
リストの作曲家名はアルファベット順に掲載されています。 

☆は JFC よりレコード・CD になっています。レコード・CD の番号は [R-    ] で表示されています。 

楽譜をご希望の方は実費にてお分けいたします。費用は事務局までおたずね下さい。 

 

鍵盤楽器 KEYBOARD      

PIANO      

Piano Solo      

      

9501  秋  透   (1956－)    「石の物語」独奏ピアノのための [18']      絶版 

  AKI  Tohru       Stone tales                  Sold out 

 

1501   青木  省三    (1951－)      Arc ⅩⅢ “Sanctus” for piano  [12'10"] 

     AOKI  Shozo 

 

7710  浅川 春男  (1942－)     ピアノ・ソナーロ「エテルナ」(1976)  

  ASAKAWA  Haruo      Piano sonaro "Eterna"   

 

☆7905  浅川 春男  (1942－)      ピアノ・ソナ－ロ「オリエンタ」(1975) [8'15"] [R-8002]    

  ASAKAWA  Haruo   Piano sonaro "Orienta"                   

 

0301  浅川 春男 (1942－)      ピアノ・ソナ－ロ「ジパング」[12']         絶版 

  ASAKAWA  Haruo   Piano sonaro "Zipangu"             Sold out 

  

0901  浅川 春男 (1942－)    ピアノ・ソナ－ロ「ホマーマ」[22']  

  ASAKAWA  Haruo   Piano sonaro "Homama"  

  

0502  衛藤 恵子 (1953－)      ２つの花曲 [9']   

  ETO  Keiko       Zwei Blumenstucke  

  

0701  衛藤 恵子 (1953－)        「不思議な水族館」ピアノのための [10'40"]  

  ETO  Keiko       Das wunderbare Aquarium fur Klavier  

  

8501  藤枝 守 (1955－)     デコレーショナル オファーリング (1983) [7']  

  FUJIEDA  Mamoru      ビギン アット ザ ビギニング (1983) [10']  

             Decorational offering / Begin at the beginning  

  

0101  藤井 喬梓 (1959－2018)  「エンテレヒー」～ピアノのための (1987 / 89) [6'57"]    

  FUJII  Takashi      "Entelechie" fur Klavier  

 

9903  藤田 耕平 (1945－2017) 「ファーラウェイ」－遥かな彼方へ－ [15'30"]   

  FUJITA  Kohei   Far away   

  

0303  藤田 耕平 (1945－2017)  風の道 [10'12"]   

  FUJITA  Kohei       Pathways of the wind   

  

9904  藤原 嘉文 (1956－)      ピアノのための VISION  [11']   

  FUJIWARA  Yoshibumi   Vision for piano   

  

7004  浜口 正二 (1899－1971)  秋   

  HAMAGUCHI  Shoji   Autumn   

   



7207   林  梓 (1936－)      ピアノの為の前奏曲「舞」[60']  絶版 

  HAYASHI  Azusa   Preludes for piano "Mai"  Sold out 

  

7409  林  梓 (1936－)      ピアノの為の組曲「わらべうた」   

  HAYASHI  Azusa   Suite for piano "Warabe-uta"   

  

7610  林  梓 (1936－)      ピアノの為の前奏曲集｢舞」No.８～１０   

  HAYASHI  Azusa   Preludes for piano "Mai (Movement)" No.8～10    

 

0402  平井 京子 (1957－)      ふたつの幻想曲 [19']  絶版 

  HIRAI  Kyoko         Two Fantasies      Sold out 

 

☆0703  平井 京子 (1957－)      アダージョとアレグロ [ca.9']  [R-2009]  

  HIRAI  Kyoko      Adagio and Allegro for piano   

  

7109  平井 丈一朗 (1937－)      ピアノのための詩曲(1963)   

  HIRAI  Takeichiro   Poem for piano solo   

  

7117  平野 淳一 (1947－)      ピアノのための三章(1970)   

  HIRANO  Jun-ichi   3 Movements for piano   

 

☆0403  本間 雅夫 (1930－2008)  ピアノのためのクロス・モード II  [9'30"] [R-2007]  

  HOMMA  Masao   Cross-mode Ⅱ for piano   

  

9906  堀越 隆一 (1949－)      彫刻する(1998)[7'30"]      絶版 

  HORIKOSHI  Ryuichi   Sculpturing - for piano solo     Sold out 

  

0201  飯沼 信義 (1938－)     ピアノ独奏のための「花より雨に・・・」(1982) [13']   

  IINUMA  Nobuyoshi   "Hana yoli ame ni"   

  

8716  稲垣 静一 (1935－2003)  ピアノ曲２番 (1980) [ca.7']   

  INAGAKI  Seiichi   Piano piece Ⅱ   

  

9806  井上 淳司 (1956－)      ４つのエチュード [13'38"]   

  INOUE  Junji       4 Etudes   

 

9207  井澤 岳野 (1960－)      ピアノのための六つのプレリュード[7'30"]   

  ISAWA  Takeya       6 Preludes for piano   

  

9702  板本 勝百 (1950－2015)  「２つのピアノ曲」I.落葉の幻影 II.僧院の窓邊[14'50"]   

  ITAMOTO  Katsuto   Two compositions for piano   

 

☆0903  板本 勝百 (1950－2015)   ピアノ詩曲 晩秋の朝霧 [13'] [R-2011]  

  ITAMOTO  Katsuto   Poem for piano solo "The mist of the early morning in late autumn"   

 

☆0203  板津 昇龍 (1973－)      １０の小さなピアノ曲集「マジック・ハンズ」(2001) [15'] [R-2003]  

  ITAZU  Shoryu   10 Little piano pieces "Magic hands"   

  

0003  岩間 稔 (1938－)      楽興の時 [8']   

  IWAMA  Minoru   Momento musical   

  

8407  岩村 充起 (1929－2019)  ピアノ組曲（三つの性格的な小品による）   

  IWAMURA  Mitsuoki   Suite for piano (consisting of threecharacteristic pieces)   



 

0004  岩村 充起 (1929－2019)  ピアノのための幻想曲「仄かな光の中で」[8'52"]   

  IWAMURA  Mitsuoki     Fantasy for piano "In the dim light"   

 

1201  岩村 充起 (1929－2019)  ピアノ組曲 音のエッセイⅡ・音のエッセイⅢ  [16'32"]   

  IWAMURA  Mitsuoki   Piano Suite Sound EssayⅡ・Sound EssayⅢ   

  

9407  和泉 耕二 (1947－)      ピアノのための「３つのアフリカ」[ca.21']     絶版 

  IZUMI  Koji       3 Africas                Sold out 

 

☆0504  可知 奈尾子  (1964－)      期待２－ピアノのための－ [8'40"]  [R-2006]  

  KACHI  Naoko   Expectation 2 - for piano -   

  

0105  上元 敏弘 (1953－)      そよ吹く風に誘われて [12']   

  KAMIMOTO  Toshihiro   Invited with a gentle breeze   

  

7707  片柳 英男 (1939－)      迦陵頻伽 [23'～25']   

  KATAYANAGI  Hideo   Kalavinka   

  

0005  加藤 由紀子 (1926－)      ピアノの為のソナタ [13']  絶版 

  KATO  Yukiko   Sonata for piano      Sold out 

   

1502  香月 修    (1948－)    「詩曲Ⅳ」－ピアノ ソロのための [8'30"]  

        KATSUKI  Osamu              Poem Ⅳ－for Piano solo 

 

9605  川手 誠 (1952－)      ピアノのための映像 [10'～14']   

  KAWADE  Makoto   Image for the piano   

 

☆1103  木下 大輔 (1966－)      ゆがんだ十字架のヴァリアント－ピアノ独奏のための－  (2008) [13']  [R-2012]  

  KINOSHITA  Daisuke   Les variantes d'une croix deformee pour piano seul   

   

8613  木下 牧子 (1956－)      ピアノ組曲「夢の回路」(1986) [16'30"]   

  KINOSHITA  Makiko   Piano suite "Circuit of dreams"   

 

☆9213  小林 聡 (1960－)      玲瓏 (1981) [5'] [R-9301] 絶版 

  KOBAYASHI  Akira   Reiro          Sold out 

 

☆9606  小林 聡 (1960－)      ピアノのための「鏡」[6'] [R-9801]  

  KOBAYASHI  Akira   Kagami   

 

0606  小林 聡 (1960－)      ピアノのための「グラス・スワン」[7']    

  KOBAYASHI  Akira   "Glass swan" for piano   

 

 1601  小林 隆一   (1958－)     ２つの夜想曲～ピアノの為の [ca.9’] 

          KOBAYASHI  Ryuichi      2 Nocturnes for piano 

 

1805  小林 隆一   (1958－)     《広島頌》ピアノの為の (2015) [13’] 

          KOBAYASHI  Ryuichi     《ODE TO HIROSHIMA》for Piano 

 

☆9911  小森 俊明 (1972－)      夜の瞬間 [4'30"] R-2012   

  KOMORI  Toshiaki   Moments of the night   

 

 



0207  小森 俊明 (1972－)      ル・コルビュジェの為の休息 [12']   

  KOMORI  Toshiaki   Repos pour Le Corbusier pour piano   

 

☆0007  近藤 春恵 (1957－)      詩曲 II－ピアノの為の [10'] [R-2002] 

  KONDO  Harue   Poema Ⅱ per pianoforte   

 

0906  小西 奈雅子 (1945－)      海界へ～ピアノソロのための～ [10']   

  KONISHI  Nagako   For the sea border ～ for piano solo   

 

0310  小菅 泰雄 (1940－)      ピアノのための三章（神秘・歌・波）[10']   

  KOSUGE Yasuo   3 Chapters for piano   

 

☆9411  甲田 潤 (1957－)      ピアノのための変容 [ca.13'] [R-2001]  

  KOUDA  Jun       Metamorfosi   

 

7607  くりもと ようこ (1951－)  Breathing space(1975)   

  KURIMOTO  Yoko     

 

7306  黒髪 芳光 (1933－2002)  ピアノ組曲「１２の南日本民謡」(1973)     絶版 

  KUROKAMI  Yoshimitsu  Suite for piano "12 Folk songs in Southern Japan"   Sold out   

 

7513  黒髪 芳光 (1933－2002)  ピアノのためのソナチネ(1962)  絶版 

  KUROKAMI  Yoshimitsu  Sonatine for piano      Sold out 

 

☆8214  黒髪 芳光 (1933－2002)  ピアノ組曲「雪祭」－信濃神楽より－ (1973) [12'30"]  [R-8602] 絶版 

  KUROKAMI  Yoshimitsu  Suite for piano "Snow festival"              Sold out 

 

7002  草川 啓 (1919－1997)  九つのピアノ曲(1964)   

  KUSAKAWA  Kei     9 Pieces for piano   

 

☆0607  増本 伎共子 (1937－)      ピアノ独奏のための「連歌」 [ca.9']  [R-2007]  

  MASSUMOTO  Kikuko  "Ren-ga" (or Scroll) for piano solo   

 

7107  松永 尚通 (1900－1972)  ピアノ・ソナタ   

  MATSUNAGA  Naomichi  Piano sonata   

 

9413  松岡 俊克 (1952－)      ピアノのための音楽 [10']   

  MATSUOKA  Toshikatsu  Music for piano   

 

8210  松下 功 (1951－2018)  ピアノのための「インタールディウム II」(1982) [12']  絶版   

  MATSUSHITA  Isao   InterludiumⅡ                      Sold out 

 

☆0412  水野 みか子 (1958－)      醒める河で / Pf (or Pf with Electro)  [14'50"] [R-2005]  

  MIZUNO  Mikako   With the impetuous current   

 

1809  水野 みか子 (1958－)      植物が決める時 (2017)  [12']   

  MIZUNO  Mikako   temps planta, for piano   

 

7806  水野 修孝 (1934－)      除夜のためのエチュード / Pf with pre-recorded tape (1976)[13']   

  MIZUNO  Shuko   Etude for Joya   

 

☆7910  村尾 幸映 (1945－)      ７２９０ ピアノのために 小品 No.6 (1972)  [R-8702]  

  MURAO  Sachie   7290 Kleines Stuck fur Klavier nr.6   



9607  鍋島 佳緒里 (1960－)      ライジング・サン’９６＝来光 [ca.9']   

  NABESHIMA  Kaori   Rising sun '96   

  

7814  中原 健二 (1937－)      ピアノ・ソナタ (1960) [19']   

  NAKAHARA  Kenji   Piano sonata   

   

8318  中島 克磨 (1958－)      舞踏組曲「森の民」(1982) [10']   

  NAKAJIMA  Katsuma   Dance suite "The forest people"   

 

9314  中嶋 恒雄 (1937－2018)   「飾り棚の上の時間」－ピアノのための－ [11']   

  NAKAJIMA  Tsuneo   Time on a display shelves   

 

☆8507  中村 晃也 (1947－)      ピアノの為のムーブメント [8'20"]  [R-8601]  

  NAKAMURA  Koya   Movement for piano   

 

7904  中村 滋延 (1950－)     ピアノのための「明暗」(1978)  [13']   

  NAKAMURA  Shigenobu    Mei-an   

 

☆9315  中西 覚 (1934－)     ピアノソナタ第 2番 [16'] [R-9401]  

  NAKANISHI  Satoru   Piano Sonata No.2   

 

7011  夏田 鐘甲 (1916－2014)  舞踊組曲「女囚物語」(1955)   

  NATSUDA  Shoko   Dance suite for piano "Stories of female convicts"   

 

0611  夏田 鐘甲 (1916－2014)  ピアノのための即興曲 [7']    

  NATSUDA  Shoko   Imprumptu for piano   

 

9610  二宮 毅 (1972－)      空蝉－ピアノのために－ [9']   

  NINOMIYA  Tsuyoshi   Utsusemi   

  

9918  西田 直嗣 (1968－)      ア ライト ブルーリンク [10'30"]   

  NISHIDA  Naotsugi   A light blue link   

 

9415  野澤 啓子 (1956－)      挽歌 III（ひきうた）ピアノのために (1992) [9'30"]   絶版  

  NOZAWA  Keiko   Hikiuta Ⅲ                   Sold out 

 

0612  岡島 雅興 (1945－)      どこへ… [11'35"]    

  OKAJIMA  Masaoki   Wohin...   

 

0015  岡本 加奈子 (1968－)      クリスタル・ヴィジョン [8']   

  OKAMOTO  Kanako   Crystal vision   

 

☆8106  尾崎 敏之 (1946－)      ピアノの為の「Isolation」 (1981) [9'～10']  [R-8202]  

  OZAKI Toshiyuki   Isolation   

 

9112  尾崎 敏之 (1946－)      ピアノの為の幻想的断片 [12']   

  OZAKI  Toshiyuki   Fantasiestucke fur Klavier   

 

7205  斉藤 太計雄 (1904－1983)  収穫音頭  絶版 

  SAITOH  Takeo   Shukaku-ondo  Sold out 

 

0114  佐野 芳光 (1955－)      ピアノのための「初夏の目覚め」（太古の風より）[9']   

  SANO  Yoshimitsu   Awakening of Early Summer (The wind from time immemorial)   



0419  佐々木 清裕 (1966－)      樹の夢 II  [8'30"]   

  SASAKI  Kiyohiro   Dreams of treeⅡ for piano   

 

0913  佐々木 清裕 (1966－)      彩 [6'20"]   

  SASAKI  Kiyohiro   Aya, for piano   

 

9418  佐々木 隆二 (1952－)     ピアノのための「空気のラビリンス」[ca.7']   

  SASAKI  Ryuji   Labyrinth of air  

  

9319  嶋津 武仁 (1949－)   音価と強度と視覚の微細な変化をもつ空間に…ものでぃ V…ピアノ奏者の為に [15']    絶版 

  SHIMAZU  Takehito   In a space, changing minimally the value, the intensity and vision... MonodieⅤ... for a pianist 

                                                           Sold out 

9003  塩見 允枝子 (1938－)   ピアニストのための方向の音楽 (1990) [ca.20']   

  SHIOMI  Mieko   Direction music for a pianist   

 

9715  多田 栄一 (1950－)    ピアノのための二つのエスキス [14']  絶版 

  TADA  Eiichi       Deux Esquisses pour piano      Sold out 

 

☆8414  高橋 雅光 (1949－)   ピアノのための「カプリチオ」(1981) [7'21"] [R-8502]  

  TAKAHASHI  Masamitsu  Capriccio   

 

9421  高橋 紀明 (1948－1998)  ピアノの為の「抒情飛行 II」(1986) [10'30"]   

TAKAHASHI  Noriaki   Lyric flightⅡ   

 

1209  高橋 東悟 (1961－2012)  定義されていた誕生 [18']   

  TAKAHASHI  Tohgo   Defined Birth for Piano solo   

 

0116  武野 晴久 (1951－)      ピアノの為の「DANCE 2」[10']   

  TAKENO  Haruhisa   Dance 2 for piano   

 

0618  武野 晴久 (1951－)      ピアノソロのための「対立の一致」 [7'30"]    

  TAKENO  Haruhisa   "Coincidentia Oppositorum" for piano solo   

 

8317  玉木 宏樹 (1943－2012)  練習用組曲「山ノ手線」(1983)[16']  絶版 

  TAMAKI  Hiroki   Etude suite for piano "Yamanote line"  Sold out 

 

9422  田丸 彩和子 (1956－)      水晶簾 [7'50"]      絶版 

  TAMARU  Sawako   Suishoren      Sold out 

 

☆8305  田村 徹 (1938－)   漂泊（種田山頭火の世界）(1983) [11'30"]  [R-8401]  

  TAMURA  Toru   Wandering (The poetic world of Santoka Taneda)   

 

7803  田辺 恒弥 (1935－)   要 (1977) [12']   

  TANABE  Tsuneya   Kaname   

 

8612  寺原 伸夫 (1928－1998)  三つのフーガ（ピアノ又はサキソフォーン四重奏のための）(1985) [10']   

  TERAHARA  Nobuo   Three fugues (for piano or saxophone quartet)   

 

7015  戸田 邦雄 (1915－2003)  琴の音による幻想曲 (1958)                           

  TODA  Kunio       Fantasie sur les sons de "Koto" pour piano a deux mains   

 

9424  十河 陽一 (1959－)    「彼方へ」ピアノのための [ca.12']  絶版 

  TOGOWA  Yohichi   Afar              Sold out 



0118  伴谷 晃二 (1947－)      風の環礁、ピアノのために (1993) [8'30"]   

  TOMOTANI  Koji   Atoll of the wind   

 

☆9612  津田 元 (1962－)     「やがて白樺の梢が萌えるように・・・」ソロ・ピアノのための [13'50"] [R-9701]  絶版 

  TSUDA  Hajime   As white birch twigs sprout out,...                 Sold out 

 

0714  塚本 一実 (1963－)   ソロピアノのための抒情～悲、憧、諦～ [ca.17']   

  TSUKAMOTO  Kazumi  Description for solo piano ～Sorrow, Longing, Resignation～   

 

8217  内河 弘之 (1947－)   風に・・・光に・・・I ピアノの為の (1982) [10']  絶版  

  UCHIKAWA  Hiroyuki   Kazeni... Hikarini...Ⅰ               Sold out 

 

☆8314  内河 弘之 (1947－)   風に・・・光に・・・II ピアノの為の (1983) [10'] [R-8401]  

  UCHIKAWA  Hiroyuki   Kazeni... Hikarini...Ⅱ   

 

1306  上野 未致子 (1966－)   東北未練 [12'30"]   

  UENO  Michiko   Lingering affection for "Tohoku"   

 

0119  鵜﨑 庚一 (1935－)   ピアノのための譚詩 [10']   

  UZAKI  Ko-ichi   Ballad for piano   

 

☆1307  八木下 茂 (1951－)      イレーヌ組曲Ⅲ [6'30"] [R-2014]  

  YAGISHITA  Shigeru   Irene suiteⅢ   

 

☆1507  八木下 茂 (1951－)      イレーヌ組曲Ⅶ [8'] [R-2017]  

  YAGISHITA  Shigeru   Irene suiteⅦ  

 

9614  山本 裕之 (1967－)   フォールマ [4']   

  YAMAMOTO  Hiroyuki  Forma   

 

9425  山内 雅弘 (1960－)    「時の断層」－ピアノのための－ [12']   

  YAMAUCHI  Masahiro  Dislocation of time   

 

7102  山内 忠 (1935－2000)  ピアノのためのメタモルフォーゼ (1970)   

  YAMANOUCHI  Tadashi  Metamorphose pour piano   

 

8416  柳田 孝義 (1948－)   流れのほとりにて (1984) [ca.11']  絶版 

  YANAGIDA  Takayoshi  Beside a stream    Sold out 

 

9815  柳谷 清道 (1959－)   虹と化石の関係について (1988) [5'25"]   

  YANAGIYA  Seido   De l'influence reciproque de l'arc-en-ciel et le fossile   

 

☆8105  八杉 忠利 (1951－)     「幻想曲」(1980) [ca.13']  [R-8501]  

  YASUGI  Tadatoshi   Fantasie   

 

☆9426  八杉 忠利 (1951－)   ピアノのためのソナティネ (1992) [10'] [R-9501]  

  YASUGI  Tadatoshi   Sonatine pour piano   

 

1308  安川 黙りん (1960－)   水かげろう [9']   

  YASUKAWA  Moclin   Mizu-kagero   

 

9527  吉田 峰明 (1961－)   ピアノのための幻想曲   

  YOSHIDA  Mineaki   Fantasie pour piano   



☆0520  吉田 峰明 (1961－)   ピアノソナタ [22']  [R-2006]  

  YOSHIDA  Mineaki   Sonata for piano   

 

1212  吉田 峰明 (1961－)   ピアノのためのバラード [12']   

  YOSHIDA  Mineaki   Ballade for Piano   

 

☆8307  吉崎 清富 (1940－)   エトスとパトスの広場 (1982) [10']  [R-8401]  

  YOSHIZAKI  Kiyotomi  The place of ethos and pathos   

 

 

Piano 4 hands       

       

☆9105  本間 雅夫 (1930－2008) 「サウンド・シフト第４番」－４手連弾のための－ (1988) [10'] [R-9901]  

  HOMMA  Masao   "Sound shift  No.4" for piano four hands   

 

☆0314  齋藤 弘美 (1956－)   幻想曲集 [12'30"]  [R-2004]  

  SAITO  Hiromi   Fantasies   

 

0812  柳谷 清道 (1959－)   波、歯車、祈り ピアノ連弾のための (2001) [ca.15']   

  YANAGIYA  Seido   Vague, roue dentee, priere pour piano a quatre mains   

       

 

 

2 Pianos      

       

☆9302  青木 省三 (1951－)    Arc III  [12']  [R-9401]  

  AOKI  Shozo     

 

1101  青木 省三 (1951－)   Arc Ⅶb for two pianos  (1993 Revision 2010)  [15']   

  AOKI  Shozo     

 

☆8219  藤田 耕平 (1945－2017)    ２台のピアノのための「八百屋お七の舞台への音楽」(1980) [13'] [R-8401]   絶版 

  FUJITA  Kohei   Music for the stage of "Yaoya oshichi"                Sold out 

 

☆0304  藤原 嘉文 (1956－)  「メタモルフォシス IV」～２台のピアノのための [12'] [R-2004]         絶版 

  FUJIWARA  Yoshibumi  MetamorphosisⅣ                        Sold out 

 

9507  花村 光浩 (1936－)   ２台のピアノの為の音楽 No.2 [8']                              絶版 

  HANAMURA  Mitsuhiro  Music for 2 pianos No.2                        Sold out 

 

8309  壁 真理子 (1950－)   ファンタジーI  (1982) [ca.18']   

  KABE  Mariko   FantasyⅠ   

 

☆0805  菊池 幸夫 (1964－)   連祷～２台ピアノのための～ (2003 / 2008 revision) [ca.15']  [R-2009]     絶版 

  KIKUCHI  Yukio   Litany for 2 pianos                        Sold out 

 

7909  北爪 やよひ (1945－)   インナースペース (1978) [12']   

  KITAZUME  Yayoi   Inner space   

 

☆8605  岡島 雅興 (1945－)   星月夜（２台のピアノのために）(1982) [11'15"] [R-8701]  

  OKAJIMA  Masaoki   Hoshizukiyo (A starry night)   

 

 



9221  佐原 秀一 (1949－)   エチュード“思索”２台のピアノのための (1987) [8'30"]   

  SAHARA  Hidekazu   Etude "Thought"   

 

8319  鈴木 英明 (1938－)   二台のピアノのための「パロディー」(1977) [19'25"]   

  SUZUKI  Hideaki   Parody   

 

0422  塚本 一実 (1963－)   ２台のピアノのための光芒 [12']   

  TSUKAMOTO  Kazumi  ”Koubou" (The line of the light) for two pianos   

 

9525  山路 敦斗詩 (1968－)    「栂の木」   

  YAMAJI  Atsutoshi   Tsuga no ki   

 

 

 

 

 

ORGAN      

Organ      

      

8712  有馬 礼子 (1933－)      オルガンのためのバラード「雅び」[13']             絶版 

  ARIMA  Reiko    "Miyabi" Ballade for pipe organ                 Sold out 

  

7405  花村 光浩 (1936－)   パイプオルガンのための小組曲 (1971)                       絶版 

  HANAMURA  Mitsuhiro   Suite for pipe organ                      Sold out 

 

9905  花村 光浩 (1936－)   オルガンのための小品「彩り」[18'30"]    

  HANAMURA  Mitsuhiro   "Irodori" a composition for organ   

 

8903  松岡 貴史 (1950－)   オルガンのための「シリンクス」(1950) [ca.13']  絶版  

  MATSUOKA  Takashi   Syrinx                  Sold out 

 

8505  宮城 純一 (1952－)   オルガンのためのライトウェイヴ・ミュージック I (1984) [ca.10']   絶版 

  MIYAGI  Jun-ichi    Light wave musicⅠ                        Sold out 

 

☆8714  宮崎 滋 (1950－)   オルガンのためのシエーナ (1986) [ca.14']  [R-8802]  絶版 

  MIYAZAKI  Shigeru    Scena                        Sold out 

 

☆8609  長尾 愛作 (1938－)   オルガンと会衆のための「ホサナ！」(1985) [7'] [R-8702]  

  NAGAO  Isaac    "Hosanna!" for organ and audience   

 

7308  大中 寅二 (1896－1982)  オルガン曲集－日本の古調による－       絶版 

  OHNAKA  Toraji    Organ works air in ancient Japanese tune   Sold out 

 

9106  下山 一二三 (1930－)      オルガンのための情景 [9']       絶版 

  SHIMOYAMA  Hifumi   Landscape               Sold out 

 

7213  山内 忠 (1935－2000)  オルガンのための六つの詩 (1972)  絶版 

  YAMANOUCHI  Tadashi   6 poemes pour orgue                   Sold out 

 

8111  山内 忠 (1935－2000)  簫師の楽 (1981) [ca.10']      絶版 

  YAMANOUCHI  Tadashi   L'art du Sho-shi       Sold out 

 

 



ELECTRONIC ORGAN     

Electronic Organ     

     

9907  出田 敬三  （1955－）  電子オルガンのための「舞 MAI」[ca.14'30"] 

  IDETA  Keizo    Mai 

 

9217  夏田 鐘甲 (1916－2014)  「ファンタジア」－電子オルガンのための－ (1990) [10'25"] 

  NATSUDA  Shoko    Fantasia 

 

 

 

 

 

CEMBALO      

Cembalo      

      

☆9402  朝岡 真木子 (1956－)      クラブサンのための４つの小品 (1994) [10'] [R-9601]       絶版 

  ASAOKA  Makiko    Four pieces for harpsichord                   Sold out 

 

☆9915  中村 洋子 (1957－)      風宴～チェンバロ独奏のための [ca.10'] [R-2000]                絶版 

  NAKAMURA  Yoko    Fuen                              Sold out 

 

 

 

 

 

 


