
                    民族音楽
     　　　           映像資料 所蔵リスト

    タ　イ　ト　ル 　請求記号

超絶のガムラン : バリ島プリアタン讃 VT00-062 (立)

アジア ・ 太平洋の楽器 1． VT00-740 (立)

　　　　　　〃　　　　　　　 2． VT00-846 (立)

　　　　　　〃　　　　　　　 3． VT00-901 (立)

内モンゴル ・ オルドス舞踊団公演 : 1988年5月11日 : 東京・有楽町 
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝日ホール

VT00-302 (立)

小泉文夫の遺産 : 民族音楽の礎
　　シルクロード : 日本音楽の源流 : 民音シルクロード音楽調査団
　　　　　　　　　　　レポート

DV00-216 (仙)

　　正倉院楽器のルーツを訪ねて : 第二次民音シルクロード考察団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レポート

DV00-217 (仙)

　　舞踊の道を訪ねて : 第三次民音シルクロード音楽舞踊考察団
　　　　　　　　　　　　　　　レポート

DV00-218 (仙)

　　竹の響き : 第１回アジア伝統芸能の交流より DV00-219 (仙)

必携・新しい"世界の音楽”学習への手引き
　　文化のなかの音 : 音と音楽 LD01-072 (仙)

　　音のなかの文化 : 声の社会学 LD01-073 (仙)

　　手を駆使した音楽表現 : 楽器の妙技 LD01-074 (仙)

　　音楽の拡がり : 身体表現と表現空間 LD01-075 (仙)

　　授業への展開 1 LD01-076 (仙)

    授業への展開 2 LD01-077 (仙)

新世界民族音楽大系 : 音と映像による
　   1. 北 ・ 東アジア．　日本 LD00-712 (仙)

　   2. 北 ・ 東アジア．　北方アジア，朝鮮半島 LD00-713 (仙)

　   3. 北 ・ 東アジア．　中国・台湾 LD00-714 (仙)

     4. 東南アジア．　ラオス，ベトナム，カンボジア LD00-715 (仙)

　   5. 東南アジア．　ミャンマー，タイ，マレーシア，インドネシア LD00-716 (仙)

     6. オセアニア，南アジア．　メラネシア，ポリネシア，オーストラリア，
                                          インド １

LD00-717 (仙)

     7. 南アジア．　インド 2，ブータン，パキスタン LD00-718 (仙)

　   8. 中央アジア．　ウズベキスタン，北オセット LD00-719 (仙)

　   9. 西アジア / アフリカ．　パレスチナ，イスラエル，エジプト，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セネガル

LD00-720 (仙)

   10. アフリカ． ガンビア，ギニア，リベリア，ガーナ，ナイジェリア，
                       ケニア，マラウイ，ナミビア，南アフリカ

LD00-721 (仙)
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    タ　イ　ト　ル 　請求記号

   11. ヨーロッパ．　アイスランド，フェロー諸島，デンマーク，アイル
                           ランド，スコットランド，ウエールズ，イングランド，
                           チェコ，ハンガリー，ベルギー，フランス，スペイン，
                           イタリア，セルビア，ルーマニア

LD00-722 (仙)

   12. ヨーロッパ． リトアニア，ラトビア，エストニア，フィンランド，
                         スウェーデン，ロシア

LD00-723 (仙)

   13. アメリカ．　カナダ，アメリカ合衆国 1，アメリカ合衆国 2 LD00-724 (仙)

   14. アメリカ．　アメリカ合衆国 3，カリブ海諸国 LD00-725 (仙)

   15. アメリカ．　ベリーズ，ブラジル，チリ，コロンビア，グァテマラ，
                       ガイアナ，ニカラグア，ペルー，ベネズエラ

LD00-726 (仙)

世界民族音楽大系 : 音と映像による
　　第1巻 東アジア篇 1．韓国 DV02-780 (調)

　　第2巻 東アジア篇 2．中国 (1) DV02-781 (調)

　　第3巻 東アジア篇 3．中国 (2)  ・ モンゴル DV02-782 (調)

           　 東南アジア篇 1．ベトナム・カンボジア

　　第4巻 東南アジア篇 2．タイ ・ ビルマ ・ マレーシア ・ フィリピン DV02-783 (調)

　　第5巻 東南アジア篇 3．インドネシア DV02-784 (調)

　　第6巻 南アジア篇 1．インド (1) DV02-797 (調)

　　第7巻 南アジア篇 2．インド (2)  ・ バングラデシュ ・ パキスタン DV02-798 (調)

　　第8巻 南アジア篇 3．スリランカ ・ ネパール ・ ブータン DV02-799 (調)

　　第9巻 西アジア篇 ・ アフリカ篇 1．トルコ ・ イラン ・ イラク ・レバノン ・
　　            カタール ・ エジプト ・ チュニジア ・ モロッコ ・ マリ ・
                カメルーン ・ ザイール ・ タンザニア

DV02-800 (調)

　　第10巻 アフリカ篇  2.  チャド ・ カメルーン ・ コートジボアール ・
                ボツワナ ・ 南アフリカ共和国

DV02-801 (調)

  　第11巻 ヨーロッパ篇 1．アイルランド ・ イギリス ・ フランス ・ 
                スイス ・ 西ドイツ ・ スペイン ・ イタリア ・ ギリシア

DV02-818 (調)

  　第12巻 ヨーロッパ篇 2．ポーランド ・ チェコスロバキア ・ ハンガリー ・
                ルーマニア ・ ユーゴスラビア ・ ブルガリア ・ アルバニア

DV02-819 (調)

  　第13巻 ソビエト連邦篇 1．ロシア ・ ラトビア ・ エストニア ・ 
                リトアニア ・ ベロルシア ・ ウクライナ ・ モルダビア

DV02-820 (調)

　  第14巻 ソビエト連邦篇 2．アゼルバイジャン ・ アルメニア ・ グル
               ジア ・ ダゲスタン ・ ロシアジプシー ・ カザフ ・ ウズベク ・ 
               トルクメン ・ タジク ・ キルギス ・ カルムィク ・ マリ ・ 
               バシキール ・ シベリア極東

DV02-821 (調)

     第15巻 アメリカ篇.  北極圏・カナダ･アメリカ合衆国・メキシコ・
                キューバ・ハイチ・ブラジル・ボリビア・アルゼンチン

DV02-822 (調)

     第16巻 オセアニア篇.  ミクロネシア ・ メラネシア ・ オーストラリア ・
                 ポリネシア

DV02-823 (調)
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世界の民族音楽
  　1．東アジア編 VT00-248 (立)

　  2．東南アジア編 VT00-249 (立)

　  3．南アジア ・ 西アジア ・ アフリカ編 VT00-250 (立)

  　4．ヨーロッパ編 VT00-251 (立)

  　5．北アメリカ ・ 南アメリカ ・ オセアニア編 VT00-252 (立)

天地楽舞 : 音と映像による中国五十五少数民族民間伝統芸能大系
  　西南編 1．ラフ（拉）族 VT00-703 (立)

　  西南編 2．ジノー（基諾）族 VT00-704 (立)

  　西南編 3．トールン（独龍）編 VT00-705 (立)

  　西南編 4．リス族 VT00-706 (立)

  　西南編 5．ヌー（怒）族 VT00-707 (立)

  　西南編 6．イ（彝）族 ・ プミ（普米）族 VT00-708 (立)

  　西南編 7．ナシ（納西）族 VT00-709 (立)

　  西南編 8． ペー（白）族 VT00-710 (立)

　  西南編 9．ハニ（哈尼）族 VT00-711 (立)

　  西南編 10．プーラン（布朗）族 VT00-712 (立)

　  西南編 11．ワ族 VT00-713 (立)

　  西北編 1．ユーグ（裕固）族 VT00-714 (立)

　  西北編 2．サラ（撒拉）族 ・ トゥー（土）族 VT00-715 (立)

　  西北編 3．トンシャン（東郷）族 ・ ボウナン（保安）族 VT00-716 (立)

　  東北 ・ 内モンゴル編 1．モンゴル（蒙古）族 VT00-717 (立)

  　東北 ・ 内モンゴル編 2．エヴェンキ（鄂温克）族 ・ オロチョン（鄂
                                        倫春）族

VT00-718 (立)

　 東北 ・ 内モンゴル編 3．ホジェン（赫哲）族・ダフール（達斡爾）族 VT00-719 (立)

 　東北 ・ 内モンゴル編 4．朝鮮族 ・ 満族 VT00-720 (立)
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東京の夏 : 音楽祭
　　1991年. マンダラ : チベット聲明と日本の聲明 DV00-768 (仙)

　　1993年. ヴィーナのヴィルトゥオーゾ～チッティ・バーブ DV00-769 (仙)

　　1994年. ヴェトナム古都フエの雅楽（ニャーニャック） DV00-770 (仙)

　　1997年. 語る神々～韓国のムーダン DV00-771 (仙)

　　1999年. ハーディ＝ガーディの一千年 DV00-772 (仙)

　　1999年. 祝宴を彩る声 : バリのチャクプン DV00-773 (仙)

　　2001年. 魂の声～パンソリとシナウィ DV00-774 (仙)

　　2001年. イスラーム祈りの声 : コーラン朗誦と神秘主義の旋回舞踊 DV00-775 (仙)

　　2002年. イランの古典音楽の粋 DV00-776 (仙)

　　2003年. デ・ガリとバラ族の治癒儀礼 DV00-777 (仙)

　　2003年. グンデーチャー・ブラザーズのドゥルパド DV00-778 (仙)

　　2003年. カンドンブレ DV00-779 (仙)

　　2004年. イスラーム神秘主義の音楽、カッワーリーの真髄 DV00-780 (仙)

みんぱく映像民族誌

　　第3集. 世界のチャルメラ DV01-803 (仙)

　　第6集. ミャオ族の伝統文化 DV02-128 (調)

　　第8集. 怒 : 大阪浪速の太鼓集団 DV02-129 (調)

　　第10集. サーミ人の織機と織物 DV02-266 (調)

　　第11集. チワン（壮）族の伝統文化 DV02-267 (調)

　　第12集. 今に伝わる日本の鋳造技術 DV02-268 (調)

　　第13集. 中国青海省のトゥー（土）族 DV02-269 (調)

　　第14集. ルーマニアの伝統と信仰 DV02-401 (調)

　　第15集. ラージャスターンの結婚式 DV02-402 (調)

　　第16集. エストニアの伝統文化 DV02-403 (調)

　　第17集. 沖縄のエイサー、大阪のエイサー DV02-404 (調)

　　第22集. ネパールの結婚式 DV02-640 (調)

イベリア : 魂のフラメンコ DV00-889 (仙)

高等学校音楽鑑賞 : 民族編 DV01-534 (調)

國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系樂展 DV00-738 (仙)

ライヴ (ファド) : クリスティーナ・ブランコ DV90-214 (富）

                              　　                        　　　　　  桐朋学園大学附属図書館
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