
校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

楽譜

Garland (vocal score) C19-974

楽譜
Kalmus C20-896   　 

録音資料

イェルヴァコフ, ヴァシリー モスクワ・フィルハーモニー交響楽団 1995 CD16-101     

チェクナヴォリアン, ロリス アルメニア・フィルハーモニー管弦楽団 1995 CD09-927

チェクナヴォリアン, ロリス アルメニア・フィルハーモニー管弦楽団 不明 CD28-432

楽譜
Choudens (vocal score) B12-932

Kalmus C00-337   　 　　　  

Schirmer (vocal score) B02-244   　 　　　  

Schirmer (vocal score) B90-572 (富)

録音資料

エレーデ, アルベルト
ジャニーヌ・ミショウー ; Louis Rialland ; Ch.
Cambon ; パリ・オペラ座合唱団・管弦楽団

不明
v.1: P20-809
v.2: P20-810
v.3: P20-811

スラットキン, レナード
ルース・アン・スウェンソン(S) ; スーザン・グラハ
ム(MS) ; プラシド・ドミンゴ(T) ; バイエルン放送
合唱団 ; ミュンヘン放送管弦楽団

1995
CD08-042
CD93-933 (富)

ハッセルマン, ルイ
エイデ・ノレナ(S) ; チャールズ・ハケット(T) ; アン
ジェロ・バーダ(T) ; メトロポリタン歌劇場合唱団・
管弦楽団

1935 CD23-744 

プラッソン, ミシェル

アンジェラ・ゲオルギュー(S) ; マリー・アンジュ・ト
ドロヴィッチ（MS) ; ロベルト・アラーニャ(T) ;
トゥールーズ・キャピトル劇場合唱団 ; トゥールー
ズ・キャピトル国立管弦楽団

1995
CD10-728
CD95-201 (富)

映像資料

グァダーニョ, アントン
ロベルト・アラーニャ ; アンジェラ・ゲォルギウ ;
プラハ・キューン混声合唱団 ; チェコ・フィル
ハーモニー室内管弦楽団

不明 DV00-231  　　　　 

マッケラス, チャールズ
ロベルト・アラーニャ ; レオンティーナ・ヴァトゥー
ヴァ ; フランソワ・ル・ルー ; コヴェント･ガーデン
王立歌劇場合唱団・管弦楽団

1994 LD00-769

楽譜
Hoflich B92-965(富)   　　   

所蔵リスト（作曲者の五十音順）

　　　グノー：オペラ　ロメオとジュリエット　（1867）

　　　カバレフスキー：ロメオとジュリエット付随音楽からの組曲　Op.56　（1956）

　　　スヴェンセン：管弦楽ファンタジー　ロメオとジュリエット　Op.18　（1876）

　　　ヴァッカイ：オペラ　ジュリエッタとロメオ　（1825）

(2010年10月31日現在)
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

楽譜
Dover B90-115 (富)

Eulenburg
A02-732
A02-733
A06-857 (富)

Kalmus B05-223 

Kalmus (1st version, 1869) B11-358   　　　 　 

Kalmus (2nd version, 1880) B11-359   　　　  

Kalmus (original version, 1869) C24-887 (富)

Muzyka C21-124 

全音
A08-632
A92-381 (富)

Wier, Albert E. Harcourt, Brace C15-294 

Arr. for piano Editio Musica Bdapest
B10-922
B90-366 (富)

録音資料
アシュケナージ,
　　　　ヴラディーミル

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1987 CD04-943 

アシュケナージ,
　　　　ヴラディーミル

サンクトペテルブルク・フィルハーモニー
管弦楽団

1996 CD91-346 (富)

アバド, クラウディオ シカゴ交響楽団 1988
CD90-279 (富)
CD91-349 (富)

アバド, クラウディオ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1996 CD33-213   　　

オフチニコフ,
ヴィアチェスラフ

モスクワ放送交響楽団 1980 P19-093

オーマンディ, ユージン フィラデルフィア管弦楽団 1963 CD91-336 (富)

ガッティ, ダニエレ
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
(2nd version, 1880)

1998 CD95-339 (富)

カラヤン,
    ヘルベルト・フォン

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 1960
CD22-436
CD97-255 (富)
CD97-287 (富)

カラヤン,
    ヘルベルト・フォン

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966 CD91-350 (富)

カラヤン,
    ヘルベルト・フォン

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1982
CD91-334 (富)
CD91-337 (富)

クーベリック, ラファエル ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 1955 CD90-856 (富)

ゲルギエフ, ワレリー
サンクトペテルブルグ・キーロフ歌劇場
管弦楽団

1997 CD14-175

シェルヒェン, ヘルマン ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1957 CD14-184 

シノーポリ, ジュセッペ フィルハーモニア管弦楽団 1989 CD08-475 (富)

シャイー, リッカルド クリーヴランド管弦楽団 1984 CD90-286 (富)

ジュリーニ, カルロ・マリア フィルハーモニア管弦楽団 1962 CD04-913 

ショルティ, ゲオルグ シカゴ交響楽団 1986
CD07-958
CD91-315 (富)
CD90-312 (富)

ショルティ, ゲオルグ シカゴ交響楽団 1986 CD91-345 (富)

　　　チャイコフスキー：幻想序曲　ロメオとジュリエット　（1869）
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

スヴェトラーノフ,
　　　エフゲニー

ロシア連邦国立交響楽団 1993
CD05-993
CD17-864
CD91-333 (富)

ストコフスキ, レオポルド NBC交響楽団 1944 CD18-608 

ストコフスキ, レオポルド ニューヨーク・フィルハーモニック 1944
CD18-600
CD24-105

チェリビダッケ, セルジュ ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1946 CD26-056

チェリビダッケ, セルジュ ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1992 CD28-440 

チェリビダッケ, セルジュ トリノRAI放送交響楽団 1960 CD17-064 

デーヴィス, コーリン ボストン交響楽団 1979 CD91-356 (富)

デュトワ, シャルル モントリオール交響楽団 1990 CD90-313 (富)

ドラティ, アンタル ロンドン交響楽団 1960 CD27-782

ドラティ, アンタル ワシントン・ナショナル交響楽団 1974
CD18-950
CD08-948 (富)

ハイティンク, ベルナルド アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
1961
-1979

CD19-279

ハイティンク, ベルナルド アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1964 CD19-289 

ハイティンク, ベルナルド アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
1967
-1974

CD18-999    

バーンスタイン, レナード ニューヨーク・フィルハーモニック 不明
CD08-561(富)
CD91-300 (富)

バーンスタイン, レナード ニューヨーク・フィルハーモニック 1957 CD90-274 (富)

プレヴィン, アンドレ ロンドン交響楽団 1972 CD97-338 (富)

マゼール, ロリン ウィーンフイルハーモニー管弦楽団 1965 CD90-253 (富)

マゼール, ロリン ウィーンフイルハーモニー管弦楽団
1963
-1964

CD19-145

マゼール, ロリン クリーヴランド管弦楽団 1981 CD91-335 (富)

マルケーヴィチ, イーゴリ フィルハーモニア管弦楽団
1953
-1962

CD31-176

ムーティ, リッカルド フィラデルフィア管弦楽団 1988 CD03-298 

メンゲルベルク, ウィレム アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1930
CD18-578
CD25-291

モントゥー, ピエール 北ドイツ放送交響楽団 1964 CD24-016 

ロジンスキ, アルトゥール クリーヴランド管弦楽団 1940 CD26-757

ワルター, ブルーノ ロスアンジェルス・フィルハーモニック管弦楽団
1937
-1948

CD18-563

秋山和慶 九州交響楽団 2006 CD80-063 (富)

朝比奈隆 北ドイツ放送交響楽団 1966 CD19-432 

小沢征爾 サン・フランシスコ交響楽団 1972 P21-872

小林研一郎 アーネム・フィルハーモニー管弦楽団 2008 CD80-589 (富)

広上淳一 コロンバス交響楽団 2008 CD35-141

映像資料

スヴェトラーノフ,
　　　　エフゲニ

ロシア国立交響楽団 1986 DV00-797   
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

楽譜
Kalmus (score & vocal score) B11-582

楽譜
Boosey & Hawkes B03-395 

Boosey & Hawkes (vocal score) C08-000

録音資料

ザイベル,
　　クラウスペーター

David Midboe(S) ; Karsten Russ(T) ; Keil Opera
Chorus ; Kiel Philharmonic Orchestra

1995 CD15-661

マッケラス,
　　サー・チャールズ

ヘレン・フィールド(S) ; アーサー・デイヴィス(T) ;
アルノルト・シェーンベルク合唱団 ; オーストリア
放送交響楽団

1989 CD03-371

映像資料

マッケラス,
　　サー・チャールズ

ヘレン・フィールド(S) ; アーサー・デイヴィス(T) ;
アーノルドト・シェーンベルク合唱団 ; オーストリ
ア放送交響楽団

1989
DV00-548
LD00-595

楽譜
Amberson (vocal score) C18-633 

Chappell (vocal score) B02-223  

Jalni Pub.
C23-666
C90-761 (富)

Leonard Bernstein Music Pub.
C32-770
C40-164

全音楽譜出版社 (vocal score) C93-448 (富)

Schirmer (vocal score) C00-306 

録音資料

シャーマーホーン, ケネス
ベッツィ・モリソン ; マイク・エルドレッド ; マリアン
ヌ・クーク ; ナッシュヴィル交響楽団

2001 CD22-948        

バーンスタイン, レナード
キリ・テ・カナワ ; ホセ・カレーラス ; タティアナ・ト
ロヤノス

1984
CD00-166
CD01-357
CD93-980 (富)

映像資料

バーンスタイン, レナード
キリ・テ・カナワ ; ホセ・カレーラス ; タティアナ・ト
ロヤノス　(メイキング オブ レコーディング)

1984
DV01-278
LD00-311
LD01-136

ナタリー・ウッド ; リチャード・ベイマー ; リタ・モレ
ノ【映画】

1961
DV01-560
LD00-529
LD00-821

　　　ディーリアス：オペラ　村のロメオとジュリエット　（1900）

　　　チャイコフスキー：二重唱　ロメオとジュリエット　

　　　バーンスタイン：ミュージカル　ウェスト・サイド・ストーリー　（1957）

★全曲
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

楽譜

Amberson
B12-688
C12-715
C20-510

Boosey & Hawkes
C30-539
C32-768
C39-614

Jalni Publications C22-794

Arr. for two pianos
by John Musto

Boosey & Hawkes
D21-566
D93-396 (富)

録音資料
シルマー, ウルフ バイエルン放送交響楽団 2008 CD35-890

ジンマン, デイヴィッド ボルチモア交響楽団 1996
CD09-296
CD91-411 (富)

トーマス, マイケル・ティルソン ロンドン交響楽団 1993
CD08-314
CD91-414 (富)

パーヴォ・ヤルヴィ バーミンガム市立交響楽団 1997 CD95-320 (富)

バーンスタイン, レナード ニューヨーク・フィルハーモニック 1961
CD04-708
CD08-593 (富)
CD97-641 (富)

バーンスタイン, レナード ロスアンジェルス・フィルハーモニック管弦楽団 1982 CD05-626          

ペシェク, リボル チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1993 CD91-109 (富)

小澤征爾 サンフランシスコ交響楽団 1972 CD08-206 (富)

Arr. for two pianos and
percussion by Irwin Kostal

カティア・ラベック, マリエル・ラベック(piano) ;
ジャン=ピエール・ドロウェ, シルヴィオ・グァルド
(percussion) ; トリロック・グュルトゥ(jazz drums
and percussion)

1988
CD02-189
CD93-067 (富)

Arr. for two pianos by
John Musto

ジェノワ＆ディミトロフ ピアノデュオ 2003 CD27-598

Arr. for two pianos by
John Musto

イヴォンヌ&イレーヌ・ビュゴ 2004 CD30-813

Arr. for wind orchestra by
岩井直溥

シエナ・ウインド・オーケストラ ; 佐渡裕 2007 CD80-186 (富)

映像資料
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 2008 DV01-205

ラトル, サイモン バーミンガム市交響楽団 不明 DV00-595

楽譜
Universal A00-358         

録音資料
カードン, ステファーヌ トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団 1998 CD33-634

デュトワ, シャルル フランス国立管弦楽団 1996
CD09-191
CD91-497 (富)

　　　プーランク：ファンファーレのスケッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロメオとジュリエット第５幕のための序曲　ＦＰ．２５　（1921）

★Symphonic dances

　　　ブラッハー：室内オペラ　ロメオとユリア　（1943）
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

楽譜

Belwin Mills <全集版>
act 1   :
act 2-4:

C32-518
C32-519

Kalmus
act 1   :
act 2-4:

C22-418
C22-419

Arr. for piano Belwin Mills C18-415
Arr. for piano by L. Atovmyan,
O. Skalden

Sikorski
C05-177
C91-639 (富)

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 1961 CD95-365 (富)

エルムレル, マルク コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団 1993 CD06-898

ガッティ, ダニエレ
      【抜粋】

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1998 CD95-339 (富)

ゲルギエフ, ワレリー
      【抜粋】

サンクトペテルブルグ・キーロフ歌劇場管弦楽団 1990 CD13-686

ショルティ, ゲオルグ
      【抜粋】

シカゴ交響楽団 1982
CD08-175 (富)
CD90-657 (富)

デュトワ, シャルル
      【抜粋】

モントリオール交響楽団 1990 CD91-525 (富)

トーマス,  マイケル・ティルソン
      【抜粋】

サンフランシスコ交響楽団 1995
CD07-914
CD91-526 (富)

プレヴィン, アンドレ
      【抜粋】

ロンドン交響楽団 1977 CD80-659 (富)

マゼール, ロリン クリーヴランド管弦楽団 1973 CD91-524 (富)

ロジェストヴェンスキー,
　　　　　　　　　ゲンナジー

ボリショイ交響楽団 1959
act 1-2: CD33-503
act 2-3: CD33-504

小沢征爾 ボストン交響楽団 1986 CD03-098

映像資料

マーゴット・フォンテーン ; ルドルフ・ヌレエフ 1966 VT01-034

ジュライティス, A
ナタリア・ベスメルトノワ ; イレク・ムハメドフ ; ボリ
ショイ劇場管弦楽団

不明 LD00-313

パーン, ヴェロー
モニク・ルディエール ; マニュエル・ルグリ ;  パ
リ・オペラ座管弦楽団

1995 DV00-969

パーン, ヴェロー
モニク・ルディエール ; マニュエル・ルグリ ; パリ
国立歌劇場管弦楽団

不明 LD01-046

ローレンス, アシュレー
アレッサンドラ・フェリ ; ウエイン・イグリング ; コ
ヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団

1984 LD00-808

楽譜
Belwin Mills <全集版> Ｃ18-347

Editio Musica
B10-922
B90-366 (富)

Sikorski C21-066

Sikorski
Ｃ38-002
C90-615 (富)

　　　プロコフィエフ：バレエ　ロメオとジュリエット　Ｏｐ．６４　（1935）

★全曲

★10の小品 Op.75
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

北山正 全音楽譜 C98-608 (富)

アシュケナージ, ヴラディーミル 1994
CD07-812
CD93-306 (富)

ノヴィツカヤ, エカテリーナ・エルヴィ 1976 CD09-457

ガヴリーロフ, アンドレイ 1979 CD00-514

ガヴリーロフ, アンドレイ 1992
CD05-357
CD19-642
CD98-407 (富)

ギンジン, アレクサンドル 1998 CD20-655

チュウ, フレデリック 1994 CD20-426

ベルマン, ボリス 1990 CD20-682

ルガンスキー, ニコライ 2003 CD25-472

上原彩子 2007 CD80-197 (富)

楽譜
Belwin Mills <全集版> C18-474

全音楽譜
B10-198
B92-558 (富)

Sheldon, Harold MCA Music A00-756

録音資料
スクロヴァチェフスキ,
　　　　　　　スタニスラフ

ミネソタ管弦楽団 1962 CD20-248

チョン, ミョンフン
　　　【抜粋】

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1993 CD91-536 (富)

ムーティ, リッカルド フィラデルフィア管弦楽団 1981
CD20-587
CD91-519 (富)

ヤルヴィ, ネーメ ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 1984 CD20-247

ヤルヴィ, パーヴォ シンシナティ交響楽団
2002-
2003

CD24-535            

ロストロポーヴィチ,
　　　　　　ムスチスラフ

ワシントン・ナショナル交響楽団 1982
CD18-369
CD91-522 (富)

楽譜
Belwin Mills <全集版> C18-475

全音楽譜
A07-663
B92-559 (富)

Sheldon, Harold MCA Music A00-757

録音資料
スクロヴァチェフスキ,
　　　　　スタニスラフ

ミネソタ管弦楽団 1962 CD20-248

チョン, ミョンフン
　　　【抜粋】

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1993 CD91-536 (富)

ムラヴィンスキー,
　　　　　イフゲニー

レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団
1988
-1961

CD97-023 (富)

ヤルヴィ, ネーメ ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 1985 CD20-247

ヤルヴィ, パーヴォ シンシナティ交響楽団 2002 CD24-535            

ロストロポーヴィチ,
　　　　　ムスチスラフ

ワシントン・ナショナル交響楽団 1982
CD18-369
CD91-522 (富)

★組曲第1番 Op.64bis

★組曲第2番 Op.64ter

録音資料
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

映像資料
ムラヴィンスキー,
　　　　　イフゲニー

レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 1982 VT00-785

楽譜
Belwin Mills B04-084

Belwin Mills　<全集版> C19-507

全音楽譜
B10-224
B92-560 (富)

録音資料

チョン, ミョンフン
　　　【抜粋】

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1993 CD91-536 (富)

ヤルヴィ, ネーメ ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団 1986 CD20-247

ヤルヴィ, パーヴォ シンシナティ交響楽団 2003 CD24-535

楽譜
Belwin Mills (vocal score) B00-064 

Ricordi (vocal score)
B04-753
B07-543
B90-585 (富)

Toscani, Claudio
　
Ricordi

atto1:
atto2:

comment
ary:

C35-500
C35-501

B13-670

Toscani, Claudio Ricordi (vocal score) B13-761

録音資料

アバド, ロベルト
エヴァ・メイ(S) ; ヴェッセリーナ・カサローヴァ
(MS) ； ラモン・ヴァルガス（T) ; バイエルン放送
合唱団・交響楽団

1997 CD20-415

カンパネッラ, ブルーノ
カティア・リッチャレッリ ; ダイアナ・モンタギュー ;
ダノ・ラファンティ  ; フェニーチェ劇場合唱団・管
弦楽団

1991 CD36-210

カンポリ, アンジェロ
ジュシー・デヴィヌー ; アンナ・カテリーナ・アント
ナッチ ; ルカ・カノニーチ ; ナポリ・サン・カルロ
座管弦楽団・合唱団

1995 CD21-080

ムーティ, リッカルド
アグネス・バルツァ ; エディタ・グルベローヴァ ;
グウィン・ハウェル ; コヴェント・ガーデン王立歌
劇場合唱団・管弦楽団

1984
CD13-805
CD14-922

ルイージ, ファビオ
アンナ・ネトレプコ(S) ; エリーナ・ガランチャ(MS)
; ジョセフ・カレヤ(T) ; ウィーン・ジングアカデミー
; ウィーン交響楽団

2008
CD34-942
CD35-001

映像資料

アコチェッラ, ルチアーノ
パトリツィア・チョーフィ ; クララ・ポリート ; ダニロ・
フォルマッジャ ; ブラティスラヴァ室内合唱団 ;
イタリア国際管弦楽団

2005 ＤＶ00-824

　　　ベッリーニ：カプレーティとモンテッキ　（1830）

★組曲第3番 Op.101
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

カンパネッラ, ブルーノ
カティア・リッチャレッリ ; ダイアナ・モンタギュー ;
ダノ・ラファンティ  ;　フェニーチェ劇場合唱団・
管弦楽団

1991 ＶＴ01-038

楽譜

Barenreiter <新全集>
C25-479
Ｃ96-609 (富)

Kalmus <旧全集> C13-023 

Eulenburg
A01-657
A04-638
A91-645 (富)

Holman, D. Kern Barenreiter B09-888     　　  

Wernhard, Eike Barenreiter (vocal score) B09-370 

Arr. for piano Editio Musica Bdapest
B10-922
B90-366 (富)

Arr. for two pianos by Kocsis,
Zoltan

Editio Musica C16-205

録音資料

インバル, エリアフ

ナディーヌ・デニーズ(MS) ; ヴィルソン・コール
(T) ; ロバート・ロイド(Br) ; ケルン放送合唱団 ;
南ドイツ放送合唱団 ;  リアス室内合唱団 ; フラ
ンクフルト放送交響楽団

1988 CD97-479　(富)

ガーディナー,
　　　　　ジョン・エリオット

キャサリン・ロビン(Contralto) ; ジャンーポール・
フシェクール(T) ; ジル・カシュマイユ(Bass-Bar)
; オルケストル・レヴォリュショネール・エ・ロマン
ティーク

1995
CD10-209
ＣＤ90-800 (富)

ガルデッリ・ランベルト
ブリギッテ・ファースベンダー ; ニコライ・ゲッダ ;
ジョン・シャーリー=カーク(Br) ; ウィーン国立歌
劇場合唱団 ; ORF合唱団 ; ORF交響楽団

1983
v.1 P18-800
v.2 P18-801

コンドラ-シン, キリール
      【抜粋】

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
1974
-1980

CD24-130

ジュリーニ, カルロ・マリア
      【抜粋】

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1972 CD30-583

ジンマン, ディヴィッド
      【抜粋】

ボルチモア交響楽団 1987 CD20-062

チェリビダッケ,　セルジュ
      【抜粋】

トリノRAI放送交響楽団 1960 CD17-064

デーヴィス, サー・コーリン
パトリシア・カーン(Contralto) ; ロバート・ティア
(T) ; シャーリー・カーク(B) ; ジョン・オールディス
合唱団 ; ロンドン交響楽団

1968
-1979

CD19-247

トスカニーニ,  アルトゥーロ
　　　【抜粋】

NBC交響楽団
1945
-1953

CD91-843 (富)

ブーレーズ, ピエール
メラニー・ディーナー ; ケネス・ターヴァー ; デニ
ス・セドフ ; クリーヴランド管弦楽団・合唱団

2000 CD99-365 (富)

モントゥー, ピエール
レジーナ・レズニック(Contralto) ; アンドレ・ター
プ(T) ; デイヴィッド・ウォード(B) ; ロンドン交響楽
団合唱団 ; ロンドン交響楽団

1962 CD90-799 (富)

レヴィン, ジェイムズ

アンネ・ゾフィー・フォン・オッター (MS) ; フィリッ
プ・ラングリッジ（Ｔ） ; ジェームス・モリス(B) ; リア
ス室内合唱団 ; エルンスト・ゼンフ合唱団 ; ベル
リン・フィルハーモニー管弦楽団

1988 ＣＤ08-962 (富)

　     ベルリオーズ：劇的交響曲　ロメオとジュリエット　Op. 17　（1839）
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

小澤征爾
　　　【抜粋】

サン・フランシスコ交響楽団 1972 P21-872

映像資料

デイヴィス, サー・コリン
ハンナ・シュヴァルツ (A) ; フィリップ・ラングリッジ
(T) ; ペーター・メーヴェン (B) ; バイエルン放送

1985 DV00-643　

バーンスタイン, レナード
　　　【抜粋】

ボストン交響楽団 1973 DV00-629　

楽譜
Bauman, Thomas Garland C19-404      

録音資料

Schneider, Ｍｉｃhael

ヘルマン・トロイシュ ; Christoph Tomanek ;
Heidrun Kordes ; ラ・スタジオーネ・フランク
フルト

1997 CD15-596　

楽譜
Garland C15-155　

楽譜
Ricordi (vocal score) C13-762　

録音資料
シュタットルマイアー,
　　　　　　　　　ハンス

バンベルク交響楽団 2001 CD26-889　

シュナイダー, ウルス
スロヴァキア国立コシツェ・フィルハーモニー
管弦楽団

1994 CD16-498

ダヴァロス,
　　　　フランチェスコ

フィルハーモニア管弦楽団　（マクダウェル版） 1991 CD05-903

録音資料

ロイド=ジョーンズ,
　　　　　デイヴィッド

イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア 2004 CD28-320

ワーズワース, バリー
　　　【抜粋】

BBCコンサート・オーケストラ 1998 CD33-226

楽譜
Arr. for piano Chester Music C41-916

　　　ロータ：Ａ　ｔｉｍｅ　ｆｏｒ　ｕｓ　（映画「ロメオとジュリエット」より）　（1968）

　　　マクファーレン：ロメオとジュリエットのための序曲　（1836）

　　　マリピエロ：オペラ　天国と地獄の世界　（1950）

　　　ランバート：バレエ　ロメオとジュリエット　（1926）

　　　ラフ：「ロメオとジュリエット」のための序曲　（1882）

　　　ベンダ：ジングシュピール　ロメオとユリエ　（1776）
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校訂者/編集者  / 指揮者 出版社　/　演奏者 録音年 請求記号

Arr. for female chorus
with piano acc. by 大六和元

全音楽譜 B91-079 (富)

Arr. for female chorus
with piano acc. by 福井幾

全音楽譜 B91-099 (富)

録音資料

ジョージ・ベンソン, アール・クルー(g) ; マーカ
ス・ミラー(b) ; グレッグ・フィリンゲインズ(key,
syn) ; ハーヴェイ・メイソン(ds) ; ポール・ジャクソ
ン(g) ; ポウリーニョ・ダ・コスタ(perc)

不明 CD11-506

ヘンリー・マンシーニ楽団 ; ヘンリー・マンシー
ニ

不明 CD12-214

ボストン・ポップス ; アーサー・フィードラー
1970-
1973

CD91-848 (富)

Arr. by 前田憲男
宮本文昭(oboe) ; 荒川康男(bass) ; 中牟礼貞則
(guitar) ; 前田憲男(piano) ; 猪俣猛(drums)

1983 CD96-394 (富)

Arr. for two guitars ゴンチチ 1999 CD22-557
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資料種別　　　　　　　著者 標題 出版社 請求記号

小田島雄志訳 ロメオとジュリエット(シェイクスピア全集. 1) 白水社 W10-225

坪内逍遥訳 ザ･シェークスピア : 全戯曲 第三書館 WS01-359

中野好夫他訳
ロミオとジュリエット（シェイクスピア. 1） (世界古典文
学全集；　41)

筑摩 W05-019

中野好夫訳 ロミオとジュリエット（シェイクスピア全集巻6 悲劇I） 筑摩書房 W04-482

福田恒存訳 ロメオとジュリエット（シェイクスピア全集第3巻） 新潮社 W06-933 

福田恒存訳
ロメオとジュリエット ヴェニスの商人　ヘンリー四世
マクベス　リヤ王(新集世界の文学. 1)

中央公論社 W05-560

2. その他の著作

阿部知二他訳

お気に召すまま ; アントニーとクレオパトラ ; アセン
ズのタイモン ; ペリクリーズ ; 冬の夜語り ; あらし ;
ヴィーナスとアドゥニス ; ルークリース (シェイクスピ
ア. 6) (世界古典文学全集；　46)

筑摩 W05-024

小田島雄志訳
恋の骨折り損 ; リチャード二世 ; ジョン王 ; 終わりよ
ければすべてよし ; ペリクリーズ ; シンベリン (シェイ
クスピア全集.6)

白水社 W10-395

小田島雄志訳
十二夜 ; トロイラスとクレシダ ; 尺には尺を ; リア王 ;
マクベス (シェイクスピア全集.2)

白水社 W10-226

小田島雄志訳
タイタス･アンドロニカス ; 夏の夜の夢 ; ジュリアス･
シーザー ; コリオレーナス ; テンペスト (シェイクスピ
ア全集.3)

白水社 W10-227

小田島雄志訳
ヘンリー四世 ; ウィンザーの陽気な女房たち ; ヘン
リー五世 ; 冬物語 (シェイクスピア全集.5)

白水社 W10-229

小田島雄志訳
ヘンリー六世 ; ヴェローナの二紳士 ; アテネのタイ
モン ; ヘンリー八世 (シェイクスピア全集 7)

白水社 W12-308

小田島雄志訳
間違いの喜劇 ; じゃじゃ馬ならし ; ヴェロナの二紳
士 ; 恋の骨折損 ; 夏の夜の夢 ; ヴェニスの商人
（シェイクスピア全集巻1 喜劇I）

筑摩書房 W04-477

小田島雄志訳
リチャード三世 ; じゃじゃ馬ならし ; ヴェニスの商人
; お気に召すまま ; アントニーとクレオパトラ (シェイ
クスピア全集.4)

白水社 W10-228

小津次郎他訳
アントニオとクレオパトラ ; コリオレーナス ; アセンズ
のタイモン ; ソネット詩集、詩 （シェイクスピア全集巻
8 悲劇III）

筑摩書房 W04-484

小津次郎他訳
ヘンリー六世 ; リチャード三世 ; ヘンリー八世 （シェ
イクスピア全集巻5 史劇II）

筑摩書房 W14-420

小津次郎他訳
ヘンリー六世 ; リチャード三世 ; リチャード二世 ; タ
イタス･アンドロニカス (シェイクスピア. 3) (世界古典
文学全集；　43)

筑摩 W05-021

小野協一他訳
空騒ぎ ; お気に召すまま ; 十二夜 ; ウィンザーの陽
気な女房たち ; 終りよければすべてよし (シェイクス
ピア全集巻2 喜劇II）

筑摩書房 W04-478

北川悌二他訳
ジョン王 ; リチャード二世 ; ヘンリー四世 ; ヘンリー
五世 （シェイクスピア全集巻4 史劇I）

筑摩書房 W04-480

中野好夫他訳
空騒ぎ ; 尺には尺を ; コリオレーナス ; シンベリン ;
ヘンリー四世 (シェイクスピア. 4) (世界古典文学全
集；　44)

筑摩 W05-022

シェイクスピア関連の図書・録音・映像資料　（著者の五十音順）
(2010年10月31日現在)

図書
1. ロメオとジュリエット

24



資料種別　　　　　　　著者 標題 出版社 請求記号

平井正穂他訳
尺には尺を ; ペリクリーズ ; シンベリン ; 冬の夜語り
; あらし （シェイクスピア全集巻3　喜劇III）

筑摩書房 W04-479

福田恒存訳 あらし （シェイクスピア全集第15巻） 新潮社 W06-944

福田恒存訳
アントニーとクレオパトラ （シェイクスピア全集第14
巻）

新潮社 W06-943

福田恒存訳 ヴェニスの商人 （シェイクスピア全集第5巻） 新潮社 W06-935

福田恒存訳 お気に召すまま （シェイクスピア全集第9巻） 新潮社 W06-939

福田恒存訳 オセロー （シェイクスピア全集第11巻） 新潮社 W06-940

福田恒存訳 空騒ぎ （シェイクスピア全集第7巻） 新潮社 W06-937

福田恒存訳 コリオレイナス （シェイクスピア全集第16巻） 新潮社 W06-945

福田恒存訳 じゃじゃ馬ならし （シェイクスピア全集第2巻） 新潮社 W06-932

福田恒存訳 十二夜 （シェイクスピア全集第17巻） 新潮社 W06-946

福田恒存訳 ジュリアス･シーザー （シェイクスピア全集第8巻） 新潮社 W06-938

福田恒存訳
タイタス･アンドロニカス （シェイクスピア全集第18
巻）

新潮社 W08-896

福田恒存訳 夏の夜の夢（シェイクスピア全集第4巻） 新潮社 W15-602

福田恒存訳 ハムレット（シェイクスピア全集第10巻） 新潮社 W08-894

福田恒存訳 ヘンリー四世（シェイクスピア全集第6巻） 新潮社 WR00-931

福田恒存訳 マクベス （シェイクスピア全集第13巻） 新潮社 W06-942

福田恒存訳 リア王 （シェイクスピア全集第12巻） 新潮社 W06-941

福田恒存訳 リチャード三世 （シェイクスピア全集第1巻） 新潮社 W07-421

三神勲他訳

トロイラスとクレシダ ; 終りよければすべてよし ; ジョ
ン王 ; ヘンリー五世 ; ヘンリー八世 ; ソネット詩集 ;
詩: 愛人の嘆 ; 悲しむ巡礼者 ; 雑曲ソネット歌 ; 不
死鳥と山鳩 (シェイクスピア. 5) (世界古典文学全
集；　45)

筑摩 W05-023

三神勲他訳

間違いの喜劇 ; じゃじゃ馬ならし ; ヴェロナの二紳
士 ; 恋の骨折損 ; 夏の夜の夢 ; ヴェニスの商人 ;
十二夜 ; ウィンザーの陽気な女房たち (シェイクスピ
ア. 2) (世界古典文学全集；　42)

筑摩 W05-020

3. シェイクスピアについて

シェイクスピア　エリザベス朝の劇作家 研究社 W07-524 

ロメオとジュリエット : マクミラン版 : 全3幕13場 : 新
国立劇場バレエ公演 (2001年公演プログラム)

新国立劇場運
営財団

WS01-840

ロメオとジュリエット : マクミラン版 : 全3幕13場 : 新
国立劇場バレエ公演 (2004年公演プログラム)

新国立劇場運
営財団

WS02-030

Bradket, Andrew Cecil ;
鷲山第三郎訳

シェイクスピア悲劇の研究
内田老鶴圃新
社

W10-207

Gittings, Robert ; 小池
規子訳

シェイクスピアとその世界 南雲堂 W08-662

Kott, Jan ; 蜂谷昭雄、
喜志哲雄訳

シェイクスピアはわれらの同時代人 白水社 W07-518

Wain, John ; 米田一
彦、斎藤衛、尾崎寄春
訳

シェイクスピアの世界 栄宝社 W08-200
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資料種別　　　　　　　著者 標題 出版社 請求記号

Wilson, Dover ; 橘忠
衛、岡崎紘一、増田秀
男訳

シェイクスピアの6悲劇 八潮出版 W07-525

有村祐輔、吉田正俊編
著

シェイクスピアの音楽 大修館書店
U04-114
WS90-081(富)

伊形洋 シェイクスピア作品･人物事典 研究社
WR03-937
(参考図書900)

大山俊一 シェイクスピア　人間観研究 篠崎書林 W09-350

栗駒正和 シェイクスピア : ことばと音楽 音楽之友社 U01-631

斎藤勇 シェイクスピア研究  第12版 研究社 W07-584

高橋康也ほか編 研究社シェイクスピア辞典 研究社出版
WS01-760
(参考図書900)

土居光知 シェイクスピア　(研究社英米文学評伝叢書; 6) 研究社 W12-106

中野好夫 シェイクスピアの面白さ　(新潮選書) 新潮社 W05-908

日本シェイクスピア協会
編

シェイクスピア案内 研究社 W05-909

日夏耿之介編 イギリス抒情詩集　(世界抒情詩選) 河出書房 W17-031

福尾芳昭 シェイクスピア劇のオペラを楽しもう 音楽之友社 WR04-436

福田睦太郎、 菊川倫子 シェイクスピア 清水書院 WR04-101

本田顕彰 シェイクスピア四大悲劇の鑑賞　(教養選書･29)
法政大学出版
局

W07-583 

山浦拓造 シェイクスピア音楽論序説 泰文堂 U01-614 

山本忠雄 シェイクスピアの言語と表現 南雲堂 W08-229

Warbeck, Stephen 恋におちたシェイクスピア : オリジナル・サウンドトラック CD13-786 

マルタン, フランク他 Shakespeare in song CD26-234

モーリー, トマス他 シェイクスピアの音楽 CD16-429

ハムレット（世界名作の旅) VT00-105

栄華の歌　ジョージ王朝のロンドン　（ヨーロッパの都
市と音楽. 4）

LD00-569

映像資料

録音資料

26


	所蔵リスト（作曲者の五十音順）
	ヴァッカイ、カバレフスキー、グノー、スヴェンセン
	チャイコフスキー
	ディーリアス
	バーンスタイン
	プラッハー、プーランク
	プロコフィエフ
	ベッリーニ
	ベルリオーズ
	ベンダ、マクファーレン、マリピエロ、ラフ、ランバート、ロータ

	シェイクスピア関連の図書・録音・映像資料（著者の五十音順）
	図書
	録音資料、映像資料


