
BRL95510T_日本語曲目 演奏者名一覧.txt
『ベートーヴェン：作品全集』（85枚組）
[Disc1-5]
交響曲全集

エレーナ・ドゥーゼ（Sop）
マルガ・シュイムル（Alt）
ペーター・シュライアー（Ten）
テオ・アダム（Bs）
ヘルベルト・ブロムシュテット指揮、シュターツカペレ・ドレスデン、他

[Disc6-8]
ピアノ協奏曲全集

アルフレッド・ブレンデル（pf）
ヴィルフリード・ベッチャー指揮、シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団（第
1番）
ハインツ・ワルベルク指揮、ウィーン・フォルクスオパー管弦楽団（第2番）
ハインツ・ワルベルク指揮、ウィーン交響楽団（第3番、第4番）
スービン・メータ指揮、ウィーン交響楽団（第5番）

ピアノ協奏曲ニ長調Op.61

杉谷昭子（pf）
ジェラルド・オスカンプ指揮、ベルリン交響楽団

[Disc9]
ヴァイオリン協奏曲Op.61

エミー・ヴェルヘイ（Vln）
ハンス・フォンク指揮、ユトレヒト交響楽団

ロマンス第2番Op.50、第1番Op.40

エミー・ヴェルヘイ（Vln）
ハンス・フォンク指揮、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
エドゥアルド・マルトゥレット指揮、ブラバント管弦楽団

[Disc10]
三重協奏曲Op.56

ドン＝スク・カン（Vln）
マリア・クリーゲル（Vc）
イェネ・ヤンドー（pf）
ベーラ・ドラホシュ指揮、ニコラウス･エステルハージ･シンフォニア

ピアノ協奏曲WoO.4

マルティン・ガリング（pf）
カール＝アウグスト・ビュンテ指揮、ベルリン交響楽団

ピアノと管弦楽のためのロンドWoO.6

ワルター・クリーン（pf）
イルジー・セムコフ指揮、セントルイス交響楽団

[Disc11-12]
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「レオノーレ」序曲第1番Op.138、第2番Op.72、第3番Op.72a
「フィデリオ」序曲Op.72b
「レオノーレ・プロハスカ」のための葬送行進曲WoO.96
「献堂式」より序曲Op.124
合唱曲WoO.98
序曲「コリオラン」Op.62
序曲「命名祝日」Op.115
祝賀メヌエットWoO.3
「タルペイア」のための凱旋行進曲WoO.2

フィリス・プリン＝ジュリソン（Sop）
バッハ・ソサエティ・オブ・ミネソタ
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮、ミネソタ管弦楽団

ウェリントンの勝利Op.91

ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス指揮、ロンドン交響楽団

オルガンのための2声フーガWoO.31
音楽時計のための5つの小品WoO.33
笛時計のための擲弾兵行進曲Hess.107

クリスティアン・シュミット（Org）

[Disc13]
12のコントルダンスWoO.14
11のウィーン舞曲「メートリング舞曲」WoO.17
6つのレントラーWoO.15
12のドイツ舞曲WoO.8

ヘルムート・コッホ指揮、ベルリン室内管弦楽団

6つの夜会メヌエットWoO.9

カール・ズスケ、クラウス・ペータース（Vln）
マティアス・プフェンダー（Vc）

[Disc14]
12のメヌエットWoO.7

フリーデマン・ヴェッツェル指揮、ワイマール室内管弦楽団

行進曲「軍隊行進曲」WoO.24
6つのメヌエットWoO.10

エーヴァルト・ドンホーファー指揮、カペラ・イストポリターナ

6つのドイツ舞曲WoO.42

小林幸子（Vln）
ミカエル・ワグナー（pf）

6つのエコセーズWoO.83
エコセーズWoO.23
７つのレントラーWoO.11
12のドイツ舞曲WoO.13
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ライナー・マリア・クラース（pf）

[Disc15]
管楽八重奏曲Op.103
ロンディーノWoO.25、
六重奏曲Op.71
3つの二重奏曲WoO.27

オッテット・イタリアーノ

[Disc16]
行進曲第1番「ボヘミア国防軍のために」WoO.18
行進曲「帰営譜」WoO.20
軍楽のための行進曲第2番WoO.19
ポロネーズWoO.21
エコセーズWoO.22
行進曲WoO.29
五重奏曲Hess.19
3つのホルンのためのアダージョ ヘ長調
4つのトロンボーンのための3つのエクアーレWoO.30
2つのオーボエとイングリッシュホルンのための三重奏曲Op.87
モーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」による変奏曲WoO.28
2つのフルートのためのアレグロとメヌエットWoO.26

オッテット・イタリアーノ
ジェノバ室内管弦楽団のメンバー

[Disc17-18]
セレナードOp.41
主題と6つの変奏曲Op.105
2つのフルートのためのアレグロとメヌエットWoO.26
フルートとファゴットとピアノのための三重奏曲WoO.37
主題と10の変奏曲Op.107
3つのフルートのためのトリオ ト長調
フルートソナタ変ロ長調Anhang.4

ジャン＝ピエール・ランパル、アラン・マリオン、クリスチャン・ラルデ（Flu）
パウル・オンゲ（Fgt）
ロベルト・ヴァイロン＝ラクロス（pf）

[Disc19]
七重奏曲Op.20

ドイツ・カンマーフィルハーモニー

六重奏曲Op.81b

ゲルハルト・マイヤー（Hrn）
ルドルフ・オロルド（Hrn）
エルベン四重奏団

[Disc20]
ピアノと管楽のための五重奏曲Op.16

クララ・ヴュルツ（pf）
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ハンス・メイヤー（Obe）
ヘンク・デ・グラーフ（Cla）
マルティン・ヴァン・デ・メルヴェ（Hrn）
ペーター・ガーステルランド（Fgt）

クラリネットとチェロとピアノのための三重奏曲Op.1

ヴラド・ウェヴェルベルグ（Cla）
ベンヤミン・グロリュー（Vc）
ワシリー・イリサフスキー（pf）
ホルンソナタOp.17
フェレンツ・タルヤーニ（Hrn）
デジュー・ラーンキ（pf）

[Disc21]
セレナードOp.25

スーザン・ミラン（Flu）
リーヴォン・チリンギリアン（Vln）
イアン・ブラウン（pf）

ロンドWoO.41
三重奏曲Hess.48

小林幸子（Vln）
斎藤千尋（Vc）
ミカエル・ワグナー（pf）

アダージョWoO.43b
ソナチネWoO.44a
アンダンテと変奏曲WoO.44b

エルハルド・フィーツ（Mandolin）
アマデウス・ウェーバージンケ（pf）

モーツァルトの歌劇「フィガロの結婚」の「もし伯爵様が踊るなら」による12の変奏曲
WoO.40

ペーター・グラッテ（Vln）
エヴァ・アンデル（pf）

[Disc22]
ピアノ四重奏曲WoO.36-1、WoO.36-2、WoO.36-3

アンソニー・ゴールドストーン（pf）
カミングズ弦楽三重奏団

[Disc23-27]
ピアノ三重奏曲全集
第1番
第2番
第3番
第4番「街の歌」
第5番「幽霊」
第6番
第7番「大公」
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第8番WoO.39
第9番WoO.38
第10番「創作主題による14の変奏曲」Op.44
第11番「私は仕立屋カカドゥ」の主題による変奏曲とロンドOp.121a
ピアノ三重奏曲変ホ長調Op.63（弦楽五重奏曲 Op.4の編曲）
ピアノ三重奏曲変ホ長調Op.38（七重奏曲 Op.20の編曲）
ピアノ三重奏曲ニ長調（交響曲第2番の編曲）
アレグレット（断章）Hess.48

トリオ・エレジー

[Disc28-29]
チェロ・ソナタ（全曲）
ヘンデルのオラトリオ「ユーダス・マカウベス」の「見よ勇者は帰る」の主題による12の
変奏曲WoO.45
モーツァルトの歌劇「魔笛」の「恋人か女房か」の主題による12の変奏曲Op.66
モーツァルトの歌劇「魔笛」の「恋を知る男たちは」の主題による7つの変奏曲WoO.46

ティモラ・ロスラー（Vc）
クララ・ヴュルツ（pf）

[Disc30-33]
ヴァイオリン・ソナタ（全曲）

クリストフ・バラティ（Vln）
クララ・ヴュルツ（pf）

[Disc34-35]
弦楽三重奏曲Op.3
弦楽三重奏曲Op.9
セレナードOp.8

チューリッヒ弦楽三重奏団

[Disc36-42]
弦楽四重奏曲全集

ズスケ四重奏団

[Disc43]
弦楽五重奏曲Op.29
弦楽五重奏曲Op.104

チューリッヒ弦楽五重奏団

弦楽四重奏曲ヘ長調Hess.34

ズスケ四重奏団

[Disc44]
弦楽五重奏曲Op.4
弦楽五重奏曲のためのフーガOp.137
二重奏曲WoO.32
2つのヴァイオリンとチェロとストリングベースのための6つのレントラーWoO.15

チューリッヒ弦楽五重奏団
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前奏曲とフーガ ホ短調Hess.29
前奏曲とフーガへ長調Hess.30
前奏曲とフーガハ長調Hess.31
メヌエット変イ長調Hess.33
弦楽五重奏のための前奏曲とフーガHess.40

ペレス四重奏団

[Disc45-53]
ピアノ・ソナタ（全曲）
「エロイカ」の主題による15の変奏曲とフーガOp.35
創作主題による6つの変奏曲Op.34、Op.76

アルフレッド・ブレンデル（pf）

[Disc54-56]
変奏曲集
創作主題による32の変奏曲WoO.80
「ルール・ブリタニア」による5つの変奏曲WoO.79
イギリス国家による7つの変奏曲WoO.78
創作主題による6 つのやさしい変奏曲WoO.77
ジュスマイアーの歌劇「三人のサルタン妃」の三重奏曲「ふざけとたわむれ」による8つ
の変奏曲WoO.76
ヴィンターの歌劇「中止された奉献祭」の四重唱曲「子よ、静かにおやすみ」による7つ
の変奏曲WoO.75

アレッサンドロ・コンメラート（Fp）

「君を思いて」による6つの変奏曲WoO.74

ソーニャ・アンジェリーナ・クレン（Sop）
エレーナ・コスタ（Fp）

サリエリの歌劇「ファルスタッフ」の二重唱「まさにその通り」の主題による10の変奏曲
WoO.73
グレトリーの歌劇「獅子王リチャード」のロマンス「燃える情熱」の主題による8つの変
奏WoO.72
ヴラニツキーのバレエ「森のおとめ」のロシア舞曲による12の変奏曲WoO.71
パイジェルロの歌劇「水車屋の娘」の二重唱「わが心もはやうつろになりて」による6つ
の変奏曲WoO.70
パイジェルロの歌劇「水車屋の娘」の「田舎物の恋は」の主題による9つの変奏曲WoO.69
ハイベルのバレエ「妨げられた結婚」の「ヴィガノのメヌエット」の主題による12の変奏
曲WoO.68
ワルトシュタイン伯爵の主題による8つの変奏曲WoO.67
ディッタースドルフのジングシュピーゲル「赤ずきん」からアリエッタ「昔々おじいさん
が」による13の変奏曲WoO.66
リギーニのアリエッタ「恋人よ来たれ」による24 の変奏曲WoO.65
スイスの歌による6つのやさしい変奏曲WoO.64
ドレスラー行進曲による9つの変奏曲WoO.63

アレッサンドロ・コンメラート（Fp）

[Disc57-58]
ディアベッリの主題による33の変奏曲Op.120
11のバカテルOp.119
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6つのバガテルOp.126
ロンド・ア・カプリッチョOp.129
ロンドOp.51-1
7つのバガテルOp.33
アンダンテ・ファヴォリWoO.57
やや活き活きとWoO.60
アレグレットWoO.53
6つのエコセーズWoO.83
バガテル「エリーゼのために」WoO.59
ポロネーズOp.89

アルフレッド・ブレンデル（pf）

[Disc59]
プレストWoO.52
アレグレット ハ長調Hess.69
バガテル「楽しい―悲しい」WoO.54
ロンドWoO.48、WoO.49
2つのソナチネ楽章WoO.50
アルマンドWoO.81
アングレース ニ長調Hess.61
前奏曲WoO.55
幻想曲Op.77
アレグレットWoO.61
ドレスラー行進曲による9つの変奏曲WoO.63
2つの前奏曲Op.39
フーガ ハ長調Hess.64
メヌエットWoO.82
ワルツWoO.84
アレグレット・クワジ・アンダンテWoO.61a
ワルツWoO.85
エコセーズWoO.86

ゲオルグ・フリードリヒ・シェンク（pf）

「選帝侯ソナタ」第1番WoO.47-1、第2番WoO.47-2

ウルリッヒ・スターク（pf）

[Disc60]
ピアノ連弾ソナタOp.6
ワルトシュタイン伯爵の主題による8つの変奏曲WoO.67
3つの行進曲Op.45
歌曲「君を思いて」による6つの変奏曲WoO.74
大フーガOp.134（四手ピアノ編曲版）
四重奏曲Op.133（四手ピアノ編曲版）

フランク・ツァベル、ステファン・トーマス（pf）

「選帝侯ソナタ」第3番WoO.47-3

ウルリッヒ・スターク（pf）

[Disc61-62]
歌劇「レオノーレ」全曲
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エダ・モーザー（Sop）
ヘレン・ドナート（Sop）
テオ・アダム（Bs）
ヘルマン・クリスティアン・ポルステル（Bs）
ヘルベルト・ブロムシュテット指揮、シュターツカペレ・ドレスデン、他

[Disc63-64]
歌劇「フィデリオ」全曲

クリスティーン・ブルーワー（Sop）
ジョン・マック・マスター（Ten）
クリスティン・ジグムントソン（Bs）
サリー・マシューズ（Sop）
ユハ・ウーシタロ（Br）
アンドルー・ケネディ（Ten）
ダニエル・ボロウスキ（Bs）
コリン・デイヴィス指揮、ロンドン交響楽団、他

[Disc65]
劇音楽「エグモント」Op.84

エリザベート・ブロイル（Sop）
ホルスト・シェルツェ（語り）
ハインツ・ボンガルツ指揮、シュターツカペレ・ベルリン、他

[Disc66]
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」Op.43

デイヴィット・ジンマン指揮、ロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団

バレエ音楽「騎士のバレエ」WoO.1

ギュンター・ヘルビッヒ指揮、シュターツカペレ・ベルリン

[Disc67]
劇音楽「アテネの廃墟」Op.113
劇音楽「シュテファン王」Op.117

ニューマー・スターリング（Sop）
ヴラディミール・デ・カネル（Br）
ハンス・フーベルト・シェーンツェラー指揮、ベルリン交響楽団
ベルリン合唱団

終末歌「ゲルマニア」WoO.94
連合した王侯たちに寄せる合唱WoO.95

フロリアン・プライ（Br）
ニコル・マット指揮、ヨーロッパ室内ゾリステン、ヨーロッパ室内合唱団

[Disc68]
アリア「ああ、不実なる人よ」Op.65
「初恋」WoO.92
「いいえ、心配しないで」WoO.92a
二重唱「おまえの幸福な日々に」WoO.93
三重唱「不信心な者よ、おののけ」Op.116
アリア「キスへの試み」WoO.89
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「娘たちと仲良くして」WoO.90
ウムラウフのジングシュピーゲル「美しい靴屋の娘」への2つのアリアWoO.91

ハンネ＝ローレ・クーゼ（Sop）
エーベルハルト・ビュヒナー（Ten）
ジークフリート・フォーゲル（Bs）
アルトゥール・アペルト指揮、シュターツカペレ・ベルリン

[Disc69]
皇帝ヨゼフII世の葬送カンタータWoO.87
皇帝レオポルトII世の即位を祝うカンタータWoO.88

キャメロン・フィオーナ（Sop）
ヨクス・ティーレ（MSop）
コルツ・マティ（Ten）
サヴィスキ・レオニード（Bs）
トヌ・カリユステ指揮、エストニア国立交響楽団
エストニア・フィルハーモニー室内合唱団

[Disc70]
カンタータ「栄光の瞬間」Op.136

アッラ・シモーニ（Sop）
スランチェスカ・ペダーチ（Sop）
ジェレミー・オベンデン（Ten）
ロベルト・ギェルラフ（Bs）
ディエゴ・ファソリス指揮、スイス・イタリア語放送管弦楽団
スイス放送合唱団

12のイタリア語の重奏曲WoO.99

ハイケ・ハイルマン（Sop）
アンネ・ヴァーヴィルト（Alt）
ダニエル・ヨハンセン（Ten）
マンフレッド・ビットナー（Bs）
エリザベート・グリュネルト（pf）

[Disc71]
同志の歌「すべてのよき時に」Op.122

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮、ミネソタ管弦楽団
ミネソタ・バッハ・ソサエティ

合唱幻想曲Op.80
悲歌「生けるごとく安らかに」Op.118

ワルター・クリーン（pf）
イェジー・セムコフ指揮、セントルイス交響楽団、他

同志の歌「すべてのよき時に」Op.122
野外カンタータ「楽しい乾杯の辞」WoO.103
ロプコヴィツ・カンタータ「われらの尊き殿万歳」WoO.106
カノン「苦しみは短く、喜びは永し」WoO.166

バーバラ・エミリア・シェーデル（Sop）
カースティン・ワグナー（Alt）
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ダニエル・シュライバー（Ten）
トビアス・アルトバター（Ten）
ライナー・テテンベルク（Ten）
ミカエル・ワグナー（pf）

奉献歌Hess.91
結婚の歌「友らのために、婚姻の神を称えん」WoO.105

ハイケ・ハイルマン（Sop）
アンネ・ヴァーヴィルト（Alt）
ダニエル・ヨハンセン（Ten）
マンフレッド・ビットナー（Bs）
エリザベート・グリュネルト（pf）

ウィーン市民への別れの歌WoO.121
オーストリア軍歌WoO.122
奉献歌WoO.126

フロリアン・プライ（Br）
ノルベルト・グロウ（pf）

ジングシュピール「凱旋門」のフィナーレ「成就せり」WoO.97

ジークフリート・フォーゲル（Bs）
アルトゥール・アペルト指揮、シュターツカペレ・ベルリン
奉献歌Op.121b

インゲボルク・スプリンガー（Msop）
ヘルムート・コッホ指揮、ベルリン放送交響楽団

[Disc72]
オラトリオ「オリーヴ山上のキリスト」Op.85

リーゼロッテ・レープマン（Sop）
ラインホルト・バルテル（Ten）
アウグスト・メスタール（Bs）
ヨーゼフ・ブローザー指揮、シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団
南ドイツ・コラール・ソサエティ

[Disc73]
ミサ曲ハ長調Op.86

カテリーネ・ヴァン・カンペン（Sop）
インゲボルク・ダンツ（Alt）
キース・ルイス（Ten）
ミヒャエル・ブロダルト（Bs）
ヘルムート・リリング指揮、シュトゥットガルト・バッハ・コレギウム
シュトゥットガルト・ゲッヒンゲン聖歌隊

[Disc74]
ミサ・ソレムニスOp.123

アンナ・トモワ＝シントウ（Sop）
アンネリース・ブルマイスター（Alt）
ペーター・シュライアー（Ten）
ヘルマン・クリスティアン・ポルスター（Bs）
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クルト・マズア指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、他

[Disc75]
歌曲集
友情の喜びOp.88、愛されない者のため息と愛の答えWoO.118、愛する男WoO.139、山から
の呼び声WoO.147、希望に寄せてOp.32、希望に寄

せてOp.94、恋人に寄すWoO.140、恋人に寄す（第2稿）WoO.140、独りごとWoO.114、われ
を忘れたもうWoO.130、君を思うWoO.74、愛

Op.52-6、いと麗しき花Op.52-8、ある乙女の絵WoO.107、ミンナにWoO.115、声高な嘆き
WoO.135、愛する人が去ろうとした時WoO.132、憩

いの歌Op.52-3、あこがれWoO.146

ペーター・シュライアー（Ten）
アデーレ・シュトルテ（Sop）
ワルター・オルベルツ（pf）

[Disc76]
歌曲集
蚤の歌Op.75-3、ウリアン氏の世界旅行Op.52-1、別れに歌う酒の歌WoO.109、ポンス酒の
歌WoO.111、満ち足りた者Op.75-6、4つのアリエ

ッタとひとつの二重唱曲Op.82、おお、いとしの森よWoO.119、別れWoO.124、この暗い墓
のうちにWoO.133、女暴君WoO.125、何と時は長く

WoO.116、愛する喜びWoO.128、うずらの鳴き声WoO.129、ひめごとWoO.145、ラウラに
WoO.112、星空の下の夕べの歌WoO.150、嘆きWoO.113

、燃え上がる色Op.52-2、むく犬の死に寄せる悲歌WoO.110、いずれにしてもWoO.148、戦
士の別れWoO.143、自由の人WoO.117、奉献歌

WoO.126

ペーター・シュライアー（Ten）
ワルター・オルベルツ（pf）
ギーゼラ・フランケ（pf）

[Disc77]
歌曲集
夜うぐいすの歌WoO.141、新しき愛 新しき生命WoO.127、愛されない者のため息と愛の答
えWoO.118、詩人の魂WoO.142、愛する男WoO.139

、メルケンシュタインWoO.144、人は炎を隠そうとするWoO.120、モリーの別れOp.52-5、
あこがれWoO.134、遥かなる恋人に寄すOp.75-5、

ミニョンOp.75-1、グレーテルの戒めOp.75-4、約束を守る男Op.99、高貴な人は慈悲深く
善良であれWoO.151、親愛なヘンリエッテ

Hess.151、メルケンシュタインOp.100

フロリアン・プライ（Br）
アンナ・ハッセ（MSop）
ノルベルト・グロウ（pf）
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[Disc78]
歌曲集
連作歌曲「遥かな恋人に」Op.98、アデライーデOp.46、アリエッタ「くちづけ」Op.128、
君を愛すWoO.123、遠くからの歌WoO.137、異国

の若者WoO.138、あきらめWoO.149、追憶WoO.136、ゲレルトの詩による6つの歌Op.48、5月
の歌Op.52-4、モルモットOp.52-7、新しき愛 新

しき人生Op.75-2、寂しさの喜びOp.83-1、あこがれOp.83-2、彩られたリボンに添えて
Op.83-3、喜びと苦悩に満ちOp.84-4

ペーター・シュライアー（Ten）
ワルター・オルベルツ（pf）

[Disc79]
カノン集
太った人を讃えてWoO.100、ろばの中のろばHess.277、親愛なる伯爵さま 親愛なる羊さま
WoO.101、伯爵様 おたずねしますHess.276、最

上の伯爵殿 貴殿はお人よしだWoO.183、そうあらねばならぬWoO.196、カノン ト長調
Hess.274、作品が出来上がった 金を調達しろ

WoO.197、信じて望めよWoO.174、ホフマンよ 決してホーフマンになるなかれWoO.180、ア
ングレース ニ長調Hess.61（ピアノ版）、修道

僧の歌WoO.104、博士お訪ねしましたWoO.190、修道院長殿 私は病気ですWoO.178、苦しみ
は短く 喜びは永しWoO.163、死んでもいい 断じ

て違うWoO.173、神は堅きやぐらWoO.188、聖ペテロは岩なりき ベルナルドゥスな聖なり
きWoO.175、美徳とは空虚な名目ではない

WoO.181-3、人は高貴で慈悲深く善良であれWoO.185、親愛なる市参事会員殿 あなたは寒
がるWoO.177、うすら寒く 生暖かくなくWoO.191

、私たちはみな迷うものだWoO.198、お芝居しないで体を動かせWoO.187、ブラウフレ リ
ンケWoO.167、おおトビアス！ハスリンガーの支

配者WoO.182、今日バーデンを思い出せWoO.181-1、大公殿下 幸運を祈りますWoO.179、幸
せはなくても良し 健康は欠くべからずWoO.171

、ごきげんようWoO.181-2、人生を楽しめWoO.195、新年おめでとうWoO.165、カノン変イ
長調Hess.275、恋人の腕に安らかに憩うWoO.159

、私はあなたに接吻するWoO.169、愛する人よ私はあなたによって悩み死ぬHess.229、あ
なたのみを讃うWoO.186、永遠にあなたのもの

WoO.161、友情は真の幸福の泉WoO.164、２つのカノンWoO.160-2、タ、タ、タ…親愛なる
メルツェルよ、ごきげんようWoO.162、お願いで

す 変ホ長調の音階を書いて下さいWoO.172、芸術は長く、人生は短い（第2稿）
WoO.192、２つのカノンWoO.160-1、沈黙を学べWoO.168-1

、雄弁WoO.168-2、ファルスタッフ君 登場しろWoO.184、アレグロ ２つのヴァイオリンの
ための小品イ長調WoO.34、別れの歌WoO.102

ディートリヒ・クノーテ指揮
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ベルリン・ゾリステン
ベルリン・ジングアカデミー室内合唱団

25のアイルランド民謡WoO.152より
歌の優しい力、グレンコウの虐殺で、どんなに彼女を愛しているかを、私たちは輪をつく
ろう、脱走兵、誠実さのしるし、ざわめく海辺

の物思い、思い悩む若者達を、むなしくもこの荒れ果てたなかで、女房と子供と友達、さ
らば喜びよ さらばナンシーよ、むごく悩みの多

い朝、私はさまようジプシーです、トローグの歓迎

20のアイルランド民謡WoO.153より
夕映えの余光がたそがれに消えるとき、古老が教えてくれてから、私は花のしとねに寝て
いる夢を見た、リラよ私を慰めて、バラマゲリ

ーのノラ、おお不幸な兵士よ、無駄なこと、おいで いとしいダービー、あなたの船は出
て行く

レナーテ・クラーマー（Sop）
インゲボルク・シュプリンガー（MSop）
エバーハルト・ビュヒナー（Ten）
アルミン・ウーデ（Ten）
ジークフリート・ロレンツ（Br）
ベルリン・ゾリステン
ブラームス三重奏団

[Disc80]
25のアイルランド民謡WoO.152より
アルスターへの帰郷、もう一度お前を迎える、朝風の頬に戯れる、彼の小舟は日の輝くと
きに来る、兵士の夢、イングランドの牡牛、ダ

ーモットとシェラー、つらさを隠すな、ダーモットなんか相手にするなと皆は言う、楽し
きわが故郷ガリオンから、おおエリンのハープ

20のアイルランド民謡WoO.153より
彼の貧しいたくわえから富は生まれない、英国軽騎兵、悲しく不幸な季節、やさしい乙女
よあなたの唇が残した口づけは、故郷を遠く離

れて、私は聖者達を讃えよう、ついに陽光が、パディ・オラファティ、おお せめてパト
リックさえ愛せるなら、メアリーよ私はもはや輝

きにあこがれない、ジュリー 愛らしく 類なき者

ドロシー・ヴォールゲムート（Sop）
クリスティーヌ・ヴェーラー（Alt）
ゲオルク・ポプルツ（Ten）
イェンス・ハマン（Br）
マルティン・ハウンホルスト（Vln）
ベルンハルト・シュヴァルツ（Vc）
ライナー・マリア・クラース（pf）

[Disc81]
12のアイルランド民謡WoO.154
こびとの妖精達、おおエリンのハープ、別れの歌、アイルランドっ子の血潮、おお いと
しいダーモットよ だれが、輝く酒を注げ、楽し
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きわが故郷ガリオンから、謹厳で賢い人から我を救え、おお私があのやさしい紅鶸だった
ら、勇者は国に殉ずる、異国にいる兵士、彼は

別れるとき約束した

バーバラ・エミリア・シューベル（Sop）
カースティン・ワグナー（Alt）
ダニエル・シュライバー（Ten）
ダニエル・ラシンスキー（Br）
小林幸子（Vln）
斎藤千尋（Vc）
ミカエル・ワグナー（pf）

[Disc82]
26のウェールズ民謡WoO.155
エヴァンの息子シオン、バンゴアの修道士の行進、田舎家の乙女、望みない恋、わが恋は
金色の衣を着け、モナの美しい乙女たち、おお

夜よ私の恥じらいを隠せ、さよならやかましい町よ、エオリアンハープに寄せて、ネッド
・ピューの別れ、マーチ・メガン、陽気な紳士

淑女を目覚ましめよ、寄るべなき女、夢、人々みな眠りにつけば、カーディガンのお嬢さ
んたち、牛乳しぼり屋、優しいリチャード、ク

ルーイドの谷、つぐみに寄す、キューピッドの親切、変わらぬ心、古い調べ、300ポン
ド、別れのキス、おやすみ

アントニア・ポーヴェ（Sop）
レベッカ・ストール（MSop）
ダヴィッド・ムルヴェンナ・ハミルトン（Ten）
ハーコン・シャウブ（Br）
マンフレッド・ビットナー（Bs）
ジュジャ・ジズマン（Vln）
コーネリアス・ボンシュ（Vc）
マイケル・クラーク（pf）

[Disc83]
12のスコットランド民謡 WoO.156
バックルーの軍旗、ダンカン・グレー、切り札を手放せ、この楽しい谷の羊飼いたちよ、
冗談はやめろ、ハイランドのハリー、ポリー・

スチュワート、女というもの、ロッホネイガー、グレンコウ、過ぎし日、クエーカー教徒
の妻

12のさまざまな民謡 WoO.157
神よ王を守らせたまえ、兵士、チャーリーは私の恋人、おお この上もなく聖なる御方
よ、ディー川の水車屋、勇者に杯をあげよ、偽りの

乙女よすべての誓いは、シャノン川のほとりで、ハイランド人の嘆き、サー・ジョニー・
コープ、さすらう吟遊詩人、ゴンドラの歌

アントニア・ポーヴェ（Sop）
レベッカ・ストール（MSop）
ダヴィッド・ムルヴェンナ・ハミルトン（Ten）
ハーコン・シャウブ（Br）
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マンフレッド・ビットナー（Bs）
ジュジャ・ジズマン（Vln）
コーネリアス・ボンシュ（Vc）
マイケル・クラーク（pf）

[Disc84]
25のスコットランド民謡Op.108
音楽と恋と酒、日没、楽しかった時、アイラの娘、ジェミーは優しい若者だった、私の目
はかすむ、陽気な若者 山の若者、インヴァネス

のかわいい娘、見てごらん恋人よ、思いやり、ああお前は私の心の若者、おお私の運命
は、満たせ杯をよき友よ、なんで陽気でいられよ

う、むごい父親、この病める世がどうにかして、メアリーよ窓辺に来て、魅惑の人よさら
ば、美しいポートが軽やかに滑る、誠実なジョ

ニー、ジーニーの苦しみ、山の警備隊、羊飼いの歌、もう一度私の竪琴を、横町のサリー

23の各国の歌 WoO.158aより
騎士シュティグ、朝起きたら、そんな若者を見つけたら、私はあなたと一緒になれない、
居酒屋で、年老いた女、あの瞳を見てからは、

沢山のはえが森の中で生まれる、冷たい波に身をひたせ、わが村の娘たち、かわいいカー
ルよ、しずかにおやすみ、山の上で腰をおろし

、ボレロ／蝶のように、ハンガリーのぶどう摘みの歌
いやいや コレットは偽らないWoO.158c-2
フランスのメロディHess.168

レナーテ・クラーマー（Sop）
インゲボルグ・シュプリンガー（MSop）
エベルハルト・ビューヒナー（Ten）
ギュンター・ライプ（Br）
エヴァ・アンダー（pf）
ラインハルト・ウルブリヒト（Vln）
ヨアヒム・ビショフ（Vc）
クルト・マーン（Obe）
ヴェルナー・パウリ（Guitar）
ホルスト・ノイマン指揮、ライプツィヒ放送合唱団のメンバー

[Disc85]
23の各国の歌 WoO.158aより
可愛い子よ よく聞きなさい、私のために若い娘が、僕はチロルの若者だ、女の子という
ものは、私は船にのりたくない、コサックの歌／

美しいミンカよ、別れねばならぬ、ボレロ／雪のように白い鳩、スペインの専制王、カテ
ィナよやさしくしておくれ

イギリスの歌WoO.158b
さらば私の愛するハープ、おお私は何と疲れ果てたことか、赤く輝く太陽、エリンおおエ
リン!、おおメアリーは絹をまとい

6つの各国の歌 WoO.158cより
勇者が宮廷に現れたとき、いやいや、コレットは偽らない、豪華に着飾った姿をごらん、
ちっぽけなボニー、イライザよお前から去らね
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ばならない

ドロシー・ヴォールゲムート（Sop）
クリスティーヌ・ヴェーラー（Alt）
ゲオルグ・ポプルツ（Ten）
イェンス・ハマン（Br）
マルティン・アウンホースト（Vln）
ベルンハルト・シュヴァルツ（Vc）
ライナー・マリア・クラース（pf）
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