
20１３年度●テーマ展示 ５-６月 
 

生誕 200 年記念 

ヴェルディ 
Giuseppe Fortunio Francesco Verdi (1813-1901) 

 
～目で見て楽しむ図書紹介～ 

Monument to Giuseppe Verdi, altar created by Lamberto Cusani 

（Britanica Image Quest より） 

 

企画：国立音楽大学附属図書館広報委員会 

開催期間：2013年 5月 8日～6月 15日 

開催場所：図書館ブラウジングルーム 
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今年はヴェルディの生誕 200年にあたります。 

図書館には、ヴェルディに関連する資料がたくさんあります。 

今回は、その中から、カラフルな絵や舞台写真がたくさん 

載っている図書をご紹介します。 
 

 

展示資料 
 
 

図書 
 
＜ヴェルディ本人に関する資料＞ 
“Sono i posti di Verdi” ・foto di Angelo Ceresa ; testi di Gustavo. 
Parma : Grafiche Step Editrice, [1983]   請求記号●C51-095 
 *写真はパルマ県レ・ロンコレにあるヴェルディの生家 
 
“Giuseppe Verdi : vicende, problemi e mito di un artista e del suo tempo”   
Colorno : Edizioni "Una citta costruisce una mostra", 1985   請求記号●C19-636 
 *青年時代、ヴェルディを援助してくれた裕福な商人アントニオ・パレッツィの写真 
 
『黄金の翼=ジュゼッペ・ヴェルディ』 / 加藤浩子著 
東京 : 東京書籍, 2002   請求記号●J95-564 
 *サンタ・アガタのヴェルディ邸 
 
『ヴェルディへの旅 : 写真とエッセイでたどる巨匠の生涯』 / 木之下晃,永竹由幸著 
東京 : 実業之日本社, 2006   請求記号●J107-827 

 *ミラノ、音楽家のための休息の家の写真とヴェルディの墓 
 
“Verdi : a documentary study” / compiled, edited and translated by William Weaver.  
[London] : Thames & Hudson, [1977?]   請求記号●C27-034 
 *若き日のヴェルディと最初の妻マルゲリータ（パレッツィの娘、1840 年若くして死去） 
 
“Per amore di Verdi : 1813-1901 : vita, immagini, ritratti” / iconografia a cura di Marisa Di 
Gregorio Casati ; testi di Marco Marica. 
Parma : Grafiche Step Editrice, 2001   請求記号●J111-215 
 *ヴェルディと長年同棲し、後に妻となったジュゼッピーナの写真 
 
 “Verdi nelle immagini” / Carlo Gatti  
Milano : Garzanti, [1941]   請求記号●C40-706 
 *ヴェルディと同時代の芸術家などの風刺画 
 
＜ヴェルディのオペラに関する資料＞ 
“Die Opern Verdis” / herausgegeben von Giorgio Bagnoli 
Berlin : Parthas, c2003   請求記号●J99-547 
*オベルトはヴェルディが最初に作曲したオペラ。 

 
“La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano” / a cura di Pierluigi Petrobelli e Fabrizio Della 
Seta 
Parma : Istituto nazionale di studi verdiani, 1996   請求記号●J89-998 
*展示箇所はファルスタッフの舞台装置。 

 
“Verdi, Rigoletto” / Daniel Brandenburg 
Kassel : Bärenreiter ; Leipzig : Henschel, c2012   請求記号●J123-569 
*左は初演時の衣装デザイン。右は近年における上演の模様。 
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●展示パンフレットは図書館ホームページからも入手できます。（バックナンバーも公開しています。） 

http://www.lib.kunitachi.ac.jp/tenji/tenji.htm 

 

2013/5/8 編集●国立音楽大学附属図書館広報委員会  ： 撰正弘・田村和子 

 

“Otello di Giuseppe Verdi” / James A. Hepokoski, Mercedes Viale Ferrero. 
Milano ; Ricordi, c1990   請求記号●J84-419 
*オテロの舞台衣装のイラストと、初演のポスター。  

 
“Celeste Aida : percorso storico e musicale tra passato e futuro” / [catalogo a cura di Gabriele Dotto, 
Ilaria Narici] 
Milano : Ricordi, 2006   請求記号●J111-067 
*左はアイーダの舞台衣装。右は参考にした古代エジプトの資料。 

 
“Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi” / Marcello Conati, Natalia Grilli. 
Milano : Ricordi, c1993   請求記号●J84-420 
*シモン・ボッカネグラの衣装のイラスト。 
 
“La Traviata di Giuseppe Verdi nel film di Franco Zeffirelli” / [testi di Franco Zeffirelli, Renato 
Barneschi, Riccardo Mezzanotte ; a cura di Carlo Cotti]. 
Milano : A. Mondadori, 1983   請求記号●C10-742 
*椿姫の映画版。写真はヴィオレッタの死の場面。 

 
『椿姫』 / 里中満智子著 
中央公論新社, 2004   請求記号●J101-304 
*ヴィオレッタの死の場面。マンガ版ではこうなる・・・。 

 
パネル 
 

ヴェルディの生涯  
出典： 『クラシック作曲家事典 : 検索キーワード付』 / アルク出版企画企画・編集 ; 渡辺和彦監修 
東京 : 学習研究社, 2007   請求記号●X-020/K 
 
ヴェルディ作品の舞台写真  
出典：  
“Die Opern Verdis” / herausgegeben von Giorgio Bagnoli  
Berlin : Parthas, c2003   請求記号●J99-547 
 

ナブッコ （ナブコドノゾール） Nabucco （Nabucodonosor） p. 25-26 
オテロ Otello p. 197-198 
リゴレット Rigoletto p. 111-112 
イル・トロヴァトーレ Il trovatore p. 121-122 
椿姫 La traviata p. 131-132 
運命の力 La forza del destino p. 167-168 
ドン・カルロ Don Carlos p. 177-178 
アイーダ Aida p. 187-188 

 

パンフレット表紙・ポスターの画像 
 
Monument to Giuseppe Verdi, altar created by Lamberto Cusani  
出典：Britanica Image Quest   File Name : 135_859527-W.jpg 
 

 

 

 

 

http://www.lib.kunitachi.ac.jp/tenji/tenji.htm

