
資料番号 タイトル 著者 出版社 発行年
図書 9110323739 オペラの魔力 砂川稔監修 青春出版社 2002.1
図書 9110463300 宮本益光とオペラへ行こう 宮本益光 旬報社 2007.4
図書 9110521145 オペラと歌舞伎 永竹由幸 水曜社 2012.5
図書 9110433740 恋するヒロイン 中野京子 ショパン 2005.1
図書 9110294575 かくも罪深きオペラ 中野京子 洋泉社 1999.12
図書 9110312010 オペラヒロイン物語 田宮敬子 新潟日報事業社 2000.12

図書 9110282476 オペラのすべて アレッサンドロ・タヴェルナ
ヤマハミュージック
メディア

1999.3

図書 9110467309
プッチーニが語る
自作オペラの解釈と演奏法

ルイジ・リッチ 音楽之友社 2007.9

図書 9110250220 オペラワンダーランド ぴあ 1993
図書 9110232670 オペラ知ったかぶり 相沢啓三 洋泉社 1996.7

図書 9110442696
オペラ作曲家による
ゆかいでヘンなオペラ超入門

青島広志 講談社 2005.6

図書 9110077457 大作曲家の世界 ミケーレ・ジラルディ［ほか］ 音楽之友社 1990.9

図書 9110293818 青山圭男と「蝶々夫人」 小石新八監修
日本芸術文化
振興会

1998.8

図書 9110224202 永遠の蝶々夫人三浦環 高橋巌夫 春秋社 1995.7
図書 9110370748 蝶々夫人 プッチーニ 音楽之友社 2003.3
図書 9110111755 プッチーニのすべて 宮沢縦一 芸術現代社 1990.7
図書 9110269160 映画の中のオペラ 中野京子 未来社 1997.12

図書 9110489870
音楽の都ルッカと
オペラの天才プッチーニ

レンツォ・クレスティ 一藝社 2011.3

図書 9110360966 ジャコモ・プッチーニ 星出豊 星雲社（発売） 2003.8
図書 9110367152 プッチーニ 南条年章 音楽之友社 2004.8
図書 9110262830 お蝶夫人 三浦環［述］ 大空社 1996.4
図書 9110224928 考証三浦環 田辺久之 近代文芸社 1995.7
図書 9110312074 マダム・バタフライ 小林裕子 オフィス・ラドンナ 2001.1
図書 9110269044 イタリア・オペラの黄金時代 ウィリアム・ウィーヴァー 音楽之友社 1998.2

資料番号 タイトル 演奏者 出版者 発行年

CD 9310002504 蝶々夫人
ジュゼッペ・シノーポリ指揮、
ミレッラ・フレーニ、ホセ・カレーラス ポリドール 1988

CD 9310003252 蝶々夫人
トゥリオ・セラフィン指揮、
レナータ・テバルディ、C・ベルゴンツィ ポリドール ｐ1958

CD 9310003305 蝶々夫人
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、
ミレッラ・フレーニ、L・パヴァロッティ ポリドール 1987

CD 9310016368 蝶々夫人
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、
マリア・カラス、ニコライ・ゲッダ 東芝ＥＭＩ 1989

CD 9310029938 蝶々夫人
ロリン・マゼール指揮、
レナータ・スコット、プラシド・ドミンゴ ＣＢＳ／Ｓｏｎｙ 1990

CD 9310057057 蝶々夫人
ジョン・バルビローリ指揮、
レナータ・スコット、カルロ・ベルゴンツィ 東芝ＥＭＩ 1990

CD 9310146694 蝶々夫人
オリヴィエロ・デ・ファブリティース指揮、
トティ・ダル・モンテ、ベニアミーノ・ジーリ 東芝ＥＭＩ 1996

CD 9310159923 蝶々夫人
ジェームズ・コンロン指揮、
イン・ファン、リチャード・トロクセル ＥＲＡＴＯ　ＦＩＬＭＳ 1995

CD 9310163891 蝶々夫人
ガブリエーレ・サンティーニ指揮、
V・デ・ロス・アンヘレス、J・ビョルリンク 東芝ＥＭＩ 1998

CD 9310195160 蝶々夫人
アントニオ・パッパーノ指揮、
A・ゲオルギュー、J・カウフマン

ＥＭＩミュージック・
ジャパン

2009

LD 9410001582 蝶々夫人
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、
ミレッラ・フレーニ、プラシド・ドミンゴ ポリドール 1988

LD 9410001878 蝶々夫人
ロリン・マゼール指揮、
林康子、ペーター・ドヴォルスキー

パイオニアＬＤＣ 1988

DVD 9430002649 蝶々夫人
ダニエル・オーレン指揮、
F・チェドリンス、M・ジョルダーニ 日本コロムビア 2011

資料番号 タイトル 出版者 発行年
雑誌 9510180477 音楽の友 音楽之友社 2001.8
雑誌 9510284589 ストリング レッスンの友社 2007.11
雑誌 9510301311 レコード芸術 音楽之友社 2009.11
雑誌 9510292366 レコード芸術 音楽之友社 2008.11
雑誌 9510285460 レコード芸術 音楽之友社 2007.3
雑誌 9510300299 音楽の世界 日本音楽舞踊会議 2009.1
雑誌 9510203482 音楽現代 現代芸術社 2004.5
雑誌 9510309900 グランド・オペラ 音楽之友社 2011.11
雑誌 9510199530 グランド・オペラ 音楽之友社 2004.11
雑誌 9510205843 グランド・オペラ 音楽之友社 2005.11
雑誌 - 音楽の友 音楽之友社 2013.5
雑誌 - ぶらあぼ 東京MED 2012.12
雑誌 - ぶらあぼ 東京MED 2012.7
雑誌 - The Atre 新国立劇場 2009.1
雑誌 - The Atre 新国立劇場 2009.2
雑誌 - The Atre 新国立劇場 2009.3


