
所蔵資料紹介

♪2007年7月に作成されたリストです。

楽譜・録音資料・映像資料

資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

イベール　Ibert　
Don Quichotte = ドン・キホーテ

映像資料

シャリアピン, フョードル・イヴァノヴィッチ ; パプスト, G.W. 1933 DV00-888

イベール　Ibert　
Le chevalier errant = 遍歴の騎士

楽譜

A.Leduc (ヴォーカル・スコア) C31-143

録音資料

チピーヌ, ジョルジュ ; フランス国立放送管弦楽団 1955 CD23-315

イベール　Ibert　
Suite, from Le chevalier errant = 組曲 「遍歴の騎士」より

楽譜

A.Leduc
A00-575
B91-673 （富）

♪イベール、パーセル、マスネ、メンデルスゾーンの作品は、全曲の資料のみご紹介します。

♪所蔵資料の一部をご紹介します。

♪新しい資料もたくさん所蔵しています。OPACで検索してみましょう！検索方法は『OPACの検索』ページをご覧ください。



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

イベール　Ibert 
Sarabande pour Dulcinee = ダルシネアのためのサラバンド

録音資料

レイサム＝ケーニック, ジャン ; ストラスブール・フィルハーモニー管弦楽団 2001 CD23-529

イベール　Ibert　

楽譜

東京音楽書院 C01-493

録音資料

Kiichli, Henry ; ガルニエリ, アドリアノ ; ブラティスラヴァ放送交響楽団 1990 CD23-083

シャリアピン, フョードル・イヴァノヴィッチ ; イベール, ジャック ; パリ国立歌劇場管弦楽団 1933 CD23-315

ハウグランド, オーゲ ; ローゼンバウム, ポール 1988 CD23-243

ウルマン　Ullmann　
Don Quixote tanzt Fandango

録音資料

コンロン, ジェームズ ; ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 2002 CD26-287

カルダーラ　Caldara　
Don Chisciotte in corte della duchessa 

楽譜

Garland Publishing C13-886

4 chansons de Don Quichotte et chanson de Sancho (from film music Don Quichotte)
　= ドン・キホーテの4つの歌とサンチョの歌 (映画音楽 「ドン・キホーテ」より)



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

キーンツル　Kienzl　
Don Quixote

録音資料

クーン, グスタフ ; ブリート, ミッシェル ; ワーグナー, ジェイムズ 1998 CD22-833

グリーディ　Guridi　
Una aventura de Don Quijote = ドン･キホーテの冒険

録音資料

ゴメス=マルティネス, ミゲル ; バスク国立管弦楽団 1997 CD13-788

ホセ=メナ, フアン ; ビルバオ交響楽団 2000 CD23-820

クルボア　Courbois　
Don Quichotte = ドン・キホーテ

楽譜

Garland Publishing C22-086

コートヴィル　Courteville　
《Comical History of Don Quixote = ドン・キホーテの滑稽な遍歴》より

　 《Virtumnus, Flora, you that bless》

楽譜

R.Macnutt C15-713

 　《Here is Hymen here am I 》

楽譜

R.Macnutt C15-713



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

 　《Cease Hymen cease thy brow》

楽譜

R.Macnutt C15-713

コルンゴルド　Korngold　
Don Quixote

楽譜

Schott C26-392

録音資料

ジョーンズ, マーティン CD27-445

フライ, アレクサンダー CD21-442

映像資料

フライ, アレクサンダー 2001 DV00-230

コンティ　Conti　
Don Chisciotte in Sierra Morena = モレーナ山中のドン・キホーテ

    Entrée

楽譜

Garland Publishing C13-886

ゴンバウ
Don Quijote velando las armas = 寝ずの番をするドン・キホーテ

楽譜

Instituto Complutense de Ciencias Musicales C38-284



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

サリエーリ　Salieri　
Don Chisciotte alle nozze di Gamace

    Overture

録音資料

ディートリッヒ, ミヒャエル ; ブラティスラヴァ放送交響楽団 1992 CD17-110

ジェラード　Gerhard　
Don Quixote = ドン・キホーテ

    Dances from Don Quixote (Arr. for piano)

楽譜

Keith Prowse Music Publishing C10-206

録音資料

マソ, ジョルディ 1993 CD16-638

シュトラウス, リヒャルト　Strauss, Richard　

楽譜

Dr. Richard Strauss B10-361

Eulenburg
A02-647
A07-716
A91-270 （富）

Eulenburg A07-309

Eulenburg B14-275

Peters A04-411

Peters B08-219

Don Quixote: fantastische Variationen uber ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35
   = ドン・キホーテ:騎士的な性格の主題による幻想的変奏曲



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

録音資料

イッサーリス, スティーヴン ; マーゼル, ロリン ; バイエルン放送交響楽団 2000 CD20-130

イッサーリス, スティーヴン ; マーゼル, ロリン ; バイエルン放送交響楽団 2000 CD20-540

ウォルフィシュ, ラファエル ; 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 1988 CD17-581

ケンペ, ルドルフ ; ドレスデン・シュターツカペレ 1973 CD14-889 （富）

シフ, ハインリッヒ ; マズア, クルト ; ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1989 CD21-585

シャープ, ジョン ; バレンボイム, ダニエル ; シカゴ交響楽団 1991
CD04-046
CD91-207 （富）

セル, ジョージ ; クリーヴランド管弦楽団 1960 CD91-209 （富）

堤剛 ; 小澤征爾 ; サイトウ・キネン・オーケストラ 1984
CD08-447
CD91-902 （富）

堤剛 ; 小澤征爾 ; サイトウ・キネン・オーケストラ 1984 P19-994

堤剛 ; 小澤征爾 ; サイトウ・キネン・オーケストラ 1984
P17-632
P20-898

堤剛 ; 小澤征爾 ; サイトウ・キネン・オーケストラ 1984 P21-381

デュ・プレ, ジャクリーヌ ; ボールト, エイドリアン ; フィルハーモニア管弦楽団 1968
CD08-781
CD91-204 （富）

デュ・プレ, ジャクリーヌ ; ボールト, エイドリアン ; ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 CD14-891

デュ・プレ, ジャクリーヌ ; ボールト, エイドリアン ; ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 CD17-209

トルトゥリエ, ポール ; ケンペ, ルドルフ ; ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 1973 CD04-247

バルトロメイ, フランツ ; ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ; プレヴィン, アンドレ 1990 CD97-636 （富）

ピアティゴルスキー, グレゴール ; ミュンシュ, シャルル ; ボストン交響楽団 1953 CD05-176

フルニエ, ピエール ; クラウス, クレメンス ; ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1953 CD18-223

マ, ヨーヨー ; 小澤征爾 ; ボストン交響楽団 1984 CD00-581

メネセス , アントニオ ; 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 1986 CD04-010

メネセス, アントニオ ; 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 1986 CD91-206 （富）

モンロー, ローン ; オーマンディ, ユージン ; フィラデルフィア管弦楽団 1963 CD91-190 （富）



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

ヤニグロ, アントニオ ; ライナー, フリッツ ; シカゴ交響楽団 1959 CD30-647

ライナー, フリッツ ; シカゴ交響楽団 1959 CD91-222 （富）

ルーディン, アレクサンドル ; マルクソン, ゲルハルト ; アイルランド・ナショナル交響楽団 1997 CD17-710

レヴァイン, ジェイムズ ; メトロポリタン歌劇場管弦楽団 1995 CD91-208 （富）

ロストロポーヴィチ, ムスチスラフ ; カラヤン, ヘルボルト・フォン ; ベルリン交響楽団 1975 CD91-205 （富）

ロストロポーヴィチ, ムスチスラフ ; コンドラシン, キリル ; モスクワ・フィルハーモニー交響楽団 1964 CD94-907 （富）

映像資料

メネセス, アントニオ ; 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 1986 LD90-079 （富）

ロストロポーヴィチ, ムスチスラフ ; カラヤン, ヘルボルト・フォン ; ベルリン交響楽団 1975 DV00-101

チャピ　Chapi　
La venta de Don Quijote

楽譜

Instituto Complutense de Ciencias Musicales C36-745

ツィンマーマン　Zimmermann　
Concerto en forme de "Pas de trois"  = パ-ド-トロワの形式によるチェロ協奏曲

楽譜

B.Schott's Sohne
C06-435
C34-447
C95-497 （富）

Schott (Acc. arr. for piano) D13-538

Schott C24-027

録音資料

シフ, ハインリッヒ ; ギーレン, ミヒャエル ; 南西ドイツ放送交響楽団
CD05-363
CD20-913

パルム, ジークフリート ; ツェンダー, ハンス ; ザールブリュッケン放送交響楽団
CD14-975
CD20-529



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

テレマン　Telemann　
Sancio oder Die siegende Grossmuth, TWV 21: 20　= サンチョ

　  《Susse Worte! Wehrte Zeilen! = あまい言葉、１行ごとの価値》

楽譜

Barenreiter C20-594

Barenreiter
D13-191
D13-883

テレマン　Telemann　
Overture, strings & basso continuo, G major, "Burlesque de Quixote", TWV 55: G10 = 序曲 弦と通奏低音 ト長調

楽譜

Edwin F.Kalmus Publisher of Music C13-568

録音資料

ウォード, ニコラス ; ノーザン室内管弦楽団 1966 CD23-853

スタンデイジ, サイモン ; コレギウム・ムジクム90 2002 CD24-421

ペイル, パトリック ; コレギウム・インストゥルメンターレ・ブリュージェンス CD30-101

ボーカン, アルベール ; ルーアン室内合奏団 P21-616

ボーカン, アルベール ; ルーアン室内合奏団 P22-118

マリナー, ネヴィル ; アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ P21-470

アムステルダム室内合奏団 1968 P21-509

ベルリン古楽アカデミー 1985 CD02-074

ドニゼッティ　Donizetti　
Il furioso all'isola di San Domingo = サン・ドミンゴ島の怒れる男

録音資料

リッツィ, カルロ ; セッラ, ルチアーナ ; アントヌッチ, ステファノ 1987 CD02-218



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

   《Scelsi la via brevissima 》

楽譜

Ricordi （ヴォーカル・スコア）
C24-276
C95-587 （富）

   《Raggio d'amor parea = 愛の光に見えていた》

楽譜

音楽之友社 （ヴォーカル・スコア） B07-263

音楽之友社 （ヴォーカル・スコア） B91-277 （富）

パーセル　Purcell　
The comical history of Don Quixote = ドン・キホーテの滑稽な物語

楽譜

R. Macnutt C15-713

録音資料

ホグウッド, クリストファー ; カークビー, エマ ; ネルソン, ジュディス 1974-83 CD29-438

パイジエッロ  Paisiello
Don Chisciotte

録音資料

モランディ, ピエール・ジョルジョ ; バルバチーニ, パオロ ; フランチェスケット, ロマーノ 1990 CD30-570

パイジエッロ-ヘンツェ　Paisiello-Henze 
Don Chisciotte della Mancia-Die Adventeuer des Don Quixote (Arr. for brass orchestra)

楽譜

Schott C23-359



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

ハルフテル　Halffter　
Schauspielmusik zu Dulcinea　

　　 《Serenade a Dulcinee》

楽譜

Editions Max Eschig (Arr. for violoncello and piano) D06-155

録音資料

ケント, アダム (Arr. for piano) 2000 CD21-327

ファリャ　Falla　
El retablo de maese Pedro = ペドロ親方の人形芝居

楽譜

Chester Music
A05-187
A90-363 （富）

J.&W. Chester （ヴォーカル・スコア） C01-862

録音資料

ヴァリアダーレス, ナターシャ ; ガロフレ, ジョルディ ; ディーニ＝チアッチ, マウリツィオ 1995 CD16-118

ツィーグラー, ロベルト ; リネイ, サミュエル ; ベスト, マシュウ 1990 CD05-658

ポンス, ジョゼフ ; マルティン, ジュアン ; フレサン, イニャキ 1990 CD04-327

ラトル, サイモン ; スミス, ジェニファー ; ナップ, ピーター 1980 CD29-535

映像資料

デュトワ, シャルル ; カベーロ, ハビエル ; ディアス, フスティーノ 1990 LD00-636

フィリドール　Philidor
Sancho Panca, gouverneur dans l'isle de Barataria

    Fanfare (Arr. for 3 recorders)

楽譜

Editions Musicales Alphonse Leduc C06-749



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

ヘンツェ　Henze　
Das Wundertheater = 不思議な劇場

楽譜

B.Schott's Sohne (ヴォーカル・スコア) C20-822

ボワモルティエ　Boismortier 
Don Quichotte chez la duchesse = 公爵夫人家のドン・キホーテ

楽譜

Heugel C23-270

録音資料

ニケ, エルヴェ ; ホール, メレディス ; ディック, ステファン・ヴァン 1996 CD16-223

マスネ　Massenet　
Don Quichotte = ドン・キホーテ

楽譜

Heugel （ヴォーカル・スコア） B08-188

録音資料

シモネット, アルフレード ; クリストフ, ボリス ; ベルガンツァ, テレサ 1958 CD25-896

プラッソン, ミシェル ; ダム, ホセ・ヴァン ; ベルガンツァ, テレサ 1992 CD25-456

プレートル, ジョルジュ ; ライモンディ, ルッジェーロ ; ツィンマーマン, マルガリータ 1982 CD14-571

ミンクス　Minkus　
Don Kichot = ドン・キホーテ

録音資料

クリメッツ, コンスタンチン ; モスクワ・インターナショナル・シンフォニック・オーケストラ CD22-406

トドロフ, ナイデン ; ソフィア･ナショナル・オペラ・オーケストラ 2002 CD24-579



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

映像資料

熊川哲也 ; 荒井佑子 ; トワイナー, アンソニー 2004 DV00-485

ヌレエフ, ルドルフ・ ; オルダス, ルセット ; オーストラリアバレエ団 1970-71 LD00-951 （富）

ヤレメンコ, ヴィクトル ; フィリピエワ, エレーナ ; バクラン, アレクセイ 1991 LD00-762

ルグリ, マニュエル ; デュポン, オーレリ ; パリ・オペラ座バレエ団管弦楽団 2002 DV00-871

　　　《 Pas de deux = パ・ド・ドゥ》

楽譜

Rob. Forberg (Arr. for piano) C96-097 （富）

Wilhelm Hansen (Arr. for piano) C30-316

録音資料

ボーニング, リチャード ; イギリス室内管弦楽団 1988 CD05-197

ボーニング, リチャード ; ロンドン交響楽団 1962 CD91-874 （富）

映像資料

アナニアシヴィリ, ニーナ ; ニオラーゼ, イルマ ; ソトニコフ, アレクサンドル 1991 LD90-039 （富）

プリセツカヤ, マヤ ; チーホノフ, ウラジミール DV00-647

ヘレーラ, パロマ ; コレーラ, アンヘル ; エヴァリー, ジャック VT00-869

森下洋子 ; 清水哲太郎 1984 DV00-242

メンデルスゾーン　Mendelssohn　
Die Hochzeit des Camacho, op. 10 = カマーチョ (カマチョ) の結婚

楽譜

Hoflich B14-078

Gregg International C30-726

録音資料

インマゼール, ジョス・ファン ; Hofman, Rosmarie  ; コールド, ウルリク CD29-141



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

ラヴェル　Ravel　
Don Quichotte a Dulcinee = ドゥルシネアに心を寄せるドン・キホーテ

楽譜

Durand （低声用：ピアノ伴奏） v. 1 C94-660 （富）

Durand （低声用：ピアノ伴奏） v. 2 C94-661 （富）

Durand （低声用：ピアノ伴奏） v. 3
C29-392
C94-662 （富）

Durand （中声用：ピアノ伴奏） v. 1 C01-563

Durand （中声用：ピアノ伴奏） v. 2 C01-564

Durand （中声用：ピアノ伴奏） v. 3 C01-565

Durand （高声用：ピアノ伴奏） v. 1
C01-582
C29-128

Durand （高声用：ピアノ伴奏） v. 2
C01-583
C29-127

Durand （高声用：ピアノ伴奏） v. 3
C01-584
C29-126

録音資料

クルイセン, ベルナール ; リー, ノエル 1972 CD18-365

シンハー, マーシャル ; コッポラ, ピエロ CD20-784

スゼー, ジェラール ; ヴァンデルノート, アンドレ ; パリ音楽院管弦楽団 1958
CD13-629
CD92-566 （富）

ダム, ホセ・ヴァン ; バルドウィン, ダルトン CD18-364

ダム, ホセ・ヴァン ; ブーレーズ, ピエール ; BBC交響楽団 CD24-919

ダム, ホセ・ヴァン ; ブーレーズ, ピエール ; BBC交響楽団 1977 CD97-629 （富）

フィッシャー=ディースカウ, ディートリヒ ; ヘル, ハルトムート 1983 CD18-438

フッテンロッハー, フィリップ ; ジョルダン, アルミン ; ローザンヌ室内管弦楽団 1985 CD01-077

ベルナック, ピエール ; プーランク, フランシス CD26-720



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

村田健司 ; ピュイグ＝ロジェ, アンリエット CT02-792

モーリス, マルシャル P20-091

リー　Leigh　
The Man of the Mancha = ラ・マンチャの男

楽譜

Cherry Lane Music （ヴォーカル・スコア）
C16-803
C17-345

録音資料

ジェミニャーニ, ポール ; ドミンゴ, プラシド ; ジョンソン, ジュリア・ミゲネス 1990 CD30-344

映像資料

ローゼンタール, ローレンス ; オトゥール, ピーター ; ローレン, ソフィア LD00-057

  《Dulcinea》

楽譜

Hal Leonard Publishing C22-417

  《The impossible dream = 見果てぬ夢》

楽譜

Hal Leonard Publishing C22-417

ムラマツ・メンバーズ・クラブ （Arr. for flute and piano） D18-515

録音資料

カレーラス, ホセ ; ファーノン, ロバート 1983 CD92-463 （富）

ギャレット, レスリー ; ロビンソン, ピーター ; BBCコンサート・オーケストラ 1998 CD13-974



資料種別 出版者／演奏者 録音年 請求記号

  《The man of La Mancha》

楽譜

Hal Leonard Publishing C22-417

ルビンシテーイン　Rubinstein　
Don Quixote 

楽譜

Hoflich B92-869 （富）

録音資料

ハラース, ミヒャエル ; スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 1985 CD05-228

ルビンシテーイン-チャイコフスキー　Rubinstein-Tchaikovsky 
Don Quixote (Arr. for piano, four hands)

楽譜

E.F. Kalmus B11-621

ロイター　Reutter　
Cinco caprichos sobre Cervantes

楽譜

Schott C95-782 （富）

ロドリーゴ　Rodrigo　
Ausencias de Dulcinea = ドゥルシネアの不在

楽譜

Ediciones Joaquin Rodrigo B92-409 （富）



図書
著者 タイトル 出版社 請求記号

小説　
セルバンテス, ミゲル・デ Don Quichotte de la Manche : l'ingenieux hidalgo 出版社不明 R02-940

Hornby, A.S. The adventures of Don Quixote (Tales retold for easy reading) Oxford University Press Y00-284

会田由　訳
才知あふれる郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ　前篇
（世界文学大系10）（1960年出版）

筑摩書房 W02-825

才知あふれる郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ　後篇
（世界文学大系11）（1962年出版）

筑摩書房 W03-359

会田由　訳
才知あふれる郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ　前篇
（世界古典文学全集39）（1965年出版）

筑摩書房 W05-017

才知あふれる郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ　後篇
（世界古典文学全集40）（1965年出版）

筑摩書房 W05-018

会田由　訳 ドン・キホーテ　（1971年出版） 中央公論社 W05-363

牛島信明　訳 ドン・キホーテ 前篇一　（2001年出版） 岩波書店 W18-678
ドン・キホーテ 前篇二　（2001年出版） 岩波書店 W18-679
ドン・キホーテ 前篇三　（2001年出版） 岩波書店 W18-680
ドン・キホーテ 後篇一　（2001年出版） 岩波書店 W18-681
ドン・キホーテ 後篇二　（2001年出版） 岩波書店 W18-682
ドン・キホーテ 後篇三　（2001年出版） 岩波書店 W18-683

片上伸　訳 ドン・キホーテ　（1927年出版） 新潮社 WR00-134

ドン・キホーテに関する図書資料

牛島信明 ドンキホーテの旅 中央公論新社 W18-677



著者 タイトル 出版社 請求記号
音楽作品に関する図書資料

<R. シュトラウス> R.シュトラウス（作曲家別名曲ライブラリー） 音楽之友社

WR01-970（参MA）
WR04-079
WR02-729（参）
WR02-895
WR90-024

（富）
（富）
（富）

最新名曲解説全集（第6巻　管弦楽曲3） 音楽之友社

U00-170（参MA）
WR04-005
WR02-694（参）
WR90-740

（富）
（富）

<テレマン> 最新名曲解説全集（第24巻　声楽曲4） 音楽之友社

U02-623
WR02-397（参MA）
WR02-712（参）
WR90-758

（富）
（富）

<ファリャ> 最新名曲解説全集（第20巻　歌劇3） 音楽之友社

U00-089
WR04-004（参MA）
WR02-708（参）
WR90-754

（富）
（富）

<マスネ> 一冊でわかるオペラガイド126選 成美堂出版 WR03-846（参766）
ドン・キショット : オペラ5幕 : 新国立劇場オペラ劇場. 2000年 新国立劇場運営財団 WS01-721

<ミンクス> ドン・キホ-テ : (3幕5場・プロロ-グ付) : 新国立劇場バレエ公演. 1999年 新国立劇場運営財団 WS01-662
ドン・キホ-テ : (3幕5場・プロロ-グ付) : 新国立劇場バレエ公演. 2000年 新国立劇場運営財団 WS01-722
ドン・キホ-テ : (3幕5場・プロロ-グ付) : 新国立劇場バレエ公演. 2002年 新国立劇場運営財団 WS01-876
ドン・キホ-テ : 全3幕5場・プロロ-グ付 : 新国立劇場バレエ公演. 2005年 新国立劇場運営財団 WS02-099

バレエ101物語 新書館
WR04-933（参769）
WR90-159（参） （富）



著者 タイトル 出版社 請求記号

<リー> 一冊でわかるミュージカル作品ガイド100選 成美堂出版 WR03-845（参766）
幸四郎の見果てぬ夢 毎日新聞社 WR91-577 （富）
ミュージカル完全ガイド 音楽之友社 WR03-545（参766）

演奏家に関する図書資料

<シャリアピン> シャリアピン自伝 : 蚤の歌 共同通信社
U03-377
WR01-263

シャリアピン自伝 : 私の生い立ち 共同通信社
U03-376
WR01-264

スペインに関する図書資料

Valdeen, Julio　ほか ;
神吉敬三, 小林一宏訳

全訳世界の歴史教科書シリーズ. 11, スペイン : その人々の歴史 帝国書院
W15-641
W18-116

有本紀明 スペイン・聖と俗 日本放送出版協会 W16-397
池上岑夫　ほか スペイン・ポルトガルを知る事典 平凡社 WR02-380（参200）

海老沢敏　ほか ガイドブック音楽と美術の旅　スペイン 音楽之友社
WR03-618（参MA）
WR04-082
WR91-741

田尻陽一
スペイン黄金世紀の芝居. 1, 興業形式と一座の構成
（龍谷大学龍谷紀要創刊号1980）

龍谷大学 WR01-174

手塚健旨 スペイン音楽旅行 音楽之友社
W18-375（参762）
W90-144 （富）

橋本一郎 ロマンセーロ : スペインの伝承歌謡 新泉社 WR90-665 （富）
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OAPC による検索 

 

①楽譜・録音資料・映像資料を探す 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

作品 ID 検索ができる作曲家ですか？ 

「OPAC の使い方」を参照してください！ 

 

キーワード検索：作曲家名、曲名、作品番号などを入力して検索 

★つづりで入力しましょう。（大文字小文字は検索結果に影響しません。） 

例）リーの「ラ・マンチャの男」なら… 

キーワード「Leigh man mancha」 

キーワード検索：作曲家名、曲名、作品番号などを入力して検索 

★カタカナでもアルファベットでも OK！ 

例）R. シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」なら… 

キーワード「シュトラウス ドン キホーテ」 

 

作品 ID をクリック→AS 番号をクリック 

YES NO 

検索条件の変更（絞り込み）をクリック 

 

★検索条件の変更について（p.39）へ 

「ドン・キホーテ」に関連する

資料を探してみましょう！ 
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②日本語の図書を探す 

                           

 

・タイトルから探す       ・内容から探す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード検索：特徴的なキーワードを入力して検索 

★日本語で入力しましょう。 

例）「ドン・キホーテ」についての日本語の図書なら… 

キーワード「ドン キホーテ」 

検索条件の変更（絞り込み）をクリック 

 

 

分類検索：図書（ndc0）を選択し、分類を選択して検索 

例）スペインの音楽についての日本語の図書なら… 

「762.36 スペイン（イスパニア）. イベリア半島, 南欧」を選択 

詳細は、OPAC の使い方をチェック！ 

★検索条件の変更について（p.39）へ 
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★検索条件の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この画面から、様々な条件で絞り込むことができます！ 

詳細は、OPAC の使い方をチェック！ 

 

資料形態で絞り込む 

例） ミニチュアスコア 

CD（コンパクトディスク） 

DVD      …など 

出版社から絞り込む（楽譜のみ） 

 

所蔵館で絞り込む 

 

編成から絞り込む（楽譜のみ） 

 

条件を追加したら、 

再検索！ 
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③請求記号から探す 

 

 

詳細検索画面で、請求記号を入力し検索 

 

例）牛島信明「ドン・キホーテの旅」（W18-677）なら… 

アルファベットは必ず大文字で！ 
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