
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致します。費用は事務局までおたずね下さい。 

 

ピアノ PIANO 

Piano Solo  

 

9501  秋  透   (1956－)    「石の物語」独奏ピアノのための [18']      絶版 

  AKI  Tohru       Stone tales                  Sold out 

 

1501   青木  省三    (1951－)      Arc ⅩⅢ “Sanctus” for piano  [12'10"] 

     AOKI  Shozo 

 

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

  ASAKAWA  Haruo      Piano sonaro "Eterna"   

 

☆7905  浅川 春男  (1942－)      ピアノ・ソナ－ロ「オリエンタ」(1975) [8'15"] [R-8002]    

  ASAKAWA  Haruo   Piano sonaro "Orienta"                   

 

0301  浅川 春男 (1942－)      ピアノ・ソナ－ロ「ジパング」[12']         絶版 

  ASAKAWA  Haruo   Piano sonaro "Zipangu"             Sold out 

  

0901  浅川 春男 (1942－)    ピアノ・ソナ－ロ「ホマーマ」[22']  

  ASAKAWA  Haruo   Piano sonaro "Homama"  

  

0502  衛藤 恵子 (1953－)      ２つの花曲 [9']   

  ETO  Keiko       Zwei Blumenstucke  

  

0701  衛藤 恵子 (1953－)        「不思議な水族館」ピアノのための [10'40"]  

  ETO  Keiko       Das wunderbare Aquarium fur Klavier  

  

8501  藤枝 守 (1955－)     デコレーショナル オファーリング (1983) [7']  

  FUJIEDA  Mamoru      ビギン アット ザ ビギニング (1983) [10']  

             Decorational offering / Begin at the beginning  

  

0101  藤井 喬梓 (1959－2018)  「エンテレヒー」～ピアノのための (1987 / 89) [6'57"]    

  FUJII  Takashi      "Entelechie" fur Klavier  

 

9903  藤田 耕平 (1945－2017) 「ファーラウェイ」－遥かな彼方へ－ [15'30"]   

  FUJITA  Kohei   Far away   

  

0303  藤田 耕平 (1945－2017)  風の道 [10'12"]   

  FUJITA  Kohei       Pathways of the wind   

  

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

  FUJIWARA  Yoshibumi   Vision for piano   

  

7004  浜口 正二 (1899－1971)  秋   

  HAMAGUCHI  Shoji   Autumn   

   

 



7207   林  梓 (1936－)      ピアノの為の前奏曲「舞」[60']  絶版 

  HAYASHI  Azusa   Preludes for piano "Mai"  Sold out 

  

7409  林  梓 (1936－)      ピアノの為の組曲「わらべうた」   

  HAYASHI  Azusa   Suite for piano "Warabe-uta"   

  

7610  林  梓 (1936－)      ピアノの為の前奏曲集｢舞」No.８～１０   

  HAYASHI  Azusa   Preludes for piano "Mai (Movement)" No.8～10    

 

0402  平井 京子 (1957－)      ふたつの幻想曲 [19']  絶版 

  HIRAI  Kyoko         Two Fantasies      Sold out 

 

☆0703  平井 京子 (1957－)      アダージョとアレグロ [ca.9']  [R-2009]  

  HIRAI  Kyoko      Adagio and Allegro for piano   

  

7109  平井 丈一朗 (1937－)      ピアノのための詩曲(1963)   

  HIRAI  Takeichiro   Poem for piano solo   

  

7117  平野 淳一 (1947－)      ピアノのための三章(1970)   

  HIRANO  Jun-ichi   3 Movements for piano   

 

☆0403  本間 雅夫 (1930－2008)  ピアノのためのクロス・モード II  [9'30"] [R-2007]  

  HOMMA  Masao   Cross-mode Ⅱ for piano   

  

9906  堀越 隆一 (1949－)      彫刻する(1998)[7'30"]       在庫なし 

  HORIKOSHI  Ryuichi   Sculpturing - for piano solo   Sold out 

  

0201  飯沼 信義 (1938－)     ピアノ独奏のための「花より雨に・・・」(1982) [13']   

  IINUMA  Nobuyoshi   "Hana yoli ame ni"   

  

8716  稲垣 静一 (1935－2003)  ピアノ曲２番 (1980) [ca.7']   

  INAGAKI  Seiichi   Piano piece Ⅱ   

  

9806  井上 淳司 (1956－)      ４つのエチュード [13'38"]   

  INOUE  Junji       4 Etudes   

 

9207  井澤 岳野 (1960－)      ピアノのための六つのプレリュード[7'30"]   

  ISAWA  Takeya       6 Preludes for piano   

  

9702  板本 勝百 (1950－2015)  「２つのピアノ曲」I.落葉の幻影 II.僧院の窓邊[14'50"]   

  ITAMOTO  Katsuto   Two compositions for piano   

 

☆0903  板本 勝百 (1950－2015)   ピアノ詩曲 晩秋の朝霧 [13'] [R-2011]  

  ITAMOTO  Katsuto   Poem for piano solo "The mist of the early morning in late autumn"   

 

☆0203  板津 昇龍 (1973－)      １０の小さなピアノ曲集「マジック・ハンズ」(2001) [15'] [R-2003]  

  ITAZU  Shoryu   10 Little piano pieces "Magic hands"   

  

0003  岩間 稔 (1938－)      楽興の時 [8']   

  IWAMA  Minoru   Momento musical   

  

8407  岩村 充起 (1929－2019)  ピアノ組曲（三つの性格的な小品による）   

  IWAMURA  Mitsuoki   Suite for piano (consisting of threecharacteristic pieces)   



 

0004  岩村 充起 (1929－2019)  ピアノのための幻想曲「仄かな光の中で」[8'52"]   

  IWAMURA  Mitsuoki     Fantasy for piano "In the dim light"   

 

1201  岩村 充起 (1929－2019)  ピアノ組曲 音のエッセイⅡ・音のエッセイⅢ  [16'32"]   

  IWAMURA  Mitsuoki   Piano Suite Sound EssayⅡ・Sound EssayⅢ   

  

9407  和泉 耕二 (1947－)      ピアノのための「３つのアフリカ」[ca.21']     絶版 

  IZUMI  Koji       3 Africas                Sold out 

 

☆0504  可知 奈尾子  (1964－)      期待２－ピアノのための－ [8'40"]  [R-2006]  

  KACHI  Naoko   Expectation 2 - for piano -   

  

0105  上元 敏弘 (1953－)      そよ吹く風に誘われて [12']   

  KAMIMOTO  Toshihiro   Invited with a gentle breeze   

  

7707  片柳 英男 (1939－)      迦陵頻伽 [23'～25']   

  KATAYANAGI  Hideo   Kalavinka   

  

0005  加藤 由紀子 (1926－)      ピアノの為のソナタ [13'] 絶版  

  KATO  Yukiko   Sonata for piano  Sold out 

   

1502  香月 修    (1948－)    「詩曲Ⅳ」－ピアノ ソロのための [8'30"]  

        KATSUKI  Osamu              Poem Ⅳ－for Piano solo 

 

9605  川手 誠 (1952－)      ピアノのための映像 [10'～14']   

  KAWADE  Makoto   Image for the piano   

 

☆1103  木下 大輔 (1966－)      ゆがんだ十字架のヴァリアント－ピアノ独奏のための－  (2008) [13']  [R-2012]  

  KINOSHITA  Daisuke   Les variantes d'une croix deformee pour piano seul   

   

8613  木下 牧子 (1956－)      ピアノ組曲「夢の回路」(1986) [16'30"]   

  KINOSHITA  Makiko   Piano suite "Circuit of dreams"   

 

☆9213  小林 聡 (1960－)      玲瓏 (1981) [5'] [R-9301] 絶版 

  KOBAYASHI  Akira   Reiro          Sold out 

 

☆9606  小林 聡 (1960－)      ピアノのための「鏡」[6'] [R-9801]  

  KOBAYASHI  Akira   Kagami   

 

0606  小林 聡 (1960－)      ピアノのための「グラス・スワン」[7']    

  KOBAYASHI  Akira   "Glass swan" for piano   

 

 1601  小林 隆一   (1958－)     ２つの夜想曲～ピアノの為の [ca.9’] 

          KOBAYASHI  Ryuichi      2 Nocturnes for piano 

 

1805  小林 隆一   (1958－)     《広島頌》ピアノの為の (2015) [13’] 

          KOBAYASHI  Ryuichi     《ODE TO HIROSHIMA》for Piano 

 

☆9911  小森 俊明 (1972－)      夜の瞬間 [4'30"] R-2012   

  KOMORI  Toshiaki   Moments of the night   

 

 



0207  小森 俊明 (1972－)      ル・コルビュジェの為の休息 [12']   

  KOMORI  Toshiaki   Repos pour Le Corbusier pour piano   

 

☆0007  近藤 春恵 (1957－)      詩曲 II－ピアノの為の [10'] [R-2002] 

  KONDO  Harue   Poema Ⅱ per pianoforte   

 

0906  小西 奈雅子 (1945－)      海界へ～ピアノソロのための～ [10']   

  KONISHI  Nagako   For the sea border ～ for piano solo   

 

0310  小菅 泰雄 (1940－)      ピアノのための三章（神秘・歌・波）[10']   

  KOSUGE Yasuo   3 Chapters for piano   

 

☆9411  甲田 潤 (1957－)      ピアノのための変容 [ca.13'] [R-2001]  

  KOUDA  Jun       Metamorfosi   

 

7607  くりもと ようこ (1951－)  Breathing space(1975)   

  KURIMOTO  Yoko     

 

7306  黒髪 芳光 (1933－2002)  ピアノ組曲「１２の南日本民謡」(1973)     絶版 

  KUROKAMI  Yoshimitsu  Suite for piano "12 Folk songs in Southern Japan"   Sold out   

 

7513  黒髪 芳光 (1933－2002)  ピアノのためのソナチネ(1962)   絶版  

  KUROKAMI  Yoshimitsu  Sonatine for piano    Sold out 

 

☆8214  黒髪 芳光 (1933－2002)  ピアノ組曲「雪祭」－信濃神楽より－ (1973) [12'30"]  [R-8602] 絶版 

  KUROKAMI  Yoshimitsu  Suite for piano "Snow festival"              Sold out 

 

7002  草川 啓 (1919－1997)  九つのピアノ曲(1964)   

  KUSAKAWA  Kei     9 Pieces for piano   

 

☆0607  増本 伎共子 (1937－)      ピアノ独奏のための「連歌」 [ca.9']  [R-2007]  

  MASSUMOTO  Kikuko  "Ren-ga" (or Scroll) for piano solo   

 

7107  松永 尚通 (1900－1972)  ピアノ・ソナタ   

  MATSUNAGA  Naomichi  Piano sonata   

 

9413  松岡 俊克 (1952－)      ピアノのための音楽 [10']   

  MATSUOKA  Toshikatsu  Music for piano   

 

8210  松下 功 (1951－2018)  ピアノのための「インタールディウム II」(1982) [12']  絶版   

  MATSUSHITA  Isao   InterludiumⅡ                      Sold out 

 

☆0412  水野 みか子 (1958－)      醒める河で / Pf (or Pf with Electro)  [14'50"] [R-2005]  

  MIZUNO  Mikako   With the impetuous current   

 

1809  水野 みか子 (1958－)      植物が決める時 (2017)  [12']   

  MIZUNO  Mikako   temps planta, for piano   

 

7806  水野 修孝 (1934－)      除夜のためのエチュード / Pf with pre-recorded tape (1976)[13']   

  MIZUNO  Shuko   Etude for Joya   

 

☆7910  村尾 幸映 (1945－)      ７２９０ ピアノのために 小品 No.6 (1972)  [R-8702]  

  MURAO  Sachie   7290 Kleines Stuck fur Klavier nr.6   



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

  NABESHIMA  Kaori   Rising sun '96   

  

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

  NAKAHARA  Kenji   Piano sonata   

   

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

  NAKAJIMA  Katsuma   Dance suite "The forest people"   

 

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

  NAKAJIMA  Tsuneo   Time on a display shelves   

 

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

  NAKAMURA  Koya   Movement for piano   

 

7904  中村 滋延 (1950－)     ピアノのための「明暗」(1978)  [13']   

  NAKAMURA  Shigenobu    Mei-an   

 

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

  NAKANISHI  Satoru   Piano Sonata No.2   

 

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

  NATSUDA  Shoko   Dance suite for piano "Stories of female convicts"   

 

0611  夏田 鐘甲 (1916－2014)  ピアノのための即興曲 [7']    

  NATSUDA  Shoko   Imprumptu for piano   

 

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

  NINOMIYA  Tsuyoshi   Utsusemi   

  

9918  西田 直嗣 (1968－)      ア ライト ブルーリンク [10'30"]   

  NISHIDA  Naotsugi   A light blue link   

 

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

  NOZAWA  Keiko   Hikiuta Ⅲ                   Sold out 

 

0612  岡島 雅興 (1945－)      どこへ… [11'35"]    

  OKAJIMA  Masaoki   Wohin...   

 

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

  OKAMOTO  Kanako   Crystal vision   

 

☆8106  尾崎 敏之 (1946－)      ピアノの為の「Isolation」 (1981) [9'～10']  [R-8202]  

  OZAKI Toshiyuki   Isolation   

 

9112  尾崎 敏之 (1946－)      ピアノの為の幻想的断片 [12']   

  OZAKI  Toshiyuki   Fantasiestucke fur Klavier   

 

7205  斉藤 太計雄 (1904－1983)  収穫音頭  絶版 

  SAITOH  Takeo   Shukaku-ondo  Sold out 

 

0114  佐野 芳光 (1955－)      ピアノのための「初夏の目覚め」（太古の風より）[9']   

  SANO  Yoshimitsu   Awakening of Early Summer (The wind from time immemorial)   



0419  佐々木 清裕 (1966－)      樹の夢 II  [8'30"]   

  SASAKI  Kiyohiro   Dreams of treeⅡ for piano   

 

0913  佐々木 清裕 (1966－)      彩 [6'20"]   

  SASAKI  Kiyohiro   Aya, for piano   

 

9418  佐々木 隆二 (1952－)     ピアノのための「空気のラビリンス」[ca.7']   

  SASAKI  Ryuji   Labyrinth of air  

  

9319  嶋津 武仁 (1949－)   音価と強度と視覚の微細な変化をもつ空間に…ものでぃ V…ピアノ奏者の為に [15']    絶版 

  SHIMAZU  Takehito   In a space, changing minimally the value, the intensity and vision... MonodieⅤ... for a pianist 

                                                           Sold out 

9003  塩見 允枝子 (1938－)   ピアニストのための方向の音楽 (1990) [ca.20']   

  SHIOMI  Mieko   Direction music for a pianist   

 

9715  多田 栄一 (1950－)    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 

 

☆8414  高橋 雅光 (1949－)   ピアノのための「カプリチオ」(1981) [7'21"] [R-8502]  

  TAKAHASHI  Masamitsu  Capriccio   

 

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

TAKAHASHI  Noriaki   Lyric flightⅡ   

 

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

  TAKAHASHI  Tohgo   Defined Birth for Piano solo   

 

0116  武野 晴久 (1951－)      ピアノの為の「DANCE 2」[10']   

  TAKENO  Haruhisa   Dance 2 for piano   

 

0618  武野 晴久 (1951－)      ピアノソロのための「対立の一致」 [7'30"]    

  TAKENO  Haruhisa   "Coincidentia Oppositorum" for piano solo   

 

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

  TAMAKI  Hiroki   Etude suite for piano "Yamanote line"  Sold out 

 

9422  田丸 彩和子 (1956－)      水晶簾 [7'50"]      絶版 

  TAMARU  Sawako   Suishoren      Sold out 

 

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

  TAMURA  Toru   Wandering (The poetic world of Santoka Taneda)   

 

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

  TANABE  Tsuneya   Kaname   

 

8612  寺原 伸夫 (1928－1998)  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']   

  TERAHARA  Nobuo   Three fugues (for piano or saxophone quartet)   

 

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

  TODA  Kunio       Fantasie sur les sons de "Koto" pour piano a deux mains   

 

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

  TOGOWA  Yohichi   Afar              Sold out 



0118  伴谷 晃二 (1947－)      風の環礁、ピアノのために (1993) [8'30"]   

  TOMOTANI  Koji   Atoll of the wind   

 

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

 

0714  塚本 一実 (1963－)   ソロピアノのための抒情～悲、憧、諦～ [ca.17']   

  TSUKAMOTO  Kazumi  Description for solo piano ～Sorrow, Longing, Resignation～   

 

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

  UCHIKAWA  Hiroyuki   Kazeni... Hikarini...Ⅰ               Sold out 

 

☆8314  内河 弘之 (1947－)   風に・・・光に・・・II ピアノの為の (1983) [10'] [R-8401]  

  UCHIKAWA  Hiroyuki   Kazeni... Hikarini...Ⅱ   

 

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

  UENO  Michiko   Lingering affection for "Tohoku"   

 

0119  鵜﨑 庚一 (1935－)   ピアノのための譚詩 [10']   

  UZAKI  Ko-ichi   Ballad for piano   

 

☆1307  八木下 茂 (1951－)      イレーヌ組曲Ⅲ [6'30"] [R-2014]  

  YAGISHITA  Shigeru   Irene suiteⅢ   

 

☆1507  八木下 茂 (1951－)      イレーヌ組曲Ⅶ [8'] [R-2017]  

  YAGISHITA  Shigeru   Irene suiteⅦ  

 

9614  山本 裕之 (1967－)   フォールマ [4']   

  YAMAMOTO  Hiroyuki  Forma   

 

9425  山内 雅弘 (1960－)    「時の断層」－ピアノのための－ [12']   

  YAMAUCHI  Masahiro  Dislocation of time   

 

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

  YAMANOUCHI  Tadashi  Metamorphose pour piano   

 

8416  柳田 孝義 (1948－)   流れのほとりにて (1984) [ca.11']  絶版 

  YANAGIDA  Takayoshi  Beside a stream      Sold out 

 

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

  YANAGIYA  Seido   De l'influence reciproque de l'arc-en-ciel et le fossile   

 

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

  YASUGI  Tadatoshi   Fantasie   

 

☆9426  八杉 忠利 (1951－)   ピアノのためのソナティネ (1992) [10'] [R-9501]  

  YASUGI  Tadatoshi   Sonatine pour piano   

 

1308  安川 黙りん (1960－)   水かげろう [9']   

  YASUKAWA  Moclin   Mizu-kagero   

 

9527  吉田 峰明 (1961－)   ピアノのための幻想曲   

  YOSHIDA  Mineaki   Fantasie pour piano   



☆0520  吉田 峰明 (1961－)   ピアノソナタ [22']  [R-2006]  

  YOSHIDA  Mineaki   Sonata for piano   

 

1212  吉田 峰明 (1961－)   ピアノのためのバラード [12']   

  YOSHIDA  Mineaki   Ballade for Piano   

 

☆8307  吉崎 清富 (1940－)   エトスとパトスの広場 (1982) [10']  [R-8401]  

  YOSHIZAKI  Kiyotomi  The place of ethos and pathos   

 

 

 

 

 

  

Piano 4 hands 

 

☆9105  本間 雅夫 (1930－2008) 「サウンド・シフト第４番」－４手連弾のための－ (1988) [10'] [R-9901]  

  HOMMA  Masao   "Sound shift  No.4" for piano four hands   

 

☆0314  齋藤 弘美 (1956－)   幻想曲集 [12'30"]  [R-2004]  

  SAITO  Hiromi   Fantasies   

 

0812  柳谷 清道 (1959－)   波、歯車、祈り ピアノ連弾のための (2001) [ca.15']   

  YANAGIYA  Seido   Vague, roue dentee, priere pour piano a quatre mains   

 

 

 

 

 

2 Pianos 

 

 ☆9302  青木 省三 (1951－)    Arc III  [12']  [R-9401]  

  AOKI  Shozo     

 

1101  青木 省三 (1951－)   Arc Ⅶb for two pianos  (1993 Revision 2010)  [15']   

  AOKI  Shozo     

 

☆8219  藤田 耕平 (1945－2017)    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"                Sold out 

 

☆0304  藤原 嘉文 (1956－)  「メタモルフォシス IV」～２台のピアノのための [12'] [R-2004]         絶版 

  FUJIWARA  Yoshibumi  MetamorphosisⅣ                        Sold out 

 

9507  花村 光浩 (1936－)   ２台のピアノの為の音楽 No.2 [8']                              絶版 

  HANAMURA  Mitsuhiro  Music for 2 pianos No.2                        Sold out 

 

8309  壁 真理子 (1950－)   ファンタジーI  (1982) [ca.18']   

  KABE  Mariko   FantasyⅠ   

 

☆0805  菊池 幸夫 (1964－)   連祷～２台ピアノのための～ (2003 / 2008 revision) [ca.15']  [R-2009]     絶版 

  KIKUCHI  Yukio   Litany for 2 pianos                        Sold out 

 

 



7909  北爪 やよひ (1945－)   インナースペース (1978) [12']   

  KITAZUME  Yayoi   Inner space   

 

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

  OKAJIMA  Masaoki   Hoshizukiyo (A starry night)   

 

 

9221  佐原 秀一 (1949－)   エチュード“思索”２台のピアノのための (1987) [8'30"]   

  SAHARA  Hidekazu   Etude "Thought"   

 

8319  鈴木 英明 (1938－)   二台のピアノのための「パロディー」(1977) [19'25"]   

  SUZUKI  Hideaki   Parody   

 

0422  塚本 一実 (1963－)   ２台のピアノのための光芒 [12']   

  TSUKAMOTO  Kazumi  ”Koubou" (The line of the light) for two pianos   

 

9525  山路 敦斗詩 (1968－)    「栂の木」   

  YAMAJI  Atsutoshi   Tsuga no ki   

 

 

 

 

Violin + Piano  

 

7813  安彦 善博  (1951－)     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  

 

0801  有馬 礼子  (1933－)     天使のソナタ (2006) [ca.12]       

ARIMA  Reiko          Angel's sonata for violin and piano   

 

  9202  服部 和彦  (1944－)     「美しき受難者」 (1991) [9']       

HATTORI  Kazuhiko      "Beautiful people of suffering"   

 

8321  林 梓    (1936－)     ヴァイオリンとピアノの為のソナタ  (1961)            

HAYASHI  Azusa          Sonata for violin and piano                          

  

7805  稲垣 静一  (1935－2003 )   ヴァイオリンとピアノのための対話  (1977)  [ca.10']       

INAGAKI  Sei-ichi        Dialog  

 

7816  甲斐 説宗  (1938－1978)    ヴァイオリンとピアノのための音楽 II       

KAI  Sesshu                     Musik fur Geige und Klavier Ⅱ   

 

☆9703  金田 成就  (1942－2019)   トランス（ヴァイオリンとピアノのための） (1990)  [14']  [R-9901]     

KANEDA  Shigenari       Trans  

 

☆9909  金田 成就  (1942－2019)   ヴァイオリンとピアノのためのソナタ  [12']  [R-2002]     

KANEDA  Shigenari       Sonate for violin and pianoforte   

 

8207  金藤 豊   (1931－)     ヴァイオリンソナタ第 2番  (1977)  [ca.16']       

KANETOH  Yutaka        Sonata for violin and piano No.2   

 

8502  菅野 由弘  (1953－)     星の死 (1983) [14']       

KANNO  Yoshihiro        Extinction of a star   



 

  1104  桐山 紘一  (1941－)     ヴァイオリンとピアノのためのソナタ  (2009)  [18']      

KIRIYAMA  Koichi        Sonata for Violin and Piano  

 

☆0508  小森 俊明  (1972－)     コンポジション [14']  [R-2012]    

KOMORI  Toshiaki        Composition for violin and piano  

 

  8713  久木山 直  (1958－)    「羽」‐ヴァイオリンとピアノの為の‐ (1981)  [8'30"]       

KUKIYAMA  Naoshi        Plumage  

 

  8006  黒髪 芳光  (1933－2002)   ヴァイオリンとピアノのためのソナタ  (1979)  [ca.28']       

KUROKAMI  Yoshimitsu     Sonata for violin and piano   

 

☆9312  峰村 澄子  (1941－)    「風韻」－ヴァイオリンとピアノのための－  (1993)  [10']  [R-9401]     

MINEMURA  Sumiko      Fu-in  

 

  1205  仲俣 申喜男 (1932－2018)    幻想の鳥  [ca.17']      

NAKAMATA  Nobukio      Oiseau Chimerique  

 

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

NAKAMURA  Shigenobu      Parerga  

 

 7311  中村 太郎  (1911－2002)   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)                                         Sold out 

 

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

OKADA  Shodai          Sonata per violino e pianoforte                    

  

  8810  岡坂 慶紀  (1940－2017)   ヴァイオリンとピアノの為の「モノディ」 (1987) [10'27"]        

OKASAKA  Keiki         Monody  

 

  1206  奥 慶一   (1955－)    「シレノ」      

OKU  Keiichi          Sileno - Sonata per violin e pianoforte  

 

  1408  鈴木 英明  (1938－)     3つの詩－ヴァイオリンとピアノのための [ca.15']      

SUZUKI  Hideaki        Three poems  

 

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

TAKASHIMA  Midori       Statue  

 

9111  玉木 宏樹  (1943－2012)   ヴァイオリンとピアノのための三つの恋唄 (1990)  [9']       

TAMAKI  Hiroki         Three characteristic love songs 

  

  0515  寺内 園生  (1959－)     Passion [10'40"]       

TERAUCHI  Sonoh   

 

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

TSUKAMOTO  Yasuhiko      Violin sonata No.1～Continuum～   

 

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

YAMASHITA  Koji        Violin sonata  

 

 



 

0811  山内 雅弘  (1960－)     アリア－ヴァイオリンとピアノのための (2008) [ca.14']       

YAMAUCHI  Masahiro      Aria for violin and piano  

 

☆8705  安良岡 章夫 (1958－)     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                                 Sold out 

 

 0716  安良岡 章夫 (1958－)     アリア・スコンポスタ～ヴァイオリンとピアノのための [12']      

YASURAOKA  Akio        Aria scomposta per violino e pianoforte   

 

  

 

 

 

Viola + Piano  

 

☆9401  浅香 満   (1958－)     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 

 

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

ENDO  Tetsuji         Whiaper of the wind   

 

7708  平野 淳一  (1947－)     ヴィオラとピアノのための「ディスタンス」 (1974)  [ca.14']     

HIRANO  Jun-ichi       "Distance"  

 

☆9910  小林 新   (1929－2009)   ヴィオラとピアノのためのディアローグ  [15']  [R-2001]   

KOBAYASHI  Arata       Dialogue for Viola and Piano   

 

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

OKASAKA  Keiki        "Dialogue"  

 

 0018  四反田 素幸 (1952－)     追憶－ヴィオラとピアノのための [13']     

SHITANDA  Motoyuki      Retrospection for Viola and Piano   

 

  

 

 

Violincello + Piano  

 

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

AKITA  Kazuhisa         "Fusion"  

 

☆9404  後藤 丹   (1953－)     夏の歌  (1992)  [ca.8']  [R-9501]   

GOTO  Makoto          Song of summer   

 

☆9508  原谷 宏 (1945－1996)   チェロとピアノの為の三つの掌篇 [14'30"]  [R-9601]   

HARAYA  Hiroshi         Three short pieces for violoncello and piano   

 

☆8616  和泉 耕二  (1947－)     エピタッフィオ  (1983)  [ca.7']  [R-8701]   

IZUMI  Koji           Epitaffio  

 

8104  貴島 清彦  (1917－1998)   セロとピアノのためのソナタ  (1980)  [ca.18']     

KIJIMA  Kiyohiko        Sonata for violoncello and piano   



 

  

9305  貴島 清彦  (1917－1998)   チェロとピアノのためのソナタ第二番 (1992)  [18']     

KIJIMA  Kiyohiko        Sonata for cello and Piano No.2   

 

 1802  菊池 幸夫  (1964－)      歎月抄～独奏チェロとピアノのための～ (2011)  [12'] 

          KIKUCHI  Yukio                 Tangetsu-sho  

 

  0308  清川 愼一  (1945－2009)   チェロとピアノの為の三章  [24']     

KIYOKAWA  Shin-ichi      Three Chapters for Cello and Piano  

  

  0905  清川 愼一  (1945－2009)   チェロソナタ「若き日に」 [26']    

KIYOKAWA  Shin-ichi      Cello sonata "My younger days"  

  

☆8220  小林 新   (1929－2009)   チェロとピアノのためのソナタ  (1978)  [19'30"]  [R-8301]   

KOBAYASHI  Arata        Sonate for violoncello et piano  

  

  7714  黒髪 芳光  (1933－2002)   チェロのための変奏曲 (1977)     

KUROKAMI  Yoshimitsu     Variation for cello   

 

9706  草野 次郎  (1955－)     チェロとピアノの為の「コントラスツ」 [10']     

KUSANO  Jiro          "Contrasts"  

 

9311  南 聡    (1955－)     月の自叙伝 No.２０ (1990)  [17']     

MINAMI  Satoshi        The Autobiography for Moon op.20   

 

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

OGIHARA  Toshitsugu      Duet for violoncello and piano      Sold out 

 

9321  田中 聰   (1956－)    「レダランス」－チェロとピアノのための－  (1988)  [9']     

TANAKA  Satoshi        "Redolence"  

 

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

TERAHARA  Nobuo       Poem  

 

 

 

  

 

Doublebass + Piano  

 

☆0212  水野 みか子 (1958－)     ・・・との共存 [6'40"]  [R-2003]   

MIZUNO  Mikako         Koexistenz mit...   

 

 

 

 

 

Flute + Piano 

 

8610   千秋 次郎  (1934－)      フルートとピアノのためのソナチネ第 2番「草のいのちに」 (1986) [ca.12']  絶版   

CENSHU  Jiro          Sonatine No.2 "In the soul of grasses"                     Sold out 

 



 9506    浜中 守俊  (1960－)      フルートとピアノのための「晩秋」 [3']       

HAMANAKA  Moritoshi      "Ban-shu"  

 

 9805  飯沼 信義  (1938－)      フルートとピアノのための 3つの小品 [12']    絶版   

IINUMA  Nobuyoshi             3 Pieces for flute and piano          Sold out  

 

  7908  石原 忠興  (1940－)      フルートとピアノの為の音楽 ’69 (1969)         

ISHIHARA  Tadaoki             Musica per flauto e pianoforte '69   

 

☆9510    金田  成就    (1942－2019)    リブ フルートとピアノのために [R-9601]          絶版 

KANEDA  Shigenari             Live                          Sold out 

 

 0507    清川  愼一    (1945－2009)      コンチェルティーノ フルートとピアノの為の [12']       

KIYOKAWA  Shin-ichi           Concertino for Flute and Piano  

  

  1504    草野 次郎  (1955－)     フルートとピアノの為の ”オーロラ”  [ca.15] 

     KUSANO  Jiro                  Aurora 

 

9517  中田 喜直  (1923－2000)    フルートとピアノのための日本の秋の歌 (1993) [8']       

NAKADA  Yoshinao             Japanese autumn song   

 

9609    中川  統雄    (1969－)          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  

  

☆0417     二宮 毅     (1972－)     寂光の庭園から―フルートとピアノのために― [8']  [R-2005]   絶版  

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

  

  7009     志田  笙子   (1942－)     フルートとピアノのためのソナタ「茶摘み唄による」 (1962)       

SHIDA  Shoko          Sonata for flute and piano based on Japanese Tea-Picker's song  

 

 9222   四反田  素幸 (1952－)     「パストラル」－フルートとピアノのための－(1992) [11'30"]       

SHITANDA  Motoyuki         "Pastoral"  

 

☆9920     鈴木 聡     (1941－)          フルートとピアノのための吽 [8'30"]  [R-2000]     

SUZUKI  Satoshi              "Un" ～for flute and piano   

 

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

TSUBONO  Katsuhiro      "festival of the Fox King"                    

 

  7711   鵜﨑 庚一  (1935－)      フルートとピアノのためのソナチネ (1966) [ca.10']       

UZAKI  Koichi          Sonatine pour flute et piano   

 

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

YAGISHITA  Shigeru       Flute Sonata   

 

8816   吉崎 清富  (1940－)     「カバラの王国」－フルートとピアノのために (1987) [ca.10']       

YOSHIZAKI  Kiyotomi      "The Realm of Cabala"   

   

 

  

 

 

 



 

 

Oboe + Piano 

 

☆9101  近藤 春恵  (1957－)      オーボエとピアノの為の詩曲 (1989) [17']  [R-9201]   

KONDOH  Harue          Poema  

 

☆9220  大政 直人  (1954－)     「ラヴ ソング」－オーボエとピアノのための－ [10']  [R-9301]     絶版 

OHMASA  Naoto          "Love Song"                             Sold out 

 

☆0319  山下 耕司  (1952－)      オーボエとピアノのためのソナタ [9'10"]  [R-2004]   

YAMASHITA  Kohji       Sonata for Oboe and Piano   

 

  1607  八木下 茂  (1951－)     オーボエ ソナチネ [9'] 

          YAGISHITA  Shigeru            Sonatine for Oboe and Piano 

 

 

 

  

 

Clarinet + Piano  

 

8215  安彦 善博   (1951－)      クラリネットソナタ (1982) [9']            絶版 

ABIKO  Yoshihiro         Sonata for clarinet and piano             Sold out 

 

 9601    福田 陽   (1956－)      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   

 

9908   門脇 治      (1964－)      前奏曲と無窮動 [6'30"]     

KADOWAKI  Osamu            Prelude & Perpetuo   

 

☆0707    金丸  めぐみ  (1963－)      堕天－ルシファーへの三つの心象－ [10']  [R-2009]  

KANAMARU  Megumi          Three Images of Lucifer   

 

☆1601  木下 大輔  (1966－)     晴れた日の記憶－クラリネットとピアノのための－ [9'30"] [R-2018] 

     KINOSHITA  Daisuke           Memoires des jours ensoleilles 

 

☆0008   小櫻 秀爾  (1938－)          クラリネットとピアノのための群生海 [12'50"]  [R-2007]  

KOZAKURA  Shuji              Gunjokai for clarinet and piano   

 

☆9913  草野 次郎  (1955－)      クラリネットとピアノの為の「融合」 [ca.12']  [R-2001]    絶版 

KUSANO  Jiro            "Fusion" for Clarinet and Piano                Sold out 

 

☆8801  松尾 祐孝   (1959－)     クラリネットとピアノの為の「錯乱」 (1987) [9']  [R-8801]   

MATSUO  Masataka       "Distraction"  

 

9417   岡島  雅興  (1945－)     「夢の夢」－クラリネットとピアノのために－ [11'30"]     

OKAJIMA  Masaoki       Dream in dream   

 

☆8805   伴谷 晃二  (1947－)     「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]   

TOMOTANI  Koji          "Cosmic Landscape"   

  

 



 

Bassoon + Piano  

 

☆9514  くりもと ようこ (1951－)    Unison (1994) [9']  [R-9601]   

KURIMOTO  Yoko   

 

☆0407  くりもと ようこ (1951－)    愛の歌  [10']  [R-2006]          絶版 

KURIMOTO  Yoko       Love Song                  Sold out 

 

  8707   戸田 邦雄  (1915－2003)   ファゴットとピアノのためのソナタ（古典ふう） (1966) [12']      絶版 

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

 

  

 

 

Horn + Piano 

 

1207  佐々木 良純 (1960－)      多芸な練習曲 第 2番 [ca.10']      

SASAKI  Ryojun         Versatile Etude No.2     

  

 

 

 

Trombone + Piano 

 

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

TSUKAMOTO  Kazumi      "Mirrors"  

 

 

  

 

Tuba + Piano 

 

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

ENDOH  Masao         "Sculptured tradition"            Sold out 

 

0002   本間 雅夫  (1930－2008)   交錯 II～チューバとピアノのための～ [8']     

HOMMA  Masao         Intersection Ⅱ for Tuba and Piano   

 

 

  

 

Saxophone + Piano  

 

9902  別宮 貞雄  (1922－2012)   「街の歌」（アルトサキソフォンとピアノのための組曲） (1981) [ca.20']    絶版 

BEKKU  Sadao          "Chants de la ville" Suite pour Alto Saxophone et Piano          Sold out 

 

 9208  金子 晋一  (1937－)      最後の一葉 [8'12"]     

KANEKO  Shin-ichi         The Last Leaf for Allto-saxophone & Piano   

 

☆9320  武野 晴久  (1951－)      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 Aolto Saxophone and Piano   

 



Mandolin + Piano  

 

☆0408  小櫻 秀爾  (1938－)      マンドリンとピアノのための煩悩林  [14'12"]  [R-2008]   

KOZAKURA  Schuji       Bonno-rin for mandolin and piano   

 

 

 

 

Marimba + Piano 

 

8406  千秋 次郎  (1934－)      マリンバとピアノのためのソナタ (1983) [11'30"]    絶版 

Censhu  Jiro           Sonata for marimba and piano            Sold out 

 

  9204   本間 雅夫  (1930－2008)  「交錯」－ピアノとマリンバのための－ (1992) [8']     

HOMMA  Masao                "Intersection"  

 

☆0604  出田 敬三  （1955－）     マリンバとピアノのためのノスタルジア [14'30"]  [R-2008]  

IDETA  Keizo           "Nostalgia" for Marimba and Piano   

 

 8516  金田 潮兒  (1948－)      セレクション II (1983) [12']    絶版 

KANETA  Choji          Selection Ⅱ            Sold out 

 

 

 

 

 

Vocal + Piano  

 

☆9901  安藤 由布樹 (1961－)      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 ou 加藤 

 

9801  朝岡 真木子 (1956－)      歌曲集紅芙蓉 / Sop Pf     

ASAOKA  Makiko          A collection of songs "Beni-Fuyo" / Sop Pf  

 

☆0102  後藤 丹   (1953－)      新川和江の詩による三つの歌曲 / Sop Pf  [11'30"]  [R-2002]   

GOTO  Makoto         Theree songs based on the poems by Kazue Shinkawa / Sop Pf   

 

0702  後藤 丹   (1953－)     連作歌曲「この世界のぜんぶ」[ca.12'] / Ten ( or Sop) Pf     

GOTO  Makoto         Everything in this world four songs based on the poems by Natsuki Ikezawa 

 / Ten ( or Sop) Pf  

  

7303  林 梓    (1936－)     組歌曲「薬師寺東塔」 / Mez Pf      

HAYASHI  Azusa         Song cycle "Yakushiji azuma-to" / Mez Pf   

 

☆7505  飯田 隆   (1930－2008)    歌曲集「蛙」草野心平 詩  [R-8301]       

IIDA  Takashi                   The frog                                

 

9304  石桁 冬樹  (1951－)      歌曲「花の幻」[25'] / Sop Pf      

ISHIKETA  Fuyuki       Song "Hanano maboroshi" / Sop Pf   

 

☆0503    和泉 耕二  (1947－)      芭蕉の俳句による「諷詠三趣」－歌とピアノのための－ / Sop Pf  [9'25"]  [R-2006]  

IZUMI  Koji           Fuuei Sanshu by Basyo's Haikus / Sop Pf  

 



7103  鏑木 貢   (1926－1988)   高原断章 / Sop Pf  (1969)     

KABURAGI  Mitsugu      Highlands fragments / Sop Pf  

 

7203  鏑木 貢   (1926－1988)    歌曲集「海の詩」 / Sop Pf              絶版 

KABURAGI  Mitsugu       A song cycle "Poems of the sea" / Sop Pf  Sold out 

 

☆1001  金丸 めぐみ (1963－)      「山村暮鳥の三つの詩」 Ⅰ・青空に Ⅱ・曼荼羅 Ⅲ・いのり (2009)  [10'52"]   

KANAMARU  Megumi             / Sop Pf  [R-2011]  

                         "Three poems by Bocho Yamamura" Ⅰ・In the blue sky Ⅱ・Mandala Ⅲ・Prayer 

 / Sop Pf   

 

  7304  柏木 俊夫  (1912－1994)    那珂秀穂 訳詩 中国歴朝 閨秀詩抄(1944) / Sop Pf    絶版 

KASHIWAGI  Toshio       Selected poems of Chinese poetesses / Sop Pf           Sold out 

 

☆7906  香月 修   (1948－)      三好達治による三つの歌  (1974)  [14'41"]  [R-8002]       絶版 

KATSUKI  Osamu        Three poems from Tatsuji Miyoshi                Sold out 

 

☆1302  木下 大輔  (1966－)      三つの女の歌 / F-vo Pf [20']  ［R-2014］  

KINOSHITA  Daisuke       Trois melodies feminines / F-vo Pf  

 

1302  桐山 紘一  (1941－)      歌曲 歎異抄 詩 唯円  (2017)  [18']   

KIRIYAMA Koichi           TANNI SHO   

 

☆0205  小林 聡   (1960－)      春の歌 / Sop Pf  (1993)  [8'20"]  [R-2003]   

KOBAYASHI  Akira        Songs of spring / Sop Pf   

 

 7113  小松 清   (1900－1975)    仏訳短歌九首 / Sop Pf        絶版 

KOMATSU  Kiyoshi        Neuf Tankas / Sop Pf        Sold out 

 

7012  小森 昭宏  (1931－2016)    一日の物語（イ) (ロ）/ Sop Pf  (1958)  [3']     

KOMORI  Akihiro        Stories of a day (a) (b) / Sop Pf   

 

☆9704  近藤 春恵  (1957－)     モノ・ドラマ「居酒屋お伽噺－道行き」 / Bar (or Mez) Pf  [21']  [R-9801]   絶版 

KONDOH  Harue        Monodorama "Gemeunsamer Weg" / Bar (or Mez) Pf             Sold out 

 

 0406  近藤 春恵  (1957－)     モノ・ドラマ「居酒屋お伽噺―蝉酒」 / Mez (or Bar) Pf [9']     

KONDOH  Harue        Monodorama "Izakaya otogi-banashi-semizake" / Mez (or Bar) Pf 

  

  0807  近藤 春恵  (1957－)      三つの歌曲－饒正太郎の詩による / Sop pf     

KONDOH  Harue         Three Poems by Shotaro Gyo / Sop pf   

 

☆7106  熊木 衛   (1935－)      歌曲集「八木重吉詩集より」 / Sop Pf  (1971)  [R-8602]   

KUMAKI  Mamoru        Songs from poem of Jyukichi Yagi / Sop pf   

 

 7003  草川 啓   (1919－1997)   ひとりの街で / Mez Pf (1968)     

KUSAKAWA  Kei               Alone on the street / Mez Pf  

 

8108  増本 伎共子 (1937－)     中世風の三つの歌 (1980) [12'] / No.1,2 = Sop Perc No.3=Sop Pf     

MASSUMOTO  Kikuko         Three songs from medieval Japan / No.1,2=Sop Perc  No.3=Sop Pf  

 

  1405  前田 佳代子           老婆－メゾソプラノとピアノの為の [6'30"]      

MAEDA  Kayoko         "Grandma" for mezzo-soprano and piano  

 



 0109  松岡 みち子 (1953－)     ソプラノのための５つのうた「秋が触っていったから」 / Sop Pf  [14'30"]     

MATSUOKA  Michiko      Five songs for soprano "Touched by the autumn" / Sop Pf   

 

  1106  宮原 節子  (1946－)     「何処かで…」歌とピアノの為の四つの詩 (2010) [5'30"]    

MIYAHARA  Setsuko             Dokokade... 4 Poems for Voice and Piano  

 

 0110  溝上 日出夫 (1936－2002)   歌曲集「いつも開いている劇場」より / Sop Pf [17']      

MIZOKAMI  Hideo        Da "Sempre aperto teatro" / Sop Pf   

 

 7807  森垣 桂一  (1953－)     ソプラノとピアノのための「牡丹」 (1977) [ca.10']     

MORIGAKI  Keiichi        "La pivoine" pour soprano et piano   

 

 7406  村井 嗣兒  (1934－1994)   三つの抒情詩     

MURAI  Tsuguji         Three lyric poems  

  

 9916  中西 覚   (1934－)     歌曲 四丁目の「まさ」 [14']     

NAKANISHI  Satoru       Ballad for Masa in 4 cho-me   

 

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

NAKADA  Yoshinao       Elegant songs to confess love / Alt Pf          

 

☆9316  二宮 玲子  (1959－)     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        Sold out 

  

0213  二宮 玲子  (1959－)     春に酔う「ペルシヤ古典詩」より / Sop Pf [16'10"]     

NINOMIYA  Reiko        Fascinated in spring from classical Persian poems / Sop Pf  

 

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

OGURI  Katsuhiro        Tameiki  

 

☆0911  小栗 克裕  (1962－)     歌曲「報告」[8'50"]  [R-2010]  

OGURI  Katsuhiro       "Report" for voice and piano   

 

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

OHNAKA  Megumi         Mystery of love / Sop Pf               Sold out 

 

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

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

 

 9919  岡本 正美  (1932－2003)    軽井沢の四季 / Sop Pf [7']     

OKAMOTO  Masami       Four seasons in Karuizawa / Sop Pf  

 

☆9712  岡坂 慶紀  (1940－2017)   吉原幸子 詩「幼年連祷」による歌曲 (1976) [14'] / Sop Pf  [R-9801]    絶版 

OKASAKA  Keiki         Lieder on the poem "Infant litany" / Sop Pf               Sold out 

 

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

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

  

 9521  大熊 崇子  (1961－)     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   

 

 

 



  0713  大谷 千正  (1956－)     白い手紙[10'03"] / Alt Pf     

OTANI  Sensho          White letter / Alt Pf   

 

☆1303  大谷 千正  (1956－)     ソプラノのための 2つのアリア [7'56"]  [R-2013]   

OTANI  Sensho          2 Arias for Soprano  

 

☆1505  大谷 千正  (1956－)     男声のための 3つのアリア [4'38"]  [R-2015]   

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

 

☆1705  大谷 千正  (1956－)     ソプラノのための 3つのアリア [7'47"]  [R-2017]   

OTANI  Sensho          3 Arias for Soprano / Sop Pf 

 

 9811  齊藤 武   (1958－)     歌曲集「悩みはイバラのようにふりそそぐ」 / Sop Pf  [13'20"]     

SAITOH  Takeshi       A collection of song from "Troubles rain down like thorns" / Sop Pf 

  

 7801  塩見 允枝子 (1938－)     鳥の辞典 / Sop Pf Tape (1978) [25']     

SHIOMI  Mieko        Bird dictionary / Sop Pf Tape  

 

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

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

 

0914  高橋 正道  (1940－)     初恋～若菜集より～    

TAKAHASHI  Shodo      Hatsukoi / First love ～from "Wakanashu"～ [8'20"]   

 

 9108  田中 聰   (1956－)      円盤の五月 / Sop Pf (1989) [9']     

TANAKA  Satoshi       Enban no gogatsu (May of discus) / Sop Pf  

  

 8008  戸田 邦雄  (1915－2003)    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']    

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

from the opera "Story of city Kyara" actⅡ  

  

 8322  戸田 邦雄  (1915－2003)   「琵琶行」ソプラノとピアノのための協奏的譚詩曲 (1982) [25'] / Sop Pf      

TODA  Kunio          "Canto da liuto" Ballata concertanta / Sop Pf  

  

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

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

 

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

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

 

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

YAMAGISHI  Tohru        Two Songs   

 

 

 

  

Shinobue + Piano 

 

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

ARIMA  Reiko         Rusen  

 

 

 



Shakuhachi + Piano  

 

1305  伴谷 晃二  (1947－)      〈ヒロシマの詩Ⅳ〉尺八とピアノのために [15']     

TOMOTANI  Koji          The Poems of HIROSHIMA Ⅳ   

 

☆1701  和泉 耕二  (1947－)     「ふるるふえたけ」～尺八（一尺八寸）とピアノのための～ [ca.17'] [2018] 

     IZUMI  Koji                      FURURUFUETAKE for Shakuhachi & Piano  

 

 

 

 

Koto + Piano  

 

 9309  増本 伎共子 (1937－)     影 [11'28"]     

MASSUMOTO  Kikuko      Reflections  

 

 

 

  

 

Violin + Violincello  + Piano  

 

8515  服部 公一  (1933－)     古 新羅人 讃 (1985) [ca.8']      

HATTORI  Koichi        Homage to old "Silla-in"   

 

9006  貴島 清彦  (1917－1998)    三重奏曲 ヴァイオリン、チェロとピアノのための (1990)  [22']      

KIJIMA  Kiyohiko         Trio for violin, cello and piano   

 

☆9807  小島 有利子 (1962－)      エクラ・デュ・ソワール (1977) [7']  [R-2002]    

KOJIMA Hase  Yuriko       Eclat du soir   

 

1807  小森 俊明  (1972－)      ピアノ三重奏曲「希望の時代」 (2014)  [12']      

KOMORI  Toshiaki        Piano Trio “The Age of Hope”   

 

0107  久木山 直  (1958－)      リーフ [11'03"]      

KUKIYAMA  Naoshi         Leaf  

 

☆9710  中西 覚   (1934－)      ピアノ三重奏のための序・破・急 (1991) [11'30"]  [R-2001]    

NAKANISHI  Satoru        Jo Ha Kyu  

  

  1912  大政 直人  (1954－)      クール ジュエル [10'15"]      

OHMASA  Naoto           Cool Jewel   

 

 0317  鈴木 朝子  (1966－)      アリス [10'17"]      

SUZUKI  Asako           Alice's adventures in nonsenseland   

  

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

UCHIDA  Masato           ThravsmaⅢ            Sold out  

 

☆1007  山下 耕司  (1952－)      「かすかな憧憬」ヴァイオリン、チェロ、ピアノのために (2009)  [11']  [R-2011]    

YAMASHITA  Koji          A gleam of longing   

 

  



Violincello + Flute + Piano 

 

0512  峰村 澄子  (1941－)     フルート、チェロ、ピアノのための三重奏曲 第 4 番 [19'47"]       

MINEMURA  Sumiko      Trio No.4   

 

 9416  岡田 昌大  (1929－)     チェロ、フルート、ピアノのための「声明撰抄」[8'30"]      

OKADA  Shodai         Shomyo sensho   

 

 

 

 

2 Flutes + Piano 

 

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

TAMARU  Sawako        Undulation  

 

 

 

 

Flute + Violin + Piano 

 

7912  安彦 善博  (1951－)     「風韻」－フルート、ヴァイオリン、ピアノの為の－ (1978) [13']      

ABIKO  Yoshihiro         Fuh-in  

 

☆9602  堀越 隆一  (1949－)      ウインドスケイプ (1978) [11'41"]  [R-9901]    

HORIKOSHI  Ryuichi       Windscape  

 

☆8802  南 聡    (1955－)      歓ばしき知識の花園 II (Op.15-3) (1987) [ca.6']      

MINAMI  Satoshi         The garden of joyful intellectionⅡ (op.15-3) 

   

7302  荻原 利次  (1910－1992)    フルート、ヴァイオリン、ピアノの為の協奏曲 (1960)      

OGIHARA  Toshitsugu      Concerto for flute, violin and piano  

   

0112  岡田 昌大  (1929－)      フルート、ヴァイオリン、ピアノのための「幻想曲」[14'55"]      

OKADA  Shodai         Fantasia  

 

☆8704  柳田 孝義  (1948－)      黄昏に見たものは… (1987) [12']  [R-9201]    

YANAGIDA  Takayoshi      Seen in the twilight...   

  

 

 

 

Flute + Clarinet + Piano 

 

☆8312   浅川 春男  (1942－)       アルヴィカ・トゥリオ (1973) [7'30"]  [R-8602]   絶版 

ASAKAWA  Haruo         Arvica trio                    Sold out 

 

  

 

 

 

 

 



Flute + Piano + Percussion 

 

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

NAKAMATA  Nobukio       Oiseau triste         Sold ou 

 

 

 

 

Clarinet + Violincello + Piano  

 

☆9408  金田 成就  (1942－2019)    リブ III（クラリネット、チェロとピアノのための）[12']  [R-9501]    

KANEDA  Shigenari        LiveⅢ  

 

 9914  峰村 澄子  (1941－)      クラリネット、チェロ、ピアノの為の三重奏曲 (1999) [15'40"]      

MINEMURA  Sumiko       Trio for Clarinet, Cello and Piano   

 

  

 

 

Clarinet + Viola + Piano 

 

9502  浅香 満   (1958－)      クラリネット・ヴィオラ・ピアノのための三重奏曲 [17']      絶版  

ASAKA  Mitsuru         Trio for clarinet, viola and piano                 Sold out 

   

9412  小西 奈雅子 (1945－)      白の彼方へ [9'50"]                      絶版 

KONISHI  Nagako          Away the white              Sold out 

 

 

  

 

Clarinet + Piano + 1 Percussionist 

 

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

NIIKURA  Ken           Gong ekasama budaya   

  

 

 

 

Oboe + Clarinet + Piano  

 

☆9814  津田 元   (1962－)      「そして、秋色の陽が燦めき・・・」 [10']  [R-9901]          絶版 

TSUDA  Hajime         And now autumnal sunlight glitters brilliantly...            Sold out 

 

 

 

 

Trumpet + Piano + Percussion  

 

9509  本間 雅夫  (1930－2008)   ジャンクション II －３奏者のための－ (1988) [11']      

HONMA  Masao          JunctionⅡ for 3 players   

 

 

 



 

Marimba + Vibraphone + Piano  

 

9013  山内 雅弘  (1960－)      風の迷宮 (1989) [ca.10']          絶版 

YAMAUCHI  Masahiro       Labyrinth of the wind           Sold out 

 

 

 

Marimba + Percussion + Piano  

 

1301  今井 重幸  (1929－2014)    マリンバ・打楽器とピアノの為の「狂想的変容第二番」[6'30”]      

IMAI  Shigueyuki         "Metamorfosi Rapsodiana" No.2   

 

 

 

Soprano + Soprano or Mezzo-soprano + Piano  

 

9708  宮原 節子  (1946－)       女声二重唱とピアノの為の「五つの季誘」[10']      

MIYAHARA  Setsuko        Five seasonal temptations   

 

 

 

Soprano + Mezzo-soprano + Piano 

  

1303  岡田 正昭  (1949－)      薔薇の嘆き（作 岩原陽子）  

OKADA  Masaaki         室内オペラ～ソプラノ、メゾソプラノとピアノのための [15']      

                 Sadness of Roses (Libretto by Yoko IWAHARA) Chamber opera  

 

 

 

Soprano + Bass + Piano  

 

0418  大谷 千正  (1956－)      歎異抄 [15'31"]      

OTANI  Sensho                  A record in lament of divergences   

 

 

 

Soprano + Piano + Doublebass  

 

0218  武田 モトキ (1974－)      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   

 

 

 

Soprano + Flute + Piano  

 

0214  岡島 雅興  (1945－)      草月夜のことば [8'40"]      

OKAJIMA  Masaoki        Poem of the grasses in a moonlit night   

 

 

 

 

 



Soprano + Clarinet + Piano  

 

0712  二宮 毅   (1972－)      孤影 [10']      

NINOMIYA  Tsuyoshi        Solitary shadow   

 

 

 

Soprano + Oboe d'amore + Piano  

 

8304  伴谷 晃二  (1947－)      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  

 

 

 

  

Soprano + Marimba + Piano  

 

9310  三木 稔   (1930－2011)    「相聞 III」 (1988) [15'30"]      

MIKI  Minoru           SohmonⅢ  

 

  

 

 

Mezzo-soprano + Violoncello + Piano  

 

8508  村雲 あや子 (1949－)     「プロジェクション」－メゾソプラノ、チェロ、ピアノのための－ (1984) [11']      

MURAKUMO  Ayako        Projection  

 

  

 

 

Female-voice + Piano + Percussion  

 

8102  佐藤 聰明  (1947－)      宇宙は光に満ちている (1980) [14']             絶版 

SATOH  Somei           The heavenly spheres are Illuminated by lights      Sold out 

 

 

 

 

Voice + Violin + Piano  

 

0103  日野原 秀彦 (1964－)      コンモス「アンティゴネー」よりの一情景 [10'20"]      

HINOHARA  Hidehiko       Commos - Una scena da "Antigone" 

 

 

 

 

Shakuhachi + Piano + Percussion  

 

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

OZAKI  Toshiyuki          Dialog  

 

 



 

Baritone + Piano + Biwa  

 

9103  宗像 和  (1928－2016)     ひとりオペラ「あゝお金」－日本の民謡より― [15’] 

    MUNAKATA  Kazu               Mono Opera “Ah Money” based on a Japanese folk story 

 

 

 

Piano +Flute (Alt-fl) + Violoncello + Percussion  

 

9307  金光 威和雄 (1933－)     「竝」－4人の奏者による協奏的独奏－ [17']      

KONKOH  Iwao          Hei - Soli concertato for 4 players -   

 

 

 

Piano Quartet  

 

9116  池田 哲美  (1958－)     「クレ・デ・シャン」(1990) [13']      

IKEDA  Tetsumi          Cle des champs   

   

0804  香月 修   (1948－)     「詩曲Ⅲ」 ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・ピアノのための (2006)  [17'30"]       

KATSUKI  Osamu         Poem Ⅲ   

 

 

 

Violin + Violoncello + Marimba + Piano  

 

8306  村尾 幸映  (1945－)      8282 弦楽器とマリンバ、ピアノのために (1982)  [12'～17']      

MURAO  Sachie          8282 Fur Streichinetrumente, Marimba und Klavier   

 

 

 

Violin + Guitar + Flute + Piano  

 

9002  南 聡    (1955－)     二つの間奏曲 (1989) [ca.17']      

MINAMI  Satoshi         2 Intermezzi   

 

  

 

Doublebass + Piano + Harp + Percussion  

 

☆8003  菅野 由弘  (1953－)      「ストラトスフェ－ル」 

KANNO  Yoshihiro         －コントラバス、ピアノ、ハープ、打楽器の為の－ (1978) [20'11"]  [R-8201]    

                Stratosphere  

 

 

 

String + Marimba + Piano + Wadaiko  

 

7005  杉浦 正嘉  (1921－2011)    弦・マリンバ・ピアノ・和太鼓によるマヌシャ・マールガ (1970) [15']   絶版  

SUGIURA  Masayoshi       Manusa marga                                                     Sold out   

 

 



 

Clarinet + Violin +Percussion + Piano with a pair of wooden boards  

 

 0108  松永 通温  (1927－)      時の静寂の中で [13'50"]      

MATSUNAGA  Michiharu     In the silence of time   

 

 

 

Clarinet + Bassoon + Violin + Piano  

 

8511  村尾 幸映  (1945－)      8084 木管楽器と弦楽器、ピアノのための四重奏 (1984) [8'～12']      

MURAO  Sachie          8084 Quartett fur Holzblasinstrumente, Streichinstrumente und Klavier   

 

  

 

Oboe + Horn + Violoncello + Piano  

 

☆9205  堀切 幹夫  (1953－)      ３つのロマンツェ [16']  [R-9301]   絶版 

HORIKIRI  Mikio         Three Romances           Sold out 

 

 

 

Soprano + Clarinet + Violoncello + Piano  

 

7402  荻原 利次  (1910－1992)   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      

OGIHARA  Toshitsugu      Six poems of Eiko Sadamatsu   

 

 

 

Soprano + Violin + Violoncello + Piano  

 

9616  安良岡 章夫 (1958－)      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"]      

YASURAOKA  Akio        Discantus  

 

 

 

Femaile - voice + Piano + 2 Percussionists  

 

8212  下山 一二三 (1930－)      女声と打楽器とピアノのための「息」(1971) [9'30"～10']       絶版 

SHIMOYAMA  Hifumi       Breath                            Sold out 

 

 

 

Piano Quintet  

 

9301  安彦 善博  (1951－)     影の幻影 (1992) [13']      

ABIKO  Yoshihiro         Illusion  

 

  0609  中村 透   (1946－2019)    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 -   

 

☆8807  鈴木 行一  (1954－2010)   ピアノ五重奏曲 (1987) [17'35"]  [R-8901]    

SUZUKI  Yukikazu       Quintet for piano, two violins, viola and violoncello   



 

Flute + Clarinet + Violin + Violoncello + Piano  

 

0306  堀越 隆一  (1949－)      石の年代記写本 [36']      

HORIKOSHI  Ryuichi            The stone chronicle codex   

 

 

 

 

Clarinet + Violin + Violoncello + Vibraphone + Piano  

 

0315  清水 健太郎 (1973－)     「輪華」クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ヴィブラフォン、ピアノのための [10']      

SHIMIZU  Kentaro        Ringe  

 

 

 

 

Clarinet + Horn + Piano + 2 Percussionists  

 

☆8012  安彦 善博  (1951－)       層応 (1979) [15']  [R-8101]    

ABIKO  Yoshihiro        Soh-oh  

 

 

 

 

Mezzo-soprano + Flute (Alto-flute) + Violin + Harp + Piano  

 

8109  壁 真理子  (1950－)      月をあさる花 （1980）[11']       

KABE  Mariko           The flower's longing for the moon   

 

 

 

 

4 Vocals + Piano  

 

☆0602  安藤 由布樹  (1961－)       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- 

ANDO  Yuki                        / Sop Alt Ten Bas( or Mix-chor) Pf  [6']  [R-2007]    

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

  

 

 

Voice + Harp + Violin + Violoncello + Piano  

 

☆8607  南 聡    (1955－)     「歌の影より～追試される軌跡とそのｎ個の原風景」 (1985) [ca.20']  [R-8901]    

MINAMI  Satoshi         Uta no kage yori op.13   

 

 

 

 

Oboe + 2 Violins + Viola + Violoncello + Piano  

 

☆7704  北爪 やよひ (1945－)      ディープ・ブルー・スカイ (1977) [10'15"]  [R-8001]    

KITAZUME  Yayoi         Deep・blue・sky  



 

 

3 Marimbas + 2 Percussionists + Piano  

 

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

ODAIRA  Koichi         Presto ritomico Ⅱ   

 

 

 

 

Violin + Flute + Clarinet + Harp + Piano + 2 Percussions  

 

8914  阿部 亮太郎  (1962－)     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   

 

 

 

 

Flute + Oboe + Clarinet + Piano + Guitar + Percussionist + Violin + Violoncello   

 

0011  南 聡     (1955－)    「日本製 ロッシニョール」Op.29  (1994) [11'30"]         絶版 

MINAMI  Satoshi         "Le Rossignol" made in Japan for 8 instruments op.29       Sold out 

 


