
31 グリーンスリーヴス リコーダー
●リコーダー :高桑英世

32 ザナルカンドにて アンサンブル
●リコーダー :野崎剛右／ギター :山﨑拓郎

33 見上げてごらん夜の星を リコーダー
●リコーダー :高桑英世、庄司知史／ピアノ:上柴はじめ

34 見上げてごらん夜の星を カラピアノ
●ピアノ:吉田けい子

35 Memory 朗読
●朗読:ドナ・バーク

36 Memory カラオケ
●オーケストラ編曲:佐藤泰将／演奏:コロムビア・オーケストラ

1 美女と野獣 二重唱
●歌:高野百合絵､ 加耒 徹／ピアノ:丸木かすみ

2 ハバネラ 歌唱
●歌:谷地畝晶子／ピアノ：谷本喜基

3 ハバネラ カラピアノ
●ピアノ:吉田けい子

4 闘牛士の歌 歌唱
●歌:加耒 徹／ピアノ:丸木かすみ

5 闘牛士の歌 カラピアノ
●ピアノ:吉田けい子

6 オー・シャンゼリゼ 歌唱（フランス語）
●歌:朴 瑛実／ピアノ:居福健太郎

7 オー・シャンゼリゼ 朗読
●朗読:アレクサンドル・タルバ

8 オー・シャンゼリゼ 朗読（リズム読み）
●朗読:朴 瑛実

9 能《高砂》から 歌唱
●謡:観世清和

10 能《羽衣》から 歌唱
●謡:観世清和

11 たこ たこ あがれ 篠笛
●篠笛:西川浩平

12 お囃子（《あんたがたどこさ》の旋律による） 篠笛+長胴太鼓
●篠笛:高桑英世／長胴太鼓:萱谷亮一

13 花笠音頭 三味線
●三味線・歌:三宅礼子

14 〈寄せの合方〉 （長唄《勧進帳》から） 三味線
●三味線:杵屋七三

15 タイムマシンにおねがい バンド・アンサンブル
●音源制作:池田翔一

16 サザエさん アンサンブル
●Lead:松永ちづる（TRY-TONE）／ Chorus1:渡部沙智子／
Chorus2:多胡 淳（TRY-TONE）／ Bass:貞國公洋／
Voice Percussion:渡邊崇文（INSPi）／ガイドPiano:ただすけ

17 サザエさん ヴォイス・パーカッション
●Voice Percussion:渡邊崇文（INSPi）

18 東京ブギウギ カラピアノ
●ピアノ:富田理紗

19 クリスマス・イブ カラピアノ
●ピアノ:富田理紗

20 荒野の果てに 合唱
●指揮:福永一博／合唱:harmonia ensemble ／ピアノ:川口成彦

21 懐かしきケンタッキーの我が家 合唱
●指揮:福永一博／合唱:harmonia ensemble

22 懐かしきケンタッキーの我が家 ソプラノ練習用
●歌:池田真紀、生出悦子、弓田真理子

1 Ave Maria 歌唱
●歌:朴 瑛実／ピアノ:居福健太郎

2 Ave Maria カラピアノ
●ピアノ:吉田けい子

3 Lemon カラピアノ
●ピアノ:富田理紗

4 負けないで カラピアノ
●ピアノ:富田理紗

5 若者のすべて カラピアノ
●ピアノ:富田理紗

6 小さな空 歌唱
●歌:澤江衣里／ピアノ:居福健太郎

7 ’O sole mio 歌唱
●歌:又吉秀樹／ピアノ:齋藤亜都沙

8 ’O sole mio 朗読
●朗読:アレッサンドロ・クレメンティ

9 ’O sole mio 朗読（リズム読み）
●朗読:加耒 徹

10 ’O sole mio カラピアノ
●ピアノ:吉田けい子

11 Caro mio ben 歌唱
●歌:朴 瑛実／ピアノ:居福健太郎

12 Caro mio ben 朗読
●朗読:アンナ・マリア・マッゾーネ

13 Caro mio ben 朗読（リズム読み）
●朗読:朴 瑛実

14 Caro mio ben カラピアノ
●ピアノ:居福健太郎

15 第三の男のテーマ ギター・アンサンブル
●ギター :山﨑拓郎

16 ミッション:インポッシブルのテーマ キーボード・アンサンブル
●音源制作:池田翔一

17 星に願いを アンサンブル
●音源制作:池田翔一

18 むこうむこう 歌唱
●歌:澤江衣里／ピアノ:居福健太郎

19 この道 歌唱
●歌:朴 瑛実／ピアノ:居福健太郎

20 夏の思い出 カラピアノ
●ピアノ:丸山輝信

21 Heidenröslein（シューベルト） 歌唱
●歌:朴 瑛実／ピアノ:居福健太郎

22 Heidenröslein（シューベルト） 朗読
●朗読:モーテン・フンケ

23 Heidenröslein（シューベルト） 朗読（リズム読み）
●朗読:加耒 徹

24 Heidenröslein（シューベルト） 歌唱（原調G-dur)
●歌:加耒 徹／ピアノ:丸木かすみ

25 Heidenröslein（ヴェルナー） 合唱
●指揮:福永一博／合唱:harmonia ensemble

26 Ich liebe dich 歌唱
●歌:朴 瑛実／ピアノ:居福健太郎

27 Ich liebe dich 朗読
●朗読:モーテン・フンケ

28 Ich liebe dich 朗読（リズム読み）
●朗読:加耒 徹

29 Ich liebe dich 歌唱（原調G-dur)
●歌:加耒 徹／ピアノ:丸木かすみ

30 C-a-f-f-e-e リコーダー
●リコーダー :高桑英世、庄司知史
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23 懐かしきケンタッキーの我が家 アルト練習用
●歌:斉藤博子、高橋ちはる、西川美幸

24 懐かしきケンタッキーの我が家 テノール練習用
●歌:鏡 貴之、菊池慈生、沼田臣矢

25 懐かしきケンタッキーの我が家 バス練習用
●歌:梅﨑英行、金沢 平、菊池慈生

26 言わない 合唱
●指揮:佐藤洋人／合唱:栗友会クワイアMil'AI ／ピアノ:須永真美

27 言わない ソプラノ練習用
●歌:池田真紀、西川直美、弓田真理子／ピアノ:山内知子

28 言わない メッゾ・ソプラノ練習用
●歌:高橋ちはる、西川美幸、バトラーあかね／ピアノ:山内知子

29 言わない アルト練習用
●歌:斉藤博子、高橋ちはる、バトラーあかね／ピアノ:山内知子

30 言わない カラピアノ
●ピアノ:山内知子

31 ぼくは　ぼく 合唱
●指揮:野本立人／合唱:アンサンブル・ヴォカル・アルカイク=東京／ピアノ:筧 千佳子

32 ぼくは　ぼく ソプラノ練習用
●歌:池田真紀、山本明日香、弓田真理子／ピアノ:山内知子

33 ぼくは　ぼく アルト練習用
●歌:斉藤博子、桜井梨菜、鷲見典子／ピアノ:山内知子

34 ぼくは　ぼく 男声練習用
●歌:梅﨑英行、金沢 平、菊池慈生／ピアノ:山内知子

35 ぼくは　ぼく カラピアノ
●ピアノ:山内知子

36 おんがく 合唱
●指揮:福永一博／合唱:harmonia ensemble

37 おんがく ソプラノ練習用
●歌:池田真紀、西川直美、弓田真理子

38 おんがく アルト練習用
●歌:斉藤博子、高橋ちはる、西川美幸

39 おんがく テノール練習用
●歌:鏡 貴之、菊池慈生、沼田臣矢

40 おんがく バス練習用
●歌:梅﨑英行、金沢 平、菊池慈生

10ブヌン族の合唱（《狩りの歌》から）
●現地録音

11 アーヴァーズ
（《アブーアターによるアーヴァーズとセタール》から）
●歌:アリーレザー・エフテハーリー／セタール:ベフナーム・ヴァーダーニー

12 ヨーデル（《牧童のヨーデル》）
●演奏:エディット・ディーボルト（歌）ほか

13 ヨーデル（《美しいエンメンタール》）
●演奏:レントラーカペレ・ハイディ・ヴィルト・ミット・キンダーコア

14 イヌイットの喉歌
●現地録音

世界の諸民族の音楽 【楽器による表現】
15 アルフー（《二泉映月》から）
●演奏:朱 昌燿

16 サウン・ガウ（《サウンの即興》から）
●演奏:ウー・ミン・マウン

17 シタール（《ラーガ～ジョゲショワリ》ガットⅡから）
●演奏:ラヴィ・シャンカール（シタール） ほか

18 ツィター（《我がマッツラインスドルフ》から）
●演奏:アントン・カラス

19 バラライカ（《カリンカ》）
●演奏:テール・アブラモフとバラライカ合奏団

20 チャランゴ（《蜂鳥の飛行》）
●演奏:エルネスト・カブール

21 ズルナ（《ジェッディン・デデン》から）
●演奏:オスマントルコ軍楽隊

22 バグパイプ（《勇敢なるスコットランド》～《さらば故郷》）
●演奏:ライン・エリア・パイプス＆ドラムズ

23 ナイ（《森の叫び》から）
●演奏:ダミアン・ルカ（ナイ）ほか

24 ケーナ（《コンドルは飛んで行く》から）
●演奏:ロス・チャコス

25 バリ島のガムラン（《トベン》から）
●演奏:スバトゥ村ゴング・クビャール

26 トーキング・ドラム（《オバタラ》から）
●演奏:チーフ・ツインズ・オラニー・セブン・セブン

27 バラフォン（《イテテ・アンゴマ》から）
●演奏:タンザニア国立舞踊団

28 スティールパン（《パン･フォー ･カーニバル》から）
●演奏:エクソダス・スティール・バンド

日本の伝統音楽
1 舞楽《陵王》から〈当曲〉
●演奏:十二音会

2 能《道成寺》※抜粋収録
●笛:寺井久八郎／小鼓:敷村鉄雄／大鼓:亀井忠雄／太鼓:小寺佐七

3 箏曲《みだれ（乱輪舌）》
●箏:深海さとみ

4 琴古流古典本曲《鹿の遠音》
●尺八:青木静夫、横山勝也

郷土の民謡と芸能
5 八木節※抜粋収録
●演奏:佐藤松子（唄） ほか

6 江差追分※抜粋収録
●演奏:青坂 満（唄） ほか

世界の諸民族の音楽 【声による表現】
7 アリラン（《京畿道アリラン》）
●演奏:李 金美（歌） ほか

8アリラン（《珍島アリラン》）
●現地録音

9オルティンドー（《小さな淡黄色の馬》から）
●演奏:ナムジリーン・ノロヴバンザド（歌） ほか

DISC-3 鑑賞用CD❶ DCT-3392

オペラ《カルメン》から
●指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ／
演奏:ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、ジョン・オールディス合唱団

1 前奏曲
2 ハバネラ

●カルメン:タティアーナ・トロヤノス

3 闘牛士の歌
●エスカミーリョ :ジョゼ・ヴァン・ダム

4 お前の投げたこの花は
●ホセ:プラシド・ドミンゴ

5 何も怖くないとは言ったけれど
●ミカエラ:キリ・テ・カナワ

6 第４幕への間奏曲

What is JAZZ?
7 枯葉（『枯葉～ベスト・オブ・イヴ・モンタン』から）

●演奏:イヴ・モンタン（歌）ほか
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1 《前奏曲集》第1巻から第10曲〈沈める寺〉
●ピアノ:ピエール=ロラン・エマール

2 ピアノ・ソナタ第7番 変ロ長調から第3楽章
●ピアノ:ミハイル･プレトニョフ

プリペアド・ピアノのための《ソナタとインターリュード》から
●プリペアド・ピアノ:ジョン・ティルベリー

3 ソナタ1
4 ソナタ2

クローズ・アップ・マエストロ　J.S.バッハ
トッカータとフーガ ニ短調

●オルガン:ヘルムート・ヴァルヒャ

5 トッカータ
6 フーガ
7《ブランデンブルク協奏曲》第２番 ヘ長調から第１楽章

●指揮:カール・リヒター／演奏：ミュンヘン・バッハ管弦楽団

8 カンタータ第147番 《心と口と行いと生きざまもて》から
　 コラール〈主よ，人の望みの喜びよ〉

●指揮:ジョン・エリオット・ガーディナー／
演奏:イングリッシュ・バロック・ソロイスツ、モンテヴェルディ合唱団

9 《マタイ受難曲》から第１部第１曲
　 導入の合唱〈来たれ，娘たちよ，われとともに嘆け〉

●エヴァンゲリスト:ベンヤミン・ブルンス／
 　ソプラノⅠ：キャロリン・サンプソン／ソプラノⅡ:松井亜希／
 　アルトⅠ:ダミアン・ギヨン／アルトⅡ:クリント・ファン・デア・リンデ／
 　テノールⅠ:櫻田 亮／テノールⅡ:ザッカリー・ワイルダー／
 　バスⅠ・イエス:クリスティアン・イムラー／
 　バスⅡ・ユダ・ピラト・大祭司カヤパ・祭司長Ⅰ:加耒 徹／ほか
 　オルガン:鈴木優人／指揮:鈴木雅明／演奏:バッハ・コレギウム・ジャパン

クローズ・アップ・マエストロ　W.A.モーツァルト
10 交響曲第25番 ト短調から第1楽章

●指揮:サー ･ネヴィル･マリナー／
 　演奏:アカデミー ･オブ・セント･マーティン･イン･ザ･フィールズ

11 ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調《トルコ風》から第3楽章
●ヴァイオリン:ヘンリク･シェリング／

 　指揮:アレキサンダー ･ギブソン／
 　演奏:ニュー ･フィルハーモニア管弦楽団

12 セレナード 変ロ長調《グラン・パルティータ》から第3楽章
●指揮:サー ･ネヴィル･マリナー／

 　演奏:アカデミー ･オブ・セント･マーティン･イン･ザ･フィールズ

13 オペラ《フィガロの結婚》第2幕から
　 三重唱〈スザンナ，出て来なさい〉

●伯爵:ボイエ･スコウフス／伯爵夫人:チェリル･ステューダー／
 　スザンナ:シルヴィア･マクネアー／指揮:クラウディオ･アバド／
 　演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

交響曲第9番 ニ短調《合唱付き》から第4楽章
●指揮:クラウディオ・アバド／演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、

 　エリック・エリクソン室内合唱団、スウェーデン放送合唱団／
 　ソプラノ:カリータ・マッティラ／アルト:ヴィオレッタ・ウルマーナ／
 　テノール:トーマス・モーザー／バリトン:トーマス・クヴァストホフ

1 冒頭部
2 第1楽章の主題（30小節目～）

3 第2楽章の主題（48小節目～）

4 第3楽章の主題（63小節目～）

5 「歓喜の主題」を想起させる旋律（77小節目～）

6 「歓喜の主題」（92小節目～）

7 バリトン独唱と合唱（208小節目～）

8 重唱と合唱（269小節目～）

9 テノール独唱と合唱（331小節目～）

10 四部合唱による「歓喜の主題」（543小節目～）

11 「抱擁の主題」（594小節目～）

12 「二重フーガ」（654小節目～）

13 763小節目以降

バレエ音楽《火の鳥》組曲（1919年版）
●指揮:クラウディオ・アバド／演奏:ロンドン交響楽団

14 序奏
15 火の鳥の踊り
16 火の鳥のヴァリアシオン
17 王女たちのロンド（ホロヴォード）（冒頭部）

18 王女たちのロンド（ホロヴォード）（17小節目～）

19 魔王カスチェイの凶悪な踊り
20 子守歌
21 終曲（47小節目～）

22 終曲（77小節目～）

8 枯葉（『サムシン・エルス』から）
●演奏:キャノンボール・アダレイ（アルト・サックス）ほか

9 枯葉（『ポートレイト・イン・ジャズ』から）
●演奏:ビル・エヴァンス（ピアノ）ほか

組曲《動物の謝肉祭》
●指揮:アンドレ･プレヴィン／演奏:ピッツバーグ交響楽団

10 序奏と堂々たるライオンの行進
11 雌鶏と雄鶏
12 らば
13 亀
14 象
15 カンガルー
16 水族館
17 耳の長い紳士
18 森の奥のかっこう
19 大きな鳥籠
20 ピアニスト
21 化石
22 白鳥
23 終曲

23 《平均律クラヴィーア曲集》第1巻から
　 第１番 ハ長調から〈プレリュード〉

●チェンバロ:ヘルムート・ヴァルヒャ

24 《平均律クラヴィーア曲集》第1巻から
　 第１番 ハ長調から〈プレリュード〉

●ピアノ:エレーヌ･グリモー

25 ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調《熱情》から第1楽章
●ピアノ:ヴラディーミル・アシュケナージ

26 ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調《熱情》から第1楽章※抜粋収録
●フォルテピアノ：マルコム・ビンズ

27 バラード第１番 ト短調
●ピアノ:アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ

28《パガニーニ大練習曲》から第3曲〈ラ・カンパネッラ〉
●ピアノ:アリス＝紗良・オット
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