
校訂者/編集者
演奏者

出版社 　請求記号

Sikorski K01-059 

CD24-673

CD16-767

(旧全集） Gregg C23-943 

Kalmus B90-394 (富)

音楽之友社 B07-559, B07-903

B90-290 (富)

ヤマハミュージックメディアC32-067 

Cortot, Alfred Salabert C12-433 

Cortot, Alfred Salabert C90-216 (富)

Heinemann, Ernst-Gunter Henle C37-172

Motta, Jose Vianna da Dover C90-208 (富)

Riera, S. Durand C38-050 

Sauer, Emil von Peters C90-221 (富)

Sauer, Emil von Peters C04-126

C90-381 (富)

The canticle of the sun by St Francis of Assisi 　チェロ、合唱と打楽器

録音資料

ダヴィド・ゲリンガス (cello) ; マリアン・ルン (S) ; Jane
Bertelsen (A) ; Poul Emborg (T) ; Rune Stensvold (B) ;
ゲルト・セレンセン, Tom Nybye (perc.) ; Alice Norregaard
(celesta)

IV. 所蔵リスト

＊編者・編曲者のアルファベット順

St. Francois d'Assise : la predications aux oiseaux (Legendes, S. 175. 1)

楽譜

小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ　（伝説. １） ピアノ

Liszt, Franz  リスト

Gubaidulina, Sofia グバイドゥリーナ

Lewkovitch, Bernhard  レウコヴィチ

IV.-1. 楽譜・録音資料

Il cantico delle creature : Francesco d'Assisi : 1962　(8人の歌手）

録音資料

デンマーク国立歌劇場合唱団のメンバー ; ステーン・
リンドホルム (con.)

　            　　 (所蔵: 2009.4.30現在)

楽譜
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校訂者/編集者
演奏者

出版社 　請求記号

Schmid-Lindner, August Schott C95-035 (富)

(新全集)
Sulyok,　Imre ; Mezo, Imre

Editio Musica C19-762 

Sulyok,　Imre ; Mezo, Imre Editio Musica C13-521

C90-485 (富)

Sulyok,　Imre ; Mezo, Imre Editio Musica C13-967

C90-406 (富)

井口基成 春秋社 C04-127, C08-605

C38-203 

C93-416 (富)

アンダーソン, マーク CD33-099

オピッツ, ゲルハルト CD07-175 

ケンプ, ウィルヘルム CD19-667 

CD98-432 (富)

シフラ, ジョルジュ (1978年録音） CD93-510 (富)

シフラ, ジョルジュ (1999年録音） CD93-511 (富)

ジルベルシュテイン, リーリャ CD07-461

ダン・タイ・ソン CD22-506 

チッコリーニ, アルド CD33-103 

津田理子 CD18-114

ハイドシェック, エリック CD93-499 (富)

バレンボイム, ダニエル CD80-188 (富)

ハワード, レズリー CD17-310 

フリートハイム, アルトゥル CD14-154

ブレンデル, アルフレート
CD06-285
CD07-134

CD93-518 (富)

ヤンドー, イエネー CD16-211 

ロートコップ, アンドレアス (organ) CD18-470

CD98-842 (富)

録音資料
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校訂者/編集者
演奏者

出版社 　請求記号

(旧全集) Gregg C23-951

CD22-000

（新全集)
Sulyok, Imre ; Mezo, Imre

Barenreiter/
Editio Musica

C19-767

CD17-634

Margittay, Sandor Editio Musica C01-076

(新全集）
Sulyok, Imre ; Mezo, Imre

Barenreiter/
Editio Musica

C19-767

CD17-634

　（Carl Loewes Werke） Gregg B13-022

B92-623 (富)

録音資料

Arrangement of Liszt, Cantico del sol di San Francesco (S. 4), S. 499

リスト アッシジの聖フランチェスコの太陽賛歌の編曲 ピアノ

楽譜

ハワード, レズリー

Loewe, Carl レーヴェ

ハワード, レズリー

 聖フランチェスコ アッシジの聖フランチェスコの太陽賛歌のための前奏曲  ピアノ

San Francesco, preludio per il Cantico del sol, di San Francesco d'Assisi, S. 499a

楽譜

ヤーノシュ・フェレンチク (con.) ; ジョエルジ・メリス (bar.) ;
ハンガリー放送合唱団 ; シャーンドル・マルジタイ (org.) ;
ブダペスト交響楽団

録音資料

楽譜

録音資料

 
楽譜

聖フランチェスコ アッシジの聖フランチェスコの太陽賛歌の前奏曲 オルガン/ピアノ

San Francesco, preludio per il Cantico del sol di San Francesco d'Assisi, S. 665

Franz von Assisi. Erster Theil des unvollendeten Oratoriums "Der Segen von Assisi"

楽譜

アッシジの聖フランチェスコの太陽賛歌 　バリトン, 男声合唱, オルガンとオーケストラ

Liszt, Franz リスト　 (続き）

Cantico del sol di San Francesco d'Assisi, S. 4

- 15 -



校訂者/編集者
演奏者

出版社 　請求記号

(スコア） A. Leduc

　　Act 1. 1er tableau K00-171

K90-043 (富)

　　Act 1. 2e tableau K00-187

　　Act 1. 3e tableau K00-119

　　Act 2. 4e tableau K00-202

　　Act 2. 5e tableau K00-203

　　Act 2. 6e tableau K00-118

K90-041 (富)

　　Act 3. 7e tableau K00-151, K00-163

　　Act 3. 8e tableau K00-164

K90-042 (富)

(ヴォーカル・スコア） Leduc

　　Act 1. 1er-3e
　　　　　　　tableaux

C40-308

CD01-637

CD14-201

Salabert B05-364, B11-839

Salabert B08-918

(歌詞: 英訳付き） Salabert B11-717

CD24-191

CD24-302

CD34-015

アッシジの聖フランチエスコの4つの小さな祈り 　無伴奏男声合唱

Messiaen, Olivier  メシアン

Poulenc, Francis プーランク

Saint Francois d'Assise : scenes franciscaines, S I/52

4 petites prieres de Saint Francois d'Assise, FP. 142

アッシジの聖フランチェスコ 　オペラ

楽譜

録音資料

キングス・シンガーズ

ジョイフル・カンパニー・オブ・シンガーズ

ロバート・ショウ (con.) ; Christopher Cock ; ロバート・ショウ・
フェスティバル・シンガーズ

ケント・ナガノ （con.) ; ドーン・アップショウ ; ヨセ・ファン・ダム
 ; クリス・メリット ; ウルバン・マルムベルク ; アーノルド・シェー
ンベルグ合唱団 ; ハレ管弦楽団

小澤征爾 (con.) ; クリスティアーヌ・エダ=ピエール ; ヨセ・
ファン・ダム ; ケネス・リーゲル ; ミッシェル・フィリップ ; パリ・
オペラ座管弦楽団及び合唱団 (1983年録音）

楽譜

録音資料
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校訂者/編集者
演奏者

出版社 　請求記号

Schott C97-751 (富)

CD24-277

Universal Edition C12-488

Machella, Maurizio Armelin Musica C40-426

シュテファン・ヨハネス・ブライヒャー CD10-751

CD97-832 (富)

Stockhausen-Verlag Ｃ26-736

サンパウロ B08-857

H.W. Gray B02-170

the virtues) by St. Francis of Assisi sung in Italian.--Introd

Prayer of St. Francis of Assisi : anthem 高声 S.S.A.A., チェロとハーﾌﾟ
(あるいは鍵盤楽器)

Stockhausen, Karlheinz シュトックハウゼン

Luzifers Abschied : (Szene vom Samstag aus Licht) : 1982 : Werk Nr. 54

 男声合唱, オルガンと7トロンボーン

楽譜

Ruhm, Gerhard リューム

Der Sonnengesang des hl. Franziskusu von Assisi

楽譜

White, Louie L.

Cantico de San Francisco de Asis 合唱と管弦楽

録音資料

ホセ･ラモン・エンシナール (con.) ; マドリッド・コミュニティ
合唱団 ; マドリッド・コニュニティ管弦楽団

Rodrigo, Joaquin ロドリーゴ

Takata, Saburo 高田三郎

Saint-Saens, Camille サン・サーンス

Arrangement of F.Liszt, Predication aux oiseaux

F.リストの小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコの編曲  オルガン

録音資料

楽譜

楽譜

平和の祈り : アシジの聖フランシスコ　女声合唱とピアノ

楽譜

楽譜
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　　請求記号

フジコ・ヘミング DV00-008

DV01-154

 

DV01-153

 

            (所蔵: 2009.4.30現在)

ブラザー・サン, シスター・ムーン (英語、日本語字幕付き）

神の道化師、フランチェスコ (英語、日本語字幕付き）

    タイトル    演奏者/監督/演者

フランコ・ゼッフィレッリ (監督) ; グラハム・フォークナー, ジュディ・
ポーカー, アレック・ギネス

＊映画は10のエピソードから構成されていて、フランチェスコと弟子
たちの共同生活がユーモラスな淡々としたタッチで描かれている。
小鳥に語りかけるフランチェスコ、フランチェスコと聖キアーラとの
会見、そして暴君ニコライオのヴィテル包囲など数々の名場面が
ある。 (DVDケースより）

ロベルト・ロッセリーニ (監督) ; ナザリオ・ジェラルディ, アルド・
ファブ リーツィ, ペパルオーロ ほか

IV.-2. 映像資料

＊聖人フランチェスコの半生を描いた映画

 

<Liszt: 小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ　（伝説, S. 175. １） >

<聖フランチェスコについて>

ｰ 18　-



著者・編者 タイトル 出版者
出版
年

　請求記号

現代音楽　(西洋音楽史大系 ; 10)
  ・ジョンスン, ロバート・シャーロー：
　　　　メシアン・ ブーレーズ

学習研究社 1998 WT00-609 

カヴァノー, P. 大作曲家の信仰と音楽 教文館 2000 WR03-595 

サミュエル, クロード
現代音楽を語る : オリヴィエ・
メシアンとの対話

芸術現代社 1975
U02-600
WR02-014

中村雄二郎
精神のフーガ : 音楽の相のもとに
・小鳥との対話 : アシジのフランチェ
スコ/メシアン

小学館 2000 WR03-500

マリ, ピエレット メシアン (不滅の大作曲家） 音楽之友社 1973
U02-402
U02-599
U03-095

メシアン, オリヴィエ わが音楽語法 教育出版 1954
U02-395
WS00-091
WS01-831

メシアン, オリヴィ
エ＆サミュエル,
クロード

オリヴィエ・メシアンその音楽的宇宙
:
クロード・サミュエルとの新たな対話

音楽之友社 1993
WR01-992
WR90-631
（富)

諸井誠
現代音楽は怖くない : マーラーから
メシアンまで

講談社 1985 U04-058

リシン, レベッカ
時の終わりへ : メシアン・カルテット
の
物語(叢書・20世紀の芸術と文学)

アルファベータ 2008 WR05-222

レスラー, アルムート
メシアン創造のクレド : 信仰・希望・
愛

春秋社 2008 WR05-261 

ウォーカー, アラン リスト
全音楽譜出
版社

1975 U03-504

属啓成
フランツ・リスト : 作品と生涯
(音楽文庫 ; 37)

音楽之友社 1954
U00-609
U02-374

属啓成 リスト 　生涯篇 音楽之友社 1991
WR01-340
WR91-714 (富)

 　　　  作品篇 1993
WR01-933
WR91-713 (富)

ジャンケレヴィッチ,
ウラディミール

リスト ヴィルトゥオーゾの冒険 春秋社 2001
WR03-702
WR92-315 (富)

原田光子 フランツ リストの生涯 第一書房 1944
U02-324
U03-959

　IV.-3. 図書

　　　(所蔵: 2009.4.30現在)

　　＊著者・編者の五十音順

<メシアンについて>

<リストについて>
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著者・編者 タイトル 出版者
出版
年

　請求記号

福田弥 リスト (作曲家・人と作品シリーズ） 音楽之友社 2005
W18-609
W90-325 (富)

プールタレス,
ギイ・ド

愛の人フランツ リスト 音楽之友社 1967 U04-639

ヘルム, エヴェレット リスト (大作曲家) 音楽之友社 1996
WR02-669
WR02-688 (富)
W90-168 (富)

ホルシャニ
ハンガリー狂詩曲 : フランツ・リストの
恋と生活
　　　　上

旺文社 1979 U00-397
U00-398

　      下
U00-399
U00-400

諸井三郎
リスト
(大作曲家人と作品 ; 8)

音楽之友社 1965
U02-309
U03-520
U04-636

ルロワ, アルフレッド リスト (不滅の大作曲家） 音楽之友社 1971
U00-137
U03-451
U04-631

聖フランチェスコの小さな花 教文館 2006 WR05-396 

大塚野百合

賛美歌・聖歌ものがたり : 疲れし
こころをなぐさむる愛よ
・聖フランチェスコと聖クララ
　「ものみなこぞりて」

創元社 1995 WR02-606 

フルゴーニ, キアー
ラ

アッシジのフランチェスコ : ひとりの
人間の生涯

白水社 2004 WR05-392 

ヨルゲンセン, イエ
ン・ヨハネス

アシジの聖フランシスコ
（平凡社ライブラリー ; 212)

平凡社 1997 W18-720 

ガイドブック音楽と美術の旅 音楽之友社 1994
WR03-644 (参)
WR04-072
WR91-739 (富)

坂本鉄男
イタリア歴史の旅 (朝日選書 ; 444 )
・聖フランチェスコの足跡 : アッシー
　ジ

朝日新聞社 1992 WR05-365

清水廣一郎ほか編
概説イタリア史
（有斐閣選書 ; 912）

有斐閣 1988 WR05-170

<イタリアについて>

<聖フランチェスコについて>
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著者・編者 タイトル 出版者
出版
年

　請求記号

マルケジアーニ, E.
[ほか]

イタリア : その人々の歴史
(全訳世界の歴史教科書シリーズ ；
16-18)
　　1巻

帝国書院 1982
W15-646
W18-121

　 　　2巻 　 　
W15-647
W18-122

　　3巻 　 　
W15-648
W18-123

プラッキ, R
イタリア : その国土と人々
(全訳世界の地理教科書シリーズ ；
19)

帝国書院 1979 W11-848

　

ヨーロッパ・キリスト教史
　　1 先史・古代
　　2 中世前期
　　3 中世後期
    4 近世
　　5 近代
    6 現代

中央出版社
1971-

72
　

W06-173
W06-174
W06-175
W06-176
W06-177
W06-178

ドウソン, クリスト
ファー

中世のキリスト教と文化 新泉社 1969 W07-682

ラングリー,
          アンドリュー

中世ヨーロッパ入門
　(「知」のビジュアル百科 ;  25)

あすなろ書房 2006
WT00-921
　　　　（参）

吉川逸治
ジョット
　（ファブリ世界名画集 ; 1）

平凡社 1970 　WT00-014

佐々木英也解説
ジオット
　（世界美術全集 ; 1）

集英社 1977 　W08-257 

 　

Galleria Assisi ガレリア･アッシジ (個人サイト）

IV.-5. インターネット

http://home.att.ne.jp/red/assisi/

＊アッシジに関する情報、アッシジ及びアッシジの聖フラ
ンチェスコの参考文献・資料が掲載されている。

<キリスト教について>

<ジョットについて>
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