
LP_分類

1【A)ルネッサンス】 003) 16世紀聖
堂の響き ロジェーワグ ナー 015) O
Quam Gloriosum est Regnum
Victoria 057) 死者のための聖務曲
集 ビクトリア 087) 東方教会の受難
曲 シュベトーネ合 唱団 133) 法王
マルチェルスのミサ曲 パレスト リー
ナ 134) ポリフォーニーの黄金時代
エラート 版 136) マドリガルとレスポ
ンソリウム ジェス アルド 137) ミサ・
パンジェリニグワ ジョスカン・デ プレ
138) 無伴奏モテットの魅力 Fカイ
ヤール

2【B)バロック】 010) In Dulci Jublio
Ingeborg Hallstein 013) Monteverdi
Madrigals 025) ヴィヴァルディ、ヴァ
イオリン協奏曲 イ・ムジチ 026) ヴィ
バルディ「四季」 ミュンヒンガー 034)
カンタータ　BWV106，182 Ｊ．ユル
ゲ ンス 035) カンタータ　BWV142,
62 Heidelberger KammerChor 036)
ｶﾝﾀｰﾀ　BWV32, 39 Kurt Thomas
037) ｶﾝﾀｰﾀ　BWV4. 54. 59. Kurt
Thomas 038) カンタータ
BWV80,140 聖トマス教 会 048) クリ
スマス協奏曲集 イ・ムジチ 082) テ
レマン、組曲イ短調 パイヤール
083) テレマン、ハンブルクの潮の満
ち干 099) バッハ、組曲2，3番 リヒ
ター 100) バッハ、ゴールドベルク、
インヴェン ションとシンフォニア グレ
ン・グールド 101) バッハ、バイオリ
ン協奏曲1，2番 131) ヘンデル、合
奏協奏曲、6,9,10,12番 イ・ムジチ
132) ヘンデル、合奏協奏曲、作品３

3【C)古典派B】 107) ブラームス、交
響曲１番 カラヤン 108) ブラーム
ス、交響曲2番 フルトヴェン グラー
109) ブラームス、交響曲３番 ワル
ター 110) ブラームス、交響曲４番
ミュンシュ、 ボストン 111) ブラーム
ス、ピアノ5重奏曲 112) ブラーム
ス、ピアノ協奏曲2番 113) ブルック
ナー、交響曲５番 カラヤン 115)
ベートーヴェン、ヴァイオリン協奏
曲、Op.61 116) ベートーヴェン、ヴァ
イオリン協奏曲 1番 117) ベートー
ヴェン、ヴァイオリンソナタ、 ６，１，
３ オイストラフ、オボーリン 118)
ベートーヴェン、ヴァイオリンソナタ、
春、クロイツエル フランチェスカッ
ティ 119) ベートーヴェン、ヴァイオリ
ンソナタ、 春、第1番 120) ベートー
ヴェン、第九 フルトヴェング ラー
1951 121) ベートーヴェン、第九 フ
ルトヴェング ラー1954 122) ベー
トーヴェン、チェロソナタ，３，５ 番
123) ベートーヴェン、ピアノ協奏曲、
２ 番、４番 アシュケナージ 124)
ベートーヴェン、ピアノ協奏曲、３
番、４番 クラウディオ・アラウ 125)
ベートーヴェン、ピアノ協奏曲、皇帝
カラヤン・ベルリン 126) ベートー
ヴェン、ピアノ協奏曲、作品 ６１ａ ゼ
ルキン・小沢 128) ベートーベン、弦
楽四重奏曲、Ｎｏ． ３．４

 4【D)古典派】 060) シューベルト、
交響曲第９番 061) シューベルト、
鱒、ベートーベン、大 公 スーク
062) シューマン、交響曲3番 063)
ショパン・リスト、ピアノ協奏曲第１番
069) スメタナ、ピアノトリオ､OP１５
スーク 078) チャイコフスキー、弦楽
４重奏曲、１ 番、２番 079) チャイコ
フスキー、交響曲「悲愴」 カ ラヤン
080) チャイコフスキー、ピアノトリオ､
OP50 スーク 085) ドヴォルザーク、
「新世界」 バーン シュタイン 086) ド
ヴォルザーク、チェロ協奏曲 095)
ハイドン、弦楽四重奏曲、79，77皇
帝，35 096) ハイドン、交響曲２６，３
４，７７ 097) ハイドン、交響曲４９，４
４ 098) ハイドン、ボッケリーニ、チェ
ロ協奏 曲 141) メンデルスゾーン、
ピアノトリオ､OP １、ブラームス３番
スーク 142) メンデルスゾーン、真夏
の夜の夢 147) モーツアルト、弦楽
四重奏曲、15,16 148) モーツアル
ト、交響曲40，41 ベーム 149) モー
ツアルト、ピアノ協奏曲、20，24 番
159) ラフマニノフ、交響曲２番 ロン
ドン

 5【E)管弦楽】 016) Rudorf Schock
Germaia Siegburg 029) 黄金時代の
室内楽秘曲集 059) シューベルト、
ヴァイオリンとピアノ のための幻想
曲 070) スメタナ、わが祖国　全曲
チェコ フィル 081) チャイコフス
キー・コンクール 092) ニューイヤー
コンサート、ヴィーン ボスコフスキー
139) メシアン、トランガリア交響曲
144) モーツアルト、アイネクライネ、
嬉 遊曲１番 ミュンヒンガー 145)
モーツアルト、嬉遊曲１５，ハイド ン
ト、ト長調 146) モーツアルト、嬉遊
曲１７番 150) モーツアルト、フルー
トとハープ、 協奏交響曲 ベーム・ウ
イーンフィル 163) レスピーギ、
リュートのための古風 な舞曲と
164) レスピーギ、ローマの泉、松 カ
ラ ヤン 165) レスピーギ、ローマの
松 早稲オ
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6【F)合唱、聖歌】 007) Der Tod
Jesu Graun 050) 黒人霊歌集 ロ
バートショー 051) 黒人霊歌集 ゴー
ルデンーエアー ズ 093) ハイドン　ミ
サ「テレジア」 Ｊ．ゲス ト 094) ハイド
ン　ミサ11番「天地創造」 Ｊ．ゲスト
127) ベートーベン　合唱幻想曲
Op.80 ゲヴァントハウス 135) マタイ
受難曲 ヘルムート・リリン グ 143)
モーツアルト　ミサ「ハ短調」 フ リッ
チャイ 152) モーツアルト「レクイエ
ム」 リヒ ター 153) モーツアルト「レ
クイエム」 ケルテ ス、ヴィーン 154)
モテット集 シュッツ 155) モテット集
スカルラッティー 156) モテットと詩
編 シュッツ 160) ルカ受難曲 Ｈ
シュッツ 161) レクイエム ラ・リュー
166) ロシア民謡集 モスクワ、アカデ
ミー 167) ロッシーニ「スターバト
マーテル」 フォルスター

7【G)声楽オペラ】 005) Der
Saarknappnchor singt deutsche
Volkslieder 006) Der
Saarknappnchor singt Schubert ドイ
ツミサほか 009) Geliebtes
Muenchen 011) Jetxt trink'n ma
noch a Flaschen Wein 014) Mü
nchener Humor 020) ULCA　Glee
Club 023) 愛よ永遠に ダニエル・リ
カーリ 027) ヴェルディー「アイーダ」
カラヤン 030) 歌劇「ポーギーとベ
ス」 ガーシュ イン 031) 歌劇合唱曲
ロジェーワーグナー 合唱団 032) カ
バレリアルスティカーナ・道化 師
040) 喜歌劇「こうもり」ハイライト カ
ラ ヤン 045) クラシック・スクリーン・
テーマ 禁 じられた遊び 046) クラ
シック・スクリーン・テーマ チャイコフ
スキー物語 047) クラシック・スク
リーン・テーマ シューベルト物語
054) サウンドオブミュージック RCA
064) ジョルランの子守歌 リタ・シュト
ラ イヒ 071) 世界の国歌 東芝 072)
世界の民謡 リタ・シュトライヒ 084)
天使の歌声、野バラ、マス ヴィー ン
少年Cho. 151) モーツアルト「戴冠ミ
サ」「雀ミサ」 ヴィーン少年Cho.

8【H)タンゴラテン】 004) Canaro en
Japon s37.4．6　Angel 008) Folklore
決定版 Vivtor 033) 感激のヴァレー
ラ 039) カンデラリアのサンバ エドゥ
アル ド・ファルー 042) 君しのぶ夜
ボニージャックス 043) キューバン・
スペクタクルス 東京 ｋｙ－バンボー
イズ 053) これがタンゴだ 066) 菅原
洋一 ファンカヴァレリ 073) ダリエン
ソ特報 074) タンゴ名曲選 25’
HP516 Ｖｉｃｔｏｒ 075) タンゴ名曲選
第2集 25' HP556 Victor 088) トリオ
ロスパンチョス CBS 104) ファンカ
ヴァレリ キング 105) 藤沢嵐子 ティ
ピカ東京、ミゲルカ ロ 130) ベリーベ
スト・オブ・コンチネンタ ルタンゴ ア
ルフレッド・ハウゼ 140) メルセ寺院
の鐘 ビルヒニア・ルケ 157) ユパン
キ「ツクマンの月」を歌う ア タウパ
ルカ・ユパンキ 158) ラ・クンパル
シータ・オンパレード 25’　東芝
162) レクオーナ名作集 スタンリー・
ブ ラック

9【Ｉ)ジャズ】 012) ＭＪＱとスウィング
ル・シンガーズ 017) Seestern
Quintett LC7413 018) The Art of
the MJQ 019) The Beaales　1962-
1966 DGP 1011/2 024) アメリカン・
パトロール グレン・ミ ラー 052) 黒
人霊歌集 ゴ－ルデンゲート 065) ス
ウィング・クラシカル オイゲン・ キケ
ロ 067) ステレオ・ディキシー合戦
聖者と 悪魔 068) スプリングコン
チェルト スウィング ルシンガーズ
106) 不滅のデキシーランドジャズ
園 田憲一 114) プレイ・バッハ
ジャック・ルーシエ

 10【Ｊ)邦楽】 021) Windy Shadow 松
田聖子 022) ああ玉杯に花うけて
東京リー ダーターフェル 028) 海の
若者、風と花粉 日本アカデ ミー
041) 北の宿から 都はるみ 044) 禁
じられた恋 森山良子 049) 交響組
曲」「ヤマト」 コロンビア 055) 私家
集 さだまさし 056) 四季の唱歌 ＣＢ
Ｓ 058) 清水脩「山に祈る」「月光と
ピエ ロ」 同志社、二期会 076) 暖流
石川さゆり 077) 團伊玖磨「筑後川」
「海上の道」 久留米音響 089) 日本
抒情歌集 ＣＢＳ 090) 日本の合唱
(下） Victor 091) 日本の合唱(上）
Victor 102) バロック風「日本の四
季」 早川正 昭 103) ピンクレディー・
ヒットアルバム 168) 浪漫、明治大
正昭和 東京リー ダーターフェル
169) わすれな草をあなたに 倍賞千
恵
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