩村 雄太
シベリウス/鈴木 栄一

上岡 洋一

作曲／編曲
スコットランド民謡/宇田川 不二夫

水野 良樹/岩村 雄太
上杉 洋史/蓬田 梓

荒井 由実/田丸 和弥
坂本 浩美/田丸 和弥

文部省唱歌/田丸 和弥
アンジェラ・アキ/岩村 雄太

ヴェルディ/小池 伸幸
ワーグナー/水口 透

作曲／編曲
足立正
足立 正
足立 正

岩村 雄太
アメリカ民謡/岩村 雄太

ワーク/岩村 雄太
プルートン/米山 邦宏

サティ/蓬田 梓
ツィマーマン/神野 ハナビ
アメリカ民謡/岩村 雄太
フォスター/関向 弥生

フランス民謡/関向 弥生
スコットランド民謡/岩村 雄太

アメリカ民謡/岩村 雄太
アメリカ民謡/富士原 裕章

問い合わせ先 

ティーダ出版 
 

 

大阪府大阪市中央区南久宝寺町

9394  FAX 06-6120
japan.com/teeda_publishing/

service@teeda-japan.com

難易度
3.5

2.5
オッフェンバック/岩村 雄太 2.5

難易度
ヘンリー・クレイ・ワーク/岩村雄太 2.5

古宮真美子/小見山朋子

アンジェラ・アキ/岩村 雄太
村井 邦彦/田丸 和弥

Wilshaw & Deighan/岩村 雄太 2.5
アメリカ民謡/岩村 雄太
シベリウス/鈴木 栄一

3.5

難易度
スコットランド民謡/宇田川 不二夫 3.5

水野 良樹/岩村 雄太

荒井 由実/田丸 和弥
坂本 浩美/田丸 和弥

文部省唱歌/田丸 和弥
アンジェラ・アキ/岩村 雄太

ヴェルディ/小池 伸幸

難易度

2.5
アメリカ民謡/岩村 雄太

プルートン/米山 邦宏
2.5

ツィマーマン/神野 ハナビ
アメリカ民謡/岩村 雄太
フォスター/関向 弥生

フランス民謡/関向 弥生
スコットランド民謡/岩村 雄太

アメリカ民謡/岩村 雄太
アメリカ民謡/富士原 裕章 2.5

 

大阪府大阪市中央区南久宝寺町 4-5-15-202
6120-7539 

japan.com/teeda_publishing/
japan.com 

難易度 演奏時間
3.5 3:00
3 6:00
2 3:00

2.5 2:00
2.5 2:00

難易度 演奏時間
2.5 6:40
3 4:30

3 4:30
3 4:00

2.5 3:40
2 4:00
4 8:00

3.5 4:30

難易度 演奏時間
3.5 3:30
3 6:00
3 4:40
3 4:00
3 4:40
3 5:30
3 4:30
2 3:30
3 6:00

難易度 演奏時間
2 10:20
2 4:30
2 4:00

2.5 4:00
2 3:30
2 5:00
2 5:00

2.5 4:00
2 3:00
2 4:00
2 3:00
2 2:30
2 5:30
2 4:00

2.5 4:00

202 

japan.com/teeda_publishing/ 

演奏時間

演奏時間

演奏時間

演奏時間
10:20


