
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。 

 

フルート FLUTE 

 

Flute solo 

 

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

  ETO  Keiko        Konzertstuck fur Flote       Sold out 

 

☆8320  早川 和子 (1944－)     「インシステンス II」－フルート・ソロのための－ (1982) [18'] [R-8302]  

  HAYAKAWA  Kazuko    InsistenceⅡ   

 

9406  市場 幸介 (1910－2002)  Solo－fluteのための３章(1994)[ca.6']  絶版 

  ICHIBA  Kohsuke   3 Pieces for solo-flute           Sold out 

 

☆8114  吉川 和夫 (1954－)     「プー・ティー・ウイッ」フルートのためのポストリュ－ド (1980) [10'] [R-8202]  

  KIKKAWA  Kazuo    "Poo-tee-weet" Postlude for flute    

 

8404  吉川 和夫  (1954－)   ソロ・フルートのためのプレリュード I・II(1979)[19']   

  KIKKAWA  Kazuo    Prelude Ⅰ・Ⅱ    

 

7811  小林 健一郎 (1930－)   フルート独奏のためのテンタティオ(1973)[12'30"]  絶版 

  KOBAYASHI  Ken-ichiro  Tentatio                  Sold out 

 

8811  増本 伎共子 (1937－)   フルート・ソロのための「乱声」(1984)[9'13"]   

  MASSUMOTO  Kikuko   Ranjoh   

 

0511  宮澤 明正 (1954－2015)  風の相―フルート独奏のために [8'26"]    

  MIYAZAWA  Akimasa    Phase of wind    

 

0415  仲俣 申喜男 (1932－2018)   ゼフィール [8'20"] 絶版  

  NAKAMATA  Nobukio    Zephyr  Sold out 

 

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

  OJIMI  Emma    Mistral  Sold out 

 

0615  佐々木 良純 (1960－)   フルートソロのための「断片連鎖Ⅱ」 [6'30"]    

  SASAKI  Ryojun    Imagination LinkageⅡ / Fl(with hanging metal rod)    

 

0017  清水 祥平 (1967－)   フルート・ソロの為の習作[ca.8']   

  SHIMIZU  Shohei    Study for flute solo    

 

8703  篠原 眞 (1931－)   ステレオ増幅されたバス・フルートのための「パッセージ」(1986) [ca.8'] 絶版  

  SHINOHARA  Makoto    "Passage" for stereo amplified bass flute           Sold out 

 

☆1005  田丸 彩和子 (1956－)   フルート独奏のためのストリーム (1987/2009 revised)  [7']  [R-2012]  

  TAMARU  Sawako    Stream   

 

 



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

  TANAKA  Terumichi    Bai   

 

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

  YASUMURA  Yoshihiro   Hakyoku                  Sold out 

 

 

 

2 or more Flutes  

 

8112  柳田 孝義 (1948－)     鏡－二本のフルートのための  絶版 

  YANAGIDA  Takayoshi   Mirrors / 2Fl           Sold out 

 

9701  青木 省三 (1951－)     「風の歌」IV（３本のフルートのための）[17'] 絶版  

  AOKI  Shozo         Song of Wind Ⅳ (For three flutes)   Sold out 

 

0603  藤原 嘉文 (1956－)     「舞」－３本のフルートのための [9']    

  FUJIWARA  Yoshibumi   Mai for Three Flutes    

 

1102  平井 京子 (1957－)   青海波 ３本のフルートのために  (2008)  [ca.11'] 絶版  

  HIRAI  Kyoko      Blue Ocean Waves (SEI-GAI-HA) / 3Fl      Sold out 

 

☆0106  喜納 政一郎 (1946－)     「樹映」－２本のフルートと２本のアルトフルートの為の－ [9'] [R-2003]  絶版 

  KINO  Seiichiro    The tree which reflects in the stream / 2Fl 2Alt-fl        Sold out 

 

1004  清水 慶彦 (1977－)   トリトリー (2009) [ca.8']   

  SHIMIZU  Yoshihiko    Tritoly for three flutes / 3Fl   

 

☆0614  酒井 治人 (1957－)   ニュイブランシュⅡ ４本のフルートのための [11']  [R-2008]   

  SAKAI  Haruhito    Nuit blanch Ⅱ / 4Fl    

 

8804  山内 雅弘 (1960－)   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    

 

☆9615  山下 耕司 (1952－)   フルートのための四重奏曲 [9'] [R-9801]     絶版 

  YAMASHITA  Koji    Quartet for flutes / 3Fl Alt-fl       Sold out 

 

0221  安良岡 章夫 (1958－)   ４本のフルートのためのメロディア (1993-1999改訂) [ca.13']   

  YASURAOKA  Akio    Melodia per 4 flauti (1993 -revised in 1999)    

 

☆7502  池辺 晋一郎 (1943－)     「フラッシュ！」４×３ フルート群のために (1972) [7'07"]  [R-8001]  全音より出版 

  IKEBE  Shin-ichiro    "Flash!" for the group of flutes in 4×3                   published by Zen-on 

JFC在庫なし・Sold out 

 

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

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

 

 

 

2 or more Piccolos 

 

☆9005   くりもと ようこ (1951－)      向う側  (1990) [10'45"]  [R-9201]    絶版 

KURIMOTO  Yoko        Over there / 6Picc           Sold out 



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"   



Flute + Guitar  

 

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

AKI  Tohru            Noon city suite                    Sold out 

 

 0708  小林 新    (1929－2009)      フルートと 10弦ギターのためのディアローグ [8'30"]     

KOBAYASHI  Arata             Dialogue for Flute and Guitar of ten chords   

 

 

 

Piccolo + Guitar  

 

0513  志田 笙子  (1943－)      合 [13']     

SHIDA  Shoko                  Goh  

 

 

 

Flute + Violin  

 

9921  山内 雅弘   (1960－)      螺旋の記憶－フルートとヴァイオリンのための [ca.13']     

YAMAUCHI  Masahiro          Memory of the Spiral for flute and violin   

   

 

 

Violin + Bass flute (Piccolo)  

 

1401  板本 勝百  (1950－2015)  「そに鳥の青き御衣」～ヴァイオリンとバス・フルート（ピッコロ）のための～ [11']     

ITAMOTO  Katsuto        Sonidori-no Aoki Mikesi  

 

 

 

Flute + Violoncello  

 

☆8614  早川 和子  (1944－)     「彷」－フルートとチェロのための－ (1955) [10'30"] [R-8802]      

HAYAKAWA  Kazuko      "Ho" (Fluctuation)                         

 

8412  稲垣 静一  (1935－2003)   フルートとチェロの為の「ドッペルフォン」(1980) [ca.9']           

INAGAKI  Sei-ichi               "Doppelphon"  

 

 

 

Flute + Cembalo  

 

8911  久留 智之  (1955－)      フルーティック・タック (1987)  [7'30"]        絶版 

HISATOME  Tomoyuki      Flutick・tack                    Sold out 

  

☆8910  宍戸 睦郎  (1929－2007)   フルートとチェンバロのための音楽  [12'20"]  [R-9001]   

SHISHIDO  Mutsuo            Music for Flute and Cembalo   

 

Flute + Koto  

 

8809  金田 潮兒  (1948－)      トゥランスフィギュラスィオン・II  (1988)  [16']       絶版 

KANETA  Choji          Transfiguration Ⅱ pour flute (Picc-fl) and 20-gen       Sold out 



Flute + Harp  

 

8315  小西 奈雅子 (1945－)      夜の歌  (1982)  [12'50"]     

KONISHI  Nagako        Misty poem / Alt-fl Hp  

  

☆9313  森 佳子   (1962－)      REVOLUTION I  [13'] [R-9401]   

MORI  Yoshiko   

 

 

 

Flute + Percussion  

 

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

NAKAMURA  Noriko           "Navi"                                Sold out 

 

 

 

Nokan + Flute  

 

 0016  志田 笙子  (1942－)     和責メ [14']     

SHIDA  Shoko          Fukura・seme  

 

 

 

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 + Piano + Percussion  

 

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

NAKAMATA  Nobukio       Oiseau triste        Sold out 

 

  

 

Flute + Violin + Percussion  

 

7403  稲垣 静一  (1935－2003)    フルート、ヴァイオリンと打楽器のためのカタリシス (1974)      絶版 

INAGAKI  Seiichi        Catalysis                            Sold out 

 

 

 

Violoncello + 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   

 

 

 

 

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 + Clarinet + Harp  

 

☆9810  森 佳子   (1962－)       睡蓮 [11']  [R-2001]    

MORI  Yoshiko          Water lilies   

 

  

 

Flute + Bassoon + Harp  

 

☆0705  今井 重幸  (1933－2014)     フリュート、ファゴットとハープの為の「青峰悠映」（序奏と田園） [9''55"]  [R-2009]    

IMAI  Shigueyuki         "Seihoh-yuuei"(Introduzione e danza pastrale) per flauto, fagotto ed arpa   

 

  

 

Flute + Koto + Marimba  

 

9705  甲田 潤   (1957－)      フルート・２５絃筝とマリンバのためのラプソディー [14'30"]      

KOUDA  Jun          Rapsodia per flauto grande, koto-25 corde e marimba   

 

 

 



Marimba + Flute + Doublebass  

 

9409  喜納 政一郎 (1946－)     「クロノーII」マリンバとフルート、コントラバスの為の[15'30"]     絶版 

KINO  Seiichiro           Chrono-Ⅱ                            Sold out 

 

 

 

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   

 

 

 

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 -   

 

 

 

Violin + Guitar + Flute + Piano  

 

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

MINAMI  Satoshi         2 Intermezzi   

 

 

 

Flute + Clarinet + Violoncello + Percussion  

 

8303  村雲 あや子 (1949－)     「リフレクション」－フルート、クラリネット、チェロ、打楽器のための－(1982) [15'30"]      

MURAKUMO  Ayako       Reflection  

 

 

 

2 Flutes + Guitar + Violoncello  

 

0601  秋 透    (1956－)      ウィンター・ソングス 2本のフルート、ギター、チェロのための [ca.16' ]       

AKI  Tohru            Winter songs   

 

 

 

Bass flute + Bass clarinet + Violin + Violoncello   

 

0104  稲垣 静一  (1935－2003)   木々の声 バスフルート、バスクラリネット、ヴァイオリン、チェロの為に [13'20"]      

INAGAKI  Seiichi         The voice of trees   

 

 

 

Flute + Trumpet + Marimba + Doublebass  

 

☆0307  出田 敬三  (1955－)      コントラスト [9']  [R-2004]     

IDETA  Keizo            Contrast  



Flute + Marimba + 2 Percussionists  

 

7506  花村 光浩  (1936－)      フルート、マリンバと 2人の打楽器奏者による「群」(1973)      

HANAMURA  Mitsuhiro      Gun  

 

 

 

Soprano + Flute + Viola + Harp  

 

0215  岡坂 慶紀  (1940－2017)   芭蕉の４つの俳句によるコンポジション [9'10"]      

OKASAKA  Keiki         Komposition nach 4 Haiku von Basho   

 

 

 

Wind Quintet  

 

8815  上元 敏弘  (1953－)     「待て 流れゆくものたちよ」木管五重奏 (1987) [16'30"]      

KAMIMOTO  Toshihiro      Wait, all the things passing away in the time / Fl Ob Cl Hrn Bn   

    

0505  川辺 真   (1949－)      日本のメロディーによる３つのエチュード [14']       

KAWABE  Shin          Three etudes from Japanese folk tunes   

   

0010  黒髪 芳光  (1933－2002)     木管５重奏のための「祝い歌」[13']      

KUROKAMI  Yoshimitsu      Celebrated song   

   

0909  永井 彰   (1931－)      木管五重奏 海の唄[22']      

NAGAI  Akira           For wood wind quintet  Song of the sea   

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

Flute + Clarinet + Doublebass + Marimba + Percussion  

 

☆8709  国枝 春恵  (1958－)     「エレヴァシオン II」－五人の奏者のための－ (1985) [10']  [R-8801]   絶版 

KUNIEDA  Harue        Elevation Ⅱ                            Sold out 

 

☆8708  鈴木 輝昭  (1958－)      「ソン・ストラクチュール」－五人の奏者のための－ (1985) [11'30"]  [R-8801]   絶版 

SUZUKI  Teruaki         Son structure                                Sold out 

 

9102  鈴木 輝昭  (1958－)     「スコリオン」－五人の奏者のための－ [11']        絶版 

SUZUKI  Teruaki         Skolion                       Sold out 

 

 

 

 



Flute + Oboe + Clarinet + Viola + Doublebass  

 

☆0902  遠藤 雅夫  (1947－)     「フリーズ！」五奏者のために [9']  [R-2012]     

ENDO  Masao           "Freeze!" for five players   

 

  

 

Marimba + Flute + Clarinet + Percussion + Doublebass  

 

7705  湯浅 譲二  (1929－)      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                                 Sold out 

 

  

 

Timpani + Flute + Clarinet + Marimba + Doublebass  

 

8413  菊地 雅春  (1938－)      ティンパニと四楽器のための「片耳の大鹿」(1978) [7']          絶版 

KIKUCHI  Masaharu        A big deer with an ear                        Sold out 

 

  

 

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   

 

 

 

Flute + Clarinet + Violin + Viola + Violoncello + Harp  

 

8908  大村 哲弥  (1951－2008)    Phantastisch Figuren II fur 6 Instrumente  [13'30"]      

OHMURA  Tetsuya   

 

 

 

Flute + Clarinet + Horn + Trombone + Violoncello + Percussion  

 

9215  宮城 純一  (1952－)      6人の奏者のための「パラマ－ヌ」 (1990) [ca.7']      

MIYAGI  Jun-ichi          Paramanu for six players   

 

Soprano + Tenor + Flute + Violin + Viola + Violoncello  

 

8411  原 嘉壽子  (1935－2014)   「誘蛾燈詠歌」(1966) [22']      

HARA  Kazuko            Yugato eika   

 

 

 

 

String Quartet + Flute + Oboe + Clarinet  

 

8313  藤田 耕平  (1945－2017)   七奏者のための「黙示」 (1982) [13']           

FUJITA  Kohei         Revelation                    

 



 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   

 

 

 

 

2 Violins + Flute + Clarinet + 2 Percussionists + Oboe + Doublebass  

 

☆8115  松本 日之春  (1945－)     航海 ２つのアンサンブルの為の (1980) [11']  [R-8201]    

MATSUMOTO  Hinoharu      "Voyage"  pour 2 groupes ensembles divises   

 

 

 

 

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 

 

 


