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 資料の館25
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

鳥にまつわる器楽作品〜メシアン生誕100周年に寄せて

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

石川  泰子

イェンゼン，アドルフ　森の小鳥（ピアノ）
ヴァスクス，ペーテリス　Landschaft mit Vögeln（Landscape with 

birds）（フルート）
ヴァスクス，ペーテリス　Quartets, strings no. 2 より　Vogel（Birds）
大竹くみ　夜のこどもの組曲 より　鳥になった夢（ピアノ連弾）
大江光　夏の鳥（弦楽四重奏）
大江光　ブルーバード・マーチ（フルート）
小倉俊　鳥のうた（ギター）
カーク・エーレルト，ジークフリート　Heidebilder より　Vogelflug

（ピアノ）
カザルス，パブロ　鳥の歌（チェロ）
柏木俊夫　芭蕉の奥の細道による気紛れなパラフレーズ より　行く春や

鳥啼き魚の目は涙（ピアノ）
カース，アダム・フォン・アーン　A sheaf of little dances より　A bird 

dance  （ピアノ）
金子仁美　小鳥は飛び立とうとしている…（ピッコロとトロンボーン）
貴島清彦　瞑想曲集 より　たそがれ雲のさすらいの鳥（オーケストラ）
吉川和夫　Bird is free（クラリネット）
櫛田胅之扶　想ひ より　踊りの夜が鳥に乗って（ハープ） 

注)「胅」はOPACでは入力できません。カタカナの「テツ」とし、「櫛田テツ之
扶」で検索してください。

グリーグ，エドヴァルト　小鳥（Little bird, Vögelein）（ピアノ）　 
▶抒情小品集　作品４３  に収録

ケージ，ジョン　Telephones and birds（偶然性音楽）
ゲーベルス，フランツペーター　Bird-boogie（ハープシコード）
ケーラー，エルネスト　Au vol d'oiseau（ピアノ，フルート，ヴァイオ

リン，任意にチェロ）
ケリー，ジョージア　楽園の小鳥たち（ハープとフルート）
コシュキン，ニキタ　The fall of birds（ギター）
コッコネン，ヨーナス　バガテル より　鳥（ピアノ）
コレット，ミシェル　不死鳥（バスーン，またはチェロ３本と通奏低音）
近藤譲　岩と鳥（吹奏楽）
佐藤聡明　歪んだ時の鳥達　第２番（ヴァイオリンとピアノ）
佐藤敏直　鳥（ピアノ）　
沢井忠夫　鳥のように（筝）
サン・サーンス，カミーユ　Prédication aux oiseaux（オルガン）
シューマン，　ローベルト　森の情景 より　予言鳥（ピアノ）
ジョリヴェ，アンドレ　Mana より　L'oiseau（ピアノ）
鈴木英史　鳳凰 より　仁愛鳥譜　（吹奏楽）＊
ストラヴィンスキー，イーゴル　火の鳥（バレエ）
住谷智　風と鳥の対話（コンピュータ）　
セヴェルー，ハラール　小鳥のワルツ（Little bird's waltz）（ピアノ） 

▶やさしい小品集（Lette stykker)　作品１８  に収録
セヴェルー，ハラール　Birdcall-variations（ピアノ）
ソゲ，アンリ　Chant de l'oiseau qui n'existe pas（フルート）
高嶋みどり　マウイの風 より　マウイの鳥たち（ピアノ）
高田和泉　黄色い背景の鳥（電子オルガン）
タカーチュ，イェネー　Dialoge nach Vogelstimmen（フルート）
タカーチュ，イェネー　Improvisationen nach Vogelstimmen 

（フルートとピアノ）
高橋悠治　鳥のあそび（七絃楽器）

タケット，フレディ　イエローバード（チューバ、ギター、ダブル 
ベース、ピアノ、ドラム）

武満徹　木・空・鳥（テープ音楽）
武満徹　鳥が道に降りてきた（ヴィオラとピアノ）
武満徹　鳥は星形の庭に降りる（オーケストラ）
武満徹　揺れる鏡の夜明け より　過ぎてゆく鳥（ヴァイオリン二重奏）
田中カレン　Night bird（サクソフォンと電子楽器）
田中賢　紅炎の鳥（吹奏楽）
ダンドリュー，ジャン　フランソア　クラヴサン曲集　第１巻 より　Le 

concert des oiseaux（ピアノ）
デポルト，イヴォンヌ　Serenade des oiseaux（オーボエとピアノ）
ドップラー，フランツ　森の鳥（フルートとホルン４台）
トマジ，アンリ　Paysages より　Foret（ピアノ）　▶サブタイトル　

Chant d'oiseaux
トーマス・ミフネ，ヴェルナー　Etuden Disco より　Vogel-Strauss-

Rally（チェロ２台、またはチェロ３台）
トーマス・ミフネ，ヴェルナー　Figaro in Afrika より　Vogel-Strauss-

Rally  （チェロとピアノ）　▶同一楽曲
トムソン，ヴァージル　Bugles and birds（ピアノ）　▶Portraits, piano, 

1948-1953  に収録
トムソン，ヴァージル　Sea piece with birds（オーケストラ)
長尾愛作　四季 より　小鳥（ピアノ）
仲俣申喜男　悲しみの鳥（フルート、打楽器とピアノ）
夏目栄太郎　素敵な明日 より　鳥になって（ピアノ）＊
新実徳英　魂の鳥（フルートとピアノ）
新実徳英　鳥のシチリアーノ（ヴァイオリンとピアノ）
西村朗　カヴィラ（クラリネット協奏曲）　▶ニックネーム　天界の鳥
西村朗　四重奏曲　弦楽　第３番　▶ニックネーム　鳥
西村朗　鳥の歌による幻想曲（ヴィオラ）
西村朗　鳥のヘテロフォニー（オーケストラ）
西村朗　光の鳥（オーケストラ）
ハイドン，ヨーゼフ　四重奏曲　弦楽　H. III 39 ハ長調　▶ニックネー

ム　鳥
バートウィスル，ハリソン　Oockooing bird（ピアノ）
服部正　鳥の組曲（器楽アンサンブル）
ハルフテル，クリストバル　Solo（チェロ）　▶サブタイトル　Klagelied 

eines verwundeten Vogels
ビアラス，ギュンター　Waldmusik より　Vogelkonzert（コンチェル

トグロッソ）
ピットフィールド，トーマス　Toccatina（ピアノかハープシコード）　

▶サブタイトル　The birds
フーサ，カレル　Poems, wind quintet（オーボエ，クラリネット， 

バスーン，フルート，ホルン）　▶５つの部分それぞれに鳥にまつわる 
タイトルが付いている。

フーサ，カレル　Quartets, strings no. 4 より　Wild birds
藤井修　空の鳥船（笙、ハープシコード）＊
藤井修　鳥たちの神話（バンド）
藤井修　鳥をとるやなぎ（バンド）＊
藤井敬吾　怒りの日 より　失われた小鳥（ギター二重奏）
ブゾーニ，フェルッチョ　Fünf Variationen über "Kommt ein Vogel 

geflogen"（ピアノ）
フーバー，クラウス　Oiseaux d'argent（フルート，またはフルート 

アンサンブル）

"鳥"をタイトルやサブタイトル、ニックネームに含む器楽作品を集めてみました。
折りしも2008年は鳥のさえずりに着想を得た作品を多数遺したオリヴィエ・メシアン（1908−1992）の生誕100周年です。	
音楽に写し取られた鳥たちのうたごえや、"鳥"のイメージから生まれた作品にひととき耳を傾けてみてはいかが？

1.	当館で楽譜、録音資料、映像資料のいずれかを所蔵している
作品から、タイトルその他に“鳥(日)”“Bird(s)(英)”“Vogel(独)”
“Oiseau(x)(仏)”“Uccello(Uccelli)(伊)”を含む作品をリスト
アップしました。

2.	スペースの都合で、個々の資料の請求記号は掲載していませ
ん。資料を利用したい場合はOPACで検索してください。前方
一致で見つからない場合、フレーズ検索やキーワード検索を
試してみてください。

3.	作曲者名とタイトルは日本語での掲載を原則としましたが、
日本語では当館OPACで検索できない場合は、検索できる言
語で掲載しました。ただし、末尾に＊がついているものは、人

名を入力すると検索できません。タイトルだけで探してくだ
さい。

4.	タイトルから判断できない作品にはオリジナルの演奏手段を
付記しました。

5.	下記のものは原則として除きました。
・	“ひばり”など実在する特定の種の名称を含むもの
・	声楽作品、ポピュラー音楽、民謡とそれらを単に器楽に移し
変えた作品
・	学習用の作品、児童用の作品、劇伴奏用音楽（資料に書かれて
いる説明などから明らかなもの）
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6⃝ いしかわ  やすこ　こんなにもたくさんの鳥たちが書庫にひそんでいたことにあらためてびっくり。
つかまえそこなっているのもいるかも…。機会があれば、種類別にも探してみたい。

ベルイマン，エーリク　Birds in the morning（フルートとオーケストラ）
ヘンゼルト，アドルフ　フォン　演奏会用の性格的練習曲 より　  

もしも私が鳥ならあなたのところへ飛んで行きたい（ピアノ）
ホヴァネス，アラン　Spirit of ink より　Sunrise birds，Tree of birds，

Strange birds， Birds in a magic forest，Birds amid celestial 
towers　（フルート三重奏）

細川俊夫　ウィンターバード（ヴァイオリン）
細川俊夫　鳥たちへの断章　II（笙）
細川俊夫　鳥たちへの断章　第3番（笙とフルート）
細川俊夫　鳥たちへの断章　第3番ｂ（笙とリコーダー）
ボッケリーニ，ルイージ　Quintets, violins, viola, violoncellos, G. 

276, D major（ヴァイオリン２，ヴィオラ，チェロ２に 
よる弦楽五重奏）　▶ニックネーム　Bird sanctuary quintet

マッケイ, ジョージ　フレデリック　Sea sketches より　Sea birds　 
（バスーン，クラリネット，フルート，ホルン，オーボエによる菅楽
五重奏）

マルケヴィチ、イーゴリ　Stefan le poète より　Dors, oîseau des iles, 
Mort de l'oiseau de iles　（ピアノ）

マルセル，リュック・アンドレ　Danse de l'oiseau de Barbarie　 
（オンド・マルトノとピアノ）

ミゴー，ジョルジュ　Le mariage des oiseaux（フルート）
水野勉　花鳥風月（ヴィオラ・ダ・ガンバ五重奏）
三宅榛名　鳥の影（ピアノ）
ムーケ，ジュール　パンの笛 より　パンと鳥（フルートとピアノ）
メシアン，オリヴィエ　異国の鳥たち（器楽アンサンブル）
メシアン，オリヴィエ　オルガンの書 より　鳥たちの歌（オルガン）
メシアン，オリヴィエ　彼方の閃光 より　Plusieurs oiseaux des 

arbres de vie（オーケストラ）
メシアン，オリヴィエ　ステンドグラスと鳥たち（ピアノと小編成 

オーケストラ）
メシアン，オリヴィエ　聖霊降臨祭のミサ より　L'oiseaux et les 

sources（オルガン）
メシアン，オリヴィエ　鳥のカタログ（ピアノ）
メシアン，オリヴィエ　鳥の小スケッチ（ピアノ）
メシアン，オリヴィエ　鳥の目覚め（ピアノとオーケストラ）
メシアン，オリヴィエ　世の終りのための四重奏曲 より　鳥たちの深

焉　（ピアノ，クラリネット，ヴァイオリン，チェロ）
モンプー，フェデリコ　歌と踊り（ピアノ）　▶サブタイトル　鳥の歌と踊り
ヤナーチェク、レオシュ　March of the blue-birds（ピッコロと 

ピアノ）＊
湯浅譲二　プロジェクション　箏（８），　管弦楽　▶サブタイトル：花鳥

風月
吉松隆　さえずり鳥ブログ（フルート四重奏）
吉松隆　デジタル・バード組曲（フルートとピアノ）
吉松隆　鳥たちの時代（オーケストラ）
吉松隆　鳥たちの祝祭への前奏曲（オーケストラ）
吉松隆　鳥たちへのファンファーレ（吹奏楽）
吉松隆　鳥と虹によせる雅歌（オーケストラ）
吉松隆　鳥の形をした小品（クラリネットとピアノ）
吉松隆　鳥は静かに…（弦楽オーケストラ）
吉松隆　鳥夢舞（雅楽楽器アンサンブル）
吉松隆　プレイアデス舞曲集　第２番 より　鳥のいる間奏曲　（ピアノ）
吉松隆　プレイアデス舞曲集　第２ａ番 より　鳥のいる間奏曲　（ヴァ

イオリンとピアノ）
吉松隆　ランダムバード変奏曲（ピアノ２台）
吉松隆　Fuzzy bird sonata（サクソフォンとピアノ）
ラ　モンテーヌ，ジョン　楽園の鳥（ピアノ）
ラヴェル，モーリス　鏡 より　悲しい鳥たち（ピアノ）
ラウタヴァーラ，エイノユハニ　北の歌（テープに録音した鳥のさえずり

とオーケストラ）　▶ニックネーム　鳥とオーケストラのためのコンチェルト
ラモー，ジャン・フィリップ　クラヴサン曲集（1724）より　鳥の呼

び声
ランベール，ミシェル　Pieces en trio より　Chantez chantez petits 

oiseaux（ヴァイオリン２台と通奏低音）
リヴィエ，ジャン　Oiseaux tendres（フルート）
リスト，フランツ　伝説 より　小鳥に説教するアッシジの聖フラン

チェスコ（ピアノ）
リード，ポール　ある風景の諸相 より　Birdsong, Bird-movement, 

Sun dance : two birds in the sunlight, Conflict:birds fighting
（オーボエ）

劉天華　Song of birds in a desolate mountain（二胡）
リンデ，ハンス　マルティン　Music for a bird（リコーダー）
レスピーギ，オットリーノ　鳥（オーケストラ）
ロドリーゴ，ホアキン　春の小鳥（ギター）
ワルトトイフェル，エミール　鳥の群（オーケストラ）
王燕樵　百鳥朝鳳（二胡，オーケストラ）

Alberga, Elenor　If the silver bird could speak（ピアノ）＊
Austin, Ernest　Diversions より　Happy birds in the wood（ピアノ）
Baumer, Cecil　Country sketches より　A lonely bird（ピアノ）
Bennett, R.R.　Four calling birds（ピアノ）＊
Billema, Raphael　Gazouillement des oiseaux（ピアノ）
Blumer, Theodor　Aus der Tierwelt より　Flug der Vogel nach dem 

Suden（フルートとピアノ）
Bortkiewicz, Sergei　Impressions より　Étude d'oiseaux（ピアノ）
Braun, Gerhard　Monologe, no. 2（リコーダー）　▶サブタイトル 

Where late the sweet birds sang
Broadstock, Brenton　And no birds sing（ピアノ，クラリネット， 

フルート，パーカッション，ヴァイオリン）
Christiansen, Henning　Satie auf hoher See より　Bei Satie im 

Kräutergarten mit Vögeln　（ピアノ）
Cipollone, Alfonso　Uccellino vagante（ピアノ）
Clergue, Jean　Jardin de Janine より　...et des oiseaux（ピアノ）
Diemer, Emma Lou　Hymn preludes より Lone, wild bird（オルガン）
Dillon, Fannie Charles　Birds at dawn（ピアノ）＊
Freitas, Frederico de　The little dead bird（ピアノ）
Jacob, Clément　Petits préludes より　Un oiseau dans les bois 

（ピアノ）
Katzer, Georg　Schwarze Vogel（バレエ）
Le Thiere, Ch　L'oiseau du bois polka（ピッコロとピアノ）＊
Lölkes, Herbert　Waldeinsamkeit より　Des Vogels Tod（リコーダー）
Marbe, Myriam　Prophet und Vogel（チェロとピアノ）
Meunier, Gerard　Sonata, piano　▶サブタイトル　Aux oiseaux victims des 

marees noires
Nordine, Ken　A cage went in search of a bird（前衛音楽）＊
Ochs, Siegfried　S'kommt ein Vogel geflogen（ピアノ）
Thoresen, Lasse　Bird of the heart（ピアノ三重奏）
Schäfer, Norbert　Zauberbuch より　Landschaft mir gelben Vögeln  

（ピアノ）
Schubert, Manfred　Vogelreden no. 2（フルートとハープ）
Senfter, Johanna　Vogelweise（ピアノ）
Sladek, Paul　Tabby and the birds（ヴァイオリンとピアノ）
Stein, Gottfried　A bird named Byrd（室内オーケストラ）
Vieru, Anatol　Der chinesische Vogel（ピアノ）＊
Vries Robbe, Willem de　Birds（フルートとパーカッション）
Walker, Edward L.　Le chant des oiseaux（鍵盤楽器）＊
Wang, J　All the birds gather before the Phoenix（Alle Vogel 

sammeln sich vor dem Phonix）（ピアノ）＊
Williams, William　Collection of new ayres より　In imitation of birds

（フルート２本と通奏低音）
Zurfluh, Augste　Chant d'oiseau（ギター）

☆鳥や鳥の鳴き声をテーマに編集された資料
＜楽譜＞

吉沢実編　鳥のアルバム（請求記号◦H33-053）　▶リコーダー、リコー
ダーアンサンブル用楽譜

The bird fancyer's delight（請求記号◦H37-280）　▶トレブル・リコー
ダー用楽譜

Vogelstimmen aus der Feder alter Meister　▶リコーダーアンサンブ
ル用楽譜のシリーズ。2008年６月現在４点所蔵。

Vogelstimmen in der Klaviermusik des 17.-20. JHDTS（請求記号
◦G23-974）　▶ピアノ用楽譜

＜録音資料＞
優しき鳥たち（請求記号◦XD35109）　▶フルートを中心とした器楽曲
日本音紀行　４，はばたき（請求記号◦XD44976）　▶日本各地で録音

された野鳥の鳴き声
The birds sing Christmas（請求記号◦XD52155）　▶オーケストラの演

奏と録音し変形した鳥のさえずりを組み合わせた、クリスマスにちなんだ楽曲
Le concert des oiseaux a Versailles（請求記号◦XD5928）　▶ハー

プシコード曲

☆こんな件名もあります
鳥−歌・音楽 

鳥をテーマにした音楽作品と、そうした音楽作品について論じた図
書が検索できます。

鳥の鳴き声 
鳥の鳴き声を収録した資料と、鳥の鳴き声について論じた図書が検
索できます。

Sounds 
録音資料に限定して検索すると、効果音用のCDが検索できます。鳥
の鳴き声を収録した資料も含まれます。


