
土屋 栄 「レコード鑑賞会」 これまで鑑賞した曲目
2019/12/14

第１回 「西洋音楽はお好き？」 6/8  2011 第１０回「春へのあこがれ 」 3/29  2014

ストラヴィンスキー 春の祭典 ヴィヴァルディ 四季「春」

ラベル ボレロ メンデルスゾーン 無言歌集「春の歌」

ベートーヴェン 交響曲第５番「 運命」 モーツアルト 春への憧れ

ヴィヴァルディ 四季 「秋」 J・シュトラウス 美しき青きドナウ

ストラヴィンスキー 春の祭典

第２回「ピアノ曲に秘められた光と影そして恋」 10/15  2011 カウント･ベイシー April In Pariｓ

ベートーヴェン ピアノソナタ第８番「悲愴」

ショパン 前奏曲、英雄ボロネーズ 第１１回 「夏」 7/19  2014

リスト ピアノ協奏曲第２番 R＝シュトラウス アルプス交響曲

ヴィヴァルディ 四季「夏」

第３回 「豊饒なるヴァイオリンの音色に酔いしれる」 2/18  2012 ベートーヴェン ピアノソナタ第２３番「熱情」

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 チャイコフスキー 白鳥の湖

S.ジョプリン ザ・エンターテナー ボロディン 「イーゴリ公」ダッタン人の踊り

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲二長調

サラサーテ チゴイネルワイゼン ビリーヴォーン楽団 峠の幌馬車

フランク ピアノとヴァイオリンのためのソナタ

モーツァルト ヴァイオリンソナタ第34番ｋ378 第１２回 「哀愁」名曲特集 10/18  2014

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」

第４回 「素敵なヨーロッパの旅」 5/19  2012 ショパン ワルツ第５,６,７,９番

シベリウス フィンランディア ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第１番

ケテルビー 修道院の庭にて チャイコフスキー 交響曲第４番ヘ短調

ウェーバー 歌劇 魔弾の射手 〜序曲 カリンニコフ 交響曲第２番イ長調第１楽章

シューマン 交響曲第３番 「ライン」 モーツァルト レクエイムニ短調ｋ６２６

スメタナ モルダウ ベートーヴェン 交響曲第６番ヘ長調「田園」

ヨハンシュトラウス 美しき青きドナウ

ビゼー カルメン 第１３回 「春ヘの思い」 2/19 2015

レスピーギ ローマの松 ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第２組曲

アルベニス イベリア バッハ ２つのヴァイオリンの為の協奏曲

ロドリーゴ アランフェス協奏曲 ワーグナー 楽劇「マイスタージンガー」前奏曲

ロッシーニ 弦楽のためのソナタ第４番変ロ長調

第５回 「ロシア音楽で夏を快適に」 8/18  2012 ブラームス 交響曲第３番ヘ長調 第３楽章

ポロディン ダッタン人の踊り ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番変ホ長調

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番

チャイコフスキー 交響曲第５番ホ短調 第１４回「光と影・愛と悲しみ」 10/17 2015

チャイコフスキー 交響曲第１番「冬の日の幻想」 メンデルスゾーン 真夏の夜の夢序曲

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲「アンダンテカンタビーレ」 ベートーヴェン エグモント序曲

チャイコフスキー くるみ割り人形（ピアノ版）

第６回 「チェコ・ハンガリーの音楽」 11/18  2012 ドヴォルザーク 交響曲第８番「イギリス」

スメタナ 売られた花嫁 〜序曲 ボロディン 弦楽四重奏曲〜夜想曲

リスト ピアノ小品「ラ・カンパネラ」 〜慰め ショパン 別れの曲

ブラームス ハンガリー舞曲（ピアノ版）第１、６番 ショパン ピアノ協奏曲第1番

ドヴォルザーク 弦楽セレナード第１,２楽章 ベートーヴェン ピアノソナタ第３２番

ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲「アメリカ」 第１楽章

ドヴォルザーク 交響曲第９番「新世界から」 第３,４楽章 第１５回「こころの旅・青春の思い出」 2/13 2016

グリーク ペールギュント組曲「朝」

第7回「フランス音楽」特集 3/26  2013 ベートーベン 歌曲「アデライーデ」

ビゼー 交響曲ハ長調 マーラー 交響曲第４番ト長調 第４楽章

フォーレ 舟歌 モーツアルト フルート４重奏曲第1番ニ長調 第３楽章

ドビュッシー 月の光 ホルスト 組曲惑星 「木星」

サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第３番 ブラームス 交響曲第１番ハ短調 第4楽章

フォーレ レクィエム ムーア 庭の千草 歌：柳兼子

ベルリオーズ 幻想交響曲

第１６回「薫風が運ぶ音符たち」 5/21 2016

第８回「ウィーン古典派特集」 6/29 2013 ヴィヴァルディ マンドリン協奏曲ハ長調

ハイドン 交響曲第99番変ホ長調 グリーグ 二つの悲しい旋律

モーツアルト 交響曲第40番ト短調 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲二長調 第１楽章

ベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」 ブラームス 大学祝典序曲ハ短調

シューベルト ピアノ五重奏曲イ長調「鱒」 レハール 喜歌劇メリー・ウィドウ第３幕より

シューベルト 即興曲D899〜第２・３番 ラフマニノフ パガニーニの主題による協奏曲

シューベルト 交響曲第７番ロ短調「未完成」 ベートーヴェン 交響曲第７番イ長調 第４楽章

第９回「管の音色で秋満喫」 19/10/2013 第１７回「秋深し、ココロにせまる音楽ヲ」 10/8 2016

モーツアルト ホルン協奏曲第 3 番変ホ長調 プーランク フルートソナタ

モーツアルト フルートとハープの為の協奏曲ハ長調 ヴィラ＝ロボス ブラジル風バッハ第５番

サン=サーンス 交響曲第 3 番ハ短調（オルガン付） ドヴォルザーク チェロ協奏曲ロ短調

ブラームス クラリネット五重奏曲ロ短調 ストラヴィンスキー ベトルーシュカからピアノ版

マイルス･デイヴィス ウォーキング~ 他 プロコフィエフ バレー音楽「ロミオとジュリエット」

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲二長調



第１８回「音楽を愛することは自分を見つけること」 12/10 2016 第２４回「涼風と名曲で夏を愉しく」 7/21 2018
ベートーヴェン チェエロソナタ第３番イ長調 バッハ 管弦楽組曲第３番

シューベルト 冬の旅 V＝ウィリアムス 交響曲第７番「南極」

ヘンデル オラトリオ「メサイア」 ショスターコビッチ 交響曲第１１番ホ短調「1905年」

ショパン 練習曲 木枯らし グリンカ モスクワ河の夜明け前

シベリウス トゥオネラの白鳥 ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第７番「大公」

ベートーヴェン 交響曲第９番（合唱付き） モーツアルト ヴァイオリン協奏曲第５番「トルコ風」

第１９回「別れと出会い」 3/11 2017 第２５回「懐かしの・思い出の映画音楽」 9/22 2018
L・アンダーソン ファドルファドル、タイプライター ・2001年宇宙の旅 ・禁じられた遊び ・鉄道員 ・エデンの東

ベートーヴェン ピアノソナタ第３２番ハ短調 ・ウエストサイド物語 ・忘れな草 ・死刑台のエレベータ

チャイコフスキー くるみ割り人形「花のワルツ」 ・昼下がりの情事 ・ケセラセラ ・マイフェアレディ ほか

ストラヴィンスキー 火の鳥 〜終曲

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第３番ニ短調 第２６回「祈り」と「歓喜」 12/15 2018
ショスタコービッチ 弦楽四重奏曲第８番ハ短調 チャイコフスキー 序曲「1812年」

J・シュトラウス ワルツ、ポルカ ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調（合唱付き）

モーツアルト 交響曲第４１番ハ長調「ジュピター」 ベートーヴェン ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」

ブラームス ヴァイオリンとチェロによる二重協奏曲

第２０回「湧き出るリズムで感傷のの世界へ」 6/17 2017 ワーグナー タンホイザー行進曲

モーツァルト ディベルティメントニ長調 他エルビスプレスリー・スウィングルシンガーズ

グ ノ ー 「 フ ァ ー ス ト 」〜 ワ ル ツ

ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調〜第1楽章 第２７回「春の囁き」 3/16 2019
ショパン ノクターン第20番 嬰ハ短調(遺作) ヴィヴァルディ 四季「春」

ドヴォルザーク スラブ舞曲 op72 メンデルスゾーン ピアノ協奏曲第１番ト短調

ラロ スペイン交響曲ニ短調 メンデルスゾーン 無言歌集ー甘き想い出

シューマン 交響曲第4番ニ短調 エルガー 威風堂々

ドリーブ コッペリア

第２１回「郷愁への旅と光」 7/10 2017 バッハ マタイ受難曲〜終曲

メンデルスゾーン フィンガロの洞窟 序曲 ハイドン 弦楽四重奏曲「ひばり」

モーツアルト ピアノ協奏曲第２３番イ長調第３楽章 シューベルト 交響曲第８番「グレイト」

スメタナ 弦楽四重奏曲第１番「わが生涯」

ブルックナー 交響曲第４番「ロマンチック」 第２8回「次世代への架け橋 路」 6/22 2019
スッペ 軽騎兵 序曲 バッハ コラール第147番「目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ」

リスト ピアノソナタ第３２番ロ短調 ヘンデル オルガン協奏曲第６番

ベルリオーズ イタリアのハロルド ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」

サン＝サーンス ピアノ協奏曲第２番ト短調第３楽章 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第１番

スクリャービン ピアノ協奏曲第１番

第２２回「年の締めはやはりこの一曲」 12/9 2017 フォーレ 舟歌第１番イ短調

ベートーヴェン 交響曲第９番「合唱」第２楽章 ブラームス ヴァイオリンソナタ「雨の歌」

シューベルト 歌曲「ます」ほか ブラームス 交響曲第４番ホ短調

ドヴォルザーク 交響曲第９番「新世界より」第２楽章

オルフ 世俗カンタータ「カルミラブラーナ」 第２９回「心の西洋音楽紀行」 9/14 2019
ワーグナー ワルキューレの騎行 バッハ フルートソナタ

モーツアルト VnとVaのための協奏交響曲 ダンディ フランスの山人の歌による交響曲

J・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲 ビゼー 「カルメン」 ハバネラ他

ショパン ピアノソナタ第３番 第１楽章 シューベルト 交響曲第５番変ロ長調

シューマン 詩人の恋

第２３回「春の訪れ」 3/17 2018 ベートーヴェン 合唱幻想曲

ビゼー 交響曲ハ長調 ハチャトリアン ヴァィオリン協奏曲

ブーランク フルートソナタ第１楽章 ドヴォルザーク 交響曲第３番変ホ長調

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第３番〜第3楽章

バッハ ブランデンブルク協奏曲第５番 第３０回「”第九”がやって来た!!」 12/14 2019
ショスタコーヴィッチ 交響曲第１番ヘ短調〜 第４楽章 バッハ チェンバロ協奏曲第 6 番へ長調

ショパン ピアノ協奏曲第２番 チャイコフスキー 「四季」より「トロイカ」、「クリスマス」

ワグナー ジークフリートラインの旅 べートーヴェン 交響曲第3番ホ長調「英雄」

プッチーニ 歌劇のアリア（マリアカラス） V=フェラーリ 「マドンナの宝石」間奏曲

レハール 金と銀 コレルリ 合奏協奏曲第8番ト短調「クリスマス協奏曲」

プッチーニ 歌劇「ボエーム」 抜粋

べートーヴェン: 交響曲第9番ニ短調（合唱付き）


