
曲名 作曲者 CDタイトル 演奏者・指揮者 資料番号

入門 展覧会の絵
ムソルグスキー
（ラヴェル編曲）

展覧会の絵 カルロ・マリア・ジュリーニ 9310076544

入門 惑星 ホルスト
組曲＜惑星＞：作品３２
グスターヴ・ホルスト

ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310018139

入門 交響曲第9番「新世界より」 ドヴォルザーク 交響曲第９番ホ短調Ｏｐ．９５：新世界より フリッツ・ライナー 9310184022

入門 交響曲第8番「未完成」 シューベルト
交響曲　第８番　ロ短調　Ｄ７５９：「未完成」
交響曲　第５番　変ロ長調　Ｄ４８５

レナード・バーンスタイン 9310011880

入門 交響曲第40番 モーツァルト
交響曲第４０番ト短調Ｋ．５５０；
交響曲第３６番ハ長調Ｋ．４２５：リンツ

リッカルド・ムーティ 9310103169

初級 交響曲第6番「田園」 ベートーヴェン
交響曲第６番ヘ長調作品６８：田園；
交響曲第４番変ロ長調作品６０

ブルーノ・ワルター 9310104335

初級 交響曲第5番「運命」 ベートーヴェン 交響曲　第５番　ハ短調　作品６７：運命　ほか
ウィルヘルム・
フルトヴェングラー 9310021798

初級 交響曲第6番「悲愴」 チャイコフスキー 後期３大交響曲集 エフゲニ・ムラヴィンスキー 9310025400

初級 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 ベートーヴェン ピアノ協奏曲全集 ヴィルヘルム・バックハウス 9310168815

初級 シューベルト歌曲集 シューベルト シューベルト歌曲集 イアン・ボストリッジ 9310162974

初級 幻想交響曲 ベルリオーズ
幻想交響曲：Ｏｐ．１４；ロメオとジュリエット：
劇的交響曲：Ｏｐ．１７

シャルル・ミュンシュ 9310174456

初級 ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ　第８番　ハ短調　作品１３：
＜悲愴＞　[ほか]

エミール・ギレリス 9310018836

初級 ピアノ協奏曲第1番 チャイコフスキー ピアノ協奏曲第１番変ロ短調作品２３ クラウディオ・アバド 9310134595

初級 ピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進曲」 モーツァルト ピアノ・ソナタ全集：Ⅱ マリア・ジョアオ・ピリス 9310058475

初級 シェエラザード リムスキー＝コルサコフ シェエラザード：交響組曲：作品３５ ワレリー・ゲルギエフ 9310181460

初級 交響曲第5番より「アダージェット」 マーラー 交響曲第５番嬰ハ短調 レナード・バーンスタイン 9310072385

初級 無伴奏チェロ組曲 J.S.バッハ 無伴奏チェロ組曲：全曲 パブロ・カザルス 9310009891

初級 24のカプリース パガニーニ ２４の奇想曲、Ｏｐ．　１ ルッジェーロ・リッチ 9310028500

初級 ピアノ協奏曲第1番 リスト ピアノ協奏曲　第１番　変ホ長調　ほか マルタ・アルゲリッチ 9310036413

初級 わが祖国 スメタナ わが祖国：交響詩 ラファエル・クーベリック 9310076464

初級 ツィゴイネルワイゼン サラサーテ
ザ・ベスト・オブ・チゴイネルワイゼン：
サラサーテ生誕１５０年記念

パブロ・デ・サラサーテ 9310111910

初級 白鳥の湖 チャイコフスキー ３大バレエ・ハイライツ ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310024969

初級 動物の謝肉祭 サン＝サーンス 動物の謝肉祭：組曲　ほか マルタ・アルゲリッチ 9310106492

あなたをクラシック好きにする50曲
CDリスト



曲名 作曲者 CDタイトル 演奏者・指揮者 資料番号

初級 カルミナ・ブラーナ オルフ カルミナ・ブラーナ オイゲン・ヨッフム 9310078816

初級 亡き王女のためのパヴァーヌ ラヴェル 管弦楽曲全集 アンドレ・クリュイタンス 9310149981

初級 前奏曲第1集 ドビュッシー 前奏曲集　第１巻
アルトゥーロ・ベネデッティ・
ミケランジェリ 9310014013

初級 アヴェ・マリア グノー アヴェ・マリア名曲集 イングリド・ケルテシ〔ほか〕 9310197890

初級 ラ・ボエーム プッチーニ 「ラ・ボエーム」：歌劇：全曲 ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310002335

初級 アイーダ ヴェルディ 〈アイーダ〉：歌劇：全曲 ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310005794

初級 カルメン ビゼー カルメン：３幕のオペラ ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310084653

中級 四季 ヴィヴァルディ
四季：ヴァイオリン協奏曲集：
［１９９６年校訂版］［ほか］

アンドレーア・マルコン 9310189127

中級 交響曲第5番 ショスタコーヴィチ
交響曲　第５番　ニ短調　作品４７：「革命」
チェロ協奏曲　変ホ長調　作品１０７

レナード・バーンスタイン 9310034179

中級 交響曲第9番 ブルックナー 交響曲第９番ニ短調：原典版 ギュンター・ヴァント 9310169296

中級 ピアノソナタ第2、3番 ショパン
ピアノ・ソナタ　第２番　変ロ長調　作品３５：
＜葬送行進曲付き＞

マルタ・アルゲリッチ 9310007073

中級 ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品６１［ほか］ ギドン・クレーメル 9310089598

中級
無伴奏ヴァイオリンのための
パルティータ第2番ニ短調

J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ：全曲 ヨーゼフ・シゲティ 9310047678

中級 交響曲第9番「合唱付き」 ベートーヴェン 交響曲　第９番　ニ短調　作品１２５：合唱
ウィルヘルム・
フルトヴェングラー 9310022006

中級 交響曲第1番 ブラームス 交響曲　第１番　ハ短調　作品６８ シャルル・ミュンシュ 9310022202

中級 レクイエム ヴェルディ レクイエム ワレリー・ゲルギエフ 9310176666

中級 トスカ プッチーニ トスカ：歌劇：全曲 ヴィクトール・デ・サバータ 9310015905

中級 オテロ ヴェルディ 歌劇「オテロ」：全曲 ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310002531

中級 ピアノ協奏曲第2番 ラフマニノフ
ピアノ協奏曲　第２番　ハ短調　ｏｐ．　１８
ピアノ協奏曲　第４番　ト短調　ｏｐ．　４０

ベルナルト・ハイティンク 9310000724

中級 ヴァイオリン・ソナタ フランク ヴァイオリン・ソナタ，イ長調 オーギュスタン・デュメイ 9310128954

中級
ティル・オイレンシュピーゲルの
愉快ないたずら

R.シュトラウス
ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら：
交響詩：作品２８　　ほか

ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310024735

中級 ヴァイオリン協奏曲 ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　作品７７ ギドン・クレーメル 9310008160

上級 平均律クラヴィア曲集 J.S.バッハ グレン・グールド・バッハ全集［２］ グレン・グールド 9310064338

上級 交響曲第1番「巨人」 マーラー 交響曲第１番ニ長調：「巨人」 ブルーノ・ワルター 9310023282

上級 浄夜 シェーンベルク 新ウィーン楽派管弦楽作品集 ヘルベルト・フォン・カラヤン 9310059169

上級 春の祭典 ストラヴィンスキー
ペトルーシュカ：バレエ：１９１１年原典版；
春の祭典：バレエ

ピエール・ブーレーズ 9310076787

上級 トリスタンとイゾルデ ワーグナー トリスタンとイゾルデ カルロス・クライバー 9310003889


