■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD1年
曲名

作曲者

演奏者

Disc1（DCT-3301）
1 セブン ステップス＜原語＞

アメリカの遊び歌

キャサリン（歌）

2 セブン ステップス＜日本語＞

アメリカの遊び歌

八千代少年少女合唱団

3 チェッ チェッ コリ＜日本語＞

ガーナの遊び歌

杉並児童合唱団

4 あたまかたひざポン

イギリス民謡

カリヨンキッズ

5 さんぽ

中川李枝子(作詞）／久石 譲（作曲）

ハット・トリッカーズ

6 「となりのトトロ」マーチ

久石 譲

ポリグラム・マーチングバンド

7 アンパンマンたいそう

馬飼野康二

ポリグラム・ポップス・アンサンブル

8 しろくまの ジェンカ

平井多美子（作詞）／
杉並児童合唱団
ケン・ウォール（作曲）／加賀清孝（編曲）

9 レットキッス（ジェンカ）

レーティネン

「ぶん ぶん ぶん」による みつばちハニーの ぼうけん 松田 昌

10 ���①ハニーの自己紹介

グラモフォン・オーケストラ
松田 昌（鍵盤ハーモニカ）、倉沢大樹（ピアノ）、
松本ちはや（パーカッション）、
安士百合野（ナレーション）

11 ���②お花畑に向かうハニー
12 ���③お花畑が見付からず悲しいハニー
13 ���④お花畑を見付けた嬉しいハニー
14 ���全曲通し
15 「ちょうちょう」による ちょうちょうの ぼうけん

橋本祥路

グラモフォン・オーケストラ

16 くみきょく「くるみわり にんぎょう」から こうしんきょく

チャイコフスキー

モントリオール交響楽団�指揮：シャルル・デュトワ

17 くみきょく「くるみわり にんぎょう」から 中国の踊り

チャイコフスキー

モントリオール交響楽団�指揮：シャルル・デュトワ

18 組曲「道化師」から ギャロップ

カバレフスキー

新星日本交響楽団�指揮：フォルカー・レニッケ

19 シンコペーテッド クロック

アンダソン

イーストマン=ロチェスター・ポップス・オーケストラ
指揮：フレデリック・フェネル

20 タイプライター

アンダソン

イーストマン=ロチェスター・ポップス・オーケストラ
指揮：フレデリック・フェネル

21 サンドペーパー バレエ

アンダソン

イーストマン=ロチェスター・ポップス・オーケストラ
指揮：フレデリック・フェネル

22 おどるこねこ

アンダソン

南西ドイツ放送管弦楽団�指揮：エンメリッヒ・シュモーラ

23 そりすべり

アンダソン

ボストンポップス・オーケストラ�指揮：アーサー・フィードラー

24 さんちゃんが

わらべうた

ゆりがおか児童合唱団

25 おおなみこなみ

わらべうた

ゆりがおか児童合唱団

26 おちゃらか ほい

わらべうた

ゆりがおか児童合唱団

27 なかなかホイ

わらべうた

わらべうたキッズ

28 チョーパーチョーパー

わらべうた

わらべうたキッズ

ヨハン シュトラウス(父)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ウィリー・ボスコフスキー

ラデツキー こうしんきょく
29 ���主部
20 ���トリオ
31 ���主部
32 ���全曲通し
33 喜歌劇「天国と地獄」序曲から

オッフェンバック（作曲）
カール ビンダー（編曲）

スイス・ロマンド管弦楽団�指揮：エルネスト・アンセルメ

34 アメリカン・パトロール

フランク・W・ミーチャム

東京吹奏楽団�指揮：寺島康朗

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD2年
曲名

作曲者

演奏者

Disc1（DCT-3302）
1 小犬の ビンゴ＜原語＞

アメリカの遊び歌

ワンダー・キッズ

2 小犬の ビンゴ＜日本語＞

志摩 桂(作詞）／アメリカの遊び歌

NHK東京児童合唱団

3 ロンドンばし＜日本語＞

イギリスの遊び歌

カウントダウン・キッズ

4 ロンドンばし＜日本語＞

高田三九三(作詞）／イギリスの遊び歌

東京少年少女合唱隊

5 If You're Happy And You Know It＜原語＞

アメリカ民謡

早見 優（歌）

6 ティニクリン

フィリピン民謡

アンサンブル・シエラ・マードレ

7 エース オブ ダイヤモンド

デンマーク民謡

アンサンブル・アカデミア

8 とうしん ドーイ

沖縄県民謡

金城 実（唄、三線）

9 ドードレブスカ ポルカ

チェコ民謡

カントリー・メロディアンズ

10 花笠音頭

山形県民謡

田中綾子（唄）

11 阿波よしこの

徳島県民謡

高田美佐子（唄）

12 ミッキーマウス マーチ

ジミー ドッド（作曲）／ビルぺイプ（編曲）

ボストン・ポップス・オーケストラ
指揮：アーサー・フィードラー

13 「白雪姫」から ハイ ホー

フランク・チャーチル

ポリグラム・ポップス・アンサンブル

14 メヌエット

ペツォルト

コンセル・ソンドール

15 歌劇「アルチーナ」から メヌエット

ヘンデル

アカデミー室内管弦楽団
指揮：サー・ネヴィル・マリナー

16 ドレミの うた＜日本語＞

ペギー葉山（日本語詞）
リチャード ロジャーズ（作曲）

伊藤恵理（歌）、
カリヨン＆ゆりがおか児童合唱団メンバー

17 ドレミの うた＜原語＞

オスカー ハマースタイン2世（作詞）
リチャード ロジャーズ（作曲）

ロンドン・パラディアム・キャスト

トルコ こうしんきょく

ベートーベン

18 ���はじめの せんりつ

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ベルンハルト・クレー

19 ���もう1つの せんりつ
20 ���全曲通し
21 軍隊行進曲

シューベルト

フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブル
指揮：エルガー・ハワース

22 口笛吹きと子犬

アーサー プライアー

陸上自衛隊中央音楽隊
指揮：2等陸佐 船山紘良

23 だがっき パーティー

長谷部匡俊

桐朋学園大学OB

ムソルグスキー（作曲）／ラベル（編曲）

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
指揮：グスターボ・ドゥダメル

ムソルグスキー

アリス＝紗良＝オット（ピアノ）

29 出発

プロコフィエフ

東京交響楽団�指揮：福田一雄

30 ずいずい ずっころばし

わらべうた

ゆりがおか児童合唱団

31 あんたがた どこさ

わらべうた

ゆりがおか児童合唱団

32 なべ なべ そこ ぬけ

わらべうた

ゆりがおか児童合唱団

33 おせんべ やけたかな

わらべうた

わらべうたキッズ

34 まるたけえびす

わらべうた

わらべうたキッズ

35 エンターテイナー

スコット ジョプリン（作曲）
リチャード ヘイマン（編曲）

ボストン・ポップス管弦楽団
指揮：アーサー・フィードラー

36 おもちゃのシンフォニー�第1楽章

レオポルト モーツァルト

シュトゥットガルト室内管弦楽団
指揮：カール・ミュンヒンガー

37 鍛冶屋のポルカ

ヨゼフ シュトラウス

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：ヴィリー・ボスコフスキー

くみきょく「てんらんかいのえ」から

たまごの からを つけた ひなどりの バレエ＜オーケストラ＞
24 ���Aの部分
25 ���Bの部分
26 ���Aの部分
27 ���全曲通し
28

くみきょく「てんらんかいのえ」から

たまごの からを つけた ひなどりの バレエ＜ピアノ＞

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD3年
曲名

作曲者

演奏者

Disc1（DCT-3303）
1 ピタゴラスイッチ

栗原正己

吉澤 実、栗コーダーカルテット（リコーダー）

2 ゆかいな牧場

アメリカ民謡／川崎祥悦（編曲）

吉澤 実、矢板由希子、細岡ゆき、浅井愛（リコーダー）

3 小鳥のために スズメ

不明

吉澤 実（リコーダー）

4 小鳥のために 森ヒバリ

不明

吉澤 実（リコーダー）

5 小鳥のために ムクドリ

不明

吉澤 実（リコーダー）

6 きらきら星

フランス民謡／石桁冬樹（編曲）

吉澤 実（リコーダー）、重松万里子（ピアノ）

ベートーベン

クリスチャン・フェラス（ヴァイオリン)、岩崎 淑（ピアノ)

11 「3つのドイツ舞曲」から そり遊び

モーツァルト

オルフェウス室内管弦楽団

12 組曲「くるみ割り人形」から 葦笛の踊り

チャイコフスキー

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：セミヨン・ビシュコフ

13 ���＜トランペット＞トランペットふきの休日から

アンダソン

篠崎 孝（トランペット）

14 ���＜ホルン＞「12の二重奏曲」から アレグロから

モーツァルト

蒲生絢子（ホルン）

ワーグナー

ロイド・タカモト（トロンボーン）

16 ���＜チューバ＞組曲「動物の謝肉祭」から 象から

サン＝サーンス

川浪浩一（チューバ）

17 トランペットふきの休日

アンダソン

ボストン・ポップス・オーケストラ
指揮：アーサー・フィードラー

18 トランペット ボランタリー

クラーク

ジョン・ウィルブラハム（トランペット）、
アカデミー室内管弦楽団�指揮： サー・ネヴィル・マリナー

19 「12の二重奏曲」から アレグロ

モーツァルト

オランダ管楽アンサンブル�指揮：エド・デ・ワールト

20 ホルン協奏曲 第4番 第3楽章

モーツァルト

バリー・タックウェル（ホルン）、
ロンドン交響楽団�指揮：ペーター・マーク

21 楽劇「ワルキューレ」から ワルキューレの騎行

ワーグナー

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：クラウディオ・アバド

22 組曲「動物の謝肉祭」から 象

サン＝サーンス（作曲）／淀 彰（編曲）

安元弘之(トロンボーン)、 楠山裕子(ピアノ)

ビゼー

パリ・バスティーユ管弦楽団�指揮：チョン・ミョンフン

タイケ

第11装甲歩兵師団軍楽隊�指揮：ハンス･フリース

ベートーベン

ガブリエラ・ベニャチコヴァー（ソプラノ）
マリャーナ・リポフシェク（アルト）
エスタ・ヴィンベルイ（テノール）
ヘルマン・プライ（バリトン）
ウィーン国立劇場合唱団
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮：クラウディオ・アバド

メヌエット
7 ���アの部分
8 ���イの部分
9 ���アの部分
10 ���全曲通し

いろいろな金管楽器

15

���＜トロンボーン＞
���楽劇「ワルキューレ」から ワルキューレの騎行から

「アルルの女」第1組曲から かね

23 ���アの部分
24 ���イの部分
25 ���アの部分
26 ���全曲通し
27 旧友

28 交響曲 第9番《合唱付》 第4楽章から

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD3年
曲名

作曲者

演奏者

Disc2（DCT-3304）
1

園囃子「獅子」

（京都府）

長刀鉾保存会

2 ねぶた囃子「進行」

（青森県）

青森ねぶた凱立会

3 弘前ねぷた囃子

（青森県）

現地録音

4 おやま囃子「上り山」

（秋田県）

仙北市教育委員会 文化財課角館のお祭り保存会事務局
西部若者

5 秩父屋台囃子

（埼玉県）

ちちぶ棚和会

6 佐原囃子「さらし」

（千葉県）

水郷佐原観光協会�佐原の大祭全国展開実行委員会
分内野下座連

7 葛西囃子

（東京都）

葛西囃子保存会

8 御車山囃子「慶雲楽」

（富山県）

高岡

9 石取祭囃子

（三重県）

桑名市教育委員会�西鍋屋町

10 だんじり囃子

（大阪府）

現地録音

11 戸畑 園囃子「おおたろう囃子」

（福岡県）

戸畑

12 日田 園囃子「いろは歌」

（大分県）

日田市観光課�日田 園囃子保存会

13 神田囃子「投げ合い」

（東京都）

神田囃子保存会

14 神田囃子「投げ合い」の唱歌＜締太鼓＞

（東京都）

神田囃子保存会（堀江 剛）

園大山笠振興会

■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

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

富山県民謡

越中五箇山こきりこ唄保存会

Disc2（DCT-3306）
1 こきりこ
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 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

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD5年
曲名

作曲者

演奏者

Disc1（DCT-3307）
1 歌劇「蝶々夫人」から ある晴れた日に

プッチーニ

ミレッラ・フレーニ（ソプラノ）、
フィルハーモニア管弦楽団�指揮：ジュゼッペ・シノーポリ

2 ピアノ協奏曲 第2番 第1楽章

ラフマニノフ

リーリャ・ジルベルシュテイン（ピアノ）、
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：クラウディオ・アバド

3 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

4 組曲「ホルベアの時代より」から プレリュード

グリーグ

オルフェウス室内管弦楽団

5

「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲
第1楽章 イタリアーナ

レスピーギ

イ・ムジチ合奏団

6

「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲
第3楽章 シチリアーナ

レスピーギ

イ・ムジチ合奏団

いろいろな弦楽器�愛の挨拶から

エルガー

18 ���＜バイオリン＞

神谷未穂

19 ���＜ビオラ＞

井野邉大輔

20 ���＜チェロ＞

三宅 進

21 ���＜コントラバス＞

助川 龍

7 愛の喜び

クライスラー

チョン・キョンファ（バイオリン）、フィリップ・モル（ピアノ）

8 バイオリンとビオラのための協奏交響曲�第3楽章

モーツァルト

アルテュール・グリュミオー（バイオリン）、アリゴ・ペリッチャ（ビオラ）、
ロンドン交響楽団�指揮：コリン・ディヴィス

9 無伴奏チェロ組曲 第1番から プレリュード

バッハ

リン・ハレル（チェロ）

サン＝サーンス

ロビン・マクギー（コントラバス）、
ロンドン・シンフォニエッタ�指揮：シャルル・デュトワ

ショスタコービチ

シモン・ボリバル交響楽団�指揮：グスターボ・ドゥダメル

26 ノルウェー舞曲 第2番

グリーグ

エーテボリ交響楽団�指揮：ネーメ・ヤルヴィ

27 アフリカン シンフォニー

ヴァン マッコイ（作曲）
岩井直溥（編曲）

東京佼成ウインドオーケストラ�指揮：岩井直溥

28 祝典序曲＜吹奏楽＞

ショスタコービチ（作曲）
ドナルド ハンスバーガー（編曲）

大阪府音楽団�指揮：朝比奈隆

29 こげよ マイケル＜原語＞

スピリチュアル／白石哲也（編曲）

ボーン・ビーツ（歌）

30 待ちぼうけ＜ホ長調＞

北原白秋（作詞）／山田耕筰（作曲） 錦織 健（テノール）、多田聡子（ピアノ）

31 待ちぼうけ＜ニ長調＞

北原白秋（作詞）／山田耕筰（作曲） 加賀清孝（バリトン）、野間春美（ピアノ）

32 赤とんぼ

三木露風（作詞）
山田耕筰（作曲）
橋本祥路（編曲）

大阪芸術大学混声合唱団�指揮：河田早紀、遠藤玲子（ピアノ）

33 この道

北原白秋（作詞）
山田耕筰（作曲）
長谷部匡俊（編曲）

大阪芸術大学混声合唱団�指揮：河田早紀、遠藤玲子（ピアノ）

34 この道＜独唱＞

北原白秋（作詞）
山田耕筰（作曲）
福田一雄（編曲）

島田祐子（ソプラノ）

10 組曲「動物の謝肉祭」から 象
祝典序曲
11 ���ファンファーレ
12 ���提示部第1主題①
13 ���提示部第1主題②
14 ���経過的な部分①
15 ���経過的な部分②
16 ���提示部第2主題
17 ���中間部①
22 ���中間部②
23 ���自由な再現部
24 ���ファンファーレ〜コーダ
25 ���全曲通し

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD5年
曲名

作曲者

演奏者

Disc2（DCT-3308）
春の海

宮城道雄

遠藤千晶（箏）、藤原道山（尺八）

5 ソーラン節

北海道民謡

奥泉勇篁（唄）、中田篁輝（三味線）

6 かりぼし切り歌＜都節音階＞

宮崎県民謡

六角立男（唄）、矢野良三（尺八）

7 かりぼし切り歌＜律音階＞

宮崎県民謡

浜田喜一（唄）

8 山中節

石川県民謡

三代目 米八（唄）

9 郡上節

岐阜県民謡

中村精悦（唄）

10 河内音頭

大阪府民謡

初音家一若（唄）

11 よさこい節

高知県民謡

八百川純子（唄）

12 牛深ハイヤ節

熊本県民謡

米倉慶子、坂根順子、金井真由美（唄）

13 朝花節

鹿児島県民謡

朝崎郁恵(唄)

14 谷茶前

沖縄県民謡

照喜名朝一（唄、三線）

15 江差追分

北海道民謡

敦賀里子（唄）

16 南部牛追い歌

岩手県民謡

原田直之（唄）

17 宮城長持歌

宮城県民謡

鈴木昌桃（唄）

18 箱根馬子歌

神奈川県民謡

椿 正昭（唄）、斉藤参勇（尺八）

19 小諸馬子歌

長野県民謡

佐野重雄（唄）

20 吉野川筏歌

奈良県民謡

三橋美智二（唄）、矢下 勇（尺八）

21 音戸の舟歌

広島県民謡

武田天雅（唄）

22 威風堂々 第1番

エルガー

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：ノーマン・デル・マー

23 クラリネット五重奏曲 イ長調 第1楽章

モーツァルト

カール・ライスター（クラリネット）、ベルリン・フィルハーモニー・ゾリステン

24 砂山

北原白秋（作詞）／山田耕筰（作曲） 五十嵐喜芳（テノール）、川口耕平（ピアノ）

25 ペチカ

北原白秋（作詞）
山田耕筰（作曲）
石川皓也（編曲）

26 からたちの花

北原白秋（作詞）／山田耕筰（作曲） 須 由紀子（ソプラノ）

27 愛のあいさつ

エルガー

チョン・キョンファ（バイオリン）、フィリップ・モル（ピアノ）

28 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)

29 オラトリオ「森の歌」第5曲

ショスタコービチ

ブライトン・フェスティバル合唱団、
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：ヴラディーミル・アシュケナージ

1 ���アの部分
2 ���イの部分
3 ���アの部分
4 ���全曲通し

斉藤昌子（ソプラノ）

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD6年
曲名

作曲者

演奏者

Disc1（DCT-3309）
ホルスト

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮 ：ヘルベルト・フォン・カラヤン

11 管弦楽組曲「惑星」から 火星

ホルスト

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮 ：ヘルベルト・フォン・カラヤン

12 組曲「くるみ割り人形」から 花のワルツ

チャイコフスキー

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：セミヨン・ビシュコフ

ブラームス（作曲）／シュメリング（編曲）

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：クラウディオ・アバド

20 ハンガリー舞曲 第5番

ブラームス（作曲）／シュメリング（編曲）

アジア・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：チョン・ミョンフン

21 ハンガリー舞曲 第5番

ブラームス（作曲）／パーロウ（編曲）

サイトウ・キネン・オーケストラ�指揮：小澤征爾

22 ハンガリー舞曲 第6番

ブラームス（作曲）／パーロウ（編曲）

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団�指揮：ベルナルト・ハイティンク

23 スラブ舞曲 第8番

ドボルザーク

バイエルン放送交響楽団�指揮：ラファエル・クーベリック

24 花＜女声二部合唱＞

武島羽衣（作詞）／滝 廉太郎（作曲）

クロスロード・レディース�指揮：辻 正行、川北祥子（ピアノ）

25 箱根八里＜男声四部合唱＞

鳥居 忱（作詞）
滝 廉太郎（作曲）
長谷部匡俊（編曲）

東京混声合唱団�指揮：山田 茂

26 荒城の月＜混声四部合唱＞

土井晩翠（作詞）
滝 廉太郎（作曲）
鹿谷美緒子（編曲）

東京混声合唱団�指揮：山田 茂、北野悠美（ピアノ）

27 箱根八里＜独唱＞

鳥居 忱（作詞）／滝 廉太郎（作曲）

加賀清孝（バリトン）、野間春美（ピアノ）

28 お正月

東 くめ（作詞）／滝 廉太郎（作曲）

ゆりがおか児童合唱団、小林千夏（ピアノ）

29 雅楽「越天楽」

日本古曲

伶楽舎

30 越天楽＜オーケストラ＞

日本古曲／近衛秀麿（編曲）

読売日本交響楽団�指揮：三石精一

31 越天楽今様

慈鎮和尚（作歌）／日本古曲

伶楽舎

1 バグパイプ「果敢なるスコットランド」

（イギリス）

ライン・エリア・パイプス＆ドラムズ

2 グリオ「クンブ ソラ」

（セネガル）

ラミン・コンテ

3 メヘテルハーネ「ジェッディン デデン」

（トルコ）

オスマン・トルコ軍楽隊

4 オルティンドー「小さな淡黄色の馬」

（モンゴル）

ナムジリーン・ノロブバンザド（歌）、トグトーリン・シャグダル（モリンホール）

5 フォルクローレ「素焼きの土器」

（ペルー、ボリビアなど）
エル インカ

ロス・インカス

6 ガムラン「タブ ガリ」から

（インドネシア）

バリ島プリアタン村ガムラン・スマル・プグリガン

管弦楽組曲「惑星」から 木星

1 ���ア序奏〜①
2 ���ア②
3 ���ア③
4 ���ア①’
5 ���ア④
6 ���ア経過的な部分
7 ���イ
8 ���ア
9 ���終わりの部分
10 ���全曲通し

ハンガリー舞曲 第5番
13 ���ア①
14 ���ア②
15 ���イ③
16 ���イ④
17 ���ア①
18 ���ア②
19 ���全曲通し

Disc2（DCT-3310）

■令和2年度用 小学校�鑑賞用CD6年
曲名

作曲者

演奏者

7 ヨーデル「ライプニッツの歌」

（スイスなど）

エディット・ディーポルト（歌）

8 ホーミー「故郷」

（モンゴル）

タラブジャビーン・ガンボルト（歌）、ダシニャーニーン・エンフトヤー（揚琴）

9 ケチャ

（インドネシア）

ブリアタン村ケチャ・グループ

10 ゴスペル「南部教会の音楽」

（アメリカ）

現地録音

11 ツィンバロム「ジプシーの踊り」

（ハンガリー）

チャバ・パールフィ楽団

12 バラライカ「月は光りぬ」

（ロシア）
オシポフ国立ロシア民族オーケストラ�指揮：ヴィタリー・グヌトフ
ワシーリー ワシーリエヴィチ アンドレーエフ

13 トーキングドラム「オバタラ」から

（ガーナ、ナイジェリアなど）

チーフ･ツインズ・オラニイ・セブン・セブン

14 サンザ「チュオダ」

（タンザニア）

クリスピーニ・ヤヌカ（歌、サンザ）

15 モリンホール「三頭の駿馬」

（モンゴル）

チ・ボリコー（モリンホール）

16 アルフー「二泉映月」

（中国）

劉 継紅（アルフー）

17 カヤグム「チンヤンジョ」

（朝鮮半島）

林 美羅（カヤグム）、 林 淑姫（チャング）

18 ケーン「大楽章」から

（ラオス、タイなど）

トンカム・タイクラー（ケーン）

19 サウンガウ「ウェイザ ヤンダー」

（ミャンマー）

ウー・ミン・マウン（サウンガウ）

20 バーンスリー「ラーガ；ブーパリーから ジャラ」から

（インド）

パンデット・ハリプラサド・チョウラシア（バーンスリー）他

（インド）

ラヴィ・シャンカール（シタール）、アラ・ラカ（タブラー）、
ウィージャ夫人・ジーバン夫人（タンブーラ）

22 ケーナ「コンドルは飛んで行く」

（ペルー、ボリビアなど）
ダニエル ロブレス（作曲）
ホルヘ ミルチベルグ（編曲）

ロス・チャコス

23 チャランゴ「蜂鳥の飛行」

（ボリビア）
エルネスト カブール

エルネスト・カブール（チャランゴ）

24 バンジョー「バンジョー ボーイ チャイムス」

（アメリカ）

オズボーン・ブラザーズ

25 交響曲第1番 第1楽章

ブラームス

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：カルロ・マリア・ジュリーニ

26 交響曲第1番 第4楽章

ブラームス

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団�指揮：カルロ・マリア・ジュリーニ

27 ハンガリー舞曲 第5番＜ピアノ連弾＞

ブラームス

アロイス＆アルフォンス・コンタルスキー（ピアノ）

28 吹奏楽のための第2組曲 第4楽章

ホルスト

イーストマン・ウィンド・アンサンブル�指揮：フレデリック・フェネル

21

シタールとタブラー
「ラーガ；ジョゲショワリから ガットⅡ」から

