
アートライブラリー　展示　資料リスト 2010.2

日本代表
女子シングル。1990年生まれ、名古屋市出身。中京大学在学中。
コーチはタチアナ・タラソワ。２００８年世界選手権優勝

請求記号 資料番号 備考

管弦楽名曲集／ハチャトゥリヤン A2//ハ 9310110548

アヴェ・ヴェルム・コルプス：名曲アルバム　ＩＩ // 9320006721 LP

絵画的練習曲集／三つの前奏曲／ショパンの主題による変奏曲 Ｃ1ラ//ス 9310194332

前奏曲集；楽興の時／ラフマニノフ；ニコライ・ルガンスキー（ＰＦ） Ｃ1ラ//ル 9310183295
女子シングル。1987年生まれ、名古屋市出身。中京大学在学中。
コーチはニコライ・モロゾフ。２００７年世界選手権優勝
レクイエム，ニ短調Ｋ．６２６／モーツァルト F2モ//チ 9310191018

レクイエム，ニ短調Ｋ．６２６ F2モ//ア 9310187534

レクィエム　ニ短調　Ｋ．　６２６／モーツァルト F2モ//シ 9310178633 ほか

フリー フィリップ・シャニィ：ミッション・クレオパトラ、エンニオ・モリコーネ：ローマ，マルコポーロ 所蔵なし
女子シングル。1985年生まれ、豊橋市出身。邦和スポーツランド所属。
コーチは長久保裕。'１０年四大陸選手権2位。'０９年ＧＰ中国杯優勝。

ＳＰ ビル・ウィーラン：アンダルシア、ファイア・ダンス（リバーダンスより） 所蔵なし

ウェスト・サイド・ストーリー／バーンスタイン（作曲） Qハ//ワ 9310186303

ブラスの祭典／シエナ・ウインド・オーケストラ；佐渡裕（Ｃ） A5*//サ 9310171928

ウエスト・サイド物語 7Ｐ2 9430000279 ＤＶＤ
男子シングル。1986年生まれ、岡山県出身。関西大学大学院在学中。
コーチは長光歌子。バンクーバー・オリンピック銅メダル

ＳＰ Ｃｏｂａ：Ｅｙｅ 所蔵なし

ヴィジョンズ／リチャード・ストルツマン A5*//ス 9310124276

La Strada  道 7P1 9420016201 ビデオ
男子シングル。1987年生まれ、大阪府出身。関西大学在学中。
コーチはニコライ・モロゾフ。'０６年世界選手権4位。織田信長の子孫。

ＳＰ リスト：死の舞踏 ピアノ協奏曲第１番変ホ長調Ｒ．４５５［ほか］／リスト A3リ//ヘ 9310134577

フリー チャールズ・チャップリン・メドレー チャップリンの映画音楽 Qチ//テ 9310145015
男子シングル。1989年生まれ、名古屋市出身。中京大学在学中。
コーチは佐藤信夫。２００９年世界選手権６位

ＳＰ ジミ・ヘンドリックス：ボールド・アズ・ラブ 所蔵なし

フリー マイケル・カーメン：ギター・コンチェルト（ギター演奏は布袋寅泰） 所蔵なし
アイスダンス。父がアメリア人、母が日本人の姉弟。
コーチはニコライ・モロゾフ。
山田耕筰の遺産：１４：美空ひばり編 F3ヤ//ミ 9310134405

さくらさくら－ゆりかご：水野貴子〜日本名歌集２ Ｆ3*//ミ 9310099511

愛と祈り～歌いつがれる日本のうた／栗本尊子 Ｆ3*//ク 9310191822 ほか

鼓童：ＬＩＯＮ 所蔵なし

フリー ジョシュア・ベル、ハンス・ジマー：映画「天使と悪魔」より 所蔵なし

日系の代表選手
ペア。ロシア代表。　川口は愛知県出身。
コーチはタマラ・ニコラエヴナ・モスクビナ。

請求記号 資料番号 備考

アール・レスピラン：Ⅲ A2*// 9310102395
チェロ協奏曲第１番イ短調作品３３［ほか］／サン＝サーンス Ｃ3サ// 9310104729

チャイコフスキー：感傷的なワルツ マイ・セカンド・リサイタル／ルース・ラレード（ＰＦ） C-ラ// 9310055043
ニューイヤー・コンサート・ベスト・オブ・ベスト Ａ2*//* 9310184327
皇帝円舞曲：美しきウィーンのしらべ Ａ2*//シ 9310126931

ニューイヤー・コンサート２００８／ジョルジュ・プレートル，
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

A2*//フ2 9310193139 ほか

女子シングル。アメリカ代表。1993年カリフォルニア生まれの日系人。
コーチはフランク・キャロル。

ＳＰ ハンス・ジマー：映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」より 所蔵なし
カルメン：歌劇：全４幕／ジョルジュ・ビゼー E1ヒ//フ3 9310185549
カルメン：歌劇全４幕：オペラ・コミーク形式による／ビゼー E1ヒ//テ2 9310140799
カルメン：歌劇：全曲／ビゼー Ｅ1ヒ//フ2 9310157590 ほか
アイスダンス。グルジア代表。アリソン・リードは日本代表リード
姉弟の妹。コーチはエフゲニー・プラトフ。

ＯＤ グルジアの民族舞踊/Bukinagari，Iloumi 所蔵なし
フリー ゴーレン：Crusaders of the Light 所蔵なし

フィギュア・スケートのプログラム曲
カナダのバンクーバーで冬季オリンピックが開催されています。多くの競技種目で、

鍛え抜かれた選手がメダルをめざして競い合います。
中でも注目なのがフィギュアスケート女子シングルです。

代表選手３名がいずれも地元愛知出身で、おおいにメダルが期待されます。
フィギュアスケートは、曲に合わせてジャンプやスピンなどの技を織り交ぜて演技を行う競技です。

各選手が演技に使う曲を選択し、それに合わせ技のプログラム構成を考えます。
つまり、演技に使うプログラム曲は大切な競技の一部といえます。

また、ルールで歌詞のあるボーカル曲は使えないこと（アイスダンスを除く）になっています。
アートライブラリー所蔵の録音資料の中から、日本選手を中心にプログラム曲の元になった

楽曲の入ったＣＤ、ＬＰレコードを展示します。
録音資料は館内利用のみですが、この機会に利用して、さらにゆかりの選手を応援しましょう。

期間：平成２２年２月２０日（土）から３月７日（日）

なお、3月8日（月）から3月25日（金）までは年に１度の特別整理休館です。

サン＝サーンス：
動物の謝肉祭より「白鳥」

浅田 真央

安藤 美姫

鈴木 明子

高橋 大輔

ラフマニノフ：幻想的小品集より
前奏曲「鐘」

ハチャトゥリヤン：仮面舞踏会より
「ワルツ」

Ｊ．シュトラウス二世：
美しく青きドナウ

ＯＤ

長洲 未来

アリソン・リード　Ｏ･ジャパリゼ

フリー

モーツァルト：レクイエム
ニ短調　Ｋ.626

バーンスタイン：
ウェスト・サイド・ストーリー

ＳＰ

フリー

ＳＰ

フリー

小塚 崇彦

キャシー・リード　 クリス・リード

川口 悠子　 Ａ・スミルノフ

日本古謡/さくらさくら

フリー

ＳＰ

ビゼー：カルメン

ニーノ・ロータ：映画「道」より

フリー

織田 信成



海外有力選手

女子シングル。韓国代表 請求記号 資料番号 備考

ＳＰ ジェームス・ボンド・メドレー 所蔵なし
祝！１００歳ガーシュウィン／マイケル・ティルソン・トーマス（Ｃ） A2カ//ト2 9310163425
ア・ガーシュウィン・コンサート Ａ2タ 9310059721
ラプソディー・イン・ブルー［ほか］／ガーシュウィン Ａ3カ//フ 9310165967 ほか

女子シングル。カナダ代表

リリー・マルレーン／サロン・オーケストラ“ダ・カーポ” B-*// 9310103113
タンゴ・ミレニアム／福田進一；エドゥアルド・フェルナンデス（ＧＴ） Ｃ4*//フ 9310175810
タンゴ：懐かしきアルゼンチンの光景 Ｔ65//カ 9310096108 ほか
サムソンとデリラ：歌劇：全曲：３幕４景／サン＝サーンス E1サ//ミ2 9310176610
サムソンとデリラ：オペラ：全３幕 E-サ//2 9310046376
サムソンとデリラ：歌劇／サン＝サーンス E1サ//テ2 9310166276 ほか

女子シングル。イタリア代表

ショパン：夜想曲　第２０番 グランド・リサイタル／中村紘子（ＰＦ） C1*//ナ 9310188934

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン協奏曲／チャイコフスキー；コルンゴルト A3チ//ム 9310188362
チゴイネルワイゼン C3*//オ 9310194940
Ｇ線上のアリア：ペトリ・リコーダー名曲集 C6*//ヘ 9310092136 ほか
ヴィヴァルディ作品集／ヨーヨー・マ C3ウ//マ 9310186911
協奏曲集／ヴィヴァルディ Ａ3ウ//ヒ 9310174204
イタリア／ジョヴァンニ・ソッリマ（ＶＬＣ） Ａ4*//フ 9310184828 ほか

女子シングル。アメリカ代表

ＳＰ シング・シング・シング シング・シング・シング：ベニー・グッドマンへのオマージュ A3*//マ 9310162544
パガニーニの主題による狂詩曲：ほか A3ラ//ラ 9310189806
ジルヴェスター・コンサート１９９７ Ａ2*//ア 9310094730
狂詩曲＆変奏曲集／ラフマニノフ Ａ3ラ//ル 9310188371 ほか

男子シングル。アメリカ代表。バンクーバー・オリンピック金メダル

春の祭典：バレエ［ほか］／ストラヴィンスキー A2ス//テ3 9310168065
火の鳥：バレエ音楽：全曲：１９１０年版 Ａ2ス//ケ 9310162473
火の鳥：全曲：１９１０年オリジナル版；管楽器のシンフォニー Ａ2ス//ウ 9310123475 ほか
シェエラザード A2リ//ア 9310195008
シェへラザード：交響組曲：作品３５／リムスキー＝コルサコフ A2コ//チ 9310191054
山下／伝田／仙台フィル Ａ2リ//ヤ 9310194323 ほか

男子シングル。ロシア代表。バンクーバー・オリンピック銀メダル

アランフェス協奏曲／ロドリーゴ．［ほか］ A3ロ//ム 9310173207
ワルカー・エッセンス：ルイーゼ・ワルカー・ギター大全集 Ｃ4*//ワ４ 9310158470
アランフェス協奏曲［ほか］／ロドリーゴ Ａ3ロ//オ 9310159502 ほか

フリー ホアキン・ロドリーゴ：タンゴ・アモーレ 所蔵なし

男子シングル。スイス代表

ウィリアム・テル：歌劇：全曲：イタリア語版／ロッシーニ E-ロ// 9310081212
「ウィリアム・テル」：歌劇：全曲：（グリエルモ・テル） E-ロ// 9310005749
「ウィリアム・テル」：歌劇 E-ロ// 9310007411 ほか
椿姫：歌劇：全３幕／ヴェルディ E1ウ//カ2 9310146756
椿姫：歌劇：全曲／ヴェルディ E1ウ//ト2 9310150383
椿姫：３幕のオペラ：全曲／ヴェルディ Eウ//ム2 9310107319 ほか

男子シングル。アメリカ代表

ＳＰ ラウルディブラシオ：アイ・ラブ・ユー　アイ・ヘイト・ユー 所蔵なし
フリー カブリエル・ヤレド：フォーリン・エンジェルズ 所蔵なし

男子シングル。カナダ代表

ＳＰ ウォルター・タイエブ：タンゴ・デ・ロス・エクシラドス 所蔵なし
ファントム・オブ・ジ・オペラ：オペラ座の怪人 Q-// 9310003575
オペラ座の怪人：日本語キャスト Qウ//ケ2 9310180604
オペラ座の怪人：オリジナル・サウンドトラック Qウ//ハ 9310189619 ほか

編集・発行 愛知芸術文化センター　アートライブラリー

ガーシュウィン：協奏曲ヘ調

キム ヨナ

フリー

アンドリュー・ロイド＝ウェバー：
「オペラ座の怪人」組曲

ロッシーニ：ウィリアム・テル

ヴェルディ：椿姫

ストラヴィンスキー：火の鳥

リムスキー＝コルサコフ：
シェヘラザード

ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

ステファン ランビエール

ジョニー ウィアー

パトリック チャン

フリー

パガニーニの主題による狂詩曲

ヴィヴァルディ：２つのチェロの協奏曲

サン＝サーンス：サムソンとデリラ

エフゲニー プルシェンコ

エヴァン ライサチェク

ＳＰ

フリー

カロリーナ コストナー

レイチェル フラット

バッハ：G線上のアリア

ＳＰ

フリー

ジョアニー ロシェット

ロドリゲス：ラ・クンパルシータ

フリー

フリー

フリー

ＳＰ

ＳＰ

ＳＰ

あいちトリエンナーレとは
2010年8月21日から10月31日までの
72日間にわたり、愛知芸術文化
センターを主会場として開催する
国際芸術祭です。

   問合せ先
   〒461-8525
　 名古屋市東区東桜一丁目13番2号    TEL(052)971-5511（代表）
　 愛知芸術文化センター                     E-mail: lib02@aac.pref.aichi.jp
　 アートライブラリー                           URL: http://www.aac.pref.aichi.jp/
　
   開館時間　　火～金　10時～19時　　　　　土・日・祝日　10時～18時
   休館日　 毎週月曜日（祝日、振替休日の場合は開館、その翌平日休館）
　　　　　　　 毎月第３火曜日（祝日、振替休日の場合は開館）


