
    III. 所蔵リスト

♪資料種別：楽譜S =フルスコア 、楽譜V = ヴォーカルスコア

（所蔵リスト　2013.10現在）

資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

＜フランス＞

全曲

楽譜V

Bote & Bock C20-934

Henschelverlag C12-888

録音資料

ルゲ, アンリ ; Dachary, Lina ; Doussard, Jean (cond.) 1967 CD26-011

映像資料

ノッカー, ハンス ; シュレム, アニー ; フォイクトマン, カール＝フリッツ
(cond.) 1973

DV00-315
LD00-136

全曲

楽譜V

Belwin-Mills B04-925

全曲

楽譜Ｖ

Belwin-Mills Publishing B05-041 

全曲

楽譜S

E.F. Kalmus

楽譜V

Bote & Bock C10-320

III-1. 楽譜、録音・映像資料 (地域別・作曲家の年代順)

Offenbach, Jacques (1819-1880)
Barbe-Bleue = 青ひげ

Ba-Ta-Clan = 馬鹿騒ぎ（バ＝タ＝クラン）

Les bavards = おしゃべり男とおしゃべり女

♪タイトル： OPAC作品名あるいは『オペレッタ名曲百科』中の表記に統一しました。
　 それ以外は資料中の表記です。

La belle Helene = 美しきエレーヌ

v.1 C35-426
v.2 C35-427
v.3 C35-428

作曲者　タイトル

12



資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

Heugel
B13-700
B14-795

録音資料

ロット, フェリシティ ; ブロン, ヤン ; ミンコフスキ, マルク (cond.) 2000 CD23-832

映像資料

モッフォ, アンナ ; コロ, ルネ ; フランツ, アラーズ (cond.) (ドイツ語) 1974 DV00-360

カサロヴァ, ヴェッセリーナ ; ヴァルト, デオン・ファン・デル ; アーノンクール,
ニコラウス (cond.) 1997 DV01-836

ロット, フェリシティ ; ブロン, ヤン ; ミンコフスキ, マルク (cond.) 2000 DV00-256

全曲

映像資料

Trempont, Michel ; Chevalier, Valerie ; Gibault, Claire (cond.) DV00-227

全曲

楽譜Ｖ

Josef Weinberger B04-610

全曲

映像資料

Lopez-Yanez, Jorge ; ラヴェンダー, ジャスティン ; チャー, リュー (cond.) DV00-172

全曲

映像資料

デール, ローレンス ; クラーク, グラハム ; チャー, リュー (cond.) DV00-172

ハイライト

録音資料

 Harbell, Christiane ;  Pondeau, Monique de ;  ブラルー, リシャール (cond.) P22-655

Croquefer, ou Le dernier des paladins
                    　= クロックフェール（または最後の遍歴騎士）

Les deux aveugles = 二人の盲人

La Fille du Tambour-Major = 鼓手隊長の娘

Les Brigands = 山賊

Christopher Columbus = クリストファー・コロンブス
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

全曲

楽譜V

Boosey & Hawkes : Bote &  Bock

Bote & Bock C10-321

映像資料

ロット, フェリシティ ; ピオー, サンドリーヌ ; ミンコフスキ, マルク (cond.) 2004 DV00-655

全曲

楽譜V

Belwin-Mills Publishing B05-042

録音資料

Granger, Claudine ; Mertz, Yerry ; Koch, Emmanuel (cond.) 1984 CD02-184

全曲

楽譜Ｖ

Choudens B04-346

全曲

楽譜V

Belwin-Mills B05-021

全曲

楽譜V

Heugel B11-044

全曲

楽譜S

Boosey & Hawkes : Bote & Bock D27-863

La Grande-Duchesse de Gerolstein = ジェロルスタン大公妃

Monsieur Choufleuri restera chz lui le …
　　　　　　　　　　　　　　　　　 = シュルフリ氏は・・・日には在宅でしょう

Orphee aux Enfers = 天国と地獄（地獄のオルフェ）

v.1 C44-234
v.2 C44-272

L'Ile de Tulipatan = チュリパタン島

Madame Favart = ファヴァール夫人

Le mariage aux lanternes = 街灯の下での結婚
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

楽譜V

Boosey & Hawkes : Bote & Bock
C44-348
D27-944

Heugel

B04-591
B12-718
B91-731 富

録音資料

Juten, Grit van ; グルーバー, フェリー ; マッテス, ウィリー (cond.) (ドイツ語) 1977 CD93-926 富

デッセイ, ナタリー ; ブロン, ヤン ; ミンコフスキ, マルク (cond.) 1997
CD14-434
CD97-807 富

映像資料

デッセイ, ナタリー ; ブロン, ヤン ; ミンコフスキ, マルク (cond.) 1997 DV00-316

島田祐子 ; 鈴木寛一 ; 堤俊作 (cond.) (日本語) LD00-384

全曲

楽譜Ｖ

E.F. Kalmus (英語) B03-809

映像資料

ユーイング, マリア ; ローゼンシャイン, ニール ; スーストロ, マルク  (cond.) 1982
DV00-041
VT01-117

全曲

楽譜S

Boosey & Hawkes D27-862

楽譜V

Boosey & Hawkes : Bote &  Bock D27-945

Bote &  Bock C12-478

映像資料
Verzier, Jacques ; Sivadier, Jean-Francois ; オッソンス, ジャン＝イヴ
(cond.) 1991 DV00-336

Verzier, Jacques ; Sivadier, Jean-Francois ; オッソンス, ジャン＝イヴ
(cond.) VT01-013

全曲

楽譜V

Arkor-Edition (ドイツ語) C02-859

La Perichole = ペリコール

La vie Parisienne = パリの生活

Bizet, George (1838-1875)
Le Docteur Miracle = ミラクル博士
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

Billaudot C22-140

Miss Helyett = ミス・エリエット（ミス・ハリエット）

全曲

楽譜V

Choudens B03-325

全曲

楽譜S

Édition de Roger Delage C21-739

楽譜V

Enoch Editeurs
B02-307
B10-657

映像資料
Cassard, Franck ; Palais, Mary Saint ; スヴィエルシェヴスキ, ミシェル
(cond.)

1993-
1994 DV01-091

全曲

楽譜V

Enoch B09-913

録音資料
ゴーティエ, ジョルジュ ; アリオ＝リュガ, コレット ; ガーディナー, ジョン・エリ
オット (cond.) 1984 CD38-820

映像資料
ゴーティエ, ジョルジュ ; アリオ＝リュガ, コレット ; ガーディナー, ジョン・エリ
オット (cond.) DV00-545

ゴーティエ, ジョルジュ ; アリオ＝リュガ, コレット ; ガーディナー, ジョン・エリ
オット (cond.) LD00-448

全曲

楽譜V

Enoch C36-403

Une education manquee = 間違った教育    

L'Etoile = お星様（エトワール）

Le roi malgre lui = いやいやながらの王様

Audran, Edmond (1840-1901)

Chabrier, Emmanuel (1841-1894)
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

全曲

楽譜V

Choudens B13-884

Ciboulette = シブレット

全曲

楽譜Ｖ

Salabert C39-658

全曲

楽譜V

J. Weinberger C92-893 富

録音資料
プライ, ヘルマン ; ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ボスコフスキー, ヴィ
リー (cond.)

1974
CD20-872
CD93-958 富

全曲

録音資料
Antonic, Zora ; Houtzeel, Stephanie ; プラックスマーラー, ヴィンツェンツ
(cond.)

2006 CD32-417

全曲

楽譜S

Dohr C32-346

録音資料

モッフォ, アンナ ; コロ, ルネ ; アイヒホルン, クルト (cond.) 1974 CD29-506

Bogner, Andrea ; Rickenbacher, Hans-Jurg ; アイトラー, トーマス (cond.) 2000 CD18-323

Suppe, Franz von (1819-1895)
＜ドイツ・オーストリア＞

Boccaccio = ボッカッチョ

Fatinitza = ファティニッツァ

Die schone Galathee = 美しきガラテア

Planquette, Robert (1848-1903)
Rip van Winkle = リップ・ヴァン・ウィンクル

Hahn, Reynaldo (1875-1947)
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

全曲

楽譜S

Strauss Edition C37-976

全曲

楽譜S

Eulenburg (ミニチュア・スコア)
A04-859
A07-492 富

Im Gemeinschaftsverlag Doblinger/Universal Edition C32-542

Strauss Edition C29-539

楽譜V

A. Cranz
B06-260
B90-564 富

Au Menestrel (フランス語) B04-262

Boosey & Hawkes B02-328

Henschelverlag Kunst und Gesellschaft B10-585

Strauss Edition
C33-750
B13-260

音楽之友社
B11-644
B91-543 富

音楽之友社 B04-286

録音資料

ヤノヴィッツ, グンドゥラ ; ヴェヒター, エーベルハルト ; ベーム, カール
(cond.)

1971 CD06-960

ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ゲッダ, ニコライ ;  ボスコフスキー, ヴィ
リー (cond.)

1971 CD93-949 富

プライ, ヘルマン ; ヴァラディ, ユリア ; クライバー, カルロス (cond.) 1975 CD93-952 富

クメント, ヴァルデマール ; イーロッシュ, ミルヤーナ ; ビンダー, エーリッヒ
(cond.)

1982
CD01-275
CD93-950 富

ホルヴェーク, ヴェルナー ; グルベローヴァ, エディタ ; アーノンクール, ニコ
ラウス (cond.)

1987
CD01-438
CD94-245 富

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; カラヤン, ヘルベル
ト・フォン (cond.)

1995
CD09-246
CD93-953 富

ホルヴェーク, ヴェルナー ; グルベローヴァ, エディタ ; アーノンクール, ニコ
ラウス (cond.)

CD01-438

Strauss, Johann (ii) (1825-1899)
Der Carneval in Rom = ローマの謝肉祭

Die Fledermaus = こうもり
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

映像資料
ヤノヴィッツ, グンドゥラ ; ヴェヒター, エーベルハルト ; ベーム, カール
(cond.)

1972 DV00-375

グルベローヴァ, エディタ ; ヴァイクル, ベルント ; グシュルバウアー, テオ
ドール (cond.)

1980
DV01-670
DV01-697

コバーン, パメラ ; ヴェヒター, エーベルハルト ; クライバー, カルロス (cond.) 1986

DV90-013
LD00-160
LD01-160
LD00-873

富

富

Gustafson, Nancy ; Otey, Louis ; ボニング, リチャード (cond.) 1990 LD00-806

エーデルマン, ペーター ; ドゥスマン, シルヴァーナ ; ビーブル, ルドルフ
(cond.)

1996 DV01-218

Homberger, Christoph ; ドゥルンシュ, ミレイユ ; ミンコフスキ, マルク (cond.) 2001 DV00-229

アームストロング, パメラ ; アレン, トーマス (cond.) 2003 DV00-340

アレン, トーマス ; ベトローヴァ, リューボフ ; ユロフスキ, ウラディーミル
(cond.)

2003 DV01-960

テ・カナワ, キリ ; プライ, ヘルマン ; ドミンゴ, プラシド (cond.) LD00-025

ハイライト

録音資料
シャイラー, ゲルダ ; ヴェヒター, エーベルハルト ; アッカーマン, オットー
(cond.)

CD33-403

全曲

楽譜S

 Im Gemeinschaftsverlag Doblinger/Universal Edition C32-543

Strauss Edition C31-977

楽譜V

A. Cranz B13-885

録音資料
シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1954 CD17-983

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1954 CD18-252

モンタゼーリ, メルツァード ; Kalchmair, Franz ; ビーブル, ルドルフ (cond.) 1999 CD31-600

映像資料

リッデル, アントン・デ ; ゲスティ, シルヴィア ; グルント, ベルト (cond.) 1973 DV00-374

ビーニ, カルロ ; デンヒ, カール ; メルツェンドルファー, エルンスト (cond.) LD00-698

ハイライト

録音資料

シュトライヒ, リタ ; ゲルナー, クリスティーネ  ; アラーズ, フランツ (cond.) 1967 CD33-404

リッデル, アントン・デ ; ゲスティ, シルヴィア ; アイヒホルン, クルト (cond.)
1975
年頃

CD98-973 富

Eine Nacht in Venedig = ヴェネツィアの一夜
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

Russell, Jack ; Schon, Kenneth ; マーティン, トーマス (cond.) CD31-486

全曲

楽譜V

A. Cranz B03-505

録音資料

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1954 CD18-252

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1954 CD32-406

ギューデン, ヒルデ ; Schramm, Margit ; シュトルツ, ロベルト (cond.) 1965 CD31-493

ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ゲッダ, ニコライ ; ボスコフスキー, ヴィ
リー (cond.)

1976 CD93-947 富

Martikke, Sigrid ; Dallapozza, Adolf ; ビーブル, ルドルフ (cond.) 1982 CD93-948 富

Wollrad, Rolf ; Zenker, Christian ; ビーブル, ルドルフ (cond.) 2007 CD31-838

映像資料

Hallstein, Ingeborg ; コロ, ルネ ; ポーリック, アントン (cond.) 1971 DV00-433

ハイライト

録音資料
ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ゲルナー, クリスティーネ  ; マッテス, ウィ
リー (cond.)

1965 CD33-404

全曲

楽譜S

Strauss Edition C37-975

楽譜V

A. Cranz B92-455 富

Boosey and Hawkes (英語） B02-329

録音資料

Loose, Emmy ; パツァーク, ユリウス ; クラウス, クレメンス (cond.) 1951 CD08-373

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1954 CD18-253

ローテンベルガー, アンネリーゼ ; テルカル, カール ; ホルライザー, ハイン
リヒ (cond.)

1959 CD93-954 富

コバーン, パメラ ; リッペルト, ヘルベルト ; アーノンクール, ニコラウス
(cond.)

1994 CD06-972

フィッシャー＝ディースカウ, ディートリッヒ ; ヒルテ, クラウス ; ボスコフス
キー, ヴィリー (cond.)

CD02-064

Wiener Blut = ウィーン気質

Der Zigeunerbaron = ジプシー男爵
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

Schadle, Lotte ; ショック, ルドルフ ; シュトルツ, ロベルト (cond.) CD93-955 富

映像資料

ブレンデル, ウォルフガング ; Shade, Ellen ; アイヒホルン, クルト (cond.) 1975 DV00-434

エデルマン, ペーター ; Zednik, Heinz ; ビーブル, ルドルフ (cond.) VT01-065

ハイライト

録音資料

シュトライヒ, リタ ; Cvejic, Biserka ; アラーズ, フランツ (cond.) 1969 CD33-405

全曲

映像資料
イーロッシュ, ミルヤーナ ; セラフィン, マルティナ ; ビーブル, ルドルフ
(cond.)

1995 DV01-145

ハイライト

録音資料

Bartel, Reinhold ; ケート, エリカ ; ミヒャルスキ, カール (cond.)
CD13-960
CD98-018 富

ハイライト

録音資料

バルトス, リタ ; バラバシュ, サーリ ; ミヒャルスキ, カール (cond.)
CD13-960
CD98-018 富

全曲

映像資料

セラフィン, マルティナ ; リヒター, マリカ ; ビーブル, ルドルフ (cond.) 1971
DV01-151
VT01-070

ハイライト

録音資料

ポップ, ルチア ; ストラータス, テレサ ; バウアー＝トイセル, フランツ  (cond.)
1970
年頃

CD98-974 富

ギューデン, ヒルデ ; Kusche, Benno ; ミヒャルスキ, カール (cond.)
CD13-962
CD98-020 富

Fugel, Alfons ; Rose, Traude ; シュタインコップ, ハンス (cond.) CD26-061

Gasparone =ガスパローネ

Zeller, Carl (1842-1898)
Der Vogelhandler = 小鳥売り

Millocker, Carl (1842-1899)
Der Bettelstudent = 乞食学生
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

全曲

楽譜V

Bosworth C43-083

映像資料

Mane, Helen ; Serafin, Harald ; マッテス, ウィリー (cond.) 1971 DV00-417

ハイライト

録音資料

Schoner, Sonja ; グレーベ, ドナルド ; ハーゲシュタット, ヘルマン (cond.)
CD13-963
CD98-022 富

ハイライト

録音資料

Schollwer, Edith ; Lins, Heinz Maria ; ミヒャルスキ, カール (cond.) CD13-953

全曲

録音資料
ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ゲッダ, ニコライ ; マッテス, ウィリー
(cond.)

ハイライト

録音資料

ムセリ, メリッタ  ; オットー, リサ ; シュヒター, ウィルヘルム (cond.) 1958 CD33-405

Neumann, Roland ; Liebesberg, Else ; バウアー＝トイセル, フランツ  (cond.) CD13-964

全曲

楽譜V

Ein Walzertraum = ワルツの夢

Lehar, Franz (1870-1948)
Eva, oder Das Fabriksmadel = エヴァ（又は工場の娘）

Berte, Heinrich (1857-1924)
Das Dreimaderlhaus = 三人姉妹の家

Lincke, Paul (1866-1946)
Frau Luna = ルーナ夫人

Straus, Oscar (1870-1954)

v.1 P19-802
v.2 P19-803

Heuberger, Richard (1850-1914)
Der Opernball = オペラ舞踏会
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

Doblinger
C12-661
C28-935

録音資料

Fadayomi, Morenike ; Antonic, Zora ; ボツィック, ヴォルフガング (cond.) 2005 CD29-185

全曲

楽譜V

Eschig (フランス語) C36-035

全曲

録音資料

Kaiser, Kristiane ; シュワルツ, シルヴィア ; シルマー, ウルフ (cond.) 2008 CD35-501

ハイライト

録音資料

ケイマー, ルイーズ ; Schoner, Sonja ; ハーゲシュタット, ヘルマン (cond.)
CD13-961
CD98-019 富

全曲

楽譜V

Glocken C27-533

映像資料
 ストラータス, テレサ  ; ショック, ルドルフ ; エーベルト, ウォルフガング
(cond.)

1970 DV00-371

ハイライト

録音資料
ローテンベルガー, アンネリーゼ ; Görner, Christine ; マッテス, ウィリー
(cond.)

1965 CD33-401

全曲

楽譜V

Glocken (英語)
B02-719
C92-896 富

Glocken C27-496

Giuditta = ジュディッタ

Frasquita = フラスキータ

Der Graf von Luxemburg = ルクセンブルグ伯爵

Friederike = フリーデリケ
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

録音資料

ゲッダ, ニコライ ; ベーメ, クルト ; マテス, ウィリー (cond.) 1968 CD29-758

映像資料

ヴェヒター, エバーハルト ; Sukis, Lilian ; Goldschmidt, Walter (cond.) DV00-384

ハイライト

録音資料

ケート, エリカ ; ヒルデブラント, ヘルガ ; Fox, Frank (cond.) 1959 CD33-401

ホッペ, ハインツ ; ホフマン, ヴィリー ; ミュラー＝ランペルツ, リヒャルト
(cond.)

CD13-961
CD98-019 富

全曲

楽譜V

Glocken C08-952

録音資料

ミーレンドルフ, ハンス ; Lossef, Mary ; デッサウ, パウル (cond.) 1930 CD26-061

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1953 CD18-254

映像資料

コロ, ルネ ; Pitsch-Sarata, Birgit ; エーベルト, ウォルフガング (cond.) 1974 DV00-372

ハイライト

録音資料
ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ホルム, レナーテ ; ミヒャルスキ, カール
(cond.)

1967 CD33-400

コロ, ルネ ; Pitsch-Sarata, Birgit ; エーベルト, ウォルフガング (cond.)
1975
 頃

CD98-975 富

ホリデー, メラニー ; カルチコフスキー, リシャード ; タイマー, ウヴェ (cond.) 1998 CD13-559

ホッペ, ハインツ ; ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ミュラー＝ランペルツ,
リヒャルト (cond.)

CD13-959

全曲

楽譜S

Doblinger C37-530

楽譜V

Doblinger
C07-675
C28-923
C96-190 富

Doblinger / Glocken
A06-203
A08-603
A92-134 富

Das Land des Lachelns = ほほえみの国

Die lustige Witwe = メリー・ウィドウ
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

Glocken(英語)
B02-717
C20-869

Kalmus C23-688

海外音楽出版社
C11-531
C93-445 富

録音資料
シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1953 CD18-254

シュヴァルツコップフ, エリーザベト ; ゲッダ, ニコライ ; アッカーマン, オッ
トー (cond.)

1953 CD94-103 富

シュテフェック, ハンニー ; ゲッダ, ニコライ ; マタチッチ, ロヴロ・フォン
(cond.)

1962
CD04-892
CD94-105 富

Chryst, Dorothea ; ショック, ルドルフ ; シュトルツ, ロベルト (cond.) 1966 CD94-106 富

コラー, ダグマール ; ミニヒ, ペーター ; ビーブル, ルドルフ (cond.) 1982 CD94-104 富

ボニー, バーバラ ; トロスト, ライナー ; ガーディナー, ジョン・エリオット
(cond.)

1994
CD06-565
CD94-250 富

シュラーメク, アルフレード ; アレリャーノ, マルガリータ・デ ; ビーブル, ルド
ルフ (cond.)

2005 CD28-237

映像資料

Bruno, Jean ; Melbye, Mikael ; ジョルダン, アルミン (cond.) (フランス語) 1983 DV00-018

カーレス, エリーザベト ; エーデルマン, ペーター ; シェンク, コンスタンティ
ン (cond.)

1994 DV00-459

シェレンベルガー, ダグマル ; ギルフリー, ロドニー  ; ヴェルザー＝メスト, フ
ランツ (cond.)

2004 DV00-497

ハイライト

録音資料

ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ケート, エリカ ; マッテス, ウィリー (cond.) CD33-402

全曲

楽譜V

Glocken C27-791

録音資料

ローテンベルガー, アンネリーゼ ; Lenz, Friedrich ; ボスコフスキー, ヴィ
リー (cond.)

1977 CD29-613

映像資料

テーバ, アントニオ ;  ストラータス, テレサ ; エーベルト, ウォルフガング
(cond.)

DV00-383

ハイライト

録音資料

Rethy, Ester ; Oeggl, Georg ; レハール, フランツ (cond.) 1942 CD26-061

Paganini = パガニーニ
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

ムセリ, メリッタ ; Schirrmacher, Ursula ; シュミット＝ベルケ, ヴェルナー
(cond.)

1961 CD33-402

テーバ, アントニオ ; コラー, ダグマール ; エーベルト, ウォルフガング
(cond.)

1975
 頃

CD98-976 富

ホッペ, ハインツ ; Schöner, Sonja ; ミュラー＝ランペルツ, リヒャルト (cond.) CD13-959

全曲

録音資料

モシュク, エレーナ ; トドロヴィチ, ゾラン ;  シルマー, ウルフ (cond.) 2004 CD30-004

全曲

楽譜V

Glocken C23-509

映像資料

オックマン, ヴィースラウ ; ストラータス, テレサ ; マッテス, ウィリー (cond.) 1973 DV00-455

ハイライト

録音資料

ムセリ, メリッタ ; Görner, Christine ; ミヒャルスキ, カール (cond.) 1963 CD33-400

オックマン, ヴィースラウ ; ストラータス, テレサ ; マッテス, ウィリー (cond.)
1975
 頃

CD98-976 富

ホッペ, ハインツ ; Schoner, Sonja ; オットー, ハンスゲオルク (cond.) CD13-959

全曲

楽譜V

Well-Tempered Press C42-273

録音資料

Arleth, Emmerich ; Rethy, Esther ; シェーンヘル, マックス (cond.) 1950 CD24-005

ストイコヴィチ, ヨハンナ ; ケーラー, マルクス ; ベールマン, フランク (cond.) 2003 CD27-353

映像資料

ペリー, ジャネット ; ブゼア, イオン ; ヴァルベルク, ハインツ (cond.) 1974 DV00-454

ハイライト

録音資料

バラバシュ, サーリ ; Görner, Christine ; ミヒャルスキ, カール (cond.) CD33-401

Zigeunerliebe = ジプシーの恋

Schon ist die Welt = 美しきかなこの世界

Der Zarewitsch = ロシアの皇太子
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

全曲

映像資料

Jacoby, Gabriele ; Lippert, Gerhart ; グルント, ベルト (cond.) 1971 DV00-418

ハイライト

録音資料

Jacoby, Gabriele ; Lippert, Gerhart ; グルント, ベルト (cond.)
1975
頃

CD98-974 富

全曲

楽譜V

J. Weinberger
C33-743
C93-065 富

録音資料

ローテンベルガー, アンネリーゼ ; ゲッダ, ニコライ ; マッテス, ウィリー
(cond.)

1971 CD93-930 富

ルチディフェリア, ミレナ ; ヴェヒター, フランツ ; ビーブル, ルドルフ (cond.) 1985 CD93-928 富

ケニー, イヴォンヌ ; ロイダー, ミヒャエル ; ボニング, リチャード (cond.) 2002 CD26-835

映像資料

モッフォ, アンナ ; コロ, ルネ ; グルント, ベルト (cond.) 1971
DV00-359
DV00-370

Ghazarian, S ; Roider, M. ; Varadi, Katalin (cond.) 1991 VT01-018

シェーネンベルク, ヴェーラ ; ボスマー, フェルディナント・フォン ; ビーブル,
ルドルフ (cond.)

2002 DV01-184

全曲 (セリフ抜き)

録音資料

モッフォ, アンナ ; コラー, ダグマール ; グルント, ベルト (cond.) 1971 CD29-650

ハイライト

録音資料

ホリデー, メラニー ; カルチコフスキー, リシャード ; タイマー, ウヴェ (cond.) 1997 CD10-347

Knittel, Sonja ; ホッペ, ハインツ ; ミュラー＝ランペルツ, リヒャルト (cond.) CD13-965

全曲

Fall, Leo (1873-1925)
Die Dollarprinzessin = ドルの御息女

Kalman, Emmerich (1882-1953)
Die Csardasfurstin = チャールダーシュの女王

Grafin Mariza = マリッツァ伯爵令嬢
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

録音資料

ユリナッチ, セーナ ; テルカル, カール ; シュテファン, ウィルヘルム (cond.) 1952 CD21-766

ラブーダ, イザベラ ; カルチコフスキー, リシャード ; タイマー, ウヴェ (cond.)
1999
2001

CD20-937
CD98-972 富

映像資料

Hazy, Erzsebet ; コロ, ルネ ; エーベルト, ウォルフガング (cond.) 1973 DV00-414

シェレンベルガー, ダグマール ; シュコフ, ニコライ ; ビーブル, ルドルフ
(cond.)

2004 DV01-219

ハイライト

録音資料

Hazy, Erzsebet ; コロ, ルネ ; エーベルト, ウォルフガング (cond.)
1975
頃

CD98-977 富

Nemeth, Mariｋa ; ミニヒ, ペーター ; ポーリック, アントン (cond.) CD13-965

全曲

録音資料

ヴォットリヒ, エンドリック ; グループ, モニカ ; ボニング, リチャード (cond.) 1998 CD33-183

全曲

映像資料

Hallstein, Ingeborg ; ショック, ルドルフ ; シュミット＝ベルケ, ヴェルナー
(cond.)

1969 DV00-413

全曲

楽譜V

Dreiklang-Dreimasken Buhnen- und Musikverlag C97-243 富

映像資料
セラフィン, ハラルド ; フェンドリッヒ, ラインハルト ; ビーブル, ルドルフ
(cond.)

2008 DV01-194

ハイライト

録音資料

Briner, Marion ; ミニヒ, ペーター ; ミヒャルスキ, カール (cond.)
CD13-966
CD98-023 富

Die Herzogin von Chicago = シカゴの大公令嬢

Die Zirkusprinzessin = サーカス妃殿下

Benatzky, Ralph (1884-1957)
Im weissen Rossl = 白馬亭にて
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

ハイライト

録音資料
Schoner, Sonja ; Lins, Heinz Maria ; ミュラー＝ランペルツ, リヒャルト
(cond.)

CD13-963
CD98-022 富

ハイライト

録音資料

リヒター, トラウテ ; クラウス, ヘロルド ; オットー, ハンスゲオルク (cond.)
CD13-963
CD98-022 富

全曲

録音資料

Vivian, Margherita ; Nicoletti, Mauro ; Sanna, Sandro (cond.) 1987 CD02-367

全曲

録音資料

ギルクリスト, ジェイムス ; デイヴィス, ニール ; ヒコックス, リチャード (cond.) 2004 CD28-343

全曲

楽譜S

Eulenburg（ミニチュアスコア）
A05-663
A91-221 富

楽譜V

Chappell B02-712

＜イタリア＞

Dostal, Nico (1895-1981)
Die ungarische Hochzeit = ハンガリア式結婚式

Abraham, Paul (1892-1960)
Viktoria und ihr Husar = ヴィクトリアと軽騎兵

Mascagni, Pietro (1863-1945)

Sullivan, Arthur (1942-1900)
Cox and Box, or The Long-Lost Brothers
　　　　　　　　 = コックスとボックス（または長い間行方不明の兄弟）

The Gondoliers, or The King of Barataria
　　　　　　　　　　　　　　　　 = ゴンドリエーリ（又はバラタリア王）

Si = "ハイ"という名のお嬢さん　

＜イギリス＞
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

録音資料

Green, Martyn ; Goodier, Henry ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1950 CD22-464

全曲

楽譜S

Broude Bros

music
C36-158
commentar
y

Dover C36-007

楽譜V

Broude Bros C44-240

G. Schirmer B10-919

録音資料

Green, Martyn ; Rands, Leslie ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1948 CD20-155

全曲

楽譜 V

G. Schirmer B13-955

録音資料

Drummond-Grant, Ann ; Green, Martyn ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1951 CD23-851

全曲

楽譜 S

E.F. Kalmus C19-649

楽譜 V

Chappell B03-472

映像資料

バロン, マリー ; イングラム, ヘンリー ; Carriere, Berthold (cond.) 1982
DV00-323
VT01-112

マクドナルド, アン＝マリー ; カズンズ, ピーター ; グリーン, アンドリュー
(cond.) DV00-654

HMS Pinafore, or The Lass that Loved a Sailor
 　　　　　　　　　　　　　　 = 軍艦ピナフォア（又は水夫を愛した娘）

Iolanthe, or The Peer and the Peri
　　　　　　　　　　　　　　　 = アイオランセ（又は貴族と美しい妖精）

The Mikado, or The Town of Titipu = ミカド（又はティティプの町）

30



資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

バロン, マリー ; イングラム, ヘンリー ; Carriere, Berthold (cond.) LD00-258

ボナヴェントゥーラ, ボットーネ ; Garrett, Leslie ; Robinson, Peter (cond.) VT00-932

ハイライト

録音資料

ハーウッド, エリザベス ; Darling, Edward ; Faris, Alexander (cond.)
1961
1963 CD28-632

全曲

録音資料

Green, Martyn ; Mitchell, Margaret ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1951 CD24-050

全曲

楽譜V

Chappell B02-711

録音資料

Green, Martyn ; Fancourt, Darrell ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1949 CD21-596

全曲

楽譜 S

Belwin Mills Publishing Ｂ04-263

全曲

楽譜 S

University Press C36-038

楽譜 V

University Press C36-039

録音資料

Osborn, Leonard ; Green, Martyn ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1950 CD26-402

Patience, or Bunthorne's Bride = ペイシェンス（又はバンソーンの花嫁）

The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty
 　　　　　　　　　　　　　　　 = ペンザンスの海賊（又は義務の奴隷）

Princess Ida, or Castle Adamant = アイダ姫（又はアダマント城）

Ruddigore, or The Witch's Curse = ラディゴアー（又は魔女の呪）
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資料種別                    　　　              　　　　   出版社/演奏者　                    録音年 請求記号

作曲者　タイトル

全曲

録音資料

モーガン, フィッシャー ; グリフィス, ネヴィル ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1953 CD27-016

全曲

楽譜S

Broude Brothers C23-119

録音資料

Harding, Muriel ; Osborn, Leonard ; ゴドフリー, イシドア (cond.) 1949 CD21-596

エヴァンス, レベッカ ; ギルクリスト, ジェイムス ; ヒコックス, リチャード (cond.) 2004 CD28-343

全曲

録音資料

テッド・クリストファー ; Balach, Nancy Maria ; トンプソン, J・リン (cond.) CD23-941

全曲

映像資料

Holm, Celeste ; Cook, Barbara ; フランツ, アラーズ  (cond.) 1957 DV02-039

The Yeomen of the Guard, or The Merry-Man and His Maid
　　　　　　　　　　　　 = ロンドン塔の護衛兵（又は陽気な男とその娘）

The Sorcerer = 魔法使い

Trial by Jury = 陪審裁判

Utopia Limited, or The Floweres of Progress
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 = ユートピア国株式会社
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III-2. アリア集リスト (資料別・タイトルのアルファベット順)

作曲家 タイトル 出版社/演奏者 請求記号

10 Operettenlieder fur Gesag und Klavier
  (Die Operette lebt : Heft 7)

Dreiklang-Dreimasken
Buhnen- und
Musikverlag C97-246 富

11 Operettenlieder fur Gesang und Klavier
  (Die Operette lebt ; Heft 4)

Dreiklang-Dreimasken
Buhnen- und
Musikverlag C97-244 富

12 Lieder und Couplets : Sonderheft
"Singspiel-Posse"  (Die Operette lebt ; Heft
6)

Dreiklang-Dreimasken
Buhnen- und
Musikverlag C97-245 富

13 Lieder und Couplets : "Singspiel-Posse"
  (Die Operette lebt ; Heft 8)

Dreiklang-Dreimasken
Buhnen- und
Musikverlag C97-247 富

Das neue Operettenbuch : Die schonsten
Operettenmelodien in ungekurzten
Originalausgaben Schott

v1
v2
v3
v4
v5

C91-955
C91-956
C91-957
C91-958
C91-959

富
富
富
富
富

Duette aus Operetten Doblinger

v1
v2
v3

C96-143
C96-144
C96-145

富
富
富

オペレッタ名歌集 : 最新・オペラ名アリア選集 音楽之友社 C36-621

オペレッタ名曲集 (新編世界大音楽全集. 声楽
編 ; 10, 40) 音楽之友社

v1

v2

B07-530
B90-311
B08-183

富

Lehar
Duette aus Lehar-Operetten
 : fur 2 Singstimmen und Klavier Glocken

v1
v2

C97-231
C97-232

富
富

Offenbach
Offenbach's songs :  from the great operettas
  : complete original music for 38 songs from
14 operettas Dover C08-314

Sullivan
A treasury of Gilbert & Sullivan : the words
and the music of one hundred and two songs
from eleven operettas Simon and Schuster C01-898

録音資料

Airs & duos d'operettes

ヘンドリックス, バーバラ
; Foster, Lawrence
(cond.) et al. CD25-171

Alfons Flugel, Jan Kiepura (Great voices of
the opera ; III)

Flugel, Alfons ; Kiepura,
Jan CD18-622

The best of operetta

Kertesi, Ingrid : Berkes,
Janos ; Walter, Alfred
(cond.) et al.

v1
v2
v3

CD31-170
CD31-171
CD31-172

楽譜
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作曲家 タイトル 出版社/演奏者 請求記号

Elisabeth Schumann sings Richard Strauss,
Reger, Handel, Marx, Viennese operetta
encores

Schumann, Elisabeth ;
Alwin, Karl et al. CD38-157

Richard Tauber: "The singing dream" and
operetta music

Alpar, Gitta ; Losseff,
Mary ; Tauber, Richard CD31-448

Schone-Tauber in Operetta

Schone, Lotte ; Tauber,
Richard ; Weigert,
Hermann (cond.) et al. CD31-693

Waltz : from "The merry widow" [et al.]

Farley, Carole ;
Kostelanetz, Andre
(cond.) et al. P19-751

シュワルツコップ　ウィーン・オペレッタを歌う

シュワルツコップ, エリザ
ベト ; Ackermann, Otto
(cond.) et al. CD94-195 富

ドイツ・オペラ&オペレッタ : 1927-1944
Patzak, Julius ; Blech,
Leo (cond.) et al. CD97-954 富

懐かしの「浅草オペラ」　第２集
田谷力三, 楠トシエ, 友
竹正則　ほか CT02-256

ピュア・ドミンゴ　モーツァルトからラヴ・ストー
リーまで

ドミンゴ, プラシド ;
Rudel, Julius (cond.) et
al. CD08-326

『わたしが心を捧げる人』 鮫島有美子-カルチ
コフスキー  ～ウィンナ・オペレッタをうたう

鮫島有美子 ; カルチコフ
スキー, リシャード ;
Theimer, Uwe (cond.)

CD07-183
CD94-168 富

Lehar
トリビュート・トゥ・レハール

リント, エヴァ ; カレーラ
ス, ホセ ; ヴィオッティ,
マルチェロ ほか CD38-655

Lehar
メラニー・ホリデイ : 「メリー・ウィドウ」～レハー
ル名曲集

ホリデイ, メラニー ;
Rudner, Ola (cond.) CD94-251 富

Offenbach
Anne Sofie von Otter sings Offenbach (アリア
&情景)

オッター, アンネ・ゾ
フィー・フォン ; ミンコフ
スキー, マルク (cond.)
ほか CD23-116

Offenbach
Tales of Offenbach

Hahn, Reynaldo ;
Bojoerling, Jussi et al. CD31-177

Strauss,
Johann(ii) メラニー・ホリデイ : 「こうもり」～ヨハン・シュトラ

ウスを歌う

ホリデイ, メラニー ; カル
チコフスキー, リシャード
; Theimer, Uwe (cond.)
et al. CD94-243

映像資料

Offenbach

オッフェンバックの夕べ

オッター, アンネ・ゾ
フィー・フォン ; ミンコフ
スキー, マルク (cond.)
ほか DV00-623
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III-3. 図書 (著者の五十音順)

・オペレッタについて　

著者 タイトル 出版社 出版年 請求記号

太田黒元雄著 オペレッタ解説.  (音楽文庫 第28) 音楽之友社 1952 U00-600

太田黒元雄著 オペレッタの世界 摩耶書房 1948 WR04-309

音楽之友社編 オペラ・オペレッタ名曲選 音楽之友社 1993
W18-443
[参　766]

音楽之友社編 オペラ・オペレッタ名曲選.  増補版 音楽之友社 1997 W90-246 富

清島利典著
恋はやさしい野辺の花よ : 田谷力三と浅草
オペラ 大月書店 1993 WR91-903 富

清島利典著
日本ミュージカル事始め : 佐々紅華と浅草
オペレッタ 刊行社 1982

WR04-282
WR05-021

柴山三明編
オペレッタの宝石函 : ウィーン・ベルリン オ
ペレッタ資料集

日本オペレッ
タ協会

WT00-389
[参　766]

白石隆生著 ウインナ・オペレッタの世界 音楽之友社 1989
WR00-574
WR90-348 富

寺崎裕則文
ウィンナ・オペレッタへの招待.  (Music
gallery  9) 音楽之友社 1985

U03-840
WR91-221 富

寺崎裕則著 人間の音楽劇 : オペラ オペレッタの本質 音楽之友社 1991

WR01-248
WR01-382
WR90-324 富

寺崎裕則著 魅惑のウィンナ・オペレッタ 音楽之友社 1983
U03-378
WR90-351 富

寺崎裕則著
夢をつむぐオペレッタ : その魅力と魔力を
日本の土に 音楽之友社 1997 WR90-326 富

永竹由幸著 オペレッタ名曲百科 音楽之友社 1999
WR03-387
[参　766]

ブリュイール著
窪川英水、大江
真里共訳 オペレッタ.  (文庫クセジュ  649) 白水社 1981

U02-842,
W18-390

増井敬二著
浅草オペラ物語 : 歴史、スター、上演記録
のすべて 芸術現代社 1990

WR00-967
WR91-701 富

増井敬二著
日本のオペラ : 明治から大正へ
　付：日本オペラ史年表・浅草オペラ年表

民音音楽資料
館 1984

WR01-043
WR91-687 富

ラーナー著
千葉文夫、星優
子、梅本淳子訳

ミュージカル物語 : オッフェンバックから
『キャッツ』まで 筑摩書房 1990 WR00-959

リントナー著
松田暁子訳 メラニー・ホリデイ : オペレッタの女王 音楽之友社 2004 WR04-341
ロベール著
窪川英水訳

オペラとオペラ・コミック　(文庫クセジュ
759) 白水社 1994 W18-447

渡辺忠雄著 ウィーン・オペレッタ探訪.  (虹の本  5) オール出版 1990
WR00-962
WR91-612 富

 (所蔵リスト　2013.10現在)
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・作曲家　（地域別・作曲家年代順）

著者 タイトル 出版社 出版年 請求記号

＜フランス＞
オッフェンバック
クラカウァ著
平井正訳

天国と地獄 : ジャック・オッフェンバックと同
時代のパリ せりか書房 1978 U02-341

クラカウァ著
平井正訳 天国と地獄　（ちくま学芸文庫） 筑摩書房 1995 W90-011 富
ドゥコー著
梁木靖弘訳 パリのオッフェンバック : オペレッタの王 麦秋社 1985 U04-152
リッサン著
高橋英郎、東多
鶴恵訳 オッフェンバック : 音楽における笑い 音楽之友社 2000

WR03-585
WR92-269 富

＜ドイツ・オーストリア＞
ヨハン・シュトラウスⅡ世
エンドラー著
喜多尾道冬、新
井裕訳

ヨハン・シュトラウス : 初めて明かされたワ
ルツ王の栄光と波瀾の生涯 音楽之友社 1999

WR03-389
WR92-196 富

小宮正安著
ヨハン・シュトラウス : ワルツ王と落日の
ウィーン　（中公新書 1567) 中央公論新社 2000

W18-517
W90-304 富

ティージエン著
村田武雄訳 ヨハン・シュトラウスの華麗な生涯

ホーチキ商事
出版部 1974 U02-437

保柳健監修
ヨハン・シュトラウスII世作品訳名
一覧表

日本ヨハン・
シュトラウス
協会 1980

U03-297,
WS00-217
[参 MB]

  ・公演プログラム

こうもり　2006年6月上演
新国立劇場運
営財団 2006 WS02-164

こうもり　2009年1～2月上演
新国立劇場運
営財団 2009 WS02-345

こうもり　2011年12月上演
新国立劇場運
営財団 2011 WS02-514

レハール

長谷川泰男絵
レハール　メリー・ウィドウ　（まんがオペラ・
シリーズ  vol. 10） 音楽之友社 1984 WT90-033 富

レハール,
カールマーン著
西澤龍生,
渡辺忠雄編注

ウィーン・オペレッタの楽しみ :
レハール、カールマーン作品選 南江堂 1976 U02-519

カールマン
レハール,
カールマーン著
西澤龍生,
渡辺忠雄編注

ウィーン・オペレッタの楽しみ :
レハール、カールマーン作品選 南江堂 1976 U02-519
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著者 タイトル 出版社 出版年 請求記号

ウィーン国立フォルクスオパー : 1982年日
本公演 (こうもり、ウィーン気質、メリー・ウィ 中部日本放送 1982 WT00-888
ウィーン国立フォルクスオパー : 1985年日
本公演　（こうもり、メリー・ウィドウ、チャル
ダッシュの女王） 中部日本放送 1985 WT00-890
ウィーン国立フォルクスオパー : 2012年日
本公演　（こうもり、ウィンザーの陽気な女
房たち、メリー・ウィドウ）

日本舞台芸術
振興会 2012 WT01-512

＜イギリス＞
サリバン
ギルバート著
小谷野敦訳 喜歌劇ミカド : 十九世紀英国人がみた日本 中央公論新社 2002 WR92-486 富

※パスファインダー「オペレッタについて調べてみよう」も
  参考にしてください。

http://www.tohomusic.ac.jp/librarySite/pathfinder/pathfinderlist.ht
パスファインダーは、資料や情報を収集する手順を簡便にまとめ
た情報探索ツールです。

・公演プログラム

　　・オペレッタとは  　・作品を調べる
　　・音楽資料を探す　・インターネットで調べる
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