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作曲者名別 （U－Z） 

 

 

内田 満開 (1955－)      1108   12の声の為の「祈り」－南無阿弥陀仏－ (2010)  [10']    

UCHIDA Mankai           〈Prayer〉-namoamidanbutsu- for vocal ensemble / 3Sop 3Contralto 3Ten 3Bas 

                                                                     

 

内田 勝人 (1940－1997)   7503   トラヴスマ III (1967)         

UCHIDA Masato                    Thravsma III  / Vn Vc Pf          

 

                7709   トラヴスマ V (1970)  [10'50"]   

                                      Thravsma V  / Cl St-qu  

                                                                    

 

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

UCHIKAWA Hiroyuki                Kazeni…Hikarini…I  / Pf                 Sold out 

 

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

            Kazeni… Hikarini…II / Pf  

 

                              8813   よぶ声 在り (1985)  [ca.11']      

                                      Yobukoe ari  / Sho Ryu Hichi Koto Biwa Taiko Kakko Shoko 

 

                             9009   尺八の為の秩序と真実 [7'30"]    絶版 

                   Order and truth / Shaku    Sold out 

                                                                     

 

内本 喜夫 (1961－)       ☆ 9524   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 contrabass II Raga in melancholy  / Cb      Sold out 

 

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

            Prelude and Fantasy  / Cb 

 

  1506  トランスフォーメーション [12'～15'] 

      Transformation / Vc Cb 

 

   1606   チェロ協奏曲 [12’ or 24’]  

            Concerto  

                                                                     

 

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

UENO Michiko                      Lingering affection for “Tohoku”  / Pf 

                                                                     



 

鵜﨑 庚一 (1935－)         7711   フルートとピアノのためのソナチネ 1966)   

UZAKI Ko-ichi                  Sonatine pour flute et piano   

 

                             0119   ピアノのための譚詩 [10']     

                                      Ballad for piano  

                                                                     

 

綿村 松輝 (1941－)       ☆ 9015   弦楽四重奏曲第 6番 (1990)  [13'ca.]  [R-9101]  

WATAMURA Matsuki               String quartet no.6 

                                                                    

 

渡辺 浦人 (1909－1994)  ☆ 7007 「大和の幻想」木琴と管弦楽のための協奏曲 (1970)  [25']  [R-8402]       絶版 

WATANABE Urato                  Fantasy on ancient Japan "Yamato"  / Xyl,Orch                      Sold Out 

 

                             7111   日本のまつり (1970)  [25']   

                                      Ritualis symphony '70  / Orch 

 

                             7209   ギターと管弦楽のための三つの詩  [20']      絶版 

                                      Three movements for guitar and orchestra    Sold out 

 

                             8010   交響組曲 津軽 (1980)  [ca.20']   

                                      Symphonic suite Tsugaru  / Orch  

                                                                         

 

渡辺裕紀子 (1983－)       S-1601   折られた…     

WATANABE Yukiko                  gefaltet … für Orchester  

                                                                     

 

八木下 茂 (1951－)       ☆ 0519   フルートソナタ  [11'30"] [R-2007]   

YAGISHITA Shigeru                 Flute Sonata  / Fl,Pf 

 

☆ 1307   イレーヌ組曲Ⅲ  [6'30"]  [R-2014]    

           Irene suite III  / Pf 

 

☆ 1507   イレーヌ組曲 VII  [8']  [R-2017]  

           Irene suite VII  / Pf 

 

   1607   オーボエ ソナチネ  [9’]  

           Sonatine for Oboe and Piano 

                                                                     

 

山岸 徹  (1958－)          0620   二つの歌曲 [ca.8']  

YAMAGISHI  Tohru             Two Songs  / Vo Pf 

                                                                     

 

山路敦斗詩 (1968－)         9525 「栂の木」    

YAMAJI Atsutoshi                   Tsuga no ki  / 2Pf 

                                                                    



 

山本 裕之 (1967－)         9614   フォールマ [4']   

YAMAMOTO Hiroyuki               Forma  / Pf 

 

                           S-0301   カンティクム・トレムルム II  [12']  

                                      Canticum tremulum II  / Orch   

                                                                     

 

山本 和智 (1975－)          1006   半径 50m (2009) [6']  

YAMAMOTO Kazutomo          Radius of 50 meters   / Chamber-orch     

                                                                    

 

山本純ノ介 (1958－)       S-9201  「迦樓羅」－黎明の響－  

YAMAMOTO Junnosuke            “Karura” Reimei no Hibiki   / Orch   

                                                                     

 

山本 直純 (1932－2002)   S-8502   Symphonic ballade (1982)  [21'] / Orch 

YAMAMOTO Naozumi                

                                                                    

 

山本 雅一 (1975－)      1211  紫陽花 [9’]  

YAMAMOTO Masakazu              Hydrangae  / Str-qu 

                                                                    

 

山根明季子 (1982－)        S-0702   水玉コレクション～ピアノと管弦楽のための   

YAMANE Akiko                      Dots collection for piano and orchestra 

 

                            S-1001   水玉コレクション No.4 室内オーケストラのための    

                                      Dots collection no.4 for chamber orchestra 

                                                                     

 

山下 耕司 (1952－)         9223   バイオリン・ソナタ (1992)  [11'30"]   

YAMASHITA Koji           Violin sonata  / Vn Pf 

 

☆ 9615   フルートのための四重奏曲 [9']  [R-9801]     絶版 

          Quartet for flutes  / 3Fl  Alt-fl         Sold out 

 

 ☆ 0319   オーボエとピアノのためのソナタ [9'10"]  [R-2004]  

      Sonata for Oboe and Piano    

 

                              0715   チェロのための即興曲 [ca.13']   

                                      Improvisation for Violoncello 

 

☆ 1007 「かすかな憧憬」 ヴァイオリン、チェロ、ピアノのために (2009) [ca.11']  [R-2011]    

          A gleam of longing  / Vn Vc Pf 

                                                                     

 

山内 雅弘 (1960－)          8804   4本のフルートのための陽炎たちの祭礼 II(1983)  [ca.13']    

YAMAUCHI Masahiro               The ritual of kagero II for four flutes 



 

                             9013   風の迷宮 (1989)  [ca.10']           絶版 

                   Labyrinth of the wind / Mba Vib Pf      Sold out 

 

                             9425 「時の断層」－ピアノのための－ [12']     

                                      Dislocation of time  / Pf 

 

                             9921   螺旋の記憶－フルートとヴァイオリンのための [ca.13']  

                                      Memory of the Spiral for flute and violin   

  

                              0811   アリア－ヴァイオリンとピアノのための   

                                      Aria for violin and piano 

 

S-1101   宙の形象 ピアノとオーケストラのための  

                                   Sora no katachi for Piano and Orchestra 

                                                                    

 

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

YAMANOUCHI Tadashi              Metamorphose pour piano   

 

                             7213   オルガンのための六つの詩 (1972)   絶版 

                                      6 poemes pour orgue  / Org        Sold out  

 

                             8111   簫師の楽 (1981)  [ca.10']     絶版 

                                      L'art du Sho-shi  / Org     Sold out 

                                                                     

 

柳田 孝義 (1948－)       ☆ 7802 「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  / Vn                           Sold out 

 

                             8112 「鏡」－二本のフルートのための－ (1980) [8'40"]   絶版 

                                      Mirrors  / 2 Fl                   Sold out 

 

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

                                      Beside a stream  / Pf       Sold out 

 

☆ 8704   黄昏に見たものは… (1987)  [12']  [R-9201]    

          Seen in the twilight…  / Fl Vn Pf 

 

☆ 9526   ヴァリュラン  [16'30"]  [R-9701]   

          Valhulin  / Str-qu Cl 

 

                              0021   歳時記抄 II クラリネットのための [18']   

                                      Selections II from a literary calendar   / Cl (with Perc)   

 

☆ 0621   2つのクラリネットのための「マドリガーレ」 [ca.10']  [R-2007]   

      Madrigale for 2 clarinets    

                                                                    

 



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

YANAGIDA Seido                    De l’influence reciproque de l’arc-en-ciel et le fossile  / Pf 

 

                              0812   波、歯車、祈り ピアノ連弾のための     

                                      Vague,roue dentee, priere pour piano a quatre mains  / Pf (4hands) 

                                                                     

 

安田謙一郎 (1944－)          0320   二重奏曲「この里の桃のさかりに来て見ればながれにうつる花のくれなゐ」（良寛） 

YASUDA Ken-ichiro                 による随想  [20'40"]                        絶版 

                                      Duet  / Vn Vc                          Sold out 

                               

                             0423   オルガンとチェロのための「マールブルクの古城にて」[31']       絶版 

                   “Am alten Schlossin Marburg” fur Orgel und Violoncello / Org Vc    Sold out 

                                                                   

 

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

YASUGI Tadatoshi                   Fantasie  / Pf 

 

☆ 8311 「八千矛の神の歌物語」－女声合唱のための－ (1976)  [12']  [R-9701]    

            Yachihoko no kami no uta-monogatari  / F-chor 

 

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

          Sonatine pour piano 

                                                                    

 

安川黙りん (1960－)          1308   水かげろう [9']      

YASUKAWA Moclin                  Mizu-kagero  / Pf 

                                                                     

 

安村 好弘 (1951－)       ☆ 7504   フルート・ソロのための「破曲」(1975)  [R-8501]     絶版 

YASUMURA Yoshihiro        Hakyoku / Fl                    Sold out 

 

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

            Manyo”Chapter of stone” for mandolin orchestra 

 

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

            The creation for mandolin orchestra              Sold out 

 

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

                                     “Kyoto Samba” for mandolin orchestra 

 

                              1706   二台ピアノとソプラノ、バリトンのための《群響》～修道の一路～ [5’30”]  

                                      Gunkyo for 2 piano and soprano, baritone “Shudo no ichiro”  

                                                                    

 

安良岡章夫 (1958－)       ☆ 8705   ヴァイオリンとピアノのためのプロジェクシオン(1984)  [14'10"]  [R-9801]  絶版 

YASURAOKA  Akio                   Projection  / Vn Pf                           Sold out 

 

 



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

          Offrande  / Va 

 

                             9616   ディスカントゥス－ソプラノ、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための (1994)  [9'30"]     

                    Discantus  / Sop Vn Vc Pf 

 

                             0221   4本のフルートのためのメロディア (1993-1999改訂)  [ca.13']     

                                      Melodia per 4 flauti(1993-reviced in 1999)  / 4Fl 

 

                              0716   アリア・スコンポスタ～ヴァイオリンとピアノのための [12']   

                                      Aria scomposta per violin e pianoforte  

                                                                    

 

吉田 峰明 (1961－)         9527   ピアノのための幻想曲      

YOSHIDA Mineaki                  Fantasie pour piano 

 

☆ 0520   ピアノソナタ [22']  [R-2006]   

           Sonata for piano 

 

   1212   ピアノのためのバラード [12'] 

       Ballade for piano   

                                                                    

 

吉松 隆  (1953－)         8205   チカプ (1981)  [11']            絶版 

YOSHIMATSU Takashi              Chikap  / 10Fl (2Picc) 2Alt-fl 3Bas-fl    Sold out 

                                                                    

 

吉崎 清富 (1940－)         7901   眠れぬ夜のために (1977)  [12'～14']  

YOSHIZAKI Kiyotomi             For restless nights  / 2Performer (Mez Ten) 

 

☆ 8110   無秩序の宮の時 (1981)  [12'～13']  [R-8202]           絶版 

       In time of the disorderly palace for percussionists / 5Perc-ist  Sold out 

   

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

           The place of ethos and pathos  / Pf 

 

                             8509 「赤い虹の詩」-マリンバカルテットのための- (1983)  [13']    絶版 

                    “Red rainbow rhyme” for marimba quartet  / 4Mba     Sold out 

 

                             8816 「カバラの王国」－フルートとピアノのために (1987)  [10'ca.]    

                                     “The Realm of Cabala”  / Fl Pf 

                                                                    

 

湯浅 譲二 (1929－)         7705   マリンバ・フルート・クラリネット・打楽器・コントラバスのための領域    絶版 

YUASA Joji              Territory  / Mba Fl Cl Perc Cb                     Sold out 

                                                                     

 

 

 



湯山 昭  (1932－)         7114   マリンバとアルト・サクソフォーンのための 

YUYAMA  Akira                     ディベルティメント (1968)  [8']              音楽之友社より出版            

Divertimento for marimba and alto saxophone         published by Ongaku no tomo 

JFC在庫なし・Sold out 

                                                                                                                                        

 

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

ZAKOHJI Hiroaki                    Mono-morphology II op.27  / Guit 

______________________________________________________________________________________________________________________ 


