
 
 
 
 
 
 

  

基礎ゼミ特集 
～レクチャーコンサート関連資料展示～ 

 

 

2018 年 4 月 3 日(火)～5 月 31（木） 
 

図書館 
展示 

期間中、4 号館図書館エントランスにて展示中！ 
関連図書は企画棚にあります。 

今年の基礎ゼミ関連展示は 
ベートーヴェン、シューベルトの貴重楽譜と 
ヴェルディ『椿姫』の大型資料です！ 
 
毎年 4月は基礎ゼミレクチャーコンサートに関連する資料を展示しています。 
企画棚では基礎ゼミコンサートに関連した図書・CDを選書して特集します。 
基礎ゼミの予習復習、レポート準備にぜひ役立ててください！ 

新入生はもちろん、在校生もぜひご覧ください◎ 

 



■展示資料 
ヘクトルの別れ、エンマに、おとめの嘆き シラー

の詩によるピアノ伴奏付歌曲 Op.58 シューベル

ト作曲 
出版社・発行年：ディアベリ社、ウィーン、[1832] 
請求記号：S11-545  
 

怒れる吟遊詩人、湖のほとりで、夕べの光景  

ピアノ伴奏付歌曲 シューベルト作曲 
出版社・発行年：ディアベリ社、ウィーン、[1831] 
請求記号：S11-147 
 

管楽器と弦楽器のための七重奏曲 Op.20 

ベートーヴェン作曲 
出版社・発行年：ペータース社、ライプツィヒ、1832年
（後続版） 
請求記号：S12-544 
 

管楽器と弦楽器のための七重奏曲 Op.20（ピアノ四

重奏編曲）ベートーヴェン作曲 
出版社・発行年：ベーメ社、ハンブルク、1841年以前（後
続版） 
請求記号：S11-790 

 

ピアノ、クラリネット、チェロのための三重奏曲 

Op.38（七重奏曲 Op.20の編曲） 
出版社・発行年：リードル社、ウィーン、1815年以降 
請求記号：S11-876 
 

原版譜（美術工芸社 1805）の再版 

ヴェルディ作曲『椿姫』 手稿譜（ファクシミリ） 
La traviata : schizzi e abbozzi autografi = autograph 
sketches and drafts / Giuseppe Verdi ; a cura di 
Fabrizio Della Seta 
出版社・発行年 Parma : Ministero per i beni e le 
attività culturali, Comitato nazionale per le 
celebrazioni verdiane, c2000 
請求記号：H39-805 
 

ヴェルディ作曲『椿姫』 衣装写真 

Opéra de Paris. Costumes / 田原桂一 [写真],  

マルティーヌ・カーン著  
出版社・発行年 東京 : 文献社, 1995 
請求記号：C61-117 
 
 

 

■関連図書リスト 

検索のヒントになるほんの一部の資料です。書庫にはたくさんの資料があるので、OPAC 検索してください！ 

オーケストラ・オペラコンサート 
♪オペラ、イタリアオペラ 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

オペラ・ギャラリー50 ; 登場人物&物語図解 / 朝倉めぐみイラスト ; 
石戸谷結子〔ほか〕文 

学研プラス, 2017 J132-759（2F 開架） 

100 語でたのしむオペラ / フィリップ・ジョルダン著 白水社, 2016 J130-796（2F 開架） 

オペラでわかるヨーロッパ史 / 加藤浩子著 平凡社, 2015 J129-768（2F 開架） 

オペラの学校 / ミヒャエル・ハンペ著 ; 井形ちづる訳 水曜社, 2015 J129-152（2F 開架） 

イタリア・オペラの黄金時代 ; ロッシーニからプッチーニまで / ウィリ
アム・ウィーヴァー著 

音楽之友社, 1998 C62-510 

♪オーケストラ 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

オーケストラの音楽史 ; 大作曲家が追い求めた理想の音楽 / パウ
ル・ベッカー著 

白水社, 2013 シラバス/岡田安樹浩/3 
（2F 開架） 

オーケストラの読みかた ; スコア・リーディング入門 / 池辺晋一郎著 学研プラス, 2017 J131-905（2F 開架） 

オーケストラの休日 / 菅原英洋著 文芸社, 2014 J128-204（2F 開架） 

オーケストラは未来をつくる ; マイケル・ティルソン・トーマスとサンフラ
ンシスコ交響楽団の挑戦 / 潮博恵著 

アルテスパブリッシング, 
2012 

J123-585 

オーケストラの名曲 / 小澤一雄作・絵 ポトス出版, 2008 絵本/OZA/（2F 開架） 



 

 

♪ロッシーニ 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

ロッシーニ伝 / スタンダール〔著〕 ; 山辺雅彦訳 みすず書房, 1992 C56-975 

ロッシーニ仮面の男 / マリオ・ニコラーオ著 音楽之友社, 1992 C56-647 

♪レスピーギ 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

Ottorino Respighi （1879-1936）, an annotated bibliography / Lee G. 
Barrow 

Lanham, Md : Scarecrow 
Press, 2004 

X-044/R434/B 
（3F 参考図書） 

Ottorino Respighi / Elio Battaglia ... [et al ; curato da Giancarlo 
Rostirolla] 

Torino : ERI, c1985 J118-395 

♪ヴェルディ、椿姫 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

ヴェルディのプリマ・ドンナたち ; ヒロインから知るオペラ全 26 作品 / 
小畑恒夫著 

水曜社, 2016 J131-650（2F 開架） 

まんがで読む世界の名作オペラ. 5 / つづき佳子著   -椿姫 他- メトロポリタンプレス, 2012 J122-062 

■検索のヒント 
【検索キーワード】 オペラ、イタリアオペラ、歌劇、ロッシーニ、レスピーギ、ヴェルディ、オーケストラ、管弦楽  など 

【分類】X-044 （参考文献目録・作品目録）、X-900（音楽家個人研究）、X-610（オペラ．劇音楽・歴史）、X－560（管弦楽・概説・

歴史）、X－753（基礎練習・ソルフェージュ）、X－806（音楽紀行・見聞・体験・自伝）、X－890（音楽書[音楽漫画を含む]） 

など 
【件名】 歌劇、伝記、オーケストラ、管弦楽 など 
 

♪室内楽 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

名曲のたのしみ、吉田秀和 / 吉田秀和著 ; 西川彰一編纂  
第 4 巻：室内楽との対話  

学研パブリッシング, 2013  J125-480 

A をください ; ピアニストと室内楽の幸福な関係 / 練木繁夫著 春秋社, 2003 シラバス/鍵盤楽器/D3
（2F 開架） 

クラシック名盤大全 ; 保存版. 室内楽曲篇 音楽之友社, 1999 C63-565 

ブラームスからショスタコーヴィチまで ; 後期ロマン派以降の管弦楽
曲、室内楽曲 / 岩井宏之著 -シリーズ On books special. クラシック
のあゆみ ; 3- 

音楽之友社, 1999 C63-849 

♪シューベルト 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

フランツ・シューベルト ; あるリアリストの音楽的肖像 / ハンス=ヨアヒ
ム・ヒンリヒセン著 

アルテスパブリッシング, 
2017 

J132-400（2F 開架） 

シューベルト生涯と作品 / 藤田晴子著 音楽之友社, 2002 J96-873 

♪ベートーヴェン 
タイトル／著者 出版者・出版年 請求記号 

Beethoven's chamber music : a listener's guide / Victor Lederer Milwaukee, WI : Amadeus 
Press, 2012 

J128-151（2F 開架） 

ベートーヴェン不滅の音楽を聴く / 宇野功芳著 ブックマン社, 2013 J125-184 

ベートーヴェンおもしろ雑学事典 ; 知ってるようで知らない / ベート
ーヴェン雑学委員会著 

ヤマハミュージックメディ
ア, 2009 

J116-738 



 

■検索のヒント 
【検索キーワード】 室内楽、シューベルト、ベートーヴェン、岩の上の羊飼い、七重奏曲 など 

【分類】 X－550（室内楽及び歴史）、X－900（音楽家個人研究）、X－555（作品研究）、X－060（レコード・オーディオに関する

参考図書） 、X－078（管弦楽・室内楽に関する参考図書）、X－801（音楽鑑賞の手引き）、X－069（名曲解説事典）  

など 

【件名】 室内楽、室内楽曲、木管、ホルン、弦楽、作品 20、変ホ長調 など 

 
 

展示資料関連図書リストは図書館ホームページでも公開しています。 

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

2018.4 国立音楽大学附属図書館 


