
　　  所蔵：　2015.3 現在

出版社／演奏者 録音年 請求記号

バレエ　(英国ロイヤル・バレエ
団)

カリュー, ジョン ; コヴェント・ガーデン王
立歌劇場管弦楽団 2001 DV01-620

バレエ　(マリインスキー・バレエ)
ゲルギエフ, ヴァレリー ; マリインスキー
劇場管弦楽団 2008 DV02-239

バレエ　（キーロフバレエ）
フェドートフ, ヴィクトル ; キーロフ歌劇場
管弦楽団 1977 DV00-804

演奏会 ゲルギエフ, ワレリー : ウィーン・フィル 2000 DV00-225

演奏会 ブーレーズ, ピエール ; ウィーン・フィル 2008 DV01-583

演奏会 ブーレーズ, ピエール ; シカゴ交響楽団 2000 DV00-109

演奏会 ブーレーズ, ピエール ; パリ管弦楽団 2008 DV90-318（富）

演奏会
ペトレンコ, キリル ; イタリア国立放送交
響楽団 2003 DV01-582

ディズニー　「ファンタジア2000」 レヴァイン, ジェイムズ ; シカゴ交響楽団 DV00-102

楽譜

自筆譜のファクシミリ版 Saint-
Petersbourg, 1909-1910 Editions Minkoff J00-513

B. Schott's Sohne C95-462 （富）

Broude Brothers B02-917

Dover Publications C21-310

Edwin F.Kalmus C23-003

Eulenburg B09-982

編曲：　ピアノ G. Schirmer C24-126

編曲：　ピアノ Schott C17-984, C95-324（富）

アンセルメ, エルネスト ; スイス・ロマンド
管弦楽団 1955 CD19-180

アンセルメ, エルネスト ; ニューフィル
ハーモニア管弦楽団 1968 CD91-253（富）

飯森範親 ; モスクワ放送交響楽団 1993 CD07-056

小沢征爾 ; 国立パリ管弦楽団 1972 CD99-392（富）

小沢征爾 ; ボストン交響楽団 1983 CD00-044

クラフト, ロバート ; フィルハーモニア管
弦楽団 1996 CD27-031, CD27-456

ゲルギエフ, ヴァレリー : キーロフ歌劇
場管弦楽団 1995 CD13-583, CD95-304（富）

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1961 CD02-534

火の鳥

資料種別

バレエ全曲

映像資料

録音資料
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出版社／演奏者 録音年 請求記号資料種別

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1961 CD15-558

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1961 CD31-072, CD37-928

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ 不明 CD04-843

ソヒエフ, トゥガン ; トゥールーズ・キャピ
トル国立管弦楽団 2011 CD42-068

デイヴィス, コリン ; ロイヤル・コンセルト
ヘボウ管弦楽団 1978 CD91-254（富）

デュトワ, シャルル ; モントリオール交響
楽団 1984 CD00-737, CD91-255（富）

トーマス, マイケル・ティルソン ; サンフラ
ンシスコ交響楽団 1998 CD31-268, CD97-489（富）

ドラティ, アンタル ; ロンドン交響楽団 1959 CD31-263

ドラティ, アンタル ; デトロイト交響楽団 1982 CD91-272（富）

ハイティンク, ベルナルト ; ベルリン・フィ
ル 1989 CD91-252（富）

ブレーズ, ピエール ; シカゴ交響楽団 1992 CD08-001, CD91-244（富）

ブレーズ, ピエール ; ニューヨーク・フィ
ルハーモニック 1975 CD00-121

マゼール, ロリン ; バイエルン放送交響
楽団 1999 CD35-699

マータ, エドゥアルド ; ダラス交響楽団 1988 CD02-175

ラトル, サイモン ; バーミンガム市立交
響楽団 1987 CD02-890

ロート, フランソワ・グザヴィエ ; レ・シエ
クル 2010 CD81-335（富）

編曲：　ピアノ ジャルドン, リディア 2012 CD40-989

編曲：　ピアノ ストラヴィーンスキイ, イーゴリ 1929-1930 CD93-669（富）

編曲：　ピアノ ビレット, イディル 2002 CD23-857, CD38-547

楽譜

E.F. Kalmus C37-573

アシュケナージ, ウラディーミル ; サンク
トペテルブルク・フィル 1995 CD14-217

ブーレーズ, ピエール ; BBC交響楽団 1967 CD00-121

ブーレーズ, ピエール ; BBC交響楽団 1967 CD06-112

編曲：　5台ピアノ ザ・ファイヴ・ブラウンズ 2004-2005 CD30-467, CD30-760

アバド, クラウディオ ; ルツェルン祝祭管
弦楽団 2008 DV01-364

組曲　1911年版

組曲　1919年版

映像資料

録音資料
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出版社／演奏者 録音年 請求記号資料種別

オーマンディ, ユージン ; フィラデルフィ
ア管弦楽団 1977 DV01-420

（ヤング・ピープルズ・コンサート）
バーンスタイン, レナード ; ニューヨーク・
フィル 1969 VT00-769, LD90-136（富）

楽譜

Chester Music
A00-927, A05-321,
A90-030（富）

E.F. Kalmus C06-382

E.F. Kalmus C41-268

Edward B.Marks Music C15-042

J. & W. Chester A08-054, A08-350

J. & W. Chester A06-447

Schott C46-402

アンセルメ, エルネスト ; ロンドン・フィル
ハーモニー管弦楽団 1935-47 CD18-592, CD24-097

大植英次 ; ミネソタ管弦楽団 1996 CD22-511

オーマンディ, ユージン ; フィラデルフィ
ア管弦楽団 1958 CD99-641（富）

クリュイタンス, アンドレ ; ウィーン交響
楽団 1955 CD32-308

ジュリーニ, カルロ・マリア ; ロイイヤル・
コンセルトヘボウ管弦楽団 1989 CD08-653, CD91-585（富）

ストコフスキー, レオポルド ; フィラデル
フィア管弦楽団 1927 CD05-959

ストコフスキー, レオポルド ; フィラデル
フィア管弦楽団 1929 CD18-610

ストコフスキー, レオポルド ; フィラデル
フィア管弦楽団 1929-1935 CD40-540

ストコフスキー, レオポルド ; ベルリン・
フィル 1957 CD42-225

チェリビダッケ, セルジウ ; トリノ放送交
響楽団 1969-70 CD17-067

チェリビダッケ, セルジウ ; 南ドイツ放送
交響楽団 1978 CD13-972, CD97-657（富）

チョン・ミョンフン ; バスティーユ・オペラ
管弦楽団 1992

CD08-426, CD08-692,
CD91-709（富）

バーンスタイン, レナード ; イスラエル・
フィル 1984 CD13-968, CD91-268（富）

バーンスタイン, レナード ; イスラエル・
フィル 1984 CD30-723

バーンスタイン, レナード ; ニューヨーク・
フィル 1957 CD91-269（富）

ベーム, カール ; ウィーン・フィル 1975 CD99-020（富）

マゼール, ロリン ; ベルリン・ドイツ交響
楽団 1957 CD20-791, CD91-492（富）

モントゥー, ピエール ; パリ音楽院管弦
楽団 1956 CD95-305（富）

録音資料
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出版社／演奏者 録音年 請求記号資料種別

ヤンソンス, マリス ; ロイヤル・コンセルト
ヘボウ管弦楽団 2007 CD81-617（富）

ラハバリ, アレクサンダー ; ブリュッセ
ル・フィル 1990 CD38-065

編曲：　ピアノ 廻由美子 2004 CD28-154, CD30-372

編曲：　３台ピアノ
トマッシ, ジョルジア ; グリグオーリ, カル
ロ・マリア ; ステッラ, アレッサンドロ 2010 CD38-444

シャイー, リッカルド ; ロイヤル・コンセル
トヘボウ管弦楽団 2003 DV90-281（富）

マルケヴィチ, イーゴリ 1937-83 BD00-093

楽譜

E. Eulenburg B15-289

Eulenburg
A05-185, A06-847,
A90-033（富）

Leeds Music Co. A00-942

Leeds Music B05-078

Leeds Music A00-916

シャイー, リッカルド ; ロイヤル・コンセル
トヘボウ管弦楽団 1995 CD91-279（富）

スヴェトラーノフ, エフゲニー ; ロシア国
立アカデミー交響楽団 1992 CD97-660（富）

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1967 CD15-557

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1967 CD31-078, CD37-934

プレトニョフ, ミハイル ; ロシア・ナショナ
ル管弦楽団 1996 CD09-809, CD91-277（富）

楽譜

B. Schott's Sohne D00-144

B. Schott's Sohne D00-145, D92-299（富）

春秋社 B15-887

クーレン ; ムストネン 1987 CD01-990

スターン, アイザック ; Zakin, Alexander 1947-52 CD14-964

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; ドゥシュ
キン, サミュエル 1933 CD34-412

テイラー, アンドリュー　コージ ; ゴードン,
ジュディス 1998 CD13-771, CD97-774（富）

ハイフェッツ ; ベイ, エマニュエル 1947 CD06-395

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1950 CD37-094

録音資料

録音資料

組曲　1945年版

子守歌（ヴァイオリン＆ピアノ）

映像資料
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出版社／演奏者 録音年 請求記号資料種別

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1988 CD95-561（富）

ミルシテイン, ナタン ; Concert Arts
Orchestra 1960 CD13-980, CD97-795（富）

メンヒ, ゲオルク ; ダメリーニ, マッシミリ
アノ 1987 CD28-423

楽譜

B. Schott's Sohne D08-192, D92-301（富）

春秋社 B15-886

クーレン ; ムストネン 1987 CD01-990

テイラー, アンドリュー　コージ ; ゴードン,
ジュディス 1998 CD13-771, CD97-774（富）

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1950 CD37-094

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1988 CD95-561（富）

楽譜

Schott D18-557, D92-302（富）

クーレン ; ムストネン 1987 CD01-990

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; ドゥシュ
キン, サミュエル 1933 CD34-412

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1950 CD37-094

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1988 CD95-561（富）

テイラー, アンドリュー　コージ ; ゴードン,
ジュディス 1998 CD13-771, CD97-774（富）

スケルツォ（ヴァイオリン＆ピアノ）

録音資料

録音資料

序奏と王女たちのロンド（ヴァイオリン＆ピアノ）
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　　  所蔵：　2015.3　現在

         出版社／演奏者 録音年          請求記号

楽譜

Belwin Mills B04-810

Boosey & Hawkes B14-887

Edition russe de musique B08-585

W. W. Norton B13-053, B15-676

録音資料

秋山和慶 ; 九州交響楽団 ; 渡邉康雄 2008 CD33-930, CD80-342（富）

アバド, クラウディオ ; ロンドン交響楽団 ;
ハワード, レスリー 1980 CD97-645（富）

インバル, エリアフ ; フィルハーモニア管
弦楽団 1990 CD91-243（富）

シェルヘン, ヘルマン ; ロイヤル・フィル
ハーモニー管弦楽団 1954 CD23-475

ショルティ, ゲオルグ ; シカゴ交響楽団 1993 CD07-058, CD91-248（富）

ズヴェーデン, ヤープ・ヴァン ; オランダ
放送フィルハーモニー管弦楽団 2008 CD80-554（富）

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1960 CD31-073, CD37-929

デュトワ, シャルル ; PMFオーケストラ 2000 CD24-024

デュトワ, シャルル ; モントリオール交響
楽団 1986 CD91-271（富）

ブレーズ, ピエール ; クリーヴランド管弦
楽団 1991 CD04-722, CD91-247（富）

ブレーズ, ピエール ; ニューヨーク・フィル
; ジェイコブズ, ポール 1971 CD00-121

ブレーズ, ピエール ; ニューヨーク・フィル 1971 CD91-262（富）

マゼール, ロリン ; イスラエル・フィル ;
Menze, Ruth 1961 CD95-307（富）

ムラヴィンスキー, イフゲニー ; レニング
ラード・フィル 1946 CD91-855（富）

モントゥー, ピエール ; パリ音楽院管弦楽
団 ; カッチェン, ジュリアス 1956 CD12-308, CD95-306（富）

モントゥー, ピエール ; ベルリン・フィル 1960 CD40-801

ヤルヴィ, ネーメ ; スイス・ロマンド管弦
楽団 不明 CD31-131

ロート, フランソワ=グザヴィエ ; レ・シエク
ル 2013 CD41-926

資料種別

　　　　　　　　　ペトルーシュカ

バレエ全曲（1911年版）
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         出版社／演奏者 録音年          請求記号資料種別

映像資料

ヴェデルニコフ, アレクサンドル ; イタリア
国立放送交響楽団 ; プレトニョフ, ミハイ
ル 1999 DV01-579

（ヤング・ピープルズ・コンサー
ト）

バーンスタイン, レナード ; ニューヨーク・
フィル 1969 VT00-601, LD90-136（富）

楽譜

Boosey & Hawkes
A00-940, A00-941,
A06-879（富）

Edition russe de musique C06-384

編曲：　ピアノ連弾 / ストラ
ヴィーンスキイ Edition russe de musique

C09-730, C15-300,
C90-698（富）

録音資料

小沢, 征爾 ; ボストン交響楽団 ; ティルソ
ン=トーマス, マイケル 1969 CD17-442

小沢, 征爾 ; ボストン交響楽団 ; ティルソ
ン=トーマス, マイケル 1969 CD91-278（富）

ガッティ, ダニエレ ; フランス国立管弦楽
団 2011 CD81-601（富）

クラフト, ロバート ; フィルハーモニア管弦
楽団 1997 CD27-031, CD27-456

サロネン, エサァ=ペッカ ; フィルハーモニ
ア管弦楽団 1991 CD05-692, CD91-249（富）

シャイー, リッカルド ; ロイヤル・コンセル
トヘボウ管弦楽団 ; ブリンク, ルード・ファ
ン・デン 1993 CD80-383（富）

シャイー, リッカルド ; ロイヤル・コンセル
トヘボウ管弦楽団 ; ブリンク, ルード・ファ
ン・デン 1993 CD91-251（富）

デイヴィス, コリン ; ロイヤル・コンセルト
ヘボウ管弦楽団 1977 CD91-250（富）

ドラティ, アンタル ; デトロイト交響楽団 1980 CD91-272（富）

ドラティ, アンタル ; デトロイト交響楽団 1980 CD91-273（富）

ナガノ, ケント ; ロンドン交響楽団 1998 CD13-641, CD95-303（富）

バーンスタイン, レナード ; ニューヨーク・
フィル 1969 CD91-261（富）

フリッチャイ, フェレンツ ; ベルリン・ドイツ
交響楽団 1954 CD08-697

ムーティ, リッカルド ; フィラデルフィア管
弦楽団 1981 P21-339

メータ, ズビン ; ニューヨーク・フィル ;
ジェイコブス, ポール 1979 P21-068

メータ, ズビン ; ロスアンジェルス・フィル
; ボイス, シブレー 1967 CD18-944

メータ, ズビン ; ロスアンジェルス・フィル
; ボイス, シブレー 1967 CD91-263（富）

ヤンソンス, マリス ; ロイヤル・コンセルト
ヘボウ管弦楽団 2004 CD28-540

バレエ全曲（1947年版）
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         出版社／演奏者 録音年          請求記号資料種別

ヤンソンス, マリス ; オスロ・フィルハーモ
ニー管弦楽団 ; モレーノ, ゴンザロ 1992 CD09-660, CD91-267（富）

ラトル, サイモン ; バーミンガム市立交響
楽団 ; ドノホー, ピーター 1986 CD02-009

ラトル, サイモン ; バーミンガム市立交響
楽団 ; ドノホー, ピーター 1986 CD95-300（富）

ラハバリ, アレクサンダー ; ブリュッセル・
フィル 1990 CD38-065

映像資料

バレエ（ボリショイ・バレエ）
ソローキン, パーヴェル ; ボリショイ劇場
管弦楽団 1992 DV02-015

バレエ（「ディアギレフの夕べ」
パリ･オペラ座バレエ）

タバシュニク, ミシェル ; パリ・オペラ座管
弦楽団 1990 LD00-462, LD01-038（富）

バレエ（キーロフ・バレエ）
Salavatov, Renat ; キーロフ歌劇場管弦
楽団 1990 DV00-804

「バレエのできるまで」　「ペト
ルーシュカ」 振り付けの日記

デュポン, パトリック ; ランゲイッセン, ベ
ルナール 不明 VT00-807

編曲：　２台ピアノ＆打楽器 /
ラクツ

シュランツ, ハンス=ペーター & フォルケ
ル ; ラクツ, ギュラ ; アールト, ウヴェ 不明 DV00-637

6つの小品（ピアノ）/ ルディ編 ルディ, ミハイル 1990 LD00-512

楽譜

Edward B.Marks Music C15-042

編曲：　ピアノ連弾/２台ピアノ Dover Publications C22-141

録音資料
アンセルメ, エルネスト ; スイス･ロマンド
管弦楽団 1949 CD91-260（富）

アンセルメ, エルネスト ; スイス・ロマンド
管弦楽団 1957 CD19-181

ゲルギエフ, ワレリー ; ワールド・オーケ
ストラ・フォー・ピース 2003 CD28-401

スヴェトラーノフ, エフゲニ ; ソヴィエト国
立交響楽団 不明 CD26-286

デュトワ, シャルル ; ロンドン交響楽団 不明 CD31-267

編曲：　ピアノ連弾
ウリアルテ, ベゴーニャ ; ムロンゴヴィウ
ス, カール=ヘルマン 1994 CD06-641

編曲：　ピアノ連弾 ビジャーク, リディヤ&サーニャ 2007 CD81-360（富）

編曲：　２台ピアノ デュオ・アマル 2013 CD41-558

編曲：　２台ピアノ モレル, ドミニク ; ネミッシュ, ダグラス 1993 CD28-721

録音資料

ストコフスキー, レオポルド ; ベルリン・
フィル 不明 P21-846

1947年版より
ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1960 CD15-557

1947年版より
ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; モスク
ワ・フィル 1962 CD91-241（富）

バレエ組曲

バレエ全曲（版不明）
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         出版社／演奏者 録音年          請求記号資料種別

ストラヴィーンスキー, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1960 CD31-078, CD37-934

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; モスク
ワ・フィル 1962 CD07-037, CD91-242（富）

映像資料

王, 羽佳 2009 DV01-651

編曲:　2台ピアノ
リンドベルグ, クリスティアン ; コーレソ
ヴァ, タチアナ・ヴァレンチノヴナ 2008 DV01-059

楽譜

Музыка C36-190

Edition Russe de Musique (S. et N.
Koussewitzky)

C08-677, C20-187,
C90-630（富）

Boosey & Hawkes C40-034

編曲：　2台ピアノ / Victor
Babin

Edition Russe de Musique (S. et N.
Koussewitzky)

D92-120（富）,  ①D01-714②
D01-511③D01-512

編曲：　2台ピアノ / Victor
Babin Boosey & Hawkes D26-346

録音資料

有森博 2009 CD80-809（富）

カバッシ, ダヴィデ 2004 CD28-947

カリス, アレック 1993 CD27-994

川添文 2014 CD41-758

キーシン, エフゲニー 2004 CD28-439

ギレリス, エミール 1935-1939 CD19-646, CD98-411（富）

クドリャコフ, セルゲイ 2003 CD28-091

サラトフスキー, ニコライ 2006 CD37-900

サロフ, セルゲイ 2003 CD27-167

シェルディアコフ, アナトーリー 1990 CD03-427

シュミット, ヨハン 1987 CD38-375

シュリメ, フランチェスコ・トリスターノ 2009 CD37-319

ジョーンズ, マーティン 1994 CD31-264

シロタ, レオ 1929 CD28-481

鈴木孝彦 2007 CD31-474

高田匡隆 2009 CD80-931（富）

チェルカスキー, シューラ 1963 CD26-751

チェルカスキー, シューラ 1963 CD30-509

チェルカスキー, シューラ 1979 CD07-275, CD93-585（富）

チェルカスキー, シューラ 1985 CD26-782

ペトルーシュカからの3つの楽章（ピアノ）
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         出版社／演奏者 録音年          請求記号資料種別

チェルカスキー, シューラ 1985 CD05-500

ツェマッハ, ラン 1986 P20-680

ツエルヤコフ, アレクサンドル 1983 P16-927

ヒル, ペーター 1996 CD17-709, CD98-581（富）

広瀬, 悦子 2004 CD27-392, CD27-660

ブロンフマン, イェフィム 1990 CD09-237

ベロフ, ミシェル 1979 CD31-157

ポリーニ, マウリツィオ 1971 CD02-484

ポリーニ, マウリツィオ 1971 CD19-688, CD98-454（富）

ポリーニ, マウリツィオ 1971 CD33-066

ポリーニ, マウリツィオ 1971 CD99-095（富）

ポリーニ, マウリツィオ 不明 CD04-358

マツーエフ, デニス 2005 CD80-050（富）

モギレフスキ, マキシム 1989 CD10-691

ラーンキ, デシェー 不明 CD20-772

ラトマン, ニール 1983 P16-928

ワイセンベルク, アレクシス 1964 CD19-707, CD98-473（富）

若林顕 2003 CD30-611, CD36-610

ヴェデルニコフ編曲 ヴェデルニコフ, アナトーリ 1963 CD13-569, CD93-655（富）

編曲:　2台ピアノ
クズネツォフ, セルゲイ ; シムナークス,
ニーナ 2001 CD20-662

編曲:　2台ピアノ デュオ・グレイス CD41-879

編曲:　2台ピアノ ラベック, カティア ; ラベック, マリエル 1982 CD01-200

編曲:　2台ピアノ
リンドベルグ, クリスティアン ; コーレソ
ヴァ, タチアナ・ヴァレンチノヴナ 2008 CD33-290

楽譜

Boosey & Hawkes D19-454, D93-043（富）

Boosey & Hawkes D24-359

録音資料

クリサ, オレグ ; チェキーナ, タチアーナ 1987 CD22-784

クーレン, イザベル・ファン ; ムストネン,
オッリ 1998 CD01-990

シュナイダーハン, ヴォルフガング ; ヒル
シュ, アルベルト 1957 CD96-758（富）

ドゥシュキン, サミュエル ; ストラヴィーン
スキイ, イーゴリ 1904-1939 CD31-360

ドゥシュキン, サミュエル ; ストラヴィーン
スキィ, イーゴリ 1933 CD34-412

ロシアの踊り（ヴァイオリン）
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         出版社／演奏者 録音年          請求記号資料種別

プーレ, ジェラール ; リー, ノエル 1988 CD95-561（富）

ヘンデル, イダ ; ニュートン, アイバー 1947 CD14-525

ヘンデル, イダ ; ムーア, ジェラルド 1953 CD02-087

編曲：　チェロ＆オーケストラ /
コトワ

オルベリアン, コンスタンティン ; モスクワ
室内管弦楽団 ; コトワ, ニーナ 1999 CD25-492
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春の祭典

　　　　　出版社／演奏者 版 録音年 　　　請求記号

バレエ(マリインスキー・バ
レエ), ドキュメンタリー

ゲルギエフ, ヴァレリー ; マリインスキー
劇場管弦楽団 DV02-239

バレエ(ライプツィヒバレエ)
シェーファー, ヘンリク ; ライプツィヒ・ゲ
ヴァントハウス管弦楽団 2003 DV01-227

バレエ(モスクワ・クラシカ
ル・バレエ)

ソローキン, パーヴェル ; ボリショイ劇場
管弦楽団 1990 DV02-015

演奏会 小沢征爾 ; バイエルン放送交響楽団 1947 1983 DV01-156

演奏会 小沢征爾 ; バイエルン放送交響楽団 1947 1983 LD00-105

演奏会
シャイー, リッカルド ; ロイヤル・コンセル
トヘボウ管弦楽団 1913 2002 DV90-281(富)

演奏会, ドキュメンタリー
トーマス, マイケル・ティルソン ; サンフラ
ンシスコ交響楽団 DV00-833

演奏会 ラトル, サイモン ; ベルリン・フィル 2009 DV02-021

練習ドキュメンタリー
バーンスタイン, レナード ; シュレスヴィッ
ヒ＝ホルシュタイン音楽祭オーケストラ VT00-982

Rhthm is it!  ベルリン・フィ
ルと子どもたち ラトル, サイモン ; ベルリン・フィル 2004 DV00-611

ストラヴィーンスキイの音
楽への無声映画 ラトル, サイモン ; ベルリン・フィル 2003 DV00-465

ディズニー　「ファンタジ
ア」

ストコフスキ, レオポルド ; フィラデルフィ
ア管弦楽団 DV00-725

Boosey & Hawkes 1947 B13-064

Boosey & Hawkes 1947
B00-095, B02-918,
B09-353(富)

Boosey & Hawkes 1947 C90-760（富）

Dover C19-341

E.F. Kalmus Orchestra Scores C06-380

Edition russe de musique 1913 B08-584

Edition Russe de musique ・ Boosey &
Hawkes 1913 C14-824

Edward B.Marks Music 1913 C15-042

自筆譜ファクシミレ版 P. Sacher Foudation J90-039(富)

スケッチ, 1911-1913 の
ファクシミレ版 Boosey & Hawkes D13-479

編曲：ピアノ連弾/ストラ
ヴィーンスキイ, ファクシミ
レ版 Paul Sacher Foundation K90-174(富)

編曲： ピアノ連弾/ストラ
ヴィーンスキィ Edition russe de musique

C00-279, C02-905
C90-699(富)

楽譜

　　資料種別
　　　　　  所蔵：　2015.3現在

映像資料
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　　　　　出版社／演奏者 版 録音年 　　　請求記号　　資料種別

編曲：  ピアノ/
Leyetchkiss G. Schirmer C17-500

編曲： ピアノ連弾/2台ピ
アノ Dover Publications C22-141

アンセルメ, エルネスト ; スイス・ロマンド
管弦楽団 1957 CD19-181

アンセルメ, エルネスト ; スイス・ロマンド
管弦楽団 1950 CD91-260（富）

アシュケナージ, ウラディーミル ; ベルリ
ン・ドイツ交響楽団 1994 CD91-275（富）

アシュケナージ, ウラディーミル ; ベルリ
ン・ドイツ交響楽団 1994 CD91-266（富）

インバル, エリアフ ; フィルハーモニア管
弦楽団 1947 1989 CD91-274（富）

エッシェンバッハ, クリストフ ; PMFオーケ
ストラ 1993 CD06-415

エトヴェシュ, ペーテル ; ユンゲ・ドイ
チェ・フィル 2004 CD30-045

大植英次 ; ミネソタ管弦楽団 1996 CD22-511

小沢征爾 ; シカゴ交響楽団 1968 CD91-278（富）

小沢征爾 ; シカゴ交響楽団 1968 CD17-442

小沢征爾 ; ボストン交響楽団 1979 CD91-259（富）

ガッティ, ダニエレ ; フランス国立管弦楽
団 1947 2011 CD81-601（富）

カラヤン, ヘルベルト・フォン ; ベルリン・
フィル 1972 CD36-832

カラヤン, ヘルベルト・フォン ; ベルリン・
フィル 1947 1963-1964 CD91-588（富）

クラフト, ロバート ; ソヴィエト国立交響楽
団 1962 CD07-036

クラフト, ロバート ; ソヴィエト国立交響楽
団 1977 CD91-240（富）

クラフト, ロバート ; フィルハーモニア管弦
楽団 1947 2007 CD31-138

クラフト, ロバート ; ロンドン交響楽団 1913 1995 CD27-884

ゲルギエフ, ワレリー ; キーロフ歌劇場
管弦楽団 1947 1999 CD20-008

ゲルギエフ, ワレリー ; キーロフ歌劇場
管弦楽団 1947 1999 CD37-387

サロネン, エサア＝ペッカ ; フィルハーモ
ニア管弦楽団 1989 CD03-106

シャイー, リッカルド ; クリーヴランド管弦
楽団 1947 1985 CD00-878, CD91-265（富）

スヴェトラーノフ, エフゲニ ; ソヴィエト国
立交響楽団 不明 CD26-286

スクロヴァチェフスキ, スタニスラフ ; NHK
交響楽団 1996 CD98-806（富）

録音資料
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　　　　　出版社／演奏者 版 録音年 　　　請求記号　　資料種別

ストコフスキ, レオポルド ; フィラデルフィ
ア管弦楽団 1929-1930 CD18-610

ストコフスキ, レオポルド ; フィラデルフィ
ア管弦楽団 1927-1940 CD40-539

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1960 CD15-556

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; コロンビ
ア交響楽団 1960 CD31-073, CD37-929

ストラヴィーンスキイ, イーゴリ ; ニュー
ヨーク・フィル 1913 1940 CD06-013

ソヒエフ, トゥガン ; トゥールーズ・キャピト
ル国立管弦楽団 1913 2011 CD42-068

ツァグロセーク, ロータ ; シュトゥットガル
ト国立管弦楽団 1913 1998 CD21-217

ツァグロセク, ロータ ; ユンゲ・ドイチェ・
フィル 2011 CD39-971

ツヴェーデン, ヤープ・ファン ; オランダ放
送フィルハーモニー管弦楽団 1947 2006 CD34-009

デイヴィス, コリン ; アムステルダム・コン
セルトヘボウ管弦楽団 不明 P18-658

デイヴィス, コリン ; アムステルダム・コン
セルトヘボウ管弦楽団 1976 CD91-257（富）

ティルソン＝トーマス, マイケル ; サンフ
ランシスコ交響楽団 1996 CD97-489（富）

デュトワ, シャルル ; モントリオール交響
楽団 1913 1984 CD91-271（富）

ドゥダメル, グスターボ ; シモン・ボリバ
ル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエ
ラ 1913 2010 CD39-413

ドラティ, アンタル ; デトロイト交響楽団 1947 1981 CD91-272（富）

ドラティ, アンタル ; デトロイト交響楽団 1947 1981 CD91-273（富）

トーマス, マイケル・ティルソン ; サンフラ
ンシスコ交響楽団 1996 CD31-268

トーマス, マイケル・ティルソン ; ボストン
交響楽団 不明 CD31-267

ネゼ=セガン, ヤニック ; フィラデルフィア
管弦楽団 2013 CD41-952

ハイティンク, ベルナルト ; ベルリン・フィ
ル 1947 1995

CD13-682, CD13-779
CD95-301（富）

バレンボイム, ダニエル ; シカゴ交響楽
団 2000 CD20-891

バレンボイム, ダニエル ; パリ管弦楽団 1986 CD91-494（富）

バーンスタイン, レナード ; イスラエル・
フィル 1913 1982 CD13-968, CD91-268（富）

バーンスタイン, レナード ; ロンドン交響
楽団 1972 CD91-269（富）

バーンスタイン, レナード ; ニューヨーク・
フィル 1913 1958 CD91-261（富）

フェドセーエフ, ヴラディーミル ; モスクワ
放送交響楽団 1981 CD91-256（富）
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　　　　　出版社／演奏者 版 録音年 　　　請求記号　　資料種別

フリッチャイ, フェレンツ ; ベルリン・ドイツ
交響楽団 1947 1953 CD08-697

ブレーズ, ピエール ; クリーヴランド管弦
楽団 1969 CD00-121

ブレーズ, ピエール ; クリーヴランド管弦
楽団 1969 CD91-262（富）

ブレーズ, ピエール ; クリーヴランド管弦
楽団 1991 CD04-722, CD91-247（富）

ブレーズ, ピエール ; フランス国立管弦
楽団 1963 CD91-270（富）

ブレーズ, ピエール ; Radiodiffusion-
Television francaise. Orchestre national 不明 P21-847

ベイヌム, エドゥアルト・ヴァン ; ロイヤ
ル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1946 CD13-605, CD97-341（富）

マゼール, ロリン ; クリーヴランド交響楽
団 1980 CD91-258（富）

マゼール, ロリン ; ウィーン・フィル 1974 CD95-307（富）

マゼール, ロリン ; バイエルン放送交響
楽団 1998 CD35-699

マッケラス, チャールズ ; ロンドン・フィル
ハーモニー管弦楽団 1947 1987 CD31-270

マルケヴィチ, イーゴル ; ロンドン交響楽
団 1962 CD29-107

メータ, ズビン ; ロスアンジェルス・フィル 1969 CD91-263（富）

メータ, ズビン ; ロスアンジェルス・フィル 1969 CD18-944

メータ, ズビン ; ロスアンジェルス・フィル 1969 CD29-408

メータ, ズビン ; ニューヨーク・フィル 1990 CD91-264（富）

モントゥー, ピエール ; パリ音楽院管弦楽
団 1956頃 CD12-308, CD95-306（富）

ヤルヴィ, ネーメ ; スイス・ロマンド管弦
楽団 1947 不明 CD31-131

ヤルヴィ, パーヴォ ; シンシナティ交響楽
団 1947 2004 CD26-243

ヤンソンス, マリス ; オスロ・フィルハーモ
ニー管弦楽団 1992 CD09-660, CD91-267（富）

ヤンソンス, マリス ; ロイヤル・コンセルト
ヘボウ管弦楽団 2006 CD81-617（富）

ラトル, サイモン ; バーミンガム市交響楽
団 1913 1988 CD95-300（富）

ラトル, サイモン ; ベルリン・フィル 2003-2004 CD26-417

ラトル, サイモン ; ベルリン・フィル 2012 CD40-784

ロト, フランソワ=グザヴィエ ; レ・シエクル 1913 2013 CD41-926

編曲：  ピアノ プリュデルマシェ, ジョルジュ 2013 CD41-393

編曲：  2台ピアノ
アシュケナージ, ウラディーミル ; ガヴ
リーロフ, アンドレイ 1991 CD91-275（富）

編曲：  2台ピアノ
ウリアルテ, ベゴーニャ ; ムロンゴヴィウ
ス, カール＝ヘルマン 1994 CD06-641
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　　　　　出版社／演奏者 版 録音年 　　　請求記号　　資料種別

編曲：  2台ピアノ
オット, アリス=紗良 ; トリスターノ, フラン
チェスコ 2013 CD41-958

編曲：  ピアノ連弾
アルゲリッチ, マルタ ; バレンボイム, ダ
ニエル 2014 CD42-152

編曲：  ピアノ連弾 グラウシューマッハー・ピアノ・デュオ 2006 CD34-993

編曲：  ピアノ連弾 サイ, ファジル（多重録音） 1999 CD17-187, CD98-210（富）

編曲：  ピアノ連弾 ビジャーク, リディヤ＆サーニャ 2007 CD81-360（富）

編曲：  ピアノ連弾 ベッリ・ピアノ・デュオ 2006 CD33-780

編曲：  ギター/コリエル コリエル, ラリー 1983 CD00-060
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著者 タイトル 年 出版社 請求記号

ストラヴィーンスキ
イ 音楽とは何か 1955 ダヴィッド社 Ｕ03-882
ストラヴィーンスキ
イ 音楽の詩学 2012 未来社 WR05-974
ストラヴィーンスキ
イ ストラヴィンスキー自伝 : 付･その生涯と作品 1972 カワイ楽譜 U03-898
ストラヴィーンスキ
イ 私の人生の年代記：ストラヴィンスキー自伝 2013 未来社 WR06-276

ストラヴィンースキ
イ[談], クラフト, ロ
バート編 118の質問に答える 1960 音楽之友社 U02-414, WR04-126

近代音楽の創造者 : マーラー　ドビュッシー　ス
トラヴィンスキー　(大作曲家の世界） 1990 音楽之友社 WT00-292, WT01-529

ストラヴィンスキー (作曲家別名曲解説ライブラ
リー ; 25). 1995 音楽之友社

WR02-657, WR04-067
WR02-745 (富）

ストラヴィンスキー・イブニング：平山素子「兵士
の物語」「春の祭典」 2010 新国立劇場 WS02-484

デヴィッド・ビントレーのペンギン・カフェ：新制作
; フォーキンの火の鳥：新制作 2010

新国立劇場運
営財団 WS02-492

トリプル・ビル : ラ・バヤデールより"影の王国"/
テーマとヴァリエーション/ペトルーシュカ 2000

新国立劇場運
営財団 WS01-696

トリプル・ビル : レ・シルフィードﾞ/踊れ､喜べ､汝
幸いなる魂よ/ペトルーシュカ 1999

新国立劇場運
営財団 WS01-661

バレエ・リュス : ストラヴィンスキー・イブニングﾞ
: 火の鳥、アポロ、結婚 2013

新国立劇場運
営財団 WS02-666

Schouvaloff, A.他 Stravinsky on stage 1982 Stainer & Bell T00-770

Stra;vinsky,Vera.他
Igor and Vera Stravinsky ; a photograph album
1921 to 1971 1982

Thames and
Hudson T00-762

Stra;vinsky,Vera.他 Stravinsky in pictures and documents 1979 Hutchinson T00-690

アドルノ, Th.W.　渡
辺健訳

新音楽の哲学　（p.165-：ストラヴィンスキーと復
古） 1975 音楽之友社 U03-220, WR01-492

アドルノ, Th.W.　龍
村あや子訳

新音楽の哲学　（p.190-：ストラヴィンスキーと復
古） 2007 平凡社 WR05-092, WR92-636(富)

アファナーシエフ編
ロシア民話集　上　　（「イワン王子と火の鳥と灰
色狼の話」） 1987 岩波書店 W18-665

アファナーシエフ編 ロシア民話集　下 1987 岩波書店 W18-666

クラフト, ロバート ストラヴィンスキー : 友情の日々 上 1998 青土社 WR03-236, WR92-110(富）

クラフト, ロバート ストラヴィンスキー : 友情の日々. 下 1998 青土社 WR03-237, WR92-111(富）

ショアン, ロベール ストラヴィンスキー (永遠の音楽家 ; 5). 1969 白水社 U02-421, U02-496

（著者順）所蔵リスト　2015.3現在

ストラヴィーンスキイとバレエに関する映像・図書資料

図書
1.ストラヴィーンスキイ
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著者 タイトル 年 出版社 請求記号

デームリング, ヴォ
ルフガングﾞ ストラヴィンスキー (大作曲家). 1994 音楽之友社 WR02-060, WR02-682

フィリッポ, ミシェル ストラヴィンスキー (不滅の大作曲家). 1972 音楽之友社 U02-497

ブーレーズ, ピエー
ル

ブーレーズ音楽論　徒弟の覚書     (p.78-148
「春の祭典」分析） 1982 晶文社

WR02-571, WR05-069
WR91-947(富）

ブーレーズ, ピエー
ル

ブーレーズ作曲家論選     (p.222-324：ストラ
ヴィンスキーは生きている（「春の祭典」分析）） 2010 筑摩書房 W18-777

ブーレーズ，　ピ
エール, シェフネー
ル, アンドレ

ブーレーズ―シェフネール書簡集 1954-1970 :
シェーンベルク､ストラヴィンスキー、ドビュッ
シーを語る 2005 音楽之友社 WR04-592

ホワイト, エリク ストラヴィンスキー (音楽文庫 ; 92). 1955 音楽之友社 U00-676, U00-677

ラミュ, C.F. ストラヴィンスキーの思い出 (ｾﾞﾋﾟｭﾛｽ叢書). 1985 泰流社 U03-824, WR90-535 (富）

遠山一行
 ｢辺境｣の音 : ストラヴィンスキーと武満徹 (音
楽選書 ; 72). 1996 音楽之友社

WR02-574, WR02-575
WR91-256 (富）

遠山一行
遠山一行著作集. 1　 （p.157～215　ストラヴィン
スキー） 1986 新潮社 U04-396, WR06-039

船山隆
ストラヴィンスキー : 二十世紀音楽の鏡像  （第
二章　春の祭典) 1985 音楽之友社. U04-066, WR03-865

音楽芸術　1998.6　　特集：パリ―ディアギレフ
―ストラヴィンスキー 1998 音楽之友社 ZA16-680

音楽現代　2010.7　　特集：ストラヴィンスキー
3大バレエ音楽を中心に　「火の鳥」初演100年
記念 2010 音楽之友社 ZA22-194

白石美雪、池原舞

ストラヴィンスキーの原始主義：原始のエネル
ギーはどう楽譜化されたか　（IN：国立音楽大学
音楽研究所年報. 26） 2013 国立音楽大学 ZA23-704

ボリショイ、キーロフバレエ＆ディアギレフ　（ク
ラシック・バレエへの招待：世界のバレエ団. 1） VT00-955

グリゴリエフ, セル
ゲイ ディアギレフ : バレエ年代記1909-1929 2014 平凡社 WR06-722

スヘイエン, シェン
グ ディアギレフ : 芸術に捧げた生涯 2012 みすず書房 WR92-799(富）

バックル, リチャード ディアギレフ：ロシア・バレエ団とその時代　下 1984 リブロポート W17-362

小倉重夫 ディアギレフ : ロシア・バレエ団の足跡 1978 音楽之友社 U02-314

2.ディアギレフ
映像

図書

雑誌(記事・論文）
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著者 タイトル 年 出版社 請求記号

ニジンスキー　（ドキュメンタリー） DV00-049

ニジンスキー,
ヴァーツラフ ニジンスキーの手記 1998 新書館 WR92-130(富）

マノニ, ジェラール
偉大なるダンサーたち : パヴロワ、ニジンス
キーから、ギエム、熊川への系譜 2015

ヤマハミュー
ジックメディア WR06-768

石福恒雄 ニジンスキー (精選復刻紀伊國屋新書) 1994 紀伊国屋書店 WR02-461

鈴木晶 ニジンスキー神の道化 1998 新書館 WR92-134(富）

芳賀直子監修
Icon : Vaslav Nijinsky 伝説のバレエ・ダンサー
ニジンスキー妖像 2007 講談社 WT00-870

バレエ・リュス：踊る歓び、生きる歓び（ドキュメ
ンタリー） DV90-279(富）

エクスタインズ,
モードリス

春の祭典 : 第一次世界大戦とモダン・エイジの
誕生 2009 みすず書房 WR05-634

海野弘
一九二〇年代の音楽　　Ⅰ章：バレエ・リュスの
世界 (音楽の万華鏡 ; 2). 1995 音楽之友社 WR02-452, WR90-020(富）

鈴木晶編著
バレエとダンスの歴史：欧米劇場舞踊史
　第4章：　バレエ・リュス 2012 平凡社 WR05-969

芳賀直子 バレエ・リュス：その魅力のすべて 2009 国書刊行会 WR05-495

藤野幸雄 春の祭典 : ロシア・バレー団の人々 1982 晶文社 W14-812, WR91-953(富）

図書

オックスフォードバレエダンス事典 2010 平凡社 WR05-640,　WR06-633

アンダソン，　ジャッ
ク バレエとモダン・ダンス : その歴史 1993 音楽之友社 WR90-323

ダンスマガジン編 バレエ101物語 (Dance handbook). 1998 新書館 WR04-933, WR90-159(富）

ダンスマガジン編 バレエって､何? 1999 新書館 WT00-647

ダンスマガジン編 バレエ・パーフェクト・ガイド 2008 新書館 WS02-262

テリー, ウォルター バレエ全作品集 1979 ブックマン社 U00-186

フォンテーン, マー
ゴ バレエの魅力 1986 新書館 WR90-175

レイナ，　フェルディ
ナンド バレエの歴史 1974 音楽之友社 U01-237

薄井憲二 バレエ : 誕生から現代までの歴史 1999 音楽之友社 WS01-647, WS90-342(富）

映像

図書

4.バレエ・リュス
映像

3.ニジンスキー

5.バレエ

図書
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著者 タイトル 年 出版社 請求記号

薄井憲二 バレエ千一夜 1993 新書館 WR90-160(富）

小倉重夫編 バレエ音楽百科 1997 音楽之友社 WR02-992, WR90-090(富）

小倉重夫編 名作バレエの楽しみ 1979 音楽之友社 U00-002

小牧正英 バレエへの招待 1980
日本放送出版
協会 U00-180

鈴木晶 バレリーナの肖像 2008 新書館 WR05-239

中川鋭之助 バレエを楽しむために : 私のバレエ入門 1992 音楽新聞社 WR91-321(富）

野崎韶夫 ロシア･バレエの黄金時代 1993 新書館 WR90-169(富）

福田一雄 バレエの情景 (音楽選書 ; 38). 1984 音楽之友社 U03-700

三浦雅士 バレエ入門 2000 新書館 WR03-597

OPACによる検索

キーワード欄に ストラヴィーンスキイ 火の鳥 などと入力してください。

請求記号から探す場合は、

詳細検索画面の、請求記号欄に大文字で入力してください。

例CD14-148

＊予約ボタンで資料の申し込み、予約ができます。
＊メール、ＦＡＸでのお申し込みは、請求記号でお願いします。
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