リストの作曲家名はアルファベット順に掲載されています。
☆はＪＦＣよりレコード・ＣＤになっています。レコード・ＣＤの番号は [R－

] で表示されています。

楽譜をご希望の方は実費にてお分け致します。費用は事務局までおたずね下さい。

CLARINET

クラリネット
Clarinet solo
0021

柳田 孝義

(1948－)

YANAGIDA Takayoshi
☆1704

西森 久恭

(1986－)

NISHIMORI Hisataka

歳時記抄 II クラリネットのための [18']
SelectionsⅡ from a literary calendar / Cl(with Perc)
〈ためら息〉クラリネット独奏のための (2016) [10'] [R-2017]
TAMERAIKI for clarinet in B♭

2 or more Clarinets
☆0621

柳田 孝義

(1948－)

YANAGIDA Takayoshi
8909

池辺 晋一郎 (1943－)
IKEBE Shin-ichiro

２つのクラリネットのための「マドリガーレ」 [ca.10' ] [R-2007]
Madrigale for 2 clarinets
「ブラック・ブランク・ブレイズ」
４×２＋１クラリネット群のために (1982 ) [8'40"]
"Black Blank Blaze" for the groups of clarinets in 4×2＋1

0208

小西 奈雅子 (1945－)
KONISHI Nagako

「春は曙」クラリネットアンサンブルのための (2001) [6'20"]
Dawn for clarinet ensemble / 5Cl

Clarinet + Piano
8215

安彦 善博

(1951－)

ABIKO Yoshihiro
9601

福田 陽

(1956－)

FUKUDA Akira
9908

☆0707

☆1601

門脇 治

(1964－)

絶版

Sonata for clarinet and piano

Sold out

クラリネットとピアノのためのソナタ [16'30"]
Sonata for clarinet and piano
前奏曲と無窮動 [6'30"]

KADOWAKI Osamu

Prelude & Perpetuo

金丸 めぐみ (1963－)

堕天－ルシファーへの三つの心象－ [10'] [R-2009]

KANAMARU Megumi

Three Images of Lucifer

木下 大輔

(1966－)

KINOSHITA Daisuke
☆0008

クラリネットソナタ (1982) [9']

小櫻 秀爾

(1938－)

KOZAKURA Shuji

晴れた日の記憶－クラリネットとピアノのための－ [9'30"] [R-2018]
Memoires des jours ensoleilles
クラリネットとピアノのための群生海 [12'50"] [R-2007]
Gunjokai for clarinet and piano

全音より出版
published by Zen-on

☆9913

草野 次郎

(1955－)

KUSANO Jiro
☆8801

松尾 祐孝

(1959－)

岡島 雅興

(1945－)

伴谷 晃二

(1947－)

"Fusion" for Clarinet and Piano

Sold out

"Distraction"
「夢の夢」－クラリネットとピアノのために－ [11'30"]

OKAJIMA Masaoki
☆8805

絶版

クラリネットとピアノの為の「錯乱」 (1987) [9'] [R-8801]

MATSUO Masataka
9417

クラリネットとピアノの為の「融合」 [ca.12'] [R-2001]

Dream in dream
「はてしのない風景」‐クラリネットとピアノのために－ (1987) [10'] [R-8901]

TOMOTANI Koji

"Cosmic Landscape"

Clarinet + Harp
1003

二宮 毅

(1972－)

NINOMIYA Tsuyoshi

夜に滲む (2008) [ca.10'] [R-9501]
Shade into the night

Flute + Clarinet + Piano
☆8312

浅川 春男

(1942－)

ASAKAWA Haruo

アルヴィカ・トゥリオ (1973) [7'30"] [R-8602]
Arvica trio

Flute + Clarinet + Harp
☆9810

森 佳子

(1962－)

MORI Yoshiko

睡蓮 [11'] [R-2001]
Water lilies

Clarinet + Bassoon + Horn
☆9203

早川 和子

(1944－)

HAYAKAWA Kazuko

「縺」－クラリネット、ファゴットとホルンのための－ [10'30"] [R-9301]
Ren

Clarinet + Violoncello + Cembalo
7411

池辺 晋一郎 (1943－)

トリヴァランス－II (1972) [ca.15']

IKEBE Shin-ichiro

Trivalance

Clarinet + Violin + Violoncello
7201

荻原 利次

(1910－1992)

OGIHARA Toshitsugu

クラリネット、ヴァイオリン、チェロのための三重奏曲 (1970)

絶版

Trio for clarinet (in B♭), violin and violoncello

Sold out

Clarinet + Violincello + Piano
☆9408

金田 成就

(1942－2019)

リブ III（クラリネット、チェロとピアノのための）[12'] [R-9501]

KANEDA Shigenari
9914

峰村 澄子

LiveⅢ

(1941－)

クラリネット、チェロ、ピアノの為の三重奏曲 (1999) [15'40"]

MINEMURA Sumiko

Trio for Clarinet, Cello and Piano

Clarinet + Viola + Piano
9502

9412

クラリネット・ヴィオラ・ピアノのための三重奏曲 [17']

絶版

ASAKA Mitsuru

Trio for clarinet, viola and piano

Sold out

小西 奈雅子 (1945－)

白の彼方へ [9'50"]

絶版

KONISHI Nagako

Away the white

Sold out

浅香 満

(1958－)

Clarinet + Piano + 1 Percussionist
☆8604

新倉 健

(1951－)

NIIKURA Ken

ゴング エカサマ ブダヤ (1979) [9'] [ R-8702]
Gong ekasama budaya

Oboe + Clarinet + Piano
☆9814

津田 元

(1962－)

TSUDA Hajime

「そして、秋色の陽が燦めき・・・」 [10'] [R-9901]
And now autumnal sunlight glitters brilliantly...

絶版
Sold out

Soprano + Clarinet + Harp
☆7606

戸田 邦雄

(1915－2003)

TODA Kunio

ソプラノ、クラリネットおよびハープのための「メッセージ」[7'05"] [R-8402]
Message

Soprano + Clarinet + Piano
0712

二宮 毅

(1972－)

NINOMIYA Tsuyoshi

孤影 [10']
Solitary shadow

Flute + Clarinet + Violoncello + Percussion
8303

村雲 あや子 (1949－)
MURAKUMO Ayako

「リフレクション」－フルート、クラリネット、チェロ、打楽器のための－(1982) [15'30"]
Reflection

Bass flute + Bass clarinet + Violin + Violoncello
0104

稲垣 静一

(1935－2003)

INAGAKI Seiichi

木々の声 バスフルート、バスクラリネット、ヴァイオリン、チェロの為に [13'20"]
The voice of trees

Clarinet + Violin +Percussion + Piano with a pair of wooden boards
0108

松永 通温

(1927－)

MATSUNAGA Michiharu

時の静寂の中で [13'50"]
In the silence of time

Clarinet + Bassoon + Violin + Piano
8511

村尾 幸映

(1945－)

MURAO Sachie

8084 木管楽器と弦楽器、ピアノのための四重奏 (1984) [8'～12']
8084 Quartett fur Holzblasinstrumente, Streichinstrumente und Klavier

Soprano + Clarinet + Violoncello + Piano
7402

荻原 利次

(1910－1992)

OGIHARA Toshitsugu

ソプラノ、変ロ調クラリネット、チェロとピアノの六つの詩 貞松瑩子詩集 風紋以後から
Six poems of Eiko Sadamatsu

Baritone + Clarinet + Violoncello + Percussion
7812

高原 宏文

(1934－2018)

TAKAHARA Hirofumi

夜 歌い手と 3 人の奏者のための (1976)
Night for singer and three players

Wind Quintet
8815

上元 敏弘

(1953－)

KAMIMOTO Toshihiro
0505

川辺 真

(1949－)

KAWABE Shin

「待て 流れゆくものたちよ」木管五重奏 (1987) [16'30"]
Wait, all the things passing away in the time / Fl Ob Cl Hrn Bn
日本のメロディーによる３つのエチュード [14']
Three etudes from Japanese folk tunes

0010

黒髪 芳光

(1933－2002)

KUROKAMI Yoshimitsu
0909

永井 彰

(1931－)

NAGAI Akira

木管５重奏のための「祝い歌」[13']
Celebrated song
木管五重奏 海の唄[22']
For wood wind quintet Song of the sea

String Quartet + Clarinet
0411

南 聡

(1955－)

MINAMI Satoshi
☆9526

柳田 孝義

(1948－)

YANAGIDA Takayuki
7709

内田 勝人

(1940－1997)

UCHIDA Masato

クラリネットと弦楽四重奏のための２つの断章 Op.42 [18']

絶版

2 Fragments for clarinet and string quartett op.42

Sold out

ヴァリュラン [16'30"] [R-9701]
Valhulin
トラヴスマⅤ (1970) [10'50"]
Thravsma Ⅴ

Flute + Clarinet + Violin + Violoncello + Piano
0306

堀越 隆一

(1949－)

HORIKOSHI Ryuichi

石の年代記写本 [36']
The stone chronicle codex

Flute + Oboe + Clarinet + Viola + Doublebass
☆0902

遠藤 雅夫

(1947－)

ENDO Masao

「フリーズ！」五奏者のために [9'] [R-2012]
"Freeze!" for five players

Clarinet + Violin + Violoncello + Vibraphone + Piano
0315

清水 健太郎 (1973－)
SHIMIZU Kentaro

「輪華」クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ヴィブラフォン、ピアノのための [10']
Ringe

Clarinet + Horn + Piano + 2 Percussionists
☆8012

安彦 善博

(1951－)

ABIKO Yoshihiro

層応 (1979) [15'] [R-8101]
Soh-oh

Marimba + Flute + Clarinet + Percussion + Doublebass
7705

湯浅 譲二
YUASA Joji

(1929－)

マリンバ・フルート・クラリネット・打楽器・コントラバスのための領域

絶版

Territory

Sold out

Timpani + Flute + Clarinet + Marimba + Doublebass
8413

(1938－)

菊地 雅春

KIKUCHI Masaharu

ティンパニと四楽器のための「片耳の大鹿」(1978) [7']

絶版

A big deer with an ear

Sold out

Flute + Clarinet + Doublebass + Marimba + Percussion
☆8709

(1958－)

国枝 春恵

KUNIEDA Harue
☆8708

(1958－)

鈴木 輝昭

SUZUKI Teruaki
9102

(1958－)

鈴木 輝昭

SUZUKI Teruaki

「エレヴァシオン II」－五人の奏者のための－ (1985) [10'] [R-8801]
Elevation Ⅱ
「ソン・ストラクチュール」－五人の奏者のための－ (1985) [11'30"] [R-8801]
Son structure

Sold out

「スコリオン」－五人の奏者のための－ [11']

絶版

Skolion

Sold out

Flute + Clarinet + Violin + Viola + Violoncello + Harp
8908

(1951－2008)

大村 哲弥

Phantastisch Figuren II fur 6 Instrumente [13'30"]

OHMURA Tetsuya

Flute + Clarinet + Horn + Trombone + Violoncello + Percussion
9215

(1952－)

宮城 純一

MIYAGI Jun-ichi

6 人の奏者のための「パラマ－ヌ」 (1990) [ca.7']
Paramanu for six players

String Quartet + Flute + Oboe + Clarinet
8313

(1945－2017)

藤田 耕平
FUJITA

Kohei

七奏者のための「黙示」 (1982) [13']

絶版

Revelation

Sold out

Violin + Flute + Clarinet + Harp + Piano + 2 Percussions
8914

阿部 亮太郎
ABE Ryotaro

(1962－)

母の子守歌と父によるその四つの注解 (1988) [9'30"]
A mother's lullaby and father's four annotations

絶版

2 Violins + Flute + Clarinet + 2 Percussionists + Oboe + Doublebass
☆8115

松本 日之春

(1945－)

MATSUMOTO Hinoharu

航海

２つのアンサンブルの為の (1980) [11'] [R-8201]

"Voyage" pour 2 groupes ensembles divises

Flute + Oboe + Clarinet + Piano + Guitar + Percussionist + Violin + Violoncello
0011

南 聡

(1955－)

MINAMI Satoshi

「日本製 ロッシニョール」Op.29 (1994) [11'30"]
"Le Rossignol" made in Japan for 8 instruments op.29

絶版
Sold out

