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ご注文 レーベル

コード 税込価格

相澤　直人 AizawaNote -相澤直人作品個展 vol.1-　　　　　　　　 [相澤直人ア・カペラ作品選集 女声篇]・

[相澤直人ア・カペラ作品選集 混声篇]・[思い出のアルバム]・[詩ふたつ]・

           金田典子. 福永一博, 相澤直人 / NHK東京児童合唱団ユースシンガーズ,
　　　　　　　　　　　　　　harmonia ensemble,  あい混声合唱団

☆ 相澤直人 -指揮者の軌跡- AizawaNote vol.2
森山至貴;[おてんきのうた？] / 森山至貴;[おてんきのうた？] / 三宅悠太;ぼくは ぼく・

[二つの理由]・[遠きものへ__]～おやすみなさい・[立原道造の詩による小さなレクイエム]～子守唄 /

土田豊貴;[愛の天文学] /名田綾子;[手から、手へ] / 田中達也編曲;サボテンの花～青春の影

相澤直人 / 女声合唱団 ゆめの缶詰, あい混声合唱団, AZsingers

青島　広志 マザーグースの歌　青島広志作品集 ゆくゆくあるいて・にわのことりが・ポビー・シャフトー・
コールのおうさま・ソロモン・グランディ・ばらはあかい・ゆくゆくあるいて・ねんねんころりよ きの
こずえ・おかあさまがわたしを・ほねとかわのおんながいた・くぎがふそくで・十にんのニグロのこど
も・ゴータムむらの・ゆくゆくあるいて　    　　　　　　　　　　　　　栗山文昭 / コーロ・カロス

日本伝統
文化振興財団

マザーグースの歌(合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

栗山文昭 / コーロ・カロス Ｘ 北村協一 / 盛岡コメット混声合唱団・花巻女声合唱団・関西学院GC

秋　透 雨のあとには　秋透混声合唱作品集　　　　　　　[雨のあとには]・[野の花の色]

雨森文也 / CANTUS ANIMAE

安藤　由布樹 安藤由布樹混声合唱作品集  [吉井讃歌]･[ショパンの心臓・ワルシャワ物語]・[21世紀のヒー
ロー]・

ﾑｼﾞｶ･ﾌｴﾝﾃ

 [パイヌカジ(南の風)～チビチリガマとシムクガマの物語～]・[この灯を永遠に]～第1、7、8、10章

辻志朗, 安藤由布樹, 辻正行 / 大久保混声合唱団, クロスロード・アカデミー・コア 他

☆ 昭和浪漫　世代を越え、若者たちへ贈るなつかしの名曲
安藤由布樹編曲;君恋し・国境の町・港が見える丘・青い山脈・長崎の鐘・水色のワルツ・

喜びも悲しみも幾年月・高校三年生・夜明けのうた・知りたくないの・海　その愛・昴・つぐない

安藤　由布樹 / 東京リーダーターフェル

うぇーべるん　池辺晋一郎作品集 1      [六つの子守歌](混声)   田中信昭 / 東京混声合唱団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[うぇーべるん]   前田二生 / 東京ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｼﾝｶﾞｰｽﾞ

                                    [花の四季]   近藤安个 / 中国短期大学フラウエンコールOG会

風の子守歌　池辺晋一郎児童合唱曲集　　　 　　[六つの子守歌(女声)]・[どろんこの歌]・

　　　　　　　　　　        　 [空にかいた12の童話]   池辺晋一郎 / フォーラム21少年少女合唱団

池辺晋一郎自作自演合唱曲集 Little by Little
[Little by Little]・窓の声、光の声・[六つの子守歌]・[MEET THE CHORAL BEATLES]

池辺晋一郎 / 東京混声合唱団

枯木と太陽の歌　石井歓作品集                 [枯木と太陽の歌]   石井歓 / 男声合唱団　甍

         [少女のいる画集]   阿部昌司 / 嚶鳴女声合唱団 ・ [花之伝言]   根津弘 / 神戸中央合唱団

石黒　晶 であるとあるで　石黒晶　女声合唱作品集　　[ハッシャバイ・ソング]・[わらべうたのカタログ]

 洲脇光一 / 女声合唱団エオリアン

石若　雅弥 こころの色　石若雅弥　女声合唱作品集
[少女のまなざし]・[少女のまなざし２]・[歌はどうしてつくる]・[こころの色]

　　　　   寺尾正, 石若雅弥 / アンサンブル・ダッフォディル

ありがとう　石若雅弥女声合唱作品集II
　　　　　　　[ありがとう(ピアノ伴奏版)]・[ありがとう(無伴奏版)]・[春が来た]・[民謡ラプソディ]

　　　石若雅弥 / La Couronne

ひとつの歌にも　混声合唱作品集　 　[ひとつの歌にも]   飯沼京子 / アンサンブルエヴォリュエ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [このみちをゆこうよ]   石若雅弥 / 混声合唱団Shall We Sing

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　[君死にたまふことなかれ]   石毛明生 / 泉陽高等学校音楽部

アニソン・ファンタジー　　　[アニソン・ファンタジー　昭和篇]・[アニソン・ファンタ
ジー　平成篇] 石若雅弥 / La Couronne

若葉のうた～石若雅弥合唱作品集　 [若葉のうた]・[金子みすゞの詩による無伴奏女声合唱曲集]・

　　　　　　　　　　　　　　　[ひとつの歌にも]・[こだまでしょうか]・歌・初夏の歌・きぼうの唄

伊東恵司, 福田美保, 石原祐介, 石若雅弥, 柏原拓斗
/ 大阪大谷大学合唱団, 関西大学混声合唱団ひびき, 大阪府立大学混声合唱団EWA CHOR　他

どらふとーん！　コール・ドラフトによる石若雅弥作品集
[女声合唱のための　春が来た]・潮騒のメモリー・２部合唱のための[歌謡☆デラックス]・

２部合唱のための[フォスター名曲集]・[男声合唱とピアノのための　はてしなき議論の後]　他全20曲

岩河　三郎 中学生のための合唱名盤　岩河三郎作品集
小さな手のひらでも・絶望のとなり・涙こぼれるとき・あこがれ・木琴・野生の馬・お母さん・十字架
（クルス）の島・忘れはしない・モルダウ・母を偲びて・たじま牛・石仏・木の実・親知らず子知らず・
海に沈んだ馬・ひめゆりの塔・水芭蕉・秋の雲・一日に何度も・「富山に伝わる三つの民謡」～こきり
こ, むぎや・歌の世界へ・さようならの歌・巣立ちの歌 / 合唱とカラピアノ

上田　益 レクイエム　～あの日を、あなたを忘れない～ ソットヴォーチェ

上田益 / キューン合唱団, プラハ・フィルハーモニー管弦楽団

*パナムジカ 2019年 CD 国内編*
（☆印は、今回の新・再入荷CD）

池辺 晋一郎

石井　歓

タイトル　/　指揮者　/　演奏団体 作曲者
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黙礼 / 遥かなる海へ              [黙礼]・[遥かなる海へ] ソットヴォーチェ

上田益 / レクイエム・プロジェクト合唱団

上田益 女声合唱作品集　　　　　　[4つの愛のうた]・[いのちのまなざし]・[黙礼] ソットヴォーチェ

上田益 / 15人の声楽家によるアンサンブル

☆ 大竹　くみ ねがい　大竹くみ作品集
 [ピアノ連弾のための「夜のこどもの組曲」]・[みえない星]・[聖母マリアのアンティフォナ]・

[六つのマリアの歌]・ねがい・[なんにもない]・ふるさと

大谷研二 / NHK東京児童合唱団 ユースシンガーズユースメンズクワイア,
東京工業大学混声合唱団コール・クライネス

島よ　大中恩作品集 1 [島よ] 中村仁策 / 神戸中央合唱団・[風のうた] 須賀敬一 / 豊中混声合唱団

  [わたしの動物園]・[日曜学校のころ]・[ピアノ伴奏による五つのうた]   大中恩 / コールMeg

愛の風船　大中恩作品集 2                     [愛の風船]   宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会

　　　　[風花の舞]  古橋富士雄 / 東京放送児童合唱団 ・ [五つのこどもうた]  大中恩 / コールMeg

島よ　大中恩の世界                 [島よ(男声版)]・男声合唱小作品　の他シーシャンティ等24曲

                        大中恩 / OSAKA MEN'S CHORUS

愛の風船 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会 × 福永陽一郎 / 中国短期大学フラウェンコール

島よ(合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

中村仁策 / 神戸中央合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

大橋　美智子 まほうのとき
長岡利香子, 長岡亜里奈 / 八千代少年少女合唱団

荻久保 和明 縄文　荻久保和明作品集        [ミサ曲第3番 天使の詩]　　荻久保和明 / 東京混声合唱団(女声)

[縄文]   樋本英一 / 東京混声合唱団 ・ [季節へのまなざし]   岩城宏之 / 東京混声合唱団

小栗　克裕 ほたるは星になった 小栗克裕混声合唱作品集　　[夕映えのなかで]・[ほたるは星になった]・切
手 相澤直人 / あい混声合唱団

唐沢　史比古 魂のひびき　唐沢史比古作品集《コンクール・ステージのためのア・カペラ混声合唱曲集》
[Pacha･Mama -空と地のあいだ-]・[Putu･Koman･Uppu -随所に新しき歌生まる-]・

[IMBENI -魂の夜明け-]・[HOZHO]・[海逝く魂と漁師のための盆唄]

唐沢流美子 / いなっこ―Inakko―

御柱の情景
唐沢史比古 / 混声合唱団明日歌

ポップス・オリジナル合唱曲集３ あなたの名を呼んで
唐沢史比古 / 混声合唱団明日歌

まめつぶうた
唐沢史比古 / Chor do

混声4部合唱とピアノ・オルガン・打楽器のために「奇跡の星 地球」
唐沢史比古 / 混声合唱団明日歌

混声合唱組曲　誰がために鐘はなる
唐沢史比古 / 混声合唱団明日歌

山よ 河よ 天よ　山岳と天龍に寄せて
唐沢史比古 / 混声合唱団明日歌

北川　昇 あなたへ / シャガールと木の葉　松本望・北川昇　混声合唱作品集
　                 北川昇；[シャガールと木の葉]・[ここから始まる]   伊東恵司 / 淀川混声合唱団

　    松本望；[あなたへ]・[むすばれるものたち]   平田稔夫 / 北海道札幌北高等学校合唱部&ＯＢ会

まだ見ぬあなたへ　北川昇合唱作品集
[Lux aetrna]   北川昇 / Ensemble Radiance    [あの日たち]   伊東恵司 / なにわコラリアーズ

[まだ見ぬあなたへ]・[ここから始まる]～一つの出会いから  伊東恵司 / 神戸大学混声合唱団アポロン

[きょうはきょうきょう]   伊東恵司 / Plover Pure Blueberry

やさしさとさびしさの天使　北川昇女声合唱作品集　　　[いつかの木から]・[かなうた第2集]・

[雪の子守唄]・[やさしさとさびしさの天使]・[翼]・[まだみぬあなたへのうた]

北川　昇, 森岡美香 / 女声合唱団「歌姫」

うたふやうにゆつくりと　北川昇混声合唱作品集　　　　　 [うたふやうにゆつくりと……]・

[ぼくのピース]・[やさしさとさびしさの天使]・翼・さよなら　おやすみ　こもりうた

北川　昇, 伊東恵司, 清水敬一 / 貝掛混声合唱団, 淀川混声合唱団

祝福 木下牧子無伴奏作品集 祝福・夢みたものは・ わのべにすずめ・いっしょに・おんがく・
春のガラス・うたをうたうとき・秋のスピイド・鴎 以上混声 ・祈り５・めばえ・古い絵・棗のうた・ほ
たるたんじょう・グリンピースのうた(以上女声)・ロマンチストの豚・恋のない日・祝福(以上男声)

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

邪宗門秘曲    　　　　　　　　    [虚無の未来へ]・[邪宗門秘曲]・[ELEGIA]・[春二題](女声)

[仏の見たる幻想の世界]・[鴎(オーケストラ版)]  当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

春に 木下牧子混声合唱作品 　　　 光と風をつれて ・ アカぺラ・コーラス・セレクション より
～ 　　　おんがく,サッカーによせて, さびしいカシの木, ロマンチストの豚・[地平線のかなたへ]

　向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

ティオの夜の旅　木下牧子混声合唱作品集                  [方舟]・[ティオの夜の旅]

　　　　　   鈴木成夫 / 東京外国語大学混声合唱団コール・ソレイユ

恋のない日　木下牧子男声合唱作品集              [恋のない日]・[Enfance finie]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片桐真 / Singersなも

虹　木下牧子男声合唱作品集 II       [いつからか野にたつて]   伊東恵司 / なにわコラリアーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 [わたしはカメレオン]・[方舟]   片桐真 / Singersなも

大中　恩

木下　牧子
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光る刻　木下牧子男声合唱作品集 III　　　　　　[光る刻]・[愛する歌]・[朝の頌歌]

片桐真 / SINGERSなも

ファンタジア　木下牧子女声合唱作品集   [ファンタジア]・[絵の中の季節]・[地平線のかなたへ]

 古橋富士雄 / 東京放送児童合唱団

木下牧子作品集　ふるえる月           　　　　　　　  [BLUE]  他器楽・声楽作品

栗山文昭 / 女声合唱団「彩」

愛する歌
辻　正行 / 多摩フラウエン・コール

木下牧子女声合唱曲選 －悲しみのようにひそかに－ ライヴノーツ

ローラ・ビーチ・小譚詩・夢・むらさきの・風が風を・夜の薔薇・風をみたひと・おんがく・
悲しみのようにひそかに・棗のうた・にじ色の魚・ロマンチストの豚・ほたる　たんじょう・鴎

岸信介 / 東京ウイメンズ・コーラル・ソサエティ

☆ 悠久のナイル　木下牧子混声合唱作品集 II
「悠久のナイル」・「ティオの夜の旅」・[にじ色の魚]～湖上

鈴木成夫　/　「遊声」

国枝　春恵 国枝春恵合唱選集「花に」
　[夫婦善哉～誹風柳多留より～]　 栗山文昭 / Tokyo male choir kuukai

[花に]　　片山みゆき / 合唱団葡萄　　[おらほのみどり]　　岩津整明 / 合唱団Le Grazie

落葉松　小林秀雄作品集 　　　　　　　　     [落葉松](女声)   木下保 / 日本女子大学合唱団

[前奏曲・優しき歌](混声)   伊藤栄一 / 東京カントライ

　　　　　　　　　　　[九州民謡によるコンポジション](女声)   古橋富士雄 / 東京放送児童合唱団

小林秀雄女声合唱作品集　折紙                         [水と影]・[四季の山頭火]・[折紙]

                                 小林秀雄, 森本悠美, 奥村晃平 / 女声合唱団 コーロ・ブリランテ

川よとわに美しく (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

関屋晋 / 松原混声合唱団 (混声版)　Ｘ 北村協一 / 立教大学グリークラブ (男声版)

川よとわに美しく（三枝成彰）/ 旅の途の風に（佐藤敏直）
                                                                      関屋晋 / 松原混声合唱団

佐藤　賢太郎 合唱団LINC第4回演奏会　佐藤賢太郎個展

（Ken-P） ・ ・ ・ ・ ・
・ ～ ・ ～ ・ 僕の記憶のどこか

に ～雪の思い出・ 季節のしおり ～春の足音・ ～ ・
Paradisum・[Te Deum]・前へ

仁階堂孝 / 合唱団LINC, Ensemble Evergreen, アンサンブルSZIA, Ensemble Polano, 他

土の歌　佐藤眞作品集                    [土の歌] (オーケストラ版)・[蔵王]・[旅]

   岩城宏之, 田中信昭 / 東京混声合唱団

蔵王 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

                               田中信昭 / 東京混声合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

旅 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

                                田中信昭 / 東京混声合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

旅の途の風に（佐藤敏直）/ 川よとわに美しく（三枝成彰）
関屋晋 / 松原混声合唱団

柴田　南雄 優しき歌・第二　柴田南雄作品集           [優しき歌・第二]・[三つの無伴奏混声合唱曲 作品11]

[三つの女声合唱曲 作品12]・[二つの混声合唱曲 作品6]   田中信昭 / 東京混声合唱団

歌垣 / 人間と死　柴田南雄作品集　　　　　[歌垣]・[人間と死]

  当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

追分節考　柴田南雄作品集 II              [追分節考]・[宇宙について]・[冬の歌](女声)

              当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団, 大阪コレギウム・ムジクム合唱団

柴田南雄・その響き III                  [自然について]・[無限曠野]

  当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

邦楽演奏家 BEST TAKE 福永千恵子                 [さくら]・[秋来ぬと]　他 筝曲

   田中信昭 / 新しい合唱団

柴田南雄とその時代　第一期　(4CD・2DVD)
(CD・収録曲) [優しき歌・第二] / [三つの男声合唱曲] / [わが出雲・はかた] / [歌垣] 他

(DVD・収録曲) [北越戯譜] / [遠野遠音] / [宇宙について] / [人間と死]

柴田南雄とその時代　第二期　(3CD・3DVD)
(CD・収録曲) 秋来ぬと no.96・美女打見れば・春立つと・歌物語 no.75・冬の歌・三重五章 no.118 他

(DVD・収録曲)合唱曲「みなまた」 no.110・深山祖谷山 no.115 他

柴田南雄 合唱のためのシアター・ピース　　　[追分節考]・[北越戯譜]・[萬歳流し]・[念佛踊]

田中信昭 / 東京混声合唱団 他

月光とピエロ　清水脩作品集            [アイヌのウポポ]   北村協一 / 関西学院グリークラブ

[月光とピエロ]   清水脩 / 東京混声合唱団(男声), 二期会合唱団(男声)

[黙示]・[阿波祈祷文]・[智恵子抄巻末のうた六首]   水谷昌平 / 東海メールクワィアー

山に祈る (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

若杉弘 / 同志社グリークラブ(男声版) × 清水脩 / 二期会合唱団(混声版)

☆ しゅうさえこ きぼうの桜 キング
きぼうの桜（合唱版）・きぼうの桜（女声ソロ版）・ひとつぶの奇跡・きぼうの桜（ピアノ伴奏）

ひまわりキッズ, しゅうさえこ

小林　秀雄

三枝　成彰

佐藤　眞

佐藤　敏直

清水　脩
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クラーンリル　鈴木輝昭作品集1    [朱鷺] ・[クラーンリル]  藤井宏樹 / 女声アンサンブル

[もうひとつのかお]   藤井宏樹 / うたあい＋クーネル・コエンデン

[オーダエカルミヌム]   藤井宏樹 / 合唱団ゆうか

女に　鈴木輝昭作品集 2                  [女に第1集]・[女に第2集]

   菅野正美 / 安積女子高等学校合唱団

アルス・アンティカ　鈴木輝昭女声合唱作品集
[星翠譜]・[宇宙の果物]・ [肖像画・絵師よ]・ [アルス・アンティカ]・[ピエリアの薔薇]

　 松下耕, 森永淳一 / ブリリアント・ハーモニー

鈴木輝昭合唱作品集　ティル ナ ノグ           [梟月図]・[朗詠譜]・[森へ]・[ティル ナ ノグ]

           浜崎香子 / 出雲市立第一中学校合唱部

火へのオード・詩篇　鈴木輝昭作品集 3　　　  [詩篇]   菅野正美 / 福島県立橘高等学校合唱団

　　　　　　　　　　　　　　　　 　  [火へのオード]   星英一 / 福島県立安積黎明高等学校合唱団

頌歌　鈴木輝昭作品集 4           [竹取物語頌]・[五つのエレメント]・[源氏幻奏]・[古事記頌歌]

福島県立会津高等学校合唱団, 福島県立喜多方高等学校音楽部 他

鈴木輝昭 合唱の地平　　　[妖精の距離]　　宍戸真市, 星英一 / 福島県立安積黎明高等学校合唱団

[組曲 春と修羅]・[ネネムの歌《イーハトーヴ組曲 第2集》]　浜崎香子 / 出雲市立斐川西中学校合唱部

[組曲　智恵子抄]　　　　大竹隆 / 福島県立橘高等学校合唱団

鈴木輝昭 合唱の地平 II ～レクイエム～
[レクイエム]　　大谷研二 / 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス

[じゅうにつき]・[ゴーシュ弾く…]　　鈴木輝昭, 浜崎香子 / 出雲市立斐川西中学校合唱部

鈴木輝昭 合唱の地平 III　　　　　　 　　[薤露青]　　浜崎香子 / 出雲市立出雲第一中学校合唱部

[十二夜]　　星英一 / 福島県立福島東高等学校合唱団

[雨月物語による三つの断章]　　宍戸真市 / 福島県立安積黎明高等学校合唱団

[地上楽園の午後]　　菅野正美 / 福島県立郡山高等学校合唱団

鈴木輝昭 合唱の地平 IV　　　　　　　　　　[宇宙天]　　菅野正美 / 福島県立郡山高等学校合唱団

　　　　　　　　　　　　　　　　　[とおく]・[遠野幻燈]・AGNUS DEI～単旋聖歌の定旋律による～

浜崎香子 / 出雲市立出雲第一中学校合唱部

 [内部への月影]　　宍戸真市 / 福島県立安積黎明高等学校合唱団

譚詩頌　鈴木輝昭女声合唱作品集　　 [PSALMUS(詩篇)]　 佐藤美紀子 / 清泉女学院高等学校音楽部

[恋歌秘抄]　　鈴木輝昭, 瓶子美穂子 / 福島県立葵高等学校合唱団

[三つのマリア聖歌]　　 浜崎香子 / 出雲市立第一中学校合唱部

[譚詩頌五花]　　宍戸真市 / 福島県立安積黎明高等学校合唱団, 福島県立葵高等学校合唱団

詞華抄　鈴木輝昭混声合唱作品集              [LIRICHE AMOROSE]・[組曲　原体剣舞連]・

[詞華抄]・[斉太郎節考]              向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

鈴木輝昭　男声合唱作品集
[カムイユカラ]・[銀幕哀吟]・[ハレー彗星独白]・[満天の感情]・いのち・ありがとう

鈴木輝昭, 藤井宏樹, 菅野正美, 星英一, 尾崎あかり / 福島県高等学校選抜合唱団,
Nekko Male Choir, 北海道大学合唱団, 小松原高校OB, 埼玉県立川越高校

千龍　和真 女声合唱とピアノのための「夢を」
岩木和樹 / 女声合唱Luce, CORO Giovanni(女声部)

高嶋 みどり 誰かが時を…　高嶋みどり作品集 [青いメッセージ(男声)]  吉村信良 / 京都産業大学グリークラブ

[誰かが時を…]・[あらゆる草の葉には]   藤井宏樹 / 山梨大学合唱団

[あなたが歌えと命じる時に](女声)   辻正行 / クロスロード・レディース・アンサンブル

白鳥　高嶋みどり作品集 2　　　　　　　　　　　[白鳥]・[若者たちの悲歌]・[青いメッセージ]

清水敬一 / 松原混声合唱団, 湘南市民コール

風の影・樹の影　高嶋みどり作品集
怪物たちの雑踏のなか・[風の影・樹の影]・宇宙・太鼓を叩け、笛を吹け・ [女の肖像]　他全26曲

大阪府立淀川工業高等学校グリークラブ, 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部,
石川県立金沢二水高等学校合唱部, 宮城県第三女子高等学校音楽部　他

水のいのち　高田三郎作品集 1                [水のいのち]   高田三郎 / 神戸中央合唱団

 [心の四季]   高田三郎 / 大久保混声合唱団

ひたすらな道　高田三郎作品集 2              [わたしの願い]   高田三郎 / 豊中混声合唱団

[ひたすらな道]・[内なる遠さ]   高田三郎 / 盛岡コメット混声合唱団

イザヤの預言　高田三郎作品集 3           [イザヤの預言]・[争いと平和]・[ヨハネによる福音]

  高田三郎 / 豊中混声合唱団

遥かな歩み　高田三郎作品集 4          [遥かな歩み]・雪の日に   高田三郎 / 嚶鳴女声合唱団

[雛の春秋]   高田三郎 / 花巻女声合唱団 ・ [この地上]   高田三郎 / コーロ・ブリランテ

来なさい 重荷を負うもの　高田三郎作品集 5 　[歌ミサの式次第] 高田三郎 / 豊中混声合唱団

[雅楽の旋法による聖母賛歌](女声)   高田三郎 / コーロ・ブリランテ

[マリアの歌]   鈴木茂明 / 女声合唱団コーロ・コスモス

[典礼聖歌 聖母賛歌]  鈴木茂明 / 混声合唱団コーロ・ソフィア   [来なさい 重荷を負うもの]  合同

戦旅　高田三郎作品集 6              [野分]   高田三郎 / 東京大学音楽部コール・アカデミー

[戦旅]・[海] 高田三郎 / 豊中混声合唱団(男声)・ [季節と足跡] 高田三郎 / 大久保混声合唱団(男声)

高田三郎合唱作品全集 その心の響き 混声編 水のいのち ・ わたしの願い ・冬 風蓮
湖

シンムジカ

                      　    辻正行 / 大久保混声合唱団

高田三郎合唱作品全集 その心の響き 混声編 水汲み ・ 橋上の人 ・ 確かなもの
を]・

シンムジカ

　　　[心の四季]・[心象スケッチ]・[稲作挿話]　　辻正行, 辻秀幸, 辻志朗 / 大久保混声合唱団

鈴木　輝昭

高田　三郎
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高田三郎合唱作品全集3 その心の響き 混声編 III            [イザヤの預言]・[争いと平和]・ シンムジカ

[ヨハネによる福音]・山が   辻裕久, 辻志朗 / 大久保混声合唱団

高田三郎合唱作品全集4 その心の響き 混声編 IV　　　　　　　[内なる遠さ]・[ひたすらな道]・ シンムジカ

                             [啄木短歌集]・[私の願い](オーケストラ版)・[三つの子守歌]・他小品

   辻裕久, 辻志朗 / 大久保混声合唱団

高田三郎男声合唱作品集 ～東海メールクワィアーによる      [水のいのち]・[ひたすらな道]

[わたしの願い]・[この地上]・[橋上の人]・[啄木短歌集]・[戦旅]・[イザヤの預言]・[典礼聖歌集]

 　                         　　高田三郎, 須賀敬一, 阿部昌司, 鈴木茂明 / 東海メールクワィアー

高田三郎男声合唱作品集 2～東海メールクワィアーによる
　　　　　　　　[野分]・[戦旅]・[典礼聖歌]・[心の四季]　　　　須賀敬一 / 東海メールクワィアー

高田三郎男声合唱作品集 3～東海メールクワィアーによる　　　　[残照]・[ひとりの対話]・

[水のいのち]　　　今井邦男, 須賀敬一 / 東海メールクワィアー, ワンステージメンバー

水のいのち　高田三郎女声合唱作品集 　　　　   [水のいのち(女声)]・[わたしの願い(女声)]・

[秋を呼ぶ歌]   宇野功芳 / カラコレス女声合唱団

高田三郎作品による ひたすらないのち　愛知演奏会
[遥かな歩み](女声)・[内なる遠さ](男声)・[典礼聖歌](男声)・[イザヤの予言]・

[争いと平和](混声)・[ミサ曲1]・[水のいのち](管弦楽版) 他
小松一彦, 須賀敬一, 今井邦男 他 / 南山大学合唱団, 東海メールクワィアー 他

水のいのち (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

高田三郎 / 神戸中央合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

心の四季 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

高田三郎 / 大久保混声合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

男声合唱組曲　水のいのち（関西学院グリークラブ コレクション 5）      [水のいのち]・梢 関学グリー

   北村協一 /　関西学院高等部グリークラブ, 関西学院グリークラブ, 新月会

高田三郎の典礼聖歌Ｉ                   ミサ賛歌＜やまとのささげうた＞・詩編の歌・一般賛歌

   高田三郎 / 荒川少年少女合唱隊

高田三郎の典礼聖歌II          詩編 聖書の歌・アレルヤ唱・聖母賛歌・教会の祈り・ミサ賛歌など

  高田三郎 / 荒川少年少女合唱隊

豊中混声合唱団による高田三郎作品集Vol.1 混声合唱作品集 I
　　　　[わたしの願い]・[水のいのち]・[橋上の人]・[心象スケッチ(付・稲作挿話)]・[ある朝の歌]

   高田三郎 / 豊中混声合唱団

豊中混声合唱団による高田三郎作品集Vol.2 混声合唱作品集II
[心の四季]・[ひたすらな道]・[内なる遠さ]・[イザヤの預言]

   高田三郎 / 豊中混声合唱団

豊中混声合唱団による高田三郎作品集Vol.3　混声合唱作品集 III
[争いと平和]・[ヨハネによる福音]・[この地上]・[啄木短歌集]・冬 風蓮湖

高田三郎 / 豊中混声合唱団

豊中混声合唱団による高田三郎作品集Vol.6 混声合唱のための典礼聖歌 I
[待降節と降誕節の典礼聖歌]・[四旬節の典礼聖歌]・[ミサ曲 やまとのささげうた]・ [典礼聖歌]

  高田三郎 / 豊中混声合唱団

豊中混声合唱団による高田三郎作品集Vol.7 混声合唱のための典礼聖歌 II
[枝の主日 聖木曜日 聖金曜日の典礼聖歌]・[復活徹夜祭と復活主日の典礼聖歌]・[典礼聖歌]

 高田三郎 / 豊中混声合唱団

主の祈り 混声合唱のための典礼聖歌
主の祈り（混声）・[典礼聖歌]（混声）・[雅楽の旋法による聖母賛歌]（女声）・平和の祈り

　　　松原千振 / エリザベト　シンガーズ

ひたすらな希求 高田三郎作品の神髄 - 喜寿をお祝いして
　[ヨハネによる福音]・[内なる遠さ]・[イザヤの預言]・[水のいのち]

辻正行, 松田晃, 須賀敬一, 高田三郎 / 大久保混声合唱団, 盛岡コメット混声合唱団,

クロスロード・レディス・アンサンブル, 豊中混声合唱団

くいなは飛ばずに 高田三郎作品による傘寿記念特別演奏会

　[啄木短歌集]・[冬・風蓮湖]・[確かなものを](女声)・[遥かな歩み]・[わたしの願い](女声)・

[雅楽の旋法による聖母賛歌]・[イザヤの預言]・[水のいのち]・[薄氷]・[泉]・[北国の歌]・

[内なる遠さ](女声)・[戦旅]・[ひたすらな道](混声)・[野分](男声)・[橋上の人]・[心の四季](混声)

風の馬　武満徹作品集  [風の馬]・[混声合唱のための うた](明日ハ晴レカナ、曇リカナを除く11曲)

　 　岩城宏之 / 東京混声合唱団

風の馬 / うた　武満徹合唱作品集                    [混声合唱のための うた]・[風の馬]

　当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

武満徹：全合唱曲集　　　　　[風の馬]・[芝生]・[手づくり諺]・MI･YO･TA・[混声合唱のためのう
た] 山田和樹 / 東京混声合唱団

雨　多田武彦作品集        [柳河風俗詩]・[中勘助の詩から]   北村協一 / 関西学院グリークラブ

[雨]   吉村信良 / 京都産業大学グリークラブ

[雪明りの路]・[草野心平の詩から] 畑中良輔 / 慶應義塾ワグネル男声合唱団

富士山 (関西学院グリークラブ コレクション 2)            [富士山] 関学グリー

     北村協一 / 関西学院グリークラブ, 新月会

草野心平の詩から(関西学院グリークラブ コレクション 3)      [草野心平の詩から] 関学グリー

    北村協一 / 関西学院グリークラブ

武満　徹

多田　武彦
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わがふるき日のうた(関西学院グリークラブ コレクション 4)      [わがふるき日のうた]・雨後 関学グリー

  北村協一 / 関西学院高等部グリークラブ, 関西学院グリークラブ, 新月会

雨・雪明りの路 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

[雨]より 雨      吉村信良 / 京都産業大学グリークラブ×北村協一 / 立教大学グリークラブ

[雪明りの路] 畑中良輔 / 慶應義塾ワグネル男声合唱団×福永陽一郎 / 関西学院グリークラブ

柳河風俗詩 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

　　　　　　　　　　北村協一 / 関西学院グリークラブ × 畑中良輔 / 慶應義塾ワグネル男声合唱団

雨 (関西学院グリークラブ コレクション 6)            [雨]・[草野心平の詩から]より雨 関学グリー

   北村協一 / 関西学院高等部グリークラブ, 関西学院グリークラブ, 新月会

雪と花火　多田武彦男声合唱作品集                [雪と花火]   伊東恵司 / なにわコラリアーズ

[中勘助の詩から]・[東京景物詩]   伊東恵司 / 同志社グリークラブ

ソネット 多田武彦 男声合唱作品集              　[東京景物詩]・[ソネット集・第二]

　　　　　中村雅夫 他 / 信州大学グリークラブ

北原白秋の詩による 多田武彦作品集　　　　　　　[叙情小曲集]・[雪と花火]・[三崎のうた]

伊東恵司 / なにわコラリアーズ

ただたけだけコンサートVol.1 in 京都
　　　　　　　　　　　　[柳河風俗詩]・[「中勘助の詩」から]・[わがふるき日のうた]・[雨]～雨

　　伊東恵司 / なにわコラリアーズ

ただたけだけコンサートVol.2 in 山口
　　　　　　　　　　　　　　　[冬の日の記憶]・[中原中也の詩から]・[在りし日の歌]・少女と雨

　　伊東恵司 / なにわコラリアーズ

ただたけだけコンサートVol.3 in 北陸　　　　　[北陸にて]・[雪国にて]・[白き花鳥図]

伊東恵司 / なにわコラリアーズ

ただたけだけコンサートVol.4 in 長岡京 / 信濃
[蛙・第二]・[尾崎喜八の詩から]・[京洛の四季]       伊東恵司 / なにわコラリアーズ

東京景物詩・第二
安井直人 / OSAKA MEN'S CHOROUS

岬の墓　團伊玖磨作品集               [岬の墓]   辻正行 / クロスロード・アカデミー・コーア

[筑後川]・[海上の道]   本間四郎 / 久留米音協合唱団

筑後川 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

本間四郎 / 久留米音協合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

千原英喜作品全集第２巻　　　　        [猿楽談義《翁》]・[阿知女作法]・[那須与一]　他器楽曲

              当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団, 大阪コレギウム・ムジクム合唱団

千原英喜作品全集第５巻～宮沢賢治による作品集～　　　　　　[雨ニモマケズ](07年初演版)・

[文語詩＜祭日＞]・[種山が原の夜の歌─異伝・原体剣舞連]・[雨ニモマケズ─単独演奏・絶唱付]

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

千原英喜作品全集第６巻　　　　　 　[きりしたん　天地始之事]・[レクイエム]・[東海道中膝栗毛]

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

千原英喜作品全集第７巻
[みやこわすれ（女声）]・[ある真夜中に（混声）]・[あなたにあいたくて生まれてきた詩]

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

千原英喜作品全集第９巻　　　　　　[北からのうたごえ]・[梁塵秘抄五題]・[開運招福　御殿万歳]

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

☆ [CD]千原英喜作品全集 第10巻
わたくしという現象は・ちゃんがちゃがうまこ・十字架上のキリストの最後の言葉

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

千原英喜作品全集特別盤 月天子/雨ニモマケズ              [雨ニモマケズ]・[月天子]

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

カンティクム・サクルム　千原英喜男声合唱作品集
[カンティクム・サクルム　第1集 & 第2集]・[おらしょ]・[カンティクム・サクルム・ニッポニクム]

 伊東恵司 / なにわコラリアーズ

十字架上のキリストの最後の言葉
上田祥行 / 合唱団Vivo

東海道四谷怪談
伊東恵司 / なにわコラリアーズ

シューベルト / 千原英喜 編曲：「冬の旅」(無伴奏混声合唱版)
里井宏次 / The TARO Singers

シューベルト / 千原英喜 編曲：「水車屋の美しい娘」(無伴奏混声合唱版）
里井宏次 / The TARO Singers

黒川和伸・バリトンリサイタル＜千原英喜・歌曲全集１＞
歌曲集「みやこわすれ」・歌曲集「ある真夜中に」・歌曲集「明日(あした)へ続く道」　等他全14曲

寺島　尚彦 寺島尚彦合唱作品集～さとうきび畑の想い出  　　　　　　　　小さな協奏曲・ことりがそらを・

　　　　さあ!!・ぼうし・海の比喩・風のたんぽぽ・野菜サラダ物語・さとうきび畑・音楽会の菫 他

　　　　　　　　　　　平松剛一 / 平松混声合唱団

寺嶋　陸也 寺嶋陸也　合唱音楽の夕べ Vol.2      [おもろ・想い]・[スペイン警官隊のロマンス]・[花三題]・

[見渡せば](混声)・[オーホーツク・スケッチ]・[五つの宮崎民謡]・[四つの福島民謡]・[春に]

藤井宏樹 / 樹の会合唱団, 樹の会女声, 樹の会男声,樹の会ユースクワイア, Voces Ardos, うたあい

團　伊玖磨

千原　英喜
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中田　喜直 中田喜直作品集 1　海の構図      　　　　　　　　　　  [海の構図]   根津弘 / 神戸中央合唱団

[午後の庭園]   佐藤陽三 / 松山市民合唱団 ・ [都会]   前田二生 / 四季の会

中田喜直作品集 2　美しい訣れの朝      　　　　  [女声合唱曲集]   北村協一 / 日本女声合唱団

[美しい訣れの朝]・[蝶]   宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会

中田喜直 女声合唱曲集 コロムビア

女声合唱曲集[ぶらんこ・忘れなぐさ・ おもい・早春・青空の小径・小さな手・夏河・夏の思い出・石臼
の歌・雪の降るまちを]・[ねむの花] / 女声合唱曲集II[緑の夏・美しい季節・秋の歌・グレゴリアンの
しらべは・アダムとイヴ]・[美しい訣れの朝]・[間所ひさこの詩による四つの女声合唱曲集]・[こころの
季節]・ [天の弦] 　 　                                   前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

中田喜直 女声合唱曲集II コロムビア

 [早春賦,春の佛,ちいさい秋みつけた,お母さん,霧と話した,別れの歌]・ [蝶]・[ちいさな果樹園]

       前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

ほしとたんぽぽ　中田喜直 女声合唱曲集 コロムビア

　[ほしとたんぽぽ]・[7つのフランスの子供の歌]・[六つの子供の歌]・[童謡曲集]

前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

海の構図 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

根津弘 / 神戸中央合唱団 × 福永陽一郎 / 日本アカデミー合唱団

美しい訣れの朝 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

                 宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会 × 近藤安个 / 中国短期大学フラウェンコール

中田喜直の抒情をうたう　　　　めだかの学校・もう春だ・かざぐるま・つゆにぬれてる桑のみたべ
た・もんしろ蝶々のゆうびんやさん・夏です・べこの子うしの子・夕方のおかあさん・春の原っぱ・カー
ネーションに寄せて・ぎんなん・ああプランタン無理もない・すばらしき自然とともに・「ほしとたんぽ
ぽ」～おさかな, たいりょう, わらい, わたしと ことりと すずと, ほしと たんぽぽ

ハピーエコー

中田幸子 / 混声合唱アンサンブル・メイ

なかにし
　　　あかね

今日もひとつ
　　[今日もひとつ]・[思い出の向こう側]・歌曲集「木のように」・歌曲集「ひとつの花が咲くように」

辻裕久, 辻秀幸 / The Songsters

新実　徳英 幼年連祷　新実徳英作品集 1        [祈りの虹](男声)   畑中良輔 / 慶應義塾ワグネル男声合唱団

[幼年連祷]   関屋晋 / 松原混声合唱団 ・ [常世から]   藤井宏樹 / 山梨大学合唱団

花に寄せて　新実徳英作品集 2    [花に寄せて](女声)   前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

[ことばあそびうた] (女声)・[ことばあそびうたⅡ](男声)   田中信昭 / 東京混声合唱団

をとこ・おんな　新実徳英作品集 3             [魂の樹]・[光の樹]・[をとこ・をんな]

  前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

ぼくは雲雀　児童合唱による白いうた青いうた            [ぼくは雲雀]・[ねむの木震ふ]・

[南海譜]・[火の山の子守歌]    新実徳英 / フォーラム21少年少女合唱団

幼年連祷 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

関屋晋 / 松原混声合唱団 × 福永陽一郎 / 法政大学アカデミー合唱団

はるか 第4回演奏会 新実徳英作品展　　　　　　　  [白いうた青いうた]より5曲・

[五つのポップソング]・[潮の音]・[をとこ・をんな]   藤井宏樹 / はるか

新実徳英の合唱世界 合唱音楽の夕べ Vol.4　　　　　[やさしい魚]・ [三つの愛の歌]・

[黙礼スル 第1番]～畏れる・祈る・[黙礼スル 第2番]・[つぶてソング]

 藤井宏樹 / 樹の会

西村　朗 まぼろしの薔薇　西村朗作品集      　  [秘密の花]   前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

[まぼろしの薔薇]・[そよぐ幻影]   前田二生 / 東京レディース・シンガーズ＆新東京室内合唱団

寂光哀歌　西村朗作品集 2                [寂光哀歌]・[祇園双紙]・[炎(かぎろい)の挽歌]

    前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

西村朗作品集　第1巻　　　　　　　[浮舟]・[永訣の朝]・[青色廃園]・[青猫]

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

クール・ジョワイエ演奏会～男声合唱による西村朗作品集
西村朗;[夏の庭]・[永訣の朝]・[旅－悲歌が生まれるまで]【委嘱初演】・[まぼろしの薔薇]・

      ゆうぐれ【委嘱初演】                  高橋寛樹, 高須道夫 / クール・ジョワイエ

青春　野田暉行作品集                           [青春]   田中信昭 / 東京混声合唱団

 [有明の海]   野田暉行 / 東京混声合唱団(女声)

信時　潔 木下保指導による 混声合唱組曲「沙羅」
木下保 / 東京放送合唱団

信長　貴富 群青（編曲：信長貴富）

小田美樹, 渕上貴美子, 本山秀毅 / 福島県南相馬市立小高中学校特設合唱部,
杉並学院・菊華混声合唱団, 杉並学院・菊華女声合唱団, Harmony for JAPAN 2014 合唱団

ノスタルジア 信長貴富無伴奏合唱作品集 [7つの子ども歌](女声) 柘植洋子/多治見少年少女合唱団

ノスタルジア ～花・箱根八里・美しき天然・村の鍛冶屋・朧月夜・故郷・浜辺の歌・砂山・ペチカ・鉾
をおさめて・赤とんぼ・この道・椰子の実・里の秋・みかんの花咲く丘・別れの歌（混6･女6･男4曲)

清水敬一, 柘植洋子 / 早稲田大学コール・フリューゲル, 湘南市民コール, 多治見少年少女合唱団

信長貴富合唱作品集　春と修羅・ノスタルジア II
「春と修羅」・「ノスタルジア」より～箱根八里・みかんの花咲く丘・別れの歌

「ノスタルジアII～日本語に着替えた外来歌～」  清水昭, 野本立人 / 合唱団ひぐらし

思い出すために　信長貴富混声合唱作品集
[7つの子ども歌]・[さくら]・[一番星見つけた]・[島唄]・[花]   伊東恵司 / アンサンブルVine

[思い出すために]   伊東恵司 / 淀川混声合唱団 ・ [初心のうた]   上西一郎 / Choeur Chene

野田　暉行
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スピリチュアルズ　信長貴富混声合唱作品集II
[もし鳥だったなら]　鈴木成夫 / 東京大学コーロ・ソーノ合唱団

[スピリチュアルズ]・[春のために]・[歩くうた]　鈴木成夫 / 「遊声」

くちびるに歌を　信長貴富混声合唱作品集III　　[くちびるに歌を]　伊東恵司 / 淀川混声合唱団

[ねがいごと]　平田稔夫 / 北海道札幌北高等学校合唱部, 同ＯＢ会

[廃墟から]　近藤恵子 / 岡崎混声合唱団. 岡崎高等学校コーラス部

いろとりどりのうた　信長貴富混声合唱作品集IV  [カウボーイ・ポップ] 仁階堂孝 / 合唱団LINC

[讃歌]　斉田好男 / 親和中学校・親和女子高等学校コーラス部・OG合唱団, 他

[なみだうた]・[いろとりどりのうた]　伊東恵司 / 混声合唱団名古屋大学コール・グランツェ, 他

葡萄の樹　信長貴富混声合唱作品集V
 [葡萄の樹]・[季節が僕を連れ去ったあとに]・[ルバイヤート]・[ガルシア・ロルカ詩集]

伊東恵司 / 合唱団「葡萄の樹」, アンサンブルVine, 淀川混声合唱団

饗宴の歌　信長貴富男声合唱作品集       [ラグビイ]・[新しい歌]・[初心のうた]・[饗宴の歌]

　山脇卓也 / 合唱団お江戸コラリアーず

混声合唱組曲「朝のリレー」        [朝のリレー] 教育芸術社

鈴木成夫 / 東京外国語大学混声合唱団コール・ソレイユ

アニソン・オールディーズ
にっぽん昔ばなし・ゆけゆけ飛雄馬・ルパン三世のテーマ・宝島・ゲゲゲの鬼太郎・鉄腕アトム

                  渡邊志津子, 伊東恵司, 向井正雄, 上西一郎, 信長貴富 / PLOVER Pure Blueberry,
なにわコラリアーズ, Vocal Ensemble ≪EST≫, Choeur Chene

帆を上げよ、高く　信長貴富　男声合唱作品集II
[帆を上げよ、高く]・[じゆびれえしよん]・[Voice]・[Fragments]

伊東恵司/横浜国立大学グリークラブ, 北海道大学合唱団, 信州大学グリークラブ, 同志社グリークラブ

百年後 / 麦　信長貴富女声合唱作品集
雨森文也 / 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部, VOCI BRILLAN

萩　京子 一本の木の下で　萩京子合唱作品集                [風がおもてで呼んでゐる]・[ファーブルさん]

[地図にない川]・[はっぱと りんかく]・[亡命地からの手紙]・[道しるべ]・[一本の木の下で]

                    西岡茂樹 / 豊中少年少女合唱団, 女声合唱団Ｉ＆女声合唱アルモニ レジュイ 他

光る砂漠　萩原英彦作品集 1                   [光る砂漠]・[白い木馬](共に混声)

    秋山和慶 / 東京混声合唱団

抒情三章　萩原英彦作品集 2                   [十五の小品集]・[四つの小品]・[抒情三章]

   宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会

光る砂漠 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

秋山和慶 / 東京混声合唱団 × 福永陽一郎 / 合唱団京都エコー

白い木馬 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

秋山和慶 / 東京混声合唱団 × 福永陽一郎 / 合唱団京都エコー

長谷部 雅彦 だるまさんがころんだ 長谷部雅彦混声合唱作品 アテスカのうた 桑山雄一郎

[だるまさんがころんだ]   高野敦 / コール・ゆうぶんげん

[わらははわらべ]・[続.わらははわらべ]   河野孝之 / 岡山大学グリークラブ

原爆小景　林光作品集 1                 [原爆小景]・[動物の受難]

          田中信昭 / 東京混声合唱団

日本の抒情歌 林光作品集 からたちの花・鉾をおさめて・中国地方の子守歌・荒城の月・
浜辺の歌・城ヶ島の雨・お菓子と娘・箱根八里・椰子の実・カチューシャの唄・早春賦・ゴンドラの唄・
叱られて・ペチカ・ちんちん千鳥・野の羊・この道・待ちぼうけ・かやの木山・曼珠沙華

田中信昭 岩城宏之 東京混声合唱
団原爆小景　林光合唱作品集              [原爆小景]・[火の谺]・

死んだ男の残したものは・うた・ねがい・星めぐりの歌   林光 / 東京混声合唱団

ぼくたちのオペラハウス                オペラシアターこんにゃく座ソング集 全24曲

   林光 / オペラシアターこんにゃく座

原爆小景[完結版]　林光合唱作品集         [原爆小景 完結版]・[火の夜]・

[カザルスのために]・[星めぐりの歌]   林光 / 東京混声合唱団

木のうた・鳥のうた　林光合唱作品集                [木のうた]・[鳥のうた]

    林光 / 東京混声合唱団

林光　男声合唱作品集　　　 　　　　[帆は風に鳴り]・[日本抒情歌曲集]

                                         蛭田光仁, 小野瀬照夫, 吉田寛 / 小松原高等学校音楽部,
　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県立浦和高等学校グリークラブ, 埼玉県立川越高等学校音楽部

日本抒情歌曲集(全曲)　　荒城の月・箱根八里・からたちの花・中国地方の子守歌・城ヶ島の雨・椰
子の実・浜辺の歌・お菓子と娘・ちんちん千鳥・叱られて・カチューシャの唄・野の羊・早春賦・鉾をお
さめて・ペチカ・曼珠沙華・待ちぼうけ・かやの木山の・ゴンドラの唄・この道・死んだ男の残したもの
は 林光 / 東京混声合唱団

はる なつ あき ふゆ　林光合唱作品集
[はる なつ あき ふゆ]・[続・はる なつ あき ふゆ]・[島こども歌 1]・[日本抒情歌曲集]

柘植洋子, 田中信昭 / 多治見少年少女合唱団

林光追悼　東混　八月のまつり
[原爆小景]・[コメディア・インサラータ]・うた・ねがい・死んだ男の残したものは・星めぐりのうた

寺嶋陸也, 山田和樹 / 東京混声合唱団

夢へ……オペラシアターこんにゃく座　林光追悼コンサート
ソング 42曲を収録　　 / オペラシアターこんにゃく座

萩原　英彦

林　光
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平吉毅州合唱作品集 レモン哀歌・海は見てきた レモン哀歌 平松剛一 平松混声合唱
団   [海は見てきた]   平松剛一 / 平松混声合唱団(女声)

ひとつの朝 平吉毅州混声合唱作品集 空に小鳥がいなくなった日 下田正幸 コール・フロイン
ト [ひとつの朝]・[わが里程標]・[ちいさな昇天]   平松剛一 / 平松混声合唱団

海鳥の詩　広瀬量平作品集                        [海鳥の詩]・[海の詩]

     関屋晋 / 松原混声合唱団

海鳥の詩 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

関屋晋 / 松原混声合唱団 × 石橋義也 / 杉並混声合唱団

五つのラメント 廣瀬量平作品集 2
[海の詩]～海はなかった・海の子守唄・海の匂い・[海鳥の詩]・[五つのラメント]

山口英樹, 緒方秀政 / 立命館大学メンネルコール,立命館大学メンネルコールOB合唱団

福島 雄次郎 南島歌遊び　福島雄次郎作品集
　　　　　　　　　　　　　　　　[南島歌遊び] [南島歌遊びII]・[美しき南の島]・[西風の見たもの]

                     住吉三滋 / 鹿児島女子高等学校音楽部, 女声合唱団ブルニェール・ブランシュ

日本の響き　本間雅夫女声・児童合唱作品集            [日本の響き1]・[日本の響き２]

                今井邦男, 桑折金三 他 / 合唱団「六月の歌声」, 宮城県第三女子高等学校音楽部 他

松井　孝夫 松井孝夫ベストセレクション　[混声編]
   マイバラード・巣立つ時に・そのままの君で・ はばたこう明日へ・旅立ちの日に・勇気をください・
　　　　　　　明日のために・自分らしく・Let's begin・つばめのように 等21曲 / 合唱とカラピアノ

松井孝夫ベストセレクションII　[混声編]
　変わらない想い・これからも　ずっと・悲しみの向こうには・キミの夢・未来への地図・

分岐点・出会いたくて・この町で・We are the one・虹色の未来　等20曲 / 合唱とカラピアノ

松井孝夫ベストセレクション　[同声編]
マイバラード・そのままの君で・流れゆく雲を見つめて・ぼくらの未来・旅立ちの日に・
勇気をください・小さな祈り・ありがとう・小さな愛・今をそして未来を 等17曲 / 合唱とカラピアノ

松井孝夫ベストセレクション II　[同声編]
つばめのように・未来見つめて・星めぐりのうた・ありがとう　ともだち・未来への地図・

けっして忘れない・流れゆく雲を見つめて・心から… [こ・こ・ろ] 等18曲 / 合唱とカラピアノ

松下　耕 松下耕混声合唱作品集 Vol.1　民謡
　　　[八重山・宮古の三つの島唄]・[奄美諸島の四つの島唄]・[三原ヤッサ節]・[日向木挽唄]・[北へ]

　　　  松下耕 / 室内合唱団 Vox Gaudiosa

松下耕混声合唱作品集 Vol.2　祈り　　　　　[Missa tertia]・Ave Maria

松下耕 / 室内合唱団 Vox Gaudiosa

Voice of Angel Vol.2　松下耕作品集                [Ave Maria]・[聖母への祈り]・

     [よしなしうた]・[静かな雨の夜に]    松下耕 / 国立音楽大学女声合唱団ANGELICA

愛の詩集　松下耕合唱作品集  　　　　[愛の詩集](女声)・[CANTATE DOMINO](男声)・

[おわりのない海](混声) 　　　　  松下耕 / 耕友会合唱団

ひめうた　女声合唱作品集
 　　　　　 [日々のあぶく]・[伊予のひめうた]・[よしなしうた]より[携帯切らなきゃお仕置きよ！]・

[うたをうたうとき]・[おわりのない海]・[愛の詩集]より・[川の流れのように]・[信じる]
 松下耕, 森岡美香 / 女声合唱団 歌姫

日々のあぶく　松下耕女声合唱作品集　           [日々のあぶく]・[わたしと小鳥とすずと]

松下耕 / 東京レディースコンソート“さやか”

万華鏡 松下耕 合唱作品集　　 　  [謡舞]・日向木挽唄・やんまヤッホー・堺 住吉 いとまの太鼓・
                       いの字いっさいこく・Alma Redemptoris Mater・Hodie Christus natus est・
                  Hodie beata Virgo Maria・[ふくろうめがね]・[おわりのない海]・THE TYPEWRITER

松下耕 / 東京レディースコンソート“さやか”

アヴェマリア　松下耕女声合唱作品集
Ave maris stella・Hodie Christus natus est・Non nobis, Domine・Ave Maria・Audi coelum・

[薔薇、見知らぬ国]・[伊予のひめうた]・[愛の詩集]・ほらね、
松下耕 / インターカレッジ女声合唱団 Voces Fidelis

秋の瞳　松下耕男声合唱作品集　　　　　　[秋の瞳]・[日本の民謡 第1集]～北海盆歌・八木節

[日本の民謡 第3集]～刈干切唄・津軽じょんがら節・[日本の民謡 第4集]～稗搗節・

[Laudate pueri]～Laetentur coeli・Laudate pueri　伊東恵司, 松下耕 / なにわコラリアーズ

光をまもるものたち 耕友会コンサートVol.5
　[鳥のために]・[薔薇、見知らぬ国](女声)・[光をまもるものたち]　　松下耕 / 耕友会合唱団

松下耕の世界　 耕友会コンサートVol.6　[水脈速み]・[Missa pro pace]・そのひとがうたうとき

松下耕 /耕友会合唱団, 東京フィルハーモニー交響楽団

松下耕が描く　谷川俊太郎の世界　　　[すこやかに おだやかに しなやかに]・[よしなしうた]・

[この星の上で]・[minial-for male voices]・[やわらかいいのち]・信じる・そのひとがうたうとき

松下耕 / メトロポリタン混声合唱団, 聖セシリア女声合唱団, オルフェウス男声合唱団　他

こどものための合唱曲集「あいうえ・おーい」
戸谷登貴子 / 佐倉ジュニア合唱団

☆ 幸福な女　女声合唱団「歌姫」第6回演奏会－創団25周年によせて－
携帯切らなきゃお仕置きよ！・AVE MARIA・Assumpta est Maria・[愛の詩集]・

[北の国から]・[幸福な女]・今、ここに・世界がひとつになるまで

近藤基, 森岡美香, 松下耕 / 女声合唱団「歌姫」

松本　望 あなたへ/シャガールと木の葉　松本望・北川昇　混声合唱作品集
　    松本望；[あなたへ]・[むすばれるものたち]   平田稔夫 / 北海道札幌北高等学校合唱部&ＯＢ会

                   北川昇；[シャガールと木の葉]・[ここから始まる]   伊東恵司 / 淀川混声合唱団

平吉　毅州

廣瀬　量平

本間　雅夫
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間宮　芳生 合唱のためのコンポジション　間宮芳生作品集 [第4番子供の領分] 岩城宏之/東京放送児童合唱団

[第1番]・[第10番オンゴオーニ]   田中信昭 / 東京混声合唱団

[第3番]・[第6番]   田中信昭 / 東京混声合唱団(男声）・東京放送合唱団(男声）

合唱の真髄　間宮芳生･･･自作を振る
間宮芳生；[合唱のためのコンポジション第8番]・[三色草子]・[12のインヴェンション]より

ベルイマン；[4つの絞首台の歌]　ブラームス；[マリアの歌 作品22]

間宮芳生, 田中信昭 / 東京混声合唱団

間宮芳生の仕事 Tokyo Cantat 2011
[合唱のためのコンポジション第1番]・[三色草子]・[合唱のためのコンポジション第14番]・

[合唱のためのコンポジション第15番 ≪空がおれのゆくところへついてくる≫]　他
上西一郎, 山根明子, 寺嶋陸也, 栗山文昭, 前田美子, 藤井宏樹 /

Choeur Chene, 女声合唱団やまねこ, 栗友会合唱団, むさし野ジュニア合唱団 “風”, Voces Arbos 他

宮川　彬良 明日の朝、神様がいらっしゃるよ
明日の朝、神様がいらっしゃるよ・飛び散る火の粉は花吹雪　/ 合唱とカラピアノ

井上美都 / ことのみ児童合唱団

嫁ぐ娘に　三善晃作品集 1           [嫁ぐ娘に]・[五つの童画]・[小さな目]・[王孫不帰](男声)

　  田中信昭 / 東京混声合唱団

縄文連祷　三善晃作品集 2      [動物詩集](混声)・[遊星ひとつ](男声)・[縄文連祷]・[交聲詩 海]

    栗山文昭 / 栗友会

三つの抒情　三善晃作品集 3    [三つの抒情]・[三つの夜想]・小鳥の旅・えびがはねたよ・林の中

　田中信昭 / 東京混声合唱団(女声)

クレーの絵本　三善晃作品集 4       　 [詩の歌]   栗山文昭 / グルーポ・ボーカル・デ・トキオ

[クレーの絵本第1集]   栗山文昭 / コーロ・カロス・[地球へのバラード]   栗山文昭 / 合唱団OMP

交聲詩「海」 ～ 三善晃 合唱の世界
　　　　　　　　　　　　　　[動物詩集]・[地球へのバラード]・[田園に死す]・[交聲詩 海 ]

  栗山文昭 / 合唱団OMP

夜と谺 ～ 三善晃 合唱の世界 Ⅱ         [愛の歌]・[カムイの風]・[五柳五酒]・[夜と谺]

                         栗山文昭 / 合唱団「松江」,合唱団OMP, E.S.P, うたあい, 合唱団「弥彦」

街路灯　三善晃女声合唱作品集                    [街路灯]・[五つの唄]・[三つの夜想]

栗山文昭 / 女声合唱団るふらん, 女声合唱団彩の会, 千葉大学合唱団女声部

生きる　三善晃混声合唱作品集                   [嫁ぐ娘に]   辻正行 / 静岡大学混声合唱団

[木とともに人とともに]・[やさしさは愛じゃない]   長谷順二 / 合唱団ノース・エコー

嫁ぐ娘に (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

田中信昭 / 東京混声合唱団 × 浅井敬壹 / 日本アカデミー合唱団

三つの抒情 (合唱ベスト･カップリング･シリーズ)

田中信昭 / 東京混声合唱団(女声) × 福永陽一郎 / 中国短期大学フラウェンコール

かなしみについて～三善晃作品集 栗山文昭の芸術３

[三つの抒情]・[嫁ぐ娘に]・[五つの童画]・[かなしみについて]・[生きる]

 栗山文昭 / 宇都宮室内合唱団ジンガメル, コーロ・カロス, 合唱団 響, 栗友会女声

唱歌の四季　三善晃の2台ピアノ伴奏による合唱作品集
　　　　　　　　　　　　　　　　　[交聲詩 海]・[唱歌の四季]・[レクイエム]

                            山田和樹 / 東京混声合唱団, 東京大学柏葉会合唱団OB･OG

レクイエム                       [レクイエム]・[変化嘆詠]・[四季に] 他ピアノ曲

田中信昭 / 日本プロ合唱団連合, 東京混声合唱団

狐のうた 三善晃児童合唱作品集  　　 [朝の羽ばたき]・[わらべうた]・[オデコのこいつ] ・

[狐のうた] 　　   田中信昭 / 多治見少年少女合唱団

三善晃　合唱音楽の夕べ　　　　[地球へのバラード]より・[五つの詩曲]より・[遊星ひとつ] より・

[五つの日本民謡]・[詩の歌]より・[悲しみは]・[かなしみについて]・[三つの夜想]・

[五つの童画]より・[交聲詩　海]・[唱歌の四季]より夕焼小焼　　　 藤井宏樹 / 樹の会

三善晃とともに　合唱音楽の夕べ Vol.3
[木とともに 人とともに]より・[三つの抒情]・[四季に]・一人は賑やか・[五柳五酒]・

[やさしさは愛じゃない]より・[山田耕筰による五つの歌]より・[王孫不帰]・[動物詩集] 等32曲

藤井宏樹 / 樹の会合唱団 他

三善晃の音楽 III　　[島根のわらべ歌]・[路標のうた]・[空]・[悲しみは]・[その日－August 6]・

[あなたにサタンがいるなんて]・[街路灯]より街路灯・[カチューシャの唄]・

[佐渡おけさ]・[交聲詩曲　波]・[であい]   栗山文昭 / 栗友会 他

三善晃　合唱曲選集 I　　　　　[三つの抒情]～或る風に寄せて・[五つの日本民謡]～阿波踊り・

[山田耕筰による五つの歌]～からたちの花・[詩の歌]～コスモスのうた・かいがらさん・

[クレーの絵本　第1集]～黄色い鳥のいる風景・[唱歌の四季]～夕焼小焼・「なみだ」・と　等15曲

栗山文昭, 藤井宏樹 / 栗友会, 樹の会合唱団 他

三善晃　合唱曲選集 II　　　　　　[地球へのバラード]～沈黙の名・生きる・その日－August 6・

かなしみについて・[５つの唄]～曼珠沙華・悲しみは・交響詩　海・[地球へのバラード]～鳥　等全12曲

栗山文昭, 藤井宏樹 / 栗友会, 樹の会

木とともに 人とともに  三善晃＋谷川俊太郎 合唱作品集

[クレーの絵本 第1集](混声三)・[やわらかいいのち三章]・[その日－August 6－]・

[五つの願い]・[木とともに 人とともに]   山田和樹 / 東京混声合唱団

はるか the 5th Concert 三善晃作品演奏会　　　　　[虹とリンゴ]・[五つの唄]・[三つの抒情]

藤井宏樹 / はるか

三善　晃
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じゅういちもんめコンサート ～ 三善晃合唱曲選集　　　　　[島根のわらべ歌]・[五つの唄]・

あなたにサタンがいるなんて・かなしみについて・生きる・交聲詩 海・であい

　栗山文昭 / むさし野ジュニア合唱団"風", 合唱団響, コーロ・カロス, 宇都宮室内合唱団ジンガメル,
女声合唱団九月の風, 女声合唱団彩, 松本女声アンサンブルAZ, 合唱団ルフラン　他

いのちのうた　男声合唱による三善晃の世界
[三つの時刻]・[王孫不帰]・[クレーの絵本　第２集]・[縄文土偶]・いのちのうた・へんしんのうた

高須道夫 / クール・ジョワイエ

三善晃　宇宙への手紙　　　[子どもの季節]・[四季に]・ [五つの日本民謡]・ [五つの日本民謡]

藤井宏樹 / Ensemble PVD

森田　花央里 青い小径 / 青春のうた（第24回朝日作曲賞受賞作品）

面川　倫一 森田花央里;[青い小径] / 面川倫一;[青春のうた]　　辻　秀幸 / 洗足学園音楽大学コールファンタジア

山崎　朋子 山崎朋子 Original Songs 同声編 教育芸術社

愛のうた・変わらないもの・大切なもの・小さいおくりもの・絆・明日の空へ・空高く・夢を抱いて・
夢のかなう場所へ・希望という名の花を・今日を生きている・友達でいようね　等17曲

甲田 潤, 長岡利香子 他/ すみだ少年少女合唱団, 八千代少年少女合唱団 他

☆ 山崎朋子 Original Songs Vol.2 同声編 教育芸術社

あなたに会えて…・きらきら・君がヒーロー・あさがお・空を見上げて・
広い世界の中で・願い・種・まるい地球・空は今・大切なもの　等17曲

甲田 潤, 長岡利香子 他/ すみだ少年少女合唱団, 八千代少年少女合唱団 他

山崎朋子 Original Songs 混声編 教育芸術社

大切なもの・道・愛のうた・絆・心の中に・変わらないもの・明日の空へ・空高く・
夢のかなう場所へ・きらめく瞬間・希望という名の花を・今日を生きている　等17曲

平松混声合唱団, コールKYO-GEI, 栗友会 他

山崎朋子 Original Songs Vol.2 混声編 教育芸術社

あなたに会えて…・きらきら・君がヒーロー・あなた・あさがお・虹を渡って・
風が吹く丘に・会いたい・願い・種・空は今・さよならの前に　等17曲

野本立人, 田中エミ 他 / 合唱団｢翠｣ , outaya 他

山下　祐加 ふるさとのように　山下祐加　混声合唱作品集
 [ふるさとのように]・ありがとうの花束（ア・カペラ版）

向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

山本 純ノ介 万象　山本純ノ介混声合唱作品集                     [万象]・[光葬]

      辻志朗 / 大久保混声合唱団

湯山　昭 歌ごえはささやく　湯山昭作品集 1 　　　　   　 [コタンの歌]   田中信昭 / 東京混声合唱団

[小品集～歌ごえはささやく・六月の想い出・雪の夜の思い出・よろこびの歌他] 湯山昭/湘南市民コール

葡萄の歌 湯山昭作品集 ２ 葡萄の歌 住吉三滋 プルニェール・ブラン
シュ [I(愛)]  湯山昭 / プルニェール・ブランシュ ・ [愛の河]  宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会

横山　潤子 横山潤子作品集 同声編 教育芸術社

小学生、児童合唱の世界で特に人気の横山潤子の同声合唱曲18曲を一同に収録した待望の作品集です。
Disc1には、合唱演奏を、Disc2には、カラピアノを収録しています。

武田雅博 他 / 横須賀芸術劇場少年少女合唱団 他

若林　千春 若林千春合唱作品集「こゑづくし/音迷宮」　　　　　魔法陣…数迷宮・うたくじら・

羊水地獄…Mare Foecunditatis・孔雀頌…とりせかい・たまゆら/胎内幻影

栗山文昭, 大谷研二, 清水敬一 / 合唱団　響, 東京混声合唱団, 松原混声合唱団

ご注文 レーベル

コード 税込価格

日本・こころのうた 春が来た・ひらいたひらいた・あの町この町・どこかで春が・こもりう
た・　　　　　　　　　　　　うみ・てるてる坊主・赤とんぼ・たきび・埴生の宿・お正月・かあさんの歌・

浜辺の歌・仰げば尊し・砂 山・庭の千草・雪・旅愁・夏は来ぬ・故郷・ほほえみ

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

星めぐりの歌～宮沢賢治の世界～
　　鈴木輝昭;[イーハトーヴ組曲]～星めぐりのうた・ポラーノの広場・[原体剣舞連]～原体剣舞連 /

木下牧子;原体剣舞連 /林光;ポラーノの広場・祈り・冬と銀河ステーション・海だべがど・
鳥のように栗鼠のように・星めぐりの歌 /高田三郎;心象スケッチ～水汲み

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

この愛しきものに～当間修一作品集　　　　　瓜はめば子ども思ほゆ・君を慕い恋うる歌・

象の鼻・お魚・空と海・みそはぎ・あさがほ・さがり花・さとうきび畑・千の風になって

当間修一 / 大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

至純のア・カペラ讃美歌名曲集
み言葉をください [讃美歌第二編 80番]・ひかりとやみとの [讃美歌 276番]・いつくしみ深き

[讃美歌 312番]・かみともにいまして [讃美歌 405番]・主よ、みもとに [讃美歌 320番]・
主われを愛す [讃美歌21 484番]・この世のなみかぜさわぎ [讃美歌第二編 157番] 等18曲

明日に架ける橋 / harmonia ensemble
相澤直人;ぜんぶ /Victoria;Ne timeas, Maria /Poulenc;O magnum mysterium /Orban;Mundi renovatio/
Whitacre;Go,lovely rose・With a lily in your hand /佐藤賢太郎;Sweet days /Durufle;Ubi caritas

/松下耕;狩俣ぬくいちゃ・信じる /田中利光;春 /Leek;Kondalilla 等20曲

翼-WINGS- / harmonia ensemble
相澤直人;宿題 /柴田南雄;追分節考 /高橋悠治;鳥籠 /武満徹;島へ・○と△の歌・翼・小さな空・

死んだ男の残したものは・明日ハ晴レカナ、曇リカナ/Poulenc;Tristis est anima mea /
Bach;Jesu, meine Freude・Es ist nun nichts Verdammliches an denen・/Bruckner;Virga Jesse /

/Mocnik;Christus est natus /Jackel;Heal the world 等21曲

混声
オムニバス

タイトル　/　指揮者　/　演奏団体

C
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地球へのバラード / harmonia ensemble
林光;[日本抒情歌曲集]～荒城の月・お菓子と娘・浜辺の歌・中国地方の子守歌・箱根八里 /

三善晃;[地球へのバラード] / 森田花央里;三味線草・壱 / 西村朗;先帝御入水 等15曲

フランシス・プーランク 無伴奏合唱作品全集 -宗教曲- / harmonia ensemble
Poulenc;[Messe en sol majeur]・[Quatre motets pour un temps de penitence]・Exultate Deo・Salve

Regina・[Quatre petites prieres de Saint Francois d'Assise]・[Quatre motets pour le temps de
Noel]・Ave verum corpus・[Laudes de Saint Antoine de Padoue]

アカペラ・クリスマス / harmonia ensemble キング
Silent Night･The First Nowell・Winter Wonderland・Angels We Have Heard on High・

Santa Claus is Comin' to Town・Sleigh Ride・Jingle Bells・The Christmas Song・O Holy Night・
We Wish You a Merry Christmas・White Christmas・O Come, All Ye Faithful 等20曲

トスカーナからの風　室内合唱団VOX GAUDIOSA 第15回定期演奏会ライブ

Kodaly;Szekely keserves /松下耕;O lux beara Trinitas・Jubilate Deo・[八重山・宮古の三つの島唄]
～安里屋ユンタ・[日本の民謡 第5集]～三原ヤッサ節 /Whitacre;Cloudburst /武満徹;翼

松下耕 / 室内合唱団VOX GAUDIOSA

辻正行没後10年記念盤　高田三郎「橋上の人」他 シンムジカ

高田三郎;[橋上の人]・梢 /荻久保和明;[しゅうりりえんえん] /大中恩;わたりどり

辻正行 / 大久保混声合唱団

松原混声合唱団　第22回演奏会ライブ版 プーランク《人間の顔》
新実徳英;[英霊たちの歌]・Poulenc;[カンタータ《人間の顔》]・三善晃;[五柳五酒]　他全22曲

清水敬一, 真下洋介 / 松原混声合唱団

松原混声合唱団第20回演奏会《つぶてソング第1集》《歌が生まれるとき》
Kuula;祈り・陽が昇るとき /Stenhammar;[3つのバラード]/ 松本望;[歌が生まれるとき]/

新実徳英;[つぶてソング第1集]・[死者の贈り物 II]・[つぶてソング第2集]～重なり合う手と手・

    [死者の贈り物]～あなたのような彼の肖像　　　　清水敬一, 真下洋介 / 松原混声合唱団

つぶてソング第2集・決意/天使のいる構図（松原混声合唱団）
新実徳英;[決意]・[つぶてソング第2集] / 瀧廉太郎;[ヴィヴァルディが見た日本の四季] /

松本望;[天使のいる構図]・[歌が生まれるとき]～アポロンの竪琴　他全24曲
清水敬一, 真下洋介, 新実徳英 / 松原混声合唱団

季節が僕を連れ去ったあとに～松原混声合唱団第19回演奏会
　　　　　　　　　　　　武満徹;[風の馬] /Martin;[Mass for double choir] /新実徳英;[ビオス]・

[死者の贈り物]～小さな神・イツカ、向コウデ /若林千春;[季節が僕を連れ去ったあとに]

  清水敬一, 真下洋介 / 松原混声合唱団

☆ 変化嘆詠/二つの祈りの音楽(松原混声合唱団第23回演奏会)
新実徳英;[海を想う]・[やさしい魚]～感傷的な唄 /鈴木輝昭;[大江山絵詞] /三善晃;変化嘆詠 /

松本望;[二つの祈りの音楽] /MOZART;Requiem [レクイエム Kv.626(モンダー版)]　等27曲

清水敬一, 真下洋介 / 松原混声合唱団

混声合唱愛唱曲集　　 汽車ぽっぽ・七つの子・赤とんぼ・秋の子・どじょっこふなっこ・合唱賛歌・

梢・冬 風蓮湖・遥かな友に・わたりどり・走る海・ともしびを高くかかげて・
怪獣のバラード・雪の夜の思い出・アイスクリームの歌・夜のうた・ひとつの朝・みぞれ・

　　　　　さようならの季節に・トマトの夕焼けスープ      関屋晋 / 松原混声合唱団 他

豊中混声合唱団　第50回記念定期演奏会　　　　　　　　柴田南雄;[三つの無伴奏混声合唱曲] /

　　　　　　　　　　Rutter;Cantate Domino・Hymn to the Creator of Light /新実徳英;[宇宙になる]
/高田三郎;[橋上の人]・くちなし /三善晃;[葉っぱのフレディ] /萩京子;きこえてくる

西岡茂樹, 須賀敬一 / 豊中混声合唱団, 豊中少年少女合唱団

ザ・タロー・シンガーズの日本の歌　上を向いて歩こう
　　　　　小さな空・赤とんぼ・曼珠沙華・ちんちん千鳥・ゴンドラの唄・叱られて・浜千鳥・花の街・

雪の降るまちを・サルビア・霧と話した・さくら横ちょう・夏の思い出・おさななじみ・
遠くへ行きたい・明日があるさ・上を向いて歩こう・夢で逢いましょう・故郷

里井宏次 / ザ･タロー･シンガーズ

バルセロナからの贈り物　ヴォーカルアンサンブル≪ＥＳＴ≫
木下牧子;いっしょに /Victoria;Taedet animam meam・Missa Pro Defunctis /Busto;Ave Maria /

Rautavaara;Sommarnatten /信長貴富(編);村の鍛冶屋・みかんの花咲く丘・赤とんぼ・別れの歌 等24曲

 向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

アンサンブルの世界地図　ヴォーカルアンサンブル《EST》第13回コンサート
Victoria;Missa Pro defunctis /Tallis;The Lamentations of Jeremiah Ⅰ /Durufle;4 motets /

Albright;Chichester Mass /鈴木輝昭;情燐戯画Ⅱ恋を恋する人 /世界のアカペラセレクション 等26曲

  向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

フランスからの贈り物　ヴォーカルアンサンブル《EST》
第38回フロリレージュ国際合唱コンクール　より 8曲

第17回コンサート　～フランスからの贈り物　そして新曲の誕生～　より 14曲

  向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

21世紀の演奏コレクション　ヴォーカルアンサンブル《EST》

/Fine;O know to end as to begin /Camoletto;Canticum Simeonis /Whitacre;Water Night 等23曲

 向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》

☆ ヴォーカルアンサンブル《EST》 第25回コンサート
Bach;[Jesu, meine Freude]～Ihr aber seid nicht fleischlich・Weg mit allen Schatzen

/Poulence;Ave verum corpus・Salve Regina /Esenvalds;O salutaris hostia /木下牧子;[方舟] 等19曲

 向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル《EST》
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現代合唱曲選集 1       　　　　　　　　　　　 芥川也寸志;[お天道様・ねこ・プラタナス・ぼく]

湯浅譲二;[芭蕉の俳句によるプロジェクション]・高橋悠治;[道行]・松村禎三;[暁の讃歌]

八尋和美, 田中信昭 / 東京混声合唱団

現代合唱曲選集 2                       黛敏郎;[始段唄・散華]・矢村義夫;[THE OUTSIDER I&II]・

野田暉行;[死者の書]・三善晃;[変化嘆詠]   田中信昭, 宮本昭嘉 / 東京混声合唱団

岩城宏之指揮　東京混声合唱団　メモリアル・コーラス・アルバム
LPアルバム「懐かしの愛唱歌　第1集～第3集」(1963年)、「戦友」(1965)からの全曲と、ラストステージ

となった東京混声合唱団アニヴァーサリーコンサート（2006年5月24日）の演奏を収録全38曲。

岩城宏之 / 東京混声合唱団

合唱音楽の領域―その新しい地平― / 東京混声合唱団
柴田南雄;[優しき歌 第二]・[追分節考] /芥川也寸志;[お天道様・ねこ・プラタナス・ぼく]

黛敏郎;[始段唄・散華] /林光;[原爆小景] / 三善晃;[五つの童画]・[王孫不帰]
武満徹;[風の馬]より第1ヴォカリーズ 指の呪文/ 湯浅譲二;[芭蕉の俳句によるプロジェクション]

高橋悠治;[たまをぎ]・[道行] /小杉武久;[South No.5]
間宮芳生;[合唱のためのコンポジション第１番]・[鳥獣戯画] /野田暉行;[死者の書]

八村義夫;[THE OUTSIDER] /池辺晋一郎;[相聞(1,2)] /水野修孝;[インヴェンションNo.1～No.6]

田中信昭、宮本昭嘉、八尋和美、岩城宏之 /　東京混声合唱団

懐かしいアメリカの歌 / 東京混声合唱団愛唱曲集
新実徳英;[北極星の子守歌]・湯浅譲二;[懐かしいアメリカの歌]・若林千春編曲;[翼をください・島唄・

エーデルワイス・いつも何度でも・世界の約束・となりのトトロ・Sing・見上げてごらん夜の星を]

山田和樹 / 東京混声合唱団

夢の意味 / 東京混声合唱団     　　 北爪道夫;[ことばあそびうた・また]・鷹羽弘晃;[ブルレス
カ] 野平一郎;[ある科学者の言葉]（女声）・上田真樹;[夢の意味]

山田和樹 / 東京混声合唱団

遠い島の友へ・・・/ 東京混声合唱団          間宮芳生;[合唱のためのコンポジション第16番]・

西村朗;[永訣の朝]・高橋悠治;[遠い島の友へ…]・野平一郎;[幻想編曲集 日本のうた]

田中信昭 / 東京混声合唱団

これが俺達の音楽だ / 東京混声合唱団
上田真樹;[鎮魂の賦]・森山智宏;[これが俺達の音楽だ]・篠田昌伸;[「Opus」による5つの断章]

 山田和樹 / 東京混声合唱団

山田和樹合唱指揮、日本人作曲家による合唱名曲選集　　　　　　武満徹;[うた] /

木下牧子;鴎(ｵｰｹｽﾄﾗ版) /團伊玖磨;[筑後川](ｵｰｹｽﾄﾗ版) /佐藤眞;[土の歌](ｵｰｹｽﾄﾗ版)

山田和樹 / 東京混声合唱団, 東京交響楽団

Joyful Joyful 東京混声合唱団愛唱曲集 2　　　　 林光編曲;[四つのイギリス民謡] /

湯浅譲二;風・息・秋 /木下牧子;[夢見たものは]～夢見たものは… 他 黒人霊歌集など全16曲収録

山田和樹 / 東京混声合唱団

水のいのち 東京混声合唱団創立55周年記念
高田三郎;[水のいのち] /三善晃;[三つの抒情] /佐藤眞;[蔵王]　　　松井慶太 / 東京混声合唱団

三善晃「唱歌の四季」(ｵｰｹｽﾄﾗ版) 高田三郎「水のいのち」(ｵｰｹｽﾄﾗ版)

上田真樹「夢の意味」(ｵｰｹｽﾄﾗ版) 石井歓「風紋」　　 飯森範親 / 東京混声合唱団, 東京交響楽団

ローレライ　　　　　　　　ローレライ・庭の千草・月の沙漠・峠の我が家・アニー・ローリー・

別れ(ムシデン)・埴生の宿・ともしび・粉雪・風になりたい・手紙-混声四部版-・下田節・
YELL・虹・贈る言葉・大きな古時計・崖の上のポニョ・キセキ・マル マル モリ モリ

山田和樹 / 東京混声合唱団

クリスマス合唱名曲集　　　　もろびとこぞりて・O Holy Night・きよしこの夜・もみの木・

ジングルベル・サンタが街にやってくる・あわてんぼうのサンタクロース・赤鼻のトナカイ・
Happy Xmas・恋人がサンタクロース・ホワイトクリスマス・ハレルヤ・世のひと忘るな 等23曲

松井慶太 / 東京混声合唱団

地球へのバラード ～美しい日本の合唱曲
　　　　　　高田三郎;[水のいのち] / 萩原英彦;[深き淵より]～想い出になりきれない想い出・

雪の音・夜ふけの珈琲のかおり・いえすへの　こうぎ / 三善晃; [地球へのバラード]
大谷研二 / 東京混声合唱団

歌い継ぎたい日本の歌ライブ
さくら・上を向いて歩こう・ずいずいずっころばし・赤とんぼ・シャボン玉・花の街・夏の思い出・

埴生の宿・月の沙漠・涙そうそう・夕焼小焼・思い出のアルバム・みかんの花咲く丘　等全27曲
大谷研二, 松井慶太 / 東京混声合唱団

鳥獣戯画　－山田和樹　東混音楽監督就任記念演奏会－
 Clausen;[Mass for double choir] / 間宮芳生;[鳥獣戯画] / 木下牧子;夢みたものは…

 山田和樹 / 東京混声合唱団

日本の合唱名曲セレクション20
佐藤眞;[土の歌]～大地讃頌 / 團伊玖磨;[筑後川]～河口 / 萩原英彦;[光る砂漠]～ふるさと /

廣瀬量平;[海の詩]～海はなかった / 池辺晋一郎;[六つの子守歌]～風の子守歌　等全20曲

大谷研二 / 東京混声合唱団

―さまざまな―“合唱の美”
間宮芳生;[合唱のためのコンポジション第1番] / 三善晃;[五つの童画] / 平川加恵;[青きスパーク]

田中信昭 / 東京混声合唱団

The Golden Quarter Century / 新日鐵住金混声合唱団
Schumann;[Messe c-moll]～Gloria /Verdi;[Quattro pezzi sacri]～Stabat Mater /Dvorak;[Mass in D

major]～Gloria /Penderecki;[Polskie Requiem]～Agnus Dei /Rossini;O salutaris Hostia /
Rheinberger;[Funf Hymnen]～Salve Regina /Poukenc;[Messe en sol majeur]～ Kyrie・Gloria 等26曲

浅井敬壹, 鈴木捺香子 / 新日鐵住金混声合唱団
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新しい音楽とともに　松下中央合唱団委嘱・初演作品集
コチャール;[第3ミサ] /信長貴富;[いまぼくに] /新実徳英;[6つのワルツ] /Busto;Stabat Mater

  本城正博 / 松下中央合唱団

祈り　松下中央合唱団からパナソニック合唱団へ          松下耕;[光・三首]～螢 螢 螢 /

Sandstrom;Hear my Prayer, O Lord /Penderecki;Agnus Dei /細川俊夫;Ave Maria /
信長貴富;[初心のうた]～とむらいのあとは /Karai;Stabat Mater・De Profundis 等11曲

本城正博 / パナソニック合唱団

新しい音楽とともに 2 ～ 委嘱・初演作品集　　　　　　佐藤賢太郎; [Cantata Amoris] /

松下耕; [光・三首] /信長貴富; [ガルシア・ロルカ詩集] /Pamintuan; Dominus Pastor Meus

  本城正博 / パナソニック合唱団

天草雅歌<第二集> 千原英喜作品集　　千原英喜;[良寛相聞]・[天草雅歌＜第二集＞-東方への道-]・

[おらしょ カクレキリシタン3つの歌]・宮沢賢治の最後の手紙    本城正博 / パナソニック合唱団

クール・シェンヌ 第10回演奏会　　　　　Mendelssohn;世俗合唱曲集より5曲 /Bruckner;Os justi

Bach;Jesu, meine Freude BVW.227 /三善晃;[五つの日本民謡]～五ッ木の子守唄・[三つの抒情]～ふるさ
との夜に寄す・[木とともに 人とともに]～生きる /松下耕;MISSA TERTIA・[この星の上で]～はる

上西一郎, 松下耕 / クール・シェンヌ

ジョイントコンサート in WEST　コンビーニ・ディ・コリスタ＆クール・シェンヌ

Holmboe;Laudate Dominum Op.158b / 松下耕;[南へ]～五木の子守唄・南海にて・おわりのない海 /
佐藤賢太郎;前へ / Rheinberger;[Messe in Es Op.109] / 木下牧子;夢みたものは 等20曲

松村努, 上西一郎 / コンビーニ・ディ・コリスタ, クール・シェンヌ

ジョイントコンサート in EAST　クール・シェンヌ×コンビーニ・ディ・コリスタ

Brahms;[Fest-und Gedenkspruche]・Nanie / 宮沢和史;島唄 / 岡野貞一;[唱歌の四季] 等19曲
上西一郎, 松村努 / クール・シェンヌ, コンビーニ・ディ・コリスタ

コンビーニ・ディ・コリスタ　創立10周年記念アルバム

Britten;[Five Flower Songs Op.47] / 高田三郎;[心の四季] / 松下耕;[南へ]　等全42曲
松村努 / コンビーニ・ディ・コリスタ

よどこん名演集 Vol.1　　　　信長貴富;[雲は雲のままに流れ] / 松下耕;[静かな雨の夜に]

千原英喜;[良寛相聞]・南京玉簾　　　伊東恵司 / 淀川混声合唱団

よどこん名演集 Vol.2　　　　　  信長貴富;[Faraway] / 瑞慶覧尚子;[うっさ くわったい] /

北川昇;[かなうた　第1集]～なみだ・て / 千原英喜;[コスミック・エレジー]

　　　　　　　　　　　伊東恵司 / 淀川混声合唱団

魂唄(たましひのうた)　　　新実徳英;[幼年連祷] / 信長貴富;[くちびるに歌を]・こころよ　うたえ

雨森文也 / CANTUS ANIMAE

Songs 4 あい混　　       相澤直人;[歌われて] / 千原英喜;[みやこわすれ・混声]・アポロンの竪琴

大中恩;島よ / アポロンの竪琴 / 横山潤子;笑いのコーラス・不思議な馬・ねむり・[いないいないばぁ]

相澤直人 / あい混声合唱団

アイザワールド×ヨコヤマジック　　　　　　相澤直人;[なんとなく・青空]・[小さな愛、４色]・

 [立原道造の詩による３つの心象] / 横山潤子;[きんぽうげの日々]・ 笑いのコーラス　等全21曲

相澤直人 / あい混声合唱団

いのちのうた あい混声合唱団　第6回定期演奏会
Durufle;[Requiem Op.9]・三善晃;[五つの願い]・横山智昭;[いのちのうた]

相澤直人 / あい混声合唱団

あい混声合唱団　第7回定期演奏会 愛する歌
木下牧子;[方舟]・[愛する歌・女声]～きんいろの太陽がもえる朝に・雪の街・[愛する歌・男声]～

海と涙と私と・さびしいカシの木・誰かがちいさなベルをおす・[夢のかたち]・たいようオルガン・
[ティオの夜の旅]～ティオの夜の旅・ [地平線のかなたへ]～ネロ～愛された小さな犬に

相澤直人 / あい混声合唱団

☆ あい混声合唱団　第8回定期演奏会～終わりのない歌・世界の現在(いま)を歌う～
Antognini;Canticum novum /Milliken;[Missa Piccola] /相澤直人;[Missa minima] /

小林秀雄;[優しき歌]  /上田真樹;[終わりのない歌]　等全22曲

相澤直人 / あい混声合唱団, 公募合唱団

Ensemble Mikanier 第7回定期演奏会　～千原英喜の宇宙×アイザワールド～
千原英喜;[十字架上のキリストの最後の言葉] / 相澤直人;[どこかで朝が]・[Missa Brevis]・

あいたくて・[歌われて]～私が歌う理由・宿題　等全28曲

合唱団 響－Kyo－ 演奏会2014
寺嶋陸也;[ざんざんと降りしきる雨の空に] / 池辺晋一郎;[わたしの手を組ましめよ] /

佐藤勝;一本の鉛筆 / [Sing!響カーペンターズを歌う] 等全17曲

栗山文昭 / 合唱団　響

合唱団 響－Kyo－ 演奏会2011
Mendelssohn;Denn er hat seinen Engeln befohlen・/佐藤聰明;秋の曲【委嘱初演】/

武満徹;[Songs]【編曲委嘱初演】より7曲 /新実徳英;[つぶてソング]～あなたはどこに等19曲

栗山文昭 / 合唱団　響

合唱団ノース・エコー「北欧の合唱作品」
Sandstrom;God be merciful・Der Geist hilft unser Schwachheit auf / Nystedt;Be not afraid・

Adoro te / Barber;Agnus Dei・The Coolin / Copland;Have mercy on us, O my Lord /
Howells;Sing Lullaby / Kuula;Rukous / Schubert;Salve Regina　等全28曲

長谷順二 / 合唱団ノース・エコー
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瑠璃色の地球 / 平松混声合唱団
 木下牧子;[愛する歌]～2曲 /Victoria;O vos omnes /Poulenc;O magnum mysterium /

平井夏美;瑠璃色の地球 /小林秀雄;[落葉松]～3曲 /寺島尚彦;果物の時間・鎌倉は子守唄 等全18曲
平松剛一 / 平松混声合唱団

ときめく命 / 平松混声合唱団
黒人霊歌;ジェリコの戦い・深い河・ひざまづけ召使よ・私の試練 /横山潤子;心の瞳 /

新実徳英;[花に寄せて]～4曲 /寺島尚彦;街は大きくなりすぎた・鎌倉は子守唄・ひとつだけの命 等17曲
平松剛一 / 平松混声合唱団

時代 / 平松混声合唱団
時代・言葉にできない・Best Friend・贈る言葉・なごり雪・涙そうそう・秋桜・愛燦燦・

瞳をとじて・亜麻色の髪の乙女・翼をください・Jupiter・瑠璃色の地球 等16曲

平松剛一 / 平松混声合唱団

MY WAY　～愛する歌があるから～ / 平松混声合唱団
少年時代・たしかなこと・蕾・島唄・真赤な太陽・旅立ちの日に・サライ・世界に一つだけの花・

You Raise Me Up・Time To Say Goodbye・見上げてごらん夜の星を・Amazing Grace・My Way 等17曲

平松剛一 / 平松混声合唱団

宇野功芳 叙情の世界 ～ 神戸市混声合唱団 特別演奏会 コウベレックス

佐藤眞;[旅] /高田三郎;[水のいのち] /大中恩;沼・海の若者・秋の女よ /石桁真礼生;月光とピエロ

宇野功芳 /神戸市混声合唱団

宇野功芳 叙情の世界 2 ～ 神戸市混声合唱団 特別演奏会 コウベレックス

佐藤眞;[若人のうた] /高田三郎;[心の四季]/大中寅二;椰子の実 /池辺晋一郎;思い出の子守歌 等19曲

宇野功芳 /神戸市混声合唱団

☆ コンクール・ベスト1998-2017　岩手県立不来方高等学校音楽部

moralia] / Victoria;Domine, non sum dignus /Koerooen;Auf einem Baum ein Kuckuck sass　等19曲

村松玲子 / 岩手県立不来方高等学校音楽部

岡崎混声合唱団・岡崎高校コーラス部第30回定期演奏会
                        三善晃;[やわらかいいのち三章]・[ゆったて哀歌集] /柴田南雄;[追分節考] /

千原英喜;[ラプソディー・イン・チカマツ]・南京玉簾 /山田耕筰;赤とんぼ 等18曲

近藤惠子 / 岡崎混声合唱団・ 岡崎高校コーラス部

菊の音　杉の音
松下耕;[聖母への祈り]～Ave Regina coelorum・Ave Maria・[ふくろうめがね]～花色カメレオン・
トラのようふく /信長貴富;[風のこだま・歌のゆくえ]～風のような歌は・木 /Karai;Viragirato /

木下牧子;[恋のない日]～隕石 /Sweelinck;Lascia Filli mia cara /見岳章;川の流れのように 等43曲

杉並学院高校合唱部. 菊華高校合唱部, 菊華アンサンブル, 杉並学院・菊華合唱団

季節へのまなざし 岡山大学グリークラブ 第 回定期演奏会 木下牧子 光と風をつれ
て]/ 新実徳英;[幼年連祷] /林光;[銀河鉄道の夜] /荻久保和明;[季節へのまなざし] 他

方舟　岡山大学グリークラブ　第51回定期演奏会

Rutter;GLORIA Ⅰ・GLORIA Ⅲ /木下牧子;[方舟] /新実徳英;[空に、樹に…] 他

風に鳴る笛　岡山大学グリークラブ　第52回定期演奏会
木下牧子;[うたよ！] /高嶋みどり;[風に鳴る笛] 他

遙かな時の彼方へと　岡山大学グリークラブ　第53回定期演奏会
高嶋みどり;[遙かな時の彼方へと] 信長貴富;[初心のうた] 他

やさしい魚 混声合唱作品集　 岡山大学グリークラブ
新実徳英;[やさしい魚]・[海のディヴェルティメント] /

信長貴富;[新しい歌]・[旅のかなたに]～旅のかなたに /尾形敏幸;[シャンパン]

福島コダーイ合唱団ライブ　'95～'97　－10周年記念－
グレゴリオ聖歌・ルネサンスとバロックの合唱曲・ハンガリーの作曲家の作品・ブルガリア民謡・

アイヌ古式舞踊・日本人による合唱曲 全22曲

福島コダーイ合唱団　Many Nations - Many Voices －合唱が結ぶ日本とヨー ロッパ－
日本の音楽・ヨーロッパの合唱曲・ブルガリア民謡 全30曲

東京大学コーロ・ソーノ合唱団 第60回記念定期演奏会
武満徹;[混声合唱のためのうた]～小さな空・○と△の歌・死んだ男の残したものは・

明日ハ晴レカナ、曇リカナ / 瑞慶覧尚子;[沖縄小景]～国頭サバクイ・子守唄・
安里屋ユンタ / 三善晃;[三つの抒情] / 森山至貴;[コーラス]　他全18曲

ななもんめコンサート              Brahms;[Zwei Motetten Op.74]より /Schubert;Standchen

寺嶋陸也;[おもろ・遊び] / 三善晃;その日 -August 6- / 西村朗;敦盛

栗山文昭, カール・ホグセット / 合唱団響, コーロ・カロス, 宇都宮室内合唱団ジンガメル

合唱音楽の夕べ vol.5 祈りの響　　　　　　　Tallis; Spem in Alium / Holst; Ave Maria /

Madetoja; [De profundis] / Bruckner; Os justi・Christus factus est / Ligeti; Lux aeterna /

藤井宏樹 / 樹の会

☆ 合唱音楽の夕べ vol.6 佐々木幹郎と西村朗の世界
西村朗;[大空の粒子]・[鳥の国]・[清姫－水の鱗]

藤井宏樹 / 樹の会

☆ 合唱団わをん　第1回演奏会　　　　　　　　　　田中達也;レモンイエローの夏 /

新実徳英;[やさしい魚] / 松下耕;[胸のなかの風景] / Spirituals; [Feel the Spirit]

三好草平, 田中達也, 原田敬大 / 合唱団わをん

20世紀の名曲を歌う　　　　　　　高田三郎;[ひたすらな道] /團伊玖磨;[筑後川] /大中恩;[島よ] /

　　　　　廣瀬量平;[海の詩] /佐藤眞;[土の歌]～大地讃頌　　　　雨森文也 / 20世紀の名曲を歌う会
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20世紀の名曲を歌う　Vol.2　　　　　　大中恩;[風のうた] / 高田三郎;[水のいのち] /

柴田南雄;追分節考 / 佐藤眞;[土の歌]　　　　雨森文也 / 20世紀の名曲を歌う会

トライトーン　虹色のハーモニー
　　　　Overture ～Rainbow Harmony～・虹色のハーモニー・Raindrops Keep Falling On My Head・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花のちるらむⅡ・Down Town・アカペラでゆこう・約束

テイストーン
レコード

トライトーン Gift
　　　　L-O-V-E・しあわせもあこがれも・きみはぼくのともだち・From the Bottom of My Heart・
　　　　　　　　　　　　Blame It On My Youth・歌声に包まれたなら・誓い～PROMISE FOR TOMORROW

テイストーン

レコード

生きているということ　　　　　　　後藤丹;[気球の上がる日]・[みまかれる美しきひとに] /

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎智徳;[いきているということ] / 大田桜子; [歌はどこから]

仁階堂孝 / 合唱団セ・ピアーチェ, Ensemble Evergreen, 合唱団senza Nome, 上越教育大学混声合唱団

レアライブコレクション第1集 世界の響き I

川合良一 / 混声合唱団Locus

レアライブコレクション第3集 日本の歌・アジアの歌 I
   遠藤雅夫;[今でも…ローセキは魔法の杖] /松下耕;[子猫物語] /信長貴富;[7つの子ども歌] /
林光;[黒い歌] /吉岡弘行;[十ぴきのねずみ]/ 千原英喜;[おらしょ] /石黒晶;[沖縄わらべうた]

川合良一, 横瀬太郎, 三瓶綾子 / 混声合唱団Locus

レアライブコレクション第4集 日本の歌・アジアの歌 II
高嶋みどり;[白鳥] /三瓶綾子;[ぼくは12歳] /北川昇;[シャガールと木の葉] /

信長貴富;[ノスタルジア　II]より /[アジアのうた]・[ポピュラーソング集]

川合良一, 横瀬太郎, 三瓶綾子 / 混声合唱団Locus

名古屋ビクトリア合唱団Vol.2 Quam pulchri sunt / おらしょ
千原英喜;[おらしょ] /Victoria;Quam pulchri sunt・[Missa Quam pulchri sunt]

当間修一 / 名古屋ビクトリア合唱団

名古屋ビクトリア合唱団Vol.4 地球ばんざい/飛行機よ
鈴木憲夫;[地球ばんざい] / Victoria;[Matins on Maundy Thursday] / 萩京子;[飛行機よ]

当間修一 / 名古屋ビクトリア合唱団

ヤング・ピープルズ・コーラス・オブ・ニューヨークシティ日本公演2013

中田喜直;夏の思い出 /菅野よう子;花は咲く/ Simon;Bridge Over Troubled Water　等全16曲

☆ 藤井宏樹＆Ensemble PVD　八月の響層
林光;[原爆小景] /Poulenc;[Figure Humaine]　等全18曲

藤井宏樹 / Ensemble PVD

響層 I            湯浅譲二;[芭蕉の俳句によるプロジェクション] /三善晃;[五つの日本民謡] /

柴田南雄;[優しき歌・第二]　　　　　　　　 藤井宏樹 / Ensemble PVD

響層 II　　　　　 　三善晃;[トルスII] /鈴木輝昭;[詞華抄]・[情燐戯画] /鷹羽弘晃;[ブルレスカ]

藤井宏樹 / Ensemble PVD

コーラス NOW! 冬と銀河ステーション
大田桜子;風が渡っていくのは /木下牧子;二十億光年の孤独 /荻久保和明;花をさがす少女 /

鈴木輝昭;はる /高嶋みどり;明日 /尾形敏幸;風に寄せて /新実徳英;卒業・火の山の子守唄 /
寺嶋陸也;冬と銀河ステーション 等12曲

女声合唱愛唱曲集　　　花・早春賦・羊・川・潮音・ゆりかご・ほたるこい・犀川・ひまわりの風・

夕方のお母さん・夏の思い出・霧と話した・雪の降る街を・花の街・ 歌ごえはささやく・

私の顔・ 朝の市場・花の中にねむる・風の子守歌　　宍戸悟郎 / 札幌大谷短期大学輪声会

万葉恋歌 / よかし・よかうた　　　　　信長貴富;[万葉恋歌] /新実徳英;[よかし・よかうた] /

　コチャール;[待降節のうた] 他　　北野良徳 / 多治見西高等学校合唱部, 合唱団ますらめ

Voice of Angel Vol.4 この星の上で　　　　　松下耕;[この星の上で] /三善晃;[虹とリンゴ]

　    オルバーン;[ミサ曲第9番] 他　　松下耕 / 国立音楽大学女声合唱団ANGELICA

ブリリアント・ハーモニー in Hungary ’      松下耕;[子猫物語]・[紀の国のこどもうた2]
[日本の民謡 2]・[Ave Maria] 他　バルトーク,コダーイ,コチャール,オルバーンの作品

                                                            松下耕 / ブリリアント・ハーモニー

ブリリアント・ハーモニー メロディは愛
　松下耕;鳥・静かな雨の夜に・信じる・タイプライター /三善晃;[三つの抒情] /新実徳英;壁きえた /

信長貴富;うたをうたうとき /Poulenc;Ave verum corpus /Bardos;Magos a rutafa /
Kocsar;O,havas erdo nemasaga 等21曲          松下耕 / ブリリアント・ハーモニー

ブリリアント・ハーモニー～私は命をうたいたい～      三善晃;[五つの唄] /

松下耕;[湖国うた紀行]～甲良の子守唄・おわりのない海 /中田喜直;[蝶]～飛翔 等21曲

    松下耕 / ブリリアント・ハーモニー

ブリリアント・ハーモニー～うたのゆくさき　　　松下耕;[Penance and Jubilation]・

[花冷えのあとで]・[湖国うた紀行]・[ルロイ・アンダーソン　セレクション]

松下耕 / ブリリアント・ハーモニー

ゆうやけ　みなづきみのりの詩による女声合唱作品集
松本望;ゆうやけ / 瑞慶覧尚子;鳥 / 相澤直人;コスモスの花 / 松波千映子;なみだのあとに /

北川昇;ここから始まる / 千原英喜;夢 / 松下耕;雪 / 高嶋みどり;あなたに

伊東恵司, 高嶋昌二 / コール・シェリー, みやこキッズハーモニー, ウィスティリア アンサンブル

女声
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ろくもんめコンサート                新実徳英;[六つの小唄]・[二つのギリシャ抒情] /

                       南聡;[春のマドリガル集] /寺嶋陸也;[「コワレタイ」組曲]・[ひかり]

 栗山文昭 / 女声合唱団九月の風, あんさんぶるめい, 合唱団るふらん,
　　　うつのみやレディシンガー晶<AKIRA>, 女声合唱団青い鳥, 女声合唱団彩, 松本女声アンサンブル

じゅうもんめコンサート
寺嶋陸也;[エチュードとインヴェンション] / 三善晃;[月夜三唱] / 新実徳英;[憶良の詠へる]  等17曲

栗山文昭 / 合唱団るふらん, 女声合唱団青い鳥, うつのみやレディーシンガーズ晶<AKIRA>

☆ 宮澤雅子先生と大妻中野中学校・高等学校合唱部のあゆみ
高嶋みどり;六月・[待ち人ごっこ]～風になる・はないちもんめ /高田三郎;[ひたすらな道]～白鳥 /

福島雄次郎;[南島歌遊び]～その2 伝説 嗚咽 /木下牧子;[わたしは風]～歌　等78曲

宮澤雅子, 石山明 / 大妻中野中学校・高等学校合唱部

福島県立安積黎明高等学校合唱団 III
鈴木輝昭;[リルの子どもたち]～軽やかに うれしそうに・[女に　第1集]～谺－日々・

[火へのオード]～終の日のわたしを焼く・火の王よ　あなたの国の…・水がわたしを呼んだとき・
[肖像]・[譚詩頌五花]～運命・[詩篇]～産室の夜明・[妖精の距離]～妖精の距離・

反応－風の受胎・夜曲－木魂の薔薇 他課題曲含む 全22曲

星野高等学校音楽部 12年のあゆみ
鈴木輝昭;[海をうしろへ]～わたしの海・[肖像画・絵師よ]～絵師よ・[詩篇]～颱風 /

西村朗;[浮舟]～浮舟・[炎の挽歌]～妻への挽歌 / 高嶋みどり;[明日のりんご]～緑の中へ /
Eielsen;Vandrestjerner / 萩原英彦;[抒情三章]～風に寄せて / 平吉毅州;[海は見てきた]～巨船 /

 高田三郎;[遙かな歩み]～機織る星 / 小林秀雄;[五つの心象]～私のいのちは　全26曲

うたのブーケ　スペシャルコンサート
女声合唱愛唱歌集「うたのブーケ」出版記念演奏会のライブ録音。同歌集収録曲を全曲収録。

浅井敬壹、岸信介、片野秀俊、鈴木捺香子、梅山登各氏の豪華指揮者陣と国内屈指の女声合唱団の演奏。

埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 1984～2009
  60余年にわたり日本トップクラスの女声合唱団であり続ける浦和第一女子高校音楽部の1984～2009年の

全日本合唱コンクール全国大会における数々の名演を収録。

愛と慈しみと～コールリリアス 3rdコンサート　　　　　Caplet;Messe a trios voix /

新実徳英;[愛と慈しみと]・[空に、樹に…(混声)] /Poulenc;Petites voix 等23曲

永ひろこ, 新実徳英 / コールリリアス

SKOLION ファーストコンサート         三善晃;[街路灯] /中田喜直;おやすみ・別れの歌 /

　　　Kocsar;Salve Regina・[Harom Noikar] /Bardos;Berc a Ronan・Bartok Emlekere・Liszt Ferenc
/ 間宮芳夫;子守唄 /池辺晋一郎;[ごんぎつね]～彼岸花の葬送曲 /林学;アフリカの子・花のうた

高須道夫 / 女声合唱団SKOLION（スコリオン）

月と花と恋と…初夏の　SKOLION セカンドコンサート
　　　　　Karai;Esti ima・Ave Maria II・Hodie Christus natus est /Orban;Caeli Cives・Hajnalban

/三善晃;麦藁帽子・えびがはねたよ・[月夜三唱] /林光;[月と花と恋と…初夏の]

                                                   高須道夫 / 女声合唱団SKOLION（スコリオン）

三十五億年の彼方 ギョウザの夢ひらく SKOLIONサードコンサート
                    木下牧子;おんがく /杉山長谷夫;花嫁人形 /武満徹;[風の馬]～第1ヴォカリーズ /
    松下耕;[紀の国のこどもうた 2]～泣いてくれるな /小倉朗;ほたるこい・[炎の挽歌]～妻への挽歌 /
　　　　　　　　　　　　　　三善晃;[三つの夜想] /林光;[三十五億年の彼方　ギョウザの夢ひらく]

 高須道夫 / 女声合唱団SKOLION（スコリオン）

SKOLION 4thコンサート 三十五億年のサーカス   三善晃;[詩の歌]～コスモスのうた・サザンカ・

[風のとおりみち]～栗の実・雪の窓辺で・ [三つの抒情] /林光;[三十五億年のサーカス] /
中田喜直;[六つの子供の歌]～うばぐるま・たあんき　ぽーんき・おやすみ  等25曲

    高須道夫 / 女声合唱団SKOLION（スコリオン）

豊中少年少女合唱団＆浜松ライオネット児童合唱団ジョイントコンサート
大熊崇子;[地球は僕らのキャンパス] /佐藤賢太郎;[はじまりは、いつも]～また、あした・

[僕の記憶のどこかに]～われは海の子 /萩京子;[ファーブルさん] /
信長貴富;[ゆずり葉の木の下で]～あおいあおい・川・モン・パパ 等22曲

西岡茂樹, 初村則子 / 豊中少年少女合唱団, 浜松ライオネット児童合唱団 他

小田原少年少女合唱隊50周年記念演奏会
湯山昭;[子どもシンフォニー] / Poulenc;[Gloria] / Faure;[Requiem]

第43回 多治見少年少女合唱団とシニアコア定期演奏会～世界の人に聞いてもらいたい日本の
歌岡野貞一;[唱歌の四季] / 池辺晋一郎;[東洋民謡集I]～ポロ・ヘチリ / 柴田南雄;さくら・北越戯譜 /

 間宮芳生;[うたのわたりどりたち]～しゅけまっけ・ゆりは / 三善晃;阿波踊り 等14曲

柘植洋子 / 多治見少年少女合唱団, シニアコア

ひびかせうた　第35回豊田市少年少女合唱団定期演奏会
Macha;Hoj,hura huj!・Ho-ja-ja,ho-ja-ja / Chilcott;The lily and the rose /

Sarasola;Jubilate Deo / Stroope;Revelation / 信長貴富;[ひびかせうた]・うたうたう　等全25曲

エーヴィゲ・ハルモニー　スペシャルコンサート
瀧廉太郎;[ヴィヴァルディが見た日本の四季] / 木下牧子;[木下牧子　ア・カペラ女声合唱曲]～

めばえ・歌・にじ色の魚・44わのべにすずめ / 横山潤子;[クローバーの原っぱで] 等18曲

永ひろこ / エーヴィゲ・ハルモニー, エーヴィゲ・ハルモニー＜プラティーヌ＞, コール　リリアス

☆

テルーの唄（歌集バージョン）・めぐる季節・ねこバス・ナウシカ・レクイエム～もののけ姫・人生のメ
リーゴーランド・愛は花、君はその種子・ひこうき雲・卒業写真

森永　淳一 / アンサンブル濤音＆プエリリア・ヴォーチェス

さだまさし女声コーラス・アルバム「花咲きぬ」
さだまさし;北の国から・秋桜・抱きしめて・精霊流し・それぞれの旅・花咲きぬ・惜春・夜想曲

石山明, 小松直詩 / 栄東中学･高等学校コーラス部, 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部
C
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松下耕;風になる方法・[うたおり]【委嘱初演】/木下牧子;歌 /高嶋みどり;露営のともしび /
新実徳英;時計台 /三善晃;悲しみは /信長貴富; うたを うたう とき /Orban;[Mass Sexta] 等21曲

三好草平 / Canto di Alauda

ウィスティリア・アンサンブル 4th Concert
Victoria;Domine, non sum dignus /Orban;Gloria /ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ;手紙 /松下耕;蟻の夏・Ave Maria /

木下牧子;棗のうた /信長貴富;うたをうたうとき/ 織田哲郎;愛は時を越えて 等18曲

藤岡直美 / ウィスティリア・アンサンブル 他

ウィスティリア・アンサンブル 5th Concert        三善晃;[唱歌の四季]～茶摘・雪・夕焼小焼

Busto;Agur Maria・[Missa Augusta]～Kyrie・Gloria /松下耕;静かな雨の夜に・Ave Maria 等19曲

藤岡直美 / ウィスティリア・アンサンブル 他

ウィスティリア・アンサンブル 6th Concert
間宮芳生;烏かねもん勘三郎 /信長貴富;[万葉恋歌]～春の苑・君待つと・天の火・山桜花 等21曲

藤岡直美 / ウィスティリア・アンサンブル 他

ウィスティリア・アンサンブル 7th Concert
Sweelinck;Lascia Filli mia cara /信長貴富;[うたつむぎ・おとつむぎ]～一切朝花・糸繰り・六調・

[赤い鳥小鳥－北原白秋童謡詩集－]～赤い鳥小鳥・この道・すかんぽの咲くころ・アメフリ・
揺籠のうた /Busto;Ave Maria gratia plena /鈴木輝昭;[獅子の子幻想]～都の春・ゆき 等21曲

藤岡直美 / ウィスティリア・アンサンブル 他

ウィスティリア アンサンブル 9th Concert
Byrd;[Mass for 3voices]～Sanctus・Busto;O gloriosa Virginum・高嶋みどり;きょうの陽に・

菅野よう子;花は咲く・Karai;Hodie Christus natus est・北川悠仁;友～旅立ちの時　等18曲

藤岡直美 / ウィスティリア・アンサンブル

ウィスティリア アンサンブル 10th ANNIVERSARY CONCERT
Victoria;Domine, non sum dignus / Busto;O gloriosa Virginum・Alma Redemptoris Mater /

松本望;ゆうやけ / いずみたく;見上げてごらん夜の星を /三善晃;[三つの抒情]～北の海 等18曲

高嶋昌二, 藤岡直美 / ウィスティリア アンサンブル, 札幌市立陵北中学校合唱部

色、あざやかな音。Tokyo Ladies' Consort SAYAKA
Verdi;Laudi alla vergine Maria / Bartok;Parnas tancdal / Kostiainen;Lankoiseni, lintuiseni… /

フランスからの風。Tokyo Ladies' Consort SAYAKA　　　　　　　Saint-Saens;Ave verum /

Delibes;Les nymphes des bois・Claie de Lune / Faure;Cantique de Jean Racine

お月さま こんばんは －児童合唱のための日本の唄－
いちでたちばな・せっせっせ・一匁の市助さん・天満の市は・おわいやれ・お月さま こんばんは・

竹田の子守唄・ほたるこい・烏かねもん勘三郎・シャシャブとグイミ・ほったろこい・
お正月ええもんだ・七草なずな・綿紡ぎ唄・こきりこの歌・会津磐梯山・木曽節・食月食に祈るうた

水谷俊二, 谷鈴代, 松原千振 / 名古屋少年少女合唱団

N児が選ぶ 日本の歌 50選<第一集>　　　　　　汽車・たこのうた・村の鍛冶屋・めえめえ児山羊・

椰子の実・冬景色・一番星みつけた・ふじの山・村祭り・夕焼け小焼け・案山子・故郷・
どこかで春が・3つの太郎のうたメドレー（浦島太郎・金太郎・桃太郎）・赤とんぼ・

あの町この町・雨降りお月さん・アメフリ・波浮の港・旅人の唄・出船の港・砂山・東京音頭

大谷研二, 金田典子 / NHK東京児童合唱団

早稲田大学グリークラブ創立100周年記念演奏会
小倉朗;[七つの無伴奏男声合唱曲] /荻久保和明;[縄文]・音楽 /磯部俶;遙かな友に・ふるさと /

多田武彦;帆船の子 /新実徳英;[祈りの虹] /小田和正;この道を行

佐藤 拓, 松原千振, 荻久保和明 / 早稲田大学グリークラブ

月光とピエロ～男声合唱作品集            清水脩;[月光とピエロ] /多田武彦;[三崎のうた] /

三善晃;[5つのルフラン]～カチューシャの唄・鉾をおさめて /新実徳英;[壁きえた・あしたうまれる]～
就職・ぶどうとかたばみ・壁きえた・北極星の子守歌・南海譜・あしたうまれる・卒業]

 伊東恵司 / なにわコラリアーズ

爽やかにかっこよく！　10th Anniversary なにわコラリアーズ
S-Dサンドストレーム・グスタフソン・バーディングス・トルミス・シベリウス・コープランド・

Vウイリアムズ・シューベルトなどの男声合唱曲の他に黒人霊歌など

    伊東恵司 / なにわコラリアーズ

さわやかにかっこよく！Vol.2  なにわコラリアーズ
なにわコラリアーズが全日本合唱コンクール全国大会で10年連続金賞を受賞した演奏記録ライブ。

 伊東恵司 / なにわコラリアーズ

東海メールクワィアーによる男声合唱名作品集
    石井歓;[花之伝言] /大中恩;[私の青空]・幸福が遠すぎたら /三木稔;[喜怒哀楽]・[レクイエム] /

高田三郎;[ひたすらな道]・[野分]～海辺・野分・[水のいのち]～雨 /新実徳英;[やさしい魚] 他

東海メールクワィアーによる 男声合唱 委嘱作品集 1
磯部俶;[かやの実] / 大中恩;[愛と悲しみ] / 大中恩;[四季のスケッチ] / 信長貴富;[くちびるに歌を]

須賀敬一,植松峻,飯沼京子 / 東海メールクワィアー

創価学会しなの合唱団 Collection 1 心の歌声集
                     信長貴富;[起点]・[うたうべき詩]～消息・うたうべき詩 / 三善晃;[王孫不帰] /

多田武彦;[わが心の詩] / 清水脩;[朔太郎の四つの詩]～五月の貴公子　他

しなの合唱団

Sailing! Sailing! 海と歌を愛する男たち
SEA CHANTY /三善晃;[唱歌の四季] /青島広志;[マザーグースの歌]～3曲 /ROBERT SHAW 合唱曲集

             有田仁一 他 / OSAKA MEN'S CHORUS
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フィン・ウゴル合唱音楽の源流を探る　－東海メールクワイアー レクチャーコンサートからー

　　　　　聖歌・ピエ・カンツィオーネスからシベリウス、トルミス、マデトヤまで、北欧合唱の世界を
松原千振解説・指揮と演奏で探訪

風のマーチ -March of the Wind- Chor.Draft
石若雅弥;風のマーチ・すてきなひとりぼっち / 木下牧子;さびしいカシの木・サッカーによせて /

相澤　直人;ぜんぶ

※このCDは、合唱曲をソロで演奏したものです。通常の合唱曲の録音ではありませんのでご留意下さい。

第50回　甍　演奏会 いらか会
三善晃;[だれもの探検]・[遊星ひとつ] /千原英喜;[ある真夜中に]～この星に生まれて /

新実徳英;[花に寄せて]・[つぶてソング]～あなたはどこに 他

 清水昭,清水敬一 / 甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ いらか会合唱団)

第51回　甍　演奏会 いらか会
Cherubini;[Requiem d-Moll] /新実徳英;[つぶてソング第2集]・[決意] 他

 清水昭,清水敬一 / 甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ いらか会合唱団)

第52回　甍　演奏会 いらか会
林光;[グラナダのみどりの小枝] / 多田武彦;[柳河風俗詩] / 信長貴富;[新しい歌]　他

清水昭,清水敬一 / 甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ いらか会合唱団)

第53回　甍　演奏会 いらか会
千原英喜;[明日へ続く道] / 多田武彦; [富士山] / [サザンオールスターズ セレクション]～5曲　他

清水昭,清水敬一 / 甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ いらか会合唱団)

第54回　甍　演奏会 いらか会
Lotti;[Missa Quadragesimalis] / 木下牧子;[いつからか野に立つて] / 信長貴富[わが詩友]　他

清水昭,清水敬一 / 甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ いらか会合唱団)

第55回　甍　演奏会 いらか会
三善晃;[三つの時刻] /新実徳英;[月に詠ふ] /多田武彦;[雪と花火] /なかにしあかね;[賢治断章]　他

清水昭，清水敬一，笠置英史 / 甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ
いらか会合唱団)

第56回　甍　演奏会 いらか会
信長貴富;[見よ、かの蒼空に]・[時代～ニューミュージックと呼ばれた歌たち～] / 新実徳英;

[祈りの虹] / Poulenc;[4 petites prieres de Saint Francois d'Assise] / 小田美樹;群青 他

清水昭，清水敬一，真下洋介，南方隼紀 /甍(早稲田大学高等学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 早稲田大学ｺｰﾙ･ﾌﾘｭｰｹﾞﾙ
 いらか会合唱団)

関西学院グリークラブ100周年記念CD2（林雄一郎） 関学グリー

Creston /Lotti /Jenny /Kromolicki /Piechler /Nekes /Liszt /Thomson等のMissa曲 他 山田耕筰作品
等関西学院グリークラブ100周年記念CD3（北村協一） 関学グリー

         多田武彦;[富士山]・[蛙 第二]・[草野心平の詩から 第二]・[雨]・[水墨集]・[雪明りの路]・
[北陸にて] /新実徳英;[祈りの虹] /清水脩;[アイヌのウポポ]・[月光とピエロ] 他

Kodaly等外国作品､ Spiritualsなど

黒人霊歌集           創立110周年の伝統を誇る関西学院グリークラブとそのOB合唱団である
                        新月会の過去の演奏からの選りすぐりを収録した黒人霊歌の決定盤です。

関学グリー

北村協一, 広瀬康夫 / 関西学院グリークラブ, 新月会

ファイト！ ～ 定期演奏会 中島みゆき ファイト！ 高嶋みどり 風に鳴る笛 ～未
来・

日本パルス

/荻久保和明;[IN TERRA PAX]～花をさがす少女・ほうけた母の子守歌 /嘉門達夫;雪の朝 他

                                                      高嶋昌二 / 淀川工業高等学校グリークラブ

ファイト！Ⅱ　　　　　　　　中島みゆき;時代・ヘッドライトテールライト・ファイト！ / 日本パルス

三善晃;[唱歌の四季]～茶摘・雪・夕焼小焼 /高田三郎;[この地上]～虎・[遥かな歩み]～機織る星 他

高嶋昌二 / 淀川工業高等学校グリークラブ

☆ ファイト！Ⅲ　　　　　三善晃;[縄文土偶]～王子 /木下牧子[愛する歌]～ひばり・ロマンチストの豚 日本パルス

信長貴富;Fragments /北川昇;[神様、ありがとう]～難転・沖縄・別れ /
槇原敬之;世界に一つだけの花 /中島　みゆき;糸・麦の唄・愛だけを残せ・ファイト！

高嶋昌二 / 淀川工業高等学校グリークラブ

その他 The Premiere Vol.1～真夏のオール新作初演コンサート～

オムニバス 松波千映子;[箱船の教室]    上西一郎 / Choeur Chene

鷹羽弘晃;[立原道造の詩による四つの心象]    伊東恵司 / PLOVER Pure Blueberry

北川昇;[かなうた　第1集]    向井正雄 / Vocal Ensemble《EST》

松本望;[天使のいる構図]    伊東恵司 / なにわコラリアーズ

信長貴富編曲;[アニソン・オールディーズ]～鉄腕アトム    信長貴富 / The Premiere Choir

The Premiere Vol.2～春のオール新作初演コンサート～
山下祐加;[私たちは一人ではない]    向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル≪EST≫

橋本剛;[天景]    伊東恵司 / なにわコラリアーズ

横山智昭;[いのちのうた]    雨森文也 /  うた・ふぐるま

堅田優衣;[志士のうた]    長谷順二 / 合唱団ノース・エコー

見上げてごらん夜の星を～The Premiere Vol.2合同ステージ
相澤直人編曲;ありがとう　　向井正雄 / ヴォーカルアンサンブル≪EST≫

大竹くみ編曲;あの鐘を鳴らすのはあなた　　雨森文也 / うた・ふぐるま

松本望編曲;夜空ノムコウ　　伊東恵司 / なにわコラリアーズ

松波千映子編曲;ＹＥＬＬ　　長谷順二 / 合唱団ノース・エコー

信長貴富編曲;見上げてごらん夜の星を　　長谷順二 / Premiere Choir（合同演奏）
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The Premiere Vol.3～夏のオール新作初演コンサート～
増井哲太郎;[平行世界、飛行ねこの沈黙]　　雨森文也 / CANTUS ANIMAE

田中達也;[シーラカンス日和]　　伊東恵司 / なにわコラリアーズ

三好真亜沙;[冬が来た]　　藤井宏樹 / 女声アンサンブルJuri

名田綾子;[いのち]　　清水敬一 / 松原混声合唱団

岸信介の世界 ～全日本合唱コンクール全国大会、全日本おかあさんコーラス全国大会ひまわり賞受賞団体による

Brahms;Spatherbst・[Messe]～Kyrie・Kyrie /Busto;Ave Maria・O magnum mysterium /Orff;Ave Maria
/中田喜直;ねむの花 /池辺晋一郎;森の人々と共に闘う /Orff;Ave Maria /Maclintyre;Ave Maria /
白石哲也;[ラブリー・ホームタウン]～フォーシーズン（四季）・いつも心に /松下耕;[愛するもののた
めにうたう歌]～海の風景・手をください・冬の祭り /三善晃;[四つの愛のかたち]～ジーンズ・あげます
/Fermi;[Momenti Musicali]～Fu-Fu・Vocalizzo conla "O"・Scherza　他全45曲

岸信介の世界 Vol.3
萩原英彦;[十五の小品集]～ちいさなこもりうた・なのはなさん・つきのなか・ゆうやけ /

Orban;Pange lingua /高嶋みどり;あげます/ 佐藤賢太郎;[文学へ]～第二楽章 ぼうず・
第四楽章 君が見た空 /木下牧子;[自然と愛と孤独] ～小石はなんていいんだ・悲しみのようにひそかに

Bardos;Magos a rutafa / 信長貴富;[世界中の女たちよ]～たくさんの私・温かいシチュー　 他全36曲辻正行の世界～古稀のお祝いのために～
合唱指揮者、辻正行の古稀を祝い、辻コーラスファミリー合唱団の全国大会での名演奏を収録。

熱唱 "大混ハーモニー"20世紀の集大成
大久保混声合唱団が全日本合唱コンクール全国大会出場した'87から'00までの記録ライブ盤。

辻正行 / 大久保混声合唱団

日本の合唱まるかじり
[CD1] 青島広志;にわのことりが /池辺晋一郎;風の子守歌 /石井歓;枯れ木は太陽に祈る /磯部俶;遥かな
友に /大中恩;わたりどり /尾形敏幸;風に寄せて その1 /岡本敏明;どじょこふなっこ /荻久保和明;グ
ローリア /小倉朗;ほたるこい /木下牧子;グリンピースのうた /小林秀雄;落葉松 /小山章三;旅のおもい
/三枝成彰;永遠の川 /坂本龍一;CANTUS OMNIBUS UNUS /佐々木伸尚;夜のうた /佐藤眞;大地讃頌 /佐藤敏
直;旅の途の風に /柴田南雄;梅咲きぬ /清水脩;月夜 /東海林修;怪獣のバラード /鈴木輝昭;こぶし /高
嶋みどり;青イ花 /高田三郎;雨 /滝廉太郎;花 /武満徹;翼(WINGS)

[CD2] 多田武彦;雨 /團伊玖磨;みなかみ /坪能克裕;さようならの季節に /寺嶋陸也;二月のうた /富田
勲;ともしびを高くかかげて /中田喜直;夏の思い出 /新実徳英;ばら・きく・なずな-母に捧ぐ- /西村朗;
道化服を着た死 /野田暉行;みぞれ /信時潔;あかがり /萩原英彦;ゆき /橋本国彦;川 /服部公一;朝の市
場 /林光;水ヲ下サイ /平井康三郎;合唱賛歌 /平吉毅州;ひとつの朝 /廣瀬量平;走る海 /福島雄次郎;愉
快な海女たち /松下耕;三原ヤッサ節 /間宮芳生;Ⅰ /三木稔;たたら(踏鞴) /三善晃;麦藁帽子 /山田耕
筰;赤とんぼ /湯浅譲二;旅に病んで 夢は枯れ野を かけ廻る /湯山昭;歌ごえはささやく

日本の合唱まるかじり II
[CD1] 青島広志;トマトの夕焼けスープ /芥川也寸志;人に /飯沼信義;麦藁帽子 /池辺晋一郎;空みがき /
石井歓;ひまわりの風 /石桁真礼生;いつまでも愛するための祈り /磯部俶;子どもと笛 /一柳慧;原っぱ /
大島ミチル;アヴェ・マリア /大中寅二;椰子の実 /大中恩;秋の女よ /荻久保和明;みのる /小倉朗;郵便
配達 /貴志康一;力車 /木下牧子;夢みたものは…/清瀬保二;蛇祭り行進 /小林秀雄;爽やかな五月に /小
山　章三;水上 /佐藤眞;行こうふたたび /柴田南雄;雲助唄 /清水脩;イヨマンテ(熊祭り) /末広恭雄;秋
の子 /鈴木輝昭;なめる /鈴木行一;愛の日に

[CD2] 高嶋みどり;あらゆる草の葉には… /高田三郎;雪の日に /瀧廉太郎;箱根八里 /武満徹;島へ /多田
武彦;柳河 /田中利光;春 /團伊玖磨;花の街 /寺嶋陸也;水 /中田喜直;ちいさい秋みつけた /新実徳英;南
海譜 /西村朗;祇園 /野田暉行;わかれ /信時潔;痩人を嗤う歌二首 /萩原英彦;再会 /橋本国彦;お菓子と
娘 /服部公一;アイスクリームの歌 /平井康三郎;ゆりかご /平吉毅州;わが里程標 /廣瀬量平;エトピリカ
/福井文彦;河 /福島雄次郎;朝の祈り /藤井清水;水夫の歌 /間宮芳生;Ⅰ /三善晃;林の中 /本居長世;婆
やのお家 /湯山昭;矢車草

児童合唱まるかじり
[CD1] 花のまわりで・おおブレネリ・朝の讃歌・河は呼んでいる・オリバーのマーチ・グリーン・グリー
ン・ありがとう　さようなら・BELIEVE・手のひらを太陽に・クラリネットをこわしちゃった・未知とい
う名の船に乗り・わんぱくマーチ・ゆかいに歩けば・小鳥の結婚式・わらべが丘・あいうえどうぶつえ
ん・ほたるこい・小さな世界・気球にのってどこまでも・イエスさま　おやすみ・蝶の谷・こんやく・こ
ころ天気になあれ・春の潮だまり・美しく青きドナウ・元気に笑え

[CD2] ドレミの歌・狩人アレン・お手玉うた・四国ばやし・雪の祭り・一番はじめは・めんどり団地のレ
グホンおばさん・空が　わらう・ピクニック・線路は続くよどこまでも・セミ・もし、りんごの木になれ
たら・Smile Again・旅立ちの日に・出会い・シーラカンスをとりにいこう・君をのせて・ちっちゃいけ
ど　おっきいぞ・たとえば、空・満月の不思議ポロロッカ・翼をください・鳥になる・あすという日が・
ひかりの空へ・夕焼小焼

全日本合唱コンクール全国大会　ハーモニーの祭典
全日本合唱コンクールの模様を収録したライブ盤

中学校編 / 高等学校編 / 大学・職場・一般編　　※詳細は係りまでお問い合わせください。

NHK全国学校音楽コンクール
小学校の部・中学校の部・高等学校の部全国大会ライブ盤。詳細は係りまでお問い合わせください。

昭和59年度～平成18年度　NHK全国学校音楽コンクール課題曲集
昭和59年度から平成18年度までのコンクール課題曲を、金賞受賞校の名演を中心にまとめたNコンファン
待望の企画です。小・中・高等学校の三部門すべてを網羅し、中学校の部・高等学校の部については、基
本的に混声・同声の両バージョンを収録しています。

（6CD)

平成19年度～平成26年度 NHK全国学校音楽コンクール課題曲集
平成19年度（第74回）から平成26年度（第81回）までの課題曲を、全国コンクールの金賞受賞校の名演を
中心に収録。

コンクール・イ

ベントライブ盤
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Tokyo Cantat 15年、そのあゆみと音の世界
15周年を迎えたトウキョウ・カンタート。長い歴史の中から選りすぐった演奏会録音が４枚のＣＤに集大
成された。亡きジョージ・ゲストの指揮による「レクイエム」から2009年の「ミサ曲」までどっぷりと合
唱に浸かる。最後は湯山昭の｢コタンの歌｣。感動は不滅である。

コーラスめっせ 2010
2010年4月に大阪で開催された、合唱の見本市「コーラスめっせ2010」から選りすぐりの演奏を集めて。

信長貴富編曲;[赤い鳥小鳥～北原白秋童話詩集]　女声版全曲初演を含む　全42曲を収録

コーラスめっせ2011　Vol.1
千原英喜編曲[モーツァルト：レクイエム KV 626] /北川昇;[いつかの木から] /Dobrogosz;

[WHITE BIRDS] /Kodaly;Vejnemojnen Muzsikal /Lette;Tres Cantos Natvos /Turner;Tequila Samba 他

コーラスめっせ2011　Vol.2
Holst;Ave Maria /鈴木憲夫;[未来への決意]～人間・決意 /Arlen;Over the Rainbow /信長貴富;

[くちびるに歌を]～白い雲・くちびるに歌を /Gjeilo;THE SPHERES /Pamintuan;Alma de Cristo 他

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2005　～世界の歌声・日本の歌声～

    アンサンブル・キアーラ /徳島男声合唱団「響」 /女声合唱 れん /女声アンサンブル Juri
/TWILIGHT BELLS /PRO MUSICA VIVA & IR 等11団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2006　うたのきたみち　～祈りの歌、民族の歌

                東京レディースコンソート“さやか”/ヴォーカルアンサンブル《EST》/Choeur Chene
/浜松ラヴィアンクール 等10団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2007　愛の歌を歌おう

           コール・ゆうぶんげん /小田原少年少女合唱隊 /アンサンブルVine /合唱団「六月の歌声」/
室内合唱団VOX GAUDIOSA　等11団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2008　～Peace・Nature・Life～

　　　　　　　みやこ・キッズ・ハーモニー /安城学園高校合唱部 /国立音楽大学女声合唱団 ANGELICA
/合唱団まい /なにわコラリアーズ室内アンサンブル　等10団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2009　夏の歌・夏の色　～空と海と恋

      合唱団La・Lu・La /CONTRAIL /Diligo Musica /女声合唱団コール・ブリランテ /
女声アンサンブル ヴォア・セレステ /アンサンブル・リモーネ  等14団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2010　伝えたいうた、残したいうた

 コールマーテル /CORO Giovanni /アンサンブル キール /アンサンブル響香 /
男声合唱団　銀河 /合唱団VIVO /アンサンブル・キアーラ  等15団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2011　伝えたいうた、残したいうた

 倉敷少年少女合唱団 /アンサンブル・キルシェ /Guinness Singers /家族コーラス「左座家」 /
アンサンブルアカデミー京都 /アンサンブルDolce /モツレク女声合唱団  等15団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2012
 コール・マーテル /仙台杜の女声合唱団 /日本の四季めぐり女声合唱団 /コールフォンテーヌ /

愛知高等学校女声合唱団 /なにわコラリアーズ /合唱団La・Lu・La  等16団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2013
 Sotto Voce /羽黒高等学校合唱部 /ウィスティリア アンサンブル /Combinir di Corista /

女声合唱団コール・ブリランテ /Cache-Cache /あい混声合唱団　等17団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2014

プロムジカ女声合唱団 /合唱団かえで /フォンテーヌ声楽アンサンブル /アンサンブルVine /
合唱団La・Lu・la /清教学園中・高等学校合唱部 /なにわコラリアーズ　等15団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2015 vol.1
アンサンブル　アルティ / 女声合唱団ソレイユ / Brilliant Harmony

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2015 vol.2
みやこ･キッズ･ハーモニー＆京都市立小栗栖宮山小学校合唱団 / グレースコーラス / ばーれんこーる /

女声合唱団「歌姫」 / アンサンブル「風」 / 佐倉ジュニア合唱団　等13団体の演奏を収録

アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2016
コール メイプル＆京都市立日野小学校音楽部＆みやこ・キッズ・ハーモニー / アンサンブル アルティ

/ 静岡児童合唱団・青葉会スペリオル / Collegium Cantorum YOKOHAMA / 近畿大学混声合唱団 /
合唱団ＧＭＣ / 清教学園中・高等学校合唱部 / あふみヴォーカルアンサンブル　等14団体の演奏を収録

☆ アルティ声楽アンサンブルフェスティバル 2017
コール メイプル＆京都市立日野小学校音楽部 / 女声アンサンブルC'est La Vie / CORO Giovanni /

Rara ra-ra Tempo / 近畿大学混声合唱団 /

21世紀の合唱名曲選 1 福島雄次郎作品集 音楽之友
社女声合唱とピアノのための「月曜日の詩集」・女声合唱組曲「ニライカナイの彼方から」・

無伴奏女声合唱のための「道之島唄」

21世紀の合唱名曲選 2 三善晃作品集 音楽之友
社混声合唱のための「やさしさは愛じゃない」・混声合唱組曲「詩の歌」・

女声合唱とピアノのための「空を走っているのは…」・女声合唱のための「悲しみは」

21世紀の合唱名曲選 3 飯沼信義作品集 音楽之友
社征野泰子の詩による女声合唱曲集「六月のかたつむり」・女声合唱曲「あの日のままで」・

混声・同声・児童合唱のための合唱組曲「アルプス讃歌　われ山に向かいて」より「大空のなか、
太陽は躍り… / 山、億々年の昔からここに聳え… / おお、アルプス、再び仰ぐ麗らの季節に…」・

無伴奏混声合唱曲「いやな唄」・無伴奏混声合唱曲「わたしの庭の…」・
混声三部合唱曲「教えてください　どこにいればいいのか」・女声合唱曲「蝶」

21世紀の合唱名曲選 4 池辺晋一郎作品集 音楽之友
社伊藤整の詩による3つの合唱曲「雨と風と春の夜と…」・

混声合唱曲「東洋民謡集I」・混声合唱曲「東洋民謡集II」
C
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21世紀の合唱名曲選 5 新実徳英作品集 音楽之友
社混声合唱とピアノのための「やわらかいいのち－思春期心身症と呼ばれる少年少女たちに－」・

女声合唱とピアノのための「やわらかいいのち－思春期心身症と呼ばれる少年少女たちに－」・
女声合唱とピアノのための「西風のうた」・女声合唱とピアノのための「火の山の子守唄」・

混声合唱組曲「光の幻想」～停電小僧・コンペイトウの星空（混声三部）

21世紀の合唱名曲選 6 坪能克裕作品集 音楽之友
社女声三部合唱組曲「歌のない季節に」・女声合唱組曲「天使の墓碑銘」・

コーラスファンタジー「零時発ドリームエキスプレス」・混声三部合唱曲「遥かな海へ」

21世紀の合唱名曲選 7 荻久保和明作品集 音楽之友
社女声合唱とピアノのための組曲「やさしさの日」・女声合唱とピアノのためのフォーレ名曲集

「ELEGY」・混声合唱とピアノのためのファンタジー「あやとりの記」

21世紀の合唱名曲選 8 鈴木憲夫作品集 音楽之友
社混声合唱組曲「未来への決意」・混声合唱組曲「地球に寄り添って」・

女声合唱組曲「地球に寄り添って」

21世紀の合唱名曲選 9 鈴木行一作品集 音楽之友
社草野心平の詩による混声合唱組曲「海の響」・混声合唱組曲「ふるさとの青い空」・

混声三部合唱曲「ひとり林に…」

21世紀の合唱名曲選 10 水野修孝作品集 音楽之友
社女声合唱組曲「いつもそこにスフィンクスがいた」・混声合唱組曲「あしたのオデッセウスたち」・

「尖塔」（混声三部）・混声三部合唱曲「青春の想い」・混声三部合唱曲「黒い下敷き」・
混声三部合唱曲「さようならが言えない」

21世紀の合唱名曲選 11 木下牧子作品集 音楽之友
社混声合唱曲集「光と風をつれて」・混声合唱曲集「うたよ！」・無伴奏女声合唱のための「5つの祈

り」・混声合唱曲集「光と風をつれて」～秋のまんなかで・あいたくて・はじまり（混声三部）

21世紀の合唱名曲選 12 鈴木輝昭作品集 音楽之友
社無伴奏女声合唱のための「星翠譜」・混声合唱とピアノのための組曲「ひみつ」・

男声合唱とピアノのための組曲「ハレー彗星独白」・混声合唱とピアノのための組曲「宇宙の果物」・
女声合唱とピアノのための組曲「宇宙の果物」～曙・宇宙の果物

21世紀の合唱名曲選 13 松下耕作品集 音楽之友
社女声合唱のための組曲「あいたくて」・無伴奏混声合唱のための組曲「子猫物語」・

混声合唱組曲「鳥のために」・混声三部合唱組曲「風の夏」

21世紀の合唱名曲選 14 寺嶋陸也作品集 音楽之友
社混声合唱曲「夜明け～アメリカ大陸先住民の詩による」・

混声合唱とピアノのための「みち」・PSALM 49

21世紀の合唱名曲選 15 間宮芳生・北爪道夫作品集 音楽之友
社Etude for Chorus・男声合唱のための「おまえの声は花粉になる」・

混声合唱曲「海をみている」・混声合唱曲「海をみている」～魚（混声三部）

21世紀の合唱名曲選 16 湯浅譲二・西村朗作品集 音楽之友
社女声合唱組曲「ふるさと詠唱」・無伴奏女声合唱のための「青色廃園」・

混声合唱とピアノのために「水の祈祷」

21世紀の合唱名曲選 17 高嶋みどり・猿谷紀郎・山本純ノ介作 音楽之友
社無伴奏女声合唱のための「山中幻想」・女声合唱とピアノのためのメルヘン「すなの王国」・

火喰鳥・混声合唱組曲「心象の海」～海・生命に溢れて（混声三部）

21世紀の合唱名曲選 18 福士則夫・尾形敏幸作品集 音楽之友
社女声合唱曲集「陽の扉」・混声合唱とピアノのための「肖像」・混声四部合唱曲「愛の歌」・

混声三部合唱曲「原初」・混声三部合唱曲「夕焼け」

21世紀の合唱名曲選 19 中村透・山本純ノ介作品集 音楽之友
社混声合唱組曲「真南風の祈り」・混声合唱組曲「心象の海」・混声合唱組曲「光葬」

21世紀の合唱名曲選 20 平吉･国枝･権代･荻久保作品集 音楽之友
社混声合唱組曲「ぼくら・風の三郎」・混声合唱組曲「永遠の光」・混声三部合唱曲「すず」・

混声三部合唱曲「自らに」・「Beyond the Light ～ gleam/glean ～ for mixed chorus」・
混声合唱組曲「サバンナ」より「夜明け」・混声合唱組曲「サバンナ」より「遠い記憶」

21世紀の合唱名曲選 21 外国の合唱 作品集 1 音楽之友
社

21世紀の合唱名曲選 22 外国の合唱 作品集 2 音楽之友
社

21世紀の合唱名曲選 23 外国の合唱 作品集 3 音楽之友
社Tormis; Sugismaastikud・Talvemustrid / Ernesaks; Sireli, Kas Mul Onne? / Vinter; Kellad /

21世紀の合唱名曲選 24 外国の合唱 作品集 4 音楽之友
社Gade; Ritter Fruhling・Die Wasserrose・Morgenwanderung・Herbstlied・Im Wald /

Schutz; Cantiones Sacrae / Eben; Medicamina Sempiterna / Rheinberger; Ad Te Levavi・Ex Sion・

21世紀の合唱名曲選 25 外国の合唱 作品集 5 音楽之友
社

 Schmitt; De Vives Voix / Busto; Salve Regina・Magnificat・Ave Maria /
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タイトル ご注文 レーベル

コード 税込価格

パート練習 時の旅人・風のめぐるとき・マイバラード・若い翼は・野生の馬・親知らず子知らず・
名づけられた葉・若葉よ 来年は海へゆこう・山のいぶき・友よ 北の空へ・流れゆく川

教育芸術社

Let's search for Tomorrow・空駆ける天馬・消えた八月・みんなひとつの生命だか
ら・じゃあね・青葉の歌・フェニックス・川・ひとつの朝・木琴・大地讃頌

教育芸術社

風は今・カリブ 夢の旅・遠い日の歌(パッヘルベルの「カノン」による)・サンライズ
ラプソディー・ともしびを高くかかげて・そのままの君で・風よ歌声をたばねて・実り
への決意・寒馬よ雪原に嘶け・エトピリカ(「海鳥の詩」から)・河口(「筑後川」から)

教育芸術社

走る川・たびだち・山の輝き・わが里程標(マイルストーン)・旅立ちの今たしかめあっ
て・虹色の鐘(「人間」から)・夜汽車・蒼鷺・涙をこえて・旅立ちの日に・思い出は空
に

教育芸術社

風になりたい・母の挽歌・地球の回る速さで・風の旅へ・怪獣のバラード・春に(「地
平線のかなたへ」から)・聞こえる・父の故郷・緑(「地球」より)・海・海を求めて

教育芸術社

自分らしく・空からの贈り物・海と話した・自然よ・モルダウ(「我が祖国」から)・春
のために・朝・青春の1ページ・光に向かって・雲の指標

教育芸術社

想い出がいっぱい・心の瞳・Believe・この星に生まれて・夢は大空を駈ける・流れゆ
く雲を見つめて・あなたとともに・心の中にきらめいて・春に・迷子の満足

教育芸術社

君をのせて・明日の空へ・友達でいようね・COSMOS・道・明日へ・With You Smile　・
今・君とみた海・そのひとがうたうとき・流浪の民

教育芸術社

Tomorrow・さよならと言おう・Song is my soul・伝えたい、君に・歌よ ありがとう・
さよならは言わないで・未来・この地球のどこかで・さくら・夏・IN TERRA PAX～地に
平和を～(「IN TERRA PAX」から)

教育芸術社

大きな古時計・見上げてごらん夜の星を・いざたて戦人よ・Oh Happy Day・ジェリコの
戦い・森の狩人アレン・歌え 歌え！！・Soon-ah will be done・ふるさと・Sweet and
low・若人の歌・木犀・この世の中にある

教育芸術社

つばめのように・エール～君の空～・光・フレトイ再び・遙かな季節・瞳そらさずに・
HEIWAの鐘・We Are The World・信じる・決意～二十一世紀に生きる君たちへ～(「未来
への決意」から)

教育芸術社

道・大切なもの・あすという日が・輝くために・この地球のどこかで・懐かしい日々・
予感・はじまり・OH MY SOLDIER・きみ歌えよ・COSMOS(混声4部版）

教育芸術社

心に海を・空も飛べるはず・歌おう OH MY HAPPINESS！・蒼い砂漠・明日のために・は
ばたこう明日へ・新しい世界へ・五月の風のなかで・約束・大地の歌・虹

教育芸術社

あなたに会えて･･･・海の不思議・笑顔を忘れてしまった君に・言葉よりも・さくら・
ひろい世界へ・青い鳥・いつまでも・あなたへ・手紙・初心のうた・COSMOS（2007年改
訂）

教育芸術社

空高く・花の歌を歌ったら・けっして忘れない・翼を広げて・My Own Road -僕が創る
明日-・桜の下で・時を越えて・Love, Dream & Happiness・きみにとどけよう・道・

教育芸術社

この空の青さよ・さくら草・新しい旅立ち・巣立ちの歌・OMNIBUS STAR　光年の旅・夢
のかなう場所へ・ここにいる幸せ・愛のうた・素直なままに・HANAMUKE・ヒカリ・君と
みた海（改訂版）

教育芸術社

行き先・変わらないもの・命あるかぎり・絆・地球星歌　～笑顔のために～・虹を渡っ
て・かえられないもの・言葉にすれば・アイ・ラヴ・たとえば・大地讃頌（2009年改訂
版）[カンタータ「土の歌」から]

教育芸術社

大地かけぬけて・春風の中で・変わらない想い・生きる・光を抱こう・歌を・これから
も ずっと・旅立つ君へ・きみ歌えよ〈2009年改訂版〉[新しい歌]・証（あかし）

教育芸術社

GOOD LUCK ～希望のひかり～・願い・幸せのバトン・夢を抱いて・ほんとうの気持ち・
小さな勇気・光の射す方へ・fight・unlimited・Ave Maria

教育芸術社

今を生きる・自分だけの道・生きている証・卒業の日・永遠のキャンバス・キミのもと
へ…・歌の力・一つの明かりで・卒業讃歌・友　～旅立ちの時～・花は咲く

教育芸術社

僕らの奇跡・幸せの花が咲くように・もうすぐ春・Trust!・言葉が生まれるとき・きこ
えますか〈2013年改訂版〉・会いたい・果てしない道を・First Flight・いつまでも
〈2009年改訂版〉・砂丘

教育芸術社

地球の鼓動・虹色の未来・きっと笑顔で・空 ～ぼくらの第2章～・リフレイン・ほら
ね、・キミの夢・翔る川よ・葡萄の樹・Best Friend

教育芸術社

花咲く時をこえて・空を見上げて・桜の季節・愛・夕暮れカレー・風が吹く丘に・翼を
ください・プレゼント・Believe・涙そうそう・花をさがす少女(組曲「IN TERRA PAX～
地に平和を～」から)

教育芸術社

空は今・ぼくは　ぼく・旅立ちの時～Asian Dream Song～・世界をかえるために・砂漠
の奇跡・風が吹く丘に・まだ見ぬ明日へ・時の中で・結　-ゆい-・蝶　はばたく朝・夜
明けから日暮れまで

教育芸術社

Forever・ふるさと・愛をあげよう・地球誕生・どこかじゃなくて・種・いま ここ・花
咲け歌の力・響け絆の歌～合唱コンクールに捧げる～・Cantate～歌よ大地に響け～・
願いごとの持ち腐れ

教育芸術社

トリオン1 旅立ちの日に・Wish～夢を信じて・COSMOS・大切なもの・マイバラード・巣立ちの歌 教育芸術社

トリオン2 歌よ ありがとう・あすという日が・With You Smile・最後の一歩 最初の一歩・YELL 教育芸術社

トリオン3 元気　勇気　ちから・すてきな友達・この星に生まれて・友だちだから・変わらないも
の・いのちの歌

教育芸術社

トリオン4 最後のチャイム・Believe・花咲く時をこえて・Smile Again・絆・あおげばとうとし 教育芸術社

収録曲（＊このCDは、パート別練習用CDです。全パートによる通常の模範演奏は
収録されておりませんのでご注意ください。）
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トリオン5 赤いやねの家・ゆうき・U＆I・地球星歌～笑顔のために～・虹色の未来・ふるさと 教育芸術社

トリオン6 南風にのって・大空がむかえる朝・小さな勇気・世界がひとつになるまで・ふるさと・
ひろい世界へ

教育芸術社

トリオン7 船で行こう！・あなたに会えて･･･・虹色の花・夢の世界を・なべだろう なべかしら・
永遠のキャンパス

教育芸術社

トリオン8 翼を抱いて（2012年改訂版）・さよならは言わない・旅立つ君へ・しあわせになあれ・
翼をください・ずっと友だちでいようね！

教育芸術社

レッツ・パー
練！ vol.1

天の川・いつかこの海をこえて・地球星歌～笑顔のために～・生命が羽ばたくとき・い
のちの歌・心の瞳・桜色・しあわせがあつまるように・次の空へ・花は咲く

音楽之友社

レッツ・パー
練！ vol.2

あなたへ―旅立ちに寄せるメッセージ・IN TERRA PAX　地に平和を・怪獣のバラード・
木を植える・COSMOS・旅立ちの時～Asian Dream Song～・手紙～拝啓 十五の君へ～・
時を越えて・友～旅立ちの時～・未来へ

音楽之友社

レッツ・パー
練！ vol.3

明日へつなぐもの・河口・奇跡・ぜんぶ～卒業式バージョン～・ぜんぶ～卒業式バー
ジョン～・旅立ちの日に・地球の鼓動・はじまり・HEIWAの鐘・前へ！

音楽之友社

レッツ・パー
練！ vol.4

明日の空へ・YELL・With You Smile・希望という名の花を・桜散る頃 ～僕達のLast
Song～・大切なもの・虹・はばたこう明日へ・春に・道標(みち)

音楽之友社

レッツ・パー
練！ vol.5

ありがとうの約束・歌は君・風の道しるべ・君と歩こう・心の翼 君が広げたら・See
You Again・つながる空・つぼみが開くように・MIDORI～繋がる輪～・リフレイン

音楽之友社

レッツ・パー
練！ vol.6

歩きだすときは今・あなた・ここにしかないものがある・1/1の君に・君のあした・勇
気のうた・せかいじゅうかいじゅう・今も僕は・鼓動・決意

音楽之友社
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  分類 　　　　　タイトル 　/ 　著者 巻 ご注文
コード

レーベル 税込価格

合唱指導 [DVD]ｿﾙﾐｾﾞｰｼｮﾝとﾊﾝﾄﾞｻｲﾝを取り入れた音楽授業　/　森下 華代　他 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

③

合唱指導 [DVD]響くように・歌うように・語るように　/　川島　雅樹 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]北海道帯広三条高校・豊田端吾氏にみる効率的合唱指導法　/　豊田　端吾 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

③

合唱指導 [DVD]川井弘子の"気づき"で楽しく"歌うからだ"作り　/　川井　弘子 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]南行徳中・田中安茂先生にみる声づくり・曲づくり　/　田中　安茂 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]豊春中学校にみる混声合唱指導①　/　島方　麻美 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]生徒のやる気を高める合唱指導　/　小村　聡 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

③

合唱指導 [DVD]岡崎高校コーラス部　近藤惠子先生にみる合唱指導　/　近藤　惠子 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

③

合唱指導 [DVD]合唱指導のバリエーション　/　藤岡　直美 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]松井孝夫先生の創作授業のススメ　/　松井　孝夫 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]作曲家･松井孝夫が教える「歌唱授業」のヒケツ!　/　松井　孝夫 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]生涯歌い続けられる歌声の基礎を育てる合唱指導①　/　齋藤　智子 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]初めての混声合唱指導　/　岩木　和樹 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]"おんがく"を愛する子どもを育てる！　/　渡辺　行野 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]緑が丘中学校・根本はるみ先生にみる合唱指導　/　根本　はるみ ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]豊かな表現を引き出す豊田流・熱血楽曲指導　/　豊田　端吾 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]思わず歌いたくなる！男声のための合唱練習法　/　蛭田　光仁 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]渡瀬昌治の合唱教室　/　渡瀬　昌治 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

③

合唱指導 [DVD]田久保裕一の“生徒の心を引きつける合唱指揮法”のABC　/　田久保　裕一 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

合唱指導 [DVD]横田純子先生の「楽しい合唱の玉手箱」　/　横田　純子 ① ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾑ

②

合唱指導 [DVD]渡瀬昌治の合唱指導～第24回中学校公開授業研究会から～　/　渡瀬　昌治 音楽之友社

指揮法 [DVD]レッスン風景　/　高階　正光

指揮法 [DVD]レッスン風景 続編 ～指揮の技術～　/　高階　正光

発声法 [DVD]ヴォーチェ・ディ・フィンテによる合唱のための声づくり　/　当間　修一 ﾌﾞﾚｰﾝ

発声法 [DVD]ＯＣＭ歌唱発声法・発声体操　/　当間　修一 大阪コレギウム

発声法 [DVD]声の不思議 ～美しい声を作るために～　/　米山　文明 音楽之友社

発声法 [DVD]声の発育　～美しい声を育てるために～　/　米山　文明 音楽之友社

発声法 [DVD]息から声へ～マリアの呼吸法　/　マリア・ヘラー・ツァンゲンファイント 音楽之友社

*パナムジカ 2019年 DVD*
（☆印は、今回の新・再入荷CD）
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  分類 　　　　　タイトル 　/ 　著者 巻 ご注文
コード

レーベル 税込価格

発声法 [DVD]「第九の発音を極めよう」 第1部 美しい発音 学習編　/　ヨズア・バールチュ ① ﾊﾝﾅ

②

☆ ライブ [DVD]信長貴富：合唱のためのシアターピース　あの日の空の詩

　　　　　　　　　　　　　    　仁階堂　孝　/　越の国室内合唱団VOX ORATTA

おさかな雲・空襲・訓練・音楽の授業・月の人・耕作・食糧確保・勤労　他全13曲

ライブ [DVD] 落葉松　小林秀雄女声合唱作品集　 前田二生 / 東京レディース・シンガーズ

    　 [五つの心象]・[四季の山頭火]・[落葉松]

ライブ [DVD]バルトーク・ベーラ「児童と女声のための合唱曲集」

　　　　　　　全曲演奏会： 27の同声合唱曲集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gabor Ugrin / 福島コダーイ合唱団

ライブ [DVD] きよしこの夜～カンテムス・ファミリーによるクリスマス

 　　デーネシュ・サボー、ショマ・サボー / カンテムス児童合唱団、
　　　　プロムジカ女声合唱団、カンテムス混声合唱団、バンキエリ・シンガーズ

ライブ [DVD] ブタペストの歌声～マーチャシュー教会コンサート

「第1回ミクローシュ・コチャール合唱コンクール」で金賞を受賞した秩父市立秩父
第二中学校合唱部がその副賞として招待された2001年春のハンガリーへの演奏旅行の
中から、ブダペスト・マーチャーシュ教会で行われた、「マグニフィカート少年少女
合唱団」「ユビラーテ女声合唱団」とのジョイント・コンサートの模様を収録したも
のです。ハンガリーの2団体はもとより、秩父第二中学もなかなかの好演奏を聴かせ
てくれます。

ドキュメ [DVD] カンテムスファミリー　～その成功と秘密に迫る～

ンタリー 世界中を驚かせ、各世代の理想郷とまで称されている「カンテムス・ファミリー」の
「成功」「発展」「秘密」を余すことなく収録したドキュメンタリー映像です。

合唱指導 [DVD] ハンガリーの音楽教育 1 デーネシュ・サボー先生の授業

　　　　　　　　～ニレジハーザ コダーイ音楽小学校より　　　（日本語字幕）

6年生の授業　ソルフェージュの授業・7年生の授業　ソルフェージュの授業
・8年生の授業　音楽史とソナタ形式の授業

合唱指導 [DVD] ハンガリーの音楽教育 2 ヴァレーリア・セベッレーディ先生の授業

　　　　　　　　～ ブダペスト エルケル音楽小学校より　　　（日本語字幕）

2年生の授業・3年生の授業

合唱指導 [DVD] ハンガリーの音楽教育 3 ジュジャ・モルナール先生の授業

　　　　　　　　～ ブダペスト ヴェレシュマルティ音楽小学校より（日本語字幕）

1年生の授業・2年生の授業・4年生の授業

合唱指導 [DVD] マーリア・チェルヌシ先生の授業

　　　　　　　　～ニーレジハーザコダーイ音楽小学校より　　　（日本語字幕）

1年生の授業・2年生の授業
コンクール [DVD]「第69回全日本合唱コンクール全国大会 ベストハーモニー2016」 ﾌﾞﾚｰﾝ

      【金賞スペシャル 高等学校編】
国府台女子学院/ 岩手県立不来方高等学校/ 北海道帯広三条高等学校/ 桜花学園高等
学校/ 福島県立会津高等学校/ 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校/ 愛知県立岡崎高
等学校/ 埼玉県立浦和第一女子高等学校/ 福島県立郡山高等学校/ 千葉県立幕張総合
高等学校/ 埼玉県立松山女子高等学校/ 千葉県立千葉女子高等学校

コンクール [DVD]「第69回全日本合唱コンクール全国大会 ベストハーモニー2016」 ﾌﾞﾚｰﾝ

　　　【金賞スペシャル 中学校編】
豊島岡女子学園中学校/ 会津若松市立第四中学校/ 札幌市立真栄中学校/ 金沢市立西
南部中学校/ 郡山市立郡山第五中学校(女声)/ 鶴岡市立鶴岡第三中学校/ 清泉女学院
中学校/ 武庫川女子大学附属中学校/ 熊本市立帯山中学校/ 伊勢市立五十鈴中学校/
郡山市立郡山第五中学校(混声)/ 郡山市立郡山第二中学校/ 町田市立鶴川第二中学校
/ 西条市立西条北中学校/ 市川市立第五中学校

コンクール [DVD]「第70回全日本合唱コンクール全国大会 ベストハーモニー2017」 ﾌﾞﾚｰﾝ

      【金賞スペシャル 高等学校編】
岩手県立不来方高等学校/ 栃木県立宇都宮中央女子高等学校/ 出雲北陵中学・高等学
校/ 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校/ 奈良県立畝傍高等学校/ 千葉県立幕張
総合高等学校/ 山形県立鶴岡北高等学校 /愛知県立岡崎高等学校/ 京都府立西城陽高
等学校/ 埼玉県立松山女子高等学校/ 埼玉県立浦和高等学校/ 福島県立会津高等学校

コンクール [DVD]「第70回全日本合唱コンクール全国大会 ベストハーモニー2017」 ﾌﾞﾚｰﾝ

      【金賞スペシャル 中学校編】
八戸市立根城中学校/ 国府台女子学院中学部/ 武庫川女子大学附属中学校/ 大妻中野
中学校/ 北九州市立二島中学校/ 会津若松市立第四中学校/ 神戸大学附属中等教育学
校中等部/ 出雲市立第一中学校/ 郡山市立郡山第五中学校(混声)/ 町田市立鶴川第二
中学校/ 出雲市立斐川西中学校/ 市川市立第五中学校/ 郡山市立郡山第二中学校/ 春
日部市立武里中学校
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