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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 （T） 

 

 

立原 勇            S-9602   "Sinfonia" for orchestra      

TACHIHARA Isamu                  Sinfonia / Orch 

                                                                    

 

多田 栄一 (1950－)       9715   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 

                                                                     

 

田頭 優子 (1957－)       9420   伊藤整の詩による「蕗になる」－ソプラノと打楽器のための－ [15'10"]    絶版 

TAGASHIRA Yuko                   Fuki ni naru  / Sop Perc                      Sold out 

 

                  0217   バスーンと三人のチェロのための協奏曲 [10']    

                                      Concerto for bassoon and violoncellos  / Bn 3Vc 

                                                                     

 

高原 宏文 (1934－2018)      7812   夜 歌い手と 3人の奏者のための (1976)     

TAKAHARA Hirofumi                Night for singer and three players  / Bar Cl Vc Perc 

 

                             9114   インターフェース(1986)  [15'40"]  

                    Interface / 7Perc-ist 

    

                             9812   コミュニオン II [8'35"]      絶版 

                                      Communion II  / 2Mba     Sold out 

 

                             0318   歌い手と笙のための”コミュニオン IV”[9'40"]   

                                      Communion IV  / Sop Sho  

 

                              0617   ヴァイオリンとチェロのための「コミュニオンⅤ」 [10'50"]    

                                     "Communion Ⅴ" for Violin and Violincello  

                                                                    

 

高橋 雅光 (1949－)         8221   名月に寄せる詩 [10'31"]     

TAKAHASHI Masamitsu             Hamages to the harvest moon  / Shino 13-gen 

 

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

          Capriccio  / Pf 

                                                                    

 

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

TAKAHASHI Noriaki                 Lyric flight II  / Pf  



                                                                     

 

高橋 正道 (1940－)         0020   ヴォカリーズ「遥けき歌」[11'50"]  

TAKAHASHI  Shodo              Vocalise "Song from far away"   / Sop Pf 

   

                              0914   初恋～若菜集より [8'20"]  

                                      Hatsukoi / First love ～from "Wakanashu"～ / Vo Pf  

                                                                    

 

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

TAKAHASHI Tohgo                   Defined Birth for Piano solo 

                                                                    

 

高橋 裕  (1953－)       S-8301   般若理趣交響曲 (1983)  [24']  

TAKAHASHI Yutaka                Prajna-naya symphony  / Orch 

 

 8803   弦楽四重奏曲 (1986)  [24']     

        Quartetto da corda ’86  / Str-qu 

                                                                     

 

高嶋みどり (1954－)         8510   スタチュア (1985)  [12'40"]  

TAKASHIMA Midori                 Statue / Vn Pf    

                                                                    

 

武田モトキ (1974－)         0218   アリア フェリックス・ゴンザレス＝トーレスのために [10']   

TAKEDA Motoki                     Aria for Felix gonzales-Torres  / Sop Pf Cb 

                                                                    

 

武中 淳彦 (1962－)          9523   弦楽四重奏曲第 1番「萬葉」[13']    

TAKENAKA  Atsuhiko                String quartet no.1 “Manyo”  / Str-qu 

                                                                    

 

武野 晴久 (1951－)       ☆ 9320   アルト・サクソフォーンとピアノの為の”DANCE"  [9'25"]  [R-9401]    

TAKENO Haruhisa                 “Dance” for Alto Saxophone and Piano 

 

                             0116   ピアノの為の「DANCE 2」[10']     

                                      Dance 2 for piano 

 

                              0618   ピアノソロのための「対立の一致」 ['730"]     

                                     “Coincidentia Oppositorum “for piano solo   

                                                                     

 

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

TAMAKI Hiroki                     Etude suite for piano “Yamanote line”      Sold out 

 

                             9111   ヴァイオリンとピアノのための三つの恋唄(1990)  [9']   

                                      Three characteristic love songs  / Vn Pf   

                                                                   

 



田丸彩和子 (1956－)         8812   アンジュレイション (1987)  [10']    

TAMARU Sawako                    Undulation  / 2Fl Pf 

 

                             9422   水晶簾  [7'50"]     絶版 

                                      Suishoren  / Pf   Sold out 

 

☆ 1005   フルート独奏のためのストリーム(1987/2009revised) [7']  [R-2012]   

          Stream   / Fl 

                                                                     

 

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

TAMURA Toru                       Wandering (The poetic world of Santoka Taneda)  / Pf 

                                                                    

 

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

TANABE Tsuneya                   Kaname / Pf 

  

☆ 8808   バッハ（BWV７６８）による五つの変容 弦楽四重奏のための [18'40"]  [R-9001]   

          Funf Veranderungen uber Bach(BWV 768)  / Str-qu 

 

                             9423   ソロマリンバと二人の打楽器奏者のための「小協奏曲」[ca.18']   絶版 

                    Concerto for solo marimba and two percussionists        Sold out 

                                                                               

 

田中 聰  (1956－)       S-8501   The hour of silence for orchestra (1983)  [14']    絶版 

TANAKA Satoshi                                                                    Sold out 

 

                             9108   円盤の五月(1989)  [9']  

                                      Enban no gogatsu (May of discus)  / Sop Pf   

 

                             9321 「レダランス」－チェロとピアノのための－(1988)  [9']   

                                     “Redolence”  / Vc Pf 

                                                                    

 

田中 照通 (1951－)         9113   フルートのための「BAI（唄）」(1990)  [14']    

TANAKA Terumichi                  Bai  / Fl 

                                                                     

 

田中 利光 (1930－2020)     7603    マリンバ組曲(1971)                    

TANAKA Toshimitsu                 Suite for marimba,strings and percussions      

 

                             8202   群像 オーケストラのために (1979)  [17'15"]         絶版 

                                      Gunzo  / Orch                    Sold Out  

                                                                    

 

谷川 忠博 (1935－)       ☆ 8408   サキソフォン四重奏「スリックス」(1984) [8'40"]  [R-8602]    

TANIGAWA Tadahiro                 Saxophone quartet “Slix” 

                                                                    

 



寺原 伸夫 (1928－1998)   ☆ 8203   チェロとピアノのためのポエム(1981)  [ca.12']  [R-8202 ]   

TERAHARA Nobuo                   Poem  / Vc Pf 

 

                             8612   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']  

                                      Three fugues (for piano or saxophone quartet)   

                                                                    

 

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

TERASHIMA Rikuya                 Sonata for solo viola 

                                                                    

 

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

TERAUCHI Sonoh                   Active  / Vn 

 

                             0117   弦楽四重奏のための詩曲「ナルシス」[9']   

                                     “Narcissus” A poem for string quartet  

  

                              0515   Passion [10'40"]  

                                      Passion  / Vn Pf 

                                                                     

 

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

TODA Kunio                        Fantasie sure les sons de “Koto” pour piano a deux mains         Sold Out 

 

                             7211   使徒パウロ(1964)  [50']    

                                       Santo Paolo  / Soloists Mix-chor Orch (Reduction for Pf) 

 

☆ 7606   ソプラノ、クラリネットおよびハープのための「メッセージ」[7'05"]  [R-8402]    

         Message  / Sop Cl Hp 

 

                             8008   オペラ「伽羅物語」より 空穂のモノローグ「暗い夜がまた明ける…」(1973)  [ca.12']  

Utsubo's monologue "After the dark of night, again the daybreak..."  

from the opera "Story of city Kyara" actⅡ / Vo Pf 

  

                             8322 「琵琶行」ソプラノとピアノのための協奏的譚詩曲 (1982)  [25']  

                                     "Canto da liuto" Ballata concertanta  / Sop Pf 

 

                             8707   ファゴットとピアノのためのソナタ（古典ふう）(1966)  [12']   絶版 

                   Sonata for bassoon and piano(nel modo classico)         Sold out 

  

                             9716   弦楽のための「序・破・急」[8'30"]    

                                      Introduzione-Movimento-Rapido  / Str-qu( or Str-qt)   

                                                                    

 

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

TOGAWA Youichi                    Afar  / Pf               Sold out 

                                                                    

 

 



徳永 洋明 (1973－)       ☆ 0219   歌曲集「二重の額縁」 [9'30"]  [R-2004]     

TOKUNAGA  Hiroaki             A song cycle "Double frame"  / Sop Pf 

                                                                    

 

伴谷 晃二 (1947－)         8304   ソプラノ、オーボエ・ダモ－レとピアノのための「トーラナ」(1982)  [14']      

TOMOTANI Koji                     Torana  / Sop Ob-d'amore Pf 

 

☆ 8805 「はてしのない風景」‐クラリネットとピアノのために－(1987)  [10']  [R-8901]   

   “Cosmic Landscape”  / Cl Pf 

  

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

                                      Atoll of the wind  / Pf 

 

☆ 0516   エルミタージュの回想、独奏尺八のために [15']  [R-2006]    

        Reminiscences of the hermitage  / Shaku 

 

                              1305 〈ヒロシマの詩Ⅳ〉尺八とピアノのために [15']    

                                      The Poems of HIROSHIMA Ⅳ  / Shaku Pf 

                                                                     

 

壺井 一歩 (1975－)        S-0401   星投げびと  

TSUBOI Ippo                        The star thrower   / Orch   

                                                                     

 

坪能 克裕 (1947－)          7612 「狐王の祭礼」－フルートとピアノのための－(1975)    

TSUBONOH Katsuhiro        “festival of the Fox King”  / Fl Pf           

 

                           S-8002   オーケストラのためのＩＩＩの像   

                                      The statue of III for orchestra  

  

                             8224   火の幻想 (1980)  [15']  

                                      Fantom fire   / 2Mba   

  

                             8702   コンジャンクション－三絃を伴ったひとりの演者のための－(1982)  [8'30"]  

                   Conjunction for one performer with san-gen    

                                                                    

 

土田 英介 (1963－)        S-9902   ヴァイオリン協奏曲 (1998)    

TSUCHIDA Eisuke                  Violin concerto  / Vn Orch  

 

                              0619   弦楽四重奏曲 (1994)  [13'30"]   

                                      String quartet    / Vn Va Vc 

                                                                     

 

津田 元  (1962－)       ☆ 9612 「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, ….  / Pf                   Sold out 

   

☆ 9814 「そして、秋色の陽が燦めき・・・」[10']  [R-9901]          絶版 

                    And now autumnal sunlight glitters brilliantly…  / Ob Cl Pf    Sold out 



                                                                         

 

塚本 晴彦 (1934－2008)   ☆ 0220   バイオリンソナタ第１番～コンテニウム～ (1984年) [12']  [R-2004]    

TSUKAMOTO Yasuhiko              Violin sonata No.1 ～Continuum～  / Vn Pf 

 

                              0517   ギターソナタ「風」 [15']      

                                      Guitar sonata wind  / Guit 

                                                                     

 

塚本 一実 (1963－)       ☆ 9613 「鏡」トロンボーンとピアノのために  [13'30"]  [R-9701]    

TSUKAMOTO Kazumi         “Mirrors”  / Trb Pf 

 

                             0422   ２台のピアノのための光芒 [12']     

                   “Koubou”(The line of the light) for two pianos   

 

                              0714   ソロピアノのための抒情～悲、憧、諦～ [ca.17']     

                                      Description for solo piano～Sorrow, Longing, Resignation～  / Pf 

                                                                                                                                       

 

塚谷 晃弘 (1919－1995)     7105   金管のための音楽 (1959)  [12']  

TSUKATANI Akihiro               Music for brass (quintet)   / Brass-qt 

 

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

                                      2 Movements for violoncello                  

                                                                                                                                                           

 

鶴原 勇夫 (1949－)          0518   平井多美子の詩による 2つの歌  [7'50"]   

TSURUHARA Isao            2 Songs by the poetry of Tamiko Hirai  / Sop Pf 


