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弦楽器 STRINGS      

VIOLIN      

Violin Solo           

 

7108  平井 康三郎 (1910－2002)  無伴奏バイオリンのための三つの綺想曲 (1971) [13'07"]  

  HIRAI Kozaburo    3 Caprices for violin solo (unaccompanied)  

  

9211  加藤 由紀子 (1926－)      無伴奏バイオリンのための３つの小品 [ca.13'30"]  

  KATO Yukiko        3 Pieces for an unaccompanied violin   

 

0006  香月 修 (1948－)      独奏バイオリンのための詩曲 [11'30"]  

  KATSUKI Osamu    Poem for solo violin   

 

☆8409  内藤 明美 (1956－)      独奏ヴァイオリンのための「マヤ」(1983) [ca.10'] [R-8601]      絶版 

  NAITOH Akemi    Maya                               Sold out 

 

9520  西田 直嗣 (1968－)      草の花 [11']            絶版 

  NISHIDA Naotsugi    The flower of the grass     Sold out 

 

0111  法倉 雅紀 (1963－)      －延喜の祭禮 第３番－ 独奏ヴァイオリンの為の [15'50"]  

  NORIKURA Masaki    "The rite of engui" No.3   

 

☆8701  大政 直人 (1954－)     「シャコンヌ」－独奏ヴァイオリンのための－ (1986)  [10'] [R-8801]      絶版 

  OHMASA Naoto   Chaconne                             Sold out 

 

9813  寺内 園生 (1959－)      アクティブ[10'10"]  

  TERAUCHI  Sonoh   Active  

 

☆7802  柳田 孝義 (1948－)     「ネレウス」－独奏ヴァイオリンのための－ (1977) [ca.10'] [R-8601]    絶版 

  YANAGIDA  Takayoshi          Nereus                             Sold out 

      

      

2 or more Violins      

      

8902  伊藤 弘之 (1963－)      ２人のヴァイオリン奏者のための「ジェミナイ」(1989) [5']  

  ITOH  Hiroyuki   Gemini / 2vn   

 

☆8316  金田 潮兒 (1948－)      アドラスィオン II  / 2Vn (1979)[10'] [R-8601] 

  KANETA  Choji   AdorationⅡ   

 

☆9518  中村 典子 (1965－)     「サクラ」－２人のヴァイオリン奏者のための－ [R-9601] 

  NAKAMURA  Noriko    "Sakura" Metamorphosis for 2 violinists  

  

9115  伊藤 弘之 (1963-)      ザーグナ  (1990) [11'30"]   

  ITOH  Hiroyuki    Xagna / Vn Tape or 4Vn  

  



VIOLA      

Viola Solo      

      

0802  早川 正昭 (1934－)      無伴奏 ヴィオラ・ソナタ  (2007)  [ca.9']   

  HAYAKAWA  Masaaki   Sonata for viola solo   

 

☆9011  喜納 政一郎 (1946－)     「樹の息吹」－ヴィオラ・ソロのための－ [9'30"] [R-9101] 

  KINO  Seiichiro    The breath of tree   

 

9513  金光 威和雄 (1933－)    「酌」－独奏ヴィオラのための二章－ (1994) [15'30"]  

  KONKOH  Iwao    "Shaku" 2 movements for solo viola   

 

☆9218  新倉 健 (1951－)    歌の祭り－無伴奏ヴィオラのための－ [ca.9'15"] [R-9301] 

  NIIKURA  Ken    Festival of songs   

 

9322  寺嶋 陸也 (1964－)      無伴奏ヴィオラ・ソナタ (1992) [13']  

  TERASHIMA  Rikuya           Sonata for solo viola   

 

☆9104  安良岡 章夫 (1958－)      無伴奏ヴィオラのためのオフランド (1990) [12'] [R-9201] 

  YASURAOKA  Akio    Offrande  

 

 

 

 

 

VIOLA D'AMORE      

Viola d'amore Solo      

      

☆7702  増本 伎共子 (1937－)     「朗詠」ヴィオラ・ダモ－レ・ソロのための (1976) [11'27"] [R-8001] 

  MASSUMOTO  Kikuko   Roei  

 

 

 

 

 

VIOLONCELLO      

Violoncello Solo      

      

0305    早川 和子 (1944－)      汎～独奏チェロのための～ [10'40"]     絶版 

  HAYAKAWA  Kazuko    Han                     Sold out 

 

9303  稲垣 静一 (1935－2003)  チェロ独奏のための「ニュアンス」[8'40"]  

  INAGAKI  Seiichi    Nuance  

 

☆0605  板津 昇龍 (1973－)      チェロ変奏曲「エクスプログレッションズ」 [18']  [R-2009] 

  ITAZU  Shoryu    Cello variation "Exprogressions"   

 

0803  和泉 耕二 (1947－)      独奏セロのための「みちのくあらまい」 (1998)  [11'50"]   

  IZUMI  Koji        Mitinoku-aramai  

 

☆1503  木下 大輔   (1966－)          追分－無伴奏チェロのための－ [8'30"]  [R-2015] 

     KINOSHITA Daisuke            Oiwaké : fantaisie pour violoncelle seul  

 



☆9117  国枝 春恵 (1958－)     「エレジー」独奏チェロのための (1990) [8'] [R-9601] 

  KUNIEDA  Harue    Elegy  

 

0410  松岡 貴史 (1950－)      独奏チェロのための＜カプリッチョ＞ [ca.13']  

  MATSUOKA  Takashi   Capriccio  

 

8602  宗像 和 (1928－)      雨が降っている (1985) [19'ca.]  

  MUNAKATA  Kazu    Llueve  

 

☆0012   宗像 和 (1928－)    四季－枕草子「序」に拠る－独奏チェロのための [13'] [R-2002]    絶版 

  MUNAKATA  Kazu    Four Seasons on Japanese classic essay "Makura no Soshi"     Sold out 

 

0413  宗像 和 (1928－)      セロ弾きのゴーシュ 無伴奏チェロ組曲 [ca.14']         絶版 

  MUNAKATA  Kazu    Gauche, The Cellist suite for violoncello solo          Sold out 

 

1107  小川 類 (1958－)      ガ. タ. リ.  (2009)  [ca.10']  

  OGAWA  Rui       g.a.t.a.r.i.  

 

9711  岡本 正美 (1932－2003)  チェロ独奏の為のエル☆エム☆ヘブン[8'18"]  

  OKAMOTO  Masami    Ll☆Mm☆Heaven  

 

9001  篠原 眞 (1931－)    チェロのための「エヴォリュ－ション」（進展） (1986) [ca.12']  

  SHINOHARA  Makoto   Evolution  

 

☆8606  塚谷 晃弘 (1919－1995)  無伴奏チェロのための２章 (1972)  [9'30"]  [R-8701]         

  TSUKATANI  Akihiro   2 Movements for violoncello                 

 

 1606   内本 喜夫  (1965－)     チェロ協奏曲 [12'or 24']  

          UCHIMOTO  Yoshio            Concerto 

 

0715  山下 耕司 (1952－)      チェロのための即興曲 [ca.13']  

  YAMASHITA  Koji   Improvisation for Violoncello  

      

      

2 or more Violoncellos      

      

9709  森田 信一 (1948－)      Beat / 2Vc  [7']  

  MORITA  Shin-ichi    

 

9405  平部 やよい (1959－)      "Trinity"－３人のチェロ奏者のための－ [6'40"]  

  HIRABE  Yayoi   ”Trinity for 3 cello players  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOUBLEBASS      

Doublebass Solo      

      

7815  池辺 晋一郎 (1943－)     「モノヴァランス V」‐コントラバスのための－ (1975) [7'15"]   絶版 

  IKEBE  Shin-ichiro   MonovalanceⅤ                      Sold out 

  

1407  西田 由美子       転生 [6'40"]  

  NISHIDA  Yumiko   Reincarnation  

 

☆8415  鈴木 聡 (1941－)    “Essay III”－コントラバス・ソロのための－ (1982)  [ca.9']  [R-8502]    

  SUZUKI  Satoshi   EssayⅢ                              

 

☆9524  内本 喜夫 (1961－)      無伴奏コントラバス組曲第２番 憂鬱のラーガ [12']  [R-2012]        絶版 

  UCHIMOTO  Yoshio   Solo suite for contrabassⅡ Raga in melancholy            Sold out 

 

☆1210  内本 喜夫 (1961－)      プレリュードとファンタジー [14'06"] [R-2013] 

  UCHIMOTO  Yoshio   Prelude and Fantasy  

      

      

2 or more Doublebasses       

      

9007   早川 和子 (1944－)    「魄」－二本のコントラバスのための－ (1989) [14'30"]  

  HAYAKAWA  Kazuko    Haku / 2Cb   

 

☆9206  堀越 隆一 (1949－)      木のような /4cb  (1991) [9'20"] [R-9301] 

  HORIKOSHI  Ryuichi   Arboraceous for 4 double basses   

 

 

 

 

 

GUITAR      

Guitar Solo      

      

8907  本間 雅夫 (1930－2008)  ギターのために (1989) [12']  

  HOMMA  Masao   For guitar   

  

8513  飯田 正紀 (1930－)     「川」－ギターソロのための三葉－ (1979)  [9'35"]  

  IIDA  Masanori    "La riviere" 3 folios for guitar solo   

 

8206  小橋 稔 (1928－)      ギターのための晩歌 (1980) [ca.9']      絶版 

  KOBASHI  Minoru     Banka                  Sold out 

 

☆0009  倉内 直子 (1963－)      トリプティク－ギター独奏のための [9'] [R-2001] 

  KURAUCHI  Naoko    Triptych   

  

0517  塚本 靖彦 (1934－2008)  ギターソナタ「風」 [15']   

  TSUKAMOTO  Yasuhiko   Guitar sonata wind   

  

8706  座光寺 公明 (1958－1987)  モノ・モルフォロジ－II Op.27  (1983)  [8'20"]  

  ZAKOHJI  Hiroaki    Mono-morphologyⅡop.27  

      

      



2 or more Guitars      

      

8004  中村 滋延 (1950－)      ギター四重奏のためのリリック [ca.7' ]   

  NAKAMURA  Shigenobu   "Lyric" for 4 guitars   

 

 

 

 

 

MANDOLIN      

2 or more Mandolins      

      

8308  熊谷 賢一 (1934－2017)  マンドリンオーケストラのためのバラード No.４「河の詩」 (1981)  [19'40"]   絶版 

  KUMAGAI  Ken-ichi    Ballad no.4 "A river poem" for mandolin orchestra            Sold out 

 

☆9816  安村 好弘 (1951－)      マンドリンオーケストラの為の万葉「石の章」 (1997) [7'33"]  [R-9901] 

  YASUMURA  Yoshihiro   Manyo "Chapter of stone " for mandolin orchestra   

 

☆0321   安村 好弘 (1951－)      マンドリンオーケストラの為の「天地創成」 [4'11"] [R-2004]    絶版 

  YASUMURA  Yoshihiro   The Creation for mandolin orchestra                  Sold out 

  

0622   安村 好弘 (1951－)   マンドリンオーケストラの為の「京都サンバ」 [9'01"]  

  YASUMURA  Yoshihiro   "Kyoto Samba" for mandolin orchestra   

 

 

 

 

 

HARP      

Harp Solo     

 

0806  小林 聡 (1960－)      ハープのための「ジェイド」 (2007) [ca.6'] 

  KOBAYASHI  Akira    Jade 

 

 

 

 

 

 


