
（所蔵　2008.5.1現在)

書名 出版社 出版年 請求記号
白秋全集 岩波書店 1984-88
　　1. 詩集.　1: 邪宗門 W17-309
　　2. 　〃　.　2: 思ひ出 W17-310

　　3. 　〃　.　3: 東京景物誌 ; 真珠抄 ; 白金之独楽 ;
        畑の祭

W17-311

　　4. 　〃　.　4: 水墨集 W17-312
　　5. 　〃　.　5: 海豹と雲 ; 新頌 W17-640
　　6. 歌集.　1: 桐の花 W17-313
　　7. 　〃　.　2: 雲母集 ; 雀の卵 W17-314
　　8. 　〃　.　3: 観相の秋 ; 篁 W17-315
　　9. 　〃　.　4: 風隠集 ; 海阪 W17-316
　　10.　〃　.　5: 白南風 ; 夢殿 W17-317
　　11.　〃　.　6: 渓流唱 ; 橡 W17-491
　　12.　〃　.　7: 黒桧 ; 牡丹の木 W17-814
　　13. 詩歌ノート.　1: 邪宗門ノート ; 思ひ出ノート W17-318

　　14. 詩歌ノート.　2: 黒い皮ノート ; 桐の花ノート ;
         三崎ノート

W17-319

　　15. 詩文評論.  1: 白秋小品 ; 雀の生活 ; 洗心雑話   W17-320
　　16. 詩文評論.  2: 童心 ; お話・日本の童謡 W17-321
　　17. 詩文評論.  3: 季節の窓 ; 風景は動く W17-322
　　18. 詩文評論.  4: 芸術の円光 W17-323
　　19. 詩文評論.  5: フレップ・トリップ W17-324

　　20. 詩文評論.  6: 緑の触角 ; 岩波講座日本文学
         新興童謡と児童自由詩

W17-325

　　21. 詩文評論.  7: 明治大正詩史概観 ; 現代歌論歌話
         叢書北原白秋篇 ; 「詩歌一家言」より

W17-335

　　22. 詩文評論.  8: きよろろ鴬 ; 「旅窓読本」より ;
         「雲と時計」より

W17-567

　　23. 詩文評論.  9: 鑽 ; 香ひの狩猟者 W17-622
　　24. 詩文評論.  10: 短歌の書 W17-686

　　25. 童謡集.  1: とんぼの眼玉 ; 兎の電報 ; まざあ・
         ぐうす ; 祭の笛

W18-071

　　26. 童謡集.  2: 花咲爺さん ; 子供の村 ; 二重虹 ;
         象の子 ; 月と胡桃

W18-072

　　27. 童謡集.  3: 港の旗 ; 朝ノ幼稚園 ; 満州地図 ;
         七つの胡桃

W18-149

　　28. 童謡集.  4: 風と笛 ; 太陽と木銃 ; 国引 W18-164
　　29. 歌謡集.  1: 白秋小唄集 ; 日本の笛 ; あしの葉 W18-069
　　30. 歌謡集.  2: 北原白秋地方民謡集 ; 青年日本の歌 W18-070
　　31. 歌謡集.  3: 躍進日本の歌 ; 歌謡拾遺 W18-170

　　32. 小説: 葛飾文章 ; 哥路 ; 金魚経 ; よぼよぼ順礼 ;
         秋山小助 ; 影

W18-067

　　33. 鑑賞指導.  1: 鑑賞指導児童自由詩集成 W18-068
　　34. 鑑賞指導.  2: 指導と鑑賞児童詩の本 W18-161
　　35. 小篇.  1: 1909(明治42)年より1933(昭和8)年まで W18-210
　　36. 小篇.  2: 1934(昭和9)年より1942(昭和17)年まで W18-230
　　37. 小篇.  3: 主宰誌・同人誌の編集雑記 W18-262

所蔵リスト　図書資料　＜北原白秋＞

白秋の著書

17



　　38. 小篇.  4: 俳句.連句.童話.序跋ほか.アンケート
         への回答.選評

W18-309

　　39. 書簡: 1904(明治37)年より1942(昭和17)年まで WR00-032
　　40. 別巻: 短歌索引, 著作年表, 年譜, 補遺, 題名索引 WR00-350

白秋全童謡集 岩波書店 1992-93

　　1: とんぼの眼玉 兎の電報 まざあ・ぐうす 祭の笛
WR01-793
WR91-581 (富）

　　2: 花咲爺さん 子供の村 二重虹 象の子 月と胡桃
WR01-794
WR90-912 (富）

　　3: 港の旗 朝ノ幼稚園 満州地図 七つの胡桃
WR01-795
WR90-913 (富）

　　4: 風と笛 太陽と木銃 国引 大東亜戦争少国民詩集 WR01-977
　　5: 童謡拾遺 全童謡索引 白秋童謡曲譜集 WR01-978

北原白秋　（日本詩人全集 ; 7) 新潮社 1967 W14-344
北原白秋詩集　（日本の詩集 ; 3) 角川書店 1974 W06-916
北原白秋詩集　（現代詩文庫 ; 1007) 思潮社 1977 W09-376
北原白秋集　（日本近代文学大系 ; 28） 角川書店 1970 WR05-061
近代詩.　1.　（日本現代詩大系 ; 4) 河出書房 1953 W17-074

与謝野寛・与謝野晶子・石川啄木・北原白秋集　（現代日
本文学全集 ; 15)

筑摩書房 1954 W02-201

書名 / 著者名　（シリーズ名） 出版社 出版年 請求記号
音楽が聞える　詩人たちの楽興のとき / 高橋英夫 筑摩書房 2007 WR05-112
北原白秋　（新潮日本文学アルバム ; 25） 新潮社 1986 W17-778
北原白秋 (短歌シリーズ人と作品 ; 9) 桜楓社 1982 W15-342

北原白秋　詩歌の旅　生誕百年記念特別号　（別冊るるぶ
愛蔵版, 23)

日本交通
公社

1965 WT00-902

北原白秋 　詩的出発をめぐって / 玉城徹　（読売選書 ;
30）

読売新聞 1975 W08-731

近代短歌 正岡子規・与謝野晶子・斉藤茂吉・北原白秋 (日
本文学研究資料叢書)

有精堂 1973 W06-328

白秋・迢空 / 宮柊二
河出書房
新社

1984 W16-951

白秋と柳川 / 北原白秋生家保存会
北原白秋
生家保存
会

1969 WR05-193

わが心の詩人たち　藤村・白秋・朔太郎・達治 / 中村真一
郎　（潮ライブラリー）

潮出版社 1998 WR05-192

赤い鳥　復刻版
日本近代
文学館

1979

　　1巻1号 (大7.7)-22巻3号 (昭4.3) ;
ZA04-267～
　　ZA04-393

　　復刊1巻1号 (昭6.1)-復刊12巻3号 (昭11.10)
ZA04-394～
　　ZA04-462

　　復刻版　解説・執筆者索引 ZA06-818 (参）
詩と音楽　復刻版 久山社 1993

　　創刊号 (大11.9)-2巻9号 (大12.10)
ZA13-479～
　　ZA13-491

　　復刻版別巻: 大正の光と影 ZA13-492

雑誌

白秋について書かれたもの
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　＜日本歌曲について＞
（所蔵　2008.5.1現在)

著者 書名 出版社 出版年 請求記号

藍川由美
これでいいのか、にっぽんのうた　（文春
新書）

文芸春秋 1998 W18-519

猪本隆
新しい日本の歌曲作曲法の研究 : 言葉と
旋律

滋賀大学 WS00-822

岡田豊 この素晴らしき日本の歌たち 論創社 2004 WR04-461
兼常清佐 日本の言葉と唄の構造 岩波書店 1938 WR03-222
木村絹子 日本歌曲におけるうたことばと詩の表現 大阪音楽大学 WS00-598
黒沢弘光解説 日本名歌曲百選詩の分析と解釈 音楽之友社

　　　1巻 1998
WS01-522
WS90-227 (富)

　　　2巻 2002 WS01-966
柴田南雄編 唄には歌詞がある（日本語で生きる, 5） 福武書店 1987 WR90-405 (富)

長峰佐和 日本歌曲の詩想 : 歌唱と指導の手引き 森企画 1998
WS90-283 (富)
WS90-343 (富)

藤原薫
愛の歌・音楽のしるべ : 日本の愛唱歌を
読む

創教出版 1994 WR90-553 (富)

四家文子 日本歌曲のすべて 創彩社 1962 U01-158

四家文子
歌ひとすじの半世紀 : わたしの楽壇史・
交友録

芸術現代社 1978 U00-932

著者 書名 出版社 出版年 請求記号
日本童謡集 : うたのふるさと　（太陽
1974年 1月号, no. 128）

平凡社 1973 U01-914

岩井正浩
子どもの歌の文化史 : 二○世紀前半期
の日本

第一書房 1998 WR03-196

上田信道
謎とき名作童謡の誕生　（平凡社新書
165）

平凡社 2002 W90-315(富）

金田一春彦 童謡・唱歌の世界 主婦の友社 1988 U01-995

河内紀,小島
美子

日本童謡集 (ON books)
　小島美子「童謡」　子どもの歌のルーツ
　河内紀「童心」のゆくえ

音楽之友社 1980
U00-140
W90-153

長久保片雲 野口雨情の生涯 : 創作民謡・童謡詩人 暁印書館 1980 U00-346
こどものうた : 年刊童謡集 日本童謡協会  1992-
　　'03年 WR04-318
　　'04年 WR04-389
　　2006年 WR04-725

畑中圭一 童謡論の系譜 東京書籍 1990
WR01-010
WR91-473(富）

畑中圭一 日本の童謡 : 誕生から九〇年の歩み 平凡社 2007 WR05-031
畑中圭一 文芸としての童謡 : 童謡の歩みを考える 世界思想社 1997 WR90-966(富）
藤田圭雄 解題戦後日本童謡年表 東京書籍 1977 U02-741
三木卓 日本童謡集　（平凡社カラー新書　119） 平凡社 1979 U00-208

山住正己
子どもの歌を語る : 唱歌と童謡　（岩波新
書, 新赤版352）

岩波書店 1994 W18-449

与田準一編
日本童謡集　（岩波文庫　緑-93-
1,342,5904ー5906,緑(31)-093-1）

岩波書店 1957 W90-025(富）

与田準一編 日本童謡集 岩波書店 1994 WR02-326
読売新聞文化
部

唱歌・童謡ものがたり 岩波書店 1999 WR05-121

所蔵リスト　図書資料

＜童謡について＞

日本童謡協会
編
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（所蔵　2008.5.1現在)

著者名 書名 出版社 出版年 請求記号

日本の作曲家（'83音楽の友・音楽芸術別
冊）
　　高木東六、團伊玖磨、平井康三郎

音楽之友社 1983 U03-415

富樫康

日本の作曲家
　　近衛秀麿、高木東六、団伊玖磨、
    信時潔、橋本国彦、平井康三郎、
    山田耕筰

音楽之友社 1956 U02-604

近衛秀麿

近衛秀麿 フィルハーモニー雑記 音楽之友社 1954
U00-654
U00-655
U00-656

近衛秀麿
オーケストラを聞く人へ（もういちど読みた
い）

音楽之友社 1999 WR92-181 (富）

近衞秀麿, 菅原
明朗

樂器圖説 文藝春秋社 1933 WS01-102

大野芳
近衛秀麿 : 日本のオーケストラをつくった
男

講談社 2006 WR04-853

小松耕輔

小松耕輔 音楽の花ひらく頃 : わが思い出の楽壇 音楽之友社 1952
U00-610
U00-611

小松耕輔 現代音楽の奔流 春秋社 1935 U01-869
小松耕輔 現代佛蘭西音樂 アルス 1927 U02-046

小松耕輔 和声学（全音叢書）
全音楽譜出
版社

1958 U01-037

高木東六

高木東六
伴奏のつけ方 : 作曲II（カセットによる音楽
基礎講座, 5）

音楽之友社 1971 WS00-960

高木東六
メロディの作り方（カセットによる音楽基礎
講座, 4）

音楽之友社 1971 U00-991

高木圀夫 高木東六ファンタジア : 永遠の調べ 文園社 2002 WR03-932

団伊久磨

團伊玖磨 青空の音を聞いた : 團伊玖磨自伝
日本経済新
聞社

2002
WS01-864
WS90-428 (富）

團伊玖磨 エスカルゴの歌 朝日新聞社 1972 U00-389
團伊玖磨 音楽の小径 読売新聞社 1978 U00-789

團伊玖磨
かんう゛ぁせいしょん・たいむ : 団伊玖磨音
楽的対話集

音楽之友社 1969 U00-792

團伊玖磨 九つの空 朝日新聞社 1971 U00-270
團伊玖磨 好きな歌・嫌いな歌 読売新聞社 1977 U00-791

所蔵リスト　図書資料　＜作曲家について＞

作曲家列伝など

・作曲家の著書を先に掲載した
・他は著者、書名の五十音順
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著者名 書名 出版社 出版年 請求記号

團伊玖磨
建 = Takeru : オペラ全三幕 : 新国立劇場
開場記念公演 : 創作委嘱作品　(公演プロ
グラム）

新国立劇場
運営財団

1997 WS01-490

團伊玖磨
団伊玖磨、音楽の本質を語る（河野保雄対
談集「音と日本人」

芸術現代社 2001 WR03-700

團伊玖磨 パイプのけむり 朝日新聞社
1965-
2001

　　　12 重ね重ね U02-722
　　　20 暮れても WR90-428 (富）
　　　21 晴れても WR90-429 (富）
　　　22 降っても WR90-427 (富）
　　　23 さわやか WR90-431 (富）
　　　24 じわじわ WR90-430 (富）

團伊玖磨 パイプのけむり　ひねもす（朝日文庫） 朝日新聞社 1977- W90-087 (富）
團伊玖磨 八丈多与里 朝日新聞社 1979 U00-390

團伊玖磨 夕鶴 (公演プログラム）
新国立劇場
運営財団

2000 WS01-796

團伊玖磨
私の日本音楽史 : 異文化との出会い（NHK
ライブラリー）

日本放送出
版協会

1999 W18-516

團伊玖磨, NHK
取材班

追跡ムソルグスキー『展覧会の絵』
日本放送出
版協会

1992 WS01-110

団伊玖磨, 小泉
文夫

日本音楽の再発見（講談社現代新書） 講談社 1976 U01-792

小林淳
日本映画音楽の巨星たち. 3:木下忠司・團
伊玖磨・林光

ワイズ出版  2001- WR03-970

中山晋平
斉藤武雄[ほ
か]

カチューシャの唄よ、永遠に : 唄とロマンに
生きた作曲家・中山晋平の全生涯

郷土出版社 1996
WS01-421
WS90-104 (富）

中山卯郎編著 中山晋平作曲目録・年譜 豆ノ樹社 1980 U00-102 （参）
山本茂実 カチューシャ可愛や : 中山晋平物語 大月書店 1994 WR91-644 (富）

信時潔
信時潔 標準樂典教科書 訂正再版 大阪開成館 1927 U00-955
新保祐司 信時潔 構想社 2005 WR04-608

橋本國彦

橋本國彦 旋律の作曲法 : 和声の講義を含めた
全音楽譜出
版社

1948 WR00-311

橋本國彦
和声の講義を含めた旋律の作曲法. 改訂
第3版

全音楽譜出
版社

1988 WR03-888

橋本国彦,下総
皖一

模範音楽通論
全音楽譜出
版社

1955 WR90-126 (富）

橋本国彦,下総
皖一

模範音楽通論. 改訂版
全音楽譜出
版社

1955
U01-021,
U01-022

日本近代音楽
館編

橋本國彦年譜
日本近代音
楽館

1991 WS01-444 (参)

平井康三郎
平井康三郎 合唱編曲法 音楽之友社 1968 U01-107
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著者名 書名 出版社 出版年 請求記号

藤井清水
呉市昭和地区
郷土史研究会
編

藤井清水 : 作曲家
呉市昭和地
区郷土史研
究会

1981 U03-570

呉市藤井清水
の会

藤井清水 生誕百周年記念誌
呉市藤井清
水の会

1989 WR00-614

本居長世
金田一春彦 十五夜お月さん : 本居長世人と作品 三省堂 1983 U03-322
松浦良代 本居長世 : 日本童謡先駆者の生涯 国書刊行会 2005 WR04-594

梁田貞
岩崎呉夫 音楽の師梁田貞 : 人とその作品 東京音楽社 1977 U02-509

岩崎呉夫
音楽の師梁田貞 : 「城ケ島の雨」「どんぐり
コロコロ」の作曲者 人とその作品

東京音楽社 1981 WR91-359 (富）

山田耕筰
山田耕筰 山田耕筰著作全集 岩波書店 2001

　　1.近代舞踊の烽火 ; 作曲者の言葉 ;
      音樂の法悦境 ; 未刊隨想1

WS01-804
WS90-413 (富）

　　2.私の觀た現代の大作曲者 ;
　　　未刊隨想2

WS01-806
WS90-414 (富）

　　3.若き日の狂詩曲 ; 耕筰樂話 ; 耕筰
      随筆集 ; 未刊隨想3 ; 未刊隨想補遺 WS01-807

山田耕筰
はるかなり青春のしらべ : 自伝/若き日の
狂詩曲

かのう書房 1985
U04-069
WR91-878 (富）

山田耕筰
はるかなり青春のしらべ : 自伝/若き日の
狂詩曲

エムディシー 2003 WR92-529 (富）

山田耕筰
自伝若き日の狂詩曲　（中公文庫 ; や-36-
1）

中央公論社 1996
W18-548
W90-063 (富）

山田耕筰 生れ月の神秘 有楽出版社 2005 WR04-855

丘山万里子 からたちの道 : 山田耕筰 深夜叢書社 2002
WR04-142
WR92-528 (富）

掛下慶吉 昭和楽壇の黎明　楽団生活四十年の回想 音楽之友社 1973 U01-928

西条嫩子文 ;
藤川秀之絵

日本歌曲の父山田耕筰（ジュニア音楽図
書館作曲家シリーズ）

音楽之友社 1982 WR05-130

遠山音楽財団
付属図書館編

山田耕筰作品資料目録
遠山音楽財
団付属図書
館

1984
U03-727 （参）
U03-767

日本楽劇協会
編

この道 : 山田耕筰伝記 恵雅堂出版 1982 U03-110

日本近代音楽
館編

山田耕筰年譜
日本近代音
楽館

1996 WS01-424 (参）

淵眞吉 楽聖山田耕筰を囲む人びと 赤とんぼの会 1996
WR02-773
WR90-584 (富）
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（所蔵　2008.5.1現在)

出版社／演奏者 請求記号

合唱（児童）
カワイ出版 B14-033

独唱とピアノ
音楽之友社 B91-233（富）

グランまま社 B92-946（富）

東亜音楽社 B92-576（富）

ひかりのくに B92-952（富）, B92-953（富）

音楽之友社 A92-348（富）

講談社 C39-925

独唱
鮫島有美子, soprano ; 室内管弦楽団 ; 南安雄, conductor CD26-274

鮫島有美子, soprano ; 室内管弦楽団 ; 南安雄, conductor CD32-119

しゅうさえこ, voice CD31-824

重唱・合唱
コーロ・カロス ; 青島広志, piano ; 栗山文昭, cond CD16-937

由紀さおり, 安田祥子, singers ; 栗林稔, piano CD18-133

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

曲集 （2, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33,
35)

音楽之友社（日本歌曲全集, 32） B07-717, B07-874

東亜音楽社 B92-576 (富)

音楽之友社 A92-348 (富)

Zen-on Music Co.
B04-553. B07-505,
B90-966 (富)

カワイ出版 B14-033

音楽之友社 B04-998

楽譜

楽譜

録音資料

無伴奏

資料種別・編成

無伴奏

楽譜
独唱とピアノ

南の風の

合唱（女声）

ちんちん千鳥

合唱（混声）

ゆりかごの歌

草川　信

近衛　秀麿

所蔵リスト　音楽資料
＊藤田圭雄編「白秋愛唱歌集」（A08-690）に掲載されている曲の所蔵リストである。

＊作曲者・曲名順で、一曲の中は楽譜（編成別・出版社名順）、
   録音資料（編成別・演奏者名順）、映像資料の順に掲載。（いずれも五十音順）

＊曲集のリストは巻末（p.50）に有り。
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

伊藤京子, soprano CT01-877

伊藤京子, soprano ; ビクター・オーケストラ CT02-708

木村, 宏子, mezzo-sop. ; 木村, 潤二, piano CT01-561, CT01-596

木村, 宏子, mezzo-sop. ; 木村, 潤二, piano CT02-436

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-396, CD92-590 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

鈴木寛一, tenor ; コロムビア・オーケストラ CT03-110

関 定子, soprano ; 塚田 佳男, piano CD24-144, CD26-266

中村健, tenor ; 三浦洋一, piano CD03-606, CD04-179

藤原義江, tenor ; 日本ビクター交響管弦楽団 CD03-607, CD04-180

藤原義江, tenor ; 弦楽合奏団 ; 近衛秀麿, conductor P06-525

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

合唱団京都エコー ; 藤沢篤子, piano ; 浅井敬壱,
conductor CD23-593

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 岩城宏之, conductor CD17-990

由紀さおり, 安田祥子, singers ; 栗林稔, piano CD18-133

春秋社（世界音楽全集, 13) B04-879, C21-014

全音楽譜出版社
B03-733, B06-374,
B07-196, B91-091（富）

曲集 （2, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29)

音楽之友社（世界大音楽全集. 声楽篇, 23) B08-309

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) B07-687, B07-844

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) C94-088 (富)

秋元雅一朗, voice ; 木村潤二, piano CT01-560, CT01-595

上田慶子, voice ; 鷹取淑子, piano CT02-437

右近義徳, baritone ; 大町朋子, piano CT01-889

鈴木寛一, tenor ; コロムビア・オーケストラ CT03-109

永田峰雄, tenor ; 三浦洋一, piano CD04-149

藤原義江, tenor ; ミラノ・スカラ座管弦楽団 ; カルロ・サバ
イノ, conductor P06-525

独唱

垣の壊れ
楽譜

独唱とピアノ

録音資料

録音資料
独唱

泊り船 (泊り舟)
楽譜

独唱とピアノ

重唱・合唱

小松　耕輔
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
柳兼子, alto ; 木村潤二, piano CT02-532

曲集（14, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27)

音楽之友社（世界大音楽全集. 声楽篇, 23) B08-309

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) B07-687, B07-844

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) C94-088 (富)

関屋敏子, soprano ; ミラノ・スカラ座管弦楽団 ; ピチネリ,
conductor CT02-352

永田峰雄, tenor ; 三浦洋一, piano CD04-149

Kawai Gakufu B01-506

全音楽譜出版社
B00-125, B03-734,
B06-375, B91-090 (富)

音楽之友社 B91-409 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD32-184

曲集（5, 8, 32)

音楽之友社 B01-251, B01-252

音楽之友社 B91-353 (富)

音楽之友社 (最新・日本歌曲全集) C32-451, C98-169 (富)

音楽之友社 (日本歌曲全集, 25) B07-710, B07-867

音楽之友社 (日本歌曲全集, 35) C94-121 (富)

東京音楽書院
B00-477, B06-141,
B09-160

東京書籍 C26-678

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-599, CD04-172

釜洞祐子, soprano ; 塚田佳男, piano CD31-816

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD01-498, CD92-457 (富)

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD21-133

鳴海真希子, alto ; ホッペ, トーマス, piano CD24-906

紺屋のおろく
楽譜

独唱とピアノ

合唱（混声）

録音資料
独唱

高木東六

録音資料
独唱

芭蕉
楽譜

独唱とピアノ

録音資料
独唱

団　伊玖磨
秋の野　　「六つの子供のうた」より

楽譜
独唱とピアノ
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

曲集（4, 5, 8, 36)

音楽之友社 B01-251, B01-252

音楽之友社 B91-353 (富)

音楽之友社 (最新・日本歌曲全集) C32-451, C98-169 (富)

音楽之友社 (日本歌曲全集, 25) B07-710, B07-867

音楽之友社 (日本歌曲全集, 35) C94-121 (富)

春秋社 B91-749 (富)

東京音楽書院
B00-477, B06-141,
B09-160

東京書籍 C26-679

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-599, CD04-172

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD21-133

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

ダーク・ダックス ; ピアノ伴奏, 横森正 CD31-823

音楽之友社 B01-251, B01-252

音楽之友社 B91-353 (富)

音楽之友社 (最新・日本歌曲全集) C32-451, C98-169 (富)

音楽之友社 (日本歌曲全集, 24) B07-709, B07-866

音楽之友社 (日本歌曲全集, 33) C94-119 (富)

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-598, CD04-171

木下保, tenor ; 三浦洋一, piano CD31-500

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD21-133

曲集 （1, 22, 23, 24)

Zen-on Music B14-105

音楽之友社 B01-251, B01-252

音楽之友社 B91-353 (富)

音楽之友社（最新・日本歌曲選集） C32-452

音楽之友社（日本歌曲全集, 24) B07-709, B07-866

音楽之友社（日本歌曲全集, 33) C94-119 (富)

全音楽譜出版社 B00-481, B91-138

さより　　「六つの子供のうた」より
楽譜

楽譜
独唱とピアノ

独唱

重唱・合唱

録音資料

春の鳥　　「三つの小唄」より

舟歌（片恋）　　「五つの断章」より
楽譜

独唱とピアノ

独唱とピアノ

独唱

録音資料
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-598, CD04-171

大橋ゆり, soprano ; 朴令鈴, piano CD30-234

木村宏子, mezzo-soprano ; 木村潤二, piano CT01-564, CT01-599

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD22-912, CD92-461 (富)

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD21-133

ショパン B13-817

東京書籍 C26-677

音楽之友社 A92-348 (富)

講談社 C39-925

藍川由美, soprano ; 花岡千春, piano CD08-286

岩田佐智子, voice ; ビクター・オーケストラ CD29-485

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

少年少女合唱団みずうみ CD31-824

音楽之友社 A92-348 (富)

春秋社（世界音楽全集, 19） B04-881, C21-017

初代コロムビア・ローズ, voice CD04-896

春秋社（世界音樂全集, 19） B04-881, C21-017

春秋社（世界音樂全集, 19） B04-881, C21-017

独唱

今度生れたら
楽譜

録音資料

楽譜

録音資料

中山　晋平

げんげ草
楽譜

無伴奏

恋の鳥

独唱とピアノ

雨ふり
楽譜

無伴奏

独唱とピアノ

酒場の唄
楽譜

独唱とピアノ

独唱

独唱
録音資料

独唱とピアノ

重唱・合唱
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

藍川由美, soprano ; 花岡千春, piano CD08-286

中山歌子, voice CD04-896

音楽之友社 B91-234 (富)

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) B07-687, B07-844

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) C94-088

春秋社（世界音樂全集, 19） B04-881, C21-017

音楽之友社 B91-313 (富)

藍川由美, soprano ; 花岡千春, piano CD08-286

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD04-149

大川栄策, voice CD04-896

鮫島有美子, soprano ; 器楽アンサンブル ; 青島広志指揮 CD02-876, CD05-294

鮫島有美子, soprano ; 器楽アンサンブル ; 青島広志指揮 CD26-276

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

曲集 （4, 7, 10, 11, 22)

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) B07-687, B07-844

音楽之友社（日本歌曲全集, 2) C94-088 (富)

音楽之友社 A92-348 (富)

講談社 C39-925

音楽之友社 B91-234 (富)

カワイ出版 B14-033

音楽之友社 B91-313 (富)

カワイ出版 B10-221

藍川由美, soprano ; 花岡千春, piano CD08-286

藍川由美, soprano and narrator ; 安宅薫, piano CD29-226

五十嵐喜芳, tenor ; 川口耕平, piano CT02-434

石川さゆり, voice CD09-325

木村俊光, baritone ; 木村潤二, piano CT02-334

鮫島有美子, soprano ; 室内管弦楽団 ; 南安雄, conductor CD32-119

関 定子, soprano ; 塚田 佳男, piano CD24-144, CD26-266

独唱とピアノ

合唱（女声）

独唱

重唱・合唱

合唱（女声）

録音資料

無伴奏

合唱（混声）

二重唱

独唱とピアノ

独唱
録音資料

砂山
楽譜

楽譜

録音資料
独唱

さすらいの唄
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano CD04-149

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

渡辺はま子, voice ; ビクター・オーケストラ CD29-485

合唱団京都エコー ; 藤沢篤子, piano ; 浅井敬壱,
conductor CD23-593

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

日本女声合唱団 ; 北野実, piano ; 北村協一, conductor CT03-000

春秋社（世界音楽全集, 19） B04-881, C21-017

藍川由美, soprano ; 花岡千春, piano CD08-286

中山歌子, voice CD04-896

春秋社（世界音楽全集, 19） B04-881, C21-017

春秋社（世界音楽全集, 19） B04-881, C21-017

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

春秋社（世界音楽全集, 19） B04-881, C21-017

金子潔, voice CD04-896

神奈川新聞社 C39-924

新興楽譜出版社 B07-729

東京書籍 C26-677

山の唄
録音資料

重唱・合唱

重唱・合唱

赤い鳥小鳥
楽譜

独唱とピアノ

煙草のめのめ
楽譜

独唱とピアノ

にくいあん畜生
楽譜

独唱とピアノ

楽譜

録音資料
独唱

独唱とピアノ

録音資料
独唱

別れの唄
楽譜

独唱とピアノ

花園の恋

成田　為三
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

大和田りつこ, voice CD31-824

桜井妙子, voice ; アンサンブル・プティ P20-673

春秋社（世界名曲全集. 声楽篇） B00-381, B00-382

新興楽譜出版社 B07-730

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD32-185

曲集（17, 19, 22）

Zen-on Music
B01-318, B01-319,
B90-985 (富)

音楽之友社（日本歌曲全集, 9) C94-095

藍川由美, soprano ; 花岡千春, piano CD11-377

右近義徳, baritone ; 大町朋子, piano CT01-889

田島好一, baritone ; 岩崎淑, piano CT01-890

ダーク・ダックス ; ピアノ伴奏, 横森正 CD31-823

春秋社（世界音楽全集, 9) B04-876

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

録音資料

信時　潔

独唱

独唱

独唱

録音資料
重唱・合唱

録音資料

雨
楽譜

独唱とピアノ

合唱（男声）

百姓唄

ビール樽

独唱とピアノ

帰去来

録音資料

楽譜

楽譜

橋本　国彦

独唱とピアノ

重唱・合唱

葉っぱっぱ　（はっぱ）
楽譜
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

Edition Zen-on
B00-122, B09-250,
C24-711, B91-061 (富)

Kawai Gakufu C38-388

音楽之友（日本歌曲全集, 10） B07-695, B07-852

音楽之友（日本歌曲全集, 11） C94-097 (富)

出版社不明 C17-318

中沢桂, soprano ; 木村宏子, mezzo-soprano ; 永田峰雄,
tenor ; 立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano CD03-584, CD04-157

平井康三郎, voice ; 塚田佳男, piano CD09-208

曲集（2, 20, 21, 22, 24)

音楽之友社 B06-176

右近義徳, baritone ; 大町朋子, piano CT01-889

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD01-498, CD92-457 (富)

立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano P04-019, P19-357

仲芳也, baritone CT02-355

中村健, tenor ; 三浦洋一, piano CT01-562, CT01-597

平野忠彦, baritone ; 呉恵珠, piano CD27-628

四家文子, voice ; ピアノ伴奏 CD23-549

全音楽譜出版社
B00-125, B03-734,
B06-375, B91-090 (富)

音楽之友社 C36-176

立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano P04-019, P19-357

楽譜
あの子この子

録音資料

楽譜
独唱とピアノ

独唱

録音資料

歌曲集「日本の笛」　全曲

楽譜
独唱とピアノ

独唱

あの子この子、追分、かじめとたんぽぽ、びいでびいで、祭りもどり　を含む

追分

独唱とピアノ

平井　康三郎

独唱とピアノ

かじめとたんぽぽ
楽譜

録音資料
独唱
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

曲集（8, 20, 24)

全音楽譜出版社 B91-092 (富)

カワイ出版 B14-033

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD32-184

立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano P04-019, P19-357

中村健, tenor ; 三浦洋一, piano CT01-562, CT01-597

全音楽譜出版社
B00-125, B03-734,
B06-375, B91-090 (富)

音楽之友社 B01-322

東京書籍 C26-677

音楽之友社 A92-348 (富)

カワイ出版 B04-670

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

由紀さおり, 安田祥子, voice ; 栗林稔, piano CD18-133

Fujii Kiyomi Kakyokushu Kankokai B13-169

藤井清水歌曲集刊行会 B04-318

川口京子, voice ; 長谷川芙佐子, piano CD30-232

関 定子, soprano ; 塚田 佳男, piano CD24-147

合唱（混声）

藤井　清水

楽譜

独唱とピアノ

独唱

独唱とピアノ

祭もどり

お月見

合唱（女声）

録音資料

びいでびいで

独唱とピアノ

無伴奏

楽譜

楽譜

楽譜

独唱とピアノ

雨

弘田　竜太郎

独唱

重唱・合唱

録音資料

録音資料
独唱
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

Fujii Kiyomi Kakyokushu Kankokai B13-169

藤井清水歌曲集刊行会 B04-318

Fujii Kiyomi Kakyokushu Kankokai B13-169

藤井清水歌曲集刊行会 B04-318

春秋社（世界音楽全集, 19) B04-881, C21-017

カワイ出版 B14-033

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

西六郷少年少女合唱団 ; 佐藤一枝, piano ; 鎌田典三郎,
conductor CT02-546

如月社 B04-731, B07-684

水星社 B07-683

曲集 （2, 4, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 36)

音楽之友社 B06-176

音楽之友社 (日本歌曲全集, 2) B07-687, B07-844

音楽之友社 (日本歌曲全集, 2) C94-088 (富)

神奈川新聞社 C39-924

音楽之友社 A92-348 (富)

無伴奏

楽譜
独唱とピアノ

独唱とピアノ
楽譜

独唱とピアノ

合唱（混声）

本居　長世

重唱・合唱

録音資料

短夜

独唱

ちゃっきり節

独唱とピアノ

楽譜

びいでびいで
楽譜

独唱とピアノ

独唱とピアノ

梁田　貞
城ヶ島の雨

楽譜

町田　嘉章

搗布と蒲公英(かじめとたんぽぽ）

雪のふる晩
楽譜

33



出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
講談社 C39-925

カワイ出版 B14-033

Zen-on Music Co.
B04-552, B07-504,
B90-967 (富)

Zen-on Music C36-625

伊藤京子, soprano ; 東芝レコーディング・オーケストラ P20-669

内村貹子, voice ; 福井洋子, piano CT02-437

右近義徳, bariton ; 大町朋子, piano CT01-889

梅原秀次郎, bass ; アンサンブル・リュネール CT02-435

奥田良三, tenor CD04-894

奥田良三, tenor ; 日本ポリドール・サロン・オーケストラ CD31-468

木村俊光, baritone ; 木村潤二, piano CT02-334

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-396, CD92-590 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

宍倉正信, voice ; ロマンツアー・ポップスオーケストラ ; 石
丸寛, conductor CT03-134

菅野芳子, voice CT02-355

鈴木寛一, tenor ; 芳山尚子, piano CT01-577

鈴木寛一, tenor ; 芳山尚子, piano CT03-110

戸田政子, soprano ; 木村潤二, piano CT01-561, CT01-596

長門美保, soprano ; シャンブル・サンフォニエット ; 平井哲
三郎, conductor CD28-871

中村健, tenor ; 木村潤二, piano CT02-436

中村健, tenor ; 木村潤二, piano CT02-708

中村健, tenor ; 三浦洋一, piano CD04-149

中村健, tenor CT01-877

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

三浦尚子, voice ; アンサンブル・プティ ; 岩井直溥,
conductor CD31-163

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

ダーク･ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 田中信昭, conductor CD17-990

東京混声合唱団 ; 岩城宏之, conductor CD24-371

音楽之友社（日本歌曲全集, 3) B07-688, B07-845

音楽之友社（日本歌曲全集, 3) C94-089 (富)

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

春秋社（世界音楽全集　声楽篇) B06-265

山田　耕筰

重唱・合唱

合唱（混声）

独唱とピアノ

合唱（男声）

録音資料
独唱

楽譜
AIYANの歌　　「AIYANの歌」より
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
春秋社（山田耕筰全集, 2) B06-294, C36-784

第一法規出版（山田耕筰全集, 2) C33-419

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-577, CD04-150

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

瀬山詠子, soprano ; 入江真知子, piano CD03-178, CD09-569

田中千恵子, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD05-568, CD92-459 (富)

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-849

曲集 （10, 11, 12)

音楽之友社 B91-233 (富)

音楽之友社(日本歌曲全集, 5) B07-690, B07-847

神奈川新聞社 C39-924

春秋社（山田耕筰作品全集, 8)
C21-491, C21-517,
C93-490 (富)

全音楽譜出版社 B07-777, B90-984 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 4) C32-780

カワイ出版 B04-620

Edition Kawai B14-086

カワイ出版 B08-984, B08-985

カワイ出版 B14-033

奥田良三, tenor ; 高木幸三, piano CT02-840

門屋菊子, soprano ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

斎藤昌子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-579, CD04-152

斎藤昌子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-396, CD92-590 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-274

鈴木寛一, tenor ; 日本音楽集団 CT02-743

辻輝子, voice ; コロムビア・オーケストラ CD07-631, CD97-072 (富)

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD05-568, CD92-459 (富)

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-849

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

宮下禮子, voice CD07-632, CD97-073 (富)

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

京都市立芸術大学（混声合唱） ; 石原裕介, cond CD20-663

合唱（児童）

録音資料

合唱（女声）

重唱・合唱

独唱

録音資料
独唱

あわて床屋
楽譜

独唱とピアノ

合唱（混声）
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

ダーク･ダックス ; 横森正, piano CD31-823

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

曲集 （17)

音楽之友社(日本歌曲全集, 5) B07-690, B07-847

春秋社 (山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 3) C32-779

荻野綾子, soprano ; 山田耕筰, piano CD07-626, CD97-067 (富)

工藤博行, baritone ; 高木幸三, piano CT02-840

小森譲, baritone ; 加納和夫, piano CD07-627, CD97-068 (富)

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD07-484

永田峰雄, tenor ; 三浦洋一, piano CD03-579, CD04-152

永田峰雄, tenor ; 三浦洋一, piano CD09-489

細川維, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

宮川美子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山田耕筰,
coductor CD07-630, CD97-071 (富)

渡辺高之助, tenor ; 小林道夫, piano CT03-062

渡辺高之助, tenor ; 小林道夫, piano CT03-063

第一法規出版（山田耕筰全集, 5) C32-781, C33-420

曲集（10, 11, 13, 22）

音楽之友社（日本歌曲全集, 5) B07-690, B07-847

春秋社 B91-749 (富)

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 5) C32-781, C33-420

カワイ出版 B04-620

Edition Kawai B14-086

カワイ出版 B08-984, B08-985

小川明子, alto ; 山田啓明, piano CD24-904

金子一雄, voice CD07-632, CD97-073 (富)

栗本尊子, mezzo-soprano ; 小林道夫, piano CD31-162

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD07-484

合唱（女声）

合唱（混声）

おとめの歌
楽譜

楽譜
独唱とピアノ

かえろかえろと

独唱

独唱とピアノ

馬売り

録音資料

楽譜
独唱とピアノ

録音資料
独唱

36



出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
中村浩子, mezzo-soprano ; 三浦洋一, piano CD03-579, CD04-152

中村浩子, mezzo-soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CD07-627, CD97-068 (富)

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

京都市立芸術大学（混声合唱） ; 石原裕介, conductor CD20-663

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

曲集 （2, 7, 8, 19, 21, 25, 26, 27, 33, 36)

音楽之友社 C94-055 (富)

音楽之友社(日本歌曲全集, 4) B07-689, B07-846

春秋社 B91-749 (富)

春秋社（世界音楽全集 ; 13) B04-879, C21-014

春秋社 (山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

第一法規出版 (山田耕筰全集, 3） C32-779

浅野千鶴子, soprano ; 野辺地瓜丸, piano CD07-630, CD97-071 (富)

岩本敏子, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

内本実, tenor ; 日本コロムビア交響楽団 ; 奥山貞吉,
conductor CD07-629, CD97-070 (富)

小川明子, alto ; 山田啓明, piano CD24-904

尾高綾子, mezzo-soprano ; 尾高惇忠, piano CD29-460

釜洞祐子, soprano ; 塚田佳男, piano CD31-816

木村俊光, baritone ; 木村潤二, piano CT02-334

坂下忠弘, baritone ; 室井摂, piano CD28-831

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD01-498, CD92-457 (富)

神須美子, soprano ; 松山淳子, piano CT02-840

須崎由紀子, soprano ; ピアノ伴奏 CD20-870

中沢桂, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

中沢桂, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

中村健, tenor ; 三浦洋一, piano CT03-062

中村健, tenor ; 三浦洋一, piano CT03-063

福島明也, baritone ; 鈴木真理子, piano CD22-964

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano P06-524

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CT02-743

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-850

宮川美子, voice ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山田耕筰,
conductor CD07-630, CD97-071 (富)

曲集 （7, 14)

音楽之友社（日本歌曲全集, 4) B07-689, B07-846

音楽之友社（日本歌曲全集, 4) C94-090 (富)

独唱

独唱とピアノ

鐘が鳴ります
楽譜

録音資料

楽譜
独唱とピアノ

重唱・合唱

蟹味噌（がねみそ）
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

春秋社（山田耕筰全集, 2) B06-294, C36-784

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD20-939

齊籐晃代, soprano ; 五十嵐恵美, pf CT02-892

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD07-484

中村博之, tenor ; 蓑毛富子, piano CT02-840

細川維, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

曲集 （2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 35, 36)

音楽之友社 C94-055 (富)

音楽之友社（日本歌曲全集, 4) B07-689, B07-846

神奈川新聞社 C39-924

春秋社（山田耕筰作品全集, ７）
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

春秋社（山田耕筰全集, 2） B06-294, C36-784

第一法規出版（山田耕筰全集, 2) C33-419

Zen-on Music Co.
B04-249, B07-506,
B90-968 (富)

カワイ出版 B04-620

Edition Kawai B14-086

Zen-on Music C36-624

五十嵐喜芳, tenor ; 川口耕平, piano CT02-434

伊藤京子 ; 二期会合唱団 CT01-876

伊藤京子 ; 二期会合唱団 ; ビクター・オーケストラ CT02-708

岡部多喜子, soprano ; 森山信, piano CT02-840

小川明子, alto ; 山田啓明, piano CD24-904

荻野綾子, soprano ; 山田耕筰, piano CD07-626, CD97-067 (富)

金子一雄, voice CD07-632, CD97-073 (富)

木村俊光, baritone ; 木村潤二, piano CT02-334

佐々木成子, mezzo-soprano ; 三浦洋一, piano CD31-163

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-112, CD92-456 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

荘田作, voice ; 浅井康子, piano CD16-936

塚本貞子, soprano ; 塚田佳男, piano CD11-169

辻輝子, voice ; コロムビア・オーケストラ CD07-631, CD97-072 (富)

洞谷吉男, baritone ; マイヤー・兼松るり子, piano CD24-591

中村邦子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

中村邦子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

録音資料
独唱

合唱（女声）

独唱

合唱（混声）

楽譜
独唱とピアノ

かやの木山の

録音資料
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

藤原義江, tenor CD03-607, CD04-180

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CD07-627, CD97-068 (富)

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 岩城宏之, conductor CD17-990

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

平松混声合唱団 ; 青島広志, piano ; 栗山文昭, conductor CD16-937

独唱とピアノ
曲集 （2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36）

音楽之友社 C94-059 (富)

音楽之友社(日本歌曲全集, 4) B07-689, B07-846

春秋社 (山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

セノオ音樂出版社 C24-707, C24-708

第一法規出版 (山田耕筰全集） C32-781, C33-420

東京音楽書院 B09-227, B09-228

音楽之友社 A92-348 (富)

講談社 C39-925

合唱（混声）
Ongaku-no-Tomo Edition C33-424

Zen-on Music Co.
B04-552, B07-504,
B90-967 (富)

カワイ出版 B04-620

カワイ出版 B14-033

合唱（女声）
Edition Kawai B14-086

河合楽器製作所・出版部 B09-166, B09-167

カワイ楽譜 B08-998, B08-999

カワイ出版 B08-984, B08-985

合唱（男声）
Zen-on Music C36-625

合唱（児童）
音楽之友社 B05-106

独唱
芦澤夏野, soprano ; 松本康子, piano CT02-042

五十嵐喜芳, tenor ; 川口耕平, piano CT02-434

五十嵐喜芳, tenor ; 東芝レコーディング・オーケストラ P20-669

五十嵐喜芳, tenor ; 東京交響楽団 ; 国分誠, conductor CD04-637

伊藤京子, soprano CT01-876

重唱・合唱

無伴奏

録音資料

楽譜
からたちの花
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

伊藤京子, soprano ; ビクター・オーケストラ CT02-708

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD29-448

伊藤武雄, baritone ; コロムビア・オーケストラ CD07-629, CD97-070 (富)

梅原秀次郎, bass ; 久本, 成夫, piano CT02-435

荻野綾子, soprano ; 山田耕筰, piano CD07-626, CD97-067 (富)

尾高綾子, mezzo-soprano ; 尾高惇忠, piano CD29-460

門屋菊子, soprano ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

川内澄江, soprano ; 高橋靖, piano CT02-840

齊藤晃代, soprano ; 五十嵐恵美, piano CT02-892

佐藤美枝子, soprano ; 村上尊志, piano CD21-583

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD01-498, CD92-457 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

須崎由紀子, soprano ; ピアノ伴奏 CD20-870

辻輝子, voice ; 日蓄管弦楽団 CD07-631, CD97-072 (富)

中沢桂, soprano ; 三浦洋一, piano CT02-707

長門美保, soprano ; シャンブル・サンフォニエット ; 平井哲
三郎, conductor CT02-489

畑儀文, tenor ; ウード・シュニーベルガー, piano CD26-151

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CD07-627, CD97-068 (富)

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano　附：山田耕筰の歌のう
たい方 P07-941

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

ベルトラメリ能子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山
田耕筰, conductor CD07-628, CD97-069 (富)

松永知子, soprano ; ピアノ伴奏 CD17-176

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

宮川美子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山田耕筰,
conductor CD07-630, CD97-071 (富)

森麻季, soprano ; 山岸茂人, piano CD25-048

山田真梨子, soprano ; 東芝レコーディング・アンサンブル ;
山田耕筰, conductor CT03-061

山田真梨子, soprano ; 東芝レコーディング・オーケストラ ;
山田耕筰, conductor CT03-062

山田真梨子, soprano ; 東芝レコーディング・アンサンブル P01-157

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

重唱・合唱
京都市立芸術大学（混声合唱） ; 石原裕介, cond CD20-663

静岡大学混声合唱団 CD29-919

晋友会合唱団（女声合唱） ; 藤田晶, piano ; 関屋晋,
conductor CD08-719

大学1年ピアノ科（女声合唱） ; 安田啓子, piano ; 村上綜,
conductor CT00-834

ダーク･ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 田中信昭, conductor CD17-990

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

日本女声合唱団 ; 北野実, piano ; 北村協一, conductor CT03-000
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

第一法規出版（山田耕筰全集, 5) C32-781, C33-420

第一法規出版（山田耕筰全集, 5) C32-781, C33-420

独唱とピアノ
曲集 （2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 35)

音楽之友社 C94-060 (富)

音楽之友社（日本歌曲全集 ; 4) B07-689, B07-846

春秋社（山田耕筰作品全集, 8)
C21-491, C21-517,
C93-490 (富)

ショパン B14-448

全音楽譜出版社 A90-643 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 4) C32-780

日本交響樂協會出版部 C13-643

音楽之友社 A92-348 (富)

講談社 C39-925

Ongaku-no-Tomo Edition C33-424

Zen-on Music Co.
B04-249, B07-506
B90-968 (富)

カワイ出版 B04-620

カワイ出版 B14-033

全音楽譜出版社 B14-619

Edition Kawai B14-086

Zen-on Music C36-624

音楽之友社 B04-998

春秋社（山田耕筰作品全集, 12) C22-543, C93-492 (富)

音楽之友社 B05-106

五十嵐喜芳, tenor ; 川口耕平, piano CT02-434

五十嵐喜芳, tenor ; 東京交響楽団 ; 國分誠, conductor CD04-637

五十嵐喜芳, tenor ; 東芝レコーディング・オーケストラ P20-669

五十嵐喜芳, tenor ; 柳原渥子, piano CD31-162

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

岩本敏子, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

内本実, tenor ; コロムビア絃楽団 ; 山田耕筰, conductor CD07-629, CD97-070 (富)

浦野りせ子, mezzo-soprano ; 服部和世, piano CT02-840

合唱（混声）

合唱（女声）

無伴奏

この道

合唱（児童）

録音資料
独唱

楽譜

げんげ草
楽譜

独唱とピアノ

こぬか雨
楽譜

独唱とピアノ
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
小川明子, alto ; 山田啓明, piano CD24-904

小倉正恒, baritone ; 大輪公壱, piano CD04-360

賀部三枝, soprano ; 三浦洋一, piano CT01-905

金子一雄, voice CD07-632, CD97-073 (富)

木下保, tenor ; コロムビア・オーケストラ CD07-629, CD97-070 (富)

木村俊光, baritone ; 木村潤二, piano CT02-334

酒井美津子, soprano ; ロマンツアー・ポップスオーケストラ
; 石丸寛, conductor CT03-134

佐藤美枝子, soprano ; 村上尊志, piano CD21-583

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-112, CD92-456 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

柴田秀子, mezzo-soprano ; コロムビア管絃楽団 CD07-626, CD97-067 (富)

志村年子, soprano ; 志村安英, piano CD20-249

塚本貞子, soprano ; 塚田佳男, piano CD11-169

洞谷吉男, baritone ; マイヤー・兼松るり子, piano CD24-591

中村健, tenor CT01-876

中村健, tenor ; 木村潤二, piano CT02-436

中村健, tenor ; 木村潤二, piano CT02-708

奈良ゆみ, soprano ; 寺嶋陸也, piano CD17-234

鳴海真希子, alto ; 長町順史, piano CD24-905

畑儀文, tenor ; ウード・シュニーベルガー, piano CD26-151

福島明也, baritone ; 鈴木真理子, piano CD22-964

藤山一郎, voice ; コロムビア・オーケストラ CD07-629, CD97-070 (富)

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CD07-627, CD97-068 (富)

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

松原操, voice ; コロムビア・オーケストラ CD07-630, CD97-071 (富)

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

宮川美子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 CD07-630, CD97-071 (富)

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

合唱団京都エコー ; 藤沢篤子, piano ; 浅井敬壱, conductor CD23-593

京都市立芸術大学（混声合唱） ; 石原裕介, conductor CD20-663

晋友会合唱団（女声合唱） ; 藤田晶, piano ; 関屋晋,
conductor CD08-719

大学1年ピアノ科(女声合唱) ; 安田啓子, piano ; 村上綜,
conductor CT00-834

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 岩城宏之, conductor CD17-990

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

平松混声合唱団 ; 青島広志, piano ; 栗山文昭, conductor CD16-937

山梨大学合唱団 ; 佐々木基之, conductor CT02-233

曲集（10, 11, 12)

音楽之友社（日本歌曲全集, 5) B07-690, B07-847

第一法規出版（山田耕筰全集, 4) C32-780

重唱・合唱

すかんぽの咲くころ
楽譜

独唱とピアノ
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

カワイ出版 B04-620

Edition Kawai B14-086

カワイ出版 B08-984、B08-985

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD07-484

中村邦子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-579, CD04-152

中村邦子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

曲集 （2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 32, 36)

音楽之友社（日本歌曲全集, 5） B07-690, B07-847

春秋社（山田耕筰作品全集, 8）
C21-491, C21-517,
C93-490 (富)

春秋社（山田耕筰全集, 2) B06-294, C36-784

第一法規出版（山田耕筰全集, 4) C32-780

講談社 C39-925

カワイ出版 B04-620

Edition Kawai B14-086

音楽之友社 B04-998

カワイ出版 B08-984, B08-985

カワイ出版 B10-221

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-579, CD04-152

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

右近義徳, baritone ; 大町朋子, piano CT01-889

金子一雄, voice CD07-632, CD97-073 (富)

佐藤暉子 ; パール・アンサンブル CT02-743

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-112, CD92-456 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

柴田喜代子, soprano ; 三浦洋一, piano CD31-163

志村年子, soprano ; 志村安英, piano CD20-249

辻輝子, voice ; コロムビア室内楽団 CD07-631, CD97-072 (富)

平野忠彦, baritone ; 呉恵珠, piano CD27-628

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

本宮寛子, soprano ; 村田芳栄, piano CT02-840

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

無伴奏

合唱（混声）

録音資料
独唱

録音資料
独唱

重唱・合唱

合唱（女声）

楽譜
独唱とピアノ

合唱（混声）

合唱（女声）

砂山
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

山梨大学合唱団 ; 佐々木基之, conductor CT02-233

曲集 （2, 7, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36)

音楽之友社（日本歌曲全集, 3) B07-688, B07-845

音楽之友社（日本歌曲全集, 3) C94-089 (富)

春秋社（世界音楽全集　声楽篇) B06-265

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

春秋社（山田耕筰全集, 2) B06-294, C36-784

第一法規出版（山田耕筰全集, 2) C33-419

Zen-on Music Co.
B04-553, B07-505,
B90-966 (富)

カワイ出版 B04-620

Edition Kawai B14-086

Zen-on Music C36-624

芦澤夏野, soprano ; 松本康子, piano CT02-042

東敦子, soprano ; 横山修司, piano CD02-681

五十嵐喜芳, tenor ; 柳原渥子, piano CD31-163

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-577, CD04-150

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

尾高綾子, mezzo-soprano ; 尾高惇忠, piano CD29-460

賀部三枝, soprano ; 三浦洋一, piano CT01-905

国谷千恵子, soprano ; 加納悟郎, piano P20-521

齊籐晃代, soprano ; 五十嵐恵美, piano CT02-892

斉藤ミエ子, voice CT02-355

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-396, CD92-590 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

鈴木寛一, tenor ; 日本音楽集団 CT02-743

瀬山詠子, soprano ; 入江真知子, piano CD03-178, CD09-569

田中千恵子, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

辻輝子, voice ; コロムビア室内楽団 CD07-631, CD97-072 (富)

洞谷吉男, baritone ; 青木伸恵, piano CD31-232

徳山璉, baritone ; 井口基成, piano CD07-627, CD97-068 (富)

中沢桂, soprano ; 三浦洋一, piano CT02-707

長門美保, soprano ; 阿南玲子, piano CT02-840

長門美保, soprano ; シャンブル・サンフォニエット ; 小保内
恭子, piano CT02-489

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD05-568, CD92-459 (富)

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-849

独唱

重唱・合唱

合唱（女声）

合唱（混声）

独唱とピアノ

曼珠沙華（ひがんばな） 　「AIYANの歌」より
楽譜

録音資料

44



出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

ベルトラメリ能子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山
田耕筰, conductor CD07-628, CD97-069 (富)

松永知子, soprano ; ピアノ伴奏 CD17-176

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

合唱団京都エコー ; 藤沢篤子, piano ; 浅井敬壱, conductor CD23-593

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 岩城宏之, conductor CD17-990

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

山梨大学合唱団 ; 佐々木基之, conductor CT02-233

山口愛子, voice ; 岩上るり子, piano VT00-355

曲集 （2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 33)

音楽之友社（日本歌曲全集, 4) B07-689, B07-846

音楽之友社（日本歌曲全集, 5) C94-091 (富)

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

ショパン B14-489

第一法規出版（山田耕筰全集, 3) C32-779

音楽之友社 A92-348 (富)

講談社 C39-925

Ongaku-no-Tomo Edition C33-424

Zen-on Music Co.
B04-553, B07-505,
B90-966 (富)

カワイ出版 B04-620

Zen-on Music C36-624

カワイ出版 B09-019

春秋社 B04-876

春秋社（山田耕筰作品全集, 12) C22-543, C93-492 (富)

音楽之友社 B05-106

芦野宏, voice ; 東芝レコーディング・オーケストラ P20-669

五十嵐喜芳, tenor ; 川口耕平, piano CT02-434

岩本敏子, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

内本実, tenor ; 日本コロムビア交響楽団 ; 奥山貞吉,
conductor CD07-629, CD97-070 (富)

釜洞祐子, soprano ; 塚田佳男, piano CD31-816

栗本尊子, mezzo-soprano ; 小林道夫, piano CD31-162

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-396, CD92-590 (富)

独唱

重唱・合唱

映像資料

録音資料

合唱（混声）

合唱（女声）

合唱（児童）

ペチカ (ペィチカ)
楽譜

独唱

独唱とピアノ

無伴奏
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成
鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-273

立川澄人, baritone CT01-876

立川澄人, baritone ; コンセール・パオン CT02-708

立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

立川清登, baritone ; 三浦洋一, piano CD09-489

辻輝子, voice ; コロムビア・オーケストラ CD07-631, CD97-072 (富)

洞谷吉男, baritone ; マイヤー・兼松るり子, piano CD24-591

林靖子, soprano ; 新日本フィルハーモニー交響楽団 ; 小
野崎孝輔, conductor CT02-583

藤原義江, tenor ; ジェームス・ダン, piano CD07-627, CD97-068 (富)

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CT02-743

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

松永知子, soprano ; ピアノ伴奏 CD17-176

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

本宮寛子, soprano ; 村田芳栄, piano CT02-840

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

浦和混声合唱団 ; 奥村京子, piano ; 岸信介, conductor CT02-237

合唱団京都エコー ; 藤沢篤子, piano ; 浅井敬壱, conductor CD23-593

晋友会合唱団（女声合唱） ; 藤田晶, piano ; 関屋晋, conductorCD08-719

大学1年ピアノ科(女声合唱) ; 安田啓子, piano ; 村上綜,
conductor CT00-834

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 岩城宏之, conductor CD17-990

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

山梨大学合唱団 ; 佐々木基之, conductor CT02-233

春秋社（山田耕筰作品全集, 8)
C21-491, C21-517,
C93-490 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 5) C32-781, C33-420

宮川美子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山田耕筰,
conductor CD07-630, CD97-071 (富)

曲集 （2, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 36)

音楽之友社 C27-239, C35-315

音楽之友社 C94-060 (富)

音楽之友社（日本歌曲全集, 4） B07-689, B07-846

音楽之友社（日本歌曲全集, 5） C94-091 (富)

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

重唱・合唱

待ちぼうけ

録音資料
独唱

楽譜
独唱とピアノ

牡丹

楽譜
独唱とピアノ
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

第一法規出版（山田耕筰全集, 3) C32-779

音楽之友社 A92-348 (富)

講談社 C39-925

Ongaku-no-Tomo Edition C33-424

Zen-on Music Co.
B04-249, B07-506,
B90-968 (富)

カワイ出版 B04-620

カワイ出版 B14-033

Edition Kawai B14-086

Zen-on Music C36-624

カワイ出版 B08-984, B08-985

Zen-on Music C36-625

音楽之友社 B05-106

芦野宏, voice ; 東芝レコーディング・オーケストラ P20-669

五十嵐喜芳, tenor ; 川口耕平, piano CT02-434

五十嵐喜芳, tenor ; 東京交響楽団 ; 國分誠, conductor CD04-637

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CT01-560, CT01-595

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CT02-436

岡村喬生, bass ; 新ヴィヴァルディ合奏団 ; 早川正昭,
conductor CT01-849

小倉正恒, baritone ; 大輪公壱, piano CD04-360

斎藤正家, tenor ; 福森潤, piano CT02-840

坂下忠弘, baritone ; 室井摂, piano CD28-831

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-112, CD92-456 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-274

芝田眞理, voice ; 浅井康子, piano CD16-936

立川澄人, baritone CT01-876

立川澄人, baritone ; コンセール・パオン CT02-708

寺田功治, baritone CD29-231

中村邦子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

中村邦子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

奈良ゆみ, soprano ; 寺嶋陸也, piano CD17-234

平野忠彦, baritone ; 呉恵珠, piano CD27-628

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD04-785

ヘフリガー, エルンスト, tenor ; ニキティナ, イリーナ, piano
＊ドイツ語歌唱 CD29-848

藤原義江, tenor ; 山田耕筰, piano CD07-627, CD97-068 (富)

松田トシ, soprano ; コロムビア・オーケストラ CD07-630, CD97-071 (富)

松原操, voice ; コロムビア管絃楽団 CD07-630, CD97-071 (富)

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

宮下晴子, voice CD07-632, CD97-073 (富)

山本健二, baritone ; 黒尾友美子, piano CD31-962

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

合唱（女声）

録音資料
独唱

無伴奏

合唱（混声）

合唱（男声）

合唱（児童）
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

梅原秀次郎, bass ; 加納純子, soprano ; アンサンブル・
リュネール CT02-435

晋友会合唱団（女声合唱） ; 藤田晶, piano ; 関屋晋,
conductor CD08-719

大学1年ピアノ科（女声合唱） ; 安田啓子, piano ; 村上綜,
conductor CT00-834

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

東京混声合唱団 ; 林光, piano ; 岩城宏之, conductor CD17-990

日本合唱協会 ; 若杉弘, conductor CD30-093

寺田功治, baritone DV00-731

曲集 (2, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
35)

音楽之友社（日本歌曲全集, 5) B07-690, B07-847

春秋社（山田耕筰作品全集, 8)
C21-491, C21-517,
C93-490 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 5) C32-781, C33-420

Edition Kawai B14-086

カワイ出版 B08-984, B08-985

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD31-163

内本実, tenor ; 日本コロムビア交響楽団 ; 奥山貞吉,
conductor CD07-629, CD97-070 (富)

岡田征士郎, baritone ; 浅井康子, piano CD16-936

賀部三枝, soprano ; 三浦洋一, piano CT01-905

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD00-396, CD92-590 (富)

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD26-274

辻輝子, voice ; コロムビア交響楽団 CD07-631, CD97-072 (富)

原信子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 奥山貞吉,
conductor CD07-628, CD97-069 (富)

藤沼, 昭彦, tenor ; 三浦, 洋一, piano CT02-436

ベルトラメリ能子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 CD07-628, CD97-069 (富)

増山美知子, soprano ; 花岡千春, piano CD14-005, CD14-006

松本美和子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-579, CD04-152

三浦環, soprano CT02-326

三浦環, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山田耕筰,
conductor CD07-626, CD97-067 (富)

美空ひばり, voice ; 東京室内楽協会 CD07-639, CD97-080 (富)

山本健二, baritone ; 萩原照彦, piano CD31-963

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

独唱

重唱・合唱

合唱（女声）

楽譜

録音資料

重唱・合唱

映像資料

松島音頭

独唱

独唱とピアノ
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出版社／演奏者 請求記号資料種別・編成

春秋社（山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

第一法規出版（山田耕筰全集, 3) C32-779

曲集 （2, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29)

音楽之友社 (日本歌曲全集, 4) B07-689, B07-846

音楽之友社 (日本歌曲全集, 4) C94-090 (富)

春秋社 (山田耕筰作品全集, 7)
C21-166, C21-516,
C93-489 (富)

春秋社 (山田耕筰全集, 2) B06-294, C36-784

第一法規出版（山田耕筰全集, 2) C33-419

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD09-489

伊藤京子, soprano ; 三浦洋一, piano CD03-578, CD04-151

伊藤亘行, baritone ; 小林道夫, piano CD31-162

荻野綾子, soprano ; 山田耕筰, piano CD07-626, CD97-067 (富)

門屋菊子, voice ; 長谷川美穂子, piano CD16-935

木下保, tenor ; コロムビア・オーケストラ CD07-629, CD97-070 (富)

斎藤正家, tenor ; 福森潤, piano CT02-840

坂下忠弘, baritone ; 室井摂, piano CD28-831

鮫島有美子, soprano ; ドイチュ, ヘルムート, piano CD01-498, CD92-457 (富)

関定子, soprano ; 塚田佳男, piano CD07-484

ベルトラメリ能子, soprano ; 日本コロムビア交響楽団 ; 山
田耕筰, conductor CD07-628, CD97-069 (富)

ダーク・ダックス ; 横森正, piano CD31-823

録音資料
独唱

独唱とピアノ

重唱・合唱

楽譜
六騎

楽譜
独唱とピアノ

むかし噺 (むかしばなし)
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（所蔵　2008.5.1現在)
NO. タイトル 出版社 請求記号

1 新選日本リード曲集 Kawai Gakufu
B01-335, B06-169,
B06-170

2 世界名歌曲全集 東京音楽書院 B09-227, B09-228

3 独唱名曲八十番 音楽之友社 B09-170, B91-476 (富)

4 独唱名曲100選 : 100 world famous songs 音楽之友社 B91-472 (富)

5 日本歌曲集. 1 全音楽譜出版社 B00-479, B91-140 (富)

6 日本歌曲選集 : うたいたい歌ききたい歌.  1 音楽之友社 B91-628 (富)

7 日本歌曲選集. 3 Zen-on Music B14-106

8 日本歌曲名歌集.  原調版.  (最新・日本歌曲選集) 音楽之友社 C36-176

9 日本作曲年鑑 共益商社書店 B04-885

10 日本童謡曲集. 3 春秋社 B00-381, B00-382

11 日本童謡唱歌大系. 1. 明治－昭和前期　あ～わ 東京書籍 C26-677

12 日本童謡百曲集 : その2. 新興楽譜出版社 B07-729

13 日本童謡百曲集 : その三.  増補改訂版 新興楽譜出版社 B07-730

14 日本獨唱曲集.  (世界音楽全集, 7) 春秋社 C21-011

15 日本独唱曲集.　2.
Shunjusha
Edition B00-482, B06-361

16 日本独唱名曲集. I 全音楽譜出版社 B06-174, B06-175

17 日本民謡曲集　（世界音楽全集, 13) 春秋社 B04-879, C21-014

18 日本名歌55曲集 カワイ出版 B09-293

19 日本名歌110曲集. 1 全音楽譜出版社
B03-733, B06-374
B07-196, B91-091（富）

20 日本名歌110曲集. 2 全音楽譜出版社
B00-125, B03-734
B06-375, B91-090 (富)

21 日本名歌120曲集 東京楽譜出版社 B03-724

22 日本名歌選集.  中声用 全音楽譜出版社 B91-086 (富)

23 日本名歌低声用55曲集
河合楽器製作
所・出版事業部 B08-178

24 日本名歌低声用50曲集.  [再版] カワイ楽譜 B00-476

25 日本名歌百曲集 新興楽譜出版社 B06-144

26 日本名歌百曲集 新興楽譜出版社 B07-728

27 日本名歌百曲集 新興楽譜出版社 B13-506

28 日本リード曲選 音楽之友社 B06-134

29 日本リード曲選.  三訂増補 音楽之友社 B00-495

30 ポピュラー歌曲集. 1.  (新編世界大音楽全集 .  声楽編) 音楽之友社
B07-334, B07-935,
B90-314 (富)

31 ポピュラー歌曲集. 2.  (新編世界大音楽全集 .  声楽編) 音楽之友社
B07-558, B07-936,
B90-315 (富)

32 ポピュラー歌曲集. 3.  (新編世界大音楽全集 .  声楽編) 音楽之友社 B08-010, B08-018

33 ポピュラー歌曲集. 4.  (新編世界大音楽全集 .  声楽編) 音楽之友社 B08-215, B08-216

34 ポピュラ-歌曲集. 1.  (世界大音楽全集. 声楽篇) 音楽之友社 B08-310, B13-536

35 ポピュラ-歌曲集. 2.  (世界大音楽全集. 声楽篇) 音楽之友社 B08-311

36 名歌100曲選 : 詩情あふれる世界の名曲 東亜音楽社 B09-247, B09-248

歌曲集一覧

（独唱とピアノ・複数作曲家の歌曲を集めたもの・タイトルの五十音順）
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