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みなさんが卒業式でうたった歌は何でしょうか？ 

今回の展示では、長年卒業式で使用されている曲から最近人気のある曲まで、  

卒業式ソングの楽譜や図書、録音資料をご紹介します。 

 
 
 
 

企画●国立音楽大学附属図書館広報委員会 

  



卒業式ソングを集めた曲集 

<合唱> 
たのしい合唱研究会編『入学・卒業式で輝くベスト+新譜 : ベスト 50 曲・新譜合唱譜付』 
汐文社, 1997 (みんなで創る校内合唱 ; 3)   請求記号●C61-895 

 
長谷川良夫編曲『卒業式歌』音楽之友社, 1954   請求記号●F5-685 

 
『卒業 : 卒業生に贈る歌特集』ケイ・エム・ピー, [1989] (ニューミュージック・コーラス)   請求記号●F16-557 
 
『コンサート・プログラミングのためのピアノ伴奏女声合唱精選』ケイ・エム・ピー, 1993 請求記号●F18-567 
 
『トゥモロー : 混声合唱曲集. 2 訂版』教育芸術社, c2004   請求記号●F23-358 
 
『コーラスアベニュー : ニューヒットコーラス. 女声版』音楽之友社, 2005  請求記号●F23-870 
 
『旅立ちの日に : 決定版! みんなでうたう卒業式の歌 ベストセレクション. 同声版』 
音楽之友社, 2006   請求記号●F24-902 

 
『旅立ちの日に : 決定版! みんなでうたう卒業式の歌ベストセレクション. 混声版』 
音楽之友社, 2006   請求記号●F24-903 

 
『あなたへ : 旅立ちに寄せるメッセージ』音楽之友社, 2007 (新・中学生のクラス合唱曲集) 請求記号●F24-974 
 
『未来へのマイルストーン : 卒業の歌 : 教室から生まれたクラス合唱曲』 
音楽之友社, 2008   請求記号●F25-252 

 
『輝く笑顔』音楽之友社, 2008 (新・中学生のクラス合唱曲集)   請求記号●F25-301 
 
『コーラスアベニュー : ニューヒットコーラス. 女声版改訂版』音楽之友社, 2009 請求記号●F25-902 
 
『光のなかで』音楽之友社, 2010 (新・中学生のクラス合唱曲集)   請求記号●F26-357 
 
さいとうみのる文 ; かざねそよかイラスト ; さとうたかひろ編曲『学校で楽しむみんなの合唱. 
2 巻 (入学・卒業式編)』汐文社, 2004   請求記号●J103-084 

 
<歌とピアノ、ピアノソロ> 
『Graduation 1998 = 卒業生のピアノアルバム : ニューミュージックで贈る』 
ドレミ楽譜, 1998   請求記号●F21-064 

 
音楽教材研究会編『歌の贈りもの : 卒業式・卒園式・送る会などでうたいたい歌ベストアルバム : 
カラオケ CD, ピアノ伴奏譜付き』民衆社, 2001   請求記号●F22-550 

 
『こどもの年中行事 ベスト曲集 : 簡易ピアノ伴奏 & ソロ』デプロ, 2002   請求記号●F22-604 
 
『思い出いっぱい! 卒業ソング = Graduation』ヤマハミュージックメディア, 2003  請求記号●F22-825 
 
『実用 学校行事ベスト・コレクション : やさしいピアノ・ソロ』デプロ, 2003 請求記号●F23-153 
 
『幼児とともに』聖徳学園短期大学出版部, 昭和 43 [1968]   請求記号●G14-475 
 
『Graduation : memory song collection = 卒業 : 思い出の名曲コレクション』 
Doremi Music Publishing, 1990   請求記号●G22-907 

 
『卒業 : piano & vocal, piano solo』東京音楽書院, 1993   請求記号●G24-393 
 
『こどもの楽しい学校行事曲集』ドレミ楽譜出版社, 1997 (ピアノワンダーランド別冊)  請求記号●G26-895 
 
『Ceremony : piano solo = セレモニーソング大全集』YAMAHA Music Media, 1998 請求記号●G27-414 

 
 
 



展示資料 

<図書> 
卒業式ソング取材班編 『「旅立ちの日に」の奇蹟 : いくつもの"卒業"を経て、今響く歌声』 
ダイヤモンド社, 2005   請求記号●J116-911 

 
<楽譜> 
『日本名歌 150 曲集 : ピアノ伴奏』オンキョウパブリッシュ, 1998   請求記号●F20-720 

展示箇所：《仰げば尊し》 小学唱歌集より 
 
『旅立ちの日に : 決定版! みんなでうたう卒業式の歌ベストセレクション』 
音楽之友社, 2006   請求記号●F24-903 

展示箇所：《蛍の光 ～卒業式のために～》 稲垣千頴日本語詞 ; スコットランド民謡 
 
『コーラスフェスティバル : 混声合唱曲集. 2005』正進社, [2005]   請求記号●F24-258 

展示箇所：《巣立ちの歌》 村野四郎作詞 ; 岩河三郎作曲 
 
『精選小学生のみんなのうた 80 選』音楽之友社, 1990   請求記号●F16-158 

展示箇所：《ありがとう・さようなら》 井出隆夫作詞 ; 福田和禾子作曲 
 
松井孝夫『ベストセレクション 1987～2003 : 混声編』教育芸術社, 2003   請求記号●F26-512 

展示箇所：《旅立ちの日に》 小嶋登作詞 ; 坂本浩美作曲 
 
『トゥモロー : 混声合唱曲集』教育芸術社, c2004   請求記号●F23-358 

展示箇所：《Believe》 杉本竜一作詞作曲 
 
『コスモス : ミマス作品集 : 富澤裕セレクション』音楽之友社, 2010   請求記号●F26-085 

展示箇所：《Cosmos》 ミマス作詞作曲 
 
『贈る言葉』音楽之友社, 1986 (東京混声合唱団愛唱曲集 ; 1)   請求記号●F19-845 

展示箇所：《贈る言葉》 武田鉄矢作詞 ; 千葉和臣作曲 
 
『バルセロナの星』音楽之友社, 1992 (ニューベストコーラス)   請求記号●F17-859 

展示箇所：《卒業写真》 松任谷由美作詞作曲 
 
『新選パート別合唱名曲集』ビクターエンタテイメント, 1998   請求記号●F21-393 

展示箇所：《乾杯》 長渕剛作詞作曲 
 
『ヤング ソング』教育芸術社, c1991   請求記号●F16-854 他 

展示箇所：《想い出がいっぱい》 阿木燿子作詞 ; 鈴木キサブロー作曲 
 
『Graduation 1998 = 卒業生のピアノアルバム : ニューミュージックで贈る』 
ドレミ楽譜, 1998   請求記号●F21-064 

展示箇所：《卒業》 尾崎豊作詞作曲 
 
『みんなでたのしく! ポピュラーコーラス : ピアノ伴奏付』全音楽譜出版社, 2003- 請求記号●F23-903/(1) 

展示箇所：《空も飛べるはず》 草野正宗作詞作曲 
 
『思い出いっぱい! 卒業ソング = Graduation』ヤマハミュージックメディア, 2003   請求記号●F22-825 

展示箇所：《my graduation》 伊秩弘将作詞作曲 
 
『児童合唱の定番. 2』ヤマハミュージックメディア, 2004   請求記号●F25-144/(2) 

展示箇所：《さくら（独唱）》 森山直太朗, 御徒町凧作詞 ; 森山直太朗作曲 
 
『児童合唱の定番. 1』ヤマハミュージックメディア, 2004   請求記号●F25-143/(1) 

展示箇所：《世界に一つだけの花》 槇原敬之作詞作曲 
 
『The best コーラス・アルバム : 混声三部合唱/ピアノ伴奏. 君と歌うラブ & バラード編』 
Kmp, 2007   請求記号●F25-151 

展示箇所：《3 月 9 日》 藤巻亮太作詞作曲 
 
水野良樹 (いきものがかり) 作詞・作曲 ; 鷹羽弘晃編曲『Yell : 女声三部合唱』 
日本放送出版協会, 2009 (NHK 全国学校音楽コンクール. 中学校. 平成 21 年度 (第 76 回))  請求記号●F25-644 



●展示パンフレットは図書館ホームページからも入手できます。（バックナンバーも公開しています。） 

http://www.lib.kunitachi.ac.jp/tenji/tenji.htm 
 

2012/3/5 編集●国立音楽大学附属図書館広報委員会 ： 二塚恵里・撰正弘 

 

<録音資料> 
風と光 : クラス合唱 その 3 
東京 : Toshiba Records, p1987   請求記号●XD2663 
 
若い翼は : 新版 : 教芸版 クラス合唱曲集 : コーラスと伴奏. 上  
神代混声合唱団 ; 喜多見中学校合唱団 ; 鈴木規子, 井上美都, 高山宣子ピアノ ; 渡瀬昌治指揮  
Tokyo : Victor, 1991   請求記号●XD19931-19933 
 
混声合唱曲集 : 新版  
[Tokyo] : Columbia, 1990   請求記号●XD20070 
 
Young song : 教芸版 合唱曲集 : コーラスと伴奏  
神代混声合唱団 ; 喜多見中学校合唱団 ; 井上美都, 鈴木規子ピアノ ; 渡瀬昌治, 橋本祥路指揮  
Tokyo : Victor, 1991   請求記号●XD20071-20074 
 
大地讃頌  
平松混声合唱団 ; 平松剛一指揮  
Tokyo : Victor, p1998   請求記号●XD43442 
 
範唱・伴奏  
[Tokyo] : Columbia, p2002   請求記号●XD50008 
 
旅立ちの日に : 卒業式に歌われる子どものうた  
ひまわりキッズ (第 1-2, 5, 8, 10-11, 13-14 曲) ; タンポポ児童合唱団 (第 3-4, 6-7, 9, 12, 15 曲)  
Tokyo : King, 2003   請求記号●XD52857 
 
想い出がいっぱい  
Tokyo : King, 2004   請求記号●XD52859 
 
ぼくらの学園クラシック!  
Tokyo : King, 2007   請求記号●XD64910 
 
思い出のアルバム : ピアノで聴く卒業ソングス  
Tokyo : King, 2007   請求記号●XD64911 
 
旅立ちの日に : みんなでうたう卒業式の歌 ベストセレクション : 決定版  
栗友会アルカディアコール ; 横山琢哉指揮 ; 須永真美ピアノ ; 他  
2006 年録音 
[Tokyo] : Columbia, 2010   請求記号●XD66003 
 
Original songs : 混声編 / 山崎朋子 
[東京] : 教育芸術社, p2010   請求記号●XD66004 
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