


幼児のための音研オリジナルスコア　

　

Original Music Score

  2021年度　最新曲のご案内

ダウンロード版も同時発売中！
曲目は著作権の関係により変更される場合もございます。

【楽譜（1 曲）】

マーチング 2,200 円 (税込）

日本太鼓　 1,650 円 (税込）

各 3,300 円 (税込）

楽譜に合わせた音源集も発売中。
CD/USBからお選び下さい。

【新譜音源集】

http://ori-sco.com オリジナルスコアオンライン

インターネットダウンロードなら楽譜と音源のセットでお得 !!

ＭＰ3音楽データにも対応できるようになりました

ダウンロード商品はお支払い後 7 日以内にパソコンにダウンロードをお願いします♪

パソコンで

購入手続き

コンビニで
お 支 払 い

コンビニのレシートを領収書としてお使いください
大好評
コンビニ
決済 楽譜・音源は

マイページからダウンロード♪

　　
　　楽　譜

楽譜はパソコンから
印刷してください♪

MP3 データ　　　楽譜に合わせた 2種類の音楽データも付属

USB や FD にコピーして
Roland ミュージックプレーヤーで♪

携帯音楽プレーヤー
　　　　　ＣＤなどで♪

MIDI データ

※ケータイ・スマホからはご購入できません

ダウンロード購入の流れ：パソコンで購入手続き⇒お支払い⇒パソコンにダウンロード⇒プリンターで印刷
　　　　　　　　　　　　⇒音源は携帯音楽プレーヤーや CD などに、またはミュージックプレーヤーで再生

http://ori-sco.com
 

ご注文はFAX専用の注文書にてお願いします
MT-90U のご案内Roland

最新の音源が348音色
練習に本番に大活躍！！
オリジナルスコアのデータ
だけでなくMP3ファイルの
再生も可能！！

別売アンプ接続用コード
　　　　　2,200円 ( 税込）

MT-90U 52,800 円 ( 税込）

♪ 幼児マーチングバンド ♪

♪ 日本太鼓（曲太鼓/創作太鼓）

11ページ

楽譜 5～7ページ
音源集 8ページ

9 ページ

2021.4.14

 誠に勝手ながらCD集・USB集の販売は、
 2021年度末をもちまして終了いたします。
 オリジナルスコアオンラインでは楽譜と音源をセットで販売して

 おりますので今後はぜひダウンロード版をご利用ください

【幼児マーチングバンド】 【幼児日本太鼓】
♪： ウルトラマンの歌

MA-3010 レベル：2

♪： おおブレネリ／スイス民謡
MA-5011 レベル：2

♪： 紅蓮華／LiSA◎
MK-3008 レベル：4

♪： スピッツメドレー「チェリー/ロビンソン／空も飛べるはず」
MS-3008 レベル：3

♪： 炎／LiSA
MH-5009 レベル：4

♪： カイト／嵐
MK-1012 レベル：4

♪： 泣き笑いのエピソード／秦基博
MN-1004 レベル：3

♪： 夜に駆ける／YOASOBI
MY-3004 レベル：4

♪： くわがた音頭／ケロポンズ＆福田りゅうぞう
WK-3004 レベル：2

♪： パラダイス銀河／光GENJI
WH-1016 レベル：3

♪： ハルノヒ／あいみょん
WH-1017 レベル：3

♪： 星影のエール／GReeeeN 
WH-5006 レベル：3

♪： Make you happy／NiziU　
WM-4004 レベル：4

♪： I LOVE...／Official髭男dism　　
WA-1023 レベル：4

♪： 炎／LiSA
WH-5007 レベル：3

♪： 夜に駆ける／YOASOBI
WY-3006 レベル：4

　　　　☆☆ダウンロード限定の曲も販売中‼☆☆

リズム合奏

♪ 器楽合奏 10ページ

♪ 鍵盤ハーモニカ 11ページ

楽譜
音源集

1～3ページ
4ページ

※プラスワンマーチングとマリンバアンサンブルの販売は
　 終了いたしました。

◎→ １日講習会テキスト用曲集とは別アレンジです。ご注意ください。

















CD/USB集　各3,300円(税込）　（楽譜と音源は別売です）

CD集はCDプレーヤーで再生してください。　USB集はRolandミュージックプレーヤーMT-90Uに対応しています。

№ 曲目 CD集 USB集 № 曲目 CD集 USB集

No.1

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ体操/にんげんっていいな
ｽﾏｲﾙ/ｷｭｰﾃｨｰﾊﾆｰ

あの鐘を鳴らすのはあなた/真赤な太陽
津軽海峡冬景色/桜援歌

WC301 WU301 No.15

きのこの唄/きよしのｽﾞﾝﾄﾞｺ節
ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎/村祭り/UFO

与作/Rhythm & Police
渡る世間は鬼ばかり

WC315 WU315

No.2

てんとうむしのｻﾝﾊﾞ/ぼくはくま
ｱﾗﾗの呪文/ﾊｸﾞしちゃお

ｵｼﾞｰ自慢のｵﾘｵﾝﾋﾞｰﾙ/嵐を呼ぶ男
花唄/情熱大陸

WC302 WU302

NO.16

講習会
ピース

ｲﾝｻﾞﾑｰﾄﾞ/A列車でいこう/ｴﾙｸﾝﾊﾞﾝﾁｪﾛ
風になりたい/ゲゲゲの鬼太郎

筑子節/ｻﾝﾊﾞﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ
WC316 WU316

No.3

ﾄﾞﾚﾐﾌｧｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ/崖の上のﾎﾟﾆｮ
妖怪横丁ｹﾞｹﾞｹﾞ節/必殺
どうにもとまらない/海雪

きよしのｿｰﾗﾝ節/風林火山

WC303 WU303

NO.17

講習会
ピース

ピーナッツメドレー/ｼﾝｸﾞｼﾝｸﾞｼﾝｸﾞ
仕事人出陣/宙船/ミッションインポッシブル

ムーンライトセレナーデ
WC317 WU317

No.4

狼なんかこわくない
踊れどれﾄﾞﾗﾄﾞﾗえもん音頭

ｼﾝｹﾝｼﾞｬｰ/太陽にほえろ/ｴｳﾞｧﾝｹﾞﾘｵﾝ
陽はまた昇る/ﾆﾎﾝﾉﾐｶﾀ

WC304 WU304 №18
今咲き誇る花たちよ/雨のち晴レルヤ

にんじゃりばんばん/紅蓮の弓矢
GOUNN/千本桜/Rising/ふなっしー

WC318 WU318

No.19

かくれんぼ
爽涼鼓舞「SUPER COOL DANCE HEAT」

地上の星/東京音頭/浪花いろは節
NIPPON/花燃ゆ/麦の唄

WC319 WU319

No.20

ＯＬＡ!!/心の空/365日の紙飛行機
時よ/前向きスクリーム！
我ら思う、故に我ら在り

はなまるぴっぴはよいこだけ
全力バタンキュー

WC320 WU320

No.6

まねきねこﾀﾞｯｸ/勇気100％
まいにちﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ/ﾊﾋﾟﾊﾋﾟ

きよしのﾄﾞﾄﾞﾝﾊﾟ/SOMEDAY/ｷﾝ肉ﾏﾝ
GoFight/Thriller

WC306 WU306 No.21
とまとっと...？/笑点のテーマ2017

あばれ太鼓/オキノタユウ/起死回生
TOKYO GIRL/ズッコケ男道/前前前世

WC321 WU321

No.7

花笠音頭/夢をかなえてﾄﾞﾗえもん/ﾌﾟﾘｷｭｱ
太陽がくれた季節/ﾀｲｶﾞｰﾏｽｸ

宇宙戦艦ﾔﾏﾄ
北の漁場/江

WC307 WU307 No.22
アローラ!!／襟裳岬／陰陽師
恋／タッタ／渡月橋／にじ

ＲＡＩＮ
WC322 WU322

No.8

ｱｲｱｲ/ﾕｶｲﾂｰｶｲ怪物くん/ｽﾃｷな日曜日
妖怪人間ﾍﾞﾑ

つけまつける/DANCING QUEEN
花祭り/天城越え

WC308 WU308 No.23
ぼよよん行進曲／打上花火／男の勲章

Get Wild／笑‐笑／マスカット
ドラえもん／夏疾風

WC323 WU323

No.9

生きてる生きてく/みてみて☆こっちっち
ﾌﾗｲﾝｸﾞｹﾞｯﾄ/無責任ﾋｰﾛｰ

Rising　Sun/歩いて帰ろう/女々しくて
ﾜｲﾙﾄﾞｱｯﾄﾊｰﾄ

WC309 WU309 No.24

笑顔をあつめて／ECHO／紅蓮華
大丈夫／マリーゴールド

め組のひと／Lemon
P.A.R.T.Y.～ユニバース・フェスティバル～

WC324 WU324

No.10

あたりまえ体操/サザエさん一家
未来のﾐｭｰｼﾞｱﾑ/浪漫飛行/RPG
ぼくのﾐｯｸｽｼﾞｭｰｽ/勇気りんりん

Diamonds/あまちゃんのﾃｰﾏ

WC310 WU310 No.25
くわがた音頭/パラダイス銀河/ハルノヒ

星影のエール/Make you happy/I LOVE…
炎/夜に駆ける

WC325 WU325

No.11

恋のﾀﾞｲﾔﾙ6700/恋のﾀﾞﾝｽｻｲﾄ
公園にいきましょう/ｺｺﾛﾂﾀｴ

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝたいそう/うる星やつら
栄光の架橋/おさかな天国

WC311 WU311

■創作太鼓※創作太鼓にCD集の販売はございません

No.12

証城寺のたぬきばやし/どんぐりころころ
お祭りﾏﾝﾎﾞ/ガッチャマン/北酒場

銭形平次ﾃｰﾏ/そうだったらいいのにな
津軽はね太鼓

WC312 WU312 №.甲
暁/一番太鼓/海鳴/大蛇/輝/風/魁

彩華/祭祀の宴/ZIPANGU/仙波太鼓/大海
SU401

No.13

ﾄﾝﾁﾝｶﾝﾁﾝ一休さん/どんな色が好き
狙いうち/花まつり/半妖犬夜叉

ひょっこりひょうたん島
古い日記/フラワー

WC313 WU313 №.乙

断章Ⅱ/断章Ⅴ/波風/夏の韻律
/HABANERA/CHACONNE

祭り衆/山嵐/やる気太鼓/楽天/雷神
龍雅/烈火

SU402

No.14
ペッパー警部/北海盆唄/HotStuff
ﾏﾂｹﾝｻﾝﾊﾞ2/まったり音頭/まつり

ﾏﾝﾎﾞ№5/みちのくひとり旅
WC314 WU314 №.丙

鳴神 / 游雲 / 鼓音 / 鼓春
霹靂 / 撓 / 纏 / 舞鼓

SU403

CD集USB集の販売は、2021度末をもちまして終了いたします。

No.5

ああ人生に涙あり/暴れん坊将軍
ｱﾌﾘｶﾝｼﾝﾌｫﾆ-/いい湯だな/

大江戸捜査網/河内おとこ節/島唄
島人ぬ宝/前略道の上より/大漁唄い込み

東京ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ/ﾄﾞﾗえもん音頭/夏祭り
涙そうそう/浪花節だよ人生は
ﾊｲｻｲおじさん/花/八木節
夜桜お七/よさこいｿｰﾗﾝ

WC305 WU305

2021 幼児日本太鼓 CD/USB集
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