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教材対応CD、DVD一覧



歌唱（P.8〜）
曲名 作曲者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

Born This Way J.B.ローアセン
S.ジャーマノッタ
F.ギャリベイ
E.ブレア

CD Born This Way レディー・ガガ UICS
5050

UM

糸 中島みゆき CD ここにいるよ 中島みゆき YCCW
10380～1

ヤマハミュージック
コミュニケーションズ

何度でも 中村正人
吉田美和

CD 何度でも DREAMS COME TRUE UPCH
5296

UM

からたちの花 山田耕筰 CD ザ・ベスト からたちの花
鮫島有美子が歌う日本のうた

鮫島有美子 COCN
60089

コロムビア

発売会社 略称 発売会社 略称
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 SME 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、2022年4月1日現在のものです。

西洋音楽の鑑賞（P.40〜）
曲名 作曲者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

怒りの日 グレゴリオ聖歌 CD 死者のためのグレゴリアン・
チャント

オーロア・サージット、アレッ
シオ・ランドン

8.553192 ナクソス

視聴 怒りの日 モスクワ放送合唱団、デニ
ス・ロトエフ＆チャイコフス
キー交響楽団

KICC
1486

キング

死者のためのプローズ シャルパンティエ CD シャルパンティエ：「テ・デウム」
「死者のための大典礼」

指揮：ウィリアム・クリスティ
／レザール・フロリサン

WPCS
16254

ワーナー

幻想交響曲 ベルリオーズ CD ベルリオーズ：幻想交響曲、
ドビュッシー：海、牧神の午後
への前奏曲

指揮：シャルル・ミュンシュ／
ボストン交響楽団

BVCC
37605

BMG

CD 幻想交響曲 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

UCCG
4896

UM

CD ベルリオーズ：幻想交響曲、
デュカス：魔法使いの弟子

指揮：セルジュ・チェリビダッ
ケ／スウェーデン放送交響
楽団

SSS0164 輸入盤／
WEITBLICK

CD ベルリオーズ：幻想交響曲、
ドビュッシー：夜想曲、ラヴェル

「ダフニスとクロエ」第２組曲
他

指揮：ジャンスク・カヒーゼ
／トビリシ交響楽団

CGC004 輸入盤／
Cugate
Classics

器楽（P.28〜）
曲名 作曲者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

Stand By Me B.E.キング
J.リーバー
M.ストーラー

CD THE VERY BEST OF
BEN E. KING

ベン・E．キング WPCR
26328

ワーナー

ばらの花 岸田 繁 CD TEAM ROCK くるり VICL
60696

ビクター



死の舞踏 リスト CD ピアノ協奏曲第１、２番、死の
舞踏、ピアノ・ソナタ、悲しみの
ゴンドラ、葬送曲 他

指揮：小沢征爾／演奏：クリ
スティアン・ツィマーマン／
ボストン交響楽団

4779697 輸入盤／
Deutsche
Grammophon

CD 死の舞踏～４手ピアノのため
のリスト：交響詩集　デュオ・
ツユキ＆ローゼンボーム

演奏：露木智恵、ミヒャエ
ル・ローゼンボーム

ODRCD
329

輸入盤／
ODRADEK 
RECORDS

DVD アヌシー音楽祭2014～
リスト：死の舞踏、ムソルグス
キー：展覧会の絵

指揮：ゾルターン・コチシュ
／演奏：デニス・マツーエフ
／サンクト・ペテルブルク・
フィルハーモニー交響楽団

3075528 輸入盤／
Euroarts

無伴奏ヴァイオリンソナタ第２番 イザイ CD 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ集 フランク・ペーター・ツィン
マーマン

WPCS
50104

ワーナー

CD 心の叫び 
～イザイ：無伴奏ヴァイオリ
ン・ソナタ全曲

千住真理子 UCCY
1048

UM

交響曲第２番《復活》 マーラー CD 交響曲第２番〈復活〉 指揮：小澤征爾／サイトウ・
キネン・オーケストラ

SICC
1087

SME

CD 交響曲第２番〈復活〉 指揮：レナード・バーンスタ
イン／演奏：バーバラ・ヘ
ンドリクス、クリスタ・ルート
ヴィヒ／ニューヨーク・フィ
ルハーモニック

UCCG
4680

UM

パガニーニの主題による狂詩曲 ラフマニノフ CD ピアノ協奏曲第3番、パガニー
ニの主題による狂想曲

指揮：ベルナルト・ハイティン
ク／演奏：ヴラディーミル・
アシュナケージ／ロイヤル・
コンセルトヘボウ管弦楽団

UCCD
3493

UM

CD ラフマニノフ自作自演～ピアノ
協奏曲全集

セルゲイ・ラフマニノフ SICC
1294

SME

CD ピアノ協奏曲第２番,パガニー
ニの主題による狂想曲

指揮：サー・エードリアン・
ボールト／ロンドン・フィル
ハーモニー管弦楽団

UCCD
7269

UM

CD ピアノ協奏曲第2番、パガニー
ニの主題による狂詩曲

指揮：アンドレア・バッティス
トーニ／東京フィルハーモ
ニー交響楽団

COGQ
97

コロムビア

CD ピアノ協奏曲全集、パガニー
ニの主題による狂詩曲

指揮：ファビオ・ルイージ／
フィルハーモニア・チュー
リッヒ

KKC
5606/8

キング

オペラ《フィガロの結婚》 モーツァルト DVD 歌劇《フィガロの結婚》 指揮：ニコラウス・アーノン
クール／ウィーン・フィル
ハーモニー管弦楽団

UCBG
1202

UM

DVD 歌劇《フィガロの結婚》 指揮：ルネ・ヤーコプス／コ
ンチェルト・ケルン

BAC217 輸入版／
Bel Air

オペラ《ドン・ジョヴァンニ》 モーツァルト DVD 歌劇《ドン・ジョヴァンニ》 指揮：ニコラウス・アーノン
クール／ウィーン・コンツェ
ントゥス・ムジクス

KKC
9666/7

キング

DVD 歌劇《ドン・ジョヴァンニ》 指揮：ヴィルヘルム・フルト
ヴェングラー／ウィーン・フィ
ルハーモニー管弦楽団

0730199 輸入版／
Dg

オペラ《魔笛》 モーツァルト DVD 歌劇《魔笛》 指揮：ジェイムズ・レヴァイン
／メトロポリタン歌劇場管
弦楽団

UCBG
9272

UM

DVD 歌劇《魔笛》 指揮：ヴォルフガング・サヴァ
リッシュ／バイエルン国立
歌劇場管弦楽団

UCBG
9202

UM

《春の祭典》 ストラヴィンスキー CD 春の祭典、火の鳥 指揮：クラウディオ・アバド／
ロンドン交響楽団

UCCG
4630

UM

CD 春の祭典、ペトルーシュカ 指揮：ピエール・ブーレーズ
／クリーヴランド管弦楽団

SICC
30025

SME



日本の伝統音楽（P.54〜）
曲名 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

平家 祇園精舎 CD 琵琶 ～平家物語の世界～ 館山甲午(平家琵琶・津軽系)、
山下晴楓(薩摩琵琶)、今井勉(平
家琵琶名古屋系)、友吉鶴心(薩
摩琵琶鶴田流)、鶴田錦史(薩摩
琵琶鶴田流)、井野川幸次(平家
琵琶名古屋系)、中川鶴女(薩摩
琵琶鶴田流)

COCJ
37178

コロムビア

能 羽衣 CD 「砧」「羽衣」 観世寿夫 至花の
二曲

観世寿夫 VZCG
8429

日本伝統文化振
興財団

羽衣 DVD 能楽名演集
能『羽衣 彩色之伝』 観世流
能『花筐』 宝生流

出演：片山九郎右衛門、宝生閑、
宝生欣哉、則久英志

20336AA NHKE

地歌 黒髪 CD 地歌のいろは～九州系地歌と
上方地歌の競演～

藤本昭子 VZCG838 日本伝統文化振
興財団

義太夫節 一谷嫰軍記 DVD 歌舞伎名作選一谷嫰軍記
陣門・組討

出演：松本幸四郎、中村福助、
中村芝雀

18391AA NHKE

CD 春の祭典、ペトルーシュカ 指揮：サー・コリン・デイヴィ
ス／ロイヤル・コンセルトヘ
ボウ管弦楽団

UCCD
2222

UM

DVD ストラヴィンスキー追悼コン
サート1972
春の祭典、ピアノとオーケスト
ラのためのカプリッチョ、詩篇
交響曲

指揮：レナード・バーンスタ
イン／ロンドン交響楽団

ICAD
5124

Naxos

DVD 火の鳥、春の祭典 指揮：ワレリー・ゲルギエフ／
マリインスキーバレエ／マリ
インスキー歌劇場管弦楽団

BAC241 輸入盤／
Bel Air
教科書に掲載の
写真と同じ振付け
による映像




