
令和５年度用 MOUSA２（音Ⅱ 703）

鑑賞曲対応CD，DVD等一覧
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INVITATION TO MUSIC（P.2）
掲載曲 作曲者 ソフト CD,DVDタイトル 演奏者 製品番号 発売・販売会社

《魔笛》 W.A.モーツァ
ルト

DVD 歌劇《魔笛》 演出：アウグスト・エファーディ
ング/指揮：ヴォルフガング・サ
ヴァリッシュ /演奏：バイエルン
国立歌劇場管弦楽団&合唱団
/S.：エディタ・グルベローヴァ，
ルチア・ポップ/B.：クルト・モル
/T.：フランシスコ・アライサ 他

UCBG-9312
（日本語字幕）

UM

DVD 歌劇《魔笛》 演出：グース・モスタート/指揮：
ジェイムズ・レヴァイン/演奏：メ
トロポリタン歌劇場管弦楽団&
合唱団/S.：キャスリーン・バトル，
ルチアーナ・セッラ/T.：フランシ
スコ・アライサ/Bar.：マンフレー
ト・ヘム/B.：クルト・モル 他

UCBG-9272
（日本語字幕）

UM

歌曲（P.44）
Je te veux E.サティ CD マディ・メスプレ/ポート

レイト
S.：マディ・メスプレ 9029577098

（4枚組）
ワーナー
（Erato）
（輸入盤）

CD ピアノ作品集，歌曲集 S.：マディ・メスプレ（女声版）/
T.：ニコライ・ゲッダ（男声版）/
ピアノ：アルド・チッコリーニ

9029565101
（6枚組）

ワーナー
（Erato）
（輸入盤）

CD プレイズ エリック・サ
ティ 1

ピアノ：高橋アキ CMCD-
28305

カメラータ・
トウキョウ

器楽（P.54，56）
ソナチネ W.A.モーツァ

ルト
UHQ
CD

5つのディヴェルティメ
ント

クラリネット：レオポルト・ウラッ
ハ/第2クラリネット：フランツ・
バルトシェック/ファゴット：カー
ル・エールベルガー

UCCW-
9018

UM

シンコペーテッド・
クロック

Ｌ.アンダソン CD タイプライター&トラン
ペット吹きの休日～ル
ロイ・アンダーソン・ベス
ト・ヒット

指揮：レナード・スラットキン/
演奏：セントルイス交響楽団

SICC-40040 ソニー

鑑賞資料CD,DVD一覧
発売会社 略称 発売会社 略称

NHKエンタープライズ NHKE 日本コロムビア コロムビア

NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン NBC ビクター・エンタテインメント ビクター

キング・インターナショナル 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 ソニー ワーナーミュージック・ジャパン ワーナー

ナクソス・ジャパン NOXOS

略表記
S.:ソプラノ　Ms.:メッゾ・ソプラノ　T.:テノール　Bar.:バリトン　B.:バス　Ct.:カウンターテノール

※ 下記の表中で「高等学校音楽鑑賞DVD 民族編」「音楽鑑賞DVD 日本の伝統芸能 編」以外のCD,DVDは，教芸では直接取り
扱っておりませんので，ご質問やお買い求めはお近くのCDショップ等へお願いいたします。

※音源配信や動画配信は削除される場合があります。

※掲載している情報は，2022年5月10日現在のものです。
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CD ピアノによるルロイ・ア
ンダーソン

ピアノ：白石光隆 KKC-073 キング

創作（P.60）
Levels CD ストーリーズ ジャパン・

ツアー・エディション
アヴィーチー UICO-1287 UM

Slow it down CD MONDO GROSSO/ 
best+best remixes

モンド・グロッソ FLCG-3107
（2枚組）

ソニー

Icarus 音源
配信

madeon：Icarus マデオン apple music，Spotify 他

Alone 音源
配信

Monsterca t 027 ‒ 
Cataclysm

マシュメロ apple music，Spotify 他

映画を彩る音楽（P.62）
交響曲第11番 ト
短調《1905年》 第
２楽章

D.ショスタコー
ヴィチ

SHM-
CD

交響曲第4番&第11番
『1905年』

指揮：アンドリス・ネルソンス/
演奏：ボストン交響楽団

UCCG-1802
（２枚組）

UM

Blu-
ray

映画『戦艦ポチョムキ
ン』

監督・脚本：セルゲイ・エイゼン
シュテイン/音楽：ドミートリイ・
ショスタコーヴィチ/出演：アレ
クサンドル・アントーノフ，グレ
ゴリー・アレクサンドロフ 他

IVBD-1062
（日本語字幕）

IVC

交響詩《ツァラトゥ
ストラはこう語っ
た》

R.シュトラウ
ス

CD 交響詩《ツァラトゥスト
ラはこう語った》《ティ
ル・オイレンシュピーゲ
ルの愉快ないたずら》

指揮：ヘルベルト・フォン・カラヤ
ン/演奏：ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団

UCCD-7246 UM

CD ツァラトゥストラはこう
語った

指揮：マリス・ヤンソンス/演奏：
バイエルン放送交響楽団

900182 NOXOS
（BR Klassik）
（輸入盤）

Blu-
ray

映画『2001年宇宙の
旅』
 

脚本・監督：スタンリー・キュー
ブリック/脚本・原作：アーサー・
C.クラーク/出演：キア・デュ
リア，ゲイリー・ロックウッドー，
ウィリアム・シルヴェスター 他

CWBA79838
（日本語字幕）

ワーナー・
ブラザース

交響曲第５番 嬰
ハ短調 第４楽章

G.マーラー MQA/
UHQ
CD

交響曲第5番 指揮：ヘルベルト・フォン・カラヤ
ン/演奏：ベルリン・フィルハー
モニー管弦楽団

UCCG-41038 UM

SHM-
CD

交響曲第5番 指揮：レナード・バーンスタイン
/演奏：ウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団

UCCS-50102 UM

DVD 映画『ベニスに死す』 監督・脚本：ルキノ・ヴィスコン
ティ /原作：トーマス・マン/脚
本：ニコラ・バダルッコ/音楽：
グスタフ・マーラー /出演：ダー
ク・ボガード，ビョルン・アンド
ルセン，シルヴァーナ・マンガー
ノ 他

WTB-11060
（日本語字幕）

ワーナー・
ブラザース

楽劇《ヴァルキュー
レ》から《ヴァル
キューレの騎行》

R.ヴァーグナー DVD 楽劇《ヴァルキューレ》
 

 

演出：パトリス・シェロー /指
揮：ピエール・ブーレーズ/演奏：
バイロイト祝祭管弦楽団/T.：
ペーター・ホフマン，B.：マッ
ティ・サルミネン，Bar.：ドナ
ルド・マッキンタイア，S.：ジャ
ニーヌ・アルトマイア 他

UCBG-9321
（2枚組）
（日本語字幕）

UM

CD ワーグナー：管弦楽作
品集［直輸入盤］

指揮：ジェイムズ・レヴァイン/
演奏：メトロポリタン歌劇場管
弦楽団

484636
（2枚組）

UM
（Australian
Eloquence/DG）
（輸入盤）
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音源
配信

ワーグナー：管弦楽作
品集

指揮：ジェイムズ・レヴァイン/
演奏：メトロポリタン歌劇場管
弦楽団

00028948083329 NAXOS

4K
 Ultra 
HD
Blu-
ray

映画『地獄の黙示録』
ファイナル・カット 

監督・脚本：フランシス・フォード・
コッポラ/原作：ジョセフ・コンラッ
ド/音楽：カーマイン・コッポラ/
出演：マーロン・ブランド，ロバー
ト・デュヴァル，マーティン・シー
ン，ハリソン・フォード，デニス・
ホッパー 他

DAXA-5693
（3枚組）
（日本語字幕）

角川書店

動画
配信

U-NEXT

バレエ音楽《ボレ
ロ》

M.ラヴェル SHM-
CD

ボレロ～ラヴェル: 管
弦楽曲集

指揮：シャルル・デュトワ/演
奏：モントリオール交響楽団

UCCS-50054 UM

CD ラヴェル：ボレロ、ス
ペイン狂詩曲、他

指揮：ピエール・ブーレーズ/演
奏：ベルリン・フィルハーモニー
管弦楽団

UCCG-2013 UM

Blu-
ray

映画『愛と哀しみのボ
レロ』

監督・脚本：クロード・ルルー
シュ /音楽：フランシス・レイ
/ミシェル・ルグラン/出演：ロ
ベール・オッセン，ニコール・ガ
ルシア，ジェラルディン・チャッ
プリン，ジョルジュ・ドン 他

KKBS-65
（日本語字幕）

紀伊國屋書
店
廃盤
TSUTAYA 
DISCASで
視聴可能

《オブリヴィオン》 A.ピアソラ CD リベルタンゴ～ピアソ
ラ・フォーエヴァー

バンドネオン：ダニエル・ビネッ
リ/指揮：シャルル・デュトワ/演
奏：モントリオール交響楽団 他

UCCS-1293 UM

CD ピアソラ:協奏曲集 バンドネオン：ウィリアム・サ
バティエ/指揮：レオナルド・ガ
ルシア・アラルコン/演奏：ディ
ジョン・ブルゴーニュ管弦楽団

FUG790 NAXOS
（Fuga Libera）
（輸入盤）

DVD 映画『エンリコ四世』 監督・脚本：マルコ・ベロッキ
オ/原作：ルイジ・ピランデッ
ロ/音楽：アストル・ピアソラ/
出演：マルチェロ・マストロヤ
ンニ，クラウディア・カルディ
ナーレ 他

KKDS812 新日本映画
社
（在庫なし）

弦楽のためのアダー
ジョ

S.バーバー SHM-
CD

弦楽のためのアダージョ、
交響曲第1番、他

指揮：デイヴィッド・ジンマン
/演奏：ボルティモア交響楽団

UCCD-52051 UM

CD ホルスト：惑星&バー
バー：弦楽のためのア
ダージョ 他

指揮：レナード・バーンスタイ
ン/演奏：ニューヨーク・フィ
ルハーモニック

SICC-1792 ソニー

Blu-
ray

映画『プラトーン』 監督・脚本：オリバー・ストーン/
音楽：ジョルジュ・ドルリュー/
出演：トム・ベレンジャー，ウィ
レム・デフォー，チャーリー・
シーン，ジョニー・デップ 他

1000808500
（日本語字幕，
吹替）

ワーナー・
ブラザース

オペラ《カヴァレリ
ア・ルスティカーナ》
から間奏曲

P.マスカーニ SHM-
CD

オペラ間奏曲集 指揮：ヘルベルト・フォン・カ
ラヤン/演奏：ベルリン・フィ
ルハーモニー管弦楽団/オルガ
ン：ヴォルフガング・マイヤー

UCCG-51055 UM

DVD マスカーニ：歌劇「カヴ
ァレリア・ルスティカー
ナ」 /レオンカヴァッロ：
歌劇「道化師」

演出：フランコ・ゼフィレッリ
/指揮：ジョルジュ・プレート
ル/演奏：ミラノ・スカラ座管
弦楽団&合唱団/Ms.：エレー
ナ・オブラスツォワ，T.：プラ
シド・ドミンゴ，Bar.：レナート・
ブルゾン 他

UCBG-9270
（日本語字幕）

UM
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DVD 映画『ゴッドファーザー 
トリロジー 50th アニバ
ーサリー 4K Ultra HD+
ブルーレイセット 

監督・脚本：フランシス・フォー
ド・コッポラ/音楽：カーマイン・
コッポラ，ニーノ・ロータ/出
演：アル・パチーノ，ダイアン・
キートン，アンディ・ガルシア 
他

PDA-255 NBC

DVD 映画『ゴッドファーザー
PARTⅢ』

Amazon プライム・ビデ
オ，ビデオマーケット，
TSUTAYA DISCASで視
聴可能

ゴルトベルク変奏
曲

J.S.バッハ SHM-
CD

ゴルトベルク変奏曲 チェンバロ：カール・リヒター UCCS-
50003

UM

CD ゴルトベルク変奏曲～
小林道夫の芸術X～

ハープシコード：小林道夫 MM-4500
（2枚組）

マイスター・
ミュージック

CD ゴルトベルク変奏曲 ピアノ：パヴェル・コレスニコフ PCDA-
68338

東京エムプ
ラス
（輸入盤）

Blu-
ray

映画『羊たちの沈黙』 監督：ジョナサン・デミ/原作：
トマス・ハリス/脚本：テッド・
タリー /音楽：ハワード・ショ
ア/出演：ジョディ・フォスター，
アンソニー・ホプキンス 他

1000808499
（日本語字幕，
吹替）

ワーナー・
ブラザース

ピアノ協奏曲第３
番 ニ短調

S.ラフマニノ
フ

Blu-
spec 
CD2

ピアノ協奏曲第3番&
ヴォカリーズ 他

ピアノ：エフゲニー・キーシン/
指揮：小澤征爾/演奏：ボスト
ン交響楽団

SICC-30375 ソニー

CD ピアノ協奏曲第2番・第
3番

ピアノ：ボリス・ベレゾフスキー
/指揮：ドミートリー・リス/演
奏：ウラル・フィルハーモニー
管弦楽団

KKC-5156
（輸入盤）

キング

Blu-
ray

映画『シャイン』デジタ
ル・レストア・バージョン
-

監督：スコット・ヒックス/脚
本：ジャン・サーディ /音楽：
デヴィッド・ハーシュフェルダー
/出演：ジェフリー・ラッシュ，
ノア・テイラー 他

DAXA-4034 角川書店

映画音楽を聴こう（P.63）
映画『ハリーポッ
ターと賢者の石』

J.ウィリアムズ 音源
配信

「ハリー・ポッターと賢
者の石」オリジナル・サ
ウンドトラック

音楽:ジョン・ウィリアムズ WPCR-
17505

ワーナー～
Spotify

DVD 映画『ハリーポッターと
賢者の石』

監督：クリス・コロンバス/原作：
J.K.ローリング/脚本：スティー
ヴ・クローヴス/出演：ダニエル・
ラドクリフ，エマ・ワトソン 他

1000477765
（日本語字幕，
吹替）

ワーナー・
ブラザース

ミュージカル《オペラ座の怪人》（P.64）
ミュージカル《オ
ペラ座の怪人》

A.ロイド＝ウェ
バー

SHM-
CD

「オペラ座の怪人」［完
全版］ /オリジナル・ロ
ンドン・キャスト

オリジナル・ロンドン・キャスト：マ
イケル・クロフォード，サラ・ブラ
イトマン，スティーヴ・バートン 他

UICY-
15368
（2枚組）

UM

Blu-
ray

映画『オペラ座の怪人』監督・脚本：ジョエル・シューマッ
カー/脚本・音楽：アンドリュー・
ロイド=ウェバー /原作：ガス
トン・ルルー /出演：ジェラル
ド・バトラー，エミー・ロッサム，
パトリック・ウィルソン 他

GNXF-2515
（日本語字幕，
吹替）

NBC

DVD オペラ座の怪人 25周
年記念公演 in ロンド
ン

出演：ラミン・カリムルー，シ
エラ・ボーゲス，ハドリー・フ
レイザー，ウェンディ・ファー
ガソン，リズ・ロバートソン，
セルゲイ・ポルーニン 他

GNBF-3084
（日本語字幕）

NBC
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CD 劇団四季ロングラン･
キャスト「オペラ座の怪
人」

指揮：上垣聡/演奏：劇団四季
ミュージカルオーケストラ

POCP-1213
（２枚組）

UM

日本の伝統音楽（P.70）
琵琶楽《川中島》 初世吉水錦翁 DVD 音楽鑑賞DVD

日本の伝統芸能編
薩摩琵琶：山下晴楓 KGF-92042 教育芸術社

CD 和楽器のしらべ 薩摩琵琶：榎本芝水 KICW 3146 キングレコー
ド
（5枚組）

音源
配信

川中島 薩摩琵琶：須田誠舟 https://www.sudaseishu.
com/kawanaka j ima_
youtube.html

文楽《冥途の飛脚》
から〈封印切の段〉

近松門左衛門 DVD 人形浄瑠璃文楽名演
集 冥途の飛脚

竹本綱大夫，鶴澤清二郎，吉
田玉男，吉田簑助 他

NSDS-
17732

NHKE
（2枚組）

歌舞伎《京鹿子娘
道成寺》

初世杵屋弥三
郎

音源
配信

長唄・歌舞伎舞踊　七
代目 芳村伊十郎 長唄
名演集

唄：芳村伊十郎 COKM-
4287

コロムビア～
Spotify，
AppleMusic

DVD 京鹿子娘道成寺 坂東
玉三郎舞踊集Ⅰ

坂東玉三郎 DA-0199 松竹

長唄に親しもう（P.72）
長唄《越後獅子》 九世杵屋六左

衛門
CD コロムビア伝統邦楽特

選シリーズ　長唄
唄：芳村伊十郎 COCJ-

40649
コロムビア

郷土の芸能（P.73）
芸能名 地域 ソフト CD，DVDタイトル名 演奏者 製品番号 発売・販売会社

西馬音内盆踊り 秋田県 CD 盆踊り ベスト 唄：小野花子 KICW-6617 キングレコー
ド

DVD 西馬音内盆踊り観賞用
（2016年制作版）

羽後町観光
物産協会

動画
配信

西馬音内盆踊りライブ
配信2021

羽後町みらい産業交流課
YouTube

チャッキラコ 神奈川県 動画
配信

チャッキラコ奉納 三浦商工会議所～観光PR
動画「みうら歳時記Vol.1」
http://www.miura-cci.
com/kankopr.html

やすらい花 京都府 動画
配信

京都の歴史と文化映像
ライブラリー

今宮やすらい花 公益財団法人京都市文化
観光資源保護財団
h t t p s : / / w w w .
kyobunka.or.jp/library/
entertainment/566.php

綾子踊 香川県
鷺舞 島根県 動画

配信
「弥栄神社鷺舞」公開
編

弥栄神社の鷺舞保存会 島根県立古代出雲歴史博
物館～動画の泉
https://www.izm.ed.jp/
tenpu/ izumi/ izumi_
matsuri.html

平戸のジャンガラ 長崎県 動画
配信

平戸じゃんがら NHK佐世保ビデオクラブ
https://www.youtube.
com/watch?v=fTsaP7_
q_gM

https://www.sudaseishu.com/kawanakajima_youtube.html
http://www.miura-cci.com/kankopr.html
https://www.kyobunka.or.jp/library/entertainment/566.php
https://www.izm.ed.jp/tenpu/izumi/izumi_matsuri.html
https://www.youtube.com/watch?v=fTsaP7_q_gM
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世界の諸民族の音楽（P.80）
全般 全般 DVD 高等学校音楽鑑賞

DVD民族編
NBS-5 教育芸術社

Blu- 
ray

世界の民族音楽 NXS-1 教育芸術社

動画
配信

MIN-ONミュージック・
ジャーニー

https://www.min-on.
or.jp/topics/?genre=22

スンム（僧舞） 韓国 動画
配信

国家無形文化財第27
号の僧舞（スンム）

LITTLE KOREA
https://www.youtube.
com/watch?v=oCpHy
AgQ4Hw&t=1s

コーン タイ 配信
動画

仮面劇「コーン」～
「スープマンカー：ハヌ
マーンの冒険」

MIN-ONミュージック・
ジャーニー～タイ編～
h t t p s : / / www.m i n -
o n . o r . j p / t o p i c s /
detail_1266_.html

ラナート（楽器） 動画
配信

「Peaceful song/朝花
～長朝花」

ラナート：トサポーン

バリ島のケチ インドネシア 音源
配信

バリ島のケチャ プスピ
タ・ジャヤ

ケチャ・プスピタ・ジャヤ レコチョク，
e-onkyo music

音源
配信

《バリ》ガムラン＆ケチ
ャ

現地録音 WPCS-
16045

ワーナー～
Spotify

バラタナーティヤ
ム

インド VCD Bha r a t a na t yam / 
Anita Ratnam

踊り：アニータ・ラットナム DD02 スンダルカ
マル

動画
配信

デジタル・ダンス・シリー
ズ エピソード1 バラタ
ナーティヤム

踊り：アペークシャ・ムンダルギ インド大使館
https://www.youtube.
com/playlist?list=PLW7
rCij3F7z1mxS3aHwx6k
0ChliL5rxfk

セマー（旋回舞踊）トルコ CD トルコの民謡～ウミット・
トクジャン

KICW-
85046

キングレコー
ド

CD 《トルコ》音の旅～トル
コのトラディショナル・
ミュージック

WPCS-
16066

ワーナー

チャールダーシュ ハンガリー DVD Teka 30 
Anniversary 
Concert30周年コン
サート

テーカ TVM-123 TEKA
 ALAPITVANY

CD Living Village Music 
18 リヴィング・ヴィレッ
ジ・ミュージック 18

FMVMCD-
018

TANCHAZ 
EGYESULET

フラメンコ スペイン DVD J：ビヨンド・フラメンコ
(’16スペイン)

監督：カルロス・サウラ/出演：
サラ・バラスカニサレス，カル
ロス・ヌニェス，ミゲル・アン
ヘル・ベルナ 他

TCED-3974
（日本語字幕）

TCエンタテ
インメント

DVD パッション・フラメンコ
(’16スペイン)

監督・脚本：ラファ・モレス/出
演：サラ・バラス，ホセ・セラー
ノ，ティム・リース 他

ALBSD-
2189
（日本語字幕）

アルバトロ
ス・フィルム

DVD サクロモンテの丘 ロマ
の洞窟フラメンコ(’14
スペイン)

監督・脚本：チュス・グティエレ
ス/出演：ラ・モナ，ライムンド・
エレディア，ラ・ポロナ，マノ
レーテ 他

TCED-3720
（日本語字幕）

TCエンタテ
インメント

https://www.min-on.or.jp/topics/?genre=22
https://www.youtube.com/watch?v=oCpHyAgQ4Hw&t=1s
https://www.min-on.or.jp/topics/detail_1266_.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7rCij3F7z1mxS3aHwx6k0ChliL5rxfk
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動画
配信

タンゴス／アレグリア
ス

MIN-ONミュージック・ジ
ャーニー～スペイン編～
h t t p s : / / www.m i n -
o n . o r . j p / t o p i c s /
detail_1255_.html

マサイ族の踊り ケニア，タン
ザニア

CD 《ウガンダ、ケニア、タ
ンザニア》東アフリカの
音楽1～日常と祭礼の
音楽

ウガンダ，ケニア，タンザニア
での録音［現地録音］

WPCS-
16080

ワーナー

アルゼンチン・タ
ンゴ

アルゼンチン DVD 映画『ラスト・タンゴ』 監督：ヘルマン・クラル/出演：
マリア・ニエベス，フアン・カル
ロス・コペス，パブロ・ベロン
他

ALBSD-2068 アルバトロ
ス

動画
配信

《リベルタンゴ》《タン
ゲーラ》

リベルタンゴ：オスバルド・レ
ケーナ＆フェルナンド・スアレ
ス・パス/タンゲーラ：フェル
ナンド・マルサン・セステート

MIN-ONミュージック・ジャー
ニー～アルゼンチン編～
h t t p s : / / www.m i n -
o n . o r . j p / t o p i c s /
detail_1250_.html

フラ ハワイ DVD メリーモナーク・フェス
ティバル2021　日本
国内版DVDセット

DVD-
MM2021
（3枚組）

ヤスダイン
ターナショ
ナル

動画
配信

「ハワイアンミュージッ
クと魅惑のフラダンス」
～《涙そうそうメドレー》
《浜辺の歌》《パパリナ・
ラヒラヒ》

ヴォーカル・ウクレレ：ライア
テア・ヘルム/ギター・トリオ：
コハラ/ヴォーカル＆ギター：
ネイサン・アウェア

MIN-ONミュージック・ジ
ャーニー～アメリカ編～
h t t p s : / / www.m i n -
o n . o r . j p / t o p i c s /
detail_1247_.html

ラ・クンパルシータ H.M.ロドリ
ゲス

CD ベスト・オブ・アルゼンチ
ン・タンゴ

カルロス・ディ・サルリ楽団，
ロス・セニョーレス・デル・タン
ゴ 他

BVCM-
37414

ソニー

CD アルゼンチン・タンゴ 
ベスト

オーマル・バレンテと彼の楽団 KICW-6643 キングレコー
ド

西洋音楽の鑑賞

音楽の要素に着目して，２つの曲を聴き比べよう（P.99）
掲載曲 作曲者 ソフト CD,DVDタイトル 演奏者 製品番号 発売・販売会社

《和声と創意の試
み》第１集〈四季〉
から〈冬〉

A.ヴィヴァル
ディ

SHM-
CD

ヴィヴァルディ&ヴェ
ルディ:「四季」

ヴァイオリン：フェリックス・
アーヨ/イ・ムジチ合奏団

UCCD-
51075

UM

CD The Eight Seasons - 
Vivaldi, Piazzolla

指揮・ヴァイオリン：ギドン・
クレーメル/演奏：クレメラー
タ・バルティカ

7559795682 ワーナー
（Nonesuch）
（輸入盤）

《ブエノスアイレ
スの冬》

A.ピアソラ CD アストル・ピアソラ五
重奏団 /レジーナ劇
場のアストル・ピアソラ 
1970

バンドネオン：アストル・ピア
ソラ/アストル・ピアソラ五重
奏団

SICP-6387 ソニー

CD The Eight Seasons - 
Vivaldi, Piazzolla

指揮・ヴァイオリン：ギドン・
クレーメル/演奏：クレメラー
タ・バルティカ

7559795682 ワーナー
（Nonesuch）
（輸入盤）

さまざまな主題とその構成を聴き取ろう（P.100）
交響曲第41番 ハ
長調K.551《ジュ
ピター》から第４
楽章

W.A.モーツァ
ルト

SHM-
CD

モーツァルト:交響曲第
40番、第41番《ジュピ
ター》 他

指揮：カール・ベーム/演奏：
ウィーン・フィルハーモニー管
弦楽団

UCCS-
50096

UM

CD モーツァルト:交響曲第
40番＆第41番《ジュピ
ター》

指揮：ヘルベルト・フォン・カ
ラヤン/演奏：ウィーン・フィ
ルハーモニー管弦楽団

UCCD-7419 UM

https://www.min-on.or.jp/topics/detail_1255_.html
https://www.min-on.or.jp/topics/detail_1250_.html
https://www.min-on.or.jp/topics/detail_1247_.html
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オペラ・アリアを味わおう（P.102）
オペラ《リゴレッ
ト》から〈女心の歌〉

G.ヴェルディ DVD 歌劇《リゴレット》 演出：ジャン＝ピエール・ポネル
/指揮：リッカルド・シャイー/演
奏：ウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団，ウィーン国立歌劇
場合唱団/S.：エディタ・グルベ
ローヴァ/T.：ルチアーノ・パヴァ
ロッティ 他

UCBG-9286
（日本語字幕）

UM

DVD 歌劇《リゴレット》 演出：ジョン･デクスター/指揮：
ジェイムズ・レヴァイン/演奏：メ
トロポリタン歌劇場管弦楽団＆
合唱団/T.：プラシド・ドミンゴ/
Bar.：コーネル・マクニール/S.：
イレアナ・コトルバス 他

730939 UM
（DG Deutsche
Grammophon）
（輸入盤）

オペラ《トゥーラ
ンドット》から〈誰
も寝てはならぬ〉

G.プッチーニ DVD 歌劇《トゥーランドット》演出：フランコ・ゼフィレッリ/指
揮：ジェイムズ・レヴァイン/演奏：
メトロポリタン歌劇場管弦楽団
&合唱団/S.：エヴァ・マルトン/
T.：プラシド・ドミンゴ 他

UCBG-9277
（日本語字幕）

UM

SACD
ハイブ
リッド

歌劇「トゥーランドット」
全曲〈タワーレコード限
定〉

指揮：ズービン・メーター /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， ワンズワース・
スクール少年合唱団/S.：ジョー
ン・サザーランド， モンセラー
ト・カバリエ/T.:ルチアーノ・パ
ヴァロッティ /B.：ニコライ・
ギャウロフ 他

PROC-2344
（2枚組）

TOWER 
RECORDS 
UNIVERSAL 
VINTAGE
SA-CD 
COLLECTION

オペラ（ジングシュ
ピール）《魔笛》
K.620から〈復讐
の心は地獄のよう
に胸に燃え〉

W.A.モーツァ
ルト

DVD 歌劇《魔笛》 演出：アウグスト・エファーディ
ング/指揮：ヴォルフガング・サ
ヴァリッシュ/演奏：バイエルン
国立歌劇場管弦楽団&合唱団/
S.：エディタ・グルベローヴァ，
ルチア・ポップ/B.：クルト・モ
ル/T.：フランシスコ・アライサ
他

UCBG-9312
（日本語字幕）

UM

DVD 歌劇《魔笛》 演出：グース・モスタート/指
揮：ジェイムズ・レヴァイン/ 
演奏：メトロポリタン歌劇場
管弦楽団＆合唱団/S.：キャス
リーン・バトル，ルチアーナ・
セッラ/T.：フランシスコ・アラ
イサ/Bar.：マンフレート・ヘム
/B.：クルト・モル 他

UCBG-9272
（日本語字幕）

UM

楽劇《トリスタン
とイゾルデ》から
愛の死〈優しくか
すかな彼のほほえ
み〉

R.ヴァーグナー DVD 楽劇《トリスタンとイゾ
ルデ》

演出：ジャン＝ピエール・ポネル
/指揮：ダニエル・バレンボイム
/演奏：バイロイト祝祭管弦楽
団&合唱団/S.：ヨハンナ・マイ
アー/Ms.：ハンナ・シュヴァルツ
/T.：ルネ・コロ 他

UCBG-9288
（2枚組）
（日本語字幕）

UM

DVD 楽劇《トリスタンとイゾ
ルデ》

演出：ディーター･ドルン/指揮：
ジェイムズ・レヴァイン/演奏：
メトロポリタン歌劇場管弦楽団
&合唱団/T.：ベン・ヘップナー
/B.：ルネ・パーペ/S.：ジェーン・
イーグレン 他

UCBG-9214
（2枚組）
（日本語字幕）

UM
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民族音楽の要素とヴァイオリンの超絶技巧による表現効果を感じ取ろう（P.103）
演奏会用狂詩曲
《ツィガーヌ》

M.ラヴェル SHM-
CD

フランク&ドビュッシー:
ヴァイオリン・ソナタ 他

ヴァイオリン：オーギュスタン・
デュメイ/ピアノ：マリア・ジョ
アン・ピリス

UCCS-
50066

UM

音源
配信

ラヴェル／バルトーク／
ディニーク：ヴァイオリ
ンとリュテアルのため
の作品集

ヴァイオリン：エミー・ヴェル
ヘイ/ピアノ・リュテアル：カル
ロス・ムールデイク

8718011594754 NAXOS

CD エネスク, ラヴェル, エ
マニュエル, クライス
ラー ～近代ヴァイオリ
ン音楽と"東"の気配～

ヴァイオリン：パトリック・ビ
スマス/ピアノ・リュテアル型
ピアノ：アンヌ・ガエルス

ZZT010801
（2枚組）

Zig-Zag
Territoires
（輸入盤）

詩と音楽が織りなす表現を味わおう（P.104）
連作歌曲集《冬の
旅》D911

F.シューベル
ト

SHM-
CD

歌曲集《冬の旅》　 Bar.：ディートリヒ・フィッシャー
=ディースカウ/ピアノ：ジェラル
ド・ムーア

UCCS-
50157

UM

Blu-
spec 
CD2

歌曲集《冬の旅》 T.：ヨナス・カウフマン/ピアノ： 
ヘルムート・ドイチュ

SICC-30151 ソニー

コンテンポラリー・ミュージックを楽しもう（P.106）
《ハンガリアン・ロッ
ク》

G.リゲティ CD Continuum　スカル
ラッティとリゲティ

ハープシコード：ジュスタン・テ
イラー

NYCX-
10074

Alpha
（輸入盤）

音源
配信

Harpsichord Recital: 
Willi, Barbara Maria

ハープシコード：バルバラ・マ
リア・ヴィリ

M51863 NAXOS,
iTunes

CD リゲティ・エディション
５:自動演奏楽器のた
めの作品集

オルガン：ピエール・シャリアル SRCR-2155

弦楽六重奏のため
の《180 beats per 
minute》（１分間
に180拍）

J.ヴィトマン CD メンデルスゾーン: 交
響曲第3番「スコットラ
ンド」，ヴィトマン: 弦
楽六重奏のための180 
beats per minute" 他

指揮，クラリネット：イェルク・
ヴィトマン/アイルランド室内
管弦楽団

C945181 NAXOS
（Orfeo）
（輸入盤）

音源
配信

NAXOS

音源
配信

イエルク・ヴィトマン：
弦楽四重奏曲集

チェロ：アレクサンダー・ヒュ
ルスホフ，アンドレイ・シモン
/ミンゲ弦楽四重奏団

WER7316
（2枚組）

NAXOS
（Wergo）
（輸入盤）

ベートーヴェンの生涯と作品をたどろう（P.107）
《うつろな心》によ
る６つの変奏曲
WoO70

L.v.ベートー
ヴェン

UHQ
CD

ベートーヴェン: 変奏
曲，バガテル集

ピアノ：ミハイル・プレトニョフ UCCG-
90857
（2枚組）

UM

ピ ア ノ・ソ ナ タ
第14番 嬰ハ短調
op.27-2《月光》か
ら第１楽章

SHM-
CD

ベートーヴェン: ピア
ノ・ソナタ第8番《悲
愴》・第14番《月光》・第
23番《熱情》

ピアノ：マウリツィオ・ポリーニ UCCS-
50007

UM

CD ベートーヴェン:ピア
ノ・ソナタ 《悲愴》《月
光》《熱情》

ピアノ：ダニエル・バレンボイム UCCG-2006 UM

ヴァイオリン・ソナ
タ第５番 ヘ長調
op.24《春》

SHM-
CD

ベートーヴェン：ヴァ
イオリン・ソナタ《春》
＆《クロイツェル》

ヴァイオリン：オーギュスタン・
デュメイ/ピアノ：マリア・ジョ
アン・ピリス

UCCS-
50152

UM

SHM-
CD

ベートーヴェン: ヴァ
イオリン・ソナタ第5
番《春》・第9番《クロイ
ツェル》

ヴァイオリン：ギドン・クレーメ
ル/ピアノ：マルタ・アルゲリッ
チ

UCCS-
50071

UM
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ピアノ協奏曲第５
番 変ホ長調op.73
《皇帝》から第１楽
章

UHQ
CD

ベートーヴェン: ピアノ
協奏曲全集

ピアノ：ルドルフ・ブッフビンダー
/指揮：リッカルド・ムーティ/演
奏：ウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団

UCCG-
45032
（3枚組）

UM

MQA/
UHQ
CD

ベートーヴェン: ピアノ
協奏曲全集

ピアノ：クリスチャン・ツィメ
ルマン/指揮：サー・サイモン・
ラトル/演奏：ロンドン交響楽
団

UCCG-
45005
（3枚組）

UM

交響曲第７番イ長
調op.92から第１
楽章

SHM-
CD

ベートーヴェン: 交響
曲第5番《運命》・第7
番

指揮：カルロス・クライバー /
演奏：ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団

UCCS-
50089

UM

DVD ベートーヴェン:交響
曲 第7番・第8番・第9
番《合唱》

指揮：ヘルベルト・フォン・カラ
ヤン/演奏：ベルリン・フィル
ハーモニー管弦楽団/S.：グン
ドゥラ・ヤノヴィッツ/Alt.：ク
リスタ・ルートヴィヒ 他

UCBG-9218 UM

弦楽四重奏曲第
14番 嬰ハ短調
op.131から第１
楽章

UHQ
CD

ベートーヴェン: 弦楽
四重奏曲第4番・第14
番

ハーゲン弦楽四重奏団/第1ヴァ
イオリン：ルーカス・ハーゲン
/第2ヴァイオリン：ライナー・
シュミット/ヴィオラ：ヴェロ
ニカ・ハーゲン/チェロ：クレ
メンス・ハーゲン

UCCG-
90851

UM

MQA/
UHQ
CD

ベートーヴェン: 弦楽
四重奏曲第12番・第
14番

アマデウス弦楽四重奏団/第1
ヴァイオリン：ノーバート・ブ
レイニン/第2ヴァイオリン：
ジークムント・ニッセル/ヴィ
オラ：ピーター・シドロフ/チェ
ロ：マーティン・ロヴェット

UCCG-
41015

UM




