
所蔵 CD　＜Classic＞

タイトル サブタイトル 作曲 ／ 指揮、演奏など

ＮＥＷとっておきのクラシック　１ ツァラトゥストラはかく語りき－抜粋－　

ＮＥＷとっておきのクラシック　２ 夜想曲第２番　

ＮＥＷとっておきのクラシック　３ ワルキューレの騎行　

ＮＥＷとっておきのクラシック　４ カノン　

ＮＥＷとっておきのクラシック　５ 夜想曲第１番　

ＮＥＷとっておきのクラシック　６ アベ・ベルム・コルプス　

ＮＥＷとっておきのクラシック　７ ペール・ギュント～朝　

ＮＥＷとっておきのクラシック　８ ボカリーズ　

ＮＥＷとっておきのクラシック　９ イタリアーナ　

ＮＥＷとっておきのクラシック　１０ 水族館　

ジムノペディ Ｆｅｌｉｃａ　

ときめきのエピローグ Ｆｅｌｉｃａ　

愛のプレリュード Ｆｅｌｉｃａ　

愛の喜び Ｆｅｌｉｃａ　

紅のブーケ Ｆｅｌｉｃａ　

情景 Ｆｅｌｉｃａ　

青の幻想 Ｆｅｌｉｃａ　

夢の中で Ｆｅｌｉｃａ　

交響曲第５番「革命」 世界クラシック名曲大全集　 ショスタコービチ

ピアノ協奏曲 世界クラシック名曲大全集　 チャイコフスキー，ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 世界クラシック名曲大全集　 チャイコフスキー，ラフマニノフ

交響曲第９番「新世界より」 世界クラシック名曲大全集　 ドヴォルザーク
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チェロ協奏曲 世界クラシック名曲大全集　 ドヴォルザーク

ゴールドベルク変奏曲 世界クラシック名曲大全集　 バッハ

「四季」，他 世界クラシック名曲大全集　 ビバルディ

交響曲第１番，他 世界クラシック名曲大全集　 ブラームス

交響曲第４番「ロマンティック」 世界クラシック名曲大全集　 ブルックナー

交響曲第３番「英雄」 世界クラシック名曲大全集　 ベートーベン

交響曲第５番「運命」，第８番「未完成」 世界クラシック名曲大全集　 ベートーベン

交響曲第６番「田園」，他 世界クラシック名曲大全集　 ベートーベン

交響曲第９番「合唱」 世界クラシック名曲大全集　 ベートーベン

「悲愴」，「月光」，「熱情」 世界クラシック名曲大全集　 ベートーベン

ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 世界クラシック名曲大全集　 ベートーベン

「惑星」，「ボレロ」 世界クラシック名曲大全集　 ホルスト，ラヴェル

交響曲第１番「巨人」 世界クラシック名曲大全集　 マーラー

交響曲第５番 世界クラシック名曲大全集　 マーラー

「展覧会の絵」，他 世界クラシック名曲大全集　 ムソルグスキー

ヴァイオリン協奏曲 世界クラシック名曲大全集　 メンデルスゾーン，チャイコフスキー

交響曲第３５番「ハフナー」，第３９番 世界クラシック名曲大全集　 モーツァルト

交響曲第４０番「ジュピター」第４１番 世界クラシック名曲大全集　 モーツァルト

ピアノ・ソナタ  第８番  第１１番  第１５番 世界クラシック名曲大全集　 モーツァルト

「ニーベルングの指環」，ハイライト 世界クラシック名曲大全集　 ワーグナー

ペール  ギュント，ダフニスとクローエ  第２組曲 世界クラシック音楽大全集　 グリーグ，ラヴェル

グランド  キャニオン，パリのアメリカ人 世界クラシック音楽大全集　 グローフェ，ガーシュイン
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交響曲第２番 世界クラシック音楽大全集　 シベリウス

交響曲第９番「ザ・グレート」 世界クラシック音楽大全集　 シューベルト

ピアノ五重奏曲「ます」 世界クラシック音楽大全集　 シューベルト

歌曲集「冬の旅」 世界クラシック音楽大全集　 シューベルト

「さすらい人幻想曲」，幻想曲 世界クラシック音楽大全集　 シューベルト，シューマン

「死と乙女」，「狩」 世界クラシック音楽大全集　 シューベルト，モーツァルト

「子供の情景」「クライスレリアーナ」 世界クラシック音楽大全集　 シューマン

交響曲「春」「ライン」 世界クラシック音楽大全集　 シューマン

ピアノ協奏曲 世界クラシック音楽大全集　 シューマン，グリーグ／イストミン，中村紘子　ピアノ

交響曲第５番「革命」 世界クラシック音楽大全集　 ショスタコービッチ

ピアノ・ソナタ第２番，第３番 世界クラシック音楽大全集　 ショパン／中村  紘子　ピアノ

ピアノ協奏曲第１番 世界クラシック音楽大全集　 ショパン／中村  紘子　ピアノ

バレエ音楽「ペトルーシュカ」 世界クラシック音楽大全集　 ストラビンスキー

バレエ音楽「春の祭典」 世界クラシック音楽大全集　 ストラビンスキー／バーンスタイン　指揮

交響曲第５番ホ短調 世界クラシック音楽大全集　 チャイコフスキー

ピアノ協奏曲第１番 世界クラシック音楽大全集　 チャイコフスキー／ギレリス　ピアノ

ヴァイオリン協奏曲 世界クラシック音楽大全集　 チャイコフスキー／ズーカーマン　バイオリン

交響曲第６番「悲愴」 世界クラシック音楽大全集　 チャイコフスキー／マゼール　指揮

管弦楽名曲集 世界クラシック音楽大全集　 ドビュッシー

交響曲第８番「イギリス」／「モルダウ」 世界クラシック音楽大全集　 ドボルザーク

交響曲第９番「新世界より」 世界クラシック音楽大全集　 ドボルザーク／バーンスタイン　指揮

チェロ協奏曲 世界クラシック音楽大全集　 ドボルザーク／ヨーヨーマ　チェロ

交響曲「時計」「驚愕」 世界クラシック音楽大全集　 ハイドン
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弦楽四重奏曲「皇帝」「日の出」 世界クラシック音楽大全集　 ハイドン

管弦楽組曲第２番，ブランデンブルグ協奏曲第３・５番 世界クラシック音楽大全集　 バッハ

ゴールドベルグ変奏曲 世界クラシック音楽大全集　 バッハ／グールド　ピアノ

インヴェンションとシンフォニア 世界クラシック音楽大全集　 バッハ／グールド　ピアノ

無伴奏チェロ組曲第１，３，５番 世界クラシック音楽大全集　 バッハ／ヨーヨーマ　チェロ

カルメン，アルルの女 世界クラシック音楽大全集　 ビゼー

ヴァイオリン協奏曲集「四季」 世界クラシック音楽大全集　 ビバルディ／ズーカーマン　指揮

交響曲第１番，大学祝典序曲 ブラームス

交響曲第４番，悲劇的序曲 世界クラシック音楽大全集　 ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 世界クラシック音楽大全集　 ブラームス／スターン　ヴァイオリン

ピアノ協奏曲第２番 世界クラシック音楽大全集　 ブラームス／バレンボイム　ピアノ

交響曲第４番「ロマンティック」 世界クラシック音楽大全集　 ブルックナー／クーベリック　指揮

ヴァイオリン協奏曲 世界クラシック音楽大全集　 ベートーべェン／スターン　バイオリン

交響曲第３番「英雄」 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン

ピアノ協奏曲第５番「皇帝」 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン

弦楽四重奏曲第９番，第１０番 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン

「スプリング」「クロイツェル」 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン

チェロ・ソナタ第３番，第５番 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン

３大ピアノ・ソナタ「月光」「悲愴」「熱情」 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン

交響曲「運命」，交響曲「未完成」 世界クラシック音楽大全集　 ベートーべン，シューベルト

交響曲第９番「合唱」 世界クラシック音楽大全集　 ベートーべン／ワルター　指揮

交響曲第７番，第８番 世界クラシック音楽大全集　 ベートーベン／ワルター　指揮

幻想交響曲 世界クラシック音楽大全集　 ベルリオーズ
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組曲「水上の音楽」，「王宮の花火の音楽」 世界クラシック音楽大全集　 ヘンデル

「惑星」 世界クラシック音楽大全集　 ホルスト

交響曲「大地の歌」 世界クラシック音楽大全集　 マーラー／バーンスタイン　指揮

交響曲第１番「巨人」 世界クラシック音楽大全集　 マーラー／マゼール　指揮

交響曲第４番「大いなる喜びへの讃歌」 世界クラシック音楽大全集　 マーラー／マゼール　指揮

交響曲第５番 世界クラシック音楽大全集　 マーラー／マゼール　指揮

組曲「展覧会の絵」 世界クラシック音楽大全集　 ムソルグスキー／ラヴェル　編曲

ヴァイオリン協奏曲 世界クラシック音楽大全集　 メンデルスゾーン／スターン　バイオリン

ピアノ協奏曲第２０番，第２１番 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト

ヴァイオリン協奏曲第３番，第５番「トルコ風」 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト

フルート四重奏曲 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト

交響曲第３５番「ハフナー」，第３６番「リンツ」 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト／クーベリック　指揮

交響曲第３８番「プラーハ」，第３９番 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト／クーベリック　指揮

ピアノ協奏曲第２６番「戴冠式」，第２７番 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト／ペライア　指揮

交響曲第４０番，第４１番「ジュピター」 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト／ワルター　指揮

アイネ・クライネ・ナハトムジーク 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト／ワルター　指揮

ピアノ・ソナタ名曲集 世界クラシック音楽大全集　 モーツァルト／中村  紘子　ピアノ

ピアノ協奏曲第２番 世界クラシック音楽大全集　 ラフマニノフ／リカド　ピアノ

管弦楽名曲集 世界クラシック音楽大全集　 ラベル

「ツァラトゥストラはかく語りき」 世界クラシック音楽大全集　 リヒャルト・シュトラウス

管弦楽名曲集 世界クラシック音楽大全集　 リヒャルト・シュトラウス

「シェエラザード」，フィンランディア 世界クラシック音楽大全集　 リムスキーコルサコフ，シベリウス

「ニーベルンクの指環」管弦楽集 世界クラシック音楽大全集　 ワーグナー

5 ページ



所蔵 CD　＜Classic＞

タイトル サブタイトル 作曲 ／ 指揮、演奏など

管弦楽名曲集 世界クラシック音楽大全集　 ワーグナー／マーゼル　指揮

ヴァイオリン協奏曲集 バロック名曲全集　 バッハ

ブランデンブルク協奏曲 バロック名曲全集　 バッハ

無伴奏チェロ組曲 バロック名曲全集　 バッハ

ゴールドベルク変奏曲 バロック名曲全集　 バッハ

Ｇ線上のアリア～バロック名曲集〓 バロック名曲全集　 バッハ　　他

パッヘルベルのカノン～バロック名曲集 バロック名曲全集　 パッヘルベル  他

四季 バロック名曲全集　 ビバルディ

海の嵐～バロック協奏曲集 バロック名曲全集　 ビバルディ　他

水上の音楽 バロック名曲全集　 ヘンデル

アルビノーニのアダージョ バロック名曲集　 レモ・ジャゾット　他

フィガロの結婚，魔笛 感動のオペラ名場面集１　

ルチア，ノルマ 感動のオペラ名場面集３　

タンホイザー，ワルキューレ，ジークフリート，神々のたそがれ 感動のオペラ名場面集４　

リゴレット，椿姫 感動のオペラ名場面集５　

トロヴァトーレ，仮面舞踏会 感動のオペラ名場面集６　

アイーダ，オテロ 感動のオペラ名場面集７　

カルメン 感動のオペラ名場面集８　

ボエーム，トスカ 感動のオペラ名場面集９　

蝶々夫人，トゥーランドット 感動のオペラ名場面集１０　

道化師，カヴァレリア・ルスティカーナ，アンドレア・シェニエ 感動のオペラ名場面集１１　
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オペラ名曲集 感動のオペラ名場面集１２　

世紀の名歌手名唱集 感動のオペラ名場面集☆　

天国と地獄 オペラ名管弦楽曲集　 ショルティ〔ほか〕指揮，ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団〔ほか〕演奏

星条旗よ永遠なれ 世界のベスト・マーチ集　
エルガー・ハワース　指揮，
フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブル　演奏

星条旗よ永遠なれ マーチ名曲集　

マーチ ベスト　 進藤　潤〔ほか〕指揮，航空自衛隊航空中央音楽隊〔ほか〕演奏

ピアノ名曲 ベスト　 イエルク・デムス〔ほか〕演奏

エリーゼのために 珠玉のピアノ名曲集　 ブラディーミル・アシュケナージ〔ほか〕ピアノ

エリーゼのために 珠玉のピアノ名曲集〓　

華麗なる大円舞曲 珠玉のピアノ名曲集〓　

クラシック・ギター名曲 ベスト　 ナルシソ・イエペス　ギター

珠玉のギター名曲集 禁じられた遊び（愛のロマンス）　

アルハンブラの想い出 ギター小品集　 エドゥアルド・フェルナンデス　ギター

アルハンブラ宮殿の想いで ギター名曲のすべて　

トランペット吹きの休日 ホームコンサートの愉しみ　

ペルシャの市場にて ホームミュージック名曲集〓　

マドンナの宝石 ホームミュージック名曲集〓　

美しく青きドナウ ウィウナワルツ＆ポルカ名曲集　

天国と地獄 序曲名曲集　

チゴイネルワイゼン 器楽名曲のすべて　

カルミナ・ブラーナ 世俗カンタータ　 オルフ／シャルル・デュトワ　指揮，ビバリー・ホック〔ほか〕歌
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ラプソディ・イン・ブルー ２台のピアノと管弦楽のための　 ガーシュウィン／シャイー　指揮，カティア・ラベック　ピアノ

劇音楽《ペール・ギュント》作品２３（抜粋）
グリーグ
／ヘルベルト・ブロムシュテット　指揮，サンフランシスコ交響楽団　演奏

組曲《グランド・キャニオン》 エル・サロン・メヒコ　
グローフェ，コープランド
／アンタル・ドラティ　指揮，デトロイト交響楽団　演奏

３つのジムノペディ サティ・ピアノ作品集　 サティ／パスカル・ロジェ　ピアノ

交響曲第３番ハ短調作品７８《オルガン付き》 交響詩《死の舞踏》作品４０　
サン＝サーンス
／シャルル・デュトワ　指揮，モントリオール交響楽団　演奏

バイオリン協奏曲第３番ロ短調作品６１ スペイン交響曲ニ短調作品２１　
サン＝サーンス，ラロ
／シャルル・デュトワ　指揮，ジョシュア・ベル　バイオリン

交響曲第２番ニ長調作品４３ ロマンス　ハ長調作品４２－弦楽のためのアンダンテ－　 シベリウス／アシュケナージ　指揮，ボストン交響楽団　演奏

シューベルト：即興曲集Ｄ８９９・Ｄ９３５（全曲） ４つの即興曲Ｄ．８９９（作品９０）　 シューベルト／アンドラーシュ・シフ　ピアノ

２４の前奏曲作品２８ 前奏曲（第２５番）嬰ハ短調作品４５　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

４つのバラード／４つのスケルツォ バラード第１番ト短調作品２３　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

ショパン　１２の練習曲op.10 /op.25、 ３つの新練習曲 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

ショパン：夜想曲集（選集） 第２０番嬰ハ短調遺作　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

ショパンのある部屋 ベスト　 ショパン／リューボフ・チモフェーエワ〔ほか〕演奏

ピアノ・ソナタ第２番変ロ短調作品３５《葬送行進曲付き》 ピアノ・ソナタ第３番ロ短調作品５８　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

ピアノ協奏曲第１番ホ短調作品１１ ピアノ協奏曲第２番ヘ短調作品２１　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

ワルツ集（全曲） 第１番変ホ長調作品１８《華麗なる大円舞曲》　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

別れの曲 ショパン名曲集　 ショパン／アシュケナージ　ピアノ

バレエ《春の祭典》 バレエ《ペトルーシュカ》－１９１１年版－　
ストラビンスキー
／ショルティ　指揮，ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団　演奏

バレエ『春の祭典』 交響詩《ツァラトゥストラはこう語った》
ストラビンスキー，リヒャルト・シュトラウス
／小澤征爾　指揮，シルヴァースタイン　バイオリン，ボストン交響楽団　演奏

ピアノ協奏曲第１番変ロ短調作品２３ ピアノ協奏曲第２番ハ短調作品１８　 チャイコフスキー／アシュケナージ　ピアノ

交響曲第５番ホ短調作品６４ 幻想序曲《ハムレット》作品６７　
チャイコフスキー
／シャルル・デュトワ　指揮、モントリオール交響楽団　演奏

交響曲第６番ロ短調作品７４《悲愴》 幻想序曲《ロメオとジュリエット》　
チャイコフスキー
／シャルル・デュトワ　指揮、モントリオール交響楽団　演奏
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タイトル サブタイトル 作曲 ／ 指揮、演奏など

大序曲《１８１２年》作品４９ スラブ行進曲作品３１　
チャイコフスキー
／シャルル・デュトワ　指揮、モントリオール交響楽団　演奏

海 ドビュッシー管弦楽曲集　
ドビュッシー
／シャルル・デュトワ　指揮、モントリオール交響楽団　演奏

月の光 ドビュッシー・ピアノ作品集　 ドビュッシー／ジャン＝イブ・ティボーデ　ピアノ

スラブ舞曲集（全曲） スラブ舞曲集作品４６　
ドボルザーク
／ドホナーニ　指揮、クリーヴランド管弦楽団　演奏

交響曲第９番ホ短調作品９５《新世界より》 交響曲第８番ロ短調Ｄ．７５９《未完成》　 ドボルザーク，シューベルト／ショルティ　指揮

チェロ協奏曲ロ短調作品１０４
コル・ニドライ作品４７
－ヘブライの旋律によるチェロと管弦楽のためのアダージョ
－

ドボルザーク，ブルッフ，チャイコフスキー／リン・ハレル　チェロ

弦楽四重奏曲第７７番ハ長調Ｈｏｂ．３：７７
（作品７６の３）《皇帝》

弦楽四重奏曲第７８番変ロ長調Ｈｏｂ．３：７８
（作品７６の４）《日の出》

ハイドン，ドボルザーク／タカーチ弦楽四重奏団　演奏

２声のインベンション ３声のインベンション（シンフォニア）　 バッハ／アンドラーシュ・シフ　ピアノ

トッカータとフーガ バッハ・オルガン作品集　 バッハ／ピーター・ハーフォード　オルガン

管弦楽組曲第２番ロ短調ＢＷＶ１０６７ 管弦楽組曲第３番ニ長調ＢＷＶ１０６８　 バッハ／ホグウッド　指揮，エンシェント室内管弦楽団　演奏

無伴奏バイオリンのためのパルティータ
第２番ニ短調ＢＷＶ１００４

無伴奏バイオリンのためのソナタ第３番ハ長調ＢＷＶ１００５　 バッハ／チョン・キョンファ　バイオリン

管弦楽のための協奏曲 管弦楽のための協奏曲　 バルトーク／アンタル・ドラティ／指揮

管弦楽のための協奏曲Ｓｚ１１６ 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽Ｓｚ１０６　 バルトーク／ショルティ／指揮，シカゴ交響楽団／演奏

《アルルの女》第１組曲、第２組曲 《カルメン》第１組曲、第２組曲　 ビゼー／シャルル・デュトワ　指揮，モントリオール交響楽団　演奏

バレエ《三角帽子》 バレエ《恋は魔術師》　 ファリャ／シャルル・デュトワ　指揮，モントリオール交響楽団　演奏

ピアノ協奏曲第２番変ロ長調作品８３ ブラームス／ハイティンク　指揮，アシュケナージ　ピアノ

交響曲第２番ニ長調作品７３ 序曲《謝肉祭》作品９２　
ブラームス，ドボルザーク
／シャイー　指揮，ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団　演奏

交響曲第４番変ホ長調《ロマンティック》 ノバーク版　１９５３年　
ブルックナー
／ベーム　指揮，ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団　演奏

交響曲第８番ハ短調 ノバーク版（１９５５年）　 ブルックナー／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

バイオリン・ソナタ第９番イ長調作品４７《クロイツェル》 バイオリン・ソナタ第５番ヘ長調作品２４《春》　 ベートーベン／パールマン　バイオリン，アシュケナージ　ピアノ

ピアノ・ソナタ第１４番嬰ハ短調作品２７の２《月光》 ピアノ・ソナタ第２３番ヘ短調作品５７《熱情》　 ベートーベン／アシュケナージ　ピアノ

ピアノ・ソナタ第２１番ハ長調作品５３《ワルトシュタイン》 ピアノ・ソナタ第１７番ニ短調作品３１の２《テンペスト》　 ベートーベン／アシュケナージ　ピアノ
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ピアノ協奏曲第５番変ホ長調作品７３《皇帝》 ピアノ協奏曲第４番ト長調作品５８　 ベートーベン／ズービン・メータ　指揮，アシュケナージ　ピアノ

交響曲第１番ハ長調作品２１ 交響曲第３番変ホ長調作品５５《英雄》　 ベートーベン／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

交響曲第４番変ロ長調作品６０ 交響曲第５番ハ短調作品６７《運命》　 ベートーベン／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

交響曲第６番ヘ長調作品６８《田園》 交響曲第８番ヘ長調作品９３　 ベートーベン／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

交響曲第９番ニ短調作品１２５《合唱》 ベートーベン／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

ピアノ・ソナタ作品１ 交響曲第１番ニ長調《巨人》　 ベルク，マーラー／シャイー　指揮

幻想交響曲作品１４ 交響詩《前奏曲》Ｓ．９７　 ベルリオーズ，リスト／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

組曲《惑星》作品３２ 行進曲《威風堂々》作品３９〔より〕　
ホルスト，エルガー
／シャルル・デュトワ　指揮，モントリオール交響楽団　演奏

交響曲《大地の歌》
マーラー
／ショルティ　指揮，マルヤーナ・リポフシェク　アルト

交響曲第５番嬰ハ短調
マーラー
／シャイー　指揮，ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団　演奏

交響曲第４番ト長調 ７つの初期の歌　
マーラー，ベルク
／シャイー　指揮，ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団　演奏

交響曲第３番イ短調作品５６《スコットランド》 交響曲第４番イ長調作品９０《イタリア》　
メンデルスゾーン
／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

ママと赤ちゃんのためのモーツァルト　１
ロンドハ長調～グラス・ハーモニカ、フルート、
　　　　　　　　オーボエ、ヴィオラ、チェロのための～Ｋ．６１７

モーツアルト

ママと赤ちゃんのためのモーツァルト　２ お遊びからお昼寝へ モーツアルト

ママと赤ちゃんのためのモーツァルト　３ お昼のお遊びタイム モーツアルト

ママと赤ちゃんのためのモーツァルト　４ おやすみ モーツアルト

ママと赤ちゃんのためのモーツァルト　５ ママとおなかの赤ちゃんに モーツアルト

ピアノ協奏曲第２６番ニ長調Ｋ．５３７《戴冠式》 ピアノ協奏曲第２１番ハ長調Ｋ．４６７　
モーツアルト
／アシュケナージ　ピアノ　指揮，フィルハーモニア管弦楽団　演奏

ピアノ協奏曲第２３番イ長調Ｋ．４８８ ピアノ協奏曲第２７番変ロ長調Ｋ．５９５　
モーツアルト
／アシュケナージ　ピアノ　指揮，フィルハーモニア管弦楽団　演奏

モーツァルトのある部屋 ベスト　 モーツアルト／ヤン・ホラーク　〔ほか〕演奏

頭が良くなるモーツァルト ベスト　 モーツアルト／ハンス・パルソン　〔ほか〕演奏

恋とはどんなものかしら モーツァルト・オペラ・アリア集　
モーツアルト
／ジェルジー・フィッシャー　指揮，チェチーリア・バルトリ　メッゾ・ソプラノ
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交響曲第３５番「ハフナー」第３６番「リンツ」 モーツァルト大全集　１ モーツアルト

交響曲第３８番「プラハ」第３９番 モーツァルト大全集　２ モーツアルト

交響曲第４０番，第４１番「ジュピター」 モーツァルト大全集　３ モーツアルト

アイネ・クライネ・ナハトムジーク モーツァルト大全集　４ モーツアルト

ピアノ協奏曲第２０番，第２４番 モーツァルト大全集　５ モーツアルト

ピアノ協奏曲第２１番，第２６番「戴冠式」 モーツァルト大全集　６ モーツアルト

ヴァイオリン協奏曲第５番「トルコ風」 モーツァルト大全集　７ モーツアルト

フルートとハープのための協奏曲 モーツァルト大全集　８ モーツアルト

オーボエ・ファゴット・ホルン協奏曲集 モーツァルト大全集　９ モーツアルト

クラリネット五重奏曲・協奏曲 モーツァルト大全集　１０ モーツアルト

ヴァイオリン・ソナタ名曲集 モーツァルト大全集　１３ モーツアルト

レクィエム モーツァルト大全集　１５ モーツアルト

歌劇序曲集・アリア名曲集（男声編） モーツァルト大全集　１６ モーツアルト

歌劇アリア名曲集（女声編），歌曲集 モーツァルト大全集　１７ モーツアルト

ピアノ協奏曲第２１番，第２６番「戴冠式」 戴冠式　 モーツアルト

ボレロ ラベル管弦楽曲集　 ラベル／シャルル・デュトワ　指揮，モントリオール交響楽団　演奏

アルプス交響曲作品６４ 交響詩《ドン・ファン》作品２０　
リヒャルト・シュトラウス
／ブロムシュテット　指揮，サンフランシスコ交響楽団　演奏

交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》作品３０ 交響詩《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》作品２８　
リヒャルト・シュトラウス
／ショルティ　指揮，ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団　演奏

交響組曲《シェエラザード》作品３５ 幻想的スケルツォ作品３　
リムスキーコルサコフ，ストラビンスキー
／シャイー　指揮，ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団　演奏

交響詩《ローマの松》 交響詩《ローマの祭り》　 レスピーギ／デュトワ　指揮，モントリオール交響楽団　演奏

序曲集 歌劇《セビリャの理髪師》序曲　
ロッシーニ
／シャイー　指揮，ナショナル・フィルハーモニー管弦楽団　演奏

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲 ギターと管弦楽のための“アランフェス協奏曲”　 ロドリーゴ／マルバ　指揮，ビテッティ　ギター
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アランフエス協奏曲 ギター協奏曲第１番ニ長調作品９９　 ロドリーゴ，テデスコ／マルティネス　指揮，フェルナンデス　ギター

タンホイザー ワーグナー管弦楽曲集　 ワーグナー／ショルティ　指揮，シカゴ交響楽団　演奏

グリーグ＆シューマン：ピアノ協奏曲 ピアノ協奏曲イ短調作品１６　 ホルヘ・ボレット　ピアノ

奇蹟のピアニスト フジコ・ベスト＆レア　 フジコ・ヘミング　ピアノ

ｄ〓ｂｕｔ 子守歌変ニ長調作品５７　 辻井　伸行　ピアノ

ツィゴイネルワイゼン バイオリン名曲集　 ジョシュア・ベル　バイオリン

チャイコフスキー＆メンデルスゾーン：バイオリン協奏曲 バイオリン協奏曲ニ長調作品３５　 チョン・キョンファ　バイオリン

アダージェット マイ・ベスト・クラシカル・メロディーズ　 高嶋　ちさ子　バイオリン

モルダウ／ウィリアム・テル カラヤン・ポピュラー・コンサート　 カラヤン　指揮

パッヘルベルのカノン バロック・コンサート　 ミュンヒンガー　指揮

春の声 シュトラウス・コンサート　 ボスコフスキー　指揮

モルダウ 管弦楽名曲集　 ショルティ〔ほか〕指揮

小澤征爾／グレイテスト・ヒッツ 狂詩曲《スペイン》　 小澤　征爾　指揮

シンフォニエッタ 小説に出てくるクラシック　 小澤　征爾〔ほか〕指揮

交響曲第９番ホ短調作品９５「新世界より」 交響曲第９番ホ短調作品９５「新世界より」　 西本　智実　指揮

千の風になって　シングル版 千の風になって　 秋川　雅史　歌

千の風になって 一期一会　 秋川　雅史　歌

オーベルニュの歌（選集） 野原の羊飼いのおとめ　 マリー＝ジョセフ・カントルーブ　作曲

スペインの情熱 ＰＡＳＩＯＮ　ＥＳＰＡＮＯＬＡ　 プラシド・ドミンゴ　テノール

オ・ソレ・ミオ イタリア民謡集　 パバロッティ　テノール

忘れえぬ日本のうた ベスト　 米良　美一〔ほか〕歌

癒しのアベ・マリア アヴェ・マリア　 米良　美一〔ほか〕演奏
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ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧＳ ハバネラ　 ジョルジュ・ザンフィル　演奏

フィギュアスケート　ベスト１０１ ワルツ　組曲《仮面舞踏会》 スタンリー・ブラック〔ほか〕指揮
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