
資料種別 資料番号 場所区分 請求記号 書名 著者名 出版者

ＣＤ 9310042591 書庫 E-ﾜ//4
パルジファル：舞台神聖祭典劇：全曲

／ワーグナー

ワーグナー，リヒャルト，１８

１３−１８８３／ルートヴィ

ヒ，クリスタ

ＣＤ 9310049903 書庫 E-ﾔ//
イェヌーファ：歌劇：全曲／ヤナー

チェク

ヤナーチェク，レオシュ／セー

デルストレム，エリーザベト

ＣＤ 9310081310 書庫 E-ﾎ//
ジョコンダ：歌劇：全曲／ポンキエル

リ

ポンキエルリ，アミルカレ／カ

バリェ，モンセラット

ＣＤ 9310103230 書庫 A2ﾍ// 水上の音楽／ヘンデル

ヘンデル，ゲオルク・フリード

リヒ／アムステルダム・バロッ

ク管弦楽団

ＣＤ 9310129700 書庫 F1*//ｼ
天然の美：大正ロマンの歌／塩田美奈

子

スッペ，フランツ・フォン／塩

田美奈子

ＣＤ 9310131815 書庫 E1ｳ//ﾑ2 リゴレット：歌劇：全曲／ヴェルディ
ヴェルディ，ジュゼッペ／ムー

ティ，リッカルド

ＣＤ 9310133883 書庫 E1ﾄ//ﾍ 2
ルクレツィア・ボルジア：歌劇：全曲

全曲／ドニゼッティ

ドニゼッティ，ガエターノ／ペ

ルレア，ジョネル

ＣＤ 9310151863 書庫 H1ﾀ//ｲ 2 夕鶴：オペラ／團伊玖磨 團伊玖磨／若杉弘

ＣＤ 9310152341 書庫 H1ﾏ//ﾏ
ザ・カブキ：バレエ：［抜粋］／黛敏

郎
黛敏郎／黛敏郎

ＣＤ 9310152628 書庫 A2*//ﾔ
オペラ間奏曲集／エーテボリ交響楽

団；ネーメ・ヤルヴィ（Ｃ）

マスカーニ，ピエトロ／ヤル

ヴィ，ネーメ

ＣＤ 9310153115 書庫 E1ﾜ//ﾚ 2
さまよえるオランダ人：歌劇：３幕の

ロマンティック・オペラ／ワーグナー

ワーグナー，リヒャルト／レ

ヴァイン，ジェームズ

ＣＤ 9310156171 書庫 A2ﾍ//ﾋ

王宮の花火の音楽：ＨＷＶ３５１：１

７４９年初演管楽合奏版［ほか］／ヘ

ンデル

ヘンデル，ゲオルク・フリード

リヒ／ピノック，トレヴァー

ＣＤ 9310193237 書庫 C3ﾊ//ｲ シャコンヌ
バッハ ヨハン・セバスティア

ン／岩崎 洸

ＣＤ 9310193961 書庫 E1ﾔ//ﾋ2 歌劇《ブロウチェク氏の旅》
ヤナーチェク レオシュ／ビエ

ロフラーヴェク イジー

ＣＤ 9310197808 書庫 A2ﾜ//ｲ
ワーグナー 楽劇「ニーベルングの指

輪」・管弦楽作品集

ワーグナー リヒャルト／

ヴァーグナー，ヴィルヘルム・

リヒアルト

ＣＤ 9310198814 書庫 H1ﾏ//*
七人の奏者によるミクロコスモス初演

オーケストラのための「呪」初演他
黛 敏郎／北村維章

ＣＤ 9310206059 書庫 A2ﾜ//ﾙ2 前奏曲と間奏曲集
ワーグナー リヒャルト／ルイ

ジ，ファビオ

ＤＶＤ 9430002344 書庫 7E1// 歌劇《エルナーニ》
ヴェルディ ジュゼッペ／レ

ヴァイン ジェームズ

ＤＶＤ 9430002578 書庫 7E1// 歌劇《仮面舞踏会》
ヴェルディ ジュゼッペ／ショ

ルティ ゲオルグ

ＤＶＤ 9430002649 書庫 7E1// 歌劇《蝶々夫人》
プッチーニ ジャコモ／オーレ

ン，ダニエル

ＤＶＤ 9430005060 書庫 7P2// Ｌｅｓ Ｍｉｓｒａｂｌｅｓ
シェーンベルグ クロード・

ミッシェル／ボー アルフィー

ＬＤ 9410005296 書庫 7E1//2
「イェヌーファ」：歌劇：全曲／レオ

シュ・ヤナーチェク

ヤナーチェク，レオシュ，１８

５４−１９２８／シリヤ，アニ

ヤ

ＬＤ 9410009571 書庫 7E1//2

タンホイザー：タンホイザーとヴァル

トブルクの歌合戦：３幕のロマン的歌

劇／リヒャルト・ワーグナー

ワーグナー，リヒャルト，１８

１３−１８８３／ステュー

ダー，チェリル

ＬＤ 9410010213 書庫 7E1//
《夕鶴》：オペラ／木下順二＝原作・

脚本；団伊久磨＝作曲

團，伊玖磨，１９２４−／鮫

島，有美子

ＬＤ 9410014366 書庫 7P1// アイアン・ホース
オブライエン，ジョージ，１９

００−

ＶＴ 9420011920 書庫 7A4// 世界・美の旅 第４巻 マネ

レコード 9320003882 書庫 //
ポップス・シンフォニック・ウエス

ト：ハイ・ヌーン
ボストン ポップス管弦楽団

今日は何の日(1月2月)
展示期間：2019.1.17～2019.3.3



洋書 9120119096 書庫
T723F/MA431

M/2011
Ｍａｎｅｔ ［Ｍａｎｅｔ］

Ｇａｌｌｉｍａｒ

ｄ

和書 9110031028 書庫 712N/TA45T/ 光雲懐古談 高村光雲著 万里閣書房

和書 9110031091 開架 712N/TA45T/ 木彫七十年 高村光雲著 中央公論美術出版

和書 9110035125 書庫 765.2/H29S/ ヘンデル・メサイア エーリヒ・シュミート著 シンフォニア

和書 9110067684 書庫 912/N71S/43 日本戯曲全集 第１１輯 春陽堂

和書 9110068770 書庫
918.6/ME25C/

43
明治文学全集 筑摩書房

和書 9110075087 書庫 765.2/H29J/ 《メサイア》とヘンデルの生涯 ピーター・ジェイコビ［著］
日本基督教団出版

局

和書 9110083937 書庫
912.6/G34K/2

0
現代戯曲全集 国民図書

和書 9110084086 書庫 775.1/SH39O/ 島村抱月 尾崎宏次著 未来社

和書 9110101810 書庫 778.25/F39A/ ジョン・フォードを読む リンゼイ・アンダースン著 フィルムアート社

和書 9110109022 開架 R281/SH61S/ 新潮日本人名辞典 新潮社辞典編集部編集 新潮社

和書 9110143098 開架
R703.3/SH61S

/
新潮世界美術辞典 新潮社

和書 9110185089 書庫
T721.9/TS26C

/1992
土田麦僊展 土田麦僊［画］ 笠岡市教育委員会

和書 9110185777 開架 R283/N73N/1 ２０世紀西洋人名事典 日外アソシエーツ編集部編

紀伊国屋書店（発

売） 日外アソシ

エーツ

和書 9110185786 開架 R283/N73N/2 ２０世紀西洋人名事典 日外アソシエーツ編集部編

紀伊国屋書店（発

売） 日外アソシ

エーツ

和書 9110186710 書庫 778.25/P25W/ わがハリウッド年代記 ロバート・パリッシュ著 筑摩書房

和書 9110215633 書庫
T723F/R271B/

1995
ルノワールと日本の画家たち

石橋財団ブリヂストン美術館編

集

石橋財団ブリヂス

トン美術館

和書 9110247056 書庫
T950.2/V69O/

1996
ヴィクトル・ユゴーの世界 ブレーントラスト編集

「ヴィクトル・ユ

ゴーの世界」展カ

タログ委員会

和書 9110268109 開架 949.6/I11I/ イプセン戯曲選集 イプセン［著］ 東海大学出版会

和書 9110282144 書庫 778.25/F39F/ ジョン・フォード伝 ダン・フォード著 文芸春秋

和書 9110282805 書庫 289.3/F19K/ フェノロサと魔女の町 久我なつみ著 河出書房新社

和書 9110310051 書庫 289.3/F19F/1 アーネスト・Ｆ・フェノロサ文書集成
アーネスト・Ｆ．フェノロサ

［著］

京都大学学術出版

会

和書 9110317713 書庫
762.1/KO12N/

2
日本映画音楽の巨星たち 小林淳著 ワイズ出版

和書 9110317974 書庫 932/ST3T/

Ｊｏｈｎ Ｓｔｅｉｎｂｅｃｋ ａｎ

ｄ ｈｉｓ ｄｒａｍａｔｉｃ ｗｏ

ｒｌｄ

高村博正著
星雲社（発売）

西日本法規出版

和書 9110328421 開架 766.1/L58O/ オペラ爛々と燃ゆる
［ジョン・スタインベック原

著］

星雲社（発売）

西日本法規出版

和書 9110374095 書庫
G721.4/KA58R

/
洛中洛外図 狩野永徳筆 名古屋タイムズ社

和書 9110430855 書庫
T712N/TA45M

/2002
高村光雲とその時代展 三重県立美術館 ［ほか］ 編 三重県立美術館

和書 9110446274 開架 766.1/H29D/ ヘンデル オペラ・セリアの世界 ウィントン・ディーン著 春秋社

和書 9110447530 書庫
T950.2/V69T/

2004
ヴィクトル・ユゴーとロマン派展 東京富士美術館編集 東京富士美術館

和書 9110478017 書庫
T723F/R271B/

2008
ルノワール＋ルノワール展 ルノワール［画］ 日本テレビ放送網

和書 9110480955 書庫
T702.35/G32T

/2008
芸術都市パリの１００年展 井出洋一郎〔ほか〕編 毎日放送

和書 9110483877 書庫
T702.1/KO95T

/2009-1
皇室の名宝 東京国立博物館［ほか］編集

ＮＨＫプロモー

ション ＮＨＫ

和書 9110485844 開架
R703.3/SE22E

/
世界芸術家辞典 ２０１０年改訂版

小池書院（発売）

エム・エフ・ジー

和書 9110530968 書庫
T702.3/F27M/

2005
フィリップス・コレクション展 ルノワール［ほか画］

毎日新聞社 ＴＢ

Ｓビジョン

和書 9110555680 書庫
T721.9/I16I/20

15

一宮の文人野村一志と土田麦僊をめぐ

る画家たち
土田麦僊［ほか画］

一宮市三岸節子記

念美術館


