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鑑賞曲対応CD，DVD一覧

 教育芸術社



新しい美の可能性を求めて（P.2）
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『カルメン』 ビゼー DVD パリ・オペラ座
「カルメン／若者と死」

パリ・オペラ座バレエ TDBT
81250

コロムビア

DVD 熊川哲也　Kバレエカンパ
ニー　カルメン（2014年版）

出演：ロベルタ・マルケス，熊
川哲也，神戸里奈，遅澤佑
介他

PCBE
54294

ポニーキャニオン

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，2017年4月20日現在のものです。

歌舞伎とシェークスピアの出会い（P.4）
曲名 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

NINAGAWA十二夜 DVD NINAGAWA×SHAKESPIARE
（十二夜」／「ペリクリーズ」）

演出：蜷川幸雄／出演：市村正親，
田中裕子，白石加代子，蜷川哲朗
他

PCBE
51242

ポニーキャニオン

西洋音楽の鑑賞（P.32〜）
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 死者のためのゴレゴリアン・
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 葬送ミサと万霊節のミサ─
フォンフロワドのグレゴリオ聖
歌

スコラ・グレゴリアナ・プラ
ジェンシス／パリ・グレゴリ
オ合唱団
ht tp : / /m l . naxo s . j p /
work/3101087

ナクソス

幻想交響曲 ベルリオーズ CD 幻想交響曲 指揮：オットー・クレンペラー
／フィルハーモニア管弦楽団

TOCE
13127

EMI

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

死の舞踏 リスト CD ピアノ協奏曲第１番,第２番／
死の舞踏

指揮：ミシェル・プラッソン／
演奏：ネルソン・フレイレ／ド
レスデン・フィルハーモニー
管弦楽団

0183772
BC

輸入盤／
BerlinClassics



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 リスト：死の舞踏，シューマン：
ピアノ協奏曲，ラフマニノフ：ピ
アノ協奏曲第１番

指揮：フリッツ・ライナー／
演奏：バイロン・ジャニス／
シカゴ交響楽団

88765456
712

輸入盤／
SonyClassical
Origi

CD ピアノ協奏曲第１番＆第２番
／ハンガリー幻想曲／死の
舞踏

指揮：アンドレ・ヴァンデル
ノート／演奏：ジョルジ・シ
フラ／フィルハーモニア管
弦楽団

TOCE
16309

ワーナー

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

交響詩死の舞踏 サン＝サーンス CD 交響曲第3番〈オルガン付き〉，
死の舞踏，バッカナール他

指揮：ダニエル・バレンボイ
ム／シカゴ交響楽団

UCCG
5227

UM

CD 管弦楽作品集 指揮：ネーメ・ヤルヴィ／ロイ
ヤル・スコティッシュ・ナショ
ナル管弦楽団

CHSA
5104

輸入盤／
Chandos

CD サン=サーンス:死の舞踏，
デュカス:魔法使いの弟子，
ムソルグスキー：禿山の一夜，
アイヴズ：ハロウィーン他

指揮：ケント・ナガノ／モント
リオール交響楽団

4830396 輸入盤／
Decca

CD 交響曲第3番〈オルガン付き〉，
死の舞踏，動物の謝肉祭

指揮：シャルル・デュトワ／
フィルハーモニア交響楽団

UCCD
51018

UM

CD 交響曲第3番〈オルガン付き〉，
死の舞踏，オンファールの糸
車，ファエトン

指揮：エマニュエル・クリヴィ
ヌ／フランス国立リヨン管
弦楽団

COCQ
85353

コロムビア

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

SM

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

CD 交響曲第２番〈復活〉 指揮：ズービン・メータ／
ウィーン国立歌劇場合唱
団／ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団

UCCD
9899

UM

DVD 交響曲第１番〈巨人〉，第２番
〈復活〉，第３番

指揮：レナード・バーンスタ
イン／ウィーン国立歌劇場
合唱団，ウィーン少年合唱
団

UCBG
9074

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

SM

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



無伴奏ソナタ２番
　《怒りの日》参考

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

ブランデンブルク協奏曲第２番 J.S.バッハ CD ブランデンブルク協奏曲
第１～3番　他

指揮：ルドルフ・バウムガルト
ナー／ルツェルン音楽祭弦
楽合奏団

UCCA
3174

UM

CD ブランデンブルク協奏曲
第２～5番

演奏：ベルリン室内管弦楽
団

VICC
60672

ビクター

CD ブランデンブルク協奏曲
第１番～第４番，第６番

指揮：カール・リヒター／
ミュンヘン・バッハ管弦楽団

UCCG
5257

UM

CD ブランデンブルク協奏曲
第１番～第３番，第５番

指揮：クラウディオ・アバド／
モーツァルト管弦楽団

UCCG
51056

UM

CD ブランデンブルク協奏曲全曲 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

WPCS
13592/3

ワーナー

２台のピアノのためのソナタ
ニ長調

モーツァルト CD ２台と四手のためのピアノ作
品集

マルタ・アルゲリッチ，アレク
サンドル・ラビノヴィチ

WPCS
21230

ワーナー

CD ２台のピアノのためのソナタ ヤアラ・タール，アンドレア
ス・グロートホイゼン

SICC
1341

SM

CD ストラヴィンスキー：春の祭典，
モーツァルト：２台のピアノの
ためのソナタ，シューベルト：８
つの変奏曲

マルタ・アルゲリッチ，ダニエ
ル・バレンボイム

4793922 輸入盤／
Deutsche
Grammophon

CD キラキラ星変奏曲，２台のピア
ノのためのソナタ　他

クリストフ・エッシェンバッハ，
ユストス・フランツ

UCCG
90615

UM

ヴァイオリン協奏曲ホ短調 メンデルスゾーン CD メンデルスゾーン&チャイコフ
スキー：ヴァイオリン協奏曲

指揮：ヘルベルト・フォン・カ
ラヤン／演奏：アンネ＝ゾ
フィー・ムター／ベルリン・
フィルハーモニー管弦楽団

UCCG
2008

UM

CD メンデルスゾーン&チャイコフ
スキー：ヴァイオリン協奏曲

指揮：ベルナルト・ハイティン
ク／演奏：アルテュール・グ
リュミオー／ロイヤル・コン
セルトヘボウ管弦楽団

UCCD
9818

UM

CD メンデルスゾーン&チャイコフ
スキー：ヴァイオリン協奏曲

指揮：クラウディオ・アバド／
演奏：ナタン・ミルシテイン／
ウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団

UCCG
5265

UM

CD メンデルスゾーン&ブラーム
ス：ヴァイオリン協奏曲

指揮：オットー・クレンペラー
／演奏：ヨハンナ・マルツィ
／ハーグ・レジデンティ管弦
楽団

MR2003 輸入盤／
Memories

CD メンデルスゾーン：ヴァイオリ
ン協奏曲，ブルッフ：ヴァイオリ
ン協奏曲第１番

指揮：マリス・ヤンソンス／
演奏：五嶋みどり／ベルリン・
フィルハーモニー管弦楽団

SICC
30402

SM

オペラカルメン ビゼー CD 歌劇『カルメン』 指揮：ヘルベルト・フォン・カ
ラヤン／演奏：アグネス・バ
ルツァ，ホセ・カレーラス／パ
リ・オペラ座合唱団／ベルリ
ン・フィルハーモニー管弦楽団

UCCG
4300

UM

CD 歌劇『カルメン』 指揮：ミシェル・プラッソン
／演奏：アンジェラ・ゲオ
ルギュー，ロベルト・アラー
ニャ，トーマス・ハンプソン／
トゥールーズ・キャピトール
管弦楽団

7359402 輸入盤／
Warner
Classics



DVD 歌劇『カルメン』 指揮：フィリップ・ジョルダン
／演奏：アンネ・ゾフィー・
フォン・オッター，マーカス・
ハドック／グラインドボーン
音楽祭合唱団／ロンドン・
フィルハーモニー管弦楽団

TDBA
85007/8

コロムビア

DVD 歌劇『カルメン』 指揮：ヤニック・ネゼ＝セガ
ン／演奏：エリーナ・ガラン
チャ，ロベルト・アラーニャ，
バルバラ・フリットリ／メトロ
ポリタン歌劇場管弦楽団

734581 輸入盤／
UNIVERSAL
CLASSICS

DVD 歌劇『カルメン』 指揮：カルロス・クライバー
／演出：フランコ・ゼッフィ
レッリ／演奏：エレーナ・オ
ブラスツォワ,プラシド・ドミ
ンゴ／ウィーン国立歌劇場
管弦楽団

TDBA
80600

コロムビア

シシリエンヌ フォーレ CD レクイエム／ペレアスとメリザ
ンド

指揮：シャルル・デュトワ／モ
ントリオール交響楽団

UCCD
50048

UM

CD ペレアスとメリザンド他 指揮：セルジュ・ボド／パリ
管弦楽団

WPCS
12785

ワーナー

CD ルーセル：交響曲第３番，
フォーレ：「ペレアスとメリザン
ド」組曲他

指揮：シャルル・ミュンシュ／
ケルン放送交響楽団

SSS0192 輸入盤／
Weitblick*cl*

DVD 歌劇『ペレアスとメリザンド』 指揮：ピエール・ブーレーズ
／出演：アリスン・ハーグレ
イ，ニール・アーチャー／
ウェールズ・ナショナル・オペ
ラ管弦楽団・合唱団

UCBG
9027

UM

バレエ音楽『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

SM

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／
BelAir
教科書に掲載の
写真と同じ振付け
による映像

日本の伝統音楽（P.50〜）
曲名 作者 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

文楽『一谷嫩軍記』 並木宗輔 CD 初代中村吉左衛門
歌舞伎名場面集

中村吉左衛門，中村時蔵，
四代目市川紅若，中村吉之
丞

JXCC
1082

日本ウェストミン
スター

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 NHKエンタープ
ライズ

能『敦盛』 世阿弥 CD CD百番集23　敦盛 シテ：観世清河壽／ツレ：坂
口貴信／ワキ：中島志津夫　
他

330223 東英サウンド
ファミリー

CD 観世流二十五世宗家観世元
正監修観世流謡曲名曲撰
(6)敦盛／賀茂

野村四郎，藤波重満，観世
恭秀，谷村一太郎，坂井音
茂，藤井完治，大江将薫

COCJ
33050

コロムビア



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

IntheMood CD ザ・ベスト・オブ・グレン・ミラー グレン・ミラー楽団 BVCJ
37285

BMG

IntheMood グレン・ミラー楽団 B000A
69QN6

輸入盤／
Documents
Classics

Livin’onaPrayer CD クロス・ロード
ザ・ベスト・オブ・BONJOVI

ボン・ジョヴィ UICY
76946

UM

DVD グレイテスト・ヒッツ－アルティ
メット・ビデオ・コレクション

ボン・ジョヴィ UIBY
75104

UM

世界の諸民族の音楽（P.58〜）
曲名 タイトル 演奏者 製品番号 発売（販売）会社

クンブソラ セネガル CD セネガルの吟遊詩人
甦るグリオの伝説

ラミン・コンテ KICW
1033

キング

カレワラの調べ フィンランド CD カンテレの世界Vol.1 マルッティ・ポケラ・エーバ＝
レーナ・サリ

KKCC
4129

キング

カタカリ インド DVD KATHAKALIPADAM vcd-
invs-2

輸入盤

ワヤンクリ インドネシア CD ジャワのワヤン
～バンジャランジャリ物語

キ・クスデ・カスドラモノ KICW
85054

キング

コーン タイ CD イサーンのスピリチュアル・ソ
ング

モーラム KICC
5123

キング

CD イサーンの音楽
～モーラムとポーンラーン

サウィーワン・ダムヌーン，
チャウィーワン・ダムヌー
ン，チャウィーワン・ダムノン　
他

KICW
85094

キング


