
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。 

 

作曲者名別 （A－Ｆ） 

   

安部 幸明 (1911－2006)   7010  弦楽四重奏曲第 9番 (1956)     

ABE  Komei                        String Quartet no.9     

 

                            7310  シンフォニエッタ (1964)         絶版 

                                     Sinfonietta  / Orch         Sold out 

 

                            7911  弦楽四重奏曲第 10番 (1978) [25']    絶版 

                                   String Quartet no.10         Sold out 

 

                            8201  弦楽四重奏曲第 11番 (1982)    絶版 

                                     String Quartet no.11        Sold out 

    

                            8503   ピッコラ・シンフォニア  (1984) [20']   絶版 

                                     Piccola sinfonia  / 7Vn 2Va 2Vc Cb   Sold out 

 

                            8806  弦楽四重奏曲第 12番 (1987)       絶版 

                                     String Quartet no.12           Sold out 

 

                            9008  弦楽四重奏曲第 14番 (1990)          絶版 

                                     String Quartet no.14           Sold out 

  

                            9201  弦楽四重奏曲第 15番 (1992)   絶版 

                                     String Quartet no.15       Sold out 

                                                                  

 

阿部亮太郎 (1962－)     8914  母の子守歌と父によるその四つの注解 (1988) [9'30"]   

ABE  Ryotaro                        A mother's lullaby and father's four annotations  /  Vn Fl Cl Hp Pf 2Perc 

 

                             0501  終わりの風  [9']    

                      Le vent de la fin  / Vib (with antique cymbal) 

                                                  ＿＿＿            

 

安彦 善博 (1951－)     7813  ヴァイオリンとピアノのためのアストロン (1977) [10'10"]   

ABIKO  Yoshihiro                    A’stron  / Vn Pf     

 

                  7912 「風韻」－フルート、ヴァイオリン、ピアノの為の－ (1978) [13']  

                     Fuh-in  / Fl Vn Pf 

 

☆ 8012  層応  (1979) [15']  [R-8101]    

          Soh-oh  /  Cl Hrn Pf 2Perc 

 

                  8215  クラリネットソナタ  (1982) [9']      絶版 

                     Sonata for clarinet and piano / Cl Pf     Sold out 

 

 



                  9301  影の幻影  (1992)  [13']     

                      Illusion /  Pf-qt 

                                                             ＿ 

 

秋 透   (1956－)      9109  ヌーンシティー組曲 (1989) [18']       絶版 

AKI  Tohru               Noon city suite / Fl Guit          Sold out 

 

                  9501  「石の物語」独奏ピアノのための [18']     絶版 

                                     Stone tales / Pf              Sold out 

 

                   0601   ウィンター・ソングス ２本のフルート、ギター、チェロのための [ca.16']     

                     Winter songs / 2Fl Guit Vc 

                                                             ＿ 

 

秋田 和久 (1949－）       7408  チェロとピアノによるフュージョン「融合」(1974)     

AKITA  Kazuhisa                    “Fusion”  / Vc Pf 

                                                                  

 

芥川也寸志 (1925－1989)     7115  チェロのためのコンチェルト・オスティナート (1969)     絶版 

AKUTAGAWA  Yasushi          Concerto ostinato per violoncello ed orchestra / Vc Orch   Sold out 

        

               S-8701   オルガンとオーケストラのための響 (1986) [16']   全音楽譜出版社より出版 

                                    Sounds for organ and orchestra / Org Orch       published by ZEN-ON 

                                                               

 

安藤由布樹 (1961－)    ☆ 9901  海を背景にした 3つの歌  [R-2000]               絶版 

ANDO  Yuki                         Three poems using the sea as a background / Ten(or Sop) Pf   Sold out 

 

☆ 0602  パイヌカジ（南の風）－1945年 4月沖縄・チビチリガマとシムクガマの物語－ [6'] [R-2007]  

               Painu-kaji (Winds from Okinawa) / Sop, Alt, Ten, Bas (or Mix-chor) Pf 

                                                                

 

青木 省三 (1951－)    ☆ 9302  ArcⅢ / 2Pf  [12']   [R-9401]    

AOKI  Shozo                      

                9701 「風の歌」IV (3本のフルートのための）[17']     絶版 

                    Song of Wind IV (for three flutes) / 3Fl       Sold out 

 

                   1101  ArcⅦb for two pianos  (1993 revision 2010)  [15']    

 

               1501  Arc XⅢ “Sanctus” for piano [12'10"] 

                                                                  

 

新井 健歩 (1988－)      S-1201  鬩ぎ合う先に～オーケストラのための～      

ARAI  Kempo                        Beyond Conflict for orchestra / Orch 

                                                              _ 

 

有馬 礼子 (1933－)    ☆ 7701  篠笛とピアノのための「流遷」  [R-8802]   

ARIMA  Reiko                       Rusen / Shino Pf 

       8712  オルガンのためのバラード「雅び」[13']         絶版 

          "Miyabi" Ballade for pipe organ          Sold out 

 

  0801  天使のソナタ (2006)  [ca.12']      

               Angel’s sonata for violin and piano 



                                                                  

 

浅香 満  (1958－)    ☆ 9401   ヴィオラとピアノのためのソナタ [13']   [R-9501]      絶版 

ASAKA  Mitsuru                   Sonata for viola and piano                 Sold out 

 

                  9502  クラリネット・ヴィオラ・ピアノのための三重奏曲 [17']      絶版 

                       Trio for clarinet, viola and piano              Sold out 

                                                                  

 

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

ASAKAWA  Haruo                  Piano sonaro “Eterna” 

 

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

                Piano sonaro “Orienta” 

 

☆ 8312  アルヴィカ・トゥリオ (1973) [7'30"]    [R-8602]   絶版 

           Arvica trio / Fl Cl Pf                Sold out 

 

                  0301  ピアノ・ソナーロ「ジパング」[12']      絶版 

                                      Piano sonaro “Zipangu”            Sold out 

 

                   0901  ピアノ ソナーロ「ホマーマ」[22']      

                                      Piano sonaro “Homama” 

                                                                                                                           _       

 

朝岡真木子 (1956－)    ☆ 9402  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 

 

  9801  歌曲集 紅芙蓉  

               A collection of songs “Beni-Fuyo” / Sop Pf  

                                                                                                                    ＿＿      

 

畦地 慶司 (1948－)      9118  胡弓とヴァイオリンの為の時 [11'30"]    

AZECHI  Keiji                       Time for Kokyu and violin  

                                                                                                                  ＿＿＿＿＿    

 

坂東 祐大 (1991－)       S-1501   Damier & Mismatch J.H:S(2014) for orchestra    

BANDOH  Yuta           

                                                                                                                    _______    

  

別宮 貞雄 (1922－2012)    9107  「隠れん坊」と「鬼ごっこ」 2つのマリンバのための２つの遊戯 [10'30"]    

BEKKU  Sadao                      “Hide and seek” and “Tag” / 2Mba    

 

       9902  「街の歌」（アルトサキソフォンとピアノのための組曲）(1981) [20'ca.]  絶版      

          “Chants de la ville” Suite pour Alto Saxophone et Piano       Sold out 

                                                                                                                        ___   

 

大胡 恵  (1979－)       S-1301  親和性によるグラデイション第４番     

DAIGO  Kei                         Gradation of Sounding Amity No.4 / Orch 

                                                                                                                          ___ 

 

道城 美羽 (1982－)        1801   Great Silence for String Quartet (2017)  [10'30"]    

DOJO  Miwa                          



                                                                                                                          ___ 

 

江村 哲二 (1960－2007 )    S-9501   ヴァイオリン協奏曲第 2番「インテクステリア」        絶版 

EMURA  Tetsuji                      L’intexterieur concerto pour violon et orchestre n◦ 2      Sold out 

                                                                                                                  _____         

 

遠藤 雅夫 (1947－)       8302 「刻因」 (1983) [9'ca.]               絶版 

ENDO  Masao                       “Sculptured tradition” / Tuba Pf         Sold out 

 

☆S-8601   西風は翼をひろげ・・・ (1986) [18']  [R-8702]    

                 Zephyr with outstretched wings… / Vn Orch 

 

☆  8906  「風の道」ヴァイオリンとチェロのための (1988) [10']  [R-9001]      絶版 

               “Path of the wind” / Vn Vc                      Sold out 

 

                  9403   マリン・スノー (1985) [12']                                               絶版 

Marine snow / 1Perc-ist (1 or 2 Vib Water gong Cabaza Suspended cymbal Tam tam)  Sold out   

  

☆ 0902 「フリーズ！」五奏者のために [9']  [R-2012]  

                     "Freeze!" for five players / Fl Ob Cl Va Cb  

                                                                                                                                   

 

遠藤 徹二 (1955－）       9802  風のささやき [8'40"]     

ENDO  Tetsuji                       Whisper of the wind / Va Pf 

                                                                                                                        _____ 

 

衛藤 恵子 (1953－)       0302  演奏会用作品～フルートのための～ [7'45"]    絶版   

ETO  Keiko               Konzertstuck fur Flote / Fl          Sold out 

 

                   0502  2つの花曲 [9']   

                                      Zwei Blumenstucke / Pf 

 

                   0701 「不思議な水族館」ピアノのための [10'40"]    

                                     Das wunderbare Aquarium fur Klavier / Pf 

                                                                                                                     ____          

 

藤枝 守  (1955－)        8501  デコレーショナル オファーリング (1983) [7'] ／ ビギン アット ザ ビギニング (1983) [10'] 

FUJIEDA  Mamoru                  Decorational offering ／ Begin at the beginning / Pf 

   

             

                                                                  

 

藤井 凡大 (1931－1994)     7110   北原白秋の詩による九つの女声合唱曲 (1958)    

FUJII  Bondai                        9 Songs by lyrics of Hakushu Kitahara / F-chor 2Koto  

                                                                                                                      _______ 

 

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

FUJII  Takashi                     “Entelechie” fur Klavier / Pf 

 

                  S-0901 ディエシスⅡ    

                                    DiesisⅡ / Orch 

                                                                                                                      ___          

 



 

藤沢 道雄 (1947－2005 )    8116  J・ジョイスの詩による弦楽四重奏曲  (1974)  [14'30"]  

FUJISAWA  Michio                  String quartet by J.Joyce and fingers straying upon an instrument  

/ Str-qu 2Taperecorder P.A.System    

                                                                                                                    _____          

 

藤城 稔  (1935－2004 )     9503  サキソフォーン四重奏のための－追分紀行－ [9'50"]     

FUJISHIRO  Minoru                 Saxophone quartet - Trip to Oiwake-  

                                                                                                                         ___       

 

藤田 耕平 (1945－2017 )  ☆ 8219  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” /  2Pf                Sold out 

 

                 8313  七奏者のための「黙示」 (1982)  [13']          

                                      Revelation / Str-qu Fl Ob Cl            

 

                  9903 「ファーラウェイ」－遥かな彼方へ－ [15'30"]       

                                      Far away / Pf 

 

                  9504 「時は、雨のように…」[9']     

              Time, like the rain...  / Ob,Ondes-martenot, 4Vn, 2Va, Vc, Cb 

 

                   0303  風の道[10'12"]     

                                     Pathways of the wind / Pf 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

FUJIWARA  Yoshibumi               Vision for piano            Sold out 

 

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

               Metamorphosis IV  / 2Pf 

 

                  0603 「舞」－3本のフルートのための [9']       

                                     Mai for Three Flutes   

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

福田 陽  (1956－)      9601  クラリネットとピアノのためのソナタ [16'30"]   

FUKUDA  Akira                   Sonata for clarinet and piano / Cl pf 

 

                  0001  金管５重奏のための「1楽章ソナタ」第 1集 [14'50"]    

                                     "One movement sonata" for brass quintet vol.1   

 

                  0401  弦楽四重奏曲第 5番 [14'20"]     

                                     String quartet no.5 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

福士 則夫 (1945－)      7604  ソロパーカッションのためのグラウンド I  [14'30"]       

FUKUSHI  Norio                    Ground I for percussion                               


