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No. 特定資料 請求記号 標題：関連／責任表示 巻冊次等 出版者 資料ＩＤ 備考

1 CD 763.73:Su49 Regenlied / 菅生千穂 021410218 菅生先生演奏

2 CD 763.73:A59 Sandhill crane / Apricity Trio jeysmusic, 2019 021810159 菅生先生演奏

3 論文１

E♭ クラリネットによる ヴァイオリン曲演奏について

の研究（1) ― ブラームス作曲ヴァイオリン・ソナタ

第1番ト長調《雨の歌》作品78 ―

Webにて公開

http://hdl.handle.net/10087/9899

4 論文２
ヨハネス・ブラームス作曲クラリネット三重奏曲　作

品114について

5 論文３
地域ニーズに応じた音楽科改革の一事例　― アダムス

州立大学に見る教育実践―

Webにて公開

http://hdl.handle.net/10087/11708

6 論文４
小中学校音楽の授業における箏の可能性 ―邦楽器演習

の実践から―

Webにて公開

http://hdl.handle.net/10087/4727

7 論文５
創作・物語の音楽における事の有用性について

―小中学校普楽の授業における箏の可能性(2)―

Webにて公開

http://hdl.handle.net/10087/5980
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8 図書 760.8:O65:7
ブラームス （作曲家別名曲解説ライブラリー ）/ 音楽

之友社編
音楽之友社 001001645 ブラームス

9 図書 762.8:Sa42 ブラームス（作曲家・人と作品シリーズ） / 西原稔著 音楽之友社 020700870 ブラームス

10 楽譜 760.9:W76:15

クラリネット(あるいはヴィオラ)とピアノのためのソ

ナタヘ短調作品120-1 = Sonate für Klarinette (oder

Bratsche) und Klavier f-Moll Op. 120 No. 1 = Sonata

for clarinet (or viola) and piano F minor op. 120 no. 1

/ Johannes Brahms ; 銅版のための草稿ならびに原版

譜にもとづく校訂, ハンス=クリスティアン・ミュラー

; クラリネット・パートとピアノ・パート校訂, ヨース

ト・ミヒャエルス ; ヴィオラ・パート校訂, エーミル・

ザイラー

音楽之友社 026403471 ブラームス

11 楽譜 760.9:W76:16

クラリネット(またはヴィオラ)とピアノのためのソナ

タ変ホ長調作品120-2 = Sonate für Klarinette (oder

Bratsche) und Klavier Es-Dur Op. 120 No. 2 =

Sonata for clarinet (or viola) and piano E flat major

op. 120 no. 2 / Johannes Brahms ; 銅版のための草稿

ならびに原版譜にもとづく校訂, ハンス=クリスティア

ン・ミュラー ; クラリネット・パートとピアノ・パー

ト校訂, ヨースト・ミヒャエルス ; ヴィオラ・パート校

訂, エミール・ザイラー

音楽之友社 026403472 ブラームス

12 楽譜 760.9:O65:127
クラリネット五重奏曲 ロ短調 / ブラームス = Clarinet

quintet B-minor op. 115 / Brahms
音楽之友社 026412024 ブラームス

13 CD 764.2:B71

ブラームス : クラリネット・ソナタ, ホルン三重奏曲 =

Brahms : Clarinet sonata no. 1 in F minor op. 120-1 ;

Clarinet sonata no. 2 in E flat major op. 120-2 ; Horn

trio in E flat major op. 40 / Johannes Brahms

Victor 031900001 ブラームス

14 CD 763.42:B71
ブラームス : ヴァイオリンソナタ全集 = Brahms :

Sonatas for violin and piano / グリュミオー
Universal Music 031900002 ブラームス

15 CD 763.42:B71

ブラームス : ヴァイオリンソナタ全集 = Brahms : The

complete violin sonatas / シェリング, ルービンシュタ

イン

Sony 031900003 ブラームス

16 CD 762.08:G76:277
ブラームス : ヴァイオリンソナタ全集 = Brahms : Die

3 violinsonaten / ズーカーマン, バレンボイム
Universal Classics 031900004 ブラームス

17 CD 762.08:G76:78
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲,二重協奏曲 / クレー

メル(Vn),マイスキー(Vc),バーンスタイン
Universal Classics 020800198 ブラームス

18 CD 762.08:G76:67
ブラームス:ハンガリー舞曲集 / アバド,ウィーン・フィ

ル
Universal Classics 020800187 ブラームス

19 CD 762.08:G76:56
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 / ツィマーマン,バーン

スタイン
Universal Classics 020800176 ブラームス

20 CD 762.08:H53:15

Haydn : String Quuartet“Emperor" ; Mozart : Clarinet

Quintet = ハイドン : 弦楽四重奏曲第７７番ハ長調

Op.76-3《皇帝》 ; モーツァルト : クラリネット五重奏

曲イ長調 K.581

学習研究社 029801181 モーツァルト

「ようこそ、クラリネットの世界へ」教員展示資料リスト

●菅生先生研究活動

2014年発表のCD「Regelied」では，ブラームスの「ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調《雨の歌》作品78」がE♭クラリネットで演奏されており，その演奏研究については，【論文１】

にてまとめられています。同CDにはブラームスのクラリネット・ソナタ 第1番 へ短調 作品120-1，第2番変ホ長調 作品120-2も収録。ブラームスのヴァイオリン・ソナタ, クラリネット

ソナタのCDも展示していますので，ぜひ聞き比べてみてください。

群馬大学教育学部紀要. 芸術・技

術・生活科学編.  50, 31-41

（2015）

群馬大学教育学部紀要　芸術・技

術・体育・生活科学編．44，34-

群馬大学教育実践研究. 35, 53-62.

(2018)

群馬大学教育実践研究　26, 57-65

(2009)

群馬大学教育実践研究. 28, 91-100

(2011)

●ブラームスとモーツァルト

クラリネットのための名曲として名高い，モーツァルトのクラリネット協奏曲とクラリネット５重奏曲，そしてブラームスのクラリネット５重奏曲とクラリネットソナタ。そのCDや楽

譜，作曲家の伝記・解説書を集めました。作品と作曲家を掘り下げて楽しんでみませんか。
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21 CD 764.08:B39:65

ピアノ五重奏曲イ長調Op.114「ます」 : クラリネット

五重奏曲イ長調K.581 / ピーター・ゼルキン, ピアノ ;

ジョセフ・シルヴァーステイン, ヴァイオリン ; アイ

ダ・カヴァフィアン, ヴィオラ ; フレッド・シェリー,

チェロ ; ブエル・ナイトリンガー, コントラバス ; リ

チャード・ストルツマン, クラリネット ; アイダ・カ

ヴァフィアン, 第1ヴァイオリン ; ルーシー・ストルツ

マン, 第2ヴァイオリン ; ダニエル・フィリップス, ヴィ

オラ ; フレッド・シェリー, チェロ = Piano quintet in

a major,Op.114“trout” : Clarinet quintet in a

major,K.581 / Peter Serkin, piano ; Richard

Stoltzman, clarinet ; Joseph Silverstein, violin ; Ida

kavafian, viola ; Fred Sherry, cello ; Buell Neidlinger,

contrabass ; Lucy Stoltzman, 2nd.violin ; Daniel

Phillips, viola

BMG ビクター 028901603 モーツァルト

22 CD 764.08:Mo98:6
ほっと一息モーツァルト = Mozart for relax /

[Mozart]

エイベックス・

マーケティング・

コミュニケーショ

ンズ

020600006 モーツァルト

23 CD 762.08:G76:81
モーツァルト:クラリネット協奏曲,クラリネット五重

奏曲 / コリンズ,シフリン
Universal Classics 020800201 モーツァルト

24 楽譜 760.9:O65:109
Clarinet quintet K.V. 581 A-major / Mozart = クラリ

ネット五重奏曲イ長調 / モーツァルト ; 解説木村重雄
音楽之友社 026412019 モーツァルト

25 図書 762.8:Sa42
モーツァルト（作曲家・人と作品シリーズ）  / 西川尚

生著
音楽之友社 020700867 モーツァルト

26 図書 766.1:Mi69:1

フィガロの結婚 : グラインドボーン・フェスティヴァ

ル・オペラ【魅惑のオペラDVD＆BOOK；１】 / モー

ツァルト [作曲] ; 池辺晋一郎 [ほか] 執筆

小学館 020700872 モーツァルト
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27 楽譜 763.73:L21
26のエチュード / ジャック・ランスロ著 ; 浜中浩一解

説
ビュッフェ・クランポン 021102807 クラリネット教則本

28 楽譜 763.73:G88
クラリネット学習の為の合理的原則 / J.R.グルウサン

著 ; 翻訳, 二宮和子 ; 校閲, 千葉国夫
基礎編 ビュッフェ・クランポン 021101176 クラリネット教則本

29 楽譜 763.73:B14:1-2
Complete method for clarinet op.63 / C. Baerman ;

edited by Gustave Langenus
1-2 Carl Fischer 021101088 クラリネット教則本

30 楽譜 763.73:B14:3
Complete method for clarinet op.63 / C. Baerman ;

edited by Gustave Langenus
3 Carl Fischer 021101089 クラリネット教則本

31 楽譜 763.73:Kr6:1
416 progressive daily studies for the clarinet / F.

Kroepsch ; revised by Simeon Bellison
bk. 1 Carl Fischer 021101084 クラリネット教則本

32 楽譜 763.73:Kr6:2
416 progressive daily studies for the clarinet / F.

Kroepsch ; revised by Simeon Bellison
bk. 2 Carl Fischer 021101085 クラリネット教則本

33 楽譜 763.73:Kr6:3
416 progressive daily studies for the clarinet / F.

Kroepsch ; revised by Simeon Bellison
bk. 3 Carl Fischer 021101086 クラリネット教則本

34 楽譜 763.73:Kr6:4
416 progressive daily studies for the clarinet / F.

Kroepsch ; revised by Simeon Bellison
bk. 4 Carl Fischer 021101087 クラリネット教則本

35 楽譜 763.73:Kl8:1

Celebrated method for the clarinet / H. Klosé ;

revised and enlarged by Simeon Bellison = クロー

ゼ・クラリネット教本 / 原著者, H. クローゼ ; 編著者,

S. ベリソン ; 訳者, 管楽教育研究所

1 全音楽譜出版社 021004774 クラリネット教則本

36 楽譜 763.73:Kl8:2

Celebrated method for the clarinet / H. Klosé ;

revised and enlarged by Simeon Bellison = クロー

ゼ・クラリネット教本 / 原著者, H. クローゼ ; 編著者,

S. ベリソン ; 訳者, 管楽教育研究所

2 全音楽譜出版社 021004683 クラリネット教則本

37 図書 763.73:St3
クラリネット演奏技法 / キース・スタイン著 ; 小畑恵

洋訳
全音楽譜出版社 001100741 クラリネット教則本
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38 CD 760.9:N92:1 のだめカンタービレbest100 v.1 Sony Music Japan International 020701683

39 CD 760.9:N92:2 のだめカンタービレbest100 v.2 Sony Music Japan International 020701684

40 図書 762:Ku14
はじめての音楽史 : 古代ギリシアの音楽から日本の現

代音楽まで / 久保田慶一 [ほか] 著
音楽之友社 000002304

41 図書 K760.4:Ku72 はじめてのクラシック / 黒田恭一著 講談社 021303895

42 図書 764.3:Ko77 オーケストラを聞く人へ / 近衛秀麿著 :新装版 音楽之友社 009901441

43 図書 763:Mo16 オーケストラ楽器別人間学 / 茂木大輔著 新潮社 021000553

44 図書 081:H51:653
オーケストラ再入門 : シンフォニーから雅楽、ガムラ

ン、YMOまで / 小沼純一著
平凡社 021305088

45 図書 760.8:Ts15
心に響く「短調クラシック」入門 : センチメンタルな

音楽があなたを癒す / 壺井一歩著
廣済堂出版 021900034

46 図書 762.07:O38
「クラシック音楽」はいつ終わったのか? : 音楽史にお

ける第一次世界大戦の前後 / 岡田暁生著
人文書院 001400236

47 図書 760.4:D57
日本人はクラシック音楽をどう把握するか : 音楽は何

語? / 傳田文夫著
芸術現代社 009701148

●クラシック・オーケストラ

その魅力を再発見しませんか。これから聴き始めたいビギナーの方にもおススメです。

●クラリネット練習曲・教則本　初級～上級者向け。
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48 図書 764.3:Sc7
舞台裏の神々: 指揮者と楽員の楽屋話 / ルーペルト・

シェトレ著 ; 喜多尾道冬訳
音楽之友社 000801965

49 図書 764.3:St8

栄光のウィーン・フィル : 前楽団長が語る半世紀の歴

史 / オットー・シュトラッサー著 ; ユリア・セヴェラ

ン訳

音楽之友社 000000463

50 図書 G213.3:Mi77:211
群馬交響楽団写真集 : 群響はこのようにして始まった

/ 忰田淳著
みやま文庫 021307454

51 図書 764.3:Ts44
高く舞え!噴水のように : 群馬交響楽団・初の海外公演

隨行記 / 辻村明編
VVF企画 029610091

52 図書 760.33:Sa13:6
ニューグローヴ世界音楽大事典 = The new Grove

dictionary of music and musicians

第6巻: クラク-

コトンス
講談社 009804488

53 図書 723:Ka76 絵と音楽の対話 : 名画にみる楽器 / 鹿島享著 芸術現代社 007909104

54 図書 763.02:Ts21
シルクロードと世界の楽器 : 音楽文化の東西交流史 /

坪内栄夫著
現代書館 000900292

55 図書 763:O23 楽器のしくみ : カラー図解 / 緒方英子著 日本実業出版社 000800560

56 図書 763:A94:5 楽器の演奏法 / 日本吹奏楽学会編 日本吹奏楽学会 009305923

57 図書 763:A94:1 楽器の形態と構造 / 日本吹奏楽学会編

管楽器(木管)・

弦楽器・鍵盤

楽器

日本吹奏楽学会 009305919

58 図書 763.02:Sa14 楽器の歴史 : カラー図解 / 佐伯茂樹著 河出書房新社 000900307

59 図書 763:A94:4
楽器の歴史 楽器の博物誌 楽器の保存法 楽器の判定法

/ 日本吹奏楽学会編
日本吹奏楽学会 009305922

60 図書 763:Ko75 楽器学入門 : オーケストラの楽器たち / 金光威和雄著 音楽之友社 009901792

61 図書 761.8:B38
管弦楽法 / エクトール・ベルリオーズ, リヒャルト・

シュトラウス著 ; 広瀬大介訳
音楽之友社 000800567

62 図書 764.3:P68 管弦楽法 / ウォルター・ピストン[著] ; 戸田邦雄訳 音楽之友社 000800494

63 図書 763:W12
世界の楽器百科図鑑 : 楽器の起源と発展 / マックス・

ウェイド=マシューズ著 ; 別宮貞徳監訳
東洋書林 000202850

64 図書 J943:R17
月夜のオーケストラ / イェンス・ラスムス作 ; 斉藤洋

訳
小学館 021310374

65 雑誌 雑誌 Pipers 31（7）2012

66 雑誌 雑誌 Pipers 32（2）2012

67 雑誌 雑誌 Pipers 34（7）2015

68 雑誌 雑誌 音楽の友 75（5）2017

69 雑誌 雑誌 音楽の友 76（6）2018
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