
 

 

 

 

 

 

 
クララ・シューマン 

生誕 200年 

 

2019年9月2日(月)～10月30日（水） 

 

図書館 

展示 

2019 年はクララ・シューマンの生誕

200年にあたります。クララは子供の

ころから天才ピアニストとして知られ

ており、数は多くないですが作曲作品

も残しています。夫ロベルトの死後は

その作品全集の編集なども行いまし

た。女性の社会的地位が低かった 19

世紀に活躍したクララの、関連資料の

一端をご紹介します。 

期間中、4号館図書館エントランスにて展示中！ 



 

クララ・シューマン（Clara Schumann, 1819-1896 旧姓 Wieck）は、今年生誕 200年を迎えます。 

近年は、ロベルト・シューマン（Robert Schumann, 1810-1856）の妻としてだけでなく、ピアニスト・作曲家

としての業績も注目されるようになりました。 

父との裁判に勝ちロベルトと結婚し、家事や育児の負担、夫の病気に悩みつつも演奏活動で家計を支えていた

クララ。子供の頃から天才ピアニストとして知られていた彼女は、ロベルトの作品を演奏会で取り上げ続けるな

ど普及にもつとめ、ロベルトの死後は作品全集も編集しました。 

作曲にも子供の頃から取り組んでいましたが、女性の作曲は評価されない時代背景もあったためか 30代後半

でやめてしまっており、作品の数は多くはありません。それでも魅力的な作品を残しています。 

女性の社会的地位が低かった 19世紀を懸命に生き抜き、自立した個性を持った音楽家であったクララの、関

連資料の一端をご紹介します。 

 

■展示資料 

肖像画・写真など 

・Clara Schumann 1819-1896 : Katalog zur Ausstellung : [des Stadtmuseums Bonn und des 

Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsselforf aus Anlass 

des 100. Todestages von Clara Schumann] / herausgegeben von Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus ; bearbeitet 

und mit beiträgen von Ute Bär ... [et al.].. -- Stadtmuseum, 1996.（資料 ID：J084413） 

 クララ没後 100年の展覧会のカタログ。写真や演奏会のチラシなどが掲載されています。 

・Clara Schumann / Monica Steegmann. -- Haus Publishing, 2004. （資料 ID：J104136） 

 表紙の肖像画は 1838年（クララ 19歳）のものです。 

・Aus Clara Schumanns Photoalben : photographische Cartes de Visite aus der Sammlung des 

Robert-Schumann-Hauses Zwickau / Thomas Synofzik & Jochen Voigt. -- Edition Mobilis, c2006.  

（資料 ID：J110329） 

 Robert-Schumann-Haus所蔵のクララの肖像画などが掲載されています。 

・Das Berliner Blumentagebuch der Clara Schumann, 1857-1859 / eingeleitet von Renate Hofmann ; kommentiert 

von Renate Hofmann und Harry Schmidt. -- 3. Aufl. -- Breitkopf & Härtel, c2019. （資料 ID：J135295） 

 ロベルトの没後、クララがベルリンに住んでいた頃につけていた押し花日記。 
 

楽譜（結婚前の作品） 

・Quatre polonaises pour le pianoforte, op. 1 / Clara Wieck ; nach dem bei Friedrich Hofmeister 1831 

erschienenen Erstdruck in Zusammenarbeit mit dem Robert-Schumann-Haus Zwickau neu herausgegeben von 

Joachim Draheim und Gerd Nauhaus. -- F. Hofmeister, c1996. c.（資料 ID：G026353） 

・Caprices en forme de valse : pour le piano, op. 2 / Clara Wieck ; nach dem bei Friedrich Hofmeister 

1832 erschienenen Erstdruck in Zusammenarbeit mit dem Robert-Schumann-Haus Zwickau neu herausgegeben 

von Joachim Draheim und Gerd Nauhaus. -- F. Hofmeister, c1996. c. （資料 ID：G026354） 

・Valses romantiques : pour le piano, op. 4 / Clara Wieck ; nach dem bei Friedrich Hofmeister 1838 

erschienenen Erstdruck in Zusammenarbeit mit dem Robert-Schumann-Haus Zwickau neu herausgegeben von 

Joachim Draheim und Gerd Nauhaus. -- F. Hofmeister, c1996. c. （資料 ID：G026356） 
 

楽譜（結婚後の作品） 

・Ausgewählte Klavierwerke / Clara Wieck-Schumann ; nach Autographen, Abschriften und den Erstausgaben 

herausgegeben von Janina Klassen ; Fingersatz von Hans-Martin Theopold. -- G. Henle, c1987. c. 

（資料 ID：G021273） 

・Drei Romanzen für Violine und Klavier, op. 22 = Three romances for violin and piano / Clara Schumann ; 

herausgegeben von Joachim Draheim. -- Breitkopf & Härtel, c2006. c. （資料 ID：H043201） 

 



・Liederalbum für Wilhelmine Schröder-Devrient / Robert und Clara Schumann ; Faksimile der Handschrift 

4o Ms. Mus. 282 aus der Handschriftenabteilung der Landesbibliothek und Murhardschen Bibliothek der 

Stadt Kassel (Gesamthochschulbibliothek) ; herausgegeben für die Kasseler Musiktage von Angelika 

Horstmann. -- Bärenreiter, 1994. c.  （資料 ID：F019863） 

 ロベルトとクララによる歌曲の自筆譜ファクシミリ 
 

クララの編集した資料やクララの父の著書 

・Jugendbriefe von Robert Schumann / Nach den originalen mitgetheilt von Clara Schumann.. -- 3. 

unveränderte aufl.. -- Breitkopf und Härtel, 1898.（資料 ID：C019951） 

 1886 年に出版されたクララの編集によるロベルトの書簡集。図書館の所蔵はクララの没後に増刷された初版第

3刷です。 

・Robert Schumann's Werke / herausgegeben von Clara Schumann.. --  Gregg press , 1968. （資料 ID：A001860） 

 クララが編集したロベルトの作品全集（ロベルト・シューマン旧全集）。Breitkopf & Härtel 社から 1881-1893

年に出版されたもののリプリントです（Breitkopf & Härtel 社版はマイクロフィルムで所蔵しています）。 

・Klavier und Gesang : Didaktisches und Polemisches / von Friedrich Wieck.. -- 3. verm. Aufl.. -- F.E.C. 

Leuckart, 1878.（資料 ID：C005924） 

 クララの父フリードリヒ・ヴィークの指導法についての著書。 

 

■関連図書 

図書のほか、楽譜や CDも数多く所蔵しています。OPACで検索してみましょう！ 

  

タイトル／著者 出版事項 資料 ID 

クララ・シューマン / 萩谷由喜子著 
音楽家の伝記はじめに読む 1冊 

東京 : ヤマハミュージックエンタ
テインメントホールディングス , 
2019.4 

J135327 

クララ・シューマン : 愛に生きた世界初の女性ピアニスト / 東園子漫画 ; 
和田奈津子シナリオ ; 川嶋ひろ子監修 集英社版・学習まんが, 世界の伝
記 next 

東京 : 集英社 , 2016 J131355 

クララ・シューマン / 迎夏生漫画 ; 松村洋一郎監修 
コミック版世界の伝記; 31 

東京 : ポプラ社 , 2015 J129145 

シューマンの結婚 : 語られなかった真実 / ピート・ワッキー・エイステン
著 ; 風間三咲訳 

東京 : 音楽之友社 , 2015 J128453 

クララ・シューマン / モニカ・シュテークマン著 ; 玉川裕子訳 東京 : 春秋社 , 2014 J127250 

友情の書簡 / クララ・シューマン,ヨハネス・ブラームス〔著〕 ; ベルト
ルト・リッツマン編 ; 原田光子編訳 

東京 : みすず書房 , 2013 J124763 

クララ・シューマン : 愛の手紙 / 原田光子〔著〕 東京 : 北宋社 , 2002 J096503 

おばあちゃんからの手紙 : クラーラ・シューマンから孫娘ユーリエへ / ク
ラーラ・シューマン〔著〕 ; ディーツ=リューディガー・モーザー編 ; 伊
藤はに子訳 

東京 : 春秋社 , 2000 C065192 

クララ・シューマン没後 100年 : その実像を探る : <資料集> 
女性作曲家を聴く ; その 3 

東京 : 女性と音楽研究フォーラ
ム , 1996 

C061468 
C061469 

クララ・シューマン : 光にみちた調べ / カトリーヌ・レプロン著 ; 吉田
加南子訳 

東京 : 河出書房新社 , 1990 C051572 

クララ・シューマン : 女の愛と芸術の生涯 / ナンシー・B.ライク著 ; 高
野茂訳 

東京 : 音楽之友社 , 1987 C060156 

愛の手紙 / ローベルト・シューマン,クラーラ・シューマン〔著〕 ; ハン
ス=ヨーゼフ・オルタイル編 ; 喜多尾道冬〔ほか〕訳 

東京 : 国際文化出版社 , 1986 C027589 

クララ・シューマン / 山下喬子著 
母と子の世界の伝記 

東京 : 集英社 , 1978 C033010 

クララ・シューマン : 真実なる女性 / 原田光子著 東京 : ダヴィッド社 , 1970 C060466 



 

■DVD 

クララの激動の人生は映画やドキュメンタリー・ドラマの題材にもなりました。 

VE：AVフロア内視聴 VX：館外貸出可 

 

■検索のヒント 

 

  

タイトル／著者 出版事項 請求番号 

哀愁のトロイメライ : クララ・シューマン物語 [東京] :エスピーオー , 2010 VE3300 
VE3417 

Twin spirits : portraying the love of Robert & Clara Schumann in words 
& music 

[東京] : クリエイティヴ・コア 
(輸入・販売) , 2009 

VE2558 

愛の調べ 東京 : コスミック出版 , c2006 VE3301 

クララ・シューマン 愛の協奏曲 東京 :アルバトロス , [2010] VX439 

【検索キーワード】 シューマン、クララ、ロベルト 

【分類】 g0*音楽家研究 : 音楽家個人研究 

【件名】 Schumann, Clara, 1819-1896 

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。 

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