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今年の音楽研究所オペラ演奏研究部門の公演は、2014 年 3 月 1 日(土)に講堂大ホールに

おいて、ニーノ・ロータの「フィレンツェの麦わら帽子」「かしこいリス」「運転教習所」

の３演目が行われます。 

パネル展示では、3 演目のあらすじと舞台写真などを紹介します。 

展示ケースには、NAXOS で聴ける音源を紹介し、おすすめの図書，CD などもあわせて

展示します。ニーノ・ロータの音楽は、映画音楽でもクラシック音楽でもメロディーの美

しさが際立っています。ぜひ聴いてみてください。 
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パネル展示 
 
国立音楽大学音楽研究所 オペラ演奏研究部門 2013 年度公演ポスター 

製作：国立音楽大学音楽研究所 オペラ演奏研究プロジェクト 

 
展示ポスターの画像（パンフレット表紙の画像） 

出典： “Nino Rota : Le immagini & la musica” / Pier Marco De Santi.   

Firenze : Giunti, c1992, p. 71  

請求記号●J121-530 

 

オペラのあらすじ 
本学の『音楽研究所年報』第２５集（2011年度）所収の「ニーノ・ロータ Nino Rota」（後編）に掲載さ

れている「あらすじ」をパネル用に短く再構成しました。 

出典： 『国立音楽大学 音楽研究所年報』 第２５集 (2012 年度)   

請求記号●PB102F  25 
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フィレンツェの麦わら帽子（Il cappello di paglia di Firenze） 舞台写真 2 枚 

制作：モノーポリ「ニーノ・ロータ」音楽院  

日時：2009 年 7 月 10 日，11 日，12 日  

会場：同音楽院内の回廊にて  

指揮：ジョヴァンニ・ペリッチャ Giovanni Pelliccia  

出演：音楽院の学生、教師などによる出演 

＊写真は、モノ―ポリ「ニーノ・ロータ」音楽院からお借りしたものです。 

 

かしこいリス（Lo scoiattolo in gamba） 舞台写真 

出典： “Nino Rota : Le immagini & la musica” / Pier Marco De Santi.   

Firenze : Giunti, c1992, p. 83  

請求記号●J121-530 

 

かしこいリス（Lo scoiattolo in gamba） 出演者とニーノ・ロータ 

出典： 『Wave』 32 号 東京 : Wave, 1992， p. 93  

請求記号●P1446  32 

 

運転教習所（La scuola di guida） 舞台写真 

出典： 『国立音楽大学 音楽研究所年報』 第２５集 (2012 年度) p. 13     

請求記号●PB102F  25 

 

展示ケース 
 
NAXOS で聴ける曲のリスト 

今回の展示は、NAXOS のホームページで作曲家「Nino Rota」を選んで、検索結果をジャンル、ま

たは演奏手段で並べたものです。 

最新の情報を調べるには、「作曲家」をクリックして作曲家のリストから「Rota, Nino」を選びます。 

聴きたい曲がある場合は、検索ボックスに「Rota Godfather」のように、作曲家とタイトルを入力して、

検索ボタンを押すとその曲にすぐアクセスできます。 

 

NAXOS は図書館の自由閲覧室、AV 多目的室の端末で利用できます。本学の学生、教職員の方

は、自宅の PC からも無料で聴くことができます。また、タブレット端末や i-Phone から聴く場合は、

登録が必要ですので総合受付カウンターでお問い合わせください。 
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ニーノ・ロータを知るための資料 
＜図書＞ 
Pier Marco De Santi "Nino Rota : le immagini & la musica" 
Firenze : Giunti, c1992  請求記号●J121-530 
ニーノ・ロータ関連の写真が多数掲載されている。しかし、クラシック音楽に関する記事は少ない。 
 
a cura di Francesco Lombardi "Nino Rota : catalogo critico delle composizioni da concerto, da 
camera e delle musiche per il teatro" 
Firenze : L.S. Olschki, 2009 (Studi di musica veneta)   請求記号●X-044/R842/N 
ロータの純音楽の作品目録。 
 
Richard Dyer "Nino Rota : music, film and feeling" 
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan 2010   請求記号●J126-083 

ニーノ・ロータの人生や作品について知ることができる図書。 
 
＜紀要＞ 
『国立音楽大学 音楽研究所年報』第 24 集（2011 年度） 
国立音楽大学音楽研究所, 2012   請求記号●PB102F/24 
ニーノ・ロータに関する論文なども複数掲載されている。 
 
『国立音楽大学 音楽研究所年報』第 25 集（2012 年度） 
国立音楽大学音楽研究所, 2013   請求記号●PB102F/25 
ニーノ・ロータに関する論文なども複数掲載されている。 
 
＜雑誌＞ 
『Wave』 32 

Wave, 1992   請求記号●P1446/32 
ニーノ・ロータの特集号。 
 
 
ニーノ・ロータのＣＤ 
＜録音資料＞ 
“La strada : suite dal balletto ; Concerto per archi ; Ballabili per il film : Il gattopardo” 
[Tokyo] : Sony Classical, 1995   請求記号●XD32459 

1994 年録音 

ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団 ; リッカルド・ムーティ（指揮） 

 

“Symphony collection” 
[Tokyo] : Firebird, 1998     請求記号●XD39927 
1997 年録音 
日本フィルハーモニー交響楽団 ; 大友直人（指揮） 

 
“Symphony no. 3 ; Divertimento concertante ; Concerto soirée” 
Colchester, Essex, England : Chandos, p2011   請求記号●XD66379 

2010 年録音 

Filarmonca '900 del Teatro regio, Turin ; Gianandrea Noseda （指揮） 
 

“2 concerti per pianoforte” 
Tokyo : EMI Classics, 2000, p1999   請求記号●XD43942 

1999 年録音 

Filarmonica della Scala ; Riccardo Muti （指揮） 
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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 

 

2014/2/4 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 

“Chamber music” 
Djursholm, Sweden : BIS, p1997 ; [東京] : 発売元: キングインターナショナル, 1997   請求記号●XD38976 

1996 年録音 

オーストリア, ロッケンハウス城に於けるロッケンハウス音楽祭のライヴ 

 

“Piano music” 
[Leeuwarden, The Netherlands] : Brilliant Classics, [2009]   請求記号●XD66299 
2008 年録音 

Michelangelo Carbonara （ピアノ） 

 

“Godfather : piano music” 
[Tokyo] : Deutsche Schallplatten, p2002   請求記号●XD49689 

2002 年録音 

関孝弘 （ピアノ） 

 

“Film music : music in cinema” 
Tokyo : Seven Seas, 1994   請求記号●XD30037 

Carlo Savina （指揮） 

 

“Musica da film = Music for film” 
[Tokyo] : Sony Classical, 1998, p1997   請求記号●XD39738 

1997 年録音 
Filarmonica della Scala ; Riccardo Muti （指揮） 
 
 
 

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

