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作曲者名別 （N－R） 

 

 

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

NABESHIMA Kaori                  Rising sun’96 / Pf  

                                                                                                                                              

 

永井 彰  (1931－)         9608  弦楽四重奏曲第 1番(1985)  [14'51"]  

NAGAI Akira                        String quartet no.1  

  

      0909  木管五重奏曲 海の唄  [22']      

              For wood wind quintet  Song of the sea   / Fl Ob Cl Fg Hrn 

                                                                                                                                          

 

長尾 愛作 (1938－)       ☆ 8609  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  

                                                                                                                                       

 

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

NAITOH Akemi                      Maya / Vn                         Sold out 

                                                                                                                                         

 

中田 喜直 (1923－2000)     7014   愛を告げる雅歌(1965- )                  

NAKADA Yoshinao                   Elegant songs to confess love  / Alt Pf     

 

                             9517  フルートとピアノのための日本の秋の歌 (1993)  [8']    

                                      Japanese autumn song  / Fl Pf  

                                                                                                                                         

 

中川 統雄 (1969－）         9609   誘導体リゼルグ酸ジェチルアミドに於ける嘔吐、悪寒又は、家具化  [8’30”] 

NAKAGAWA Norio                   Life, suffer and Die 

                                                                                                                                         

 

中川 俊郎 (1958－)         8603  獄中書簡（マリンバ独奏と打楽器のために）(1986)  [7']    

NAKAGAWA Toshio                  Letters from the prison  / Mba Spring-coil Sand-box    

 

                           S-9003  協奏交響曲－モーツァルトの主題による変奏楽章を含む－(1988) 

                                      Symphonique Concerto  / Orch 

                                                                                                                                             

 

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

NAKAHARA Kenji                   Piano sonata  / Pf 

                                                                                                                                      



 

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

NAKAJIMA Katsuma                Dance suite “ The forest people”  / Pf 

                                                                                                                                      

 

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

NAKAJIMA Tsuneo                  Time of a display shelves  / Pf   

 

                              0910  深山啼鳥－2管の尺八と筝のための [15']  

                     Birds calling in the deep mountain  / 2 Shaku  Koto 

                                                                                                                                          

 

仲俣申喜男 (1932－2018)      0312  悲しみの鳥(1996)  [15']       絶版 

NAKAMATA Nobukio          Oiseau triste / Fl Pf Perc    Sold out 

  

                             0415  ゼフィール  [8'20"]    絶版 

                                      Zephyr  / Fl      Sold out 

 

                              1205  幻想の鳥  [ca.17']     

                     Oiseau Chimerique  / Vn Pf 

                                                                                                                                          

 

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

NAKAMURA Koya                   Movement for piano  Pf 

                                                                                                                                        

 

中村 典子 (1965－)       ☆ 9414  「ナビ」－フルートと打楽器のための－(1992)  [ca.11']  [R-9501]   絶版 

NAKAMURA Noriko          “Navi”  / Fl Perc                        Sold out 

 

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

              “Sakura” Metamorphosis for 2 violinists 

 

                             0014 「クリタ」－二面の箏のための－ [11'11"]      

                                     “Kurita” for 2 Koto players          

 

                              1605   青渡絲韻（あおわたるいとのいん）－金属打楽器を伴う二面の十七絃のための－ [9'～11'] 

                                      Quing du si yun – for two 17gen players with metal percussion   

                                                                                                                                          

 

中村 滋延 (1950－)         7508  ヴァイオリンとピアノのためのパレルガ (1975)   

NAKAMURA Shigenobu              Parerga  / Vn Pf 

 

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

                                      Mei-an  / Pf 

 

      8004  ギター四重奏のためのリリック [7']     

         “Lyric” for 4 guitars / Guit-qu   

  

 



                             8209  トランペットとマリンバ群のための室内協奏曲第 4番"Rei" (1982)  [9'～10']   絶版 

                     Chamberconcerto no.4 “Rei” / Trp 2Mba Mitra               Sold out 

  

      8814  "slash""print"  [7'～9']     

          “slash”for marimba, “print” for percussions / 3Perc-ist 

                                                                                                                                           

 

中村 太郎 (1911－2002)    7311   バイオリンとピアノのためのバラード第三番(無明）(1969)   絶版 

NAKAMURA Taro                   Ballade no.3 (Mumyo)  / Vn Pf              Sold out 

                                                                                                                                           

 

中村 透  (1946－2019)     0609    コラージュ in C 沖縄民謡によるピアノ五重奏曲－五つの小品－ [20']     

NAKAMURA Toru                   Collage in C : Five pieces for piano quintet - from okinawan traditional songs -  / Pf-qt     

                                                                                                                                       

 

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

NAKAMURA Yoko                   Fuen  / Cemb                     Sold out 

 

☆ 0416  深山鶴声 [12']  [R-2005]   

          A grief crane deep in the forest / Nohkan   

                                                                                                                                          

 

なかにしあかね (1964－)       0610 「審判」ヴァイオリンとヴィオラのために  [ca.11']      

NAKANISHI Akane                   The Judgement  / Vn Va 

                                                                                                                                      

 

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

NAKANISHI Satoru                   Piano sonata No.2  / Pf 

 

                             9519  土のうた-2台のマリンバのための-  [11']    

                     Song of earth  / 2Mba 

     

☆ 9710  ピアノ三重奏のための序・破・急(1991)  [11'30"]  [R-2001]   

               Jo Ha Kyu  / Vn Vc Pf 

 

                             9916  歌曲 四丁目の「まさ」[14']   

                     Ballad for Masa in 4 cho-me  / Vo Pf 

  

                              0809  琵琶とチェロのための絃歌  [8'30"]      

                                      Gneka  / Biwa Vc    

                                                                                                                                             

 

夏田 昌和 (1968－)       S-0201 「アストレーション」 オーケストラの為の －ジェラール・グリゼイの追憶に－ [14']  

NATSUDA Masakazu                Astration for orchestra – in memory of Gerard Grisey － / Orch 

                                                                                                                                      

 

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

NATSUDA Shoko                    Imprumptu for piano 

  



 

                             7208  管弦楽のための音楽「伽藍」(1965)    

             Music for orchestra "Samgharama"   

 

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

                                      Fantasia  / El-org 

 

                              0611  ピアノのための即興曲  [7']      

                                      Imprumptu for piano 

                                                                                                                                         

 

新倉 健  (1951－)       ☆ 8604  ゴング エカサマ ブダヤ(1979)  [9']  [R-8702]    

NIIKURA Ken             Gong ekasama budaya  / Cl Pf Perc 

 

☆ 8904  マドリガル(1976)  [ca.12'] [R-9001]    

               Madrigal  / 2Perc-ist 6F-vo 

 

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

               Festival of songs  / Va 

                                                                                                                                          

 

新実 徳英 (1947－)         7608  For Marimba I (1975)    

NIIMI Tokuhide                     

      8222  「三つの悲歌」箏のために(1979)[10']  「プレリュード」ニ十絃と十七絃のために(1980)[13'] 

              “Trois elegies” pour koto / “Prelude” for 20-gen,17-gen 

                                                                                                                                          

 

二宮 玲子 (1959－)    ☆ 9316  漱石の俳句による七つの歌(1984) [9']  [R-9401]       絶版 

NINOMIYA  Reiko                    Seven Haiku poems by Soseki Natsume  / Vo Pf      Sold out 

 

                             0213  春に酔う「ペルシヤ古典詩」より [16'10"]      

                                      Fascinated in spring from classical Persian poems  / Sop Pf 

                                                                                                                                           

 

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

NINOMIYA  Tsuyoshi                 Utsusemi  / Pf 

 

☆ 9917  雪の華－２つのヴァイオリンとヴィオラのために－ [14'] [R-2000]    

               Snow flakes  / 2Vn Va 

 

☆ 0417  寂光の庭園から―フルートとピアノのために― [8']  [R-2005]  絶版 

               From the Serene- Light Garden for Flute and Piano       Sold out 

 

                              0712  孤影 [10']     

                     Solitary shadow  / Sop Cl Pf 

 

      1003  夜に滲む (2008) [ca.10']     

              Shade into the night  / Cl Hp 

 



      1406  木々を渡る風  [12']     

              Breeze wafted over the forest  / Str-qu 

                                                                                                                                          

 

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

NISHIDA Naotsugi                  The flower of the grass  / Vn   Sold out 

 

      9918  ア ライト ブルーリンク [10'30"]  

          A light blue link / Pf    

                                                                                                                                        

 

西田由美子 (1951－)          1407  転生 [6'40"]  

NISHIDA Yumiko                   Reincarnation   / Cb 

                                                                                                                                         

 

西村 朗  (1953－)         8218  タクシーム (1982)  [10']    

NISHIMURA Akira                  Taqsim / 20-gen   

                                                                                                                                        

 

西森 久恭 (1986－）      ☆ 1704  《溜めら息》クラリネット独奏のための [10']  [R-2017] 

NISHIMORI Hisataka               TAMERAIKI for clarinet in B♭ 

 

               1810 〈海鳴りの城〉弦楽三重奏の為の (2016)  [10']  

                                     Uminari no Gusuku for string trio 

                                                                                                                                          

 

野川 晴義 (1962－)         9004 「ヴェリズモ／抽出された霊感」－オーボエ、チェンバロ、ピアノの為の－(1988)  [ca.10']    

NOGAWA Haruyoshi                Verismo / La vena estratta   / Ob Cemb Pf 

                                                                                                                                           

 

法倉 雅紀 (1963－)       S-0002  羈旅の歌－3人のソリストとオーケストラのための（1998）  

NORIKURA Masaki                 Poem de voyage pour 3 solistes et orchestre   / Fl Vn Hp Orch 

 

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

              “The rite of engui” No.3  / Vn 

 

                            S-0801  延喜の祭禮 第二番～室内オーケストラのための   

                                      The rite of Enghi no.2 for chamber orchestra   

                                                                                                                                        

 

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

NOZAWA Keiko                     Hikiuta III  / Pf                   Sold out 

                                                                                                                                        

 

小平 光一 (1960－)         8611  プレスト・リトミコ II (1986)  [7'30"]    

ODAIRA Koichi            Presto ritomico Ⅱ  / 3Mb 2Perc-ist 

                                                                                                                                       

 

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



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

                                                                                                                                        

 

荻原 利次 (1910－1992)    7001  チェロとピアノの二重奏曲 (1969)       絶版 

OGIHARA Toshitsugu               Duet for violoncello and piano         Sold out 

 

                            7101  バイオリンとチェロのための二重奏曲 (1968)   絶版 

                    Duet for violin and violoncello        Sold out 

 

                            7201  クラリネット、ヴァイオリン、チェロのための三重奏曲 (1970) 絶版    

                                     Trio for clarinet(in B ♭),violin and violoncello                Sold out 

 

                            7302  フルート、ヴァイオリン、ピアノの為の協奏曲 (1960)   

                                     Concerto for flute, violin and piano    

 

     7402  ソプラノ、変ロ調クラリネット、チェロとピアノの六つの詩 貞松瑩子詩集 風紋以後から    

              Six poems of Eiko Sadamatsu  / Sop Cl Vc Pf 

                                                                                                                                          

 

小倉 朗  (1916－1990)   S-8801  オーケストラのためのコンポジション嬰へ調 (1975)  [20']   

OGURA Roh                        Composition for orchestra in F#   

                                                                                                                                             

 

小栗 克裕 (1962－)        0313  連作歌曲「ためいき」 [12'30"]    

OGURI Katsuhiro                   Tameiki  / Vo Pf 

 

☆ 0911  歌曲「報告」[8'50"] [R-2010]    

              "Report" for voice and piano 

                                                                                                                                        

 

大前 哲  (1943－)        8405 「ポリマー」独奏打楽器と助演者のための(1982-1984) [30']  絶版 

OHMAE Satoshi                   “Polymer” for solo percussion & assistant player      Sold out 

                                                                                                                                       

 

大政 直人 (1954－)      ☆ 8701 「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  / Vn                          Sold out 

 

☆ 9220 「ラヴ ソング」－オーボエとピアノのための－ [10'] [R-9301]     絶版 

             “Love Song”  / Ob Pf                       Sold out 

 

     0912  クール ジュエル [10'15"]  

             Cool Jewel   / Vn Vc Pf 

                                                                                                                                         

 

大村 哲弥 (1951－2008)     8710  弦楽四重奏曲第 2番 (1985)  [5']     

OHMURA Tetsuya                  String quartet no.2 

 

                            8908  Phantastisch Figuren II fur 6 Instrumente  [13'30"]  / Fl Cl Vn Va Vc Hp  

 



                            9219  相應歌 尺八と二十絃筝のための [22'ca]   絶版 

                    Soh-oh-ka  / Shaku 20-gen        Sold out 

                                                                                                                                          

 

大中 恩  (1924－2018)    7210  恋のミステリー                      絶版                  

OHNAKA  Megumi            Mystery of love  / Sop Pf              Sold out                    

                                                                                                                                        

 

大中 寅二 (1896－1982)    7308  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 

                                                                                                                                        

 

大澤 和子 (1926－2004)   7512 「仙」アルトサキソフォンのために (1974)     

OHSAWA Kazuko                 “Sen” pour saxophone alto  

 

                            8007 「紋」アルトサキソフォンのために (1974)  [ca.11']    

                                   “Mon” pour saxophone alto 

                                                                                                                                       

 

大田 桜子 (1958－)        9317  打楽器ソロの為の「三つの彩り」 [9'30"]     絶版 

OHTA  Sakurako                    Three hues / Perc               Sold out 

                                                                                                                                         

 

大慈弥恵麻 (1961－)         0113  ミストラル [11']      絶版 

OJIMI Emma                       Mistral  / Fl      Sold out 

                                                                                                                             

 

岡部富士夫 (1947－)        9611  西脇順三郎の詩による 5 つの歌曲  [14']      

OKABE  Fujio              Five songs from verses by Junzaburo Nishiwaki  / Sop Pf 

                                                                                                                                           

 

岡田 正昭 (1949－)         1303  薔薇の嘆き （作 岩原陽子） 室内オペラ～ソプラノ、メゾソプラノとピアノのための  [15']      

OKADA Masaaki                   Sadness of Roses (Libretto by Yoko IWAHARA) Chamber opera  / Sop Mez Pf 

                                                                                                                                        

 

岡田 昌大 (1929－)        7202  ヴァイオリンとピアノのためのソナタ (1968)          

OKADA Shodai                     Sonata per violin e pianoforte  / Vn Pf           

 

                            7809  ピアノ 打楽器と室内楽のための音楽 (1972)  [13'50"]    

         Musica per pianoforte percussione e orchestra de camera  / Pf Perc St-ens Vo Fl  

  

                            9416  チェロ、フルート、ピアノのための「声明撰抄」[8'30"]  

                                     Shomyo sensho  / Vc Fl Pf   

 

                            0112  フルート、ヴァイオリン、ピアノのための「幻想曲」 [14'55"]  

                                     Fantasia  / Fl Vn Pf  

                                                                                                                                           

 

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



OKAJIMA Masaoki          Hoshizukiyo (A starry night) / 2Pf   

   

                            9417 「夢の夢」－クラリネットとピアノのために－ [11'30"]   

                                     Dream in dream  / Cl Pf 

 

                            0214  草月夜のことば  [8'40"]   

                                     Poem of the grasses in a moonlit night  / Sop Fl Pf 

 

    0612  どこへ…  [11'35"]  

            Wohin….   / Pf 

                                                                                                                                          

 

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

OKAMOTO Kanako                 Crystal vision  / Pf 

                                                                                                                                       

 

岡本 正美 (1932－2003)    8223  春一番 (1976)  [2'30"]        絶版 

OKAMOTO Masami                Spring has come  / Orch   Sold out 

 

☆ 8417  セロとオーケストラの為の"Allegro alla tala" (1981)  [9'] [R-8502]   

            "Allegro alla tala" for cello & orchestra 

 

                            9711  チェロ独奏の為のエル☆エム☆ヘブン [8'18"]  

                                     Ll☆Mm☆Heaven  / Vc 

 

                            9919  軽井沢の四季  [7']  

                                     Four seasons in Karuizawa  / Sop Pf 

                                                                                                                                          

 

岡坂 慶紀 (1940－2017)    7712  ヴィオラとピアノの為の「ダイアローグ」(1976)  [7'～8']  

OKASAKA Keiki          “Dialogue”  / Va Pf 

 

                            7804  打楽器アンサンブルのための「トランジション」(1977)  [14'～20']   絶版 

                                    Transition  / 6Perc-ist                       Sold out 

 

☆ 8211  黙し・・・ためらい勝に・・・(1978)  [10'30"]  [R-8501]      絶版 

       Silent…and hesitative…  / Rec(Sop Ten Bas)  Lute        Sold out 

 

                            8810  ヴァイオリンとピアノの為の「モノディ」(1987)  [10'27"]   

                                     Monody  / Vn Pf 

 

☆ 9712  吉原幸子詩 「幼年連祷」による歌曲 (1976)  [14']  [R-9801]    絶版 

             Lieder on the poem "Infant litany" / Vo Pf             Sold out 

 

                            0215  芭蕉の４つの俳句によるコンポジション [9'10"]   

                    Komposition nach Haiku von Basho / Sop Fl Va Hp   

                                                                                                                                         

 

岡崎 光治 (1935－2018)    0216 「さまよう六条御息所」ソプラノとピアノのための  [9'40"]    



OKAZAKI  Mitsuharu           The wandering spirit of Rokujoh no Miyasudokoro  / Sop Pf 

                                                                                                                                          

 

奥 慶一 (1955－)           1206 「シレノ」ヴァイオリンとピアノのためのソナタ [ca.15']  

OKU  Keiichi              Sileno - Sonata per violin e pianoforte    

                                                                                                                                        

 

大熊 崇子 (1961－)        9521  大手拓次の詩による三つの歌  [9'15"]  

OKUMA  Takako              Three songs by the poem of Takuji Ote  / Vo Pf 

                                                                                                                                          

 

大谷 千正 (1956－)         0418   歎異抄  [15’31”] 

OTANI Sensho                     A record in lament of divergences  

 

                             0713  白い手紙  [10'03"]    

         White letter   / Alt Pf  

  

☆ 1303   ソプラノのための 2つのアリア [7'56"]  [R-2013]   

       2 Arias for Soprano  

 

☆ 1505  男声のための 3つのアリア [4'38"]  [R-2015]   

      3 Arias for Male voice  / Bar (or Ten) Pf 

 

☆ 1705   ソプラノのための 3つのアリア  [7’47”]  [R-2017] 

          3 Arias for Soprano  / Sop Pf 

                                                                                                                                          

 

尾崎 敏之 (1946－)        8005  尺八・ピアノ・打楽器の為の"Dialog" (1980)  [11']  

OZAKI Toshiyuki           Dialog / Shaku Pf Perc   

 

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

             Isolation  / Pf 

 

    9112  ピアノの為の幻想的断片  [12']    

Fantasiestucke fur Klavier  / Pf 

 

    9318  霙（みぞれ）ふる・・・ [11'30"]    

             Mizore furu... (Falling Sleet)  / Shaku(with Wind-chime)  Shami  


