
楽譜

編者・編曲者 出版者 歌詞など 　請求記号

Burrows, Donald Bärenreiter 英語 C40-367

Chrysander, Friedrich Da Capo Press C09-207

Wells, Tenbury Scolar Press（指揮譜） C41-729

Tobin, John Barenreiter
[スコア]
英語・ドイツ語

C29-082
C29-519
C96-551 (富)

　 [解説]　ドイツ語 B13-076

[ヴォーカルスコア]
英語・ドイツ語

B01-931

Chrysander, Friedrich
Ｇｒｅｇｇ　（Ｂｒｅｉｔｋｏｐｆ,
1901の復刻）

英語・ドイツ語 B10-967

Bartlett, Clifford Oxford University Press 英語 C39-825

Mann, Alfred Dover 英語 C90-785 (富)

Prout, Ebenezer G. Schirmer 英語 C46-163

Shaw, Watkins Novello 英語 C43-293

Shering, Arnold ＆
Soldan, Kurt

Peters 英語・ドイツ語 C42-727

Priestman, Brian Eulenburg 英語・ドイツ語 A91-525 (富)

Shaw, Watkins Novello 英語・ドイツ語 B11-104

Tobin, John Barenreiter 英語･ドイツ語
A03-511
B06-604
B90-018 (富)

　旧全集

VII. 所蔵リスト

＊編者・編曲者のアルファベット順

　　　　（所蔵：2014.07.08現在）

VII.-1. 全曲

ミニチュアスコア

個人全集

スコア

　新全集

曲集名

全曲

自筆譜ファクシミレ
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編者・編曲者 出版者 歌詞など 　請求記号

曲集名

Volbach, Fritz Eulenburg 英語・ドイツ語
A01-974
A01-975

日本楽譜出版社
英語・ドイツ語
日本語解説付き

A07-890
A90-710 (富)

　

Bartlett, Clifford Oxford University Press 英語 C39-826

Burrows, Donald Peters 英語 B06-405

Coopersmith, J.M. C. Fischer 英語 B14-339

Koopan, Ton ＆
Siemons, Jan H.

Carus B14-954

Koopan, Ton ＆
Siemons, Jan H.

Carus B14-955

Schering, Arnold &
Soldan, Kurt

Peters
孤児養育院版の自筆
譜とパート譜に基づく
英語・ドイツ語

B06-497

Shaw, Watkins Novello 英語 B11-877

Shaw, Watkins
Novello/
日本楽器製造 (発売）

英語
日本語解説付き

B01-92６

Tertius, Noble T. G. Schirmer 英語 B06-205

全音　(ベーレンライター
ヴォーカルスコア）

英語
日本語対訳付き
別冊付き

D94-074 (富)

Conway, Marmaduke P.
Peters & Hinrichsen
Edition

英語 C30-048

Bartlett, Clifford Oxford University Press D24-416

 Barenreiter D93-482 (富)

Bechmann, Gustav Peters C30-093

Bechmann, Gustav Peters C29-084

ヴォーカルスコア

オルガン・ヴォーカルスコア

オルガン・パート譜

オーケストラ・パート譜

ハープシコード・パート譜
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編者・編曲者 出版者 歌詞など 　請求記号

曲集名

H. Flammer 英語

Stainer & Bell 英語

音楽之友社 英語・日本語

全音 英語

Universal Edition

抜粋

冨岡正男編曲： メサイア女声合唱曲集 : G.F.ヘンデル「メサイア」より

B11-729

Wishart, Peter 編曲： Messiah ornamented : an ornamented edition of the
　　　　　　　　　　　　　　solos from Handel's Messiah

B15-416

C05-154
C05-156

渡部恵一郎・三澤寿喜 編: ヘンデルアリア選集 2. オラトリオ編　1 B08-616
B90-793 (富)

Willner, Arthur編曲: The Messiah

ピアノ独奏

ヴォーカルスコア

Dasher, James A.編曲： Handel's　Christmas Messiah : for SAB with solos
                               [Ｓｏｌｏｓ (S.A.Bar) , Chorus (S.A.Bar) & piano]

B91-567 (富)
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録音資料

　
指揮者 演奏者 録音年    請求記号

全曲 　

　

アーノンクール ,
　　　　　ニコラウス

エリザベス・ゲール (S) ; マルヤナ・リポヴシェク
(A) ; ヴェルナー・ホルヴェーク (T) ; ロデリック・
ケネディ (B) ; ストックホルム室内合唱団　;　コン
ツェントゥス・ムジクス・ウィーン

1982 ＣＤ00-265　

ガーディナー ,
　  ジョン・エリオット

マーガレット・マーシャル (S) ; キャサリン・ロビン
(Mez) ; チャールズ・ブレット (countertenor） ;
アンソニー・ロルフ・ジョンソン (T) ; ロバート・
ヘイル (B) ; ソウル・カーク (boy soprano) ;
モンテヴェルﾃﾞｨ合唱団 ; イングリッシュ・
バロック・ソロイスツ

19-- ＣＤ00-020　

カチュナー，
　　　 ヴォルフガング

シャロン・ロストロフ＝ツァミール（S) ; マリア・リッカ
ルダ・ヴェッセリンク（A） ; コビー・ファン・レンスブ
ルク（T） ; ライムント・ノルテ（B) ; ドレスデン室内
合唱団 ; ラウッテン・カンパニー（ピリオド楽器使
用）

2004 CD34-367　

<ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーによるドイツ語版
（1780年）>

クリストファーズ,
　　　　　　　　ハリー

リン・ドーソン（S） ; キャサリン・デンリ（contralto） ;
デイヴィッド・ジェームス（countertenor） ; モール
ドウィン・デイヴィス（T) ; マイケル・ジョージ（B) ；
ザ・シックスティーン合唱団＆管弦楽団

1986 CD34-652

クレンペラー ,
         　 オットー

エリザベート・シュワルツコップ (S) ; グレイス・ホフ
マン (A) ; ニコライ・ゲッダ (T) ; ジェローム・ハイ
ンズ (B) ; フィルハーモニア合唱団 ; フィルハー
モニア管弦楽団

1964
CD22-166
CD92-309 (富)

コープマン, トン

マリヤンヌ・クヴェックジルバー（S) ; ジェイムズ・ボ
ウマン（A＝countertenor) ; ポール・エリオット（T)
; グレゴリー・ラインハート（B) ; ザ・シクスティーン
合唱団 ; アムステルダム・バロック管弦楽団

1983 CD34-653

シェルヘン ,
        　ヘルマン

ピエレッテ・アラリー (S) ; ナン・メリマン (A) ; レオ
ポルト・シモノー (T) ; リチャード・スタンデン (B) ;
ウィーン・アカデミー合唱団 ; ウィーン国立歌劇
場管弦楽団

1958 CD14-182　

<1742年ダブリン初演版>

ディヴィス,
  　　サー・コリン

ヘザー･ハーパー (S) ; ヘレン・ウォッツ (A) ; ジョ
ン・ウェイクフィールド (T) ; ジョン・シャーリー=
カーク (B) ; ロンドン交響楽団と合唱団

1966 CD13-587　

＊指揮者の五十音順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所蔵：2014.07.08現在）
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指揮者 演奏者 録音年    請求記号

ヒギンボトム ,
  　　　エドワード

Henry Jenkinson, Otta Jones, Boret Brooks
(trebles) ; Iestyn Davies (countertenor) ; Eamonn
Dougan (B) ; オックスフォード・ニューカレッジ聖
歌隊 ; エンシェント室内管弦楽団

2006 CD30-018　

<1751年版>

ビーチャム,
　　　　　　トーマス

ジェニファー・ヴィヴィアン（S) ; モニカ・シンクレア
（MS） ; ジョン・ヴィッカーズ（T) ;ジョルジョ・ トッ
ツィ（B) ; ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団＆
合唱団

1959 CD33-068

ピノック ,
 　　　　トレヴァー

アーリン・オジェー (S) ; アンネ・ゾフィー・フォン・
オッター (contralto) ; マイケル・チャンス (A) ;
ハワード・クルック (T) ; ジョン・トムリンソン (B) ;
イングリッシュ・コンサート、合唱団

1988
CD01-631
CD92-312 (富)

ピノック, トレヴァー

アーリン・オジェー（S) ; アンネ・ゾフィー・フォン・
オッター（contralto） ; マイケル・チャンス（A) ; ハ
ワード・クルック（T) ; ジョン・トムリンソン（B） ; トレ
ヴァー・ピノック（cemb) ; イングリッシュ・コンサート
; イングリッシュコンサート合唱団

1988 CD36-742

ホグウッド,
　　　　クリストファー

ジュディス・ネルソン（S), エマ・カークビー（S) ;
キャロライン・ワトキンソン（contralto） ; ポール・エ
リオット（T) ; デイヴィッド・トーマス（B) ; オックス
フォード・クライスト・チャーチ聖歌隊 ; エンシェン
ト室内管弦楽団

1979 CD36-080

ホグウッド ,
    クリストファー

ジュディス・ネルソン (S) ; エマ・カークビー (S) ;
キャロライン・ワトキンソン (contralto) ; ポール・エ
リオット (T) ; デイヴィッド・トーマス (B) ; オックス
フォード・クライスト・チャーチ聖歌隊 ; エンシェン
ト室内管弦楽団

1979 CD92-308 (富)

<1754年孤児養育院版>

マギーガン ,
   　　　ニコラス

ローライン・ハント (S) ; ジャネット・ウィリアムス (S)
; パトリシア・スペンス (Mez) ; ドゥルー・ミンター
(countertenor) ; ジェフリー・トーマス (T) ; ウィリア
ム・パーカー (bass・bariton) ; U.C.バークレー室
内合唱団 ; フィルハーモニア・バロック・オーケス
トラ

1991 CD04-052　

マクリーシュ ,
      　　　ポール

ドロテア・レッシュマン (S) ; スーザン・グリットン
(S) ; ベルナルダ・フィンク (contralto) ; チャール
ズ・ダニエルス (T) ; ニール・ディヴィス (B) ; ガブ
リエリ・コンソート&プレイヤーズ

1996
CD32-401
CD92-314 (富)

マリナー ,
　　　　ネヴィル

エリー・アメリング (S) ; アンナ・レイノルズ (A) ;
フィリップ・ラングリッジ (T) ; グウィン・ハウエル
(B) ; アカデミー室内合唱団 ; アカデミー室内管
弦楽団

1976
P06-337 (v. 1)
P06-378 (v. 2)
P06-379 (v. 3)

<1754年孤児養育院版> <オリジナル楽器による>
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指揮者 演奏者 録音年    請求記号

ミンコフスキ ,
   　　　　マルク

リン・ドーソン (S) ; ニコール・ヒーストン (S) ; マグ
ダレナ・コジェナー (Mez) ; シャーロット・ヘリカン
ト (A) ; ブライアン・アサワ (countertenor) ; ジョ
ン・マーク・エインズリー (T) ; ラッセル・スミス
(Bar) ; ブライアン・バナタイン=スコット (B) ; ミュジ
シャン・デュ・ルーヴル合唱団 ; レ・ミュジシャン・
デユ・ルーヴル

1997 CD21-074　

<オリジナル楽器による>

ヤーコブス, ルネ

シェシュティン・アヴェモ（S) ; パトリシア・バードン
（A) ; ローレンス・ザッゾ（countertenor） ; コビー・
ヴァン・レンスブルグ（T) ; ニール・デイヴィス（B) ;
クレア・カレッジ合唱団 ; フライブルク・バロック管
弦楽団

2006 CD81-320

リヒター ,
     　　　カール

ヘレン・ドナート (S) ; アンナ・レイノルズ (A) ; ス
チュアート・バロウズ (T) ; ドナルド・マッキンタイ
ヤー (B) ; ジョン・オールディス合唱団 ; ロンドン・
フィルハーモニー管弦楽団

1972
～73

CD01-312
CD92-310 (富)

レッパード ,
     　レイモンド

フェリシティ・パーマー (S) ; ヘレン・ワッツ (A) ; ラ
イランド・デーヴィス (T) ; ジョン・シャーリー=カー
ク (B) ; イギリス室内管弦楽団及び合唱団

19--
P21-662 (v. 1)
P21-663 (v. 2)
P21-664 (v. 3)

黒岩  英臣
菅英三子 (S) ; 栗林朋子 (A) ; 吉田浩之 (T) ; 青
戸知 (B) ; 学習院OBブラームス合唱団 ; 東京
ニューシティ管弦楽団

2004 CD26-150　

鈴木  雅明
鈴木美登里 (S) ; 米良美一 (A) ; エルウィス・ジョ
ン (T＆narrator) ; トーマス・デイヴィッド(B) ; バッ
ハ・コレギウム・ジャパン

1996 CD37-347　

鈴木  雅明
鈴木美登里 (S) ; 米良美一 (countertenor) ; ジョ
ン・エルウィス (T) ; デイヴィッド・トーマス (B) ;
バッハ・コレギウム・ジャパン

1996 CD92-313 (富)

手塚 幸紀
佐竹由美（S) ; 小川明子（A) ; 大島博（T) ; 成瀬
当正（B) ; コーロ・ヌオーヴォ ; 草間美也子
（Org） ; アンサンブル・アルス・ノヴァ

2010 CD37-157

渡辺 善忠
五十嵐郁子（S) ; 寺谷千枝子（MS） ; 吉田浩之
（T) ; 青戸知（B) ; KAY合唱団 ; 草間美也子
（harpsichord) ; KAY室内合奏団

2010 CD38-169

抜粋 　

ガーディナー,
　  ジョン・エリオット

合唱曲集
モンテヴェルディ合唱団 ; イングリッシュ・
バロック・ソロイスツ

1982 CD92-311 (富)
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指揮者 演奏者 録音年    請求記号

クリベリー ,
   　  スティーヴン

リン・ドースン (S) ; ヒラリー・サマーズ (A) ; ジョ
ン・マーク・エインズリ (T) ; アラステア・マイルズ
(B) ; ケンブリッジ・キングス・カレッジ合唱団 ; ブ
ランデンブルク・コンソート

1994 DV00-657　

スピノージ，
　　 ジャン＝クリストフ

スーザン・グリットン（S), コーネリア・ホラーク（S) ;
マーティン・ポルマン（boy soprano) ; ベジュン・
メータ（A) ; リチャード・クロフト（T) ； フローリア
ン・ベッシュ（B) ; アーノルト・シェーンベルク合唱
団 ; ナディア・キチラー（sign language performer)
; ポール・ローレンガー（dancer） ; アンサンブル
マテュース

2009 DV01-600

ホグウッド,
      クリストファー

ジュディス・ネルソン (Ｓ）, エマ・カークビー (Ｓ） ;
キャロライン・ワトキンソン (contralto) ; ポール・
エリオット (T) ; デイヴィッド・トーマス (B) ; ウエス
ト
ミンスター大聖堂聖歌隊 ; アカデミー・オブ・エン
シェント・ミュージック

1982 ＤＶ01-038

ホグウッド,
      クリストファー

ネルソン・ジュディス(Ｓ）, カークビー・エマ (Ｓ） ;
ワトキンソン・キャロライン(contralto) ; エリオット・
ポール
(T) ; トーマス ・デイヴィッド(B) ; ウエストミンス
ター大聖堂聖歌隊 ; エンシェント室内管弦楽団

1982
VD00-012
VD00-013

スージー・ルブラン（S) ; ダニエル・テイラー
（countertenor) ; ルーファス・ミュラー（T) ;
ロッキー・チャン（B) ; ターフェルムジーク・バロッ
ク管弦楽団＆合唱団 ; ジーン・ラモン（music
director)

2010 DV02-038

映像資料

<1754年 孤児養育院版>

*指揮者の五十音順に記載

                                                              (所蔵：2014.07.08現在）

<1754年 孤児養育院版>
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

 1. Sinfony = シンフォニー

　 　 Messias : Ouverture, Pastorale R. Lienau D01-558

　

60 Handel overtures arranged for solo keyboard Dover B92-34１ (富)

　

7 overtures, per organo o clavicembalo Armelin Musica C37-529

　
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 ; カール・
リヒター (cond.)

CD99-773 (富)

　 The Norton scores : an anthology for listening W・W・Norton A04-690

　
Anthology of sacred song : celebrated arias selected
 from oratorios by old and modern composers.
Vol. 3, tenor

G. Schirmer
B03-935
B90-244 (富)

　 Songs and airs from the great oratorios for high voice Dover C33-570

アクセル・シェッツ (T) CD18-619

ウォルター・ウィドップ (T) CD18-649

3. Ev'ry valley （Song: Tenor) = あらゆる谷は高くあげられ

　 The Norton scores : an anthology for listening W・W・Norton A04-690

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所蔵：2014.07.08現在)

    ＊英語のタイトルは"G.F. Handel: Messiah. Ｏｘｆｏｒｄ University Press"の楽譜による
                                                                                                    (p.14-17 参照 )

    ＊楽譜は編成ごとに楽譜タイトルのアルファベット順　　録音・映像資料は演奏者の五十音順

    ＊日本語のタイトルは「宗教音楽対訳集成」による　(p.14-17 参照 )

弦楽オーケストラとピアノ (スコア&パート譜）

2. Comfort ye (Accompagnato: Tenor) = 「慰めよ、わが民を慰めよ」と

各曲のタイトル

録音資料

楽譜

楽譜

ピアノ独奏

ミニチュアスコア

楽譜

ヴォーカルスコア

ミニチュアスコア

録音資料

VII.-2. 個々の曲　（楽譜・録音資料）

Part the First

オルガン/ハープシコード独奏
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

Anthology of sacred song : celebrated arias　selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 3, tenor

G. Schirmer
B03-935
B90-244 (富)

　
Arien=Album : beruhmte Arien fur Tenor mit
Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-425
B00-426
B92-281 (富)

Arien-Album : Sammlung beruhmter Arien fur Tenor
mit Pianofortebegleitung. Neue Ausg

C.F. Peters B13-715

Songs and airs from the great oratorios for high voice Dover C33-570

アクセル・シェッツ (T) CD18-619

ウォルター・ウィドップ (T) CD18-649

4. And the glory of the Lord (Chorus) = こうして 主の栄光があきらかになり

ヴォーカルスコア

合唱名曲選集. 15, 女声篇 音楽之友社 B09-077

5. Thus saith the Lord (Accompagnato: Bass) = 主は、万軍の主は こう言われる

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

Oratorio songs from the standard oratorios, new and
old. Book 4, for bass

J. Church Co. B00-449

ブリン・ターフェル （bass-baritone) ; スコットランド室
内
管弦楽団 ; サー・チャールズ・マッケラス (cond.)

CD10-064
CD92-422 (富)

6. But who may abide = だが だれがとどまれよう

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

Arien=Album : beruhmte Arien fur Bariton und Bass
mit Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-427
B92-327 (富)

Oratorio songs from the standard oratorios, new and
old. Book 4, for bass

J. Church Co. B00-449

ヴォーカルスコア

楽譜

録音資料

楽譜

楽譜

ヴォーカルスコア

録音資料

ヴォーカルスコア
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

The Messiah "But who may abide the day" : air for
bass / adapted and edited by Leopold Godowsky

Edition diG C98-426 (富)

ブリン・ターフェル （bass-baritone) ; スコットランド室
内管弦楽団 ; サー・チャールズ・マッケラス (cond.)

CD10-064
CD92-422 (富)

8. Behold, a virgin shall conceive (Recit.: Alto) = 見よ、処女(おとめ)が身ごもり

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 2, alto

G. Schirmer
B03-934
B90-243 (富)

9. O thou that tellest (Song: Alto, & Chorus) = よい知らせをシオンに伝える者よ

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 2, alto

G. Schirmer
B03-934
B90-243 (富)

Arien-Album : beruhmte Arien fur Alt mit
Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-423
B00-424
B92-280（富）

アーフェ・ヘイニス (A) ; ウィーン交響楽団 ; ハンス・
ギレスベルガー (cond.）

CD30-001

カスリーン・フェリアー (cotralto) ; ロンドン・フィルハー
モニー管弦楽団 ; サー・エードリアン・ボールト
(cond.)

CD92-160 (富)

10. For behold, darkness (Accompagnato: Bass) = 見よ、闇が地をおおい

ヴォーカルスコア 

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

11. The people that walked in darkness (Song: Bass) = 闇のなかを歩む民は

ヴォーカルスコア 

 
Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

Arien=Album : beruhmte Arien fur Bariton und Bass
mit Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-427
B92-327 (富)

ピアノ独奏

楽譜

楽譜

録音資料

楽譜

ヴォーカルスコア

ヴォーカルスコア

録音資料

楽譜
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

12. For unto us a child is born (Chorus)  = ひとりのおさな子がわれらに生まれた

ミニチュアスコア

The Norton scores : an anthology for listening W・W・Norton A04-690

世界合唱曲集. 2 (世界大音楽全集. 声楽篇, 第44巻) 音楽之友社
B08-323
B08-324

ケンブリッジ・シンガーズ ; シティー・オブ・ロンドン・
シンフォニア ; ジョン・ラター (cond.)

CD21-478

スコラーズ･バロック・アンサンブル CD15-953

13. Pifa = ピファ

スコア

Concertant Christmas music : for string orchestra,
basso continuo

Nagels Verlag C23-197

Messias : Ouverture, Pastorale R. Lienau D01-558

Halleluja! : ein Weihnachtsalbum　fur Gesang und
Klavier oder Klavier allein

Universal Edition C30-256

Hausmusik fur Weihnachten : alte und neue
Weihnachtsmusik fur Klavier zu zwei Handen

Schott C95-103 (富)

Chapel service / compiled and arranged [for pipe
organ, hammond, or any electronic organ and spinet
model] by Gerard Alphenaar

E.B. Marks C28-728

アンソーニー・ニューマン (organ) CD03-686

イタリア合奏団 CD17-812

カペラ・イストロポリターナ ; クレチェク・ヤロスラフ
（cond.)

CD41-003

CD22-285

ボーンマス交響楽団 ; ホセ・セレブリエール (cond.) CD29-680

ボーンマス交響楽団 ; リチャード・シュトゥット（cond.&
ｖｎ) ; クリスピアン・スティール=パーキンス（Baroque ｔ
p）

CD34-431

弦楽オーケストラとピアノ (スコア&パート譜）

楽譜

録音資料

楽譜

ピアノ独奏

録音資料

ヴォーカルスコア

オルガン独奏

バイエルン放送交響楽団 ; コリン・デーヴィス (cond.)

- 36 -



楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

14(a). There were shepherds (Recit.: Soprano) = 野原で 羊飼いたちが野宿をしながら

ヴォーカルスコア

Twelve songs from the oratorios. Soprano Novello B10-505

14(c). But lo! the angel of the Lord (Arioso: Soprano) = すると　おお

"But lo! The angel of the Lord came upon them" :
Christmas aria from "Messiah" for Soprano and
basso continuo

Nagels Verlag
D15-754
D23-955

18. Rejoice, greatly (Song: Soprano) = おおいに喜べ

ヴォーカルスコア

30 ausgewahlte Arien aus Opern und Oratorien :
fur eine Frauenstimme

Peters B13-548

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 1, soprano

G. Schirmer
B03-933
B90-242 (富)

Dreissig Gesange aus Opern und Oratorien fur eine
Frauenstimme

C.F. Peters
B01-312
B01-313

Soprano arias from oratorios. v. 1 G. Schirmer C92-753 (富)

Twelve songs from the oratorios. Soprano Novello B10-505

キャスリーン・バトル(S) ; アカデミー室内管弦楽団 ;
ネヴィル・マリナー (cond.)

CD02-875

キャスリーン･バトル (S) CD24-440

森麻季 (S) ; 山岸茂人 (piano) CD25-048

20. He shall feed his flock = その方は 羊飼いのように群れを養い

12 compositions by 12 composers / arranged
for treble voices S.S.A with piano

Belwin B01-155

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 1, soprano

G. Schirmer
B03-933
B90-242 (富)

Arien=Album : fur Sopran. Band 1 C.F. Peters B04-894

Arien-Album : beruhmte Arien fur Sopran mit
Klavierbegleitung

C.F. Peters 
B00-420
B00-421
B92-514 (富)

ヴォーカルスコア

ヴォーカルスコア

楽譜

楽譜

楽譜

楽譜

録音資料
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

Kirchen-Arien und Lieder : fur Sopran (Tenor) und
Orgel. Neue Ausg.

C.F. Peters B10-700

 Soprano arias from oratorios. v. 1 G. Schirmer C92-753 (富)

Twelve songs from the oratorios. Soprano Novello B10-505

宗教歌曲集 音楽之友社
B08-329
B09-207

Sacred piano album : a collection of thirty sacred
pieces for home and church

Carl Fischer C30-248

オルガン名曲集. 3（世界大音楽全集. 器楽篇, 第66
巻）

音楽之友社
B08-384
B08-385

近藤恭子 (A) ; パウロニア アンサンブル  ;
小泉ひろし (cond.）

CD29-469

マリアン・アンダースン (A) CD15-154

ビルギット・ニルソン（S) ; ベル・テレフォン・オーケ
ストラ ; ドナルド・ヴーアヒース (cond.)

VT01-016

23. He was despised （Song: Alto) = その方は蔑(さげす)まれ　人びとに拒まれた

The Norton scores : an anthology for listening W・W・Norton A04-690

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 2, alto

G. Schirmer
B03-934
B90-243 (富)

Arien-Album : beruhmte Arien fur Alt mit
Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-423
B00-424
B92-280 (富)

宗教歌曲集  (世界大音楽全集. 声楽篇, 第37巻) 音楽之友社
B08-329
B09-207

録音資料

楽譜

ピアノ独奏

ヴォーカルスコア

ミニチュアスコア

オルガン独奏

映像資料

Part the Second
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

アーフェ・ヘイニス (A) ; ウィーン交響楽団 ; ハンス・
ギレスベルガー (cond.)

CD30-001

アルフレッド・デラー (countertenor) ; フィルハーモ
ニア管弦楽団 ; ジョージ・ウェルドン (cond.)

CD06-912

マリアン・アンダースン（contralto) CD38-153

カスリーン・フェリアー (cotralto) ; ロンドン・フィルハー
モニー管弦楽団 ; サー・エードリアン・ボールト
(cond.)

CD92-160 (富)

11 grands preludes et une transcription du Messie de
G.F. Haendel : opus 66 pour piano a clavier de
pedales "ou piano a trois mains" / Charles-Valentin
Alkan

G. Billaudot C37-308

30. Behold and see (Song: Tenor or Soprano)  =  目を留めよ、そして見よ

11 grands preludes et une transcription du Messie de
G.F. Haendel : opus 66 pour piano a clavier de
pedales "ou piano a trois mains" / Charles-Valentin
Alkan

G. Billaudot C37-308

32.　But thou didst not leave (Song: Tenor or Soprano) = だが あなたはその方の魂を

　 Songs and airs from the great oratorios for high voice Dover C33-570

38．How beautiful are the feet = なんと美しいことか

ヴォーカルスコア

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 1, soprano

G. Schirmer
B03-933
B90-242 (富)

Arien-Album : beruhmte Arien fur Sopran mit
Klavierbegleitung

C.F. Peters 
B00-420
B00-421
B92-514 (富)

Arien=Album : fur Sopran. Band 1 C.F. Peters B04-894

Songs and airs from the great oratorios for high voice Dover C33-570

Soprano arias from oratorios. v. 1 G. Schirmer C92-753 (富)

Twelve songs from the oratorios. Soprano Novello B10-505

29. Thy rebuke hath broken His heart (Accompagnato: Tenor or Soprano) =
                                                                 あなたのあざけりに心を打ち砕(くだ)かれて

ピアノ独奏

ヴォーカルスコア

楽譜

楽譜

楽譜

録音資料

ピアノ独奏

楽譜
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

鮫島有美子（S） ; 三宅一徳（synthesizer） CD39-460

40.　Why do the nations (Song: Bass) = なぜ 国ぐには

ヴォーカルスコア

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

Arien=Album : beruhmte Arien fur Bariton und Bass
mit Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-427
B92-327 (富)

Oratorio songs from the standard oratorios, new and
old. Book 4, for bass

J. Church Co. B00-449

宗教歌曲集（世界大音楽全集. 声楽篇, 第37巻） 音楽之友社
B08-329
B09-207

ブリン・ターフェル （bass-baritone) ; スコットランド室
内管弦楽団 ; サー・チャールズ・マッケラス  (cond.)

CD10-064
CD92-422 (富)

42．He that dwelleth in heaven (Recit: Tenor)  = 天に住む方は

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 3, tenor

G. Schirmer
B03-935
B90-244 (富)

ウォルター・ウィドップ (T) CD18-649

43. Thou shalt break them (Song: Tenor) = おまえは鉄の杖(つえ)でかれらを打つ

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 3, tenor

G. Schirmer
B03-935
B90-244 (富)

ウォルター・ウィドップ (T) CD18-649

44. Hallelujah (Chorus) = ハレルヤ [神をたたえよ]

ミニチュアスコア

The Norton scores : an anthology for listening W・W・Norton A04-690

ヴォーカルスコア

楽譜

ヴォーカルスコア

録音資料

楽譜

録音資料

楽譜

録音資料

録音資料

楽譜
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

Halleluja aus dem Oratorium der Messias Breitkopf & Hartel B10-600

Halleluja : aus dem Oratorium Der Messias, HWV 56
: fur vierstimmigen gemischten Chor, Orgel und
Trompete ad lib.

Breitkopf & Hartel D24-859

カワイ・リーダーシャッツ : 女声合唱. 第1巻 河合楽器製作所
B09-166
B09-167

クリスマス合唱曲集 : 女声
ドレミ楽譜
出版社

B09-219
B09-220

しあわせな花 : 女声合唱曲集 教育芸術社 B09-129

世界合唱曲集　（世界音楽全集 ; 8） 春秋社 
B04-875
C21-012

世界合唱曲集. 2 (世界大音楽全集. 声楽篇, 第44巻) 音楽之友社
B08-323
B08-324

ハレルヤ・コ-ラス : 同聲三部 シンキヨウ社
B08-946
B08-947

ハレルヤ : 女声合唱曲 カワイ楽譜 
B09-014
B09-015

ハレルヤ・コーラス, 「メシア」より : 混声合唱 東京音樂書院
B01-935
B01-936

ポピュラー混声合唱曲集. 1 東京音楽書院
A04-102
A04-121

御代のみさかえ : (原題)ハレルーヤ : 単声三部合唱 共益商社書店 B01-937

世界混声合唱名曲集 : ハレルヤ＝Hallelujah 東京楽譜 B15-134

ピアノと歌で楽しむメリー・クリスマス 共同音楽出版社 C41-488

Sacred piano album : a collection of thirty sacred
pieces for home and church

Carl Fischer C30-248

Sammlung beliebter Stucke fur Klavier zu 2 Handen C.F. Peters C92-182 (富)

全音ピアノ名曲選集. 上巻 Zen-on Music Co C93-641 (富)

ピアノ小曲集 (世界音樂全集, 28) 春秋社 C21-022

ポピュラ- ピアノ曲集. 1 (世界大音楽全集. 器楽篇,
第34巻)

音楽之友社 B08-348

クラシック名曲50選 : ピアノ・アレンジで弾く☆不滅の
ピアノ、オペラ、交響曲！.２

リットーミュジック D24-834

ヴォーカルスコア

ピアノ独奏
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

Halleluja aus dem Oratorium der Messias (Piano duet
series)

Fentone Music C29-348

Hallelujah chorus from the Messiah (Music for piano) Fentone Music C96-999 (富)

Easter music (Chapel voluntaries for organ,
harmonium or piano, hammond organ and spinet
model ; 7 )

E.B. Marks Music C30-165

オルガン曲集 (世界音樂全集, 5) 春秋社
B04-874
B07-736

バイオリンレパートリー : love & peace : カラオケCDつき
ヤマハミュー
ジックメディア

D24-367

管楽アンサンブル

Musik fur Blaser
Deutscher
Verlag fur Musik

D17-514

ジョイフルフルートアンサンブル 共同音楽出版社 C45-694

Hallelujah chorus : from 'The Messiah' : for 8 horns Tezak D14-801

The hallelujah chorus / G.F.Handel ; arranged for
 euphonium - tuba quartet

Touch of Brass
Music

D15-793

ICUグリークラブ ; パウロニア アンサンブル ; 小泉
ひろし (cond.)

CD29-469

アカデミー室内管弦楽団 ; キングス・カレッジ聖歌隊
;デーヴィッド・ウィルコックス (cond.)

CD30-424

アーノルド・シェーンベルク合唱団 ; コンチェントゥス・
ムジクス・ウィーン ; ニコラウス・アーノンクール (cond.)

CD30-112

ウィーン少年合唱団 ; ウィーン男声合唱団 ; ミヒャエ
ル・G ・ゴルムレイ（１ｓｔ and 4th） ; ウィーン交響楽団 ;
ウーヴェ・クリスティアン・ハラー（cond.)

CD34-175

オラトリオ・ソサイエティ 他　; ニューヨークフィルハー
モニックのメンバー ; リンドン・ウッドサイド (cond.)

CD07-181
CD97-151 (富)

カナディアン・ブラス ; John Grady (organ) CD96-523 (富)

スコラーズ・バロック・アンサンブル CD15-953

聖チェチーリア音楽院合唱団 ; 聖チェチーリア
音楽院管弦楽団 ; チョン・ミョン・フン

CD17-417
CD92-574（富）

ピアノ連弾

ヴァイオリン独奏

ユーフォニウム/チューバ四重奏

録音資料

8つのホルン

オルガン独奏

- 42 -



楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

ディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウ（B) ; レナー
ド・バーンスタイン, ウラディミール・ホロヴィッツ, ユー
ディ・メニューイン,ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ,
アイザック・スターン（voices) ; オラトリオ・ソサエティ ;
ニューヨーク・フィルハーモニックのメンバーたち ; リン
ドン・ウッドサイド（cond.)

CD35-985

バイエルン放送合唱団 & 交響楽団 ; コリン・
デーヴィス (cond.)

CD22-285

ロバート・ショウ合唱団 ; ロバート・ショウ (cond.) CD22-560

ロンドン交響楽団 ; コリン・デーヴィス (cond.) CD30-001

ロンドン・フィルハーモニー合唱団 ; ウェストミンスター
寺院合唱隊 ; イギリス室内管弦楽団 ; レイモンド・
レッパード (cond.)

CD07-824

ランドファンクコール・ベルリン ; ベルリナー・フィル
ハーモニカー ; サイモン・ラトル（cond.)

DV01-649

ヴォーカルスコア

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 1, soprano

G. Schirmer
B03-933
B90-242 (富)

Arien-Album : beruhmte Arien fur Sopran mit
Klavierbegleitung

C.F. Peters 
B00-420
B00-421
B92-514 (富)

Arien=Album : fur Sopran. Band 1 C.F. Peters B04-894

Kirchen-Arien und Lieder : fur Sopran (Tenor) und
Orgel. Neue Ausg.

C.F. Peters B10-700

Songs and airs from the great oratorios for high voice Dover C33-570

Soprano arias from oratorios. v. 1 G. Schirmer C92-753 (富)

Twelve songs from the oratorios. Soprano Novello B10-505

宗教歌曲集 (世界大音楽全集. 声楽篇, 第37巻) 音楽之友社
B08-329
B09-207

An album of memorial and funeral music Oxford University PressC30-601

Easter music (Chapel voluntaries for organ,
harmonium or piano, hammond organ and spinet
model ; 7）

E.B. Marks Music C30-165

オルガン名曲集. 3 (世界大音楽全集. 器楽篇, 第66巻) 音楽之友社
B08-384
B08-385

45. I know that my redeemer liveth (Song: Soprano) =
                                                      知っている、私を贖(あがな)う方は生きておられ

オルガン

楽譜

Part the Third

映像資料
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楽譜タイトル / 録音･映像資料の演奏者 出版者 請求記号

各曲のタイトル

レスリー･ギャレット (S) ; ブリテン・シンフォニア ;
イヴォア・ボルトン (cond.)

CD11-384
CD92-577 (富)

47. Behold, I tell you a mystery (Accompagnato: Bass) = 見よ、あなたがたに神秘を告げよう

 

 
Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

ブリン・ターフェル （bass-baritone) ; スコットランド室
内管弦楽団 ; サー・チャールズ・マッケラス (cond.)

CD10-064
CD92-422 (富)

48. The trumpet shall sound (Song: Bass)  = そのラッパが鳴ると

Anthology of sacred song : celebrated arias selected
from oratorios by old and modern composers.
Vol. 4, bass

G. Schirmer
B03-936
B90-245 (富)

Arien=Album : beruhmte Arien fur Bariton und　Bass
mit Klavierbegleitung

C.F. Peters
B00-427
B92-327 (富)

ブリン・ターフェル （bass-baritone) ; スコットランド室
内管弦楽団 ; サー・チャールズ・マッケラス(cond.)

CD10-064
CD92-422 (富)

54. Ａｍｅｎ (Chorus) = アーメン　[そうありますように]

スコラーズ･バロック・アンサンブル CD15-953

録音資料

楽譜

録音資料

録音資料

楽譜

ヴォーカルスコア

ヴォーカルスコア

録音資料
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編者・編曲者 出版者 歌詞など 　請求記号

Holschneider, Andreas Barenreiter [スコア]　　ドイツ語
C28-442
C36-367

 Holschneider, Andreas Barenreiter ドイツ語 B08-466

Breitkopf & Hartel ドイツ語 B07-049

録音資料

指揮者 録音年    請求記号

1974
CD17-302
CD98-542 (富)

19--
CD07-188
CD25-695

　

リリング ,
    　　 ヘルムート

ドンナ・ブラウン (S) ; コル
ネーリア・カリッシュ (S) ; ロ
ベルト・サッカ (T) ; アラス
テア・マイルズ (B) ; ゲッヒ
ンゲン聖歌隊 ; シュトゥット
ガルト・バッハ合奏団

楽譜

個人全集

ヴォーカルスコア

VII.-3. モーツァルト編曲 K. 572

マッケラス ,
    　　 チャールズ

演奏者

エディト・マテイス (S) ; ビル
ギット・フィニレ (A) ; ペー
ター・シュライアー (T) ; テ
オ・アダム (B) ; ORF合唱
団 ; ORF交響楽団

   　　　　（所蔵：2014.07.08現在）
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  VII.-4. 図書

＊著者･編者の五十音順

著者・編者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

<ヘンデルについて>

属啓成 ヘンデル  (音楽写真文庫 ; 11) 音楽之友社 1966 WR00-016　

サディー, スタンレー ヘンデル 全音楽譜出版社 1975 U02-385　

サディー, スタンレー
ヘンデル/協奏曲  (BBC・ミュージッ
ク・ガイド・シリーズ ; 2)

東芝EMI音楽
出版

1982 U02-998　

角倉 一朗ほか編

音楽と音楽学 : 服部幸三先生還暦
記念論文集
　・村原京子:　G.F.ヘンデルのシチ
    リアーノ技法とその変遷
　・渡部恵一郎:　G.F.ヘンデルとA.
    スカルラッティ : その共通のコピ
     ストについて

音楽之友社
U04-377
WS90-329 (富)

ディーン, ウィントン ヘンデル オペラ・セリアの世界 春秋社 2005 WR04-695

バロウズ，ドナルド ヘンデル：創造のダイナミズム 春秋社 2009
WR05-453
WR05-450
WR92-718（富）

ホグウッド,
      クリストファー

ヘンデル 東京書籍 1991
WR01-426
WR91-462 (富)

三澤寿喜 ヘンデル  (作曲家・人と作品シリーズ) 音楽之友社 2007
W18-662
W90-334 (富)

吉田泰輔訳編

モーツァルトと大作曲家たち
 (モーツァルト叢書 ; 11)
  ・フェレラー, カール グスタフ :
   モーツァルトとヘンデル

音楽之友社 1977
U02-148
U03-271

レシーニョ,
  エドゥアルドほか

バロックの巨匠 : バッハ : ヴィヴァル
ディ : ヘンデル  （大作曲家の世界
 : ファブリ・カラー版 ; １）

音楽之友社 1990
WT00-253
WT90-166 (富)

レッドベター,
        デイヴィッド

ヘンデルの数字付低音課題に
基づく通奏低音奏法

全音楽譜出版社 1994
WS02-025
WT90-010 (富)

ロラン, ロマン
音楽研究. 3 ・ヘンデル
 (ロマン・ロラン全集 ; 22)

みすず書房 1965 W06-021　

ロラン, ロマン ヘンデル  (ロマン・ロラン全集 ; 59) みすず書房 1950
U02-372
U03-852
WR04-653

渡部恵一郎 ヘンデル  (大音楽家人と作品 ; 15) 音楽之友社 1966 U02-375　

         (所蔵：2014.07.08現在)
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著者・編者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

渡部恵一郎 ヘンデル  (大音楽家人と作品 ; 15) 音楽之友社 1975 U00-007　

渡部恵一郎

ヘンデルの〈Gloria Patri〉の失われ
た筆写譜 (旧南葵音楽文庫0.52.3)
について (桐朋学園大学研究紀要
第3集)

桐朋学園大学 1977 WS00-804

<オラトリオ・メサイアについて>

家田足穂 メサイア : テキストと音楽の研究 音楽之友社 1996
WR02-625
WR91-196 (富)

家田足穂
《メサイア》は何を歌うのか：その魅力
と醍醐味

聖公会出版 2008 WR92-697（富）

熊木晟二編著
ヘンデル「メサイア」必携 : 用語の解
説と演奏・発音のポイント

教育出版 2009 WR05-567

シュミート,
            エーリヒ

ヘンデル・メサイア : 解釈と演奏 シンフォニア 1985 WR01-330　

ジェイコビ,
             ピーター

《メサイア》とヘンデルの生涯
日本基督教団
出版局

1989
WR00-697
WR90-581 (富)

スミス, ルース
チャールズ・ジェネンズ : 《メサイア》
台本作家の知られざる功績

聖公会出版 2005 WR04-646　

陶山義雄
ヘンデル・メサイア : 心に響く言葉と
音楽・癒しのメッセージ

ヨベル 2010 WR05-716　

ビヤンキ, リーノ
オラトリオの起源と歴史 : カリッシミ、
ストラデッラ、A.スカルラッティ

河合楽器製作所
・出版部

2005 WR04-539　

ブラード, ロジャー
・A

メサイア : ヘンデルのオラトリオに
よる福音

イーグレープ 2008 WR05-260 

三ケ尻正
演奏者・鑑賞者のための「メサイア」
ハンドブック : 発音・文法・解釈・
日本語訳・バージョン

ショパン 1998 WS02-042　

山田由美子
原初バブルと《メサイア》伝説 : ヘン
デルと幻の黄金時代

世界思想社 2009 WR05-441　

井形ちづる,
吉村恒訳 ; 吉村恒
編

宗教音楽対訳集成
　　・VII.協会からコンサートへ
　　　メサイア　ヘンデル作曲

国書刊行会 2007 WR05-132　

<モーツァルト編曲について>
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著者・編者 タイトル 出版者 出版年 請求記号

モーツァルト全集. Supplement ; 1
モーツァルトとその周辺
　・渡部恵一郎: 大陸に紹介された
　　ヘンデル

小学館
CD17-301
CD98-541 (富)
の解説
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