
三原有利加

レパートリーリスト

ソロ
バッハ

インベンション、シンフォニア、

平均律クラヴィーア曲集より第一巻より、第 1番、第 2番、第 3番、第 5番、第

6番、第 9番、第 13 番、第 17 番、第 21 番、第 23 番、

第二巻より、第７番、第９番、第 11 番、第 19 番

フランス組曲 第 2 番、第 3 番、第 5 番

スカルラッティ

ソナタ K.164,K246

モーツァルト

ソナタ 第 8番、第 10 番、第 13 番

コンチェルト K.488

ハイドン

ソナタ第 59 番

ベートーヴェン

ソナタ 第 1 番、第 3 番、第 5 番、第 6 番、第 10 番、第 11 番、第 15 番、第 16

番、第 21 番、第 27 番

シューベルト

即興曲 第 2番

幻想ソナタ さすらい

ショパン

エ チ ュ ー ド Op.10-2, Op.10-4, Op.10-5, Op.10-8, Op.10-9, Op10-

10, Op.10-12

Op.25-1, Op.25-3, Op.25-5, Op.25-11

ワルツ 第 1番、第 5番、第 6番、第 7番

華麗なる変奏曲

アンプロンプチュ 第 2番、第 4番

アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ

マズルカ Op.24

ノクターン 第 2番、第 3番、第 19 番



前奏曲 第 13 番から第 24 番

バラード 第 1番、第 3番、第 4番

コンチェルト 第 2番

リスト

３つの演奏会用練習曲

ラ・カンパネラ

ストラヴィンスキー

ソナタ 嬰へ長調

エチュード Op.7

スクリャービン

エチュード Op.8-4

幻想ソナタ 第 2番

フォーレ

主題と変奏

ヒナステラ

アルゼンチン舞曲集

ガーシュイン

プレリュード

室内楽

ヴァイオリン

ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ 第 1番、第 5番

モーツァルト ヴァイオリンソナタ 第 40 番

ブラームス バイオリンソナタ 第 2番

ブッゾーニ ヴァイオリンソナタ

フランク ヴァイオリンソナタ

プーランク バイオリンソナタ



ヴィエニアフスキー 華麗なるポロネーズ 第 1番

チェロ

ラフマニノフ チェロソナタ、ヴォ―カリーズ

ブラームス チェロソナタ 第 1番、第 2番

メンデルスゾーン チェロソナタ 第 1番

ショスタコーヴィチ チェロソナタ

ドビュッシー チェロソナタ

プロコフィエフ チェロソナタ

フォーレ エレジー

フルート
ムチンスキー フルートソナタ

トランペット
ハイドン コンチェルト

ヒンデミット トランペットソナタ

トリオ
ブラームス ピアノトリオ 第３番

スメタナ ピアノトリオ

メンデルスゾーン ピアノトリオ 第２番

２台ピアノ ４手
モーツアルト ２台ピアノのためのソナタ

シューベルト ロンド イ長調

メンデルスゾーン アレグロブリランテ

ショパン ロンド ハ長調

ブラームス ハイドン変奏曲

２台ピアノのためのソナタ

ラフマニノフ 組曲第１番

シンフォニックダンス

ロマンス



ラヴェル ラヴァルス

ショスタコーヴィチ コンチェルティーノ

フォーレ ピアノ組曲ドーリー

ピアノコンチェルト 伴奏
ベートーヴェン ピアノコンチェルト第３番

グリーグ ピアノコンチェルト

ショパン ピアノコンチェルト第１番、第 2番

シューマン ピアノコンチェルト

ラフマニノフ ピアノコンチェルト第 2番

ブラームス ピアノコンチェルト第 1番

フランク 交響的変奏曲

ショスタコーヴィチ ピアノコンチェルト

歌曲、オペラ
グルック ああ私の優しい情熱が

シューベルト 冬の旅

シューマン 野ばら

献呈

トスティ 歌曲

ブラームス 歌曲

シュトラウス 万霊

ヴォルフ 歩く旅

ファルヴォ 君に告げてよ

カルディッロ カタリ・カタリ（つれない心）

ベッリーニ 優雅な月よ

ロッシーニ 喜ばせてあげて

フニクラ オ・ソレ・ミオ

ガスタルドン 禁じられた音楽

レオンカヴァッロ マッティナータ

クルティス 帰れソレントへ

プフィッツナー 蜜蜂に

シェック たそがれは迫り

ベルク ナイチンゲール

ツェムリンスキー 歌曲

シュレーカー 歌曲

バーバー 歌曲

滝廉太郎 秋の月

多忠亮 宵待草

小林秀雄 落葉松

ヘンデル ジュリオ・チェーザレより、この胸に息のある限り



モーツァルト イドメネオ

ドン・ジョヴァンニ

プッチーニ 修道女アンジェリカ

ヴェルディ リゴレットより、あれかこれか

椿姫

ヘンデル メサイア


