
歌曲 

 イタリア歌曲集から ・アマリッリ 

           ・側に居ることは 

           ・勝利だ、私の心よ 

           ・お前は私を苦しめていなかったのに 

           ・教会のアリア 

           ・樹木の陰で（ラルゴ） 

           ・私を泣かせてください 

           ・いとしい女よ                  そのほか 

トスティ      ・最後の歌 

           ・薔薇 

           ・夢 

ザンドナイ     ・最後の薔薇 

・空の下 

           ・汚れなき女性 

 

ドイツ歌曲集から  

モーツァルト    ・いましめ 

・すみれ 

・ラウラに寄せる夕べの想い 

          ・ルイーゼが不実な恋人の手紙を焼いた時 

          ・クローエへ 

          ・春への憧れ 

          ・夢の姿 

ベートーヴェン   ・懺悔の歌 

          ・自然における神の栄光 

・口づけ 

・我は汝を愛す 

・君への想い  

シューベルト    ・魔王 

           ・糸紡ぎのグレートヒェン 

           ・野ばら 

           ・さすらい人 

           ・死と乙女 

           ・ガニュメート 

           ・春の信仰 



           ・鱒 

           ・音楽に寄せて 

           ・連禱   

「冬の旅」から ・おやすみ 

・風見 

・凍った涙 

・菩提樹 

・幻日              そのほか 

メンデルスゾーン  ・歌の翼に 

シューマン     「ミルテの花」から ・献呈 

                     ・くるみの木 

                     ・蓮の花 

                     ・君は花のように 

           「女の愛と生涯」 

「詩人の恋」                   そのほか 

リスト       ・君は花のように 

ブラームス     ・子守歌 

           ・歌の調べのように 

           ・永遠の愛 

           ・五月の夜 

           ・君の青い瞳 

ヴォルフ      ・郷愁 

           ・音楽師 

マーラー      「さすらう若人の歌」 

シュトラウス    ・献呈 

・万霊節 

シェーンベルク   「４つの歌曲 作品 2」 

 

 オペラ他  

モーツァルト   「フィガロの結婚」から ・もはや飛ぶまいぞこの蝶々 

・恋とはどんなものかしら 

       ・訴訟に勝っただと？ 

「ドン・ジョヴァンニ」から ・お手をどうぞ 

・窓辺においで 

・恋人よ、さあこの薬で        

「コジ・ファン・トゥッテ」から 女も十五になれば 



ロッシーニ    「チェネレントラ」から 苦しみと涙のもとに生まれ 

 ベッリーニ    「カプレーティ家とモンテッキ家」から ああ、幾たびか 

 ヴェルディ    「椿姫」から ・乾杯の歌 

・そは彼のひとか～花から花へ 

メンデルスゾーン 「エリヤ」から 聞け、イスラエルよ 

シュトラウス２世 「こうもり」から ・侯爵様、あなたのようなお方は 

                   ・シャンパンの歌 

ビゼー      「カルメン」から ・ハバネラ 

                   ・ジプシーの歌 

                   ・闘牛士の歌 

 ドヴォルザーク  「ルサルカ」から 月に寄せる歌 

プッチーニ    「トスカ」から 歌に生き、恋に生き 

          「蝶々夫人」から ある晴れた日に 

「つばめ」から ドレッタの夢 

「ジャンニ・スキッキ」から 私のお父さん 

「トゥーランドット」から 誰も寝てはならぬ 

 レハール     「メリーウィドウ」から 唇は黙して 

 

 日本歌曲 

滝廉太郎  ・荒城の月 

       ・秋の月 

       ・花 

       ・箱根八里 

       ・納涼 

 本居長世  ・白月 

梁田貞   ・城ヶ島の雨 

 中田章   ・早春賦 

山田耕筰  ・鐘が鳴ります 

       ・母のこえ 

       ・ペチカ 

       ・この道 

       ・さくらさくら 

       ・赤とんぼ 

       ・待ちぼうけ 

       ・からたちの花 

信時潔   ・君と別れて 



杉山長谷夫 ・出船 

 弘田龍太郎 ・浜千鳥 

       ・叱られて 

       ・小諸なる古城のほとり 

 成田為三  ・浜辺の歌 

 大中寅二  ・椰子の実 

小林秀雄  ・落葉松 

高木東六  ・夢見たものは 

 服部正   ・星と花 

越谷達之助 ・初恋 

平井康三郎 ・しぐれに寄する抒情 

       ・九十九里浜 

       ・ふるさとの 

中田喜直  ・たあんきぽーんき 

       ・おやすみ 

       ・夏の思い出 

       ・夕方のおかあさん 

       ・雪のふるまちを 

       ・さくら横ちょう 

       ・霧と話した 

 團伊玖磨  ・花のまち 

       ・ひぐらし 

 武満徹   ・小さな空 

 古関裕而  ・秋草の歌 

       ・新しき朝の 

・栄冠は君に輝く 

       ・君の名は 

       ・今日はよい日 

       ・高原列車は行く 

       ・白鳥の歌 

       ・船頭可愛や 

       ・月のバルカローラ 

       ・とんがり帽子 

       ・長崎の鐘 

       ・母を想えば 

       ・ミス仙台 



・露営の歌 

       ・若鷲の歌 

       ・我が家の燈火 

 

 器楽 

 フルート  

ドップラー   ・「３つの小品」から 子守歌、マズルカ 

・アンダンテとロンド 

  アーノルド   ブルジョワ組曲 

シュターミッツ フルート協奏曲 第 1 番 

  モーツァルト  フルート協奏曲 第 2 番 

 

 オーボエ  

サン＝サーンス オーボエソナタ 

  プーランク   オーボエとピアノのためのソナタ 

  ハイドン    オーボエ協奏曲から 第１楽章 

 

 クラリネット  

サン＝サーンス クラリネットソナタ 

  プーランク   クラリネットとピアノのためのソナタ 

 

ファゴット  

タンスマン   ソナチネ 

ボザ      レチタティーヴォ、シシリエンヌとロンド 

 

 トランペット  

ハイドン    トランペット協奏曲から 第 1楽章 

 

 トロンボーン  

グロンダール  トロンボーン協奏曲 

デュファイ   二つの舞曲 

 

 ヴァイオリン  

ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ 第 5 番「春」から 第 1 楽章 

  

 



チェロ  

サン＝サーンス アレグロアパッショナート 

マスネ     メロディー 

  フォーレ    ・エレジー 

          ・夢のあとで 

  グラズノフ   吟遊詩人の歌 

  ベートーヴェン チェロソナタ 第 3番 

  ハイドン    チェロ協奏曲 第 1番から 第 1 楽章 

  サン＝サーンス チェロ協奏曲 第 1番 

 

合唱 

NHK全国学校音楽コンクール課題曲 各曲 

髙田三郎  

・女声合唱組曲 遥かな歩みから 機織る星 

・混声合唱組曲 水のいのち  

三善晃  

・混声合唱曲集 木とともに人とともに 

新実徳英  

・混声合唱曲集 空に樹に…から 聞こえる 

木下牧子  

・男声合唱組曲 方舟から 方舟 

千原英喜  

・混声合唱とピアノのための組曲 みやこわすれから みやこわすれ 

鈴木輝昭 

・女声合唱とピアノのための ロータスの園の中から わたしが消えても 

横山潤子  

・混声合唱アルバム 九ちゃんが歌ったうた 

 ・混声合唱曲集 笑いのコーラスから 笑いのコーラス 

松下耕  

・女声合唱とピアノのための 三つの詩編から 主は私の羊飼い 

 ・女声合唱とピアノのための組曲 静かな雨の夜にから 静かな雨の夜に 

 ・世界がひとつになるまで 

 ・Everyone Sang 

 ・言葉にすれば 

 ・ほらね、 

 



信長貴富  

・女声合唱曲集 うたをうたうときから 春 

・男声合唱とピアノのための 初心のうた 

・男声合唱曲 夕焼け 

・覚和歌子の詩による混声合唱曲集 等圧線 

 ・夜明けから日暮れまで 

 ・楽譜を開けば野原に風が吹く 

 ・群青 

上田真樹  

・混声合唱とピアノのための組曲 夢の意味 

松本望  

・混声合唱とピアノのための組曲 天使のいる構図から Capriccio , Tempestoso 

山下祐加  

・混声合唱組曲 私たちは一人ではない 

魚路恭子  

・四つのディベロップメントから 猫のボブ 

ヘンデル 

 ・オラトリオ「メサイア」から ハレルヤ 

ベートーヴェン  

・交響曲 第 9番「合唱付き」から 第 4楽章 


