
表1
小林範子作品一覧（楽譜）
未来のこどもたちへ　（Soundcloud) 　未来のこどもたちへ 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　冬の朝焼け 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　朝が開けると 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　わたしにはわかるの 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

   未来 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

   尾瀬が原 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　朝霧のきみ 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　百木百花のみち 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

   雨音のゆくえ 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　たばばたのうた 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　登頂の譜 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

　しあわせのうた 　 作詞：大澤　栄 作編曲：小林範子

女声三部合唱とピアノのための ひとひらの花
びら（あけぼのホール出版）

 　誕生のアリア 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　朝のアウローラ 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　 虹の玻璃 ちきゅう 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　夏の夕べの星に 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　ひとひらの花びら 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　オリーブの丘を 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　我が友カンパネッラよ 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　JOY-豊穣のうた 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　フィレンツエ の石畳を歩く乙女よ 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子

　女神の香炉 　 作詞：寺島悦恩 作編曲：小林範子
英語と日本語と音楽で伝えよう川越　川越合唱曲集

　仙法仙人 　 作詞：小林範子 作編曲：小林範子

　民部稲荷 　 作詞：小林範子 作編曲：小林範子

　喜多院 　 作詞：小林範子 作編曲：小林範子

　Mr.Sweet Potato 　 作詞：小林範子 作編曲：小林範子

　雪塚稲荷さん 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　牛頭天皇さま 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　しゃぶきばば 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　河童の伊勢まいり 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　九十川 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　五百羅漢さま 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　夜泣き子育て地蔵さん 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　うらなし道 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　コガン坊さま 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　小池の大蛇 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　だいだらぼっち 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

　まきの大木 　 作詞：柿沼　宏 作編曲：小林範子

女声合唱とピアノのための いにしえの１０の愛のう
た「万葉集」より（カワイ出版） 

    秋の野に  万葉集 作編曲：小林範子

 　いにしへに織りてし機を  万葉集 作編曲：小林範子

　 瓜食めば  万葉集 作編曲：小林範子

    思はじと言ひてしものを  万葉集 作編曲：小林範子

    天地のいずれの神を祈らばか  万葉集 作編曲：小林範子

小林範子作品一覧（楽譜）

1



 　春過ぎて  万葉集 作編曲：小林範子
　敷島の大和の国は  万葉集 作編曲：小林範子
　東の野にかぎろひの立つ見えて  万葉集 作編曲：小林範子
　韓人の衣染むといふ  万葉集 作編曲：小林範子

ピアノ曲集（楽譜）
　朝のアウローラ                           
（ソナチネ第一楽章第２楽章第３楽章）

作曲：小林範子

 作曲：小林範子
  アジア街道Ⅱ 作曲：小林範子
  江南の光と水と 作曲：小林範子
  落陽夢 作曲：小林範子

風を聴く（映画）台湾九份物語　
 九份愴蒼 作曲：小林範子

CD作品

天使の羽が舞い降りる

始まりの朝に チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

誕生のアリア  Ⅰ チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

トルコ紀行 チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

天使の羽が舞い降りる チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

女神の物語のアリア チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

虹の玻璃 チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

朝のアウローラより チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

誕生のアリア　Ⅱ チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

我心中泉 チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

エンディング チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

ジョイ チェロ：毛利塵臣 作曲ピアノ：小林範子

虹の玻璃（にじのちきゅう）CD

　虹の玻璃　英語版 作詞：寺島悦恩 作曲：小林範子
　虹の玻璃　　　日本語版 作詞：寺島悦恩 作曲：小林範子

あなたに聴かせたい万葉　CD

　つき草のうつろひやすく  万葉集 作編曲：小林範子
　天の鶴群（あめのたずむら）  万葉集 作編曲：小林範子
　敷島の大和の国は  万葉集 作編曲：小林範子
　苗代のこなぎが  万葉集 作編曲：小林範子
 　春過ぎて  万葉集 作編曲：小林範子

    思はじと言ひてしものを  万葉集 作編曲：小林範子

    東の野にかぎろひのたつ見えて  万葉集 作編曲：小林範子

 　いにしへに織りてし機を  万葉集 作編曲：小林範子

　 瓜食めば  万葉集 作編曲：小林範子

    秋の野に  万葉集 作編曲：小林範子

　韓人の衣染むといふ  万葉集 作編曲：小林範子

    天地のいずれの神を祈らばか  万葉集 作編曲：小林範子
　東の野にかぎろひの立つ見えて  万葉集 作編曲：小林範子
　防人に  万葉集 作編曲：小林範子
　君待つと  万葉集 作編曲：小林範子
　近江の海  万葉集 作編曲：小林範子
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葉祥明美術館　人と自然への愛

朝のアウローラ （ソナチネ） 作曲ピアノ：小林範子

誕生のアリアCD

誕生のアリア  Ⅰ  作曲演奏：小林範子

女神の物語のアリア  作曲演奏：小林範子

JOY  作曲演奏：小林範子

地雷ではなく花をください  作曲演奏：小林範子

ENDING  作曲演奏：小林範子

始まりの朝に  作曲演奏：小林範子

我心中泉  作曲演奏：小林範子

SEA  作曲演奏：小林範子

誕生のアリア　Ⅱ  作曲演奏：小林範子

Usagi                                                        
A collection of solo piano works

Toryanseとおりゃんせ PianoL.Ledgerwood  作曲：小林範子

A Lullaby of  Itsuki 五木のこもりうた PianoL.Ledgerwood  作曲：小林範子

SEA うみ PianoL.Ledgerwood  作曲：小林範子

USAGI　うさぎ PianoL.Ledgerwood  作曲：小林範子

An  ancient song  作曲：小林範子

Inspirations from old Japanese folk 
songs

こきりこ節 歌：谷篤  作曲：小林範子

南部山唄 歌：谷篤  作曲：小林範子

ホーハイ節 歌：谷篤  作曲：小林範子

やんさこ～盆踊唄 歌：谷篤  作曲：小林範子

てんさぐの花 歌：谷篤  作曲：小林範子
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2020.5 https://soundcloud.com/noriko-kobayashi-844520177

2020.5

2020.5

2020.1

2020.1

2020.1

2020.1

2020.1

2020.1

2020.1

2020.1

2020.1

2019.1

2019.1

2019.1

2019.1

2019.1

2019.1

2019.1

2019.1

予備

予備

Withered Sempo

Hey Mr.Minbu

Welcome to Kitain Temple

Mr.Sweet Potato

2012.12  In the Autumn Field 

2012.12  A Weaving Song 

2012.12  More than Gold, Silver and Gems: A Love Song for Children 

2012.12  Although All My Love will be in Vain 

2012.12 A Young Soldier’s Song for His Mother 

未来のこどもたちへ　（Soundcloud)

女声三部合唱とピアノのための ひとひらの花
びら（あけぼのホール出版）

英語と日本語と音楽で伝えよう川越　川越合唱曲集

女声合唱とピアノのための いにしえの１０の愛のう
た「万葉集」より（カワイ出版） 
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2012.12 Spring Has Passed and Summer Comes 

2012.12 A Noble Song for His Fortune-Blessed Journey 

2012.12  On the Hazy Mist Rising in the Eastern Field 

2012.12 A Purple Farewell Song 

1999
1999
1998
1998

2007.3

Angel's Wings Down

2010.1.7 At a First Morning  　　3:27
2010.1.7 Birth of Aria Ⅰ　 3:14
2010.1.7 Winds from Turkey 2:31
2010.1.7 Angel's Wings Down 3:10
2010.1.7 A Song from  Diva's Tale 2:00
2010.1.7 The earth Can Be Beautiful Again 3:54
2010.1.7 From Aurora's Morning 2:08
2010.1.7 Birth of Aria Ⅱ　5:58
2010.1.7 I Have a Spring  in My Heart 2:30
2010.1.7 Ending 3:46
2010.1.7 Joy 6:08
2007

原曲　2011.9.11 地雷ではなく花をください
原曲　2011.9.11 地雷ではなく花をください

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves
原曲　1999.3. 弾き語り万葉集からfrom the ten thousand leaves

ピアノ曲集（楽譜）

風を聴く（映画）台湾九份物語　

CD作品

天使の羽が舞い降りる

虹の玻璃（にじのちきゅう）CD

あなたに聴かせたい万葉　CD
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200112.08

200112.08

200112.08

200112.08

200112.08

200112.08

200112.08

200112.08

200112.08

Inspirations from Old Japanese Folk songs

1994.4.18 Toryanse
1994.4.18

1994.4.18

1994.4.18

1994.4.18

1994.4.18

1994.4.18

1994.4.18

1994.4.18

葉祥明美術館　人と自然への愛

誕生のアリアCD

Usagi                                                        
A collection of solo piano works

Inspirations from old Japanese folk 
songs
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未来のこどもたちへ　（Soundcloud)

女声三部合唱とピアノのための ひとひらの花
びら（あけぼのホール出版）

英語と日本語と音楽で伝えよう川越　川越合唱曲集

女声合唱とピアノのための いにしえの１０の愛のう
た「万葉集」より（カワイ出版） 
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ピアノ曲集（楽譜）

風を聴く（映画）台湾九份物語　

CD作品

天使の羽が舞い降りる

虹の玻璃（にじのちきゅう）CD

あなたに聴かせたい万葉　CD
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葉祥明美術館　人と自然への愛

誕生のアリアCD

Usagi                                                        
A collection of solo piano works

Inspirations from old Japanese folk 
songs
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