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7030 宇宙の音楽をつくろう 21 小56 ビデオ

7080 たのしいﾘｽﾞﾑ 17 小12 ビデオ

7081 たのしい音符 19 小低 ビデオ

7111 ちいさい秋みつけた,赤ﾄﾝﾎﾞ,待ちぼうけ他 20 小12 ビデオ

7112 山のﾜﾙﾂ,とんぼの思い出,夕焼け小焼け他 20 小12 ビデオ

7174 指揮法 90 教師 ビデオ

7243 ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰの基礎 30 小 ビデオ

7244 たのしい器楽合唱  -打楽器の基礎- 30 小 ビデオ

7348 やさしい合唱指揮法 60 教師 ビデオ

7386 低学年指導1(身体表現,ﾘｽﾞﾑにのって 他) 50 教師 ビデオ

7387 低学年指導2(音あてｹﾞｰﾑ,指揮のﾎﾟｲﾝﾄ 他) 50 教師 ビデオ

7388 中学年指導1(呼吸と発声,斉唱を美しく 他) 50 教師 ビデオ

7389 中学年指導2(ﾘｺｰﾀﾞｰへの導入･合唱 他) 50 教師 ビデオ

7390 高学年指導1(日本太鼓,手作り楽器 他) 50 教師 ビデオ

7391 高学年指導2(ﾘｽﾞﾑを生かして合唱 他) 50 教師 ビデオ

7392 多彩な音楽とｸﾗﾌﾞ(日本音楽,音楽ｹﾞｰﾑ 他) 50 教師 ビデオ

7463 おはなし音楽館 3びきのこぶた 15 小1 ビデオ

7464    〃    おむすびころりん 15 小2 ビデオ

7465    〃    かさじぞう 15 小3 ビデオ

7466    〃    つるのおん返し 15 小4 ビデオ

7467    〃    走れﾒﾛｽ 15 小5 ビデオ

7468    〃    銀河鉄道の歌 15 小6 ビデオ

7469 NHK名曲ｱﾙﾊﾞﾑ 日本編 50 小中 ビデオ

7470    〃      ﾄﾞｲﾂ編Ⅰ 50 小中 ビデオ

7471    〃      ﾄﾞｲﾂ編Ⅱ 50 小中 ビデオ

7472    〃      ﾌﾗﾝｽ編 50 小中 ビデオ

7473    〃      ｵｰｽﾄﾘｱ編 50 小中 ビデオ
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7474    〃      ﾛｼｱ編 50 小中 ビデオ

7475    〃      東欧編 50 小中 ビデオ

7476    〃      ｲｷﾞﾘｽ・北欧編 50 小中 ビデオ

7477    〃      ｲﾀﾘｱ編 50 小中 ビデオ

7478    〃      ｽﾍﾟｲﾝ・ｱﾒﾘｶ編 50 小中 ビデオ

7613 たてぶえ  -小鳥がさえずるように- 20 小 ビデオ

7614 ｵｰｹｽﾄﾗ入門 ①ｵｰｹｽﾄﾗの楽器 52 小中 ビデオ

7615    〃     　　   ②ｵｰｹｽﾄﾗと指揮者 57 小中 ビデオ

7694 手話①友達はいいな,WAになって踊ろう 他 41 小中 ビデオ

7695  〃 ②翼をください,贈る言葉,長い間 他 40 小中 ビデオ

7696  〃 ③さんぽ,ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ,ありがとうさようなら 30 小中 ビデオ

7697  〃 ④はじめの一歩,この星にうまれて 他 41 小中 ビデオ

7698  〃 ⑤夜空のﾑｺｳ,旅立ちの日に,心の瞳 他 53 小中 ビデオ

7752 日本の楽器  -和太鼓- 25 小中 ビデオ

7753 日本の楽器  -箏- 25 小中 ビデオ

7754 日本の楽器  -三味線- 25 小中 ビデオ

7755 日本の楽器  -尺八・篠笛- 25 小中 ビデオ

7781 音楽鑑賞基礎知識-邦楽編-「楽器紹介」 25 小中 ビデオ

7782   〃             -邦楽編-「邦楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ」 15 小中 ビデオ

8003 和太鼓   │①和太鼓の基礎知識 和太鼓入門 25 小中 ビデオ

8004     〃     │②和太鼓の基本打法 和太鼓入門 45 小中 ビデオ

8023 教芸 物語と音楽ﾋﾞﾃﾞｵ ②ないた赤おに 15 小2 ビデオ

8024 和楽器だ! 音楽づくりだ! 23 小 ビデオ

8088 荒城の月  -滝廉太郎物語- 21 小 ビデオ

8089 民舞教則│①よさこい鳴子踊りⅡ 30 小中 ビデオ

8090    〃       │②まつり花笠  30 小中 ビデオ

8091    〃       │③ちゃーびらさい 31 小中 ビデオ
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8092    〃       │④よさこいｿｰﾗﾝ  36 小中 ビデオ


