
指揮者のドキュメンタリー
　　　映像資料　所蔵リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※リージョンフリーのDVDプレイヤーで視聴してください

指揮者 タイトル

秋山和慶 オーケストラの楽器 (秋山和慶のオーケストラ入門.  1) VT00-151 (立)

指揮法 : 斉藤秀雄methodによる DV90-283 (富)

朝比奈隆 朝比奈隆　交響的肖像
DV00-010
　 /00-012
LD90-218

(仙)

(富)

最後のベートーヴェン交響曲全集　　 [日本語字幕]
DV90-292
  /90-297

(富)

アーノンクール ザルツブルク音楽祭～オーバーチュア・スピリチュエル DV02-616 (調)

アーノンクール指揮の秘密 : 《こうもり》を振る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [日本語字幕]

DV90-140 (富)

アーノンクール＆ベートーヴェン        [日本語字幕]
DV90-241
LD90-164

(富)
(富)

シューベルト・ エディション  [日本語字幕] BD90-004 (富)

アバド
永遠の光を : アバドのリハーサル風景 : 
　　　　        ヴェルディの「レクイエム」       [日本語字幕]

DV00-090 (仙)

クラウディオ・アバドの肖像 : 音楽と静寂のはざま
                                                [日本語字幕]

DV00-626 (仙)

海の航跡 : アバド, ノーノ, ポリーニ : 音楽ドキュメンタリー
                                                [日本語字幕]

DV00-743 (仙)

沈黙を聴く : クラウディオ・アバドの肖像
                      : 音楽ドキュメンタリー     [日本語字幕]

DV00-745 (仙)

Claudio Abbado : hearing the silence 
   : sketches for a portrait
                    （独語、伊語）  [英、独、仏、伊、西語字幕]

DV01-654 (調)

 ハウス・オブ・マジカル・サウンド        [日本語字幕] LD00-849 (仙)

 
アバド in ベルリン
   : アバド、ベルリン・フィル就任までの軌跡  [日本語字幕]

LD01-040 (仙)

ザ・ラスト・コンサート       [日本語字幕] BD90-007 (富)

インマゼール
ベートーヴェンの第5交響曲　再発見
　　　　　　　(英語、ドイツ語、フランス語)  [英、独語字幕]

DV90-325 (富)

ヴァルター ザ･マエストロ　－　ザ・マン               [日本語字幕]
LD01-070
LD90-033

(仙)
(富)

エッシェンバッハ
ベートーヴェン : ピアノ協奏曲第4番、インタビュー 
                                                  [日本語字幕]

DV90-437 (富)

大野和士
指揮者　大野和士の仕事 : がけっぷちの向こうに喝采（かっ
さい）がある

DV01-718 (仙)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年11月現在

請求記号
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指揮者 タイトル 請求記号

小澤征爾

小澤征爾音楽塾 : 2016年ロームシアター京都 
  
  
                                                  [日本語字幕]

BD00-134
BD00-135
BD90-015

(調)
(調)
(富)

カラヤン・メモリアル・コンサート2008
ウィーン・ムジークフェライン               [日本語字幕]

DV01-142 (仙)

ヴァルトビューネ2003～ガーシュウィン・ナイト DV02-598 (調)

小沢征爾/OZAWA                          [日本語字幕] LD00-029 (仙)

ラヴェル: 亡き王女のためのパヴァーヌ ほか
                                                 [日本語字幕]

DV90-282 (富）

サイトウ・キネン・オーケストラ2009 DV90-329 (富)

小澤征爾 : 西洋音楽と格闘した半世紀 DV90-332 (富)

サイトウ・キネン・オーケストラ 「ラヴェル・武満徹プログラム」 DV90-350 (富)

サイトウ・キネン・オーケストラ1992 DV90-352 (富)

ブラームス : 交響曲全集
 (リハーサル、コンサート、ドキュメンタリー)    [日本語字幕]

LD00-979 (富)

ブラームス : 交響曲第2、3番 
(リハーサル、コンサート、ドキュメンタリー)     [日本語字幕]

LD90-030 (富)

サイトウ・キネン・オーケストラ・オン・ツアー LD90-145 (富)

オノフリ エンリコ・オノフリ インタビュー　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV02-669 (調)

ガーディナー ジョン・エリオット・ガーディナー・イン・リハーサル　 (英語) DV01-933※ (仙)

カラヤン カラヤン : マエストロ、マエストロ !　      [日本語字幕] DV00-016 (仙)
ヘルベルト・フォン・カラヤン 
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 
　
1959年日本特別演奏会　　　　　　　　　　　　 (ドイツ語)

DV00-798 (仙)

スクリーン上のマエストロ　　　　　[日本語字幕] DV01-033 (仙)

ベートーヴェン: 序曲 ”コリオラン”　op. 62 　[日本語字幕] DV01-533 (調)

 ドキュメント・カラヤン・イン・ザルツブルク     [日本語字幕]
LD00-260
LD90-059

(仙)
(富)

カラヤンの”美” : 
ロバート・ドーンヘルムによるドキュメンタリー  [日本語字幕]

DV90-276 (富)

素顔のカラヤン　　　　　[日本語字幕] DV90-366 (富)

クナッパーツブッシュ
音楽記録映画　クナッパーツブッシュ : その生涯の秘密
                                                       [日本語字幕]

DV00-199 (仙)

クーベリック
ドヴォルザーク: 新世界より : チェコ・フィル・コンサート
                   ＋ドキュメント                   [日本語字幕]

DV00-093 (仙)

 クーベリック : その生涯の秘密    [日本語字幕] DV00-097 (仙)

ラファエル・クーベリック : ミュージック・イズ・マイ・カントリー
                              : ポートレート         [日本語字幕]

DV00-467 (仙)

 
クーベリック/祖国との再会 : スメタナ: 連作交響詩 
                 <<わが祖国>> 全曲より        [日本語字幕]

LD00-518 (仙)
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指揮者 タイトル 請求記号

クライバー

ウェーバー: 魔弾の射手序曲、
J.シュトラウスII: こうもり序曲 
(名指揮者達のリハーサル : こうして音楽は創られる. 1-1)
                                                       [日本語字幕]

LD01-034
LD90-181

(仙)
(富)

カルロス　クライバー　私はこの世から蒸発した
                                                       [日本語字幕]

DV90-346 (富)

クレンペラー
クレンペラー・ドキュメンタリー　
　ロング・ジャーニー ～彼の生きた時代 ; ラスト・コンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

DV02-580 (調)

ゲルギエフ ワレリー・ゲルギエフ・イン・リハーサル　　 (英語) DV01-931※ (仙)

齋藤秀雄
９０分ドキュメンタリー「歌え！全身で歌え！証言　
ドキュメント　教育者・齋藤秀雄の真実」

DV00-445 (仙)

齋藤秀雄没後30年 : 1902-1974 DV00-533 (仙)

佐渡裕 オーケストラの鼓動 : 指揮者が明かすシンフォニーの現場 VT90-001 (富)

サバール
ハイドン: 十字架上のキリストの最後の7つの言葉
　　　　　　　　(ラテン語、スペイン語) 
　　　　　　　　 [仏、英、葡、西、独、カタロニア、伊語字幕]

DV01-368
DV02-635

(調)
(調)

サロネン エサ＝ペッカ・サロネン・イン・リハーサル 　（英語） DV01-983※ (仙)

シノーポリ
ジュゼッペ・シノーポリ フィルハーモニア管弦楽団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1988年日本公演

DV01-215 (調)

シャイー
メンデルスゾーン: 交響曲第2番「賛歌」 ほか
                          (ドイツ語、英語)  [独、仏、西語字幕]

DV00-614 (仙)

音楽 : 人生行路　　　                        　　[日本語字幕] DV02-540 (調)

ジュリーニ カルロ・マリーア・ジュリーニ DV90-106 (富)

ジュリーニ
 /ノリントン

ジュリーニ  ブルックナー: 交響曲第9番ニ短調」 / ノリントン
モーツァルト: 交響曲第39番変ホ長調Ｋ453 
 
（名指揮者達のリハーサル : こうして音楽は創られる. 2 )
                                                       [日本語字幕]

LD01-097 (仙)

ショルティ
ゲオルグ・ショルティ, リハーサル&パフォーマンス
                          　　　(ドイツ語)  [英、仏、西語字幕]

DV02-446 (調)

ショルティ・コンダクツ・バルトーク              [日本語字幕] LD00-352 (仙)

ワーグナー: タンホイザー序曲、
ベルリオーズ: ハンガリー行進曲 
(名指揮者達のリハーサル : こうして音楽は創られる. 1- 3)
                                                       [日本語字幕]

LD01-036
LD90-220

(仙)
(富)

ショルティ ウィーン・フィル1994年日本公演 DV90-154 (富)

ショルティ＆ダドリー・ムーアの「オーケストラ入門」
                                                       [日本語字幕]

LD90-084 (富)

スヴェトラーノフ
エフゲーニ・スヴェトラーノフ, ソビエト国立交響楽団/
ロシア国立交響楽団, 1987年＆1997年日本公演

DV90-280 (富)
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指揮者 タイトル 請求記号

鈴木雅明 いと高きところには神に栄光あれ　　 [日本語字幕] BD00-151 (調)

チェリビダッケ チェリビダッケ・ドキュメンタリー　　　　[日本語字幕] DV00-051 (仙)

 
ブルックナー: ミサ曲第3番へ短調 : 
   　　　　　　　リハーサルとコンサート　　[日本語字幕]

DV00-211 (仙)

セルジュ・チェリビダッケ, イン・リハーサル
             ＆パフォーマンス (ドイツ語)  [英、仏、西語字幕]

DV01-099 (仙)

何もせずとも・・・進化させよ　　　　　　　 [日本語字幕] DV01-248 (仙)

チェリビダッケ・コンダクツ・ベルリンフィル　 [日本語字幕] DV01-991 (仙)

ブルックナー: 交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」
        　　　　　　　　　　　 (フランス語)　[仏、英、独語字幕]

DV01-994 (仙)

ドヴォルザーク: 交響曲第9番ホ短調「新世界より」、
チェリビダッケのドキュメント（1988年-1991年）
「ただ音楽に身を委ねて」                  [日本語字幕]

LD00-774
LD90-097

(仙)
(富)

仏映画『チェリビダッケの庭』              [日本語字幕] LD01-088 (仙)

ロンドン交響楽団 1980年日本公演     [日本語字幕] DV90-244 (富)

チョン・ミョンフン ベートーヴェンの贈り物 : こども音・楽・館 2003 DV00-560 (仙)

音楽の巨人たち : ベートーヴェンからブラームス、
ワーグナー、そしてマーラーへ : こども音・楽・館 2004

DV02-776 (調)

新世界との出会い : ドヴォルジャークとガーシュイン
                        : こども音・楽・館 2005

DV00-788 (仙)

まほうのふえ : モーツァルトの脳みそのひみつ : 
　The power of music「つたえたい、音楽のちから」
                        : こども音・楽・館 2006

DV00-946 (仙)

ミュージック・ラボ からだdeおんがく！
　　　　　　　　　　　  : こども音・楽・館 2007

DV01-107 (調)

ティーレマン ブラームス: 交響曲全集　v. 2　　　　　　[日本語字幕] DV02-386 (調)

リヒャルト・シュトラウス: ガラ&ドキュメンタリー[日本語字幕] DV02-410 (調)

メイキング・ヴァン・ベートーヴェン       [日本語字幕] DV90-442 (富)

ディスカヴァリング・シューマン 
        (ティーレマン、シューマン交響曲について語る）
                                                               [日本語字幕]

DV90-462 (富)
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指揮者 タイトル 請求記号

ドゥダメル Tango under the stars　　　　　　(英語)  [独、仏、西語字幕] BD00-143 (調)

就任コンサート 　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV01-435 (仙)

エル・システマ : クラシック・ドキュメンタリー　[日本語字幕] DV02-354 (調)

ヴェルディ: レクイエム インタビュー＆リハーサル 
                                                      [日本語字幕]

DV02-651 (調)

プロミス・オブ・ミュージック : 
エンリケ・サンチェス・ランチによるドキュメンタリー
　　　　　+2007年ボン・ベートーヴェン音楽祭における演奏
                                                   [日本語字幕]

DV90-284 (富)

トスカニーニ
トスカニーニ・イン・ヒズ・オウン・ワーズ 
                                       (英語)  [仏、独語字幕]

DV01-229 (調)

マエストロとヴェルディ           (英語) VT00-089 (立)

ドホナーニ クリストフ・フォン・ドホナーニ・イン・リハーサル　 (英語) DV01-934※ (仙)

西本智実 チャイコフスキー: 未完成交響曲 「ジーズニ」 DV90-188 (富)

ネゼ＝セガン ドキュメンタリー「ヤニック・ネゼ＝セガン」  [日本語字幕] DV90-458 (富)

ネルソン
J.S.バッハ: マタイ受難曲, BWV244
　　　　　　　　　　　　　　　　　(英語)　[英、仏、独語字幕]

DV02-422 (調)

J.S.バッハ: ミサ ロ短調, BWV232
　　　　　　　　　　　　　　　　　(フランス語、英語)　[英語字幕]

DV02-423 (調)

ベートーヴェン: ミサ・ソレムニス　(英語) DV02-424 (調)

ハイドン: 天地創造　(英語) DV02-425 (調)

ノイマン
永遠の巨匠ノイマン : ライフ・オブ・ア・コンダクター
                                                  [日本語字幕]

DV00-060 (仙)

 

スメタナ: 売られた花嫁」序曲、
ベートーヴェン:  レオノーレ序曲第3番 
 
(名指揮者達のリハーサル : こうして音楽は創られる. 1-2)
                                                  [日本語字幕]

LD01-035
LD90-219

(仙)
(富)

ノリントン ザ・ロマンティックス                          [日本語字幕] DV00-939 (仙)

ロジャー・ノリントン, リハーサル&パフォーマンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(英語)　[独、仏、西語字幕]

DV02-447 (調)

ハイティンク ブルックナー: 交響曲第9番ニ短調 : オーレル版1932年ほか DV01-400 (調)

コンダクティング・マスタークラス　（英語）
　　　　　　　　〃　　　　　　　（抜粋）

DV01-752
DV02-432

(仙)
(調)

バルビローリ サー・ジョン・バルビローリ・イン・リハーサル　(英語) DV01-929 (仙)
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指揮者 タイトル 請求記号

バレンボイム
ブーレーズ: ノタシオン I-IV　ほか
                              (英語)  [英、独、仏、西語字幕]

DV00-703 (仙)

ダニエル・バレンボイムの素顔            [日本語字幕] DV00-932 (仙)

ドキュメンタリー 「知ること、それが始まり」  [日本語字幕] DV00-955 (仙)

ダニエル・バレンボイムとシカゴ交響楽団 　（英語） DV02-456 (調)

ヨーロッパ・コンサート2014　フロム・ベルリン 
                                       (ドイツ語) [英、仏語字幕]

DV90-409 (富)

バーンスタイン
レナード・バーンスタイン, 
         Larger than ｌｉｆｅ～偉大なるカリスマ   [日本語字幕]

BD00-107 (調)

最後のメッセージ                  [日本語字幕] DV00-741 (仙)

バーンスタイン・イン・リハーサル・アンド・パフォーマンス
                  (英語、ドイツ語)  [英、独、仏、西語字幕]

DV01-053 (調)

バーンスタイン・コンダクツ・バーンスタイン  [日本語字幕] DV01-193 (仙)

与えるよろこび : レナード・バーンスタイン　イン・ジャパン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     [日本語字幕]

DV01-635 (調)

ミサ曲第７番ハ長調”戦時のミサ”     　　　  [日本語字幕]
DV01-652
DV01-669

(調)
(調)

ベートーヴェン, ハイドン　　　　   （英語） DV02-322 (調)

別れの告げ方                      [日本語字幕] ＶＴ01-002 (立)

レナード・バーンスタイン, リフレクションズ   [日本語字幕] DV90-311 (富)

バーンスタイン/メモリアル・ストーリー       [日本語字幕] LD90-137 (富)

答えのない質問
           : 1973年ハーバード大学での講座と実演

 　 1. 音楽的音韻論 ; 2. 音楽的統語論     [日本語字幕]
DV02-032
DV02-357

(調)
(調)

    3. 音楽的意味論 ; 4. 曖昧さの喜びと危険 [日本語字幕]
DV02-033
DV02-358

(調)
(調)

    5. 20世紀の危機 ; 6. 大地の詩           [日本語字幕]
DV02-034
DV02-359

(調)
(調)

レナード・バーンスタインニューヨーク・フィルハーモニック

　　1. モスクワ 　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV01-501 (調)

　　2. ヴェニス　　　　　　　　　　　　　　　　　 [日本語字幕] DV01-502 (調)

　　3. ザ・クリエイティヴ・パフォーマー 　　　[日本語字幕] DV01-503 (調)

　　4. リズム                                      [日本語字幕] DV01-504 (調)

　　5. ベルリン                                    [日本語字幕] DV01-505 (調)
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指揮者 タイトル 請求記号

バーンスタイン 
(続き)

ヤング・ピープルズ・コンサート

　　　セット（9枚組）  　　　　　　　　　　　　  (英語) DV02-138 (調)

　　　 1. 音楽ってなに？                       [日本語字幕]
VT00-585
LD90-124

(立)
(富)

       2. アメリカ音楽ってなに？             [日本語字幕]
VT00-586
LD90-125

(立)
(富)

       3. オーケストレーションってなに？   [日本語字幕]
VT00-587
LD90-125

(立)
(富)

       4. 交響楽はどのように作られる？   [日本語字幕]
VT00-588
LD90-126

(立)
(富)

       5. 古典派音楽ってなに？             [日本語字幕]
VT00-589
LD90-126

(立)
(富)

       6. 音楽の中のユーモア                [日本語字幕]
VT00-590
LD90-127

(立)
(富)

       7. 協奏曲ってなに？                   [日本語字幕]
VT00-591
LD90-127

(立)
(富)

       8. コンサート・ホールの中の民族音楽  [日本語字幕]
VT00-592
LD90-128

(立)
(富)

       9. 印象主義ってなに？                [日本語字幕]
VT00-593
LD90-128

(立)
(富)

     10. メロディーってなに？                [日本語字幕]
VT00-594
LD90-129

(立)
(富)

     11. ソナタ形式ってなに？               [日本語字幕]
VT00-595
LD90-129

(立)
(富)

     12. シベリウスを讃えて                  [日本語字幕] LD90-130 (富)

     13. 音楽の原子   :   音程を学ぼう    [日本語字幕]
VT00-597
LD90-130

(立)
(富)

     14. 旋法ってなに？                      [日本語字幕]
VT00-598
LD90-131

(立)
(富)

     15. ベルリオーズの「幻想」             [日本語字幕]
VT00-599
LD90-131

(立)
(富)

     16. グスタフ・マーラーの魅力          [日本語字幕]
VT00-600
LD90-132

(立)
(富)

     17. ハッピー・バースデー、ストラヴィンスキー！
                                                   [日本語字幕]

VT00-601
LD90-132

(立)
(富)

     18. ラテン･アメリカの精神              [日本語字幕]
VT00-602
LD90-133

(立)
(富)

     19. コンサート・ホールの中のジャズ     [日本語字幕]
VT00-603
LD90-133

(立)
(富)

     20. オーケストラの響き                 [日本語字幕]
VT00-604
LD90-134

(立)
(富)

     21. ショスタコーヴィチの誕生日を祝って　 [日本語字幕]
VT00-605
LD90-134

(立)
(富)
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指揮者 タイトル 請求記号

バーンスタイン 
(続き)

     22. 4分の3拍子に乾杯                 [日本語字幕]
VT00-606
LD90-135

(立)
(富)

     23. クイズ･コンサート :  あなたの音楽度は？ 
                                                  [日本語字幕]

VT00-607
LD90-135

(立)
(富)

     24. バレエの中の鳥たち               [日本語字幕]
VT00-769
LD90-136

(立)
(富)

     25. フィデリオ :  命の賛歌            [日本語字幕]
VT00-609
LD90-136

(立)
(富)

ヤング・ピープルズ・コンサート vol. 2

　　　セット（6枚組）  　　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV90-451 (富)

ヤング・ピープルズ・コンサート vol. 3

　　　セット（7枚組）  　　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV90-454 (富)

ザルツァウのレナード・バーンスタイン

 　 1. ”春の祭典”についての問題 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ドイツ語)  [独語字幕]

VT00-982 (立)

　　2. 120人の音楽家が１つのオーケストラになる
                              （ドイツ語、英語)  [独語字幕]

VT00-983 (立)

レナード･バーンスタインの偉大なる遺産. Part 3

   1. 少年鼓手 : バーンスタイン, マーラーを語る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

LD00-782
LD90-010

(仙)
(富)

   2. 別れの告げ方 : レナード･バーンスタインによる
       マーラー:  交響曲第9番のアナリーゼと解説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

LD00-783
LD90-222

(仙)
(富)

   3. 若者たちとバーンスタイン : ストラヴィンスキー:
      "春の祭典"リハーサル : バーンスタイン流教育法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

LD00-784
LD90-223

(仙)
(富)

   4. 私の三つのオーケストラ 　　　　　　　[日本語字幕]
DV01-692
LD00-785
LD90-224

(調)
(仙)
(富)

レナード・バーンスタイン 
           : シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭 
           : 教育、演奏、講義、マスタークラス   [日本語字幕]

DV02-824
  /02-825

(調)
(調)

バーンスタイン生誕100周年記念 : タングルウッド音楽祭
                                                          [日本語字幕]

DV02-839 (調)

レナード・バーンスタイン : オムニバス

　　　ベートーヴェンの「第5交響曲」　　　　[日本語字幕] DV90-190 (富)

　　　ジャズの世界　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV90-191 (富)

　　　指揮法　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV90-192 (富)

　　　アメリカのミュージカル　　　　　　　 　[日本語字幕] DV90-193 (富)

　　　現代音楽入門                           [日本語字幕] DV90-194 (富)

　　　ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽   [日本語字幕] DV90-195 (富)

　　　何がオペラを大きくしているか？       [日本語字幕] DV90-196 (富)
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指揮者 タイトル 請求記号

ビエロフラーヴェク
ドヴォルザーク: 交響曲全集
                              (チェコ語) [英、独語字幕]

DV02-578 (調)

ビシュコフ
ブラームス: 交響曲第1番&第2番 
                              (ドイツ語、英語) [仏、西語字幕]

DV00-567 (仙)

フリッチャイ
 /シェルヘン

フリッチャイ　スメタナ: モルダウ / シェルヘン  ベートーヴェ
ン:  ウェリントンの勝利
（名指揮者達のリハーサル : こうして音楽は創られる. 1-4)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

LD01-037
LD90-221

(仙)
(富)

ブリテン
ベンジャミン・ブリテン・イン・リハーサル・
                        アンド・パフォーマンス  (英語)

DV01-928 (仙)

ブリュッヘン 天国への九つの階段　　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV02-036 (調)

From the eighteenth century for Fryderyk Chopin
　　　　　　　　　　　　　　　(英語)   [英語、ポーランド語字幕]

DV02-439 (調)

フルトヴェングラー
音楽記録映画　フルトヴェングラー : その生涯の秘密
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[日本語字幕]

DV00-188 (仙)

フルトヴェングラーズ・ラブ　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV00-624 (仙)

情熱のロマンティスト　　　　　　　　　　 　　[日本語字幕] DV90-110 (富)

ドイツへの郷愁                                 [日本語字幕] DV90-274 (富)

フルトヴェングラー
  ほか

フルトヴェングラーと巨匠たち : ベルリン・フィル物語
長編音楽記録映画　（ワルター/ヨッフム/ベーム/
クナッパーツブッシュ/R.シュトラウス/チェリビダッケ）
                                                   [日本語字幕]

LD00-001
DV90-001
LD90-155

(仙)
(富)
(富)

プレヴィン アンドレ・プレヴィンの世界   (英語、ドイツ語)  [英語字幕] DV01-423 (調)

ブーレーズ

音楽の未来を継承する者たちへ : ピエール・ブーレーズと
                        ルツェルン・フェスティバル・アカデミー
               (フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語) 
                                      [英、独、仏語字幕]

DV01-520
DV02-449

(調)
(調)

ピエール・ブーレーズ、クリーヴランド管弦楽団、マグダレー
ナ・コッチェニャ、クリスティアン・ゲルハーヘル
              　　　　　　     (ドイツ語)   [独、英、仏語字幕]

DV02-023 (調)

ザルツブルグ・フェスティバルのオープニング・コンサート
             (ドイツ語)   [独、英、仏、西、中国、韓国語字幕]

DV02-024 (調)

ピエール・ブーレーズ、感性と分析
              　　　　　　     (英語、ドイツ語)   [英語字幕]

DV02-453 (調)

ピエール・ブーレーズ・ライヴ・アット・ルーヴル
              　　　　　　     (フランス語)   [英、独語字幕]

DV02-454 (調)

ピエール・ブーレーズ・コンダクツ・ストラヴィンスキー
                 「火の鳥」    (フランス語)   [英、独語字幕]

DV90-318 (富)

プレートル ジョルジュ・プレートル                         [日本語字幕]
DV00-265
LD00-639

(仙)
(仙)
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指揮者 タイトル 請求記号

ベーム ベーム/ウィーン・フィル1980年日本公演   [日本語字幕] DV90-144 (富)

ベーム/ウィーン・フィル1975年日本公演   [日本語字幕] DV90-146 (富)

ヘルヴェッヘ
Philippe Herreweghe et le verbe s'est fait chant 
　　　　　　　　　　　　　　　(フランス語)　[英、独、蘭語字幕]

DV02-671 (調)

ヘンゲルブロック ブラームス: 　交響曲全集　　　　　     [日本語字幕] DV02-633 (調)

マズア 指揮者マスタークラス

　メンデルスゾーン: 交響曲第4番「イタリア」　（英語） DV01-755 (仙)

マゼール
ワーグナー（マゼール編）: 交響組曲「ニーベルングの指環」 
  
 

BD00-049 (調)

マッツォーラ Le duc d'Albe, le reportage  (フランス語) DV02-682 (調)

ムーティ ムーティ コンダクツ ヴェルディ　　　　　　     [日本語字幕] DV02-188 (調)

レクチャー・コンサート

   1. ムーティ・ミーツ・ベルリオーズ 
　　　　　　　　　　　　　　　(イタリア語)　[英、仏、独語字幕]

DV90-320※ (富)

   2. ムーティとドパルデュー 
 
　　　　　(イタリア語、フランス語)　[英、仏、独、伊語字幕]

DV90-321※ (富)

   3. ムーティ・ミーツ・ヴェルディ　
　　　　　　　　　　　　　　　(イタリア語)　[英、仏、独語字幕]

DV90-322※ (富)

   4. ムーティ・ミーツ・シューベルト
　　　　　　　　　　　　　　　(イタリア語)　[英、仏、独語字幕]

DV90-323※ (富)

   5. ムーティー・ミーツ・チマローザ
　　　　　　　　　　　　　　　（イタリア語）　[英、独、仏語字幕]

DV01-647※ (調)

   6. ムーティ・ミーツ・パイジェッロ
　　　　　　　　　　　　　　　（イタリア語）　[英、独、仏語字幕]

DV01-648※ (調)

ムラヴィンスキィ
ムラヴィンスキーとレニングラード・フィル50年の歴史
                                                 [日本語字幕]

DV00-267 (仙)

エフゲニー・ムラヴィンスキー             [日本語字幕] DV00-268 (仙)

エフゲニー・ムラヴィンスキー : ソヴィエト・コンダクター : 
ロシアン・アリストクラト

DV00-469
DV90-111

(仙)
(富)

ムラヴィンスキィの至芸 : グリンカ: ルスランとリュドミラ序曲、
チャイコフスキィ: くるみ割り人形組曲より   (ロシア語)

VT00-816 (立)

ムラヴィンスキィの至芸

　     1-1 :  録音 : 1973, 84 VT00-781 (立)

        1-2 :  録音 : 1973 VT00-782 (立)

       1-3 :  録音 : 1978, 83 VT00-783 (立)

       1-4 :  録音 : 1982 VT00-784 (立)

       2-1 :  録音 : 1982 VT00-785 (立)

       2-2 :  録音 : 1983                      (ロシア語) VT00-786 (立)

       2-3 :  録音 : 1983, 84 VT00-787 (立)

       2-4 :  録音 : 1983, 84 VT00-788 (立)
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指揮者 タイトル 請求記号

メータ 奇跡の響演 DV01-904 (仙)

ズービン・メータ・イン・リハーサル　          (英語) DV01-932※ (仙)

アルバム「タイムレス～ブラームス＆ブルッフ ヴァイオリン協
奏曲集」制作舞台裏ドキュメンタリー　　(英語、ドイツ語)

DV02-725 (調)

ヤーコプス
バッハ: ヨハネ受難曲BWV245 : 
(1749年第4版)+(1725年第2版)  (ドイツ語）[英、仏語字幕]

DV02-572 (調)

Creating "The Creation" : the making of the recording 
                                           (英語)  [仏、独語字幕]

DV02-691 (調)

ヤノフスキー
プライヴェート・レッスン
　　　　　　（フランス語、ドイツ語）　 [仏、英、独語字幕]

DV01-773 (仙)

山本直純 山本直純の指揮法ABC
VT90-015
　 /90-016

(富)

ヤルヴィ (ネーメ) ネーメ・ヤルヴィ 70歳記念コンサート         (英語) DV01-139 (仙)

ヤルヴィ 
(パーヴォ)

マーラー: 交響曲第7, 8番　　 [日本語字幕]
BD00-096
DV90-380

(調)
(富)

パーヴォ・ヤルヴィとブレーメン・ドイツ室内フィルハーモニー
管弦楽団のコンサート・フィルム 
　　　　　 (英語)　 [英、独、仏、西、韓国語、中国語字幕]

DV02-086 (調)

マーラー: 交響曲第9, 10番　 [日本語字幕]
DV02-463
DV90-381

(調)
(富)

マーラー: 交響曲第1, 2番　 [日本語字幕] DV90-377 (富)

マーラー: 交響曲第3, 4番　 [日本語字幕] DV90-378 (富)

マーラー: 交響曲第5, 6番　 [日本語字幕] DV90-379 (富)

ラインスドルフ
シューマン: 交響曲第4番ニ短調作品120 : 
第1稿(1841年稿) (ラインスドルフの芸術. 3)  [日本語字幕]

DV00-248 (仙)

ラトル シューマン: 交響曲全集        （英語、ドイツ語） BD00-091 (調)

リズム・イズ・イット！ : ベルリンフィルと子どもたち
                                                  [日本語字幕]

DV00-611 (仙)

サイモン・ラトル・インタビュー ほか　　　　　　　[日本語字幕]
DV02-709
DV02-710

(調)
(調)

ビゼー : 歌劇「カルメン」 抜粋、録音風景及びインタビュー
                                     (英語)　  [日本語字幕]

DV02-738 (調)

シベリウス: 交響曲全集　　        　(英語)  [独語字幕] BD90-005 (富)

ヨーロッパ・コンサート2011 フロム・マドリッド (英語) DV90-406 (富)
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指揮者 タイトル 請求記号

ラトル (続き)
「リーヴィング・ホーム」20世紀の管弦楽曲(ラトルのガイドに
よる音楽旅行)

　　　　　第1集 : 火山の上の踊り　　　　 [日本語字幕] DV00-498 (仙)

          第2集 : リズム　　　　　　　　　　　[日本語字幕] DV00-593 (仙)

          第3集 : 色彩                        [日本語字幕] DV00-594 (仙)

          第4集 : 暗黒の風景をめぐる3つの旅
                                                  [日本語字幕]

DV00-569 (仙)

          第5集 : アメリカ流                 [日本語字幕] DV00-595 (仙)

          第6集 : 死からの復活            [日本語字幕] DV00-596 (仙)

          第7集 : モティーフ - そして今 -   [日本語字幕] DV00-610 (仙)

ブラームス: 交響曲全集、メイキング映像  （英語） DV90-430 (富)

リヒター カール・リヒターの遺産 : ドキュメンタリー   [日本語字幕] DV00-807 (仙)

ルセ
サリエリ: 「トロフォーニオの洞窟」 
リハーサル風景とインタビュー(フランス語) [英、独語字幕]

DV02-660 (調)

レークナー
ベートーヴェン: 序曲「プロメテウスの創造物」 : 作品43
ほか　(「ベルリン･伝統の息吹」ベルリン放送交響楽団
                                                   来日公演より. I)

LD90-163 (富)

ベートーヴェン: 序曲「レオノーレ」第3番 : 作品72a ほか　
(「ベルリン･伝統の息吹」ベルリン放送交響楽団
                            来日公演より. IV)    [日本語字幕]

LD90-185 (富)

ロジェストヴェンスキー
スヴャトスラフ・リヒテル, ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー
　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　[日本語字幕]

DV02-556 (調)
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指揮者 タイトル 請求記号

BD00-101 (調)

LD01-066
LD90-213

(仙)
(富)

DV90-364 (富)

BD00-093 (調)

DV00-737
LD00-939 
LD90-038

(仙)
(富)
(富)

DV02-494 (調)

LD90-008 (富)

LD00-002 (仙)

LD90-086 (富)

DV90-362 (富)

DV02-539 (調)

DV02-563 (調)

DV02-562 (調)

DV90-139 (富)

タイトル 請求記号

イン・リハーサル＆パフォーマンス
  (ショルティ/クライバー/ラインスドルフ/チェリビダッケ/ノイマン/フリッチャイ/ジュ
リーニ/ベーム)　　　　　　　　　　 　(ドイツ語)  [英、仏、西、伊語字幕]

黄金時代の伝説的な指揮者たち
  (カラヤン/ターリヒ/シェルヒェン/クリュイタンス/ムラヴィンスキー/クライバー/メン
ゲルベルグ/フルトヴェングラー/ミュンシュ/チェリビダッケ)     [日本語字幕]

クラシック音楽と冷戦　東ドイツの音楽家たち　(マズア/スイトナー) 
                                                                       [日本語字幕]

コレクターズ・エディション、指揮者編
 　　　　　　　　　　　 (ムラヴィンスキィほか） 　 　　　　(英語)　[独、英、仏、西語字幕]

今世紀の偉大な名指揮者たち
  (バルビローリ/ビーチャム/ニキシュ/R.シュトラウス/ワインガルトナー/ブッシュ/
ワルター/クレンペラー/フルトヴェングラー/トスカニーニ/ストコフスキー/クーセ
ヴィツキー/ライナー/セル/カラヤン/ヴァーンスタイン）       [日本語字幕]

指揮棒 ～ ミヒャエル・ヴェンデによるドキュメンタリー
  (ノット/ブロムシュテット ほか)   　　　　　　　　　 (ドイツ語、英語)  [独、英語字幕]

世紀の指揮者/大音楽会
  (フルトヴェングラー/トスカニーニ/ワルター/ブッシュ/ボルヒャルト/シリングス/ブ
レッヒ/クナッパーツブッシュ/クラウス/ベーム/カラヤン)    [日本語字幕]

世紀の指揮者　20
  (ニキシュ/マスカーニ/R.シュトラウス/トスカニーニ/ワルター/  アーベントロート/
ストラヴィンスキー/クナッパーツブッシュ/ミュンシュ/シェルヘン/ベーム/コンヴィ
チュニー/クリップス/カラヤン/ショルティ/ケンペ/クーベリック/サヴァリッシュ/マ
ゼール)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　桐朋学園大学附属図書館

世紀の指揮者　21
  (ニキシュ/マスカーニ/R.シュトラウス/トスカニーニ/ブレッヒ/ワルター/ストラヴィ
ンスキー/フルトヴェングラー/パプスト/クナッパーツブッシュ/ミュンシュ/シュミット
＝ゲントナー/ルコン/ベーム/クリップス/カラヤン/ショルティ/ケンペ/クーベリック
/サヴァリッシュ/マゼール)

ミュージック・イン・ジ・エア ～ テレビ放送におけるクラシック音楽の歴史
                                                                          　[日本語字幕]

ミラノ・スカラ座 : その黄金時代 v. 1  (アバド/ガンドルフィ/ヴォットー)
                                                                           [日本語字幕]

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　 v. 2  (ムーティ/ヴォットー)       [日本語字幕]

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　 v. 3  (アバド）  [日本語字幕]

ルツェルンの大指揮者たち : トスカニーニからアバドまで　　　   [日本語字幕]
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