
映像資料の中の
　　　ピアニストたち

演奏者 タイトル

アシュケナージ  アシュケナージ・イン・モスコウ　Vol. 1 LD00-480 (仙)

  　　　            〃　　　　　  　　　 Vol. 2 LD00-481 (仙)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲全集 DV90-174 (富)

アックス
 モーツァルト: ピアノ協奏曲第9番変ホ長調「ジュノム」
　　（IN: ジルヴェスター・コンサート2005)

DV02-764 (調)

ピアノ・マスタークラス

　ベートーヴェン:ピアノソナタ第2番　ほか DV01-743 (仙)

アドニ
 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第4番ト長調 op. 58
　　（IN: クレンペラー・ドキュメンタリー : ラスト・コンサート)

DV02-580 (調)

アファナシエフ  Valery Afanassiev on music DV02-734 (調)

アムラン  It's all about the music with Marc-Andre Hamelin DV00-887 (仙)

アラウ  ベートーヴェン: ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ほか DV01-734 (仙)

 クラウディオ・アラウ80歳記念リサイタル LD00-506 (仙)

 ベートヴェン: ピアノ協奏曲第5番「皇帝」　 LD00-514 (仙)

アルゲリッチ
 アルゲリッチ ピアノ協奏曲コンサート :
                                   別府アルゲリッチ音楽祭

BD00-027
DV01-862

(調)
(仙)

　　　  マルタ・アルゲリッチ＆ミッシャ・マイスキー BD00-035 (調)

 マルタ　アルゲリッチ DV00-303 (仙)

 バッハ,　バルトーク, グリーグ　ほか DV01-419 (仙)

 アルゲリッチの音楽夜話 DV01-485 (調)

 リスト: ピアノ協奏曲第１番変ホ長調 DV01-581 (調)

 アルゲリッチ・プレイズ・チャイコフスキー＆プロコフィエフ DV01-985 (仙)

 ピアノ デュオズ DV02-421 (仙)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第1番ハ長調op.15
　　（IN: From the eighteenth century for Fryderyk Chopin）

DV02-439 (調)

 マルタ･アルゲリッチ in ワルシャワ 2010
　　（IN: アルゲリッチ : 私こそ、音楽！)

DV02-465 (調)

 アルゲリッチ&バレンボイム・イン・テアトロ・コロン DV02-551 (調)

 第19回「別府アルゲリッチ音楽祭」 DV02-796 (調)

 アルゲリッチ/フレイレ LD00-036 (仙)

 アルゲリッチ・コンサート LD00-106 (仙)

アルダシェフ  ドヴォルザーク: ピアノ協奏曲ト短調 DV01-839 (仙)

2020年11月現在

※リージョンフリーのDVDプレイヤーで視聴してください

請求記号
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演奏者 タイトル 請求記号

アンデルジェフスキー  ピョートル・アンデルジェフスキー : ディアベッリ変奏曲 DV00-681 (仙)

 アンクワイエット・トラベラー DV01-271 (調)

イヴァルディ  ラ･ロック･ダンテロン音楽祭 2004 DV02-445 (調)

イーティン  ムソルグスキー: 展覧会の絵/プロコフィエフ: ソナタ第6番 DV01-776 (仙)

 室内楽の夕べ : マイアミ国際ピアノフェスティバルよりライヴ映像 DV02-076 (調)

井上直幸  作曲家の世界 : バッハからドビュッシーまで
DV00-960
ＶＴ00-854
VT90-049

(仙)
(立)
(富)

 さまざまなテクニック : タッチとペダリング
DV00-961
VT00-855
VT90-050

(仙)
(立)
(富)

ヴァーリョン  バルトークのピアノで　v. 2 DV01-418 (調)

ヴィニクール  トッカータ～ハープシコードのための近代アメリカ音楽集 BD00-104 (調)

ヴェデルニコフ  アナトーリ・ヴェデルニコフの至芸 DV90-248 (富）

ウゴルスキ  ウゴルスキ　イン　ハンブルク VT00-567 (立)

内田光子  ベートーヴェン: ピアノ協奏曲全集(第1～5番) BD00-180 (調)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番ニ短調K466
　　（IN: ジルヴェスター・コンサート2006）

DV02-765 (調)

 ドビュッシー　12のエチュード
LD00-372
LD90-101

(仙)
(富)

 モーツァルト　イン　ジャパン LD00-491 (仙)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第13番＆第20番 DV90-137 (富）

 内田光子＆ズービン・メータの芸術 DV90-242 (富）

ヴラセンコ  モスクワ音楽院ピアノ・マスタークラス VT00-636 (立)

エマール  バッハ: フーガの技法から　ほか DV01-273 (仙)

エンゲラー  Confidences à quatre mains DV02-680 (調)

オピッツ  ベートーヴェン: ピアノソナタ第8番　 VT00-616 (立)

 ベートーヴェン: ピアノソナタ第14番　「月光」 VT00-617 (立)

 ベートーヴェン: ピアノソナタ第23番　「熱情」 VT00-618 (立)

 ベートーヴェン: エリーゼのために ＆　やさしいソナタ VT00-619 (立)

オールソン  アート・オブ・ショパン DV01-570 (仙)

 ブラームス: ピアノ協奏曲第2番　ほか DV01-682 (調)

オレイニチャク  ショパン: ピアノ協奏曲ヘ短調 ほか DV90-361 (富)

カサドシュ  フランチェスカッティ & カサドシュ
DV00-839
DV90-112

(仙)
(富)
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演奏者 タイトル 請求記号

カツァリス  イン・メモリアム・ショパン DV01-007 (仙)

 ショパンを弾く
VT00-570
VT00-681

(立)
(立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 1 : プレリュード第15番　ほか
VT00-571
VT00-674

(立)
(立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 2　幻想即興曲　ほか VT00-675 (立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 3　ノクターン第2番　ほか VT00-676 (立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 4　ポロネーズ第1番　ほか VT00-677 (立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 5　バラード第3番　ほか VT00-678 (立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 6　スケルツォ第2番 VT00-679 (立)

 ショパンを弾く. レッスン篇 7　エチュード第3番　ほか VT00-680 (立)

ガブリリュク  マイアミ・インターナショナル・ピアノ・フェスティバル
 プレゼンツ・アレクサンダー・ガブリリュク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン・リサイタル 2007

DV00-999 (仙)

 　　　　　　　　  　          〃　        　　　　　　 　 2005 DV01-177 (仙)

 アレクサンダー・ガブリリュク・ピアノ・リサイタル DV01-185 (仙)

ガブリーロフ  J.S.バッハ: 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 no. 1-12 DV01-569 (仙)

キーシン  ショパン: ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 ほか BD00-002 (調)

 グリーグ: ピアノ協奏曲イ短調 （IN: Gala from Berlin 2011） BD00-046 (調)

 ショパン生誕200年ガラ・コンサート DV01-642 (調)

 ショパン: ピアノ協奏曲第1番ホ短調 op.11ほか
 (IN: イスラエル・フィル : 創立75周年記念コンサート(2011))

DV02-043 (調)

 音楽の贈り物 : エフゲニー･キーシン : ドキュメンタリー ＶＴ00-865 (立)

 エフゲニー・キーシン・プレイズ・シューベルト、ブラームス、
バッハ、リスト、グルック

DV90-253 (富)

 チャイコフスキー: ピアノ協奏曲第1番変ロ短調op.23
 (IN: ジルヴェスター・コンサート1988)

DV02-754 (調)

 グリーグ: ピアノ協奏曲イ短調op.16
 (IN: ジルヴェスター・コンサート2011)

DV02-769 (調)

清塚信也  キヨヅカ　ランド　PV「agitato!」 DV02-722 (調)

ギレリス  ピアノ・コンチェルトの夕べ DV00-070 (仙)

 エミール・ギレリス・ライヴ・イン・モスクワ v. 1 DV01-077 (仙)

                             〃　　　　　　　　 　   v. 2 DV01-094 (仙)

                             〃　　　　　　　　 　   v. 3 DV01-076 (仙)

                             〃　　　　　　　　 　   v. 4 DV01-078 (仙)

                             〃　　　　　　　　 　   v. 5 DV01-187 (仙)

 エミール・ギレリス・イン・コンサート DV01-332 (調)

 チャイコフスキー: ピアノ協奏曲第1番 ほか DV90-105 (富)

 エミール・ギレリス・リサイタル : ベートーヴェン、
  メンデルスゾーン、モーツァルト、シューマン

DV90-180 (富)
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演奏者 タイトル 請求記号

クライバーン  ヴァン・クライバーン, コンサート・ピアニスト DV02-162 (調)

クラウス  リリー・クラウス イン リサイタル DV00-762 (仙)

クリダ  フランス・クリダ・プレイズ・リスト LD00-525 (仙)

グリモー  エレーヌ・グリモー, 狼と生きて DV01-140 (調)

 ラフマニノフ: ピアノ協奏曲第2番 DV01-364 (調)

 ラヴェル: ピアノ協奏曲 DV01-571 (調)

クリーン  ピアノでモーツアルトを LD00-373 (仙)

グルダ  So what ?! フリードリヒ・グルダ, ポートレート DV00-956 (仙)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 DV01-498 (調)

 フリードリヒ・グルダ, 
　アイ・ラヴ・モーツァルト・アンド・アイ・ラヴ・バーバラ

DV02-019 (調)

 フリードリヒ・グルダ・プレイズ・ベートーヴェン, バッハ DV02-088 (調)

 モーツァルト: ピアノソナタ集
LD00-493
LD01-192

(仙)
(仙)

 フリードリヒ・グルダ　ソロ・フライト LD00-505 (仙)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番, 第26番「戴冠式」 LD01-166 (仙)

 グルダ, ノン・ストップ LD90-069 (富)

グールド  グレン・グールド : ピアノの錬金術師
DV00-238 
DV00-249

(仙)
(仙)

       グレン・グールド : ロシアの旅 DV00-625 (仙)

 グレン・グールド : ヒアアフター、時の向こう側へ DV00-749 (仙)

 ゴールドベルク変奏曲BWV988 DV01-026 (仙)

 グレン・グールド　ピアノ演奏の秘密
LD00-037 
LD00-120

(仙)
(仙)

       グレン・グールド　ベートーヴェンを弾く
LD00-208
LD01-184

(仙)
(仙)

 グレン・グールド・コレクション　I

LD00-596
       /601
DV90-286
       /291

(仙)

(富)

 グレン・グールド・コレクション　II　
LD00-752
LD00-753
LD90-071

(仙)
(立)
(富)

 グレン・グールドをめぐる32章
LD00-816
LD90-072

(仙)
(富)

 グレン・グールド : 27歳の記憶
VT00-884 
VT00-898

(立)
(立)

グレインジャー  グリーグ: ピアノ協奏曲イ短調op.16　ほか
BD00-161
BD00-162

(調)
(調)

黒田亜樹  ブルクミュラー: 25の練習曲集op.100　ほか DV90-439 (富)

グローバー  グローバー・ピアノ教本/レッスンの展開 下巻 VT90-036 (富)

ケナー  ショパン: ピアノ協奏曲ホ短調 ほか DV90-361 (富)
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演奏者 タイトル 請求記号

ゲルナー  ネルソン・ゲルナー・プレイズ・ベートーヴェン,　ショパン DV01-630 (調)

 ショパン: アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
                                                               ほか

DV90-361 (富)

コヴァセヴィッチ  スティーヴン・コヴァセヴィッチ・プレイズ・バッハ,
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シューマン,　ベートーヴェン

DV01-599 (調)

ピアノ・マスタークラス

　シューベルト: 即興曲Op.90　第1番　ほか DV01-728 (仙)

　ショパン: 幻想曲ヘ短調 DV01-744 (調)

　ベートーヴェン: ピアノソナタ第21番・第31番 DV01-754 (仙)

　ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第2番 DV01-795 (仙)

コジュヒン
 プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第1番op.10
　　（IN: 初期のプロコフィエフ）

DV02-785 (調)

小菅優  メンデルスゾーン: ピアノ協奏曲第1番 DV01-413 (調)

コチシュ  ピアノ・リサイタル DV00-408 (仙)

 バルトークのピアノで　v. 1 DV01-417 (調)

 シューマン: 子供の情景 ほか DV01-998 (仙)

ゴードン  Memorization in piano performance VT00-762 (立)

小林愛実  ショパン: エチュード嬰ハ短調op.10-4　ほか DV02-690 (調)

コロリオフ  ゴルトベルク変奏曲 : BWV988 : 
       フロム・ライプツィヒ・ゲヴァントハウス : 
       ライプツィヒ・バッハ・フェスティバル

DV01-232 (調)

近藤嘉宏  ショパン・ライヴ！ : フェスティバルホール2008 DV01-214 (仙)

サイ  展覧会の絵Live DV02-016 (調)

 鬼才！天才！ファジル・サイ！ DV90-237 (富)

シフ  アンドラーシュ・シフ・プレイズ・バッハ (録音：2010年) BD00-007 (調)

 ベートーヴェン、シューベルト、モーツァルト BD00-115 (調)

 バッハ: 平均律クラヴィーア曲集第2巻 BD00-195 (調)

 バッハ: 6つのイギリス組曲 DV00-656 (仙)

 アンドラーシュ・シフ・アット・ザ・シアター・オリンピコ DV01-306 (仙)

 アンドラーシュ・シフ・プレイズ・バッハ (録音：1989年) DV01-997 (仙)

 シューマン: クライスレリアーナ ほか DV01-998 (仙)

 バルトーク: ピアノ協奏曲第3番
LD00-926
LD90-121

(富)
(富)

レクチャー・リサイタル
　ベートーヴェン: ピアノソナタ第30番・31番・32番
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　第31番のみ

DV01-738
DV02-432

(調)
(調)
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演奏者 タイトル 請求記号

シフ (続き) キーボード・マスタークラス

　バッハ: パルティータ第2番 DV01-760 (調)

　シューベルト: 楽興の時 第1番, 第3番, 第4番
　　　　　　　　　〃　　　　　 （抜粋）

DV01-761
DV02-432

(調)
(調)

シフラ  ジョルジュ・シフラ DV00-621※ (仙)

 ジョルジュ・シフラ・リサイタル LD01-060 (仙)

ジャレット  東京ソロ2002 DV00-981 (仙)

 ソロ・トリビュート DV01-029 (調)

 キース・ジャレット,  ラスト・ソロ DV01-034 (調)

ゼルキン (ルドルフ)  ベートーヴェン: ピアノソナタ作品109/110/111 LD00-500 (仙)

ソコロフ  グレゴリー・ソコロフ, シャンゼリゼ劇場リサイタル
DV01-080
DV90-316

(仙)
(富)

 A conversation that never was DV02-664 (調)

髙井羅人  キヨヅカ　ランド　PV「agitato!」 DV02-722 (調)

タリアフェロ  プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第3番ハ長調op.28　ほか DV02-692 (調)

タール &　  ピアノ連弾の楽しみ. レッスン編　1 : モーツアルト　ほか LD00-779
LD90-138

(仙)
(富)

　　グロートホイゼン  　　　　　〃　　　　　　. レッスン編　2 : ブラームス　ほか LD00-798 (仙)

     　　　〃            . 模範演奏編 : ブラームス　ほか LD00-797 (仙)

ダルベルト  シューベルト: 楽興の時　D.780　ほか LD00-579 (仙)

タン  アート・オブ・トイピアノ : マーガレット・レン・タンの世界 DV00-921 (仙)

ダンブリクール  永遠のスカルラッティ DV01-015※ (仙)

チッコリーニ  アルド・チッコリーニ DV01-481 (調)

ツィマーマン  バーンスタイン: 交響曲第2番「不安の時代」 DV01-193 (仙)

 ツィマーマン・ピアノ・リサイタル
LD00-261
LD01-044

(仙)
(仙)

 ベートヴェン: ピアノ協奏曲第3番／第4番 LD00-392 (仙)

 ベートヴェン: ピアノ協奏曲第5番「皇帝」　 LD00-393 (仙)

 ベートヴェン: ピアノ協奏曲全集 DV90-250 (富)

 ブラームス: ピアノ協奏曲第1番・第2番
LD01-188
LD90-149

(仙)
(富)

辻井伸行  川のささやき〜辻井伸行サントリーホールlive! DV02-161 (調)

デミジェンコ  ショパン: ピアノ協奏曲第1番ホ短調 ほか BD00-002 (調)

 J.S.バッハ: 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 no. 1-12 DV01-569 (仙)

 ショパン生誕200年ガラ・コンサート DV01-642 (調)
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演奏者 タイトル 請求記号

デームス  J.S.バッハ: 平均律クラヴィーア曲集演奏法の研究 VT00-847 (立)

デュオ・
レヒナー・ティエンポ

 ベル・エポック DV90-440 (富)

テューレック  ロザリン・テューレック　バッハ・リサイタル DV02-000 (調)

トリフォノフ  プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第3番ハ長調op.26 DV02-786 (調)

 ダニール・トリフォノフ : 音楽の魔術 DV02-890 (調)

仲道郁代  ショパン・ライヴ・アット・サントリーホール DV02-628 (調)

 永遠のショパン DV90-414 (富)

 仲道郁代　ショパン、ブラームス、エルガー LD00-515 (仙)

ナルディ  リヒャルト・ワーグナー DV02-587 (調)

 Beethoven backstage DV02-588 (調)

 ケルビーニ, ハイドン DV02-718 (調)

ニコライエワ  ショスタコーヴィチ: 前奏曲とフーガ DV01-106 (仙)

ネイガウス  永遠の貴公子スタニスラフ・ネイガウス ショパンを弾く DV90-245 (富)

萩原麻未  ジュネーブ国際音楽コンクール2010ライヴ : 萩原麻未優勝 DV90-348 (富)

バケッティ  J.S.バッハ: ゴルトベルク変奏曲 DV01-104 (調)

バックハウス  ウィーン芸術週間1962
DV00-223
DV90-213

(仙)
(富)

パドヴァ  モーツァルト 1785-1786 DV02-573 (調)

バドゥラ＝スコダ
 アン・イブニング・オブ・ミュージック・ウィズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウル・バドゥラ＝スコダ

DV01-074 (仙)

ハフ
ラフマニノフ: パガニーニの主題による狂詩曲 ほか
（IN: ヴァルトビューネ2007～ラプソディーズ）

DV02-595 (調)

ピアノ・マスタークラス

リスト: スペイン狂詩曲 ほか DV01-753 (調)

林秀光  バッハの解釈 : ゴールドベルク変奏曲 DV01-788 (仙)

バレンボイム
 ワルシャワ・リサイタル :
 ダニエル・バレンボイム・プレイズ・ショパン

BD00-003
DV01-629

(調)
(調)

 リスト＆ワーグナー BD00-030 (調)

 ドビュッシー: 前奏曲　第1集
BD00-100
DV00-165

(調)
(仙)

 ダニエル・バレンボイムの素顔 DV00-932 (仙)

 ガラ・フロム・ベルリン  "インヴィテーション・トゥ・ザ・ダンス" DV01-182 (仙)

 ファリャ: スペインの庭の夜　交響的印象 DV01-360 (調)

 バルトーク: ピアノ協奏曲第1番 DV01-583 (調)

 ダニエル・バレンボイム : 50イヤーズ・オン・ステージ DV01-653 (仙)

 モーツァルト: ピアノソナタ全集 DV01-830 (仙)
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演奏者 タイトル 請求記号

バレンボイム (続き)
 ダニエル・バレンボイム・プレイズ・
                　　　　　　　　バッハ・ゴルトベルク変奏曲

DV01-916 (仙)

 ブラームス: ピアノ協奏曲第1番ニ短調 op.15
 (IN: イスラエル・フィル : 創立70周年記念コンサート (2006))

DV02-043 (調)

 ベートーヴェン: ピアノソナタ 第1番-第6番 DV02-090 (調)

 　　　　　　　　　〃　　　　　　　第7番-第13番 DV02-097 (調)

 ピアノ デュオズ DV02-421 (仙)

 アルゲリッチ&バレンボイム・イン・テアトロ・コロン DV02-551 (調)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第4番ト長調作品58
　　（IN: ザルツブルグ音楽祭オープニング・コンサート2010）

DV02-564 (調)

 チャイコフスキー : ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 op. 23
 （IN: ヴァルトビューネ1997～サンクト・ペテルブルク・ナイト）

DV02-604 (調)

 ベートーヴェン: ソナタ　「ワルトシュタイン」／「熱情」 LD00-509 (仙)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第1番ハ長調op.15
    (IN: ベルリンの壁開放コンサート)

LD01-232 (仙)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第22番変ホ長調K. 482
　　（IN: ヨーロッパコンサート2006フロム・プラハ, 
           オール・モーツァルト・プロ)

DV90-184
DV90-401

(富)
(富)

 ブラームス: ピアノ協奏曲第1番ニ短調op. 15
　　（IN: ヨーロッパコンサート2004フロム・アテネ）

DV90-236
DV90-399

(富)
(富)

 バレンボイム、クーベリック 夢の競演 DV90-255 (富)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第5番変ホ長調作品73「皇帝」
　　（IN: ヨーロッパコンサート1994フロム・マイニンゲン）

DV90-389 (富)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第13番ハ長調K. 415
　　（IN: ヨーロッパコンサート1997フロム・ヴェルサイユ）

DV90-392 (富)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第22番, 23番, 24番 LD90-002 (富)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第25番, 26番, 27番 LD90-003 (富)

 ブラームス: ピアノ協奏曲第1番, 第2番 LD90-031 (富)

 ピアノ協奏曲集 : シューマン、チャイコフスキー第1番 LD90-080 (富)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466 ほか LD90-192 (富)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467 ほか LD90-193 (富)

バレンボイム・オン・ベートーヴェン

 1. ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ全集 1 & 2 DV00-973 (仙)

 2. ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ全集 3 & 4 DV00-974 (仙)

 3. ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ全集 5 & 6 DV00-975 (仙)

 4. ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ全集 7 & 8 DV00-976 (仙)

 5. マスタークラス v. 1 : カドゥーチ, アブド＝アシュカール, 
                                                                ランラン

DV00-977 (仙)

 6.       　〃　　 　 v. 2 :  ウォスネル, バックス, ビス DV00-978 (仙)

バーンスタイン  ガーシュウィン＆アイヴス DV01-192 (仙)
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演奏者 タイトル 請求記号

ヒューイット  バッハ・パフォーマンス・オン・ザ・ピアノ DV01-030 (仙)

 J.S.バッハ: 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 no. 13-24 DV01-569 (仙)

ビルソン  Knowing the score DV00-831 (仙)

ピレシュ  シューマン: ピアノ協奏曲イ短調作品54
BD00-103
BD00-105

(調)
(調)

 モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466
   （IN: ヨーロッパコンサート2003フロム・リスボン）

DV00-763
DV02-450
DV90-398

(仙)
(調)
(富)

 モーツァルト : ピアノソナタ　K.332　ほか LD00-527 (仙)

ヒンソン  Performance practices in romantic piano　music VT00-775 (立)

ヒンターホイザー  シューベルト: 冬の旅 BD00-145 (調)

ザ・ファイヴ・
　　　　ブラウンズ

 ラプソディ・イン・ブルー : ノー・バウンダリーズ
DV02-657
DV02-658

(調)
(調)

フィッシャー (ユリア)  グリーグ: ピアノ協奏曲イ短調 DV01-604 (仙)

フェヴリエ  プーランクとその仲間達 DV02-537 (調)

フォークト  ラルス・フォークト ヴェルビエ音楽祭2011 ライヴ DV01-996 (仙)

 グリーグ: ピアノ協奏曲イ短調op. 16
　　（IN: 「音楽」 : 人生行路）

DV02-540 (調)

ブゾネ  ヤナーチェク : 「草陰の小径にて」第1集　ほか LD00-512 (仙)

ブッフビンダー  ブラームス: ピアノ協奏曲第1番・第2番 BD90-013 (富)

 ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ全集　v. 1 BD00-148 (調)

　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　 v. 2
BD00-149
DV02-543

(調)
(調)

　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　 v. 3
BD00-150
DV02-542

(調)
(調)

ブーニン  ブーニン　東京リサイタル　1987 LD00-516 (仙)

 ブーニン・ショパン・リサイタル（八ｹ岳高原音楽堂） LD00-523 (仙)

　　  スタニスラフ・ブーニン　ミュンヘン・リサイタル LD00-635 (仙)

 テアトロ・オリンピコ・ライヴ LD90-143 (富)

　　  ミラノ・スカラ座のブーニン LD90-144 (富)

フライシャー
 ラヴェル: 左手のための協奏曲 
     (IN: ヴァルトビューネ1992～フレンチ・ナイト)

DV02-609 (調)

ブラトケ  ヴィラ＝ロボス: ブラジルの魂 DV90-324 (富)

プーランク  プーランクとその仲間達 DV02-537 (調)

フランソワ  ショパン: ピアノ協奏曲第2番 LD00-479 (仙)

 ピアノの詩人、サンソン・フランソワ LD00-826 (仙)

 ラヴェル: 左手のためのピアノ協奏曲 ほか DV90-108 (富)

フランツ  シューマン: ピアノ協奏曲イ短調作品54 LD01-226 (仙)

フリエール  ヤコフ・フリエール 2曲のコンチェルトを弾く DV90-247 (富)
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演奏者 タイトル 請求記号

プリュデルマシェ  珠玉のラヴェル野外コンサート DV01-644 (調)

プレヴィン  アンドレ・プレヴィンの世界 DV01-423 (調)

プレスラー
 モーツァルト: ピアノ協奏曲第23番イ長調　ほか
     (IN: ジルヴェスター・コンサート2014）

DV02-770 (調)

プレトニョフ  リスト: ピアノ協奏曲第2番 DV01-579 (調)

 ラヴェル: スペイン狂詩曲
　　（IN: ジルヴェスター・コンサート1997）

DV02-756 (調)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第2番変ロ長調作品19
　　（IN: ヨーロッパコンサート2000フロム・ベルリン）

DV90-395 (富)

ブレハッチ  ラファウ・ブレハッチ : ショパン・コンクール・ライブ2005   1 DV90-117 (富)

　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   2 DV00-814 (仙)

ブレンデル  Alfred Brendel in portrait
DV00-176 
DV00-214

(仙)
(仙)

 リスト: 巡礼の年第2年「スイス」／第3年「イタリア」
DV01-334
LD00-498

(調)
(仙)

 シューベルト: ピアノ作品集　1 DV01-340 (調)

　　　　　　　　　〃　　　　　　　 2 DV01-341 (調)

　　　　　　　　　〃　　　　　　　 3 DV01-342 (調)

　　　　　　　　　〃　　　　　　　 4 DV01-343 (調)

　　　　　　　　　〃　　　　　　　 5 DV01-344 (調)

 アルフレート・ブレンデル・オン・ミュージック :
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3つのレクチャー

DV01-770
DV01-826

(仙)
(仙)

 ベートーヴェン: ピアノソナタ第17番作品31-2 ［テンペスト]             LD00-765 (仙)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第3番 DV90-218 (富）

 シューベルト: 最後の3つのソナタ DV90-240 (富）

ブロンフマン
 ラフマニノフ: ピアノ協奏曲第3番ニ短調作品30
　（IN: ロシアン・リズム）

DV02-021 (調)

 ラフマニノフ: ピアノ協奏曲第3番ニ短調 op. 30
　（IN: ヴァルトビューネ2009～ロシアン・リズム）

DV02-594 (調)

ヘーエンリーダー  ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第2番・第3番 DV90-421 (富)

ベギン  バーチャル・ハイドン : 鍵盤独奏曲全集 BD00-112 (調)

ペトルチアーニ  情熱のピアニズム : ミシェル・ペトルチアーニ DV02-569 (調)

ヘミング　フジコ  あるピアニストの軌跡 DV00-008 (仙)

ペライア  シューマン: ピアノ協奏曲イ短調作品54 DV01-400 (調)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲全集 LD00-375 (仙)

 バルトーク: 2台ピアノと打楽器のためのソナタ LD00-519 (仙)

 マレイ・ペライア・イン・パフォーマンス
LD00-602
LD90-168

(仙)
(富)
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演奏者 タイトル 請求記号

ベルマン  ラザール・ベルマン, 1988東京リサイタル DV01-161 (仙)

ピアノ・マスタークラス

　ドビュッシー: ピアノのために DV01-901 (仙)

　ベートーヴェン: エロイカ変奏曲 DV01-902 (仙)

　ショパン: スケルツォ第1番 DV01-903 (仙)

ヘルムヒェン
 マルティン・ヘルムヒェン・プレイズ・バッハ, リスト, 
                                               ベートーヴェン

DV01-999 (仙)

ペルルミュテール  ベートーヴェン、ラヴェル、ドビュッシー、ショパン LD00-526 (仙)

ベレゾフスキー  ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティヴァル2002 DV00-282 (仙)

 Confidences à quatre mains DV02-680 (調)

 チャイコフスキー: ピアノ協奏曲第1番変ロ短調op.23
   (IN: チャイコフスキー生誕150年記念ガラ・コンサート）

LD01-228 (仙)

ペンティエ  ラ･ロック･ダンテロン音楽祭 2004 DV02-445 (調)

ポゴレリチ  イーヴォ・ポゴレリチ・リサイタル DV00-559 (仙)

 イーヴォ・ポゴレリチ・イン・レアレ・ディ・ラッコニージ城 DV01-079 (仙)

 ポゴレリチ・プレイズ・ショパン　＆　スクリャービン LD00-510 (仙)

 Pogorelich in Castello Reale de Racconigi LD00-511 (仙)

堀江真理子
 堀江真理子のペダルテクニック :
      ピアノの美しい響きと表現のために : 基礎編

DV90-263 (富)

ポリーニ  モーツァルト: ピアノ協奏曲　K.459,　K.488 DV00-096 (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 DV00-743 (仙)

 ベートーヴェン:  ピアノ協奏曲第5番「皇帝」・第3番 DV01-279 (調)

 マウリツィオ・ポリーニ、巨匠の手から DV02-548 (調)

 ブラームス:  ピアノ協奏曲第1番ニ短調op.15　ほか DV02-723 (調)

ホルショフスキー
 ミエチスラフ・ホルショフスキー
                           カザルス・ホール・ライヴ1987

DV00-564 (仙)

ボレット  ボレットの遺産 : リスト＆ショパン・リサイタル DV00-566 (仙)

ホロヴィッツ
 ホロヴィッツ・イン・モスクワ

DV01-412
DV01-896
LD00-119

(仙)
(仙)
(仙)

 ホロヴィッツ・プレイズ・モーツァルト DV01-894 (仙)

        ホロヴィッツ・ピアノ・リサイタル・イン・ウィーン
DV01-895
LD00-390

(仙)
(仙)

 ホロヴィッツ・イン・ロンドン DV01-897 (仙)

 ホロヴィッツ・コンサート : ザ･ラスト･ロマンティックより
DV01-898
LD00-492
LD90-037

(仙)
(仙)
(富)
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演奏者 タイトル 請求記号

ホロヴィッツ (続き)  ホロヴィッツの想い出
LD00-733
LD90-173

(仙)
(富)

 　　　　　　〃　　　　　　　 (ドキュメンタリーのみ) DV01-893 (仙)

 　　　　　　〃　　　　　　　 (コンサート、インタビュー) DV90-432 (富)

 Vladimir Horowitz plays Mozart DV02-775 (調)

ホロデンコ  プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第5番ト長調op.55 DV02-786 (調)

マガロフ  R. シュトラウス: ピアノと管弦楽のためのブルレスケ DV01-499 (調)

 プライヴェート・レッスン DV01-771 (仙)

 スクリアビン: 12のエチュードOp.8 ほか
LD00-529
LD00-560

(仙)
(仙)

マキシム  エッセンシャル・マキシム DV00-599 (仙)

 マキシム/ワールド・プレミア・パフォーマンス DV00-600 (仙)

マクレガー  平均律クラヴィーア曲集 第1巻 no. 13-24 DV01-569 (仙)

ピアノ・マスタークラス

　メシアン: 幼子イエスに注ぐ20のまなざし DV01-742 (仙)

マーシャル
 ガーシュウィン: ラプソディー・イン・ブルー ほか
   (IN: ヴァルトビューネ1995～アメリカン・ナイト)

DV02-606 (調)

マツーエフ
 ラフマニノフ: ピアノ協奏曲第2番ハ短調op.18 ほか
　　（IN: Yuri Temirkanov conducts 
　　　　　Rachmaninov & Rimsky-Korsakov）

DV02-366
DV02-427

(調)
(調)

 プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第2番op.16
　　（IN: 初期のプロコフィエフ）

DV02-785 (調)

松下奈緒  アジアンタムブルー組曲～藍の記憶 DV02-668 (調)

マッツォーニ  モーツァルト 1785-1786 DV02-573 (調)

ミケランジェリ  ベートーヴェンを弾く DV02-031 (調)

 伝説のルガーノ・リサイタル1981 DV00-255 (仙)

 鍵盤の巨人たち　ミケランジェリ＆リヒテル DV00-297 (仙)

 ミケランジェリ・プレイズ・ベートーヴェン DV00-598 (仙)

 ミケランジェリ・プレイズ・ショパン DV00-615 (仙)

 ミケランジェリ・プレイズ・ドビュッシー DV00-632 (仙)

 ミケランジェリ DV01-022 (仙)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第5番 DV01-052 (仙)

 ミケランジェリ  ショパン v. 1 ＶＴ00-998 (立)

 ミケランジェリ  ショパン v. 2 ＶＴ00-999 (立)

 ミケランジェリ  ガルッピ、スカルラッティ、ベートーヴェン ＶＴ01-000 (立)

 ミケランジェリ  ドビュッシー ＶＴ01-001 (立)

メルニコフ  シューマン: ピアノ協奏曲イ短調作品54 DV02-557 (調)
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演奏者 タイトル 請求記号

ユジャ・ワン  メンデルスゾーン: ピアノ協奏曲第1番　ほか DV01-651 (仙)

 ユジャ・ワン : Through the eyes of Yuja : ドキュメンタリー DV02-838 (調)

 プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第3番 DV90-327 (富)

ユッセン兄弟  シューベルト: 幻想曲ヘ短調D940(作品103） DV90-441 (富)

ユンディ・リ  ユンディ・リの肖像 : 若きロマンティスト DV01-611 (調)

 ユンディ・リ ライブ・イン・コンサート DV90-116 (富)

 ショパン: ノクターン第2番変ホ長調op.9 no.2 DV02-701 (調)

 感動のショパン・ライヴ・イン北京 DV02-703 (調)

 ベートーヴェン: 「悲愴」ソナタ第2楽章・第3楽章(抜粋) DV02-708 (調)

 ベートーヴェン: 「皇帝」抜粋
 リムスキー・コルサコフ: 熊蜂の飛行

DV02-727 (調)

ライグラフ  ピアノレッスンの基礎 DV02-249 (調)

ラフォレ  マルク・ラフォレ／ショパン・リサイタル LD00-482 (仙)

ラベック, 
　カティア＆マリエル

 プーランク: 2台ピアノのための協奏曲
   (IN: ヴァルトビューネ2005～フレンチ・ナイト)

DV02-597 (調)

ラローチャ  ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第1番
LD00-677
LD90-166

(仙)
(富)

ラン・ラン  ザ・ハイエスト・レベル DV02-296 (調)

 ドラゴン・ソング DV90-238 (富)

 ベートーヴェン: ピアノ協奏曲第4番、インタビュー DV90-437 (富)

リヒテル  鍵盤の巨人たち　ミケランジェリ＆リヒテル DV00-297 (仙)

 スヴャトスラフ・リヒテル, モーツァルト, ショパン DV01-097 (仙)

 スヴャトスラフ・リヒテル プレイズ シューマン&ロシアンズ DV02-417 (仙)

 スヴャトスラフ・リヒテル プレイズ ベートーヴェン&ショパン
 イン モスクワ

DV02-426 (調)

 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 DV02-556 (調)

 リヒテル　ピアノの巨匠 LD00-499 (仙)

 リヒテル　:　「謎」　～蘇るロシアの巨人
LD01-084
LD90-006

(仙)
(富)

 ベートーヴェン:  ピアノ・ソナタ 第7番、第9番、第12番 ＶＴ00-852 (立)

 ベートーヴェン, シューマン, ドビュッシー, ラフマニノフ VT00-853 (立)

リフシッツ
 平均律クラヴィーア曲集第1巻＆第2巻
 マイアミ・インターナショナル・ピアノ・フェスティバル

DV01-235 (仙)

 ユージン・ウゴルスキ, コンスタンチン・リフシッツ 
 ライヴ・イン・リサイタル

DV01-643 (仙)

ルイサダ  スーパーピアノレッスン : ショパン　レッスン編 1 DV90-150 (富）

 スーパーピアノレッスン : ショパン　レッスン編 2 DV90-151 (富）

 スーパーピアノレッスン : ショパン　レッスン編 3 DV90-152 (富）

 スーパーピアノレッスン : ショパン　模範演奏編 DV90-153 (富）
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演奏者 タイトル 請求記号

ルヴァイヤン 35 années de création, 35 extraits du catalogue, 1973--2008 DV02-531 (調)

ルガンスキー
 ニコライ・ルガンスキー・リサイタル
　　　　　　　　　ヤナーチェク, プロコフィエフ, リスト ほか

DV01-272 (仙)

ルディ
 シューベルト=リスト: さすらい人幻想曲
　(IN: ヴァルトビューネ1994
         ～ナイト・オブ・ダンス・アンド・ラプソディ)

DV02-607 (調)

ルービンシュタイン
 アルトゥール・ルービンシュタイン・プレイズ・ショパン（1968）
  (IN: イスラエル・フィル)

DV02-043 (調)

 ルービンシュタイン・イン・コンサート
LD00-501
LD90-007

(仙)
(富)

 ピアノ協奏曲集: ベートーヴェン第3番／ブラームス第１番
LD00-520
LD00-925

(仙)
(富)

 ザ・ラスト・ルービンシュタイン LD00-626 (仙)

 思い出のルービンシュタイン
VT00-889
VT01-020

(立)
(立)

ルフェビュール  イヴォンヌ・ルフェビュールの生涯 DV02-647 (調)

レヴィン
 ロバート・レヴィン・イン・ディスカッション＆演奏
 (モーツァルト: ソナタ第1番ハ長調K.279第3楽章)

DV02-654 (調)

レオンスカヤ  レオンスカヤ & P. ヤルヴィの芸術 DV90-217 (富)

レットベリ  "ミステリウム" : ザ・マルチメディア・プロジェクト DV01-348 (仙)

レドキン  プロコフィエフ: ピアノ協奏曲第4番変ロ長調op.53 DV02-789 (調)

ローズ
 ジェローム・ローズ・プレイズ・ブラームス :
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブ・イン・コンサート

BD00-041 (調)

 ジェローム・ローズ・プレイズ・シューマン :
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライブ・イン・コンサート v. 2

BD00-054 (調)

ロバーツ  ヴァルトビューネ2003 : ガーシュイン・ナイト DV01-176 (仙)

 「霧, 妖精, 花火」　　　ドビュッシー: 前奏曲 DV01-544 (調)

ロリオ  プライベート・レッスン DV90-336 (富)

ロンゴバルディ  フェデーレ: ピアノ・ソロのための作品集 DV90-446 (富)

ワイルド  ワイルド・アバウト・リスト DV01-700 (調)

脇絢乃  2009・第33回ピティナ・ピアノコンペティション, 特級 DV01-349 (調)

ワッツ  アンドレ・ワッツ・イン・コンサート LD00-559 (仙)
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演奏者 タイトル 請求記号

アート・オブ・ピアノ :　  パデレフスキー,  ラフマニノフ　ほか
DV00-098
DV01-005
DV90-260

(仙)
(仙)
(富)

DV01-025 (仙)

DV01-037 (仙)

DV90-246 (富)

BD00-087 (調)

BD00-088 (調)

DV90-103 (富)

DV00-663 (仙)

DV01-064 (仙)

DV90-230 (富)

DV90-231 (富)

DV90-232 (富)

DV90-233 (富)

DV90-234 (富)

DV90-235 (富)

DV02-514
DV90-372

(調)
(富)

ＶＴ90-053 (富)

ピアノ・ヴィルトゥオーゾ : シフラ,  モイセイヴィッチ,  ボレット DV01-163 (仙)

DV00-919 (仙)

DV90-029 (富)

DV90-030 (富)

DV00-114
DV90-031

(仙)
(富)

DV00-115
DV90-032

(仙)
(富)

DV90-033 (富)
　　5. ジェヴィエツキ教授の思い出
　　　　　　　ジェヴィエツキ，ステファンスカ，ハラシェヴィチ　ほか

ピアノ、その300年の歴史 : キーシン,  コープマン　ほか

<ワルシャワの覇者 : ショパンコンクールの歴史>

　　1. ワルシャワのショパン
　　2. コンクールの歴史 第4回・第5回 
 
　　　　     　ハラシェヴィチ, 　アシュケナージ,　田中希代子　ほか　　3. コンクールの歴史 第6回・第7回・第8回 
 
　　　　　　　ポリーニ, アルゲリッチ, 内田光子　ほか
    4. ジュラヴレフ教授の回想

  3.  ピアノ協奏曲集　:　内田光子, ラーンキ

  4.  ピアノ協奏曲集　:　クラーンスキー, プレヴィン

  5.  ピアノ協奏曲集　:　コチシュ, ルプー

  6.  ピアノ協奏曲集　:　フランセシュ, マドザー

バッハ: ピアノ協奏曲集
　　　　　　　　　　　　アルゲリッチ, 　コヴァセヴィチ,　ゲルネル　ほか

ピアニストの黄金時代

ソヴィエト・エコーズ

  v. 1 遺産の影に : ショスタコーヴィチ, リヒテル, オグドン, アシュケナージ　ほか

  v. 3 誇りある伝統 : アファナシェフ, ソフロニツキー, ギーンスブルク  ほか

旅路のモーツァルト

  1.　ピアノ協奏曲集　:　アシュケナージ, ホルトマン, フレージャー

  2.  ピアノ協奏曲集　:　ツァハリアス

　イン・ザ・ハート・オブ・ミュージック・ウィズ・ジェームズ・コンロン : コブリン ほか

  ウィズ・ジェームズ・コンロン : アンコール！ : コブリン ほか

黄金時代のロシアピアニズムの教師・演奏家たちの群像 :
                          ゴリデンヴェイゼル, ネイガウス, ギンズブルグ　ほか
コレクターズエディション　アンサンブル
                          リヒテル, カサドシュ　ほか
コレクターズエディション　ピアノ
                          グールド, ミケランジェリ, シフラ, ケンプ, チッコリーニ　ほか
世紀のピアニストたちの共演 :
　　　　　　　　ヴェルビエ音楽祭＆アカデミー10周年記念ガラ・コンサート・ライヴ

タイトル 請求記号

第12回ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール
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演奏者 タイトル 請求記号

DV00-117
DV90-034

(仙)
(富)

DV00-118
DV90-035

(仙)
(富)

DV00-119
DV90-036

(仙)
(富)

DV00-120
DV90-037

(仙)
(富)

DV00-121
DV90-038

(仙)
(富)

DV90-039 (富)

DV00-124
DV90-040

(仙)
(富)

DV90-041 (富)

DV00-126
DV90-042

(仙)
(富)

DV90-043 (富)

DV00-128
DV90-044

(仙)
(富)

DV90-045 (富)

DV90-046 (富)

DV90-047 (富)

DV90-048 (富)

DV00-133
DV90-049

(仙)
(富)

DV90-050 (富)

DV00-135
DV90-051

(仙)
(富)

DV00-136
DV90-052

(仙)
(富)

DV90-053 (富)

DV00-138
DV90-054

(仙)
(富)

DV00-139
DV90-055

(仙)
(富)

DV00-140
DV90-056

(仙)
(富)

DV00-141
DV90-057

(仙)
(富)

DV90-058 (富)

DV90-059 (富)

DV90-060 (富)

  29. ギャリック・オールソン リサイタル

  30. クリスティアン・ツィメルマン リサイタル 

　31. 特集 クリスティアン・ツィメルマン

  Premium.  偉大なるピアニスト : パデレフスキ，マガロフ，ペルルミュテール

  23. 第12回より ケヴィン・ケナー 1.

　24. 第12回より ケヴィン・ケナー 2.

　25  第13回より アレクセイ・スルタノフ

　26. 第13回より フィリップ・ジュジアノ

　27. アダム・ハラシェヴィチ　ショパンを語る

  28. アルトゥール・モレイラ=リマ リサイタル

  17. 第10回表彰演奏 1.         ベルショ，ポブロツカ，海老彰子，パパジャン

  18. 第10回表彰演奏 2.         シェバノワ，ダン・タイ・ソン

  19. 第9回より クリスティアン・ツィメルマン　他

  20. 第11回より スタニスラフ・ブーニン

  21. 第11回より スタニスラフ・ブーニン イン ワルシャワ

  22. 第11回より マルク・ラフォレ　他

　11. 第10回第1次予選　2.　　 ポゴレリチ，シェバノワ，ヘーウィット

　12. 第10回第1次予選　3.　 　ダン・タイ・ソン，海老彰子，ケナー　ほか

  13. 第10回第2次予選　1.      ダン・タイ・ソン

  14. 第10回第2次予選　2.      ポゴレリチ

  15. 第10回第3次予選　　　 　ポブウォツカ，ポゴレリチ
  16. 第10回本選 
  
  

　　6. 第10回の出来事　　　アルゲリッチ， ダン・タイ・ソン， 海老彰子　ほか

　　7. インタビューで綴る第10回　
              　マガロフ, バデュラ=スコダ, ダン・タイ・ソン　ほか

    8. イーヴォ・ポゴレリチ　:　記者会見　＆　インタビュー

　　9. 第10回オープニング・コンサート
　　　　　　　アルゲリッチ， コルド， ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

　10. 第10回第1次予選　1.　 　チェン・フン=クァン，ポブヴォツカ
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演奏者 タイトル 請求記号

DV00-252 (仙)

DV02-059 (調)

DV02-063 (調)

DV02-070 (調)

DV02-058 (調)

DV02-065 (調)

DV02-066 (調)

DV02-064 (調)

DV02-057 (調)

DV02-061 (調)

DV02-056 (調)

DV02-062 (調)

DV02-068 (調)

DV02-069 (調)

DV02-060 (調)

DV02-067 (調)

DV02-614 (調)

　　　　　　　　　〃　　　　　  v. 2

  リストとショパン　:　ナードル（解説）

  ワルツ　:　カヴァラ

Note by note : the making of Steinway

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桐朋学園大学附属図書館

  バラード、バルカローレ　:　シュライバー（解説）

  バロックの舞踊　:　ステファンスカ

  プレリュード　:　シェバノワ

  ポーランドの舞踊　:　ステファンスカ

  ポロネーズ　:　パレチニ

  マズルカ　:　ヤシンスキ　v. 1

  エチュード　:　ヤブウォンスキ（解説）

  スケルツォ　:　シュライバー（解説）

  即興曲　:　カヴァラ

  ソナタ　:　ヤブウォンスキ

  ノクターン　:　ポブウォツカ

  バラード　:　ポブウォツカ

第14回ショパン国際ピアノコンクール　第二次予選
　　　　　　　ユンディ・リー，コルド，ワルシャワフィルハーモニー管弦楽団

The piano : 解釈と響き　ショパン編
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