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鑑賞曲対応CD，DVD一覧

 教育芸術社



音楽と劇と美術の一大スペクタクル（P.2)
曲名 作曲者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

オペラ『トゥーランドット』 プッチーニ DVD トゥーランドット 演出：フランコ・ゼッフィレッ
リ／指揮：ジュリアーノ・カ
レッラ／アレーナ・ディ・ヴェ
ローナ管弦楽団＆合唱団／
ソプラノ：マリア・グレギーナ
／テノール：サルヴァトーレ・
リチートラ 他

BAC066 輸入盤／
Bel Air

西洋音楽の鑑賞（P.42〜)

曲名 作曲者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社
バレエ音楽 ボレロ ラヴェル CD 『ダフニスとクロエ』全曲，

ボレロ
指揮：サイモン・ラトル／
バーミンガム市交響楽団

TOCE
80519

EMI

CD ボレロ
〜ラヴェル：管弦楽曲集

指揮：シャルル・デュトワ／
モントリオール管弦楽団

UCCD
50002

UM

アヴェ マリア グレゴリオ聖歌 試聴 アヴェ・マリア 指揮：パトリック・デュプレ・
クイッグレー／セラフィック・
ファイアー
ht t p : / /m l . n a xo s . j p /
work/3140304

ナクソス

CD まるごと！アヴェ・マリア 演奏：シャンテクリア WPCS
13323

Warner 
Classics

陽の光を浴びて雲雀が ヴェンタドルン CD ワン・ヴォイス
〜中世吟遊詩人の歌

歌：キャサリン・ボット UCCD
2001

UM

キリエ
『教皇マルチェルスのミサ』から

パレストリーナ CD 教皇マルチェルスのミサ曲 指揮：サイモン・プレストン／
ウェストミンスター寺院聖歌
隊

479-5896 UM

彼女は私の過ちを
許してくれるだろうか

ダウランド CD メランコリーの芸術
〜ダウランド・リュート歌曲集

カウンターテナー：イェスティ
ン・デイヴィス／リュート：
トーマス・ダンフォード

CDA
68007

Hyperion

メヌエット
コメディ バレ『気前のよい恋人たち』から

リュリ CD コメディ・バレエ
Les Amants Magnifiques

ミンコフスキ 2292.
45286

輸入盤／
WARNER 
ERATO

ガヴォット
オペラ『アティス』から

リュリ DVD アティス 指揮：ウィリアム・クリスティ
／レザール・フロリサン

FRA006 輸入盤／
Fra Prod

管弦楽組曲第２番 J.S.バッハ CD J・S・バッハ:管弦楽組曲
第1番・第2番

カール・リヒター，ミュンヘ
ン・バッハ管弦楽団， オーレ
ル・ニコレ

UCGA
9001

DG Deutsche
Grammophon

DVD バッハ:ブランデンブルク協奏
曲 第２番ト長調BWV.1048 
/ 管弦楽組曲第2番ロ短調
BWV.1067 

指揮：ヘルベルト・フォン・
カラヤン／ベルリン・フィル
ハーモニー管弦楽団

DLVC
9001

ドリームライフ

発売会社 略称 発売会社 略称
EMIジャパン EMI BMGインターナショナル BMG
NHKエンタープライズ NHKE ビクター・エンタテインメント ビクター
キングレコード キング ユニバーサル・ミュージック UM
ソニー・ミュージック SM ワーナーミュージック・ジャパン ワーナー
日本コロムビア コロムビア

※掲載している情報は，2016年5月10日現在のものです。



管弦楽組曲第３番 J.S.バッハ CD J.S.バッハ:管弦楽組曲第3
番・第4番

カール・リヒター，ミュンヘ
ン・バッハ管弦楽団，オーレ
ル・ニコレ

UCGA
9015

DG Deutsche
Grammophon

交響曲第９番 ベートーヴェン CD 交響曲第９番『合唱』 指揮：ヘルベルト・フォン・
カラヤン／ベルリン・フィ
ルハーモニー管弦楽団／
ウィーン楽友協会合唱団

UCCG
4657

UM

CD ドイツ・グラムフォン
ザ・ベスト1200
交響曲第９番『合唱』

演奏：レナード・バーンスタイ
ン／ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団／ウィーン国
立歌劇場合唱連盟

UCCG
5206

UM

DVD 交響曲第９番『合唱』 指揮：小澤征爾／サイトウ・
キネン・オーケストラ／東京
オペラ・シンガーズ

UCBD
3012

UM

DVD NHKクラシカル
交響曲第９番『合唱』

指揮：朝比奈隆／NHK交
響楽団／東京芸術大学（合
唱）

NSDS
11003

NHKE

菩提樹
連作歌曲集『冬の旅』から

シューベルト CD 『冬の旅』 フォーゲル（バス）／ドゥンケ
ル（ピアノ）

KICC
9505

キング

CD 『冬の旅』 ヘルマン・プライ（バリトン）
／フィリップ・ビアンコーニ

（ピアノ）

COCO
73326

コロムビア

SACD 歌曲集『冬の旅』 ディートリヒ・フィッシャー＝
ディースカウ（バリトン）／
ジェラルド・ムーア（ピアノ）

UCGG
9039

UM

ポロネーズ〈英雄〉 ショパン CD ４つの即興曲，
『英雄ポロネーズ』　他

エフゲニー・キーシン（ピア
ノ）

BVCC
34153

Ariola Japan

CD 『英雄』ポロネーズ，
『軍隊』ポロネーズ，
マズルカ集，夜想曲集

オレイニチャク（フォルテピア
ノ）

NIFCCD
011

輸入盤／Nifc
輸入盤ですが教科
書でも説明している
プレイエルを使用

交響詩 はげ山の一夜 ムソルグスキー CD 生誕100年記念・ショルティ
名盤50
チャイコフスキー：交響曲第
５番　他

指揮：サー・ゲオルク・ショル
ティ／ロンドン交響楽団

UCCD
4706

UM

CD はげ山の一夜
（編曲版と原典版），
展覧会の絵　他

指揮：テオドレ・クチャル／ウ
クライナ国立交響楽団

8555924 Naxos 
*classic*

おお，運命の女神よ
『カルミナ ブラーナ』から

オルフ CD カルミナ・ブラーナ ヤノヴィッツ，フィッシャー＝
ディースカウ，他
指揮：オイゲン・ヨッフム／ベ
ルリン・ドイツ・オペラ管弦楽
団，合唱団

UCCG
4642

UM



日本の伝統音楽（P.70〜)
曲名 作曲者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

雅楽 管絃『五常楽急』 CD 雅楽「越天楽」三調 宮内庁式部職楽部 COCQ
84222

コロムビア

能 船弁慶 CD 日本音楽まるかじり 小方：守屋泰則／地謡：桜間
竜馬，梅村平史朗，守屋与四
巳 他

VZCG
8224

日本伝統文
化振興財団

CD 宝生九郎・松本謙三
「船弁慶」

宝生九郎（シテ）／松本謙三
（ワキ）／藤田大五郎（笛）／
北村一郎（小鼓）／亀井俊雄

（大鼓）／金春惣一（太鼓）

COCF
71068〜9

コロムビア

DVD 仕舞　一調　舞囃子集
（全九曲）

シテ：金剛巌 他 11016AA NHKE

文楽 義経千本桜 DVD 人形浄瑠璃文楽名演集　
通し狂言
義経千本桜 DVD-BOX

NSDX
14507

NHKE

DVD 人形浄瑠璃文楽名演集
義経千本桜

NSDX
14503〜6

NHKE

歌舞伎 京鹿子娘道成寺 CD 芳村伊十郎  長唄全集１ 芳村伊十郎 他 COCF
70096

コロムビア

CD 七代目 芳村伊十郎 長唄
特選集１ 京鹿子娘道成
寺 / 島の千歳

芳村伊十郎 他 COCJ
36301

コロムビア

DVD 坂東玉三郎舞踊集1　
京鹿子娘道成寺

DA0199 松竹

組踊 執心鐘入 DVD 沖縄組踊選集 COBA
6311-2

コロムビア

箏曲 千鳥の曲 CD 沢井忠夫　作品集：３ 沢井忠夫 VZCG
580

日本伝統文
化振興財団

尺八楽 鹿の遠音 CD ザ・ベスト　尺八名曲集 山口五郎，青木鈴慕 他 COCN
40070

コロムビア

現代邦楽 子供のための組曲 CD 組曲「人形風土記」/
「子供のための組曲」

日本音楽集団 JRZ2523 SM

ポピュラー音楽（P.90〜)
曲名 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

エンターテイナー CD ジ・エンターティナー
〜ジョプリン：ピアノ・ラグ集

ジョシュア・リフキン WPCS21083 ワーナー

Ａ列車で行こう CD Ａ列車で行こう デューク・エリントン BVCJ37163 BMG

HIGHWAY STAR CD ヴェリー・ベスト・オブ・ディープ・
パープル

ディープ・パープル WPCR10737 ワーナー

ライディーン CD ソリッド・ステイト・サヴァイバー YMO MHCL205 SM

WHITE CHIRSTMAS CD ヴェリー・ベスト・オブ・ビング・
クロスビー

ビング・クロスビー DAY2CD123 One Day 
Music

BOHEMIAN RHAPSODY CD ジュエルズ ヴェリー･ベスト･
オブ･クイーン

クイーン UICY15269 UM

ＲＰＧ CD ＲＰＧ SEKAI NO OWARI TFCC 89428 トイズファクト
リー

Six Greetings 試聴 Six Greetings きくお feat. 初音ミク http://www.crypton.co.jp/
mp/pages/prod/vocaloid/
mikuv3.jsp


