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作曲家 タイトル

アイヴズ
ニュー・イングランドの祭日
　　　　　　　　　　　（英語）　[英、独、仏、西、中国語字幕]

DV90-314 (富)

アダムズ ショート・ライド・ウィズ・ジョン・アダムズ　　　 [日本語字幕] BD00-166

ポートレートと現代アメリカ音楽のコンサート
                                                        [日本語字幕]

DV00-212

アペルギス
Storm : beneath a skull ; The little red riding hood
                                                                      [日本語字幕]

DV00-816

アンタイル
Bad boy made good : the revival of George Antheil's 1924
Ballet mechanique  (英語)

DV00-790

伊福部昭 伊福部昭の自画像 DV90-369 (富)

ヴィヴァルディ 音楽劇映画バロックの巨匠ヴィヴァルディ  [日本語字幕] DV00-015

ヴィヴァルディ物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
 : 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)        [日本語字幕]

DV90-163 (富)

ヴェルディ
音楽劇映画　歌劇王ジュゼッペ・ヴェルディ
 : ヴェルディの生涯                               [日本語字幕]

DV00-111
LD90-053 (富)

ヴェルディ
        / ロッシーニ

楽聖たちへの旅                                  [日本語字幕] DV00-027

エルガー
エルガーのエニグマ変奏曲（隠されたポートレートと
全曲演奏）　                       (英語) [仏、独、西、伊語字幕]

ＤＶ00-475

ある作曲家の肖像 VT00-338

カーゲル フィルム "Süden" 　　　　　　　　　　(独語)　[独、英語字幕] DV01-922

ガーシュウィン
楽聖たちへの旅 : アメリカとイギリスの作曲家たち
                                                        [日本語字幕]

DV00-039

 ジョージ･ガーシュウィン・ストーリー            [日本語字幕] LD00-546

カーター 時の迷路　　　　　　　　　　　　　　　           　[日本語字幕] DV00-750

2006年、トロントのエリオット・カーター　（英語） DV02-687

クセナキス ヤニス・クセナキス, 神話と技術　（ドイツ語） 　[英語字幕] DV01-137 ※

グバイドゥーリナ
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           [日本語字幕]

DV01-723

グラス フィルム「ルッキング・グラス」　［日本語字幕］ ＤＶ00-572

クラム マクロコスモスⅠ&Ⅱ 　　　　　　(英語)　[独、仏、西語字幕] DV00-886

          　 作曲家の
伝記・紀行・ドキュメンタリー
  　　  映像資料 所蔵リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年11月現在

※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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作曲家 タイトル 請求記号

グリーグ
グリーグ物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
 : 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)         [日本語字幕]

DV90-172 (富)

グリーグ/ シベリウス 楽聖たちへの旅                                    [日本語字幕] DV00-036

クルターク /
　　　　　エドヴェシュ

フィルム「マッチ棒男」 / フィルム「第7の扉」
                                                        [日本語字幕]

DV00-802

ケージ
いかにしてケージから抜け出るか
 - ジョン・ケージとの1年間 -    　　　　　　　　[日本語字幕]

ＤＶ02-041

ジョン・ケージ　音の旅 　　　　　　　　　　　　 　[日本語字幕] ＤＶ02-042

コネソン Techno-parade ; Initial dances ; Sextuor　 (フランス語) DV02-652

コープランド
Copland and the American sound
　　　　　　　　　　　　　　　（英語）　[独、仏、西、中国語字幕]

DV00-834

コルンゴルト 神童の冒険 : ポートレートとコンサート        [日本語字幕] DV00-230

サイ
イスタンブール交響曲
                         (トルコ語)　[トルコ語、英、仏、独語字幕]

DV02-538

サティ エリック・サティの世界 : 誤解と理解           [日本語字幕] DV00-210

サティ・スフィクション : エリック・サティとともに歩む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

DV02-490
DV02-500

サン・サーンス 楽聖たちへの旅 : フランスの作曲家たち 　  [日本語字幕] DV00-032

シェーンベルク : 生涯と業績　　　（英語） DV01-714

My war years       (英語) VT00-663

月に憑かれたピエロ   (英語、ドイツ語)  [英、独語字幕] DV02-491

シベリウス ジャン・シベリウス　　　　　　（英語）　[独、西、仏、伊語字幕] DV00-791

J.・シュトラウス2世 
楽聖たちへの旅 : ウィンナ・ワルツの作曲家たち
                                              　　　      [日本語字幕]

DV00-030

シュネーベル エクスタシス : ディーター・シュネーベル (ドイツ語、英語） DV00-591 ※

アンダンテ・コンモート : 肖像   (ドイツ語）  [英語字幕] DV90-385
※
(富)

シューベルト 楽聖たちへの旅 : 前期ロマン派の作曲家たち [日本語字幕] DV00-022

フィルム「ます」/フィルム「愛と悲しみのはざまで」
        　　　　　　　　　　　　　　　 [英、仏、独、西、伊語字幕]

DV00-532

未完成交響楽　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　[日本語字幕] DV00-684

シューベルト物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)     　　    [日本語字幕]

DV90-168 (富)

シューベルト （世界の大作曲家 : 生涯と作品　4） VT90-009 (富)

シューマン (クララ) クララ・シューマン : 愛の協奏曲                   [日本語字幕] DV01-965

シューマン
     　    (ロベルト)

ツイン・スピリッツ : 歌と朗読で綴る
ロベルト&クララ・シューマンの愛の軌跡　(独語)　[英語字幕]

BD00-092

楽聖たちへの旅 : 盛期ロマン派の作曲家たち [日本語字幕] DV00-025

シェーンベルク
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作曲家 タイトル 請求記号

ショスタコーヴィチ 戦争交響曲 : ショスタコーヴィチの反抗     　　 [日本語字幕] DV00-744

ドミトリー・ショスタコーヴィチ, ヴィオラ・ソナタ   [日本語字幕] DV00-966

スコアを超えて　　                    　            [日本語字幕] DV02-678

ショスタコーヴィチ : 音楽記録映画          　　  [日本語字幕]
LD00-553
LD00-946
LD90-081

(富)
(富)

交響曲第5番  　　　（英語）　[英、独、仏、西、中国語字幕] DV90-315 (富)

ショパン ショパン : 愛と哀しみの旋律                       [日本語字幕] BD00-034

楽聖たちへの旅                  　　　　　　　      [日本語字幕] DV00-023

アート・オブ・ショパン　　　　　　　　　　　　　　　 [日本語字幕] DV01-570

ショパンを探して　　　　　         　　　　　　      [日本語字幕] DV02-577

ワルシャワのショパン               　　　　　　    [日本語字幕] DV90-029 (富)

 
ショパン物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)          [日本語字幕]

DV90-170 (富)

ストラヴィンスキー 春の祭典　　　　　　　　　（英語）　[独、仏、西、中国語字幕] DV00-833

ハリウッドのストラヴィンスキー    (英語、ドイツ語) DV02-415

ストラヴィンスキー/
シェーンベルク

フィルム「最後のコラール」 : フィルム「5つの管弦楽曲」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［日本語字幕］

DV00-575

スメタナ
6人の指揮者によるスメタナ : わが祖国
　       プラハの春音楽祭ライヴによる     　  [日本語字幕]

DV90-181 (富)

スメタナ/
　　 ドボルザーク

名曲アルバム                       　　　　   　  [日本語字幕] LD01-129

鷹羽弘晃 チェンバロ+ハープ
DV02-659
DV02-689

滝廉太郎 滝廉太郎 （世界の大作曲家 : 生涯と作品　6） VT90-010 (富)

武満徹
武満徹～マイ・ウェイ・オブ・ライフ :
　　　　　　　　　　　　　ドキュメンタリー作曲家武満徹の軌跡

BD00-004

Toru Takemitsu DV01-024 ※

チャイコフスキー 楽聖たちへの旅                      　　　　　   [日本語字幕] DV00-034

 チャイコフスキー物語                　　　　　   [日本語字幕] DV00-634

チャイコフスキー　                  　　　　 　    [日本語字幕] DV00-686

デュサパン Discourse on music      (フランス語、英語) [英、仏語字幕] DV02-667

ドヴォルザーク
ドヴォルザーク物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)    　　    [日本語字幕]

DV90-171 (富)

ドヴォルザーク/
            スメタナ

楽聖たちへの旅                    　　　　　　      [日本語字幕] DV00-035

ドヴォルザーク/
      ガーシュイン

新世界との出会い : ドヴォルジャークとガーシュイン
                          : こども音・楽・館 2005

DV00-788

ドゥルリュ ジョルジュ・ドゥルリュ  (英語) DV01-129 ※
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作曲家 タイトル 請求記号

ドビュッシー 楽聖たちへの旅 : パリのサロンの作曲家たち  [日本語字幕] DV00-037

海  　　　　　  (英語) [英、独、仏語字幕] DV02-793

 ドビュッシー、静かにわが道を行く  　　　　　  [日本語字幕]
LD00-738
LD90-102 (富)

ナイマン
マイケル・ナイマン : コンポーザー・イン・プログレス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          [日本語字幕]

DV01-637

成田和子 チェンバロ+ハープ
DV02-659
DV02-689

ニールセン
The light and the darkness :
　　　　　　　　　　　on Carl Nielsen's life and music
　　　　　　　　　（デンマーク語、英語、ドイツ語、フランス語）

DV00-747

ノーノ
海の航跡 : アバド, ノーノ, ポリーニ : 音楽ドキュメンタリー
　　　　　　　　　　　　　                　　　　    [日本語字幕]

DV00-743

法倉雅紀 チェンバロ+ハープ
DV02-659
DV02-689

ハイドン ハイドンを探して　　　　[日本語字幕] DV02-372

ハイドン物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)       [日本語字幕]

DV90-165 (富)

パガニーニ パガニーニ　　　　　　　　　　　 (イタリア語)　[日本語字幕] DV01-333

パーセル
イングランド、我が祖国 : ヘンリー・パーセルの生涯
                   (英語、ドイツ語) [英、独、西、伊語字幕]

DV00-965

パーチ Enclosure 7　（英語） DV00-852

ハチャトゥリアン ハチャトゥリアン  　　　　　　　　　　　　　　　　　 [日本語字幕] DV01-824

J.S. バッハ 楽聖たちへの旅 : バロックの作曲家たち　　　 [日本語字幕] DV00-019

アンナ・マグダレーナ・バッハの日記     　　　 [日本語字幕] LD00-166

バッハ紀行                 　　　　　　　　　　　    [日本語字幕] VT00-065

バッハ物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)           [日本語字幕]

DV90-164 (富)

 バッハ (偉大な作曲家たち)                       [日本語字幕] DV90-223 (富)

ハーマン バーナード・ハーマン　   　(英語、イタリア語)  [英語字幕] DV01-127 ※

ハルトマン 3つの交響曲  　　　　　　   (ドイツ語)　[英語字幕] DV01-138 ※

バレンシア Claroscuro : documental 　　　　(スペイン語)　[英語字幕] DV01-833

バーンスタイン
レナード・バーンスタイン, Larger than ｌｉｆｅ～偉大なるカリスマ
                                                           [日本語字幕]

BD00-107

セレブレーション・オブ・レナード・バーンスタイン
オープニング・ナイト・アット・カーネギー・ホール2008  (英語)

DV01-205

ピアソラ
アストル･ピアソラのポートレート
　　　　　　　　　　　　　　　[英、仏、独、西、伊語字幕]

DV00-458

ビダール
Recuerdos de un músico ciego : Gonzalo Vidal (1863-1946)
                                                        (スペイン語)

DV01-831
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作曲家 タイトル 請求記号

ヒルデガルド ヒルデガルド・フォン・ビンゲンのポートレート [日本語字幕] DV00-273

ヒンデミット/シェーン
ベルク/ミヨー ほか

禁断の音楽 : 流浪する作曲家たち
                                  (英、独、仏語) [英、仏語字幕]

DV00-463

ファリャ 楽聖たちへの旅 : スペインの作曲家たち [日本語字幕] DV00-033

フェルトハイス So heavenly it hurts : documentary  (オランダ語) [英語字幕] DV02-679

プッチーニ 楽聖たちへの旅 : イタリア歌劇の作曲家たち [日本語字幕] DV00-029

ブラス Blas : the man and his legend　(スペイン語)　[英、仏語字幕] DV01-832

ブラームス 室内楽曲全集
BD00-141
BD90-011 (富)

楽聖たちへの旅                                    [日本語字幕] DV00-026

ブラームス物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)          [日本語字幕]

DV90-173 (富)

ブーレーズ
フィルム「エクラ」 ; 「シュル・アンシーズ,
           ピエール・ブーレーズのレッスン」       [日本語字幕]

DV00-631
DV02-452

プロコフィエフ Prokofiev on the way                            [日本語字幕] DV02-788

ベートーヴェン
ベートーヴェン発見
クリスティアン・ティーレマンとヨアヒム・カイザーの対談

　交響曲第1番, 第2番, 第3番 ほか　　　　　　　[日本語字幕] BD00-009

　交響曲第4番, 第5番, 第6番 ほか　　　　　　　[日本語字幕] BD00-010

　交響曲第7番, 第8番, 第9番 ほか　　　　　　　[日本語字幕] BD00-011

楽聖たちへの旅          　　　　　　　　　　        [日本語字幕] DV00-021

音楽劇映画 : エロイカ・英雄交響楽    　　      [日本語字幕] DV00-200

英雄 : 永遠に音楽が変わった日
                           　    (英語) [英、仏、独、西、伊語字幕]

DV00-474

ベートーヴェンの贈り物 : こども音・楽・館 2003 DV00-560

英雄 　　　　　　　　　　　　(英語)　 [独、仏、西、中国語字幕] DV00-832

敬愛なるベートーヴェン DV00-931

ベートーヴェン・プロジェクト : ドキュメンタリー
                                                          [日本語字幕]

DV01-678

イン・サーチ・オブ・ベートーヴェン                [日本語字幕] DV01-891

不滅の恋                                   　       [日本語字幕]
LD00-835
LD01-055

ベートーヴェン物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)       　 [日本語字幕]

DV90-167 (富)

ベートーヴェンの第5交響曲　再発見
　　　　　　(英語、オランダ語、フランス語)　　[英、蘭語字幕]

DV90-325 (富)

ベートーヴェンの生涯 : 長編音楽記録映画 ＬＤ90-167 (富)

ベートーヴェン/
　       シューベルト

栄光のウィーン : 18､19世紀．下
                                　（ヨーロッパの都市と音楽 第2部）

LD00-565
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作曲家 タイトル 請求記号

ベートーヴェン/
　　ブラームス ほか

音楽の巨人たち : ベートーヴェンからブラームス、ワーグ
ナー、そしてマーラーへ : こども音・楽・館 2004

DV02-776

ベルク
アルバン・ベルクの秘密の生涯
                      (英語、ドイツ語)  [英、仏、独、西語字幕]

DV01-121

ペルト フィルム｢フーガのための24の前奏曲」       ［日本語字幕］ DV00-571

失楽園 : アルヴォ・ペルト、ロバート・ウィルソン
                                                       [日本語字幕]

DV02-488
DV02-529

ベルリオーズ 幻想交響曲　　　　　（英語）　[英、独、仏、西、中国語字幕] DV90-313 (富)

ベルリオーズ/ リスト 楽聖たちへの旅 : パリの社交界の作曲家たち [日本語字幕] DV00-024

ペロタン
フィルム「神が宿った汝の口づけ - ペロタンの時代」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                ［日本語字幕］

DV02-645

ヘンツェ
あるアウトサイダーの回顧録～ポートレートとコンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            ［日本語字幕］

DV00-240

ヘンデル
バロック・スター : ジョージ・フレデリック・ヘンデル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                [日本語字幕]

DV01-479

ペンデレツキ
迷宮の小道　作曲家ペンデレツキ
　　　　　        　(ポーランド語)　　[英、独、ポーランド語字幕]

DV02-290

ペンデレツキへの捧げもの 80歳バースデー・コンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

DV02-295

ボッケリーニ Madrid                     (フランス語) [英語字幕] DV02-676

マーラー
フィルム「マーラーを指揮するということ」
          「私は世界との接点を失った」         ［日本語字幕］

DV00-573

フィルム「マーラー愛～アンリ・ルイ・ド・ラ・グランジュ
                                   　　　  /インスパイアード・ライフ」

DV02-567

フィルム「Everywhere & forever～マーラー : 大地の歌」 DV90-412 (富)

マーラー/
    シェーンベルク

黄昏の陶酔 : 世紀末ウィーン
                                  (ヨーロッパの都市と音楽 第6部）

LD00-573

マーラー/
     R.シュトラウス

楽聖たちへの旅 : 後期ロマン派と近代の作曲家たち
                                                        [日本語字幕]

DV00-038

マーラー/ベリオ
フィルム「マーラー : 愛の引力」
フィルム「ベリオ・シテール島への旅」          ［日本語字幕］

DV00-574

マルタン
アン・コンパニー・ドゥ・フランク・マルタン
                                    (フランス語、英語) [英語字幕]

DV00-460

ムソルグスキー 楽聖たちへの旅 : ロシアの作曲家たち [日本語字幕] DV00-031

メンデルスゾーン
メンデルスゾーン物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)          [日本語字幕]

DV90-169 (富)

フィンガルの洞窟 (大音楽家シリーズ)         [日本語字幕] LD90-182 (富)

モーツァルト 楽聖たちへの旅            [日本語字幕] DV00-020

アマデウス                   [日本語字幕]
DV00-220
LD01-102

まほうのふえ : モーツァルトの脳みそのひみつ :
　The power of music「つたえたい、音楽のちから」
                        : こども音・楽・館 2006

DV00-946

Concert from the Stephansdom, Vienna DV01-800
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モーツァルト （続き） イン・サーチ・オブ・モーツァルト                [日本語字幕] DV01-899

栄光のウィーン : 18､19世紀．上
      （ヨーロッパの都市と音楽 第2部）  　     [日本語字幕]

LD00-563

ザ･トリップ・オブ・モーツァルト・イン・ザルツブルク
                                                  　　　 [日本語字幕]

VT00-066

ザ･トリップ・オブ・モーツァルト・イン・ウィーン [日本語字幕] VT00-067

モーツァルト物語 (ミュージック・マエストロ・コレクション
: 音楽と映像で綴る名作曲家の世界)       　  [日本語字幕]

DV90-166 (富)

プラハのモーツァルト        [日本語字幕] DV90-221 (富)

旅路のモーツァルト
1.　ピアノ協奏曲集　:　アシュケナージ, ホルトマン ほか
                                                        [日本語字幕]

DV90-230 (富)

2.  ピアノ協奏曲集　:　ツァハリアス             [日本語字幕] DV90-231 (富)

3.  ピアノ協奏曲集　:　内田光子, ラーンキ    [日本語字幕] DV90-232 (富)

4.  ピアノ協奏曲集　:　クラーンスキー, プレヴィン
                                                         [日本語字幕]

DV90-233 (富)

5.  ピアノ協奏曲集　:　コチシュ, ルプー         [日本語字幕] DV90-234 (富)

6.  ピアノ協奏曲集　:　フランセシュ, マドザー [日本語字幕] DV90-235 (富)

ランラン : ミッション・モーツァルト                [日本語字幕] DV90-415 (富)

ロンドン, 最初の大旅行.  フランクフルト, 戴冠式
 (Mozart on tour)                    [日本語字幕]

LD90-186 (富)

 
ウィーン/プラハ : コインのうらおもて
プラハ : ダ・ポンテとの成功 (Mozart on tour)  [日本語字幕]

LD90-187 (富)

モンテヴェルディ/
  　  ハイドン/リスト

壮麗な饗宴 : 宮廷と作曲家
　                                (ヨーロッパの都市と音楽 第1部）

LD00-561

ユン・イサン ユン・イサン : 南北朝鮮のはざまで   [日本語字幕] DV02-498

ライヒ シティ・ライフ                      [日本語字幕] DV00-944

スティーヴ・ライヒ、フェイズ・トゥ・フェイス        [日本語字幕] DV90-335 (富)

ラフマニノフ
ドキュメンタリー＆パフォーマンス
                           (ドイツ語、英語) [独、英、仏語字幕]

DV01-032

ラフマニノフ : ある愛の調べ                       [日本語字幕] DV01-890

リーム
ヴォルフガング・リーム : イン・ザ・モーメント, ポートレート
　　　　　　　　　　　　　　　　　(ドイツ語)  [英、仏語字幕]

DV01-538 ※

ルヴァイヤン
35 années de création, 35 extraits du catalogue, 1973--2008
                                           (フランス語)  [英語字幕]

DV02-531

ロドリーゴ 影と光～90歳のロドリーゴ                         [日本語字幕] DV02-487

ワーグナー 楽聖たちへの旅                                      [日本語字幕] DV00-028

ロジャー・ノリントンのワーグナーへの道         [日本語字幕] DV01-040
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作曲家 タイトル 請求記号

LD01-132

DV90-362 (富)

DV01-955

BD00-024A tribute to Vienna with The Philharmonics　　（ドイツ語）　[独、英、仏語字幕]

            　　　　　　　　　　　　　　　　　桐朋学園大学附属図書館  

タイトル 請求記号

世界の音楽都市                                    　　　　　　　　　　　  [日本語字幕]

ミュージック・イン・ジ・エア ～ テレビ放送におけるクラシック音楽の歴史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

楽園の暗影 : ヒトラーからハリウッドへ逃れた人々　　　（英語）　[独、仏語字幕]


