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石光 佐千子（MS） 

オペラ重唱名曲集 第 1 巻 

￥2,800 全音楽譜出版社 

ジュリアス・シーザー 
オルフェオとエウリディーチェ 
フィガロの結婚  他 

石光 佐千子（MS） 

オペラ重唱名曲集 第 2 巻 

￥3,000 全音楽譜出版社 

ドン･ジョヴァンニ 

コシ・ファン・トゥッテ  他 

大森 誠（T）  歌曲集 

￥1,854 

詩：谷川俊太郎 

私が歌う理由 

大森 誠（T）  連作歌曲集 

￥1,957 

詩：谷川俊太郎 

海の駅 

大森 誠（T）  連作歌曲集 

￥1.339 

詩：谷川俊太郎 

みち 

岸本 力（B） 

ムソルグスキー歌曲集 

￥2,300 全音楽譜出版社 

青年時代   子供の部屋   太陽なく 

蚤の歌   他 

岸本 力（B） 

ショスタコーヴィチ「10 の詩曲」 

￥1,339 全音楽譜出版社 

無伴奏混声： 友よ,彼一人でなく 

他 

岸本 力（B） 

ショスタコーヴィチ「忠誠」 

￥1,575 全音楽譜出版社 
無伴奏男声： 8 つのバラード 

岸本 力（B） 

ショスタコーヴィチ「反形式主義的ラヨーク」 

￥1,890 全音楽譜出版社 

混声バスソロ： 

叙事詩 森田稔訳･解説 岸本力演奏アドバイス 

岸本 力（B） 

ショスタコーヴィチ「ステパンラージンの処刑」 

￥1,890 全音楽譜出版社 

混声バスソロ： 

森田稔訳･解説 岸本力演奏アドバイス 

岸本 力（B） 

ラフマニノフ歌曲選集 

￥3,990 カワイ出版 

岸本 力 校訂・監修・歌唱アドバイス／小林久枝 対訳・解説 

1.睡蓮 2.祈り 3.私はあなたを待っている 4.春の流れ 5.そよ風 6.ヴォ

カリーズ 7.ひなぎく 8.ああ、悲しまないで！ 9.聖像画の前に 10.キリス

トは蘇り給いぬ 11.子供たちに 12.指輪 13.音楽 14.長い間私の恋に

15.私の心の中に 16.歌うな、美しい人よ！ 17.ああ、私の畑よ！ 18.こ

の夏の夜 19.女
ひと
たちは答えた 20.噴水 21.その日を私は覚えている

22.ひそやかな夜のしじまの中で 他 全 34 曲 

佐藤 由子（S） 

ザンドナイ歌曲集 

￥2,200 ドレミ楽譜出版社 

「みみずく」「冬の幻」「神秘」等、 

ザンドナイの珠玉の叙情歌曲 27 曲を収載 

島村 武男（Br） 

声力（こえぢから）トレーニング 

￥1,512 二見書房 

書籍（トレーニングＣＤ付） 

声がよく出る！言葉がはっきり！いい声になる！ 
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髙折 續（Br） 

歌唱のためのドイツ語発声法 

￥3,570 音楽之友社 

書籍 

田辺 とおる(Br) 
ドイツ語訳、日本のむかしの歌・いまの歌 
￥3,500  THIASOS Musikverlag  9206 

｢Alte und neue Lieder aus Japan｣・31 Japanische Lieder 

mit  Klavierbegleitung in deutscher Ubersetzung 
1.Lied der vier jahreszeiten（Shiki no uta）  2.Blute（Hana） 
3.Kirschblute（Sakura,sakura）  4.Blumenstadt（Hana no machi）   他 31 曲

田辺 とおる(Br) 
ドイツ語訳、日本のむかしの歌・いまの歌 
（楽譜解説文の邦訳） 
￥500   

｢ドイツ語訳、日本のむかしの歌・いまの歌｣解説文 

和訳：田辺とおる 

田辺 とおる(Br)   ドイツ語訳 

アニメソングブック   ｢らくらく｣ Ｖｏｌ.1 

￥4,500   THIASOS Musikverlag  9244 

｢Anime ｰ Songbook 『Rakuraku』Ｖｏｌ.1｣・20 Anime-Songs 

auf Deutsch und Japanisch mit leichter Begleitung 
1.Chihiros Reise（千と千尋の神隠し）  2.Dibimon（デジモンアドベンチャー）  
3.D・N・Angel（白夜）  4.Dragonboll（ドラゴンボール Z）    他 20 曲

田辺 とおる(Br) 
オペレッタ名曲集(田辺とおる 編) 
―ソプラノ・メゾソプラノ用《ドイツ語作品編》 
￥2,600   ドレミ楽譜出版社 

【スッペ】1.あそこに立っている若者は『ボッカッチョ』  【ヨハン・シュトラウス】2.侯爵
様あなたのような御方ならば『こうもり』  3.ふるさとの調べ『こうもり』  4.こんなに
悲惨で誠実な『ジプシー男爵』  5.おはよう、懐かしき我愛の家よ『ウィーン気質』

【ミレッカー】6.歌は心のせて、トラ、ラッ、ラー『乞食学生』 【ツェラー】7.私は郵便局
のクリステル『小鳥売り』 【リンケ】8.おお、テオフィル『ルーナ夫人』 他 22 曲

チョン ウォルソン 

田 月仙    海峡のアリア 
￥1,575 

書籍 

東京二期会・協力 

オペラの館がお待ちかね （室田尚子 著） 

￥1,944   清流出版

書籍 

増山 美知子（S） 

レスピーギ歌曲全集（上） 

￥2,730 音楽之友社 

最後の陶酔   夜の想い   5 つの古風な歌 

6 つの歌曲   5 つの歌 他 

増山 美知子（S） 

レスピーギ歌曲全集（下） 

￥2,730 音楽之友社 

4 つの歌   アルメニアの 4 つの歌    6 つの歌第一集 

6 つの歌第二集   他 

彌勒 忠史（CT） 

歌うギリシャ神話 

￥2,160 アルテスパブリッシング 

書籍 

彌勒 忠史（CT） 

裏声歌手のモンテヴェルディ偏愛主義 

￥2,376 アルテスパブリッシング 

書籍 

演奏・演出の現場から見た《オルフェオ》《ウリッセ》《ポッペア》《ヴェスプ

ロ》の魅力と聴きどころを思い入れたっぷりに紹介する！ 
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