
■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD4年

曲名 作曲者 演奏者

Disc1（DCT-3305）

1 歌劇「魔笛」から パパゲーノとパパゲーナの二重唱 モーツァルト
ヴァルター・ベリー（バリトン）、 エミー・ローゼ（ソプラノ）、
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：カール・ベーム

2 映画「アラジン」から 新しい世界＜日本語＞
湯川れい子（日本語詞）
アラン メンケン（作曲）
藤原嘉文（編曲）

伊藤恵理・石井一孝（歌）、野間春美（ピアノ)、UMオーケストラ

3 ピーナッツ ベンダー モイセス シモン
鈴木和徳（ギロ）、成末香里（クラベス）、小西沙帆（マラカス）、
小林瑤子（ピアノ）、寺田 愛（フルート）、笠原日向（トランペット）、

多田菜穂（コントラバス）、協力：浅野高瑛とハートフル フレンズ

4 マンボ No.5 ペレス プラード ペレス・プラード楽団

5 組曲「動物の謝肉祭」から 白鳥 サン＝サーンス ハインリヒ・シフ（チェロ）、サミュエル・サンダース（ピアノ)

6 組曲「動物の謝肉祭」から 白鳥＜チェロ＋ピアノ二台＞ サン＝サーンス
マルタ・アルゲリッチ、ネルソン・フレイレ（ピアノ）、
ミッシャ・マイスキー（チェロ）

7 組曲「動物の謝肉祭」から 序奏 サン＝サーンス マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)、ギドン・クレーメル（バイオリン）他

8 組曲「動物の謝肉祭」から�堂々たるライオンの行進 サン＝サーンス マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)、ギドン・クレーメル（バイオリン）他

9 組曲「動物の謝肉祭」から 序奏と堂々たるライオンの行進 サン＝サーンス マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)、ギドン・クレーメル（バイオリン）他

10 組曲「動物の謝肉祭」から 象 サン＝サーンス ゲオルク・ヘルトナーゲル(コントラバス)、ネルソン・フレイレ（ピアノ）

11 組曲「動物の謝肉祭」から 亀 サン＝サーンス マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)、ギドン・クレーメル（バイオリン）他

12 組曲「動物の謝肉祭」から 大きな鳥籠 サン＝サーンス
イレーナ・グラフェナウアー（フルート）、マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)、
ギドン・クレーメル（バイオリン）他

「アルルの女」第2組曲から ファランドール ビゼー（作曲）／ギロー（編曲） パリ・バスティーユ管弦楽団�指揮：チョン・ミュンフン

13 ���王の行進の旋律

14 ���馬のダンスの旋律

15 ���全曲通し

16 王の行進 フランス民謡 オランジュ公国民族合奏団

17 馬のダンス フランス民謡 オランジュ公国民族合奏団

いろいろな木管楽器

18 ���＜フルート＞曲名と作曲者はトラック22参照 森川公美（フルート）

19 ���＜オーボエ＞曲名と作曲者はトラック26参照 板谷由起子（オーボエ）

20 ���＜クラリネット＞曲名と作曲者はトラック24参照 品川秀世（クラリネット）

21 ���＜ファゴット＞曲名と作曲者はトラック27参照 廣幡敦子（ファゴット）

22 「アルルの女」第2組曲から メヌエット ビゼー（作曲）／ギロー（編曲） ロンドン交響楽団�指揮：クラウディオ・アバド

23 管弦楽組曲 第2番から バディネリ バッハ
ウィリアム・ベネット（フルート）、
アカデミー室内管弦楽団�指揮：ネヴィル・マリナー

24 クラリネット ポルカ ポーランド民謡
ヨーゼフ・マッセリ（クラリネット）、
ベルリン交響楽団�指揮：ゲルハルト・ベッカー

25 5つのディヴェルティメント 第4番 第5楽章 モーツァルト
レオポルド・ウラッハ（第1クラリネット）、
フランツ・バルトシェック（第2クラリネット）、
カール・エールベルガー（ファゴット）

26 バレエ音楽「白鳥の湖」から 情景 チャイコフスキー マリインスキー劇場管弦楽団�指揮：ワレリー・ゲルギエフ

27 「ピーターとおおかみ」から プロコフィエフ
ボストン・ポップス・オーケストラ�指揮：ジョン・ウィリアムズ、
樫山文枝（ナレーション）

28 こと独奏による主題と6つの変奏「さくら」より 藤井凡大 遠藤千晶（箏）

29 津軽じょんから節 青森県民謡 山中信人（三味線）

30 てぃんさぐぬ花 沖縄県民謡 仲村逸夫（唄、三線）



■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD4年

曲名 作曲者 演奏者

31 さくら変奏曲 宮城道雄 安藤政輝(第一箏)、牧瀬祐理子(第二箏)、新宮順子(十七弦)

32 「ペール ギュント」第1組曲から 山の魔王の宮殿にて グリーグ エーテボリ交響楽団�指揮：ネーメ・ヤルヴィ

33 「ペール ギュント」第1組曲から 朝の気分 グリーグ エーテボリ交響楽団�指揮：ネーメ・ヤルヴィ

34 舞踊組曲「ガイーヌ」から つるぎのまい ハチャトゥリヤン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：アラム・ハチャトゥリヤン

Disc2（DCT-3306）

1 こきりこ 富山県民謡 越中五箇山こきりこ唄保存会

2 「こきりこ」をまねて歌ってみよう 越中五箇山こきりこ唄保存会�岩﨑喜平

3 八木節 （群馬県・栃木県） 神沢豊月（唄）、加藤秀雄（笛）

4 鹿児島おはら節 （鹿児島県） 斉藤京子（唄） 

5 花輪ばやし （秋田県） 現地録音

6 石見神楽 （島根県） 協力：浜田石見神楽社中連絡協議会

7 請戸の田植踊「相馬流山」 （福島県） 現地録音

8 秋田おばこ （秋田県） 佐藤礼子（唄） 

9 花笠音頭 （山形県） 田中綾子（唄） 

10 会津磐梯山 （福島県） 遠藤孝志（唄）、井上成美（三味線）

11 磯節 （茨城県） 関根よし（唄）

12 草津節 （群馬県） 日影裕子（唄）

13 大漁節 （千葉県） 浜田喜三緒（唄）

14 江戸の鳶木遣 （東京都） 江戸消防記念会 第五区木遣り会

15 佐渡おけさ （新潟県） 田沢 昇（唄）

16 三国節 （福井県） 中 多佳子（唄）

17 縁故節 （山梨県） 米谷和美（唄）

18 伊勢音頭 （三重県） 橘 玉枝（唄）

19 江州音頭 （滋賀県） 大泉 広（唄）

20 福知山音頭 （京都府） 梅若（唄）

21 デカンショ節 （兵庫県） 原田直之（唄）

22 貝がら節 （鳥取県） 原田直之（唄）

23 安来節 （島根県） 出雲愛之助（唄）

24 男なら （山口県） 橘 玉枝（唄）

25 阿波よしこの （徳島県） 高田美佐子（唄）

26 金毘羅船々 （香川県） 吉佐（唄）、一平・宏枝（三味線）

27 よさこい節 （高知県） 八百川純子（唄）

28 祝いめでた （福岡県） 佐藤れい子・米倉慶子（唄）

29 五木の子守歌 （熊本県） 堂坂よし子（唄）

30 鶴崎踊 （大分県） 安藤 陽（唄）

31 安里屋ユンタ （沖縄県） 照喜名朝一・藤村悦子（唄）

32 アイヌの古式舞踊 （北海道） 現地録音（協力：公益財団法人アイヌ民族文化財団）

33 えんぶり （青森県） 現地録音

34 さんさ踊り （岩手県） 現地録音（協力：盛岡さんさ踊り実行委員会）

35 秋保の田植踊 （宮城県） 現地録音（協力：仙台市教育委員会文化財課�湯本の田植踊保存会）



■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD4年

曲名 作曲者 演奏者

36 山あげ祭 （栃木県） 現地録音（協力：山あげ保存会）

37 秩父神社神楽 （埼玉県） 現地録音（協力：秩父神社）

38 チャッキラコ （神奈川県） 現地録音（協力：三浦市教育文化スポーツ課�ちゃっきらこ保存会）

39 おわら風の盆 （富山県） 現地録音

40 尾口のでくまわし （石川県） 現地録音（協力：白山市文化財保護課東二口歴史民俗資料館）

41 大鹿歌舞伎 （長野県） 現地録音（協力：大鹿歌舞伎保存会）

42 高山祭の屋台行事 （岐阜県） 現地録音（協力：高山市教育委員会）

43 西浦田楽 （静岡県） 現地録音（協力：浜松市民部文化財課�静岡大学�西浦田楽保存会）

44 花祭 （愛知県） 現地録音

45 天神祭〈催太鼓〉 （大阪府） 現地録音

46 春日若宮おん祭の神事芸能 （奈良県） 現地録音（協力：春日大社）

47 那智の田楽 （和歌山県） 現地録音（協力：熊野那智大社）

48 備中神楽 （岡山県） 現地録音（協力：高梁市成羽公民館�備中神楽成羽保存会）

49 壬生の花田植 （広島県） 現地録音

50 新居浜太鼓祭り （愛媛県） 現地録音（協力：新居浜市運輸観光課）

51 唐津くんち （佐賀県） 現地録音

52 長崎くんち （長崎県） 現地録音

53 高千穂の夜神楽 （宮崎県） 現地録音

54 市来の七夕踊 （鹿児島県） 現地録音（協力：いちき串木野市社会教育課）

55 アイネ クライネ ナハトムジーク 第1楽章 モーツァルト アカデミー室内管弦楽団�指揮：ネヴィル・マリナー

56 交響曲 第3番（オルガンつき） 第4楽章 サン＝サーンス
マイケル・マッテス（オルガン）、
パリ・バスティーユ管弦楽団�指揮：チョン・ミョンフン

57 歌劇「カルメン」から ハバネラ ビゼー
タティアーナ・トロヤノス（メッゾ ソプラノ）、
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：ゲオルグ・ショルティ

58 ピアノ協奏曲 第1楽章 グリーグ
ジャン＝マルク・ルイサダ（ピアノ）、
ロンドン交響楽団�指揮：マイケル・ティルソン・トーマス


