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映像資料の中の

　　弦楽器奏者たち

2018年11月現在

演奏者 タイトル

青木十良 (Vc) チェリスト青木十良 DV00-472

アルディッティ
四重奏団

シュトックハウゼン: ヘリコプター弦楽四重奏曲 DV01-095

アルバン・ベルク
四重奏団

ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲集

DV00-605
/00-606
/00-607

DV90-118
/90-119
/90-120

(富)
(富)
(富)

シューベルト: 弦楽四重奏曲第14番ニ短調「死と乙女」 DV01-696

ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第2番、第11番、第15番 LD00-928 (富)

イッサーリス (Vc) サン=サーンス: チェロ協奏曲第1番イ短調作品33 LD90-076 (富)

チェロ・マスタークラス

　シューマン: 幻想小曲集 DV01-758

　ラフマニノフ: チェロソナタ　ト短調　第1楽章 DV01-762

イブラギモヴァ (Vｎ) モーツァルト: 弦楽五重奏曲全集 DV02-566

ウィスペルウェイ (Vc)
392Hz --
ピーター・ウィスペルウェイとバッハの無伴奏チェロ組曲

DV02-098

ヴェンゲーロフ (Vn) プレイング・バイ・ハート / マスタークラス DV01-930 ※

ラヴェル: 演奏会用狂詩曲「ツィガーヌ」　ほか
　（IN: ジルヴェスター・コンサート1996）

DV02-755

ヴァイオリン・マスタークラス

　ベートーヴェン: ヴァイオリン・ソナタ第4番 DV01-739

　ショスタコーヴィチ: ヴァイオリン協奏曲第1番 第3楽章 DV01-740

　ブリテン: ヴァイオリン協奏曲作品15　第1楽章 DV01-74１

　モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲第3番　第1楽章 DV01-745

　メンデルスゾーン: ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品64
                                                              第1楽章

DV01-746

　シベリウス: ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47 第1楽章 DV01-747

　ラヴェル: ツィガーヌ
　　　　　　　〃 　　　　（抜粋）

DV01-748
DV02-432

　サラサーテ: カルメン幻想曲 作品25 DV01-749

　メンデルスゾーン: ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品64 DV01-750

　J.S.バッハ: 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調より
　　　　　　　アダージョとフーガ

DV01-751

※リージョンフリーのDVDプレイヤーで視聴してください

請求記号
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演奏者 タイトル 請求記号

ウゴルスキ (Vn)
ユージン・ウゴルスキ、コンスタンチン・リフシッツ
ライヴ・イン・リサイタル

DV01-643

江藤俊哉 (Vn) 江藤俊哉70才（古希）バースデーコンサート VT00-830

江藤俊哉の音楽と奇跡 : 室内楽の喜び VT00-831

　　　　〃　　　 : カーネギーホールデビュープログラムの再現 VT00-832

　　　　〃　　　 : 弦楽合奏のよろこび VT00-833

エニノ (Va) モーツァルト: 弦楽五重奏曲全集 DV02-566

エーネス (Vn) オマージュ～12の世界的銘器へのトリビュート DV02-683

オイストラフ (Vn) キング・オブ・ヴァイオリニスト
DV00-161
DV90-028 (富)

ダヴィッド・オイストラフ＆スヴャトスラフ・リヒテル
                 ライヴ・アット・アリス・タリー・ホール 1970

DV01-115

ドビュッシー: ヴァイオリン・ソナタ ほか DV01-178

J.S.バッハ: 2つのヴァイオリンのための協奏曲　ほか DV01-681

オイストラッフの思い出 LD00-617

ダヴィッド・オイストラフ　:　太陽への窓
LD01-086
LD90-023 (富)

クライスラー: 愛の悲しみ ほか DV90-113 (富)

オリヴィエ・メシアン
四重奏団

メシアン: 世の終わりのための四重奏曲 LD00-618

オルランド四重奏団 シューベルト: 弦楽四重奏曲第13番作品29≪ロザムンデ≫ DV00-088

ガイヤール (Vｃ) Madrid DV02-676

カヴァコス (Vn) バルトーク: ヴァイオリン協奏曲第2番
　(IN: ヨーロッパコンサート2005 フロム・ブダペスト)

DV90-400 (富)

シベリウス: ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47
　(IN: ヨーロッパコンサート2015 フロム・アテネ)

DV90-410 (富)

プロコフィエフ: ヴァイオリン協奏曲第1番op.19
　(IN: 初期のプロコフィエフ)

DV02-785

カザルス (Vc) パブロ・カザルス　イン　プエルトリコ DV00-044

生徒とのレッスン　バッハ: 無伴奏チェロ組曲第１番 LD00-578

カザルス・マスター・クラス.
　　　　　　　　　　　　　　　　　1. ブラームス VT00-240

     　　　　　　　　　　　　　　　　　2. バッハ VT00-241

　　　　　　　　　　　　　　　　　3. サン＝サーンス VT00-242

     　　　　　　　　　　　　　　　　　4. ドヴォルザーク VT00-243

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　5. バッハ、ベートーヴェン VT00-244

     　　　　　　　　　　　　　　　　　6. ボッケリーニ VT00-245

     　　　　　　　　　　　　　　　　　7. ボッケリーニ VT00-246

　　　　　　　　　　　　　　　　　8. ハイドン VT00-247

　　　　　　　　　　　　　　　　　9. ハイドン、ボッケリーニ VT00-732

　　　　　　　　　　　　　　　　　10. バッハ VT00-733
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演奏者 タイトル 請求記号

カザルス (Vc) (続き) 　　　　　　　　　　　　　　　　　11. ベートーヴェン VT00-734

　　　　　　　　　　　　　　　　　12. バッハ VT00-735

　　　　　　　　　　　　　　　　　13. バッハ VT00-736

　　　　　　　　　　　　　　　　　14. ベートーヴェン VT00-737

                      　　　　　　　　　　　　　　　　　15. ブラームス VT00-738

カピュソン
 (ゴーティエ) (Vc)

ハイドン: チェロ協奏曲ハ長調
　(IN: ヨーロッパコンサート2012 フロム・ウィーン)

DV90-407 (富)

カピュソン (ルノー)
               (Vn)

モーツァルト: 弦楽五重奏曲全集 DV02-566

ガベッタ (Vｃ)
エルガー: チェロ協奏曲ホ短調 op.85
　(IN: バーデン=バーデン復活祭音楽祭2014)

BD00-133
DV02-621

神尾真由子 (Vn) メイキング・オブ・ヴァイオリン・アンコール DV02-724

ガラミアン (Vn) マスター･ティーチャー･シリーズ.

　　　　　　　　　　　　　　　　1. ボーイング, 練習方法 DV90-264 (富)

　　　　　　　　　　　　　　　　2. バッハ: シャコンヌ DV90-265 (富)

　　　　　　　　　　　　　　　　3. バッハ: 無伴奏ソナタ DV90-266 (富)

　　　　　　　　　　　　　　　　4. コレッリ: ラ・フォリア ほか DV90-267 (富)

　　　　　　　　　　　　　　　　5. クロイツァー: 練習曲第7番 ほか DV90-268 (富)

川畠成道 (Vn)
世界への軌跡2005 : 翔け！視覚障害のﾊﾞｲｵﾘﾆｽﾄ川畠成道
　　　　　　　　　　　　　　～世界挑戦！独占密着365日

DV00-641

木野雅之 (Vn)
ヴァイオリン・レッスン : ヴィルトゥオーゾセレクション
　　　　　　　　　　　　　　　名曲レッスン　「巨匠の伝言」　v. 1

DV01-492

　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　                v. 2 DV01-491

ヴァイオリン・レッスン : ヴィルトゥオーゾ・テクニック DV90-159 (富)

ギャレット (Vn) プレイング・フォー・マイ・ライフ DV02-707

アルバム「タイムレス～ブラームス＆ブルッフヴァイオリン協
奏曲集」制作舞台裏ドキュメンタリー

DV02-725

ギンゴールド (Vn) マスター･ティーチャー･シリーズ.   

　　　　　　　　　1. イザイ: 無伴奏ソナタ第3番 バラード ほか DV90-269 (富)

　　　　　　　　　2. チャイコフスキー: 協奏曲 第3楽章 DV90-270 (富)

　　　　　　　　　3. ベートーヴェン: ソナタ ほか DV90-271 (富)

　　　　　　　　　4. ブラームス: ソナタ第1番 DV90-272 (富)

倉田澄子 (Vc) チェロ講座 基礎編 : アマチュアチェリストの疑問に答えて
VT00-536
  /00-537
DV90-161 (富)

　 　〃　　　2. マスタークラス : 基礎テクニックの重要性と
                                      個性ある音の魅力を求めて

DV90-162 (富)

チェロ愛奏集 : レッスン DV90-160 (富)

グリュミオー (Vn) アルトゥール・グリュミオー DV90-107 (富)
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演奏者 タイトル 請求記号

クレーメル (Vn) モーツァルト: 協奏交響曲 ほか DV01-009

ベルク: ヴァイオリン協奏曲 DV01-121

バーンスタイン: セレナード DV01-193

ギドン・クレーメル,  バック・トゥ・バッハ DV01-225

ソフィア～ヴァイオリン協奏曲が生まれるまで
-ジャン・シュミット＝ガレによる映像-

DV01-723

ブラームス: ヴァイオリン協奏曲
DV00-152
LD00-110
LD00-924 (富)

ショスタコヴィチ: ヴァイオリン・ソナタ作品１３４ LD00-521

モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲第1・2・3番 LD01-194

モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲全集 DV90-186 (富)

ギドン・クレーメル＆クレメラータ・バルティカ・プレイズ
  シューベルト, ピアソラ, シュニトケ, ロージャ, ラスカトフ

DV90-298 (富)

クロノス
弦楽四重奏団

ウニコ DV01-825

ケネディ (Vn) Nigel Kennedy : live a la citadelle DV00-849

ケラス (Vc) シューマン: チェロ協奏曲イ短調作品129 DV02-550

コーガン (Vn) ショスタコーヴィチ: ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調作品77 DV00-800

コセ (Va) モーツァルト: 弦楽五重奏曲全集 DV02-566

五嶋みどり (Vn) カーネギー・ホール・リサイタル DV01-010

ゴールドベルク (Vn) シモン・ゴールドベルク講義録

      1. モーツァルト: ヴァイオリン・ソナタ K.380
      2. ベートーヴェン: ヴァイオリン・ソナタ op.30-2

DV01-437
DV01-441
DV01-445
DV90-416 (富）

      3. ブラームス: ヴァイオリン・ソナタ op.78
      4. ブラームス: ヴァイオリン・ソナタ op.100

DV01-438
DV01-442
DV01-446
DV90-417 (富）

      5. ベートーヴェン: ヴァイオリン・ソナタ op.24 「春」
      6. ドビュッシー: ヴァイオリン・ソナタ

DV01-439
DV01-443
DV01-447
DV90-418 (富）

      7. モーツァルト: 弦楽五重奏曲 K.516第1, 2, 4楽章
      8. 　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　第3, 4楽章

DV01-440
DV01-444
DV01-448
DV90-419 (富）

サラ・チャン (Vn) パガニーニ: ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調op.6第1楽章
　(IN: ヨーロッパコンサート1995 フロム・フィレンツェ)

DV90-390 (富)

サラサーテ: ツィゴイネルワイゼンop. 20 ほか
　(IN: ヴァルトビューネ2001～スペイン・ナイト)

DV02-600

ジェナティ (Vn) ドヴォルザーク : ヴァイオリン協奏曲イ短調　作品53 DV01-842

ドヴォルザーク : ロマンス作品11 DV01-843
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演奏者 タイトル 請求記号

シェベスティエン (Vn) 交響詩「英雄の生涯」：作品40 DV90-359 (富)

シゲティ (Vn) ヨーゼフ・シゲティの芸術 DV00-363

篠崎史紀 (Vn) 篠崎史紀のヴァイオリン上達練習法：パンドラの箱 DV02-014

シャハム (Vn) モーツァルト: ヴァイオリン伴奏のクラヴサンまたは
                 フォルテピアノのためのソナタ

DV00-722

サラサーテ: カルメン幻想曲
　(IN: ジルヴェスター・コンサート1997)

DV02-756

ギル・シャハム＆エッティンガーの芸術 DV90-254 (富)

ブラームス: ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品77
　(IN: ヨーロッパコンサート2002 フロム・パレルモ)

DV90-397 (富)

シュタルケル (Vc) ヤーノシュ・シュタルケル　チェロ・リサイタル
LD01-068
LD01-193

ジュリアード
弦楽四重奏団

ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第4番, 第7番, 第14番 DV01-123

ショスタコーヴィチ
四重奏団

ショスタコーヴィチ: 弦楽四重奏曲第4番ニ長調作品83 ほか LD90-082 (富)

ズカーマン (Vn)(Va) Pinchas Zukerman : here to make music LD00-542

ズスケ (Vn) ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品61 LD90-157 (富)

モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調  KV219 LD90-185 (富)

スターン (Vn) バッハ、シューベルト、モーツァルト、ブラームス DV00-752

ア・ライフ　／　アイザック・スターン　人と芸術 LD00-668

スメタナ
弦楽四重奏団

ラスト・コンサート LD00-603

諏訪内晶子 (Vn) ファリャ: スペイン民謡組曲から第1曲ムーア人の織物　ほか BD00-163

諏訪内晶子 & イタリア国立放送交響楽団 DV00-259

チャイコフスキー・コンクール
LD00-803
LD00-934 (富)

千住真理子 (Vn) エルガー: 愛の挨拶　ほか DV02-695

ソコロフ (Vn) シベリウス: ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47 DV01-598

タカーチ ベートーヴェン、シューベルト、ハイドン DV90-222 (富)

弦楽四重奏団 バルトーク: 弦楽四重奏曲第2, 3, 6番 DV90-249 (富)

竹澤恭子 (Vn) バルトーク: ヴァイオリン協奏曲第2番
DV00-004
LD90-119 (富)

チュー (Vc) ヴィヴァルディ: チェロ･ソナタ集 DV02-420

ツィンマーマン (Vn) J.S. バッハ: ヴァイオリン・ソナタ　BWV1014-1019 DV01-317

モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216
　(IN: ヨーロッパコンサート1993 フロム・ロンドン）

DV90-388 (富)

デュ・プレ (Vc) ベートーヴェン: チェロソナタ第3番作品69 LD00-478

エルガー: チェロ協奏曲 LD00-655

　　 ジャクリーヌ・デュ・プレの思い出 VT00-851

東京クヮルテット モーツァルト: K428, バーバー: Op.11 LD00-740
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演奏者 タイトル 請求記号

トルトゥリエ (Vc) ポール・トルトゥリエ, バッハへの遺言 : チェロ組曲全曲 DV01-186

西江辰郎 (Vn) 西江辰郎＆ジュゼッペ・アンダローロ デュオ・リサイタル DV90-334 (富)

ノックス (Va)
(Viola d'amore)

Spectral strands -- ヴィオラとヴィジュアルのための DV90-365 (富)

ハイフェッツ (Vn) ハイフェッツ／ピアティゴルスキー LD00-524

ハイフェッツ・マスター・クラス

　　　　　　　　　　　　　　　　1. ショーソン VT00-253

      　　　　　　　　　　　　　　　　2. ブラームス、バッハ VT00-254

　　　　　　　　　　　　　　　　3. ヴィニヤフスキー、ヴァッレ VT00-255

　　　　　　　　　　　　　　　　4. バッハ、チャイコフスキー VT00-256

　　　　　　　　　　　　　　　　5. バッハ VT00-257

      　　　　　　　　　　　　　　　　6. バッハ、ベートーヴェン VT00-258

　　　　　　　　　　　　　　　　7. ハチャトリアン VT00-578

　　　　　　　　　　　　　　　　8. フランク、ブラームス VT00-579

神のヴァイオリニスト　ヤッシャ・ハイフェッツ DV01-976

ハイフェッツを語る　/ ジョン・ファイファーほか VT00-658

ヤッシャ・ハイフェッツ
VT01-021
VT01-080

ハイフェッツ・オン・TV (完全版) DV90-115 (富)

ハーゲン (クレメンス)
                  (Vc)

モーツァルト: 弦楽五重奏曲全集 DV02-566

ハーゲン四重奏団 モーツァルト: ハイドン四重奏曲 DV01-046

ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第16番 ほか DV90-309 (富)

バシュメット (Va) プライヴェート・レッスン DV01-777

ヴィオラ・マスタークラス

　ショスタコーヴィチ: ヴィオラとピアノのためのソナタハ長調 DV01-729

バティアシュヴィリ
              (Vn)

ドヴォルザーク: ヴァイオリン協奏曲イ短調 op.53
　(IN: ヴァルトビューネ・コンサート2016～チェコ・ナイト）

DV02-590

ブラームス: ヴァイオリン協奏曲ニ長調op.77 DV02-723

ブラームス: ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品102
　(IN: ヨーロッパコンサート2007 フロム・ベルリン）

DV90-402 (富)

花井悠希 (Vn) ピアソラ: アヴェ・マリア　ほか DV02-694

バラーティ (Vn) プロコフィエフ: ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調op.63 DV02-787
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パールマン (Vn) プロコフィエフ: ヴァイオリン協奏曲第1番 ほか DV01-685

ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61 LD00-108

パールマンの芸術 [1] DV90-243 (富)

パールマンの芸術 [2] DV90-273 (富)

      ﾊﾟｰﾙﾏﾝ/ﾊﾞﾚﾝﾎﾞｲﾑ  ﾌﾞﾗｰﾑｽ&ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ: ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲 LD90-158 (富)

ハーン (Vn) ヒラリー・ハーン／ポートレート DV00-906

ピアティゴルスキー
              (Vc)

アート・オブ・ピアティゴルスキー DV01-596

ハイフェッツ／ピアティゴルスキー LD00-524

ビルスマ (Vc) プライヴェート・レッスン DV90-338 (富)

ファウスト (Vn) ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61 BD90-014 (富)

シューマン: ヴァイオリン協奏曲ニ短調WoO1
DV90-382
DV90-411

(富)
(富)

フィッシャー (ユリア)
　　　　　　　　　(Vn)

サン=サーンス: ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調作品61 DV01-604

フランチェスカッティ
                (Vn)

カサドシュ ＆ フランチェスカッティ
DV00-839
DV90-112 (富)

プリース (Vc) メイキング・ミュージック・ウィズ・ウィリアム・プリース：
8つのチェロ・レッスン

　　　　v. 1. ブラームス: ソナタ　へ短調　作品99 DV01-935

　　　　v. 2. バーバー: ソナタ　作品6 DV01-936

　　　　v. 4. ベートーヴェン: ソナタ　ハ長調　作品102 DV01-938

　　　　v. 6. チャイコフスキー: ロココの主題による変奏曲 DV01-937

      　　　　v. 7. ベートーヴェン: ソナタ　イ長調　作品69 DV01-939

古澤巌 (Vn) Typhoon Night
LD00-799
LD90-150 (富)

フルニエ (Vc) アート・オブ・ピエール・フルニエ DV00-997

プーレ (Vn) ジェラール・プーレ　ヴァイオリン奏法 DV01-477

プライヴェート・レッスン DV01-775

プロメテオ
弦楽四重奏団

ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第11番ヘ短調op.95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「セリオーソ」　ほか

DV02-705

ブロン (Vn) ヴィヴァルディ: ヴァイオリン協奏曲イ短調、作品3の6 DV00-576

リーディング: ヴァイオリン協奏曲ロ短調、作品35 DV00-577

ベリオ: ヴァイオリン協奏曲9番イ短調、1楽章、作品104 DV00-578

J.S.バッハ: ヴァイオリン協奏曲イ短調、作品1041 DV00-579

アコライ: ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 DV00-580

 ヴィエニャフスキ: ヴァイオリン協奏曲第2番、作品22 DV01-873

ヴァイオリン・マスタークラス

　バッハ: パルティータ第2番より　シャコンヌ DV01-759

　ブラームス: ヴァイオリン協奏曲ニ長調、作品77 DV02-020
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演奏者 タイトル 請求記号

ベルキン (Vn) チャイコフスキー: ヴァイオリン協奏曲 DV01-190

ヘルメルソン (Vc) チェロ・マスタークラス

　ドヴォルザーク: チェロ協奏曲ロ短調
　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　（抜粋）

DV02-237
DV02-432

ベルリン・フィル
　12人のチェリスト

ベルリン・フィル12人のチェリスト　40周年コンサート  BD00-039

ペレーニ (Vc) リスト音楽院コンサート DV01-276

J.S.バッハ: 無伴奏チェロ組曲全曲 DV90-259 (富)

ヘンデル (Vn) アート・オブ・イダ・ヘンデル DV00-448

ボスコフスキー (Vn) R. シュトラウス: 交響詩「英雄の生涯」 DV01-499

ポッジャー (Vn) バロック・ストリングス・マスタークラス

　バッハ: ヴァイオリンとチェロの独奏のための作品集 DV02-089

堀了介 (Vc) チェロ・レッスンビデオ : これから始められる方の為に VT00-535

ホルヌング(Vc) エリソンド: ラテンアメリカ舞曲より「ブエノスアイレスの秋」 BD00-147

ボロディン
弦楽四重奏団

シューベルト＆ブラームス: 弦楽四重奏曲集 DV01-791

マイスキー (Vc) マルタ・アルゲリッチ＆ミッシャ・マイスキー  BD00-035

ブラームス: ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調
DV00-152
LD00-110
LD00-924 (富)

マイスキーの芸術 DV01-582

ドヴォルザーク: チェロ協奏曲ロ短調 DV01-841

ハイドン、シューマン : チェロ協奏曲集 DV90-175 (富)

バッハ: 無伴奏チェロ組曲 ＬＤ90-113 (富)

前田芳彰 (Cb) コントラバス･マスター DV02-350

松田理奈 (Vn) ドヴォルザーク: 4つのロマンティックな小品op.75-1 DV02-655

松本紘佳 (Vn)
モーツァルト: チェンバロとヴァイオリンのための
　　　　　　　　　　　ソナタハ長調K6 (パリ・ソナタ第1番)　ほか

DV02-697
DV02-698

マルコフ (Vn) パガニーニ: 24の奇想曲 作品1 DV90-239 (富)

マンフレッド・
　　　　　クヮルテット

Quartet stories (rehearsals and interviews) DV02-656

三瀬俊吾 (Vn) 三瀬俊吾のヴァイオリンとともに DV01-131

南紫音 (Vn)
南紫音デビュー・リサイタル
　(公演風景やリハーサル風景、他)

DV02-672
DV02-673

宮田大 (Vc)
ハイドン: チェロ協奏曲第1番ハ長調 Hob. VIIb-1
  (IN: 小澤征爾指揮, 水戸室内管弦楽団2012)

BD90-001 (富)

深山尚久 (Vn) ヴァイオリン・テクニカル・クリニック

                   　v. 1   基礎～応用ポイントマスター DV00-873

　　　               v. 2  実践編: 基礎～応用ポイントドリル DV01-493
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ミルシテイン (Vn)
Nathan Milstein, master of invention :
                      some memories of a quiet magician

DV00-881

ナタン・ミルシテイン DV90-109 (富)

ムター (Vn) カラヤン・メモリアル・コンサート2008
　　ウィーン・ムジークフェライン

DV01-142

モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲第4番, 第5番 DV01-281

ブラームス: ヴァイオリン・ソナタ全集 DV01-618

ソフィア～ヴァイオリン協奏曲が生まれるまで
 -ジャン・シュミット＝ガレによる映像-

DV01-723

メンデルスゾーン: ヴァイオリン協奏曲 : 他
DV02-684
DV02-685
DV90-429 (富)

サン＝サーンス: ヴァイオリンと管弦楽のための序奏と
　　　　　　　　　　　　ロンド・カプリチオーソ イ短調op. 28　ほか
 　(IN: ジルヴェスター・コンサート2015）

DV02-771

モーツァルト: ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための
　三重奏曲集

DV90-155 (富)

モーツァルト: ピアノとヴァイオリンのためのソナタ集 DV90-182 (富)

モーツァルト: ヴァイオリン協奏曲全集 DV90-183 (富)

ベートーヴェン: ヴァイオリン・ソナタ全集 DV90-229 (富)

ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲 DV90-285 (富)

メニューイン (Vn) ヴァイオリンの世紀／ユーディ・メニューイン80歳記念 LD00-841

メンデルスゾーン, ブラームス, サラサーテ, バッジーニ DV90-317 (富)

メニューイン・イン・モスクワ VT90-051 (富)

メネセス (Vc) チャイコフスキー: ロココ風の主題による変奏曲 DV00-963

ヴィヴァルディ: チェロ･ソナタ集 DV02-420

モルク (Vc) ブラームス: ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品102
　(IN: ヨーロッパコンサート2007 フロム・ベルリン）

DV90-402 (富)

ヤンセン (Vｎ)
マスネ: タイスの瞑想曲 ほか
　(IN: ヴァルトビューネ2006～オリエンタル・ナイト)

DV02-596

ヨーヨー・マ (Vc) R. シュトラウス: 交響詩「ドン・キホーテ」op. 35 ほか BD00-147

Extraordinary minds, featured guest Yo-Yo Ma DV01-736

ゴート・ロデオ・セッションズ・ライヴ DV02-035

ピアソラ: リベルタンゴ　ほか
DV02-648
DV02-649

ヨーヨー・マ インスパイアド・バイ・バッハ  (セット) LD90-024 (富)

　1-1. 「ミュージック・ガーデン」
                                     バッハ: 無伴奏チェロ組曲第1番

DV02-081
LD01-092

　1-2. 「サウンド・オブ・カルチェリ（牢獄の響き）」
　　　　　　　　　　　　             バッハ: 無伴奏チェロ組曲第2番

DV02-081
LD01-093
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ヨーヨー・マ (Vc)
               (続き)

　2-1.「フォーリング・ダウン・ステアーズ」
　　　　　　　　　　　　             バッハ: 無伴奏チェロ組曲第3番

DV02-082
LD01-096

　2-2. 「サラバンド」            バッハ: 無伴奏チェロ組曲第4番
DV02-082
LD01-094

　3-1. 「希望への苦闘」　     バッハ: 無伴奏チェロ組曲第5番
DV02-083
LD00-846

　3-2.「６つのジェスチャー」   バッハ: 無伴奏チェロ組曲第6番
DV02-083
LD01-095

リプキン (Vc) シューマン: チェロ協奏曲イ短調作品129  DV01-556

レーピン （Vn) ヴィエニアフスキー: ポロネーズop. 4 ほか
　(IN: ヴァルトビューネ2002～アンコール名曲の夕べ)

DV02-599

ブルッフ: ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26
　(IN: ヨーロッパコンサート2008 フロム・モスクワ)

DV90-403 (富)

ロストロポーヴィッチ
                (Vc) ハイドン: チェロ協奏曲第1番・第2番

DV00-095
LD00-935 (富)

ショスタコーヴィチ: チェロ協奏曲第2番ト短調作品126 DV00-800

バッハ: 無伴奏チェロ組曲第1番～第3番
DV01-089
LD00-755
LD90-114 (富)

　　〃 :　　　　　　〃　　　  　第4番～第5番
DV01-090
LD00-756
LD90-114 (富)

　　〃 :　　　　　　〃　　　  　第6番
DV01-090
LD00-757
LD90-114 (富)

シューマン: チェロ協奏曲イ短調作品129  他
LD00-817
DV90-275 (富)

ドヴォルザーク: チェロ協奏曲ロ短調作品104　他 LD90-098 (富)

ロストロポーヴィチ&ドミンゴ, 夢の共演 LD90-201 (富)

ロッシ (Va) ホフマイスター ほか: ヴィオラ協奏曲集 DV02-558

ワイラースタイン
                (Vc) エルガー: チェロ協奏曲 DV01-632

エルガー: チェロ協奏曲ホ短調作品85
　(IN: ヨーロッパコンサート2010 フロム・オックスフォード)

DV90-405 (富)
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DV00-108
DV00-935
DV01-006
DV90-261 (富)

DV02-711

DV01-507

DV00-933
DV02-135

DV02-140

DV00-934
DV02-136

DV02-137

DV02-139

DV02-715

DV02-714

BD00-087

BD00-086

DV01-226

DV00-663

DV01-063

VT00-637

DV02-612

アメリカン・ストリンング・プロジェクト－ドキュメンタリー・リハーサル＆コンサート

エンカウンター・ウィズ・ストラディヴァリ2010 : 諏訪内晶子,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    アラベラ・美歩・シュタインバッハー　ほか

エンカウンター・ウィズ・ストラディヴァリ2012 : ハーグナー, ヤンケ　ほか

Menuhin competition : London, 7-17 April 2016
                                           : celebrating the Menuhin centenary

            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桐朋学園大学附属図書館

コレクターズエディション　アンサンブル
     オイストラフ, メニューイン, フランチェスカッティ, ロストロポーヴィッチ　ほか

コレクターズエディション　弦楽器
     シェリング, スターン, ミルシテイン, グリュミオー, コーガン, フェラス　ほか

ストラディヴァリ : クレモナの伝統

ソヴィエト・エコーズ
  v. 1  遺産の影に : オイストラフ父子, コーガン父子, ロストロポーヴィッチ　ほか

  v. 2  特権と圧力 : べート－ヴェン四重奏団, ロストロポーヴィッチ　ほか

モスクワ音楽院ヴァイオリン・マスタークラス

アントニオ・ストラディヴァリ・ガラ・セレブレイション : ズッカーマン,  ヨーヨー・マ

イースター・ウィズ・ストラディヴァリウス2004 : 樫本大進, 佐藤俊介　ほか

エイジ・オブ・ストラディヴァリ : インゴルフソン, 樫本大進　ほか

エンカウンター・ウィズ・ストラディヴァリ2006 : 竹澤恭子, 樫本大進　ほか

エンカウンター・ウィズ・ストラディヴァリ2007 : 諏訪内晶子, 庄司紗矢香　ほか

エンカウンター・ウィズ・ストラディヴァリ2009 : 竹澤恭子, 磯村和英　ほか

タイトル 請求記号

アート・オブ・ヴァイオリン : メニューイン,  オイストラフ　ほか


