
豊栄図書館CD一覧　(クラシック) 令和4年4月現在

タイトル 巻次 責任表示1 責任表示2 資料コード 別置 ジャンル

1 ｳｨｰﾝの新風:ヴｪｰﾍﾞﾙﾝ作品集/ﾏｳﾘﾂｨｵ･ﾎﾟﾘｰﾆ(PF);[ほか] ﾏｳﾘﾂｨｵ･ﾎﾟﾘｰﾆ(PF)(5) ﾋﾟｴｰﾙ=ﾛｰﾗﾝ･ｴﾏｰﾙ(PF)(6) 140024027 C1 ｳﾞ 全集作品集ｵﾑﾆﾊﾞｽ

2 ヴｫｶﾘｰｽﾞ~ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ･ﾍﾞｽﾄ ｾﾙｹﾞｲ･ヴｧｼﾘｴヴｨﾁ･ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ/作曲 1113000003886 C 762 ﾗ 全集作品集作曲家

3 ヴｧﾚｰｽﾞ作品全集 ｻﾗ･ﾚﾅｰﾄﾞ(S)(5,8)ほか ﾌﾗﾝｿﾜ･ｹﾙﾄﾞﾝｷｭﾌ(PF)(7) 140023995 C1 ｳﾞ 全集作品集作曲家

4 ｴﾄﾞｶﾞｰ･ヴｧﾚｰｽﾞ作品集 ﾌｨﾘｽ･ﾌﾞﾘﾝ=ｼﾞｭﾙｿﾝ(S)(2) ﾌﾗﾝｽ国立管弦楽団 140015140 C1 ｴ 全集作品集作曲家

5 ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ序曲集 ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140015231 C1 ｵ 全集作品集作曲家

6 室内楽作品集成:1/武満徹 清水高師(VLN)(1-3)ほか ｱﾙﾃﾞｨｯﾃｨ弦楽四重奏団(6) 140024704 C1 ﾀ 全集作品集作曲家

7 武満徹の音楽/ｲ･ﾌｨｱﾐﾝｷﾞ;ﾙﾄﾞﾙﾌ･ヴｪﾙﾃﾝ(C) ｲ･ﾌｨｱﾐﾝｷﾞ(STRS)ほか ﾙﾄﾞﾙﾌ･ヴｪﾙﾃﾝ(C) 140024712 C1 ﾀ 全集作品集作曲家

8 ｵｰｹｽﾄﾗ作品集/外山雄三 成田繪智子(MS)(5) 村田四郎(FL)(4) 140024746 C1 ﾄ 全集作品集作曲家

9 夏の日の思い出:少女ｱﾘｽ第1部/ﾃﾞｲヴｨｯﾄﾞ･ﾃﾞﾙ･ﾄﾚﾃﾞｨﾁ ﾌｨﾘｽ･ﾌﾞﾘﾝ=ｼﾞｭﾙｿﾝ(S) ｾﾝﾄﾙｲｽ交響楽団 140015447 C1 ﾄ 全集作品集作曲家

10 ｵｰｹｽﾄﾗ作品全集:3/ﾗヴｪﾙ ﾌﾗﾝｽ国立合唱団 ﾌﾗﾝｽ国立管弦楽団 140024217 C1 ﾗ 全集作品集作曲家

11 ｲﾀﾘｱ･ﾊﾞﾛｯｸ協奏曲集 ｵﾚﾙ･ﾆｺﾚ(FL)(2,6) ﾊｲﾝﾂ･ﾎﾘｶﾞｰ(OB)(1,3,4,7) 140016593 C1 ｲ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

12 ﾁｪﾛ協奏曲ﾎ短調作品85;ｴﾆｸﾞﾏ変奏曲:独創主題による変奏曲｢謎｣:作品36/ｴﾙｶﾞｰ ｼﾞｬｸﾘｰﾇ･ﾃﾞｭ･ﾌﾟﾚ(VLC)(1) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団(1) 140016221 C1 ｴ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

13 ｼｬﾛﾝ･ｶﾑ･ｺﾝﾁｪﾙﾄ/ｼｬﾛﾝ･ｶﾑ(CL) ｼｬﾛﾝ･ｶﾑ(CL) ｲﾀﾏｰﾙ･ｺﾞﾗﾝ(PF)(3) 140016197 C1 ｼ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

14 ﾁｪﾛ協奏曲ﾛ短調作品104;交響曲第7番ﾆ短調作品70/ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ ﾅﾀｰﾘｱ･ｸﾞｰﾄﾏﾝ(VLC)(1) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 140024514 C1 ﾄﾞ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

15 ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｺﾝﾁｪﾙﾄ:ｻｸｿﾌｫｰﾝとﾁｪﾛのための:1997[ほか]/ﾅｲﾏﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾊｰﾙ(SAX)(1)ほか ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団(1)ほか 140016312 C1 ﾅ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

16 超絶のﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲集/ｾﾙｹﾞｲ･ﾅｶﾘｬｺﾌ(TRP) ｾﾙｹﾞｲ･ﾅｶﾘｬｺﾌ(TRP) ヴｨﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ室内管弦楽団 140060559 C1 ﾅ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

17 超絶のﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲集/ｾﾙｹﾞｲ･ﾅｶﾘｬｺﾌ(TRP) ｾﾙｹﾞｲ･ﾅｶﾘｬｺﾌ(TRP) ヴｨﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ室内管弦楽団 140016635 C1 ﾅ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

18 ﾁｪﾛ協奏曲第1番ﾊ長調Hob.Ⅶb-1[ほか]/ﾊｲﾄﾞﾝ ﾊﾝﾅ･ﾁｬﾝ(VLC)(1,3) ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ国立歌劇場管弦楽団 140020348 C1 ﾊ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

19 ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ幻想曲:作品46;ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲第2番ﾆ短調作品44/ﾌﾞﾙｯﾌ ｲﾂｧｰｸ･ﾊﾟｰﾙﾏﾝ(VLN) ｲｽﾗｴﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140016429 C1 ﾌﾞ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

20 三重協奏曲:ﾋﾟｱﾉ,ヴｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾛのための:作品56;ﾋﾟｱﾉ三重奏曲ﾆ長調/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ ｳｨｰﾝ･ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ･ﾄﾘｵ ｳｨｰﾝ室内管弦楽団(1) 140016460 C1 ﾍﾞ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

21 ｻｷｿﾌｫﾝ協奏曲集/ﾕｼﾞｪｰﾇ･ﾙｿｰ(SAX) ﾕｼﾞｪｰﾇ･ﾙｿｰ(SAX) ﾎﾟｰﾙ･ｹﾝﾂ室内管弦楽団 140016643 C1 ﾙ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

22 ﾁｪﾛ名演集/ﾑｽﾃｨｽﾗﾌ･ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨﾁ(VLC) ﾑｽﾃｨｽﾗﾌ･ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨﾁ(VLC),(C)(6) ｺﾚｷﾞｳﾑ･ﾑｼﾞｸﾑ･ﾁｭｰﾘﾋ(STRS)(1~4)ほか 140016601 C1 ﾛ 協奏曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

23 4大ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ;[ほか] 浦川宜也(VLN) ｽﾛヴｧｷｱ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140019563 C1 ｳ 協奏曲作曲家別

24 ヴｨｵﾗ協奏曲;ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲ﾛ短調/ｳｫﾙﾄﾝ ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾄﾞﾛﾌ(VLA)(1) ｱｲｵﾅ･ﾌﾞﾗｳﾝ(VLN)(2) 140016213 C1 ｳ 協奏曲作曲家別

25 ヴｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾛのための協奏曲集/ヴｨヴｧﾙﾃﾞｨ ｸﾘｽﾄﾌ･ｺﾜﾝ(VLC)(1,3,5,6) ｲﾙ･ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ･ｱﾙﾓﾆｺ(STRS) 140024464 C1 ｳﾞ 協奏曲作曲家別

26 ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番嬰ﾍ短調作品14;ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲第2番ﾆ短調作品22/ヴｨｴﾆｱﾌｽｷｰ ｲﾂｧｰｸ･ﾊﾟｰﾙﾏﾝ(VLN) ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140016189 C1 ｳﾞ 協奏曲作曲家別

27 ﾘｭｰﾄ&ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ協奏曲集/ヴｨヴｧﾙﾃﾞｨ ｲﾙ･ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ･ｱﾙﾓﾆｺ(ENS) ｼﾞｮヴｧﾝﾆ･ｱﾝﾄﾆｰﾆ(C) 140060443 C1 ｳﾞ 協奏曲作曲家別

28 ﾘｭｰﾄ&ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ協奏曲集/ヴｨヴｧﾙﾃﾞｨ ｲﾙ･ｼﾞｬﾙﾃﾞｨｰﾉ･ｱﾙﾓﾆｺ(ENS) ｼﾞｮヴｧﾝﾆ･ｱﾝﾄﾆｰﾆ(C) 140024472 C1 ｳﾞ 協奏曲作曲家別

29 四季:協奏曲集[ほか]/ヴｨヴｧﾙﾃﾞｨ ﾏﾘｱｰﾅ･ｼﾙﾌﾞ(VLN) 野入志津子(LUTE)(1-4) 140024456 C1 ｳﾞ 協奏曲作曲家別

30 ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ:第1番-第3番/ｸﾞﾘｰｸﾞ 伊藤奏子(VLN) ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾙ(PF) 140016684 C1 ｸﾞ 協奏曲作曲家別

31 ﾎﾙﾝ協奏曲集/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ﾏﾘｰ･ﾏｸﾗﾌﾘﾝ(S)(4) ﾊﾞﾘｰ･ﾀｯｸｳｪﾙ(HR) 140016262 C1 ｼ 協奏曲作曲家別

32 三重奏曲全集/ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ｸﾞﾘｭﾐｵｰ･ﾄﾘｵ(1,2) ﾎﾞｻﾞｰﾙ･ﾄﾘｵ(3~6) 140016700 C1 ｼ 協奏曲作曲家別

33 ヴｧｲｵﾘﾝとﾋﾟｱﾉのための作品集/ｽﾄﾗヴｨﾝｽｷｰ ｼﾞｪﾗｰﾙ･ﾌﾟｰﾚ(VLN) ﾉｴﾙ･ﾘｰ(PF) 140016742 C1 ｽ 協奏曲作曲家別

34 ﾂｨｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ~ﾊﾟｯｼｮﾝ/諏訪内晶子(VLN) 諏訪内晶子(VLN) ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄ祝祭管弦楽団 140024480 C1 ｽ 協奏曲作曲家別

35 奇蹟のヴｪｰﾙ:1989;ｳｪｲｸ･ｱｯﾌﾟ･･･ｱﾝﾄﾞ･ﾀﾞｲ:[1996?]/ﾀヴﾅｰ ﾖｰﾖｰ･ﾏ(VLC) ﾎﾞﾙﾃｨﾓｱ交響楽団 140016767 C1 ﾀ 協奏曲作曲家別

36 ヴｧｲｵﾘﾝのための作品集/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ｶﾘｰﾝ･ｱﾀﾞﾑ(VLN) ﾄﾞﾘｽ･ｱﾀﾞﾑ(PF)(1,2,4) 140024506 C1 ﾁ 協奏曲作曲家別
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37 ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲第2番:Sz.112[ほか]/ﾊﾞﾙﾄｰｸ ﾁｮﾝ･ｷｮﾝ=ﾌｧ(VLN) ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ市交響楽団 140016361 C1 ﾊﾞ 協奏曲作曲家別

38 管弦楽のための協奏曲作品38[ほか]/ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ ﾐｼｪﾙ･ｸﾞｰﾄﾏﾝ(VLN)(2,3) ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 140016379 C1 ﾋ 協奏曲作曲家別

39 ヴｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾛのための二重協奏曲ｲ短調作品102/ﾌﾞﾗｰﾑｽ 豊島泰嗣(VLN) 上村昇(VLC) 140016395 C1 ﾌﾞ 協奏曲作曲家別

40 ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲ﾆ長調作品77;ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第3番ﾆ短調作品108/ﾌﾞﾗｰﾑｽ ﾏｷｼﾑ･ヴｪﾝｹﾞｰﾛﾌ(VLN) ｼｶｺﾞ交響楽団(1) 140016387 C1 ﾌﾞ 協奏曲作曲家別

41 ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲第1番ﾆ長調作品19[ほか]/ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ ﾖｾﾞﾌ･ｼｹﾞﾃｨ(VLN) ｱﾙﾄｩｰﾙ･ﾊﾞﾙｻﾑ(PF)(2,3) 140016445 C1 ﾌﾟ 協奏曲作曲家別

42 ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲:ある天使の思い出に;室内協奏曲:ﾋﾟｱﾉ､ヴｧｲｵﾘﾝと13管楽器のための/ﾍﾞﾙｸ 渡辺玲子(VLN) ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ﾙｹｼｰﾆ(PF)(2) 140016478 C1 ﾍﾞ 協奏曲作曲家別

43 雨の歌:ﾏｲｽｷｰ･ﾌﾞﾗｰﾑｽ名曲集/ﾐｯｼｬ･ﾏｲｽｷｰ(VLC) ﾐｯｼｬ･ﾏｲｽｷｰ(VLC) ﾊﾟｰヴｪﾙ･ｷﾞﾘﾛﾌ(PF) 140016791 C1 ﾏ 協奏曲作曲家別

44 ﾌﾙｰﾄとﾊｰﾌﾟのための協奏曲ﾊ長調K.299[ほか]/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｲﾚｰﾅ･ｸﾞﾗﾌｪﾅｳｱｰ(FL) ﾏﾘｱ･ｸﾞﾗｰﾌ(HP)(1) 140020371 C1 ﾓ 協奏曲作曲家別

45 朝比奈隆ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ･ｺﾝｻｰﾄ'96/大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団;朝比奈隆(C) 林誠(T)(3,5) 大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 140015801 C1 ｱ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

46 ﾊﾞﾛｯｸ名曲集/ｲﾀﾘｱ合奏団 ｲﾀﾘｱ合奏団 140016833 C1 ｲ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

47 ﾍﾞﾙｼｬｻﾞｰﾙの饗宴:ｵﾗﾄﾘｵ[ほか]/ｳｫﾙﾄﾝ ｽﾃｨｰヴﾝ･ﾛﾊﾞｰﾂ(BR)(1) BBCｼﾝｶﾞｰｽﾞほか(1) 140015199 C1 ｳ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

48 くまんばちの飛行:ﾛｼｱ名曲集/ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(C) ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1,2) ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団(3~5) 140015819 C1 ｳﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

49 交響曲第2番:ﾛﾝﾄﾞﾝ交響曲:1920年改稿版;交響曲第8番ﾆ短調/ヴｫｰﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ BBC交響楽団 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾃﾞｲヴｨｽ(C) 140014721 C1 ｳﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

50 交響曲第9番ﾎ短調;ﾖﾌﾞ:舞踊のための仮面劇/ヴｫｰﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ BBC交響楽団 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾃﾞｲヴｨｽ(C) 140023524 C1 ｳﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

51 ｴﾆｸﾞﾏ(謎)変奏曲:作品36[ほか]/ｴﾙｶﾞｰ BBC交響楽団 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140015223 C1 ｴ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

52 交響曲第1番変ｲ長調作品55[ほか]/ｴﾙｶﾞｰ BBC交響楽団 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾃﾞｲヴｨｽ(C) 140014747 C1 ｴ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

53 小澤征爾ｽﾍﾟｼｬﾙ/小澤征爾(C) ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団(1,7)ほか 小澤征爾(C) 140060500 C1 ｵ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

54 小澤征爾ｽﾍﾟｼｬﾙ/小澤征爾(C) ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団(1,7)ほか 小澤征爾(C) 140024308 C1 ｵ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

55 小澤征爾ﾌﾟﾚｲｽﾞ･ﾊﾞｯﾊ ﾀﾝｸﾞﾙｳｯﾄﾞ祝祭合唱団(4) ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団 140015504 C1 ｵ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

56 ﾓﾙﾀﾞｳ:交響詩/ｽﾒﾀﾅ.[ほか] ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140024332 C1 ｶ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

57 ﾎﾙﾍﾞﾙｸ組曲:管弦楽名曲集第1集/ｸﾞﾘｰｸﾞ ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｳｪﾙﾄﾞﾝ(C) 140020256 C1 ｸﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

58 ｻﾞ･ﾎﾟﾋﾟｭﾘｽﾄ:3大ﾊﾞﾚｴ組曲/ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ交響楽団 ﾏｲｹﾙ･ﾃｨﾙｿﾝ･ﾄｰﾏｽ(C) 140024043 C1 ｺ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

59 女の一生:ﾛｺｺ最盛期のｺﾝｾｰﾙ集/ﾐｼｪﾙ･ｺﾚｯﾄ ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｶﾙﾃｨﾆｰ室内管弦楽団 ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｶﾙﾃｨﾆｰ(C) 140015272 C1 ｺ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

60 動物の謝肉祭:組曲/ｻﾝ=ｻｰﾝｽ.典型的動物:組曲/ﾌﾟｰﾗﾝｸ ｱﾙﾄﾞ･ﾁｯｺﾘｰﾆ(PF)ほか(1) ﾊﾟﾘ音楽院管弦楽団 140024050 C1 ｻ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

61 ｱﾙﾌﾟｽ交響曲:Op.64;ﾄﾞﾝ･ﾌｧﾝ:交響詩:Op.20/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ｸﾘｰヴﾗﾝﾄﾞ管弦楽団 ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(C) 140014788 C1 ｼ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

62 ｼｭﾄﾗｳｽ･ｺﾝｻｰﾄ/ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140024084 C1 ｼ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

63 弦楽のための交響曲:交響曲第5番[ほか]/W.ｼｭｰﾏﾝ ｼｱﾄﾙ交響楽団 ｼﾞｪﾗｰﾄﾞ･ｼｭﾜﾙﾂ(C) 140015330 C1 ｼ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

64 交響曲第11番ﾄ短調作品103:1905年/ｼｮｽﾀｺｰヴｨﾁ BBC交響楽団 ｻｰ･ｼﾞｮﾝ･ﾌﾟﾘｯﾁｬｰﾄﾞ(C) 140020199 C1 ｼ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

65 交響曲第9番ﾊ長調D.944:ｻﾞ･ｸﾞﾚｲﾄ/ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団 ｻｰ･ｺﾘﾝ･ﾃﾞｲヴｨｽ(C) 140014796 C1 ｼ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

66 詩篇交響曲[ほか]/ｽﾄﾗヴｨﾝｽｷｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ合唱団(1) ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1) 140014812 C1 ｽ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

67 蓮華化生:西村朗管弦楽作品集 神野明(PF)(4)ほか 東京交響楽団(1,2,4)ほか 140024753 C1 ﾆ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

68 G線上のｱﾘｱ/長谷川陽子(VLC) 長谷川陽子(VLC) 長尾洋史(PF) 140016965 C1 ﾊ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

69 ﾚｰﾙﾓﾝﾄﾌ組曲[ほか]/A.ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ ｱﾙﾒﾆｱ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾛﾘｽ･ﾁｪｸﾅヴｫﾘｱﾝ(C) 140024142 C1 ﾊ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

70 様々な小品集/J.S.ﾊﾞｯﾊ ｱｸﾞﾈｽ･ｷﾞｰﾍﾞﾙ(S)(2,10,13-15,18,21)ほか ｸﾞｽﾀﾌ･ﾚｵﾝﾊﾙﾄ(HPSC,ORG)(第12曲を除く) 140020405 C1 ﾊﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

71 画家ﾏﾁｽ;ｳｪｰﾊﾞｰの主題による交響的変容[ほか]/ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ交響楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌﾞﾛﾑｼｭﾃｯﾄ(C) 140015538 C1 ﾋ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

72 海&ｶﾙﾒﾝ組曲:ﾌﾗﾝｽ管弦楽曲集/NBC交響楽団;ｱﾙﾄｩｰﾛ･ﾄｽｶﾆｰﾆ(C) NBC交響楽団 ｱﾙﾄｩｰﾛ･ﾄｽｶﾆｰﾆ(C) 140024365 C1 ﾌ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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73 ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙと偉大な指揮者たち ﾌﾗﾝｼｽｺ･ｱﾗｲｻ(T)(11) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140015124 C1 ﾍ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

74 ≪ﾙﾙ≫組曲:5つの交響的小品:1934[ほか]/ﾍﾞﾙｸ ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾗ･ﾏｰｸ(S)(2,3) ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ･ｼｭﾀｰﾂｶﾍﾟﾚ 140020314 C1 ﾍﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

75 ｲﾀﾘｱのﾊﾛﾙﾄﾞ:ヴｨｵﾗ独奏付きの交響曲:作品16[ほか]/ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ ﾛｰﾗﾝ･ヴｪﾙﾈｲ(VLA)(4) ﾊﾟﾘ･ﾊﾞｽﾃｨｰﾕ管弦楽団 140014945 C1 ﾍﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

76 幻想交響曲:作品14;ﾚﾘｵ(生への復帰):作品14bis:ﾘﾘｯｸ･ﾓﾉﾄﾞﾗﾏ/ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾒｽｷﾞｼｭ(NAR)(2) ｷｰｽ･ﾚｳｨｽ(T)(2) 140014952 C1 ﾍﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

77 交響曲第7番ｲ長調作品92/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ.4つの海の間奏曲:歌劇《ﾋﾟｰﾀｰ･ｸﾞﾗｲﾑｽﾞ》/ﾌﾞﾘﾃﾝ ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140014937 C1 ﾍﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

78 交響曲第7番ｲ長調作品92/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ.4つの海の間奏曲:歌劇《ﾋﾟｰﾀｰ･ｸﾞﾗｲﾑｽﾞ》/ﾌﾞﾘﾃﾝ ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140023870 C1 ﾍﾞ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

79 威風堂々:ﾏｰﾁの祭典 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 ﾕｰｼﾞﾝ･ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ(C) 140015876 C1 ﾏ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

80 威風堂々:ﾏｰﾁの祭典 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 ﾕｰｼﾞﾝ･ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ(C) 140024316 C1 ﾏ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

81 ｢涅槃｣交響曲:1958:奈良法相宗薬師寺聲明｢薬師悔過(やくしけか)｣[付き]/黛敏郎 東京混声合唱団 東京都交響楽団 140024761 C1 ﾏ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

82 ﾄｩﾗﾝｶﾞﾘｰﾗ交響曲/ﾒｼｱﾝ ｼﾞｬﾝ=ｲヴ･ﾃｨﾎﾞｰﾃﾞ(PF) 原田節(ONDES MARTENOT) 140020249 C1 ﾒ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

83 ﾊｰﾌﾟのための協奏曲集/吉野直子(HP) 吉野直子(HP) ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ･ヴｨﾙﾄｩｵｰｿﾞ･ﾍﾞﾙﾘﾝ 140016650 C1 ﾖ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

84 最後のﾋﾟｴﾛ:ﾊﾞﾚｴ音楽:Op.19;交響曲第1番Op.5/ﾗｰﾄﾊｳｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾄﾞｲﾂ交響楽団 ｲｽﾗｴﾙ･ｲｰﾉﾝ(C) 140015074 C1 ﾗ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

85 ｼｪｴﾗｻﾞｰﾄﾞ:交響組曲:作品35;ｽﾍﾟｲﾝ奇想曲:作品34/ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾙｻｺﾌ ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団(1) ｴｰﾃﾎﾞﾘ交響楽団(2) 140015710 C1 ﾘ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

86 ﾌｧｳｽﾄ交響曲:ｹﾗｰﾏﾝ版/ﾘｽﾄ ﾊﾟﾘ音楽院管弦楽団 ｱﾀｳﾙﾌｫ･ｱﾙﾍﾝﾀ(C) 140023987 C1 ﾘ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

87 ﾚﾌﾞｴﾙﾀｽ作品集/ﾛｽｱﾝｼﾞｪﾙｽ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ;ｴｻ=ﾍﾟｯｶ･ｻﾛﾈﾝ(C) ﾛｽｱﾝｼﾞｪﾙｽ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ ｴｻ=ﾍﾟｯｶ･ｻﾛﾈﾝ(C) 140015744 C1 ﾚ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

88 ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｸﾗｼｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ/ｶﾗﾍﾞﾘ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ ｶﾗﾍﾞﾘ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ 140026212 C2 ｶ 交響曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

89 交響曲第4番:ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ:ﾊｰｽ版/ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ 新日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 朝比奈隆(C) 140019530 C1 ｱ 交響曲作曲家別

90 交響曲第6番ﾎ短調;田園交響曲:交響曲第3番/ヴｫｰﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ヴｧﾚﾘｰ･ﾋﾙ(S)(2) BBC交響楽団 140014739 C1 ｳﾞ 交響曲作曲家別

91 交響曲第7番:南極交響曲;交響曲第3番:田園交響曲/ヴｫｰﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾛｻﾞﾘｵ(S) BBC交響合唱団女性合唱(1) 140023516 C1 ｳﾞ 交響曲作曲家別

92 交響曲全集/ｵﾈｹﾞﾙ ﾊﾞｲｴﾙﾝ放送交響楽団 ｼｬﾙﾙ･ﾃﾞｭﾄﾜ(C) 140014754 C1 ｵ 交響曲作曲家別

93 ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｶｻﾞﾙｽ不滅の記念碑9:ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ･ｺﾝｻｰﾄ/ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ[ほか] ﾊﾟﾌﾞﾛ･ｶｻﾞﾙｽ(VLC) ﾐｴﾁｽﾗﾌ･ﾎﾙｼｮﾌｽｷｰ(PF) 140016924 C1 ｶ 交響曲作曲家別

94 交響曲第22番:ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ﾋﾞｰ;交響曲第23番:私はｲｴｽ/ｶﾗﾏｰﾉﾌ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾄﾞｲﾂ交響楽団 ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(C) 140014762 C1 ｶ 交響曲作曲家別

95 交響曲第3番[ほか]/ｸﾞﾗｽ ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ室内管弦楽団(1,2,4) ｳｨｰﾝ放送交響楽団(3,5) 140023540 C1 ｸﾞ 交響曲作曲家別

96 交響曲第1番ﾆ長調;交響曲第2番変ﾎ長調/ｸﾞﾉｰ ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｶﾋﾟﾄｰﾙ国立管弦楽団 ﾐｼｪﾙ･ﾌﾟﾗｯｿﾝ(C) 140023532 C1 ｸﾞ 交響曲作曲家別

97 悲歌のｼﾝﾌｫﾆｰ:交響曲第3番作品36/ｸﾞﾚﾂｷ ﾄﾞｰﾝ･ｱｯﾌﾟｼｮｳ(S) ﾛﾝﾄﾞﾝ･ｼﾝﾌｫﾆｴｯﾀ 140023557 C1 ｸﾞ 交響曲作曲家別

98 交響曲第3番;静かな都会/ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140023565 C1 ｺ 交響曲作曲家別

99 交響詩集/ｻﾝ=ｻｰﾝｽ ﾁｮﾝ･ｷｮﾝﾌｧ(VLN)(4,5) ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団(1-3,6,7) 140015280 C1 ｻ 交響曲作曲家別

100 交響曲全集/ｻﾝ=ｻｰﾝｽ ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ｶﾞヴｫﾃｨ(ORG)(4) ﾌﾗﾝｽ国立放送局管弦楽団 140023573 C1 ｻ 交響曲作曲家別

101 交響曲第4番作品60:ｻﾝﾌｫﾆｰ･ｺﾝｾﾙﾀﾝﾄ;ﾊﾙﾅｼｪ:ﾊﾞﾚｴ･ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ:作品55/ｼﾏﾉﾌｽｷ ｲｪｼﾞ･ｸﾈﾃｨｸ(T)(2) ﾋﾟｵﾄﾙ･ﾊﾟﾚﾁﾆ(PF)(1) 140023599 C1 ｼ 交響曲作曲家別

102 交響曲第12番Op.112:1917年;森の歌:ｶﾝﾀｰﾀ:Op.81/ｼｮｽﾀｺｰヴｨﾁ ヴｨﾀﾘｰ･ｷﾘﾁｪﾌｽｷｰ(T)(2) ｲﾜﾝ･ﾍﾟﾄﾛﾌ(BS)(2) 140020207 C1 ｼ 交響曲作曲家別

103 交響曲第7番ﾊ長調作品60:ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ/ｼｮｽﾀｺｰヴｨﾁ ﾅｼｮﾅﾙ交響楽団 ﾑｽﾃｨｽﾗﾌ･ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨﾁ(C) 140020181 C1 ｼ 交響曲作曲家別

104 交響曲第2番ﾆ長調Op.43[ほか]/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団合唱団(4) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 140060476 C1 ｼ 交響曲作曲家別

105 交響曲第2番ﾆ長調Op.43[ほか]/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団合唱団(4) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 140023318 C1 ｼ 交響曲作曲家別

106 交響曲第5番作品47:革命/ｼｮｽﾀｺｰヴｨﾁ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ放送交響楽団 ｴﾘｱﾌ･ｲﾝﾊﾞﾙ(C) 140020173 C1 ｼ 交響曲作曲家別

107 ｱﾙﾌﾟｽ交響曲:作品64/ﾘﾋｬﾙﾄ･ｼｭﾄﾗｳｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140020165 C1 ｼ 交響曲作曲家別

108 家庭交響曲;ﾄﾞﾝ･ﾌｧﾝ/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ヴｨﾙﾍﾙﾑ･ﾌﾙﾄヴｪﾝｸﾞﾗｰ(C) 140020157 C1 ｼ 交響曲作曲家別
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109 交響曲第1番:春;交響曲第3番:ﾗｲﾝ/ｼｭｰﾏﾝ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140019522 C1 ｼ 交響曲作曲家別

110 交響曲第4番ｲ短調作品63[ほか]/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140023581 C1 ｼ 交響曲作曲家別

111 交響曲第4番ﾆ短調作品120;ﾏﾝﾌﾚｯﾄﾞ:序曲:作品115/ｼｭｰﾏﾝ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ヴｨﾙﾍﾙﾑ･ﾌﾙﾄヴｪﾝｸﾞﾗｰ(C) 140014804 C1 ｼ 交響曲作曲家別

112 交響曲第5番変ﾎ長調作品82[ほか]/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140020140 C1 ｼ 交響曲作曲家別

113 交響曲第1番ﾎ短調作品39;交響曲第6番ﾆ短調作品104/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ交響楽団 ｸﾙﾄ･ｻﾞﾝﾃﾞﾙﾘﾝｸ(C) 140020124 C1 ｼ 交響曲作曲家別

114 交響曲第3番ﾊ長調作品52;交響曲第6番ﾆ短調作品104/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾎﾞｰﾝﾏｽ交響楽団 ﾊﾟｰヴｫ･ﾍﾞﾙｸﾞﾙﾝﾄﾞ(C) 140020132 C1 ｼ 交響曲作曲家別

115 交響曲第7番ﾊ長調作品105[ほか]/ｼﾍﾞﾘｳｽ ﾎﾞｰﾝﾏｽ交響楽団 ﾊﾟｰヴｫ･ﾍﾞﾙｸﾞﾙﾝﾄﾞ(C) 140014770 C1 ｼ 交響曲作曲家別

116 ﾑﾗヴｨﾝｽｷｰの真髄:7/ｴﾌｹﾞﾆｰ･ﾑﾗヴｨﾝｽｷｰ(C) ﾚﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｴﾌｹﾞﾆｰ･ﾑﾗヴｨﾝｽｷｰ(C) 140023623 C1 ｼ 交響曲作曲家別

117 交響曲第2番ﾛ長調作品14:10月革命に捧ぐ;交響曲第3番変ﾎ長調作品20/ｼｮｽﾀｺｰヴｨﾁ ﾛﾝﾄﾞﾝ･ヴｫｲｼｽﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ交響楽団 140023615 C1 ｼ 交響曲作曲家別

118 交響曲第2番ﾊ長調作品61;交響曲第3番変ﾎ長調作品97:ﾗｲﾝ/ｼｭｰﾏﾝ ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾌﾗﾝﾂ･ｳｪﾙｻﾞｰ=ﾒｽﾄ(C) 140023607 C1 ｼ 交響曲作曲家別

119 わが祖国:連作交響詩:全曲/ｽﾒﾀﾅ ﾁｪｺ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｶﾚﾙ･ｱﾝﾁｪﾙ(C) 140015371 C1 ｽ 交響曲作曲家別

120 ｵｰｹｽﾄﾗ作品集:4/武満徹 浜田理恵(S)(2) 東京都交響楽団 140024696 C1 ﾀ 交響曲作曲家別

121 21世紀へのﾒｯｾｰｼﾞ:Vol.4:武満徹作品集/ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ金沢;岩城宏之(C) 堀正文(VLN)(3) ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ(TRB)(4) 140024720 C1 ﾀ 交響曲作曲家別

122 交響曲第3番[ほか]/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾔｰﾉｼｭ･ｼｭﾀﾙｹﾙ(VLC)(3) ﾆｭｰﾖｰｸ室内管弦楽団(1) 140014820 C1 ﾀﾞ 交響曲作曲家別

123 交響的ｽｹｯﾁ[ほか]/ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ ﾁｪｺ国立ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ ﾎｾ･ｾﾚﾌﾞﾘｴｰﾙ(C) 140015421 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

124 交響曲第1番作品13:冬の日の幻想[ほか]/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140023631 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

125 交響曲第2番作品17:小ﾛｼｱ;大序曲"1812年"/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140023649 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

126 交響曲第4番ﾍ短調作品36;ｲﾀﾘｱ奇想曲:作品45/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 小澤征爾(C) 140020215 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

127 交響曲第5番ﾎ短調作品64;眠れる森の美女:ﾊﾞﾚｴ組曲:作品66a/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140014846 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

128 交響曲第6番ﾛ短調作品74:悲愴/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ヴｨﾙﾍﾙﾑ･ﾌﾙﾄヴｪﾝｸﾞﾗｰ(C) 140020223 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

129 交響曲第3番ﾆ長調作品29:ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ;ﾛﾒｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ:幻想序曲/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾑｽﾃｨｽﾗﾌ･ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨｯﾁ(C) 140014838 C1 ﾁ 交響曲作曲家別

130 交響曲第3番:ｿﾌﾟﾗﾉと管弦楽;ｺﾚﾙﾘの主題によるﾌｧﾝﾀｼﾞｱ･ｺﾝﾁｪﾙﾀﾝﾃ/ﾃｨﾍﾟｯﾄ ﾃﾞｲﾑ･ｼﾞｮｾﾌｨｰﾇ･ﾊﾞｰｽﾄｳ(S)(2) BBC交響楽団 140020272 C1 ﾃ 交響曲作曲家別

131 交響的変態:1965;ﾚｰﾆﾝ:管弦楽音楽第3番:1969/ﾃﾞｯｻｳ ﾜﾙﾀｰ･ｵﾙﾍﾞﾙﾂ(PF)(2) ﾍﾞﾙﾘﾝ[国立]歌劇場合唱団(2) 140015439 C1 ﾃﾞ 交響曲作曲家別

132 交響曲第3番変ﾎ長調作品10;交響曲第7番ﾆ短調作品70/ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾁｮﾝ･ﾐｭﾝﾌﾝ(C) 140023664 C1 ﾄﾞ 交響曲作曲家別

133 交響曲第1番ﾊ短調B.9:ｽﾞﾛﾆﾂｪの鐘/ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ ﾁｪｺ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ヴｧｰﾂﾗﾌ･ﾉｲﾏﾝ(C) 140023656 C1 ﾄﾞ 交響曲作曲家別

134 交響曲第2番変ﾛ長調作品4:B.12/ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ ﾁｪｺ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ヴｧｰﾂﾗﾌ･ﾉｲﾏﾝ(C) 140023672 C1 ﾄﾞ 交響曲作曲家別

135 交響曲第6番ﾆ長調作品60:B112[ほか]/ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ ﾁｪｺ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｶﾚﾙ･ｱﾝﾁｪﾙ(C) 140014853 C1 ﾄﾞ 交響曲作曲家別

136 交響曲第1番ﾄ短調作品7;ヴｧｲｵﾘﾝ協奏曲作品33/ﾆｰﾙｾﾝ ﾍﾝﾘｸ･ﾊﾝﾆｽﾀﾞﾙ(VLN)(2) ﾉﾙｳｪｰ放送管弦楽団 140023698 C1 ﾆ 交響曲作曲家別

137 交響曲第44番ﾎ短調Hob.Ⅰ,44:悲しみ[ほか]/ﾊｲﾄﾞﾝ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾝｻｰﾄ ﾄﾚヴｧｰ･ﾋﾟﾉｯｸ(HPSC,C) 140019548 C1 ﾊ 交響曲作曲家別

138 交響曲第4番Op.34:ﾚｸｲｴﾑ[ほか]/ﾊﾝｿﾝ ｼｱﾄﾙ交響合唱団(3) ｼｱﾄﾙ交響楽団(1,3,5) 140014903 C1 ﾊ 交響曲作曲家別

139 交響曲第102番変ﾛ長調Hob.Ⅰ-102;交響曲第104番ﾆ長調Hob.Ⅰ-104/ﾊｲﾄﾞﾝ ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ｵｯﾄｰ･ｸﾚﾝﾍﾟﾗｰ(C) 140014879 C1 ﾊ 交響曲作曲家別

140 交響曲第94番ﾄ長調:驚がく[ほか]/ﾊｲﾄﾞﾝ ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ･ﾌﾝｶﾞﾘｶ ｱﾝﾀﾙ･ﾄﾞﾗﾃｨ(C) 140014861 C1 ﾊ 交響曲作曲家別

141 交響曲第100番ﾄ長調:軍隊[ほか]/ﾊｲﾄﾞﾝ ﾕﾝｸﾞ･ｼｬｴﾌﾄﾗｲﾝ(OB)ほか(3) ｳｨｰﾝ国立歌劇場管弦楽団(1) 140023706 C1 ﾊ 交響曲作曲家別

142 画家ﾏﾃｨｽ:交響曲[ほか]/ﾊﾟｳﾙ･ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ ｲｽﾗｴﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140017542 C1 ﾊﾞ 交響曲作曲家別

143 交響曲第2番[ほか]/ｱｲヴｽﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140017534 C1 ﾊﾞ 交響曲作曲家別

144 四つのｼﾝﾌｫﾆｱ/C.P.E.ﾊﾞｯﾊ ﾍﾞﾙﾘﾝ室内管弦楽団 ﾍﾙﾑｰﾄ･ｺｯﾎ(C) 140014887 C1 ﾊﾞ 交響曲作曲家別
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145 4つのｼﾝﾌｫﾆｱ集/C.P.E.ﾊﾞｯﾊ ﾐｭﾝﾍﾝ･ﾊﾞｯﾊ管弦楽団 ｶｰﾙ･ﾘﾋﾀｰ(C) 140014895 C1 ﾊﾞ 交響曲作曲家別

146 ヴｨﾝｼｬｰﾏﾝ･ｺﾝﾀﾞｸﾂ･ﾊﾞｯﾊ 金昌国(FL)(1) ヴｧﾙﾃﾞﾏｰﾙ･ﾃﾞｰﾘﾝｸﾞ(HPSC)(2) 140024159 C1 ﾊﾞ 交響曲作曲家別

147 交響曲ﾊ長調[ほか]/ﾋﾞｾﾞｰ ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｶﾋﾟﾄｰﾙ国立管弦楽団 ﾐｼｪﾙ･ﾌﾟﾗｯｿﾝ(C) 140023722 C1 ﾋﾞ 交響曲作曲家別

148 交響曲ﾊ長調[ほか]/ﾋﾞｾﾞｰ 国立ﾘﾖﾝ管弦楽団 ｴﾏﾆｭｴﾙ･ｸﾘヴｨﾇ(C) 140023714 C1 ﾋﾞ 交響曲作曲家別

149 交響詩集/ﾌﾗﾝｸ ｱﾙﾄﾞ･ﾁｯｺﾘｰﾆ(PF)(3) ﾍﾞﾙｷﾞｰ国立管弦楽団 140015553 C1 ﾌ 交響曲作曲家別

150 交響曲ﾆ短調;ﾌﾟｼｼｪ:交響詩:[抜粋]/ﾌﾗﾝｸ 国立ﾘﾖﾝ管弦楽団 ｴﾏﾆｭｴﾙ･ｸﾘヴｨﾇ(C) 140023763 C1 ﾌ 交響曲作曲家別

151 ﾌﾞｰﾆﾝ:決定版 ｽﾀﾆｽﾗﾌ･ﾌﾞｰﾆﾝ(PF) 140017088 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

152 交響曲第1番ﾊ短調作品68;運命の女神の歌:作品89/ﾌﾞﾗｰﾑｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ放送合唱団(2) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140023730 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

153 交響曲第4番ﾎ短調作品98[ほか]/ﾌﾞﾗｰﾑｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ放送合唱団(2) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140023755 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

154 交響曲第5番変ﾛ長調:ﾉヴｧｰｸ版/ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ ﾘﾝﾂ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ管弦楽団 ｸﾙﾄ･ｱｲﾋﾎﾙﾝ(C) 140023789 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

155 交響曲第9番ﾆ短調:終楽章付/ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ ﾘﾝﾂ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ管弦楽団 ｸﾙﾄ･ｱｲﾋﾎﾙﾝ(C) 140023813 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

156 交響曲第2番ﾊ短調:W.ｷｬﾗｶﾞﾝ校訂による1872年初稿/ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ ﾘﾝﾂ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ交響楽団 ｸﾙﾄ･ｱｲﾋﾎﾙﾝ(C) 140023771 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

157 交響曲第7番ﾎ長調:ﾉヴｧｰｸ版/ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ ﾘﾝﾂ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ交響楽団 ｸﾙﾄ･ｱｲﾋﾎﾙﾝ(C) 140023797 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

158 交響曲第8番ﾊ短調:ﾉヴｧｰｸ版,1890年/ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ ﾘﾝﾂ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ交響楽団 ｸﾙﾄ･ｱｲﾋﾎﾙﾝ(C) 140023805 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

159 交響曲第2番ﾆ長調作品73/ﾌﾞﾗｰﾑｽ 大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 朝比奈隆(C) 140023748 C1 ﾌﾞ 交響曲作曲家別

160 交響曲第1番ﾆ長調Op.25:古典[ほか]/ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ ﾛﾝﾄﾞﾝ交響楽団 ｸﾗｳﾃﾞｨｵ･ｱﾊﾞﾄﾞ(C) 140014911 C1 ﾌﾟ 交響曲作曲家別

161 交響曲第9番:混声合唱と管弦楽のための:1997/ﾍﾝﾂｪ ﾍﾞﾙﾘﾝ放送合唱団 ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140014960 C1 ﾍ 交響曲作曲家別

162 交響曲第8番ﾍ長調作品93;交響曲第9番ﾆ短調作品125:合唱/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ ｴﾐﾘｱ･ｸﾝﾀﾞﾘ(S)ほか(2) ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ合唱団(2) 140014929 C1 ﾍﾞ 交響曲作曲家別

163 幻想交響曲:作品14:ある芸術家の生涯の挿話/ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ.舞踏への招待:作品65/ｳｪｰﾊﾞｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140023888 C1 ﾍﾞ 交響曲作曲家別

164 交響曲第2番;交響曲第4番/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140023839 C1 ﾍﾞ 交響曲作曲家別

165 交響曲第9番ﾆ短調作品125:合唱/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ 井岡潤子(S) 伊原直子(A) 140023862 C1 ﾍﾞ 交響曲作曲家別

166 交響曲第3番変ﾎ長調作品55:英雄/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ 大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 朝比奈隆(C) 140023847 C1 ﾍﾞ 交響曲作曲家別

167 交響曲第7番ｲ長調作品92/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ 大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 朝比奈隆(C) 140023854 C1 ﾍﾞ 交響曲作曲家別

168 惑星:組曲:作品32/ﾎﾙｽﾄ ﾆｭｰ･ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ音楽院合唱団 ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団 140015595 C1 ﾎ 交響曲作曲家別

169 8つのｼﾝﾌｫﾆｱ/ﾎﾞｲｽ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾝｻｰﾄ ﾄﾚヴｧｰ･ﾋﾟﾉｯｸ(HPSC,C) 140015587 C1 ﾎﾞ 交響曲作曲家別

170 ｼﾝﾌｫﾆｱ集作品12/ﾎﾞｯｹﾘｰﾆ ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾚﾊﾟｰﾄﾞ(C) 140014978 C1 ﾎﾞ 交響曲作曲家別

171 交響曲第1番変ﾎ長調[ほか]/ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ヴﾗﾃﾞｨﾐｰﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(C) 140023896 C1 ﾎﾞ 交響曲作曲家別

172 交響曲第2番ﾊ短調:復活/ﾏｰﾗｰ ｷﾘ･ﾃ･ｶﾅﾜ(S) ﾏﾘﾘﾝ･ﾎｰﾝ(MS) 140020231 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

173 交響曲第6番:交響的幻想曲;ﾘﾃﾞｨﾂｪ追悼:交響詩/ﾏﾙﾁﾇｰ ﾁｪｺ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｶﾚﾙ･ｱﾝﾁｪﾙ(C) 140015017 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

174 交響曲第1番ﾊ短調作品4;交響曲第3番変ﾛ短調作品11/ﾏﾆｬｰﾙ ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｶﾋﾟﾄｰﾙ国立管弦楽団 ﾐｼｪﾙ･ﾌﾟﾗｯｿﾝ(C) 140014986 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

175 交響曲第7番ﾎ短調:夜の歌/ﾏｰﾗｰ ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140023946 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

176 交響曲第4番ﾄ長調/ﾏｰﾗｰ ﾌﾚﾃﾞﾘｶ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾀｰﾃﾞ(MS) ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140023912 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

177 交響曲第1番ﾆ長調:巨人/ﾏｰﾗｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｸﾗｳﾃﾞｨｵ･ｱﾊﾞﾄﾞ(C) 140014994 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

178 交響曲第5番嬰ﾊ短調/ﾏｰﾗｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｸﾗｳﾃﾞｨｵ･ｱﾊﾞﾄﾞ(C) 140023920 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

179 交響曲第6番ｲ短調:悲劇的/ﾏｰﾗｰ ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 井上道義(C) 140023938 C1 ﾏ 交響曲作曲家別

180 交響曲第2番ﾊ短調:復活[ほか]/ﾏｰﾗｰ ﾛｻﾞﾘﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾛｳﾗｲﾄ(S)(3)ほか ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ合唱団(3) 140015009 C1 ﾏ 交響曲作曲家別
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181 交響曲全集:Ⅰ/ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾟﾗｲｽ(S)ほか(4) ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ合唱団(4) 140015033 C1 ﾒ 1 交響曲作曲家別

182 交響曲全集:Ⅱ/ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ ﾚｲ･ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ(S)(4) ﾍﾚﾝ･ﾜｯﾂ(A)(4) 140015041 C1 ﾒ 2 交響曲作曲家別

183 ﾄｩｰﾗﾝｶﾞﾘｰﾗ交響曲;世の終りのための四重奏曲/ﾒｼｱﾝ ﾐｼｪﾙ･ﾍﾞﾛﾌ(PF) ｼﾞｬﾝﾇ･ﾛﾘｵ(ONDES MARTENOT)(1)ほか 140015025 C1 ﾒ 交響曲作曲家別

184 交響曲第38番ﾆ長調K.504:ﾌﾟﾗﾊ;交響曲第39番変ﾎ長調K.543/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾚヴｧｲﾝ(C) 140050790 C1 ﾓ 交響曲作曲家別

185 交響曲第41番ﾊ長調K.551:ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ;交響曲第35番ﾆ長調K.385:ﾊﾌﾅｰ/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｺﾛﾝﾋﾞｱ交響楽団 ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾜﾙﾀｰ(C) 140015066 C1 ﾓ 交響曲作曲家別

186 交響曲第41番ﾊ長調K.551:ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ[ほか]/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾋﾟｰﾀｰ･ﾋﾟｱｰｽﾞ(T)(3,4) ｲｷﾞﾘｽ室内管弦楽団 140023961 C1 ﾓ 交響曲作曲家別

187 交響曲第35番ﾆ長調K.385:ﾊﾌﾅｰ;交響曲第36番ﾊ長調K.425:ﾘﾝﾂ/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾛｲﾔﾙ･ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管弦楽団 ﾆｺﾗｳｽ･ｱｰﾉﾝｸｰﾙ(C) 140023953 C1 ﾓ 交響曲作曲家別

188 交響曲第2番ﾎ短調Op.27/ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ 東京交響楽団 大友直人(C) 140023979 C1 ﾗ 交響曲作曲家別

189 ﾚ･ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ:交響詩[ほか]/ﾘｽﾄ ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ(1,2) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団(3,4) 140015702 C1 ﾘ 交響曲作曲家別

190 交響詩集/ﾘｽﾄ ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1~3)ほか ｻｰ･ｹﾞｵﾙｸﾞ･ｼｮﾙﾃｨ(C)(1~6) 140015694 C1 ﾘ 交響曲作曲家別

191 交響曲全集/ﾙｰｾﾙ ﾌﾗﾝｽ国立管弦楽団 ｼｬﾙﾙ･ﾃﾞｭﾄﾜ(C) 140015082 C1 ﾙ 交響曲作曲家別

192 交響曲集:[選集]/ﾛｾﾞｯﾃｨ ｺﾝﾁｪﾙﾄ･ｹﾙﾝ 140015090 C1 ﾛ 交響曲作曲家別

193 序曲集/ﾛｯｼｰﾆ ｽｶﾗ座ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾘｯｶﾙﾄﾞ･ｼｬｲｰ(C) 140015751 C1 ﾛ 交響曲作曲家別

194 交響曲第3番ﾎ長調:ｿﾘｽﾄ､合唱と管弦楽のための/ﾛﾊﾟﾙﾂ ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ﾎﾟﾚ(S) ﾅﾀﾘｰ･ｼｭﾄｩｯﾂﾏﾝ(A) 140015108 C1 ﾛ 交響曲作曲家別

195 ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙのｶﾉﾝ~ﾊﾞﾛｯｸ･ﾍﾞｽﾄ 1113000003652 C 762 ﾊﾟ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

196 BRASS BEST J-POP甲子園2~THE選抜 ｳｨﾝｽﾞｽｺｱBFB 1113000003939 C 767 ﾌﾞ 2 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

197 ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ!甲子園 ｻﾞ･ﾍﾞｽﾄ 1113000003779 C 767 ﾌﾞ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

198 畦地慶司胡弓の世界:Ⅱ 畦地慶司(胡弓) 米川裕枝(箏)(2) 140016890 C1 ｱ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

199 ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰヴｽﾞ:ｲｷﾞﾘｽ民謡集 ｱｶﾃﾞﾐｰ室内管弦楽団(1~11) ﾛｲﾔﾙ･ﾘヴｧﾌﾟｰﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(12) 140024449 C1 ｲ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

200 ｸﾗﾘﾈｯﾄのための作品集/尹伊桑 ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾙﾝﾅｰ(CL) ｱﾛｲｽ･ｺﾝﾀﾙｽｷｰ(PF)(2) 140016544 C1 ｲ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

201 ｵｰﾎﾞｴ協奏曲集/ﾄｰﾏｽ･ｲﾝﾃﾞｱﾐｭｰﾚ(OB) ﾄｰﾏｽ･ｲﾝﾃﾞｱﾐｭｰﾚ(OB) ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ管弦楽団 140016627 C1 ｲ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

202 ｲｷﾞﾘｽ管弦楽傑作集/ｲｷﾞﾘｽ室内管弦楽団;ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾚﾝﾎﾞｲﾑ(C) ﾆｰﾙ･ﾌﾞﾗｯｸ(OB)(2) ﾋﾟﾝｶｽ･ｽﾞｰｶｰﾏﾝ(VLN)(8) 140015926 C1 ｲ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

203 いそしぎ/ｳｨｰﾝ弦楽四重奏団 ｳｨｰﾝ弦楽四重奏団 ﾌﾘｯﾂ･ﾄﾞﾚｼｬﾙ(VLC)(1~4) 140016841 C1 ｳ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

204 ｴﾎﾞﾆｰ･ｺﾝﾁｪﾙﾄ:20世紀ｸﾗﾘﾈｯﾄ作品集/ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾙｰｽ･ｲｪｰ(CL) ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾙｰｽ･ｲｪｰ(CL) ﾃﾞﾎﾟｰﾙ大学木管ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ(1,2) 140016619 C1 ｴ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

205 ﾌﾗﾝｽ音楽名曲集/ｴﾙﾈｽﾄ･ｱﾝｾﾙﾒ(C) ｽｲｽ･ﾛﾏﾝﾄﾞ管弦楽団(1-5) ﾊﾟﾘ音楽院管弦楽団(6,7) 140015835 C1 ｴ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

206 はげ山の一夜:ｱﾝｾﾙﾒ･ﾛｼｱ音楽ｺﾝｻｰﾄ/ｴﾙﾈｽﾄ･ｱﾝｾﾙﾒ(C) 青少年合唱団(5) ﾛｰｻﾞﾝﾇ放送合唱団(5) 140015827 C1 ｴ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

207 ﾍﾟﾙｼｬの市場にて:珠玉のｵｰｹｽﾄﾗ名曲集1/ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団;ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団 ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) 140024373 C1 ｵ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

208 ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ:ｵｰｹｽﾄﾗ名曲集/ﾕｰｼﾞﾝ･ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ(C) ﾓﾙﾓﾝ･ﾀﾊﾞﾅｸﾙ合唱団(2) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 140024324 C1 ｵ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

209 ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞ:ｵｰｹｽﾄﾗ名曲集/ﾕｰｼﾞﾝ･ｵｰﾏﾝﾃﾞｨ(C) ﾓﾙﾓﾝ･ﾀﾊﾞﾅｸﾙ合唱団(2) ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ管弦楽団 140060435 C1 ｵ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

210 ｱﾙﾋﾞﾉｰﾆのｱﾀﾞｰｼﾞｮ[ほか]:神技のｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ ｹﾞﾘｰ･ｶｰ(CB) ﾊｰﾓﾝ･ﾙｲｽ(ORG) 140016908 C1 ｶ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

211 市民のためのﾌｧﾝﾌｧｰﾚ:ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ管弦楽名曲集 ｼﾝｼﾅﾃｨ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ･ｵｰｹｽﾄﾗ ｴﾘｯｸ･ｶﾝｾﾞﾙ(C) 140015256 C1 ｺ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

212 ｱﾊﾟﾗﾁｱの春:ﾏｰｻのためのﾊﾞﾚｴ:[組曲版]/ｺｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ.[ほか] ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140015934 C1 ｺ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

213 ｽﾍﾟｲﾝ:狂詩曲[ほか]/ｼｬﾘｴ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｼﾞｮﾝ･ｴﾘｵｯﾄ･ｶﾞｰﾃﾞｨﾅｰ(C) 140015298 C1 ｼ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

214 ｽﾍﾟｲﾝ:狂詩曲[ほか]/ｼｬﾘｴ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｼﾞｮﾝ･ｴﾘｵｯﾄ･ｶﾞｰﾃﾞｨﾅｰ(C) 140024068 C1 ｼ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

215 ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗかく語りき:交響詩:作品30[ほか]/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140024092 C1 ｼ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

216 Newｽﾄﾘﾝｸﾞｽ大好き ｱｶﾃﾞﾐｰ･ｵﾌﾞ･ｾﾝﾄ･ﾏｰﾃｨﾝ･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾌｨｰﾙｽﾞ,ほか ｻｰ･ﾈヴｨﾙ･ﾏﾘﾅｰ(C)ほか 140025164 C1 ｽ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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217 ﾏｰﾁ100%:ｽﾄﾚｽなんかふっとばせ!:[ｽｰｻﾞのﾏｰﾁ集] ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰｽﾞ･ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾌｨﾘｯﾌﾟ･E･ﾋﾙｽﾞ少佐(C) 140015959 C1 ｽ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

218 ｺｯﾍﾟﾘｱ:ﾊﾞﾚｴ音楽:全曲/ﾄﾞﾘｰﾌﾞ ﾊﾟﾘ国立歌劇場管弦楽団 ｼﾞｬﾝ=ﾊﾞﾃｨｽﾄ･ﾏﾘ(C) 140015462 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

219 愛のﾃｰﾏ集 東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 ﾃﾞｲヴｨｯﾄﾞ･ﾊｳｴﾙ(C) 140015918 C1 ﾊ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

220 ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙのｶﾉﾝ:ﾊﾞﾛｯｸ名曲集 ﾕｹﾞｯﾄ･ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ(VLN)(1)ほか ﾊﾟｲﾔｰﾙ室内管弦楽団 140015900 C1 ﾊﾞ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

221 序曲名曲集:天国と地獄[ほか]/ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ 140019555 C1 ﾊﾞ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

222 ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ:管弦楽曲集/ﾌｫｰﾚ ﾊﾟﾘ管弦楽団 ｾﾙｼﾞｭ･ﾎﾞｰﾄﾞ(C) 140020280 C1 ﾌ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

223 つるぎの舞:珠玉のｵｰｹｽﾄﾗ名曲集2/ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団;ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団 ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) 140024381 C1 ﾌ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

224 ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲:珠玉のﾏｰﾁ/ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団;ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団 ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) 140024415 C1 ﾌ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

225 月の光:珠玉の名旋律/ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団;ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団 ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) 140024399 C1 ﾌ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

226 弦楽六重奏曲第1番変ﾛ長調作品18:恋人たち;弦楽六重奏曲第2番ﾄ長調作品36:第2楽章/ﾌﾞﾗｰﾑｽ ｱﾏﾃﾞｳｽ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ ｱﾙﾊﾞﾝ･ﾍﾞﾙｸ四重奏団団員 140016809 C1 ﾌﾞ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

227 ﾋﾟｰﾀｰと狼:作品67/ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ.[ほか] ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団 小澤征爾(C,NAR) 140020306 C1 ﾌﾟ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

228 禁じられた遊び:ｷﾞﾀｰ名曲集/ﾍﾟﾍﾟ･ﾛﾒﾛ;[ほか] ﾍﾟﾍﾟ･ﾛﾒﾛ(GT) ｾﾘﾝ･ﾛﾒﾛ(GT)(10~12) 140029398 C1 ﾍﾟ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

229 感傷的なﾜﾙﾂ/前橋汀子(VLN) 前橋汀子(VLN) 前橋由子(PF)(1,3-9,13-15,17,20,21) 140060468 C1 ﾏ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

230 展覧会の絵:組曲/ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ;ﾗヴｪﾙ(編).[ほか] ｽｲｽ･ﾛﾏﾝﾄﾞ管弦楽団(1,5) ﾊﾟﾘ音楽院管弦楽団(2-4) 140024274 C1 ﾑ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

231 ｸﾗﾘﾈｯﾄ名演集/ｶｰﾙ･ﾗｲｽﾀｰ(CL);ｳｨｰﾝ弦楽四重奏団 ｶｰﾙ･ﾗｲｽﾀｰ(CL) ｳｨｰﾝ弦楽四重奏団 140050816 C1 ﾗ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

232 世界のﾜﾙﾂ集:忘れな草~別れのﾜﾙﾂ:/ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｼｭﾄﾙﾂ(C) ｼﾙヴｨｱ･ｹﾞｽﾃｨ(S)(2,4,8,10,14,21) ﾍﾞﾙﾘﾝ交響楽団 140015892 C1 ﾛ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

233 ﾜﾙﾄﾄｲﾌｪﾙ･ﾜﾙﾂ集/ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｼｭﾄﾙﾂ(C) ﾍﾞﾙﾘﾝ交響楽団 ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｼｭﾄﾙﾂ(C) 140015785 C1 ﾛ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

234 ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環:管弦楽名演集/ﾜｰｸﾞﾅｰ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｻｰ･ｹﾞｵﾙｸﾞ･ｼｮﾙﾃｨ(C) 140024233 C1 ﾜ 管弦楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

235 管弦楽選集:2/芥川也寸志 安田謙一郎(VLC)(2) 新交響楽団 140024654 C1 ｱ 2 管弦楽曲作曲家別

236 管弦楽選集:1/芥川也寸志 新交響楽団 芥川也寸志(C) 140024647 C1 ｱ 1 管弦楽曲作曲家別

237 春の声*わが人生は愛と喜び:ｳｨﾝﾅ･ﾜﾙﾂ･ﾍﾞｽﾄⅡ ｳｨｰﾝ･ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ管弦楽団 ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ｴｼｭヴｪ(C) 140015314 C1 ｳ 管弦楽曲作曲家別

238 管弦楽作品全集/ヴｪｰﾍﾞﾙﾝ ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ･ｼｭﾀｰﾂｶﾍﾟﾚ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ･ｼﾉｰﾎﾟﾘ(C) 140024019 C1 ｳﾞ 管弦楽曲作曲家別

239 管弦楽作品全集/ヴｪｰﾍﾞﾙﾝ ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ･ｼｭﾀｰﾂｶﾍﾟﾚ ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ･ｼﾉｰﾎﾟﾘ(C) 140015173 C1 ｳﾞ 管弦楽曲作曲家別

240 管弦楽曲集/ヴｫｰﾝ=ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾊｹﾞｲ･ｼｬﾊﾑ(VLN)(3) ﾆｭｰ･ｸｲｰﾝｽﾞ･ﾎｰﾙ管弦楽団 140015215 C1 ｳﾞ 管弦楽曲作曲家別

241 ﾏﾄﾞﾝﾅの宝石:管弦楽名曲集/ヴｫﾙﾌ=ﾌｪﾗｰﾘ ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾎｾ･ｾﾚﾌﾞﾘｴｰﾙ(C) 140015207 C1 ｳﾞ 管弦楽曲作曲家別

242 管弦楽名曲集/朝比奈隆(C) 大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 朝比奈隆(C) 140024266 C1 ｶ 管弦楽曲作曲家別

243 ｶﾞｰｼｭｲﾝ･ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞLIVE/羽田健太郎(PF,C) 新星日本交響楽団 羽田健太郎(PF)(2,3),(C) 140016239 C1 ｶﾞ 管弦楽曲作曲家別

244 ｼｭﾄﾗｳｽ･ｺﾝｻｰﾄ/ﾖｰｾﾞﾌ･ｸﾘｯﾌﾟｽ(C) ﾋﾙﾃﾞ･ｷﾞｭｰﾃﾞﾝ(S)(6,7) ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140015322 C1 ｸ 管弦楽曲作曲家別

245 ﾍﾟｰﾙ･ｷﾞｭﾝﾄ:劇付随音楽;抒情組曲作品54/ｸﾞﾘｰｸ ﾊﾚ管弦楽団 ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞﾙﾋﾞﾛｰﾘ(C)ほか 140017153 C1 ｸﾞ 管弦楽曲作曲家別

246 四季:ﾊﾞﾚｴ音楽:作品67[ほか]/ｸﾞﾗｽﾞﾉﾌ ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ｴﾌｹﾞﾆｰ･ｽヴｪﾄﾗｰﾉﾌ(C) 140015249 C1 ｸﾞ 管弦楽曲作曲家別

247 ﾊｰﾘ･ﾔｰﾉｼｭ:ｺﾀﾞｰｲ名曲集 ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ交響楽団 ｼｬﾙﾙ･ﾃﾞｭﾄﾜ(C) 140024035 C1 ｺ 管弦楽曲作曲家別

248 ﾌﾙｰﾄのための作品集/ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ｳｨﾘｱﾑ･ﾍﾞﾈｯﾄ(FL) ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ･ﾍﾞﾝｿﾝ(PF) 140016718 C1 ｼ 管弦楽曲作曲家別

249 弦楽四重奏曲全集/ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ｳｪﾙﾅｰ･ﾋﾝｸ(VLN)(16) ｳｨｰﾝ弦楽四重奏団 140016692 C1 ｼ 管弦楽曲作曲家別

250 R.ｼｭﾄﾗｳｽ:交響詩｢英雄の生涯｣ ﾘﾋｬﾙﾄ･ｼｭﾄﾗｳｽ/作曲 ｻｲﾓﾝ･ﾗﾄﾙ/指揮 1113000001193 C1 ｼ 管弦楽曲作曲家別

251 ヴｧｲｵﾘﾝ名曲集/ｱｲｻﾞｯｸ･ｽﾀｰﾝ(VLN) ｱｲｻﾞｯｸ･ｽﾀｰﾝ(VLN) ｺﾛﾝﾋﾞｱ交響楽団 140016957 C1 ｽ 管弦楽曲作曲家別

252 弦楽四重奏曲第1番;弦楽四重奏曲第2番/ｽﾒﾀﾅ ｽﾒﾀﾅ四重奏団 140016759 C1 ｽ 管弦楽曲作曲家別
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253 火の鳥:ﾊﾞﾚｴ音楽:全曲:ｵﾘｼﾞﾅﾙ版/ｽﾄﾗヴｨﾝｽｷｰ ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ｴﾙﾈｽﾄ･ｱﾝｾﾙﾒ(C) 140015363 C1 ｽ 管弦楽曲作曲家別

254 ﾍﾟﾄﾙｰｼｭｶ:ﾊﾞﾚｴ:[1911年版][ほか]/ｽﾄﾗヴｨﾝｽｷｰ ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ｴﾘｱﾌ･ｲﾝﾊﾞﾙ(C) 140024100 C1 ｽ 管弦楽曲作曲家別

255 管弦楽作品集/ｽﾄﾗヴｨﾝｽｷｰ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾄﾞｲﾂ･ｵﾍﾟﾗ合唱団(6) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140015355 C1 ｽ 管弦楽曲作曲家別

256 管弦楽曲集/ｿｰｹﾞ ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｶﾋﾟﾄｰﾙ国立管弦楽団 ﾐｼｪﾙ･ﾌﾟﾗｯｿﾝ(C) 140015389 C1 ｿ 管弦楽曲作曲家別

257 管弦楽作品集/ﾀｰﾈｼﾞ ｳﾙﾘﾋ･ﾊｲﾈﾝ(VLC)(2) ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ市交響楽団(1,3,4) 140015397 C1 ﾀ 管弦楽曲作曲家別

258 眠りの森の美女:ﾊﾞﾚｴ音楽:作品66:全曲/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ交響楽団 ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾌﾟﾚヴｨﾝ(C) 140015405 C1 ﾁ 管弦楽曲作曲家別

259 ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ:ﾁｪﾛ協奏曲 ｼﾞｬｸﾘｰﾇ･ﾃﾞｭﾌﾟﾚ ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾚﾝﾎﾞｲﾑ 140016304 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲作曲家別

260 ｼﾙヴｨｱ:ﾊﾞﾚｴ音楽:全曲/ﾄﾞﾘｰﾌﾞ ﾆｭｰ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾎﾞﾆﾝｸﾞ(C) 140015470 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲作曲家別

261 ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ･ｲﾝ･ﾌﾟﾗﾊ ﾌﾚﾃﾞﾘｶ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾀｰﾃﾞ(MS)(5,8) ｲﾂｧｰｸ･ﾊﾟｰﾙﾏﾝ(VLN)(2,4,9~11)ほか 140017526 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲作曲家別

262 海:交響詩:3つの交響的ｽｹｯﾁ;ｲﾍﾞﾘｱ:管弦楽のための｢映像｣から/ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ ﾐｭﾝﾍﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｾﾙｼﾞｭ･ﾁｪﾘﾋﾞﾀﾞｯｹ(C) 140024134 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲作曲家別

263 弦楽四重奏曲第12番作品96:ｱﾒﾘｶ;弦楽六重奏曲作品48/ﾄﾞヴｫﾙｻﾞｰｸ ﾖｾﾞﾌ･ｽｰｸ(VLA)(2) ﾖｾﾞﾌ･ﾌｯﾌﾛ(VLC)(2) 140020397 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲作曲家別

264 管弦楽曲集/ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ 南部ﾋﾟﾚﾈｰ･ﾄｩｰﾙｰｽﾞ女声合唱団(1) ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｶﾋﾟﾄｰﾙ国立管弦楽団 140015454 C1 ﾄﾞ 管弦楽曲作曲家別

265 十字架上のｷﾘｽﾄの最後の七つの言葉:管弦楽版/ﾊｲﾄﾞﾝ ﾗﾌｧｴﾙ･ﾀｲﾎﾞ(READ) ﾙ･ｺﾝｾｰﾙ･ﾃﾞ･ﾅｼｵﾝ(ORCH) 140015488 C1 ﾊ 管弦楽曲作曲家別

266 ｶﾞｲｰﾇ:ﾊﾞﾚｴ組曲;ｽﾊﾟﾙﾀｸｽ:ﾊﾞﾚｴ音楽:[抜粋]/ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾕｰﾘ･ﾃﾐﾙｶｰﾉﾌ(C) 140015496 C1 ﾊ 管弦楽曲作曲家別

267 管弦楽名曲集/ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ ｼﾞｰﾝ･ｷｯﾄﾚﾙ(V,PF)(2) ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾘｰﾊﾞｰﾏﾝ(PF)(2,3) 140015512 C1 ﾊﾞ 管弦楽曲作曲家別

268 弦楽器､打楽器とﾁｪﾚｽﾀのための音楽;5つのﾊﾝｶﾞﾘｰ･ｽｹｯﾁ/ﾊﾞﾙﾄｰｸ ｼｶｺﾞ交響楽団 ﾌﾘｯﾂ･ﾗｲﾅｰ(C) 140050857 C1 ﾊﾞ 管弦楽曲作曲家別

269 ﾌｰｶﾞの技法:BWV1080:全曲:ヴｨﾝｼｬﾏﾝ版/J.S.ﾊﾞｯﾊ ﾄﾞｲﾂ･ﾊﾞｯﾊｿﾞﾘｽﾃﾝ ﾍﾙﾑｰﾄ･ヴｨﾝｼｬﾏﾝ(C) 140024167 C1 ﾊﾞ 管弦楽曲作曲家別

270 三角帽子;恋は魔術師:ﾊﾞﾚｴ音楽/ﾌｧﾘｬ ﾃﾚｻ･ﾍﾞﾙｶﾞﾝｻ(MS) ﾎﾞｽﾄﾝ交響楽団(1) 140024175 C1 ﾌ 管弦楽曲作曲家別

271 ﾍﾟﾚｱｽとﾒﾘｻﾞﾝﾄﾞ:作品80:[抜粋][ほか]/ﾌｫｰﾚ ﾌﾚﾃﾞﾘｶ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾀｰﾃﾞ(MS)(1) ﾆｺﾗｲ･ｹﾞｯﾀﾞ(T)(2) 140023326 C1 ﾌ 管弦楽曲作曲家別

272 ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲全集/ﾌﾞﾗｰﾑｽ ﾍﾞﾙﾘﾝ･ｼｭﾀｰﾂｶﾍﾟﾚ ｵﾄﾏｰﾙ･ｽｳｨﾄﾅｰ(C) 1113100000813 C1 ﾌﾞ 管弦楽曲作曲家別

273 ﾛﾒｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ:交響組曲第1番-第2番/ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ交響楽団 ﾑｽﾃｨｽﾗﾌ･ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨﾁ(C) 140020298 C1 ﾌﾟ 管弦楽曲作曲家別

274 水上の音楽;王宮の花火の音楽:組曲/ﾍﾝﾃﾞﾙ ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ室内管弦楽団 ｶｰﾙ･ﾐｭﾝﾋﾝｶﾞｰ(C) 140060450 C1 ﾍ 管弦楽曲作曲家別

275 水上の音楽;王宮の花火の音楽:組曲/ﾍﾝﾃﾞﾙ ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ室内管弦楽団 ｶｰﾙ･ﾐｭﾝﾋﾝｶﾞｰ(C) 140015579 C1 ﾍ 管弦楽曲作曲家別

276 管弦楽作品集/ﾍﾞﾙﾘｵｰｽﾞ ﾙﾈ･ﾃﾞｭｸﾛ合唱団(6) ﾌﾗﾝｽ国立放送局管弦楽団(1-4) 140020322 C1 ﾍﾞ 管弦楽曲作曲家別

277 ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ･ﾍﾞｽﾄ/朝比奈隆(C) 大阪ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 朝比奈隆(C) 140023821 C1 ﾍﾞ 管弦楽曲作曲家別

278 管弦楽曲集/ﾏｽﾈ ﾓﾝﾃ･ｶﾙﾛ国立歌劇場管弦楽団 ｼﾞｮﾝ･ｴﾘｵｯﾄ･ｶﾞｰﾃﾞｨﾅｰ(C) 140015603 C1 ﾏ 管弦楽曲作曲家別

279 世界の創造:名管弦楽曲集/ﾐﾖｰ ﾌﾗﾝｽ国立管弦楽団 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ(C) 140015611 C1 ﾐ 管弦楽曲作曲家別

280 弦楽五重奏曲全集:Ⅲ/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｳｨｰﾝ弦楽五重奏団 140050808 C1 ﾓ 管弦楽曲作曲家別

281 管楽協奏曲集/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾃﾞｰﾙ･ｸﾚヴｪﾝｼﾞｬｰ(HR)(1) ｼﾞｮﾝ･ﾄﾞ･ﾗﾝｼｰ(OB)(2) 140016528 C1 ﾓ 管弦楽曲作曲家別

282 名管弦楽曲集/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｱ管弦楽団(1-3) ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(4-11) 140020330 C1 ﾓ 管弦楽曲作曲家別

283 ｾﾚﾅｰﾃﾞ集/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾚｵﾝ･ｼｭﾋﾟｰﾗｰ(VLN)(2)ほか ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1) 140024191 C1 ﾓ 管弦楽曲作曲家別

284 管弦楽曲全集:第4集/ﾗヴｪﾙ ｱﾙﾄﾞ･ﾁｯｺﾘｰﾆ(PF)(1,2) ｲﾂｧｰｸ･ﾊﾟｰﾙﾏﾝ(VLN)(3) 140015686 C1 ﾗ 4 管弦楽曲作曲家別

285 管弦楽曲全集:第1集/ﾗヴｪﾙ ﾊﾟﾘ管弦楽団 ｼﾞｬﾝ･ﾏﾙﾃｨﾉﾝ(C) 140015660 C1 ﾗ 1 管弦楽曲作曲家別

286 管弦楽曲全集:第2集/ﾗヴｪﾙ ﾊﾟﾘ管弦楽団 ｼﾞｬﾝ･ﾏﾙﾃｨﾉﾝ(C) 140024209 C1 ﾗ 2 管弦楽曲作曲家別

287 管弦楽曲全集:第3集/ﾗヴｪﾙ ﾊﾟﾘ国立歌劇場合唱団(1) ﾊﾟﾘ管弦楽団 140015678 C1 ﾗ 3 管弦楽曲作曲家別

288 序曲集/ﾗﾓｰ ﾚ･ﾀﾗﾝ･ﾘﾘｸ(ORCH) ｸﾘｽﾄﾌ･ﾙｾ(C) 140023334 C1 ﾗ 管弦楽曲作曲家別
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289 歌の花と歌のお話[ほか]/ﾙﾄｽﾜﾌｽｷ ｿﾙヴｪｲ･ｸﾘﾝｹﾞﾙﾎﾞﾙﾝ(S)(2,4) ﾉﾙｳｪｰ室内管弦楽団 140015728 C1 ﾙ 管弦楽曲作曲家別

290 ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ:ﾘｭｰﾄのための古風な舞曲とｱﾘｱ ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ/作曲 ﾈヴｨﾙ･ﾏﾘﾅｰ/指揮 1113000001184 C1 ﾚ 管弦楽曲作曲家別

291 管弦楽曲集/ﾜｰｸﾞﾅｰ ﾐｭﾝﾍﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｾﾙｼﾞｭ･ﾁｪﾘﾋﾞﾀﾞｯｹ(C) 140024225 C1 ﾜ 管弦楽曲作曲家別

292 管弦楽曲集:Ⅱ/ﾜｰｸﾞﾅｰ ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1-3) ﾛﾝﾄﾞﾝ交響楽団(4-6) 140015769 C1 ﾜ 管弦楽曲作曲家別

293 ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環:管弦楽曲集/ﾜｰｸﾞﾅｰ ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ交響楽団 ｱﾝﾀﾙ･ﾄﾞﾗﾃｨ(C) 140024241 C1 ﾜ 管弦楽曲作曲家別

294 THE BEST 辻井伸行 1113000003957 C 762 ﾂ 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

295 ｴﾘｰｾﾞのために~ｸﾗｼｯｸ･ﾋﾟｱﾉ･ﾍﾞｽﾄ 1113000003643 C 767 ｴ 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

296 ｲﾝｸﾞﾘｯﾄ･ﾌｼﾞｺ･ﾍﾐﾝｸﾞ ﾌｼﾞ子･ﾍﾐﾝｸﾞ/p 1113000010058 C 767 ﾍ 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

297 ﾊﾟｳﾙ･ｸﾚｰへのｵﾏｰｼﾞｭ:1951[ほか]/ｼｬｰﾝﾄﾞﾙ･ヴｪﾚｼｭ ｱﾝﾄﾞﾗｰｼｭ･ｼﾌ(PF) ﾃﾞｰﾈｼｭ･ヴｧｰﾘｮﾝ(PF)(1) 140016205 C1 ｳﾞ 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

298 英雄ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ:ﾋﾟｱﾉ名曲集/近藤嘉宏(PF) 近藤嘉宏(PF) 140017104 C1 ｺ 鍵盤楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

299 ｼﾞﾑﾉﾍﾟﾃﾞｨ~ｻﾃｨ･ﾋﾟｱﾉ･ﾍﾞｽﾄ ｴﾘｯｸ･ｻﾃｨ/作曲 ﾊﾟｽｶﾙ･ﾛｼﾞｪ/p 1113000003895 C 762 ｻ 鍵盤楽曲作曲家別

300 ｴﾘｰｾﾞのために:ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ珠玉のﾋﾟｱﾉ名曲集/ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(PF) ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(PF) 140060484 C1 ｱ 鍵盤楽曲作曲家別

301 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番ﾄ短調作品22[ほか]/ｻﾝ=ｻｰﾝｽ ｼﾞｬﾝ･ﾌｨﾘｯﾌﾟ=ｺﾗｰﾙ(PF) ﾛｲﾔﾙ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140016254 C1 ｻ 鍵盤楽曲作曲家別

302 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番ﾍ短調作品21[ほか]/ｼｮﾊﾟﾝ ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(PF) ﾜﾙｼｬﾜ国立ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1) 140024498 C1 ｼ 鍵盤楽曲作曲家別

303 ﾋﾟｱﾉ協奏曲ｲ短調Op.54;幻想小曲集Op.12/ｼｭｰﾏﾝ ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ｸﾞﾙﾀﾞ(PF) ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1) 140016270 C1 ｼ 鍵盤楽曲作曲家別

304 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番ﾎ短調作品11/ｼｮﾊﾟﾝ.[ほか] ﾌﾞﾘｷﾞｯﾃ･ﾌｧｽﾍﾞﾝﾀﾞｰ(MS)(9) ｴﾘｰｻﾞﾍﾞﾄ･ﾚｵﾝｽｶﾔ(PF) 140016288 C1 ｼ 鍵盤楽曲作曲家別

305 ﾋﾟｱﾉ五重奏曲変ﾎ長調作品44[ほか]/ｼｭｰﾏﾝ ﾏﾙﾀ･ｱﾙｹﾞﾘｯﾁ(PF) ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ･ﾗﾋﾞﾉヴｨﾁ(PF)(2) 140016726 C1 ｼ 鍵盤楽曲作曲家別

306 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番変ﾛ短調作品23;ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番ﾄ長調作品44/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ｼｭｰﾗ･ﾁｪﾙｶｽｷｰ(PF) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140016296 C1 ﾁ 鍵盤楽曲作曲家別

307 別れの曲:中村紘子が選ぶｼｮﾊﾟﾝ名曲集/中村紘子(PF) 中村紘子(PF) 140017070 C1 ﾅ 鍵盤楽曲作曲家別

308 ﾋﾟｱﾉ･ﾄﾘｵ集/ﾊｲﾄﾞﾝ ﾌﾞﾗｰﾑｽ･ﾄﾘｵ･ﾜｲﾏｰﾙ 140016783 C1 ﾊ 鍵盤楽曲作曲家別

309 ﾋﾟｱﾉ協奏曲全集/ﾊﾞﾙﾄｰｸ ｱﾝﾄﾞﾗｰｼｭ･ｼﾌ(PF) ﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄ祝祭管弦楽団 140016353 C1 ﾊﾞ 鍵盤楽曲作曲家別

310 ﾋﾟｱﾉ協奏曲集/J.S.ﾊﾞｯﾊ ｸﾞﾚﾝ･ｸﾞｰﾙﾄﾞ(PF) ｺﾛﾝﾋﾞｱ交響楽団 140016346 C1 ﾊﾞ 鍵盤楽曲作曲家別

311 ﾋﾟｱﾉ名曲 ｲｴﾙｸ･ﾃﾞﾑｽ(PF)(1)ほか 140025123 C1 ﾋﾟ 鍵盤楽曲作曲家別

312 ﾋﾟｱﾉ五重奏曲ﾍ短調作品34;2つのﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ作品79/ﾌﾞﾗｰﾑｽ 永冨和子(PF) ﾍﾞﾙﾘﾝ弦楽四重奏団(1) 140050832 C1 ﾌﾞ 鍵盤楽曲作曲家別

313 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番変ﾆ長調作品10;ﾋﾟｱﾉ協奏曲第3番ﾊ長調作品26/ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ ｴﾌｹﾞﾆｰ･ｷｰｼﾝ(PF) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140016437 C1 ﾌﾟ 鍵盤楽曲作曲家別

314 ﾋﾟｱﾉ協奏曲:1949[ほか]/ﾌﾟｰﾗﾝｸ ｼﾙヴｨｱ･ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｸﾞ(S)(7) ﾊﾟｽｶﾙ･ﾛｼﾞｪ(PF)(1,2)ほか 140016403 C1 ﾌﾟ 鍵盤楽曲作曲家別

315 ﾋﾟｱﾉ協奏曲全集/ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ ヴﾗﾃﾞｨｰﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅｰｼﾞ(PF) ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(1-5) 140016452 C1 ﾍﾞ 鍵盤楽曲作曲家別

316 ﾋﾟｱﾉ三重奏曲全集:作品49[&]作品66/ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ ｳｨｰﾝ･ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ･ﾄﾘｵ 140016817 C1 ﾒ 鍵盤楽曲作曲家別

317 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番ﾍ長調K.37[ほか]/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾚﾝﾎﾞｲﾑ(PF,C) ｲｷﾞﾘｽ室内管弦楽団 140016510 C1 ﾓ 鍵盤楽曲作曲家別

318 ﾋﾟｱﾉ協奏曲ﾄ長調[ほか]/ﾗヴｪﾙ ﾏﾙﾀ･ｱﾙｹﾞﾘｯﾁ(PF)(1) ﾐｼｪﾙ･ﾍﾞﾛﾌ(PF)(2) 140016551 C1 ﾗ 鍵盤楽曲作曲家別

319 ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番変ﾎ長調[ほか]/ﾘｽﾄ ﾐｯｼｬ･ﾃﾞｨﾋﾀｰ(PF) ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ交響楽団(1,2) 140016585 C1 ﾘ 鍵盤楽曲作曲家別

320 ﾒﾘｰ･ｳｨﾄﾞｳ:喜歌劇:全曲/ﾚﾊｰﾙ ｴｯﾀﾞ･ﾓｰｻﾞｰ(S) ﾍﾚﾝ･ﾄﾞﾅｰﾄ(S) 140017369 C1 ﾜ 鍵盤楽曲作曲家別

321 禁じられた遊び~ｸﾗｼｶﾙ･ｷﾞﾀｰ･ﾍﾞｽﾄ ｲｪﾗﾝ･ｾﾙｼｪﾙ/g ﾅﾙｼｿ･ｲｴﾍﾟｽ/g 1113000003670 C 767 ｷ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

322 ﾂｨｺﾞｲﾈﾙﾜｲｾﾞﾝ~ヴｧｲｵﾘﾝ･ﾍﾞｽﾄ 1113000003661 C 767 ﾂ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

323 白鳥~ﾁｪﾛ･ﾍﾞｽﾄ 1113000003901 C 767 ﾊ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

324 ｺﾝﾂｪﾙﾄｼｭﾃｭｯｸ:ﾋﾟｱﾉとｵｰｹｽﾄﾗのための:ﾍ短調:作品79[ほか]/ｳｪｰﾊﾞｰ ﾛｼｱ･ﾅｼｮﾅﾙ管弦楽団 ﾐﾊｲﾙ･ﾌﾟﾚﾄﾆｪﾌ(PF)(1),(C) 140015165 C1 ｳ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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325 ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｶﾗﾔﾝ/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団;ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140024340 C1 ｶ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

326 ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｶﾗﾔﾝ/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団;ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140060492 C1 ｶ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

327 超絶のｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ/ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｸﾗｯﾌﾞ;ｹﾞｲﾙ･ﾄﾞﾛｰｸﾞｽﾌｫﾙ(ACO,ARR) ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｸﾗｯﾌﾞ(ACO) ｹﾞｲﾙ･ﾄﾞﾛｰｸﾞｽﾌｫﾙ(ACO) 140017021 C1 ｸ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

328 ﾚｵﾆｰﾄﾞ･ｺｰｶﾞﾝ大全集:23:ﾊﾁｬﾄｩﾘﾔﾝ,ｻﾝ=ｻｰﾝｽ作品集 ﾚｵﾆｰﾄﾞ･ｺｰｶﾞﾝ(VLN) ﾅｳﾑ･ﾜﾙﾃﾙ(PF)(3) 140020355 C1 ｺ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

329 ﾁｪﾛ協奏曲:1953-54[ほか]/ｺﾞﾙﾄｼｭﾐｯﾄ ﾖｰﾖｰ･ﾏ(VLC)(1)ほか ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ交響楽団(1)ほか 140016247 C1 ｺﾞ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

330 ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝ/千住真理子(VLN) 千住真理子(VLN) ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｹﾞﾚｯﾁｭﾚｰｶﾞｰ(PF)(3) 140016940 C1 ｾ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

331 千住真理子ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｺﾝｻｰﾄ/千住真理子(VLN) 千住真理子(VLN) ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ放送交響楽団 140016932 C1 ｾ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

332 美しきﾛｽﾏﾘﾝ:[ｸﾗｲｽﾗｰ作品集]/千住真理子(VLN) 千住真理子(VLN) ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ｹﾞﾚｯﾁｭﾚｰｶﾞｰ(PF)(1-9,11-20) 140016676 C1 ｾ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

333 ﾁｪﾛをめぐる日本の響き/堤剛(VLC) 堤剛(VLC) 若林顕(PF)(1,5) 140024738 C1 ﾁ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

334 風のかたみ:宮澤賢治へのｵﾏｰｼﾞｭ/藤原真理(VLC) 藤原真理(VLC) 三宅一徳(SYN)ほか 140016973 C1 ﾌ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

335 ｼﾊﾞの女王の入城/ﾍﾝﾃﾞﾙ.[ほか] ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌﾞﾗｽ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 140016882 C1 ﾍ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

336 はげ山の一夜:交響詩:ﾊﾞｽ･ﾊﾞﾘﾄﾝ､児童合唱､合唱と管弦楽のための版[ほか]/ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ ﾏﾘｱﾝﾅ･ﾀﾗｿｰヴｧ(MS)(2) ｱﾅﾄﾘｰ･ｺﾁｪﾙｶﾞ(BBR)(1,2) 140015629 C1 ﾑ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

337 ｶヴｧﾃｨｰﾅ/村治佳織(GT) 村治佳織(GT) 140017005 C1 ﾑ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

338 ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲ｲ長調KV622[ほか]/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾊﾝｽ･ﾀﾞｲﾝﾂｧｰ(BASSET CL)(1)ほか ｺﾚｷﾞｳﾑ･ｱｳﾚｳﾑ合奏団 140016502 C1 ﾓ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

339 ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲ｲ長調K.622;ﾌｧｺﾞｯﾄ協奏曲変ﾛ長調K.191(186e)/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ﾚｵﾎﾟﾙﾄ･ｳﾗｯﾊ(CL)(1) ｶｰﾙ･ｴｰﾙﾍﾞﾙｶﾞｰ(FGT)(2) 140016536 C1 ﾓ 室内楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

340 ﾘｭｰﾄのためのｿﾅﾀ集/ヴｧｲｽ ﾙｯﾂ･ｷﾙﾋﾎｰﾌ(ﾊﾞﾛｯｸ･ﾘｭｰﾄ) 140020389 C1 ｳﾞ 室内楽曲作曲家別

341 J.S.ﾊﾞｯﾊ:無伴奏ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第2番|ﾊﾞﾙﾄｰｸ:ヴｧｲｵﾘﾝ･ｿﾅﾀ第1番 ﾊﾞﾙﾄｰｸ/作曲 ﾖﾊﾝ･ｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ･ﾊﾞｯﾊ/作曲 1113000001101 C1 ｺﾞ 室内楽曲作曲家別

342 前奏曲集第1巻;前奏曲集第2巻/ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ 舘野泉(PF) 140050840 C1 ﾄﾞ 室内楽曲作曲家別

343 神聖な舞曲と世俗的な舞曲:ﾊｰﾌﾟと弦楽合奏のための[ほか]/ﾄﾞﾋﾞｭｯｼｰ 工藤重典(FL)(1) ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｺｰｾ(VLA)(1) 140016775 C1 ﾄﾞ 室内楽曲作曲家別

344 ﾌﾗﾝｸ&ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ:ﾌﾙｰﾄ･ｿﾅﾀ集 ｾﾙｹﾞｲ･ｾﾙｹﾞｴヴｨﾁ･ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ/作曲 ｾｻﾞｰﾙ･ﾌﾗﾝｸ/作曲 1113000001148 C1 ﾌ 室内楽曲作曲家別

345 中期弦楽四重奏曲集/ﾙｰﾄヴｨﾋ･ヴｧﾝ･ﾍﾞｰﾄｰヴｪﾝ ﾀｶｰﾁ弦楽四重奏団 140050824 C1 ﾍﾞ 室内楽曲作曲家別

346 ﾘｯｷｰ･ﾓｽｸﾜ･ﾗｲヴ:2/ﾐﾊｲﾙ･ﾘｯｷｰ(PF) ﾐﾊｲﾙ･ﾘｯｷｰ(PF) ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ大交響楽団(ﾓｽｸﾜ放送交響楽団)(3) 140016577 C1 ﾐ 室内楽曲作曲家別

347 雨だれ:ｼｮﾊﾟﾝ･ｵﾝ･ﾊｰﾌﾟ/ﾏﾘｻ･ﾛﾌﾞﾚｽ(HP) ﾏﾘｻ･ﾛﾌﾞﾚｽ(HP) 140016734 C1 ﾛ 室内楽曲作曲家別

348 あの日教室で歌った 思い出の合唱曲 あの素晴らしい愛をもう一度 1113000003830 C 762 ｱ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

349 ｱﾚﾙﾔ~ｸﾞﾚｺﾞﾘｵ聖歌ﾍﾞｽﾄ ﾐｭﾝｽﾀｰｼｭヴｧﾙﾂｧﾊ修道院聖歌隊 ｺﾞｰﾃﾞﾊﾙﾄ･ﾖｯﾋﾟﾋ神父/指揮 1113000003680 C 762 ｱ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

350 讃美歌~聖夜,ｱヴｪ･ﾏﾘｱ ﾍﾞｽﾄ ﾁｪｺ少年合唱団“ﾎﾞﾆ･ﾌﾟｴﾘ" 聖ヶ丘教会聖歌隊 1113000002815 C 762 ｻ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

351 ｳｨｰﾝの森の物語:3人のｼｭﾄﾗｳｽ/ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団;ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) 140015884 C1 ｳ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

352 ヴｫｰｶﾙ大好き ｴﾘｰ･ｱｰﾒﾘﾝｸﾞ(S)(1,2,16,17)ほか ﾀﾞﾙﾄﾝ･ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ(PF)(1,15)ほか 140025149 C1 ｳﾞ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

353 歌の宝石箱/ﾎｾ･ｶﾚｰﾗｽ(T) ﾎｾ･ｶﾚｰﾗｽ(T) ｲｷﾞﾘｽ室内管弦楽団(1-12,15,16)ほか 140017476 C1 ｶ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

354 ﾊﾚﾙﾔ!~宗教合唱曲&ｱﾘｱ集 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾟﾗｲｽ(S)(1,2)ほか ﾊﾞｲｴﾙﾝ放送合唱団(1,9)ほか 140017500 C1 ｶ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

355 NEWｺｰﾗｽ大好き 晋友会合唱団 土屋律子(PF)(2-5,8,9,11,15)ほか 140025172 C1 ｺ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

356 4つの最後の歌[ほか]/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ﾘｰｻﾞ･ﾃﾞﾗ･ｶｰｻﾞ(S)(1-5,7)ほか ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140024522 C1 ｼ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

357 世界の子守歌 ｴﾘｰ･ｱｰﾒﾘﾝｸﾞ(S)ほか多数 140025180 C1 ｾ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

358 鳥の歌:ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ･ｵﾝ･ｸﾗｼｯｸ/高橋美智子(PERC) 高橋美智子(PERC)ほか 140017054 C1 ﾀ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

359 野ばら&美しく青きﾄﾞﾅｳ:天使の歌声/ｳｨｰﾝ少年合唱団 ｳｨｰﾝ少年合唱団 ﾌﾗﾝﾂ･M･ﾌｧﾙﾝﾍﾞﾙｶﾞｰ(PF)(1,3,10-15) 140024589 C1 ﾉ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

360 初恋/錦織健(V) 錦織健(V) 安田芙充央(PF)ほか 140024571 C1 ﾊ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

10 / 13 ページ



豊栄図書館CD一覧　(クラシック) 令和4年4月現在

タイトル 巻次 責任表示1 責任表示2 資料コード 別置 ジャンル請求記号

361 ｳｨｰﾝの森の物語~金と銀:珠玉のﾜﾙﾂ/ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団;ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) ﾎﾞｽﾄﾝ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ管弦楽団 ｱｰｻｰ･ﾌｨｰﾄﾞﾗｰ(C) 140024407 C1 ﾌ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

362 ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ/ｼﾞｭﾘｰ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ ｼﾞｭﾘｰ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ(V) ﾛﾝﾄﾞﾝ･ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝｽﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ 140042664 C2 ｼﾞｭ 声楽曲ｵﾑﾆﾊﾞｽ

363 ｺﾞﾝﾄﾞﾗの唄:中山晋平作品集/藍川由美(S) 藍川由美(S) 花岡千春(PF) 140017450 C1 ｱ 声楽曲作曲家別

364 ｺｼﾞ･ﾌｧﾝ･ﾄｩｯﾃ:歌劇:全曲/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ･ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ(S) ﾘｻﾞ･ｵｯﾄｰ(S) 140017336 C1 ｶ 声楽曲作曲家別

365 ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ:歌劇:全3幕/ﾜｰｸﾞﾅｰ ｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ･ｸﾞﾘｭﾝﾏｰ(S) ﾏﾘｱﾝﾈ･ｼｪｯﾋ(S) 140017385 C1 ｺ 声楽曲作曲家別

366 詩人の恋:作品48[ほか]/ｼｭｰﾏﾝ ﾃﾞｨｰﾄﾘﾋ･ﾌｨｯｼｬｰ=ﾃﾞｨｰｽｶｳ(BR) ｲｪﾙｸ･ﾃﾞﾑｽ(PF)(1) 140024530 C1 ｼ 声楽曲作曲家別

367 水のいのち:合唱作品集/高田三郎 豊中混声合唱団 鎌田龍児(READ)(3) 140017443 C1 ﾀ 声楽曲作曲家別

368 ﾄﾞﾝ･ｼﾞｮヴｧﾝﾆ:歌劇:K.527:全曲/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ･ｼｭﾜﾙﾂｺｯﾌﾟ(S) ﾘｭｰﾊﾞ･ヴｪﾘｯﾁ(S) 140017328 C1 ﾌ 声楽曲作曲家別

369 ﾚｸｲｴﾑOp.48[ほか]/ﾌｫｰﾚ ｼｭｻﾞﾝﾇ･ﾀﾞﾝｺ(S)(1) ｼﾞｪﾗｰﾙ･ｽｾﾞｰ(BR)(1) 140024555 C1 ﾌ 声楽曲作曲家別

370 ﾏｰﾗｰ:ｶﾝﾀｰﾀ｢嘆きの歌｣(初稿版) ｸﾞｽﾀﾌ･ﾏｰﾗｰ/作曲 秋山 和慶/指揮 1113100000582 C1 ﾏ 声楽曲作曲家別

371 ｵﾍﾟﾗ序曲集/ヴｪﾙﾃﾞｨ ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ･ｼﾉｰﾎﾟﾘ(C) 140015181 C1 ｳ 歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

372 魔弾の射手:3幕のﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｵﾍﾟﾗ/ｳｪｰﾊﾞｰ ｸﾞﾝﾄﾞｩﾗ･ﾔﾉヴｨｯﾂ(S) ｴﾃﾞｨｯﾄ･ﾏﾃｨｽ(S) 140020413 C1 ｳ 歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

373 ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ:ﾓｰﾂｧﾙﾄ名演集/ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾌｫﾝ･ｶﾗﾔﾝ(C) ﾚｵﾎﾟﾙﾄ･ｳﾗｯﾊ(CL)(3) ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 140015652 C1 ｶ 歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

374 ｴｷｿﾞﾃｨｯｸ･ﾊﾞﾚｴ･ﾌﾛﾑ･ｵﾍﾟﾗ ﾐﾈｿﾀ管弦楽団 大植英次(C) 140015850 C1 ﾐ 歌劇ｵﾑﾆﾊﾞｽ

375 ｱヴｪ･ﾏﾘｱ/中丸三千繪(S) 中丸三千繪(S) ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ室内管弦楽団 140024563 C1 ｱ 歌劇作曲家別

376 ﾎﾞﾘｽ･ｺﾞﾄﾞﾉﾌ:歌劇:全曲/ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ ｶﾞﾘｰﾅ･ヴｨｼﾈﾌｽｶﾔ(S) ｵﾘヴｪﾗ･ﾐﾘｬｺヴｨﾂ(MS) 140017310 C1 ｳﾞ 歌劇作曲家別

377 椿姫:歌劇:全曲/ヴｪﾙﾃﾞｨ ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ｼﾞﾙヴｧｰﾅ･ｻﾞﾉﾙﾘ(S) 140020421 C1 ｳﾞ 歌劇作曲家別

378 ｻﾛﾒ:楽劇:全曲/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ﾋﾙﾃﾞｶﾞﾙﾄ･ﾍﾞｰﾚﾝｽ(S) ｱｸﾞﾈｽ･ﾊﾞﾙﾂｧ(MS) 140017179 C1 ｶ 歌劇作曲家別

379 ヴｪﾙﾃﾞｨのﾋﾛｲﾝ達:第2集/ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ﾊﾟﾘ音楽院管弦楽団 140017120 C1 ｶ 歌劇作曲家別

380 ｾﾋﾞﾘｬの理髪師:歌劇:全2幕/ﾛｯｼｰﾆ ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ﾙｲｼﾞ･ｱﾙヴｧ(T) 140017377 C1 ｶ 歌劇作曲家別

381 ﾗｲヴ･ｲﾝ･ｺﾝｻｰﾄ/ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ﾄﾘﾉ放送管弦楽団ほか 140017427 C1 ｶ 歌劇作曲家別

382 蝶々夫人/ﾌﾟｯﾁｰﾆ ﾏﾘｱ･ｶﾗｽ(S) ﾙｲｻﾞ･ヴｨﾙﾗ(S) 140017278 C1 ｶ 歌劇作曲家別

383 ﾎﾟｰｷﾞｰとﾍﾞｽ:歌劇:ﾊｲﾗｲﾄ;ﾌﾞﾙｰ･ﾏﾝﾃﾞｨ:歌劇:1922年原典版/ｶﾞｰｼｭｳｨﾝ ﾏﾙｷｰﾀ･ﾘｽﾀｰ(S) ｸﾞﾚｯｸﾞ･ﾍﾞｲｶｰ(BR)ほか 140017138 C1 ｶ 歌劇作曲家別

384 ばらの騎士:楽劇:全曲/R.ｼｭﾄﾗｳｽ ﾏﾘｱ･ﾗｲﾆﾝｸﾞ(S) ﾋﾙﾃﾞ･ｷﾞｭｰﾃﾞﾝ(S) 140017187 C1 ｷﾞ 歌劇作曲家別

385 ｻﾑｿﾝとﾃﾞﾘﾗ:歌劇/ｻﾝ=ｻｰﾝｽ ｵﾘｶﾞ･ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾅ(MS) ﾎｾ･ｸｰﾗ(T) 140017161 C1 ｻ 歌劇作曲家別

386 ﾌｧｳｽﾄ:歌劇:全曲/ｸﾞﾉｰ ｼﾞｮｰﾝ･ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ(S) ﾏﾙｸﾞﾚｰﾀ･ｴﾙｷﾝｽ(S) 140017146 C1 ｻ 歌劇作曲家別

387 椿姫:歌劇:全3幕/ヴｪﾙﾃﾞｨ 佐藤しのぶ(S) 青木道子(MS) 140017112 C1 ｻ 歌劇作曲家別

388 ﾛｻﾞﾑﾝﾃﾞ:劇付随音楽:D.797/ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ｲﾚｱｰﾅ･ｺﾄﾙﾊﾞｽ(S) ﾗｲﾌﾟﾂｨﾋ放送合唱団 140020264 C1 ｼ 歌劇作曲家別

389 こうもり:序曲:喜歌劇/ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ2世.[ほか] ｳｨｰﾝ･ヴｨﾙﾄｩｵｰｾﾞﾝ(ORCH) 140015306 C1 ｼ 歌劇作曲家別

390 こうもり:序曲:喜歌劇/ﾖﾊﾝ･ｼｭﾄﾗｳｽ2世.[ほか] ｳｨｰﾝ･ヴｨﾙﾄｩｵｰｾﾞﾝ(ORCH) 140024076 C1 ｼ 歌劇作曲家別

391 愛の妙薬:歌劇:全2幕/ﾄﾞﾆｾﾞｯﾃｨ ﾛｻﾞﾝﾅ･ｶﾙﾃﾘ(S) ｱﾝｼﾞｪﾗ･ヴｪﾙﾁｪﾙﾘ(S) 140017195 C1 ｾ 歌劇作曲家別

392 くるみ割り人形:2幕のﾊﾞﾚｴ:作品71/ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ･ｷｰﾛﾌ歌劇場合唱団 ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ･ｷｰﾛﾌ歌劇場管弦楽団 140015413 C1 ﾁ 歌劇作曲家別

393 真珠採り:歌劇:全曲/ﾋﾞｾﾞｰ ｼﾞｬﾆｰﾇ･ﾐｼｮｰ(S) ﾆｺﾗｲ･ｹﾞｯﾀﾞ(T) 140017237 C1 ﾃﾞ 歌劇作曲家別

394 ｶﾙﾒﾝ･ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ/ﾄﾙヴｪｰﾙ･ｸﾜﾙﾃｯﾄ ﾄﾙヴｪｰﾙ･ｸﾜﾙﾃｯﾄ 小柳美奈子(PF)(1,3,5) 140016858 C1 ﾄ 歌劇作曲家別

395 仮面舞踏会:3幕のｺﾐｯｸ･ｵﾍﾟﾗ:全曲/ﾆｰﾙｾﾝ ﾍﾝﾘｴﾃ･ﾎﾞﾝﾈ=ﾊﾝｾﾝ(S) ｽｻﾈ･ﾚｰｽﾏｰｸ(MS) 140017211 C1 ﾆ 歌劇作曲家別

396 ｶヴｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ:歌劇:全曲/ﾏｽｶｰﾆ ﾕﾘｱ･ヴｧﾗﾃﾞｨ(S) ｲｰﾀﾞ･ﾎﾞﾙﾐｰﾀﾞ(MS) 140017302 C1 ﾊﾟ 歌劇作曲家別
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397 ｢ｶﾙﾒﾝ｣組曲:第1番[ほか]/ﾋﾞｾﾞｰ ﾄｩｰﾙｰｽﾞ･ｶﾋﾟﾄｰﾙ国立管弦楽団 ﾐｼｪﾙ･ﾌﾟﾗｯｿﾝ(C) 140015520 C1 ﾋﾞ 歌劇作曲家別

398 ｼﾞｰｸﾌﾘｰﾄ:楽劇｢ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環｣第2夜/ﾜｰｸﾞﾅｰ ﾏﾙﾀ･ﾒｰﾄﾞﾙ(S) ﾘﾀ･ｼｭﾄﾗｲﾋ(S) 140017401 C1 ﾌ 歌劇作曲家別

399 ﾄｽｶ:3幕のｵﾍﾟﾗ ｼﾞｬｺﾓ ﾌﾟｯﾁｰﾆ/作曲 ｷｬﾛﾙ･ヴｧﾈｽ(S) 140017260 C1 ﾌﾟ 歌劇作曲家別

400 ﾗ･ﾎﾞｴｰﾑ:歌劇:全4幕 ｼﾞｬｺﾓ ﾌﾟｯﾁｰﾆ/作曲 ﾚｵﾝﾃｨｰﾅ･ヴｧﾄﾞｩｰヴｧ(S) 140017252 C1 ﾌﾟ 歌劇作曲家別

401 ﾏﾉﾝ･ﾚｽｺｰ:歌劇:全曲/ﾌﾟｯﾁｰﾆ ﾘﾁｱ･ｱﾙﾊﾞﾈｰｾﾞ(S) ﾕｯｼ･ﾋﾞﾖﾙﾘﾝｸ(T) 140017245 C1 ﾌﾟ 歌劇作曲家別

402 妖精ヴｨﾙﾘ:歌劇:全曲/ﾌﾟｯﾁｰﾆ ﾚﾅｰﾀ･ｽｺｯﾄ(S) ﾌﾟﾗｼﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾝｺﾞ(T) 140019571 C1 ﾌﾟ 歌劇作曲家別

403 三大歌曲集/ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ﾍﾙﾏﾝ･ﾌﾟﾗｲ(BR) ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾋﾞｱﾝｺｰﾆ(PF) 140017435 C1 ﾍ 歌劇作曲家別

404 ｵﾙｶﾞﾝ協奏曲全集:2[ほか]/ﾍﾝﾃﾞﾙ ﾙﾄﾞﾙﾌ･ｴヴｧｰﾊﾙﾄ(ORG)(3-7) ｺﾚｷﾞｳﾑ･ｱｳﾚｳﾑ合奏団 140016486 C1 ﾍ 歌劇作曲家別

405 ヴｫﾂｪｯｸ:歌劇:作品7:全3幕15場/ﾍﾞﾙｸ ｱﾝｹﾞﾗ･ﾃﾞﾉｹ(S) ﾚﾅｰﾃ･ｼｭﾋﾟﾝｸﾞﾗｰ(A) 140017294 C1 ﾍﾞ 歌劇作曲家別

406 ﾗﾝﾒﾙﾓｰﾙのﾙﾁｱ:歌劇:全曲/ﾄﾞﾆｾﾞｯﾃｨ ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ﾛｽﾄ(S) ﾌﾞﾙｰｽ･ﾌｫｰﾄﾞ(T) 140017203 C1 ﾏ 歌劇作曲家別

407 夏の夜の夢:劇音楽:全曲/ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ;松本隆(台本) ｷｬｽﾘｰﾝ･ﾊﾞﾄﾙ(S) ﾌﾚﾃﾞﾘｶ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾀｰﾃﾞ(MS) 140015645 C1 ﾒ 歌劇作曲家別

408 魔笛:歌劇:K620:全曲/ﾓｰﾂｧﾙﾄ ｴﾃﾞｨﾀ･ｸﾞﾙﾍﾞﾛｰヴｧ(S) ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾎﾞﾆｰ(S) 140017344 C1 ﾓ 歌劇作曲家別

409 運命:ｵﾍﾟﾗ:全3幕/ﾔﾅｰﾁｪｸ ﾏｸﾞﾀﾞﾚｰﾅ･ﾊﾖｰｼｮヴｧｰ(S) ﾔﾙﾐﾗ･ﾊﾟﾘﾌｺヴｧｰ(MS) 140017351 C1 ﾔ 歌劇作曲家別

410 ﾗﾃﾝ･ﾗヴ･ｿﾝｸﾞ･ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ ﾏﾘｱ･ｸﾚｳｰｻﾞ(V)ほか 140001439 C2 ﾗ 歌劇作曲家別

411 ﾗｲﾝの黄金:楽劇:全曲/ﾜｰｸﾞﾅｰ ｷﾙｽﾃﾝ･ﾌﾗｸﾞｽﾀｰﾄ(S) ｸﾚｱ･ﾜﾄｿﾝ(S) 140017393 C1 ﾜ 歌劇作曲家別

412 哀しみのﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ:三枝成彰編曲による/ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ12人のﾁｪﾘｽﾄたち ﾍﾞﾙﾘﾝ･ﾌｨﾙ12人のﾁｪﾘｽﾄたち 140016874 C1 ｻ ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ

413 ﾉヴｪﾝﾊﾞｰ･ｽﾃｯﾌﾟｽ[ほか]/武満徹 横山勝也(尺八)(1) 鶴田錦史(琵琶)(1) 140024126 C1 ﾀ ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ

414 氷山ﾙﾘの大航海 ｻﾑ･ｳｫｰﾀｰｽﾄﾝ(NAR) ﾊﾟﾒﾗ･ﾌﾗﾝｸ(VLN) 140015348 C1 ﾌ ﾗｲﾄｸﾗｼｯｸ

415 親子のためのｸﾗｼｯｸ 1113000002950 C 762 ｵ ｸﾗｼｯｸその他

416 ｻﾞ･ﾍﾞｽﾄ 永遠のｸﾗｼｯｸ名曲集 1113000003984 C 762 ｻﾞ ｸﾗｼｯｸその他

417 ﾏﾀﾆﾃｨ･ｸﾗｼｯｸ 1113000002978 C 762 ﾏ ｸﾗｼｯｸその他

418 TV-CM ｸﾗｼｯｸ ﾍﾞｽﾄ 1113000010076 C 768 ﾃ ｸﾗｼｯｸその他

419 ｲ･ﾑｼﾞﾁ合奏団ﾍﾞｽﾄ･ｱﾙﾊﾞﾑ ｲ･ﾑｼﾞﾁ合奏団 140015843 C1 ｲ ｸﾗｼｯｸその他

420 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ風ﾊﾞｯﾊ(ﾊﾞｷｱﾅｽ･ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗｽ):[抜粋]/ヴｨﾗ=ﾛﾎﾞｽ ヴｨｸﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾛｽ･ｱﾝﾍﾙｽ(S)(1) ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ･ﾍﾞﾈﾃﾞｯﾃｨ(VLC)(1) 140024001 C1 ｳﾞ ｸﾗｼｯｸその他

421 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ風ﾊﾞｯﾊ(ﾊﾞｷｱﾅｽ･ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗｽ):[抜粋]/ヴｨﾗ=ﾛﾎﾞｽ ヴｨｸﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾛｽ･ｱﾝﾍﾙｽ(S)(1) ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ･ﾍﾞﾈﾃﾞｯﾃｨ(VLC)(1) 140015157 C1 ｳﾞ ｸﾗｼｯｸその他

422 7つの大罪:歌付きﾊﾞﾚｴ;交響曲第2番/ｸﾙﾄ･ヴｧｲﾙ ﾃﾚｻ･ｽﾄﾗｰﾀｽ(S)ほか(1) 国立ﾘﾖﾝ歌劇場管弦楽団 140015116 C1 ｳﾞ ｸﾗｼｯｸその他

423 王宮のｺﾝｾｰﾙ集:[選集]/F.ｸｰﾌﾟﾗﾝ ﾄｰﾏｽ･ｲﾝﾃﾞｱﾐｭｰﾚ(OB,BARITONE OB) ﾍﾝｸ･ﾃﾞ･ヴｨｯﾄ(FGT) 140016668 C1 ｸ ｸﾗｼｯｸその他

424 こどもｸﾗｼｯｸ:母とこどものための3分間ｸﾗｼｯｸ ｸﾝﾀとﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ 140024860 C1 ｺ 1 ｸﾗｼｯｸその他

425 こどもｸﾗｼｯｸ:2:親子で聴く楽しいｸﾗｼｯｸ ｸﾝﾀとﾌｧﾐﾘｰｵｰｹｽﾄﾗ 140024878 C1 ｺ 2 ｸﾗｼｯｸその他

426 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:1:ﾄﾞﾚﾐの歌;芭蕉布 航空自衛隊南西航空音楽隊 成田俊太郎(C) 140015967 C1 ｽ 1 ｸﾗｼｯｸその他

427 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:2 航空自衛隊西部航空音楽隊 渡部光正(C) 140015975 C1 ｽ 2 ｸﾗｼｯｸその他

428 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:3 航空自衛隊北部航空音楽隊 中村芳文(C) 140015983 C1 ｽ 3 ｸﾗｼｯｸその他

429 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:5 陸上自衛隊東北方面音楽隊 武田晃隊長(C) 140015991 C1 ｽ 5 ｸﾗｼｯｸその他

430 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:6 陸上自衛隊西部方面音楽隊 古荘浩四郎隊長(C) 140016007 C1 ｽ 6 ｸﾗｼｯｸその他

431 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:6 陸上自衛隊西部方面音楽隊 古荘浩四郎隊長(C) 140060518 C1 ｽ 6 ｸﾗｼｯｸその他

432 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:7:日本の詩情･遠い日の思い出 陸上自衛隊中央音楽隊 野中図洋和(C)(4~8,10~13,16~18) 140016015 C1 ｽ 7 ｸﾗｼｯｸその他
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433 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:8:八木節･信濃の国 陸上自衛隊第12音楽隊(BRAS,CHOR) 樋口孝博(C) 140016023 C1 ｽ 8 ｸﾗｼｯｸその他

434 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:9:ｷｬﾝﾃﾞｨｰﾄﾞ序曲･子供の情景 陸上自衛隊中部方面音楽隊 高橋俊雄隊長(C) 140016031 C1 ｽ 9 ｸﾗｼｯｸその他

435 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:10:赤とんぼ･故郷-幼き日の思い出- 陸上自衛隊第1音楽隊 神明隊長(C) 140016049 C1 ｽ 10 ｸﾗｼｯｸその他

436 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:11:Tomorrow･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ讃歌 陸上自衛隊富士学校音楽隊 斉藤七雄隊長(C) 140016056 C1 ｽ 11 ｸﾗｼｯｸその他

437 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:12:ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ,ﾎﾟｰｷﾞｰとﾍﾞｽ 陸上自衛隊東部方面音楽隊 片山伸生(C) 140060526 C1 ｽ 12 ｸﾗｼｯｸその他

438 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:12:ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ,ﾎﾟｰｷﾞｰとﾍﾞｽ 陸上自衛隊東部方面音楽隊 片山伸生(C) 140016064 C1 ｽ 12 ｸﾗｼｯｸその他

439 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:13:みちのくの四季 陸上自衛隊第6音楽隊 佐藤龍彦(C) 140016072 C1 ｽ 13 ｸﾗｼｯｸその他

440 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:14:中国の太鼓･そりすべり 陸上自衛隊第7音楽隊 140016080 C1 ｽ 14 ｸﾗｼｯｸその他

441 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:16:わが故郷~津軽~ 陸上自衛隊第9音楽隊 井田康男(C) 140016106 C1 ｽ 16 ｸﾗｼｯｸその他

442 吹奏楽ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:17:碧い国 陸上自衛隊第2混成団音楽隊 藤後誠二(C) 140016114 C1 ｽ 17 ｸﾗｼｯｸその他

443 吹奏楽･ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ｺﾝｻｰﾄ:18:北の国から 陸上自衛隊北部方面音楽隊 横井豊(C)(1,3,4,6,7) 140016122 C1 ｽ 18 ｸﾗｼｯｸその他

444 世界のﾏｰﾁ･ﾍﾞｽﾄ20/ﾜｰｸﾞﾅｰ;[ほか] 陸上自衛隊中央音楽隊ほか 140016148 C1 ｾ ｸﾗｼｯｸその他

445 0歳の音楽:上 ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｼｰｹﾞﾙ(PF)(1)ほか ｲｷﾞﾘｽ室内管弦楽団(10)ほか 140024845 C1 ｾﾞ 1 ｸﾗｼｯｸその他

446 0歳の音楽:下 菊地真知子(GT)(1)ほか 読売日本交響楽団(5)ほか 140024852 C1 ｾﾞ 2 ｸﾗｼｯｸその他

447 ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ ｸﾘｽﾏｽ名曲集~きよしこの夜~ 下田和男/指揮 GREEN MEADOWﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙﾘﾝｶﾞｰｽﾞ/指揮 1113000001765 C1 ﾊ ｸﾗｼｯｸその他

448 ﾘｺｰﾀﾞｰ作品集/J.S.ﾊﾞｯﾊ ﾌﾗﾝｽ･ﾌﾞﾘｭｯﾍﾝ(BLFL)(1,4,5),(FL)(2,3) ｸﾞｽﾀﾌ･ﾚｵﾝﾊﾙﾄ(HPSC)(1,3),(ORG)(4,5)ほか 140016338 C1 ﾊﾞ ｸﾗｼｯｸその他

449 ｱﾀﾞｰｼﾞｮﾄ短調/ｱﾙﾋﾞﾉｰﾆ.[ほか] ｲ･ﾑｼﾞﾁ合奏団 140024282 C1 ﾊﾟ ｸﾗｼｯｸその他

450 ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ:K.525/ﾓｰﾂｧﾙﾄ.[ほか] ﾋﾟｰﾅ･ｶﾙﾐﾚｯﾘ(VLN) ｲ･ﾑｼﾞﾁ合奏団 140024290 C1 ﾊﾟ ｸﾗｼｯｸその他

451 木琴の子守唄/平岡養一(XYL) 平岡養一(XYL) 田中園子(PF) 140017062 C1 ﾋ ｸﾗｼｯｸその他

452 ﾌﾙｰﾄ大好き ｼﾞｬﾝ=ﾋﾟｴｰﾙ･ﾗﾝﾊﾟﾙ(FL)(1~3,6,13)ほか ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ･ｺﾝｾﾙﾄﾍﾎﾞｳ管弦楽団(3)ほか 140025131 C1 ﾌ ｸﾗｼｯｸその他

453 青少年のための管弦楽入門:作品34[ほか]/ﾌﾞﾘﾃﾝ ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ市交響楽団 ｻｰ･ｻｲﾓﾝ･ﾗﾄﾙ(C) 140024183 C1 ﾌﾞ ｸﾗｼｯｸその他

454 青少年のための管弦楽入門:作品34[ほか]/ﾌﾞﾘﾃﾝ ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ市交響楽団 ｻｰ･ｻｲﾓﾝ･ﾗﾄﾙ(C) 140015561 C1 ﾌﾞ ｸﾗｼｯｸその他

455 ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨﾁ･ｿヴｨｴﾄ･ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽ:vol.2:ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾌﾞﾘﾃﾝの作品 ﾑｽﾃｨｽﾗﾌ･ﾛｽﾄﾛﾎﾟｰヴｨﾁ(VLC) ﾓｽｸﾜ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団(3) 140016411 C1 ﾌﾞ ｸﾗｼｯｸその他

456 ﾍﾞｽﾄ･ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ･ｸﾗｼｯｸ (ｸﾗｼｯｸ) 1113100000789 C1 ﾍﾞ ｸﾗｼｯｸその他

457 ﾏﾏといっしょにｸﾗｼｯｸ 松浦豊明(PF)(4)ほか ﾚﾃﾞｨｽ･ｵｰｹｽﾄﾗ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(1,2,5,7,9,ほか)ほか 140024886 C1 ﾏ ｸﾗｼｯｸその他

458 鳥たちの目覚め;神の現存のための3つの小典礼/ﾒｼｱﾝ ｲヴｫﾝﾇ･ﾛﾘｵ(PF) ｼﾞｬﾝﾇ･ﾛﾘｵ(ONDES MARTENOT)(2) 140015637 C1 ﾒ ｸﾗｼｯｸその他

459 ｻﾞ･ﾚｽﾋﾟｰｷﾞ!:ｼﾊﾞの女王ﾍﾞﾙｷｽ 東京ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ(1-3) 久志本涼(C)(1-3)ほか 140015736 C1 ﾚ ｸﾗｼｯｸその他

460 日本ｽﾃﾚｵ初期名盤選:3:青少年のための管弦楽入門 日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 渡邊暁雄(NAR)(5),(C) 140015942 C1 ﾜ ｸﾗｼｯｸその他

461 世界の国歌 陸上自衛隊中央音楽隊ほか 野中図洋和(C)ほか 140023268 C5 ｾ ｸﾗｼｯｸその他

462 日本の信号ﾗｯﾊﾟ 陸上自衛隊第1音楽隊 140003062 C5 ﾗ ｸﾗｼｯｸその他
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