
手稿譜、関連資料（台本・印刷譜等）

資料リスト簡易版

令和2年1月7日現在

ジャンル 作品情報番号 作品タイトル 作品サブタイトル 請求記号 アイテムタイトル 作曲年 資料種別 楽譜種類 作曲者名

器楽曲 : 管弦楽曲 0001 序曲 ハ短調 Y871-001-Ms-00001 管弦樂の為の序曲 ハ短調 1944 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0002 交響的スケルツォ Y871-001-Ms-00002 Scherzo Symphonique Ré mineur Pour

Orchestre

1946.3.30 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0003 牧歌 Y871-001-Ms-00003 フリュートと管弦樂の為の『牧歌』 1946 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0004 交響管弦楽のための一章 Y871-001-Ms-00004 交響管絃樂のための一章 1953.2.11 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0005 交響曲ト調 Y871-001-Ms-00005 Symphony in G 1953.11.14 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0005 交響曲ト調 Y871-001-Ms-00006 交響曲ト調 Symphony in G 1953.11.14 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0006 弦楽のためのアレグロ Y871-001-Ms-00007 ALLEGRO for STRINGS 1954.3 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0007 管弦楽のための変奏曲 Y871-001-Cp-00001 VARIATIONEN FUR ORCHESTER 1955.11 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0008 湿地帯 Y871-001-Cp-00002 湿地帯 1960 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0008 湿地帯 Y871-001-Ms-00008 湿地帯 1960 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0009 メロディア MELODIA 映画「裸の島」より Y871-001-Ms-00009 MELODIA "裸の島"より 1960/不詳 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0010 タイトルバックと出航の音楽 映画「第五福竜丸」より Y871-001-Ms-00010 タイトルと出航の音楽 映画第五福竜丸よ

り

1959/1961.7 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0011 ウインズ Y871-001-Cp-00003 WINDS for orchestra 1974/1982 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0011 ウインズ Y871-001-Ms-00011 WINDS for orchestra 1974/1982 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0011 ウインズ Y871-001-Ms-00012 WINDS for orchestra 1974/1982 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0012 祝典序曲 Y871-001-Ms-00013 uni-verture for orchestra 1976 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0013 苦行…1974 Y871-001-Ms-00014 苦行…1974 《管弦楽版》 1978.11 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0014 祝奏 Y871-001-Ms-00015 祝奏 フルート・フェスティバルのために 1979 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0015 徳利小(とぅっくいぐぁ) Y871-001-Ms-00016 徳利小 tuk-kui-gua variations from

children's song of okinawa (version for

piano and orchestra)

1979.8.31 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0016 セロ弾きのゴーシュ オーケストラのための童話 Y871-001-Ms-00017 セロ弾きのゴーシュ オーケストラのため

の童話

1981 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0016 セロ弾きのゴーシュ オーケストラのための童話 Y871-001-Ms-00018 セロ弾きのゴーシュ オーケストラのため

の童話

1981 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0017 鳥たちの祈り カタロニア民謡「鳥の歌」による Y871-001-Ms-00019 鳥たちの祈り カタロニア民謡「鳥の歌」

による

1982 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0018 「白墨の輪」組曲 Y871-001-Ms-00020 白墨の輪組曲 KREIDEKREIS-SUITE 1982 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 管弦楽曲 0019 火の子供たち Y871-001-Ms-00021 火の子供たち 1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0019 火の子供たち Y871-001-Ms-00022 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0020 ピーターとあひる Y871-001-Ms-00023 ピーターとあひる 1984 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0020 ピーターとあひる Y871-001-Tx-00001 ピーターとあひる 1984 台本・歌詞原

稿

林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0021 ふりかえり 10月 Y871-001-Ms-00024 ふりかえり 10月 1984 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0022 たたかいの中に Y871-001-Ms-00025 たたかいの中に (オーケストラのために) 1986 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0023 交響曲「五月の歌」 Y871-001-Cp-00004 交響曲『五月の歌』 1 木, 2 わたしを束ね

ないで, 3 警告, 4 共に生きる町, 5 愛, 6 お

まえ

1987 手稿譜(複写) スコア 林光, 外山

雄三

器楽曲 : 管弦楽曲 0023 交響曲「五月の歌」 Y871-001-Ms-00026 「交響曲〈五月の歌〉」 2. わたしを束ね

ないで, 3. 警告, 4. 共に生きる町, 6. おまえ

1987 手稿譜 スコア 林光, 外山

雄三

器楽曲 : 管弦楽曲 0023 交響曲「五月の歌」 Y871-001-Ms-00027 わたしを束ねないで, 警告, 共に生きる町

(合唱版), おまえ

1987 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光, 外山

雄三

器楽曲 : 管弦楽曲 0024 三枚絵 Y871-001-Ms-00028 三枚絵(トリプティーク) フルートオーケス

トラのために

1988 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0025 シンフォニック・スケッチ「江差」 Y871-001-Ms-00029 Symphonic Sketch ESASHI 1988 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0026 シンフォニック・スケッチ「京の大仏」 Y871-001-Ms-00030 シンフォニックスケッチ 京の大佛 1989 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0027 シンフォニック・スケッチ「ねんねしゃん

せ」

Y871-001-Ms-00031 シンフォニックスケッチ ねんねしゃんせ

壱岐地方の子守唄による

1989 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0028 シンフォニック・スケッチ「青菜切るう

た」

Y871-001-Ms-00032 青菜切るうた 1990 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0029 めざめ Y871-001-Ms-00033 めざめ オーケストラのために 1991 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0030 シンフォニック・スケッチ「ハン キリ キ

リ」

Y871-001-Ms-00034 シンフォニックスケッチ ハンキリキリ 1992 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0031 ムタツィオーネ Y871-001-Ms-00035 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0032 室内協奏曲「北方・南方」 Y871-001-Ms-00036 室内協奏曲 "北方/南方" 16個の絃楽器のた

めに

1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0033 ギター協奏曲「北の帆船(ほぶね)」 Y871-001-Cp-00005 協奏曲 "北の帆船" ギターと弦楽オーケス

トラのための

1993/2004 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0033 ギター協奏曲「北の帆船(ほぶね)」 Y871-001-Ms-00037 協奏曲 "北の帆船" ギターと弦楽オーケス

トラのための

1993/2004 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 管弦楽曲 0034 シンフォニック・スケッチ「夢へのさそ

い」

Y871-001-Ms-00038 シンフォニックスケッチ 夢へのさそい 1994 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0035 チャーナタの夢・断片 Y871-001-Ms-00039 チャーナタの夢・断片 1995 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0036 ヴィオラ協奏曲「悲歌」 Y871-001-Ms-00040 ヴィオラ協奏曲 "悲歌 1995 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0036 ヴィオラ協奏曲「悲歌」 Y871-001-Ms-00041 ヴィオラ協奏曲〈悲歌〉 1995 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0036 ヴィオラ協奏曲「悲歌」 Y871-001-Ms-00042 [タイトル表記なし] 1995 手稿譜 ピアノスコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0036 ヴィオラ協奏曲「悲歌」 Y871-001-Pr-00034 ヴィオラ協奏曲〈悲歌〉 1995 印刷譜 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0037 哀歌 Y871-001-Ms-00043 THRENUS(哀歌) オーケストラのための 1999 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0038 夜曲 Y871-001-Ms-00044 NOCTURNE for STRINGS 2001 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0039 新年のダンス 「森は生きている」より Y871-001-Ms-00045 新年のダンス 2006 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0040 十二月の歌・序奏つき 劇音楽「森は生きている」より Y871-001-Ms-00046 十二月(つき)の歌 劇音楽「森は生きてい

る」より

2007/2009 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0040 十二月の歌・序奏つき 劇音楽「森は生きている」より Y871-001-Ms-00047 十二月(つき)の歌・序奏 2007/2009 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0041 木琴協奏曲「夏の雲走る」 Y871-001-Ms-00048 木琴協奏曲《夏の雲走る》 2007 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0042 真冬の春・四月のむすめ オペラ「森は生きている」より Y871-001-Ms-00049 真冬の春・四月とむすめ オーケストラ版

オペラ「森は生きている」より

2009.4 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0043 北寿老仙をいたむ Y871-001-Ms-00050 北寿老仙をいたむ 2009.12 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0044 3つの映画音楽 Y871-001-Ms-00051 [タイトル表記なし] 2011 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 吹奏楽曲 0047 たちあがれ! Y871-001-Ms-00054 立ち上れ! -1960. 安保斗争のために- 1960 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 吹奏楽曲 0048 レクイエム・オン・サンデー Y871-001-Cp-00006 REQUIEM ON SUNDAY 1970.8.16 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 吹奏楽曲 0049 架空オペラ組曲 Y871-001-Ms-00055 架空オペラ組曲 ユーフォニューム・ソロ

とバンドのための

1987 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 吹奏楽曲 0050 プロメテウスの火 Y871-001-Ms-00056 プロメテウスの火 ブラス・オーケストラ

のために

1988.6.6 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 吹奏楽曲 0051 雨の曲 吹奏楽と童声合唱のための Y871-001-Ms-00057 雨の曲 吹奏楽と童声合唱のための 2011 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0052 裸の王様 Y871-001-Cp-00007 はだかの王様 4場よりなるラジオのための

オペラ

1955/1973 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0052 裸の王様 Y871-001-Cp-00008 第3場の前に 1955/1973 手稿譜(複写) スコア 林光
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舞台音楽 : オペラ 0052 裸の王様 Y871-001-Cp-00009 [タイトル表記なし] 1955/1973 手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0052 裸の王様 Y871-001-Ms-02067 裸の王様 アンデルセン『皇帝の新しい着

物』より

1955/1973 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0052 裸の王様 Y871-001-Tx-00002 はだかの王様 1955/1973 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0053 あまんじゃくとうりこひめ Y871-001-Ms-00058 うりこひめとあまんじゃく 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0053 あまんじゃくとうりこひめ Y871-001-Ms-00059 あまんじゃくとうりこひめ 一幕のオペラ 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0053 あまんじゃくとうりこひめ Y871-001-Tx-00003 あまんじゃくとうりこひめ 1958 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0054 うらしま Y871-001-Ms-00060 URASHIMA うらしま TV-Opera 1958.12 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Ms-00061 絵姿女房 プロローグのある二幕のオペラ 1961 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Ms-00062 絵姿女房 1961 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Ms-00063 絵姿女房 1961 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Ms-00064 絵姿女房 プロローグのある2幕のオペラ 矢

代靜一の戯曲による

1961 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Ms-02068 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Ms-02069 <すい>の歌 オペラ「絵姿女房」より 1961 手稿譜 独唱譜 林光

舞台音楽 : オペラ 0055 絵姿女房 Y871-001-Tx-00004 絵姿女房 プロローグと三場 1961 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0056 おこんじょうるり Y871-001-Ms-00065 おこんじょうるり さねとう・あきらの童

話による1幕のオペラ

1975.8.30 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0056 おこんじょうるり Y871-001-Tx-00005 おこんじょうるり 1975.8.30 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0057 浮かれのひょう六機織唄 Y871-001-Ms-00066 うかれのひょう六機織唄(はたおりうた) 1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0057 浮かれのひょう六機織唄 Y871-001-Tx-00006 浮かれのひょう六機織唄 二幕三場のオペ

ラ台本

1977 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0058 白墨の輪 Y871-001-Ms-00067 オペラ 白墨の輪 1978 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0058 白墨の輪 Y871-001-Ms-02070 [タイトル表記なし] 1978 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0058 白墨の輪 Y871-001-Tx-00007 白墨の輪 1978 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0059 べっかんこ鬼 Y871-001-Ms-00068 べっかんこ鬼 2幕のオペラ 1979 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : オペラ 0059 べっかんこ鬼 Y871-001-Tx-00008 べっかんこ鬼(二幕七場) 理論社刊「ゆきこ

んこん物語」より

1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0060 白いけものの伝説 Y871-001-Ms-00069 オペラ 鶴富 椎葉平家物語 1979 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0060 白いけものの伝説 Y871-001-Tx-00009 オペラ 白いけものの伝説 椎葉「鶴富姫物

語」による

1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0061 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-00070 ちゅうたのくうそう 小沢正の童話による

オペラ2幕

1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0061 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-02071 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0061 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-02072 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : オペラ 0061 ちゅうたのくうそう Y871-001-Tx-00010 ちゅうたのくうそう 小沢正の童話による

オペラ

1981 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0062 セロ弾きのゴーシュ Y871-001-Cp-00016 [タイトル表記なし] 1986 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0062 セロ弾きのゴーシュ Y871-001-Ms-00071 オペラ セロ弾きのゴーシュ 宮澤賢治「セ

ロ弾きのゴーシュ」による

1986 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0062 セロ弾きのゴーシュ Y871-001-Tx-00011 オペラ「セロ弾きのゴーシュ」 宮澤賢治

「セロ弾きのゴーシュ」による

1986 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0063 白いけものの伝説 室内オーケストラ版 Y871-001-Ms-00072 白いけものの伝説 2幕のオペラ 1987.3.26 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0063 白いけものの伝説 室内オーケストラ版 Y871-001-Ms-00073 オペラ 白いけものの伝説 1987.3.26 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0063 白いけものの伝説 室内オーケストラ版 Y871-001-Ms-02073 オペラ「白いけものの伝説」 1987.3.26 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0064 スカートをはいたジャンヌ・ダルク Y871-001-Ms-00074 オペラ スカートをはいたジャンヌ・ダルク 1987 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0064 スカートをはいたジャンヌ・ダルク Y871-001-Ms-00075 オペラ スカートを穿いたジャンヌダルク 1987 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0064 スカートをはいたジャンヌ・ダルク Y871-001-Tx-00012 スカートをはいたジャンヌ・ダルク 1987 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0065 十二夜 Y871-001-Cp-00017 オペラ『十二夜』 1989 手稿譜(複写) スコア 林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0065 十二夜 Y871-001-Ms-00076 [タイトル表記なし] 1989 手稿譜 スコア 林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0065 十二夜 Y871-001-Ms-02074 [タイトル表記なし] 1989 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0065 十二夜 Y871-001-Ms-02075 オペラ「十二夜」 1989 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光, 萩京

子

5 / 160 ページ



手稿譜、関連資料（台本・印刷譜等）

資料リスト簡易版

令和2年1月7日現在

ジャンル 作品情報番号 作品タイトル 作品サブタイトル 請求記号 アイテムタイトル 作曲年 資料種別 楽譜種類 作曲者名

舞台音楽 : オペラ 0065 十二夜 Y871-001-Tx-00013 オペラ『十二夜』 1989 台本・歌詞原

稿

林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0066 ハムレットの時間 Y871-001-Cp-00018 オペラ『ハムレットの時間』 1990 手稿譜(複写) スコア 林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0066 ハムレットの時間 Y871-001-Ms-00077 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 スコア 林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0066 ハムレットの時間 Y871-001-Tx-00014 オペラ ハムレットの時間 1990 台本・歌詞原

稿

林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0067 森は生きている Y871-001-Ms-00078 オペラ 森は生きている 1992.9.1 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0067 森は生きている Y871-001-Tx-00053 森は生きている 1992.9.1 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0068 賢かった三人 Y871-001-Cp-00019 オペラ 賢かった三人 あるいは洞熊先生の

生徒たち

1994.4.3 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0068 賢かった三人 Y871-001-Ms-00079 オペラ 賢かった三人 1994.4.3 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0068 賢かった三人 Y871-001-Tx-00015 オペラ 賢かった三人 1994.4.3 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0069 抒情幻想劇「ひのきとひなげし」 Y871-001-Cp-00145 ひのきとひなげし 1994.4.16 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0069 抒情幻想劇「ひのきとひなげし」 Y871-001-Ms-00080 抒情幻想劇 ひのきとひなげし 1994.4.16 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0069 抒情幻想劇「ひのきとひなげし」 Y871-001-Ms-02076 [タイトル表記なし] 1994.4.16 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0069 抒情幻想劇「ひのきとひなげし」 Y871-001-Tx-00016 抒情幻想劇 ひのきとひなげし 1994.4.16 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0070 変身 Y871-001-Ms-00081 オペラ 変身 1996 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0070 変身 Y871-001-Tx-00017 オペラ 変身 1996 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0071 夏の夜の夢 Y871-001-Cp-00020 オペラ 夏の夜の夢 1996 手稿譜(複写) スコア 林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0071 夏の夜の夢 Y871-001-Ms-00082 オペラ 夏の夜の夢 1996 手稿譜 スコア 林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0071 夏の夜の夢 Y871-001-Tx-00018 オペラ 夏の夜の夢 1996 台本・歌詞原

稿

林光, 萩京

子

舞台音楽 : オペラ 0072 吾輩は猫である Y871-001-Ms-00083 オペラ 吾輩は猫である 1998 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0072 吾輩は猫である Y871-001-Tx-00019 オペラ 吾輩は猫である 1998 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0073 森は生きている(室内オーケストラ版) Y871-001-Cp-00021 オペラ 森は生きている 2000 手稿譜(複写) スコア 林光(作曲),

吉川和夫

(オーケス

トレーショ

ン)
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舞台音楽 : オペラ 0073 森は生きている(室内オーケストラ版) Y871-001-Ms-00084 [タイトル表記なし] 2000 手稿譜 スコア 林光(作曲),

吉川和夫

(オーケス

トレーショ

ン)

舞台音楽 : オペラ 0074 ふしぎなたまご Y871-001-Ms-00085 ふしぎなたまご 1幕のオペラ 2000.1.24 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0074 ふしぎなたまご Y871-001-Tx-00020 ふしぎなたまご 1幕のオペラ 2000.1.24 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0075 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Cp-00146 [タイトル表記なし] 2000.5.12 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0075 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Ms-00086 オペラ おじいちゃんの口笛 2000.5.12 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0075 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Tx-00021 オペラ・おじいちゃんの口笛 2000.5.12 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0076 三人姉妹 Y871-001-Ms-00087 三人姉妹 2001 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0076 三人姉妹 Y871-001-Tx-00022 オペラ 三人姉妹 2001 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0077 イヌの仇討あるいは吉良の決断 Y871-001-Ms-00088 オペラ イヌの仇討あるいは吉良の決断 2002 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0077 イヌの仇討あるいは吉良の決断 Y871-001-Tx-00023 オペラ『イヌの仇討あるいは吉良の決断』 2002 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0078 花のラ・マンチャ騎士道 あるいはドン・

キホーテ最後の冒険

Y871-001-Ms-00089 OPERA 花のラ・マンチャ騎士道あるいは

ドン・キホーテ最後の冒険

2004.2.1 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0078 花のラ・マンチャ騎士道 あるいはドン・

キホーテ最後の冒険

Y871-001-Tx-00024 オペラ『花のラ・マンチャ騎士道あるいは

ドン・キホーテ最後の冒険』

2004.2.1 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0079 即興幻想曲「耕耘部の時計」 Y871-001-Ms-00090 即興幻想曲 耕耘部の時計 2005.5.3 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0079 即興幻想曲「耕耘部の時計」 Y871-001-Tx-00025 即興幻想曲『耕耘部の時計』 2005.5.3 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0080 鹿踊りのはじまり Y871-001-Ms-00091 オペラ 鹿踊りのはじまり 2005.4.29 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0080 鹿踊りのはじまり Y871-001-Tx-00026 オペラ『鹿踊りのはじまり』 2005.4.29 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0081 ロミオとジュリエット・瓦礫のなかの Y871-001-Ms-00092 オペラ ロミオとジュリエット・瓦礫のな

かの

2006.2.10 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0081 ロミオとジュリエット・瓦礫のなかの Y871-001-Tx-00027 オペラ『ロミオとジュリエット・瓦礫のな

かの』

2006.2.10 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0082 まっぷたつの子爵 Y871-001-Cp-00022 オペラ まっぷたつの子爵 2007.1.31 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0082 まっぷたつの子爵 Y871-001-Ms-00093 オペラ まっぷたつの子爵 2007.1.31 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0082 まっぷたつの子爵 Y871-001-Tx-00028 オペラ『まっぷたつの子爵』 -四人の作曲

家のためのテキスト-

2007.1.31 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : オペラ 0083 クラブ・マクベス Y871-001-Ms-00094 オペラ クラブ マクベス 2007.8.30 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0083 クラブ・マクベス Y871-001-Tx-00029 オペラ「クラブ・マクベス」台本 2007.8.30 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0084 そしてみんなうそをついた Y871-001-Ms-00095 オペラ そしてみんなうそをついた -芥川龍

之介「藪の中」による-

2008.9.2 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0084 そしてみんなうそをついた Y871-001-Ms-00096 Aria 2008.9.2 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0084 そしてみんなうそをついた Y871-001-Tx-00030 オペラ『そしてみんなうそをついた』 -芥

川龍之介「藪の中」による-

2008.9.2 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0085 ねこのくにのおきゃくさま Y871-001-Ms-00097 オペラ ねこのくにのおきゃくさま 2011.1.27 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0085 ねこのくにのおきゃくさま Y871-001-Ms-00098 [タイトル表記なし] 2011.1.27 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0085 ねこのくにのおきゃくさま Y871-001-Tx-00031 オペラ『ねこのくにのおきゃくさま』 2011.1.27 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Ms-00099 安部公房作 Sprechchor. "最後の武器" のた

めの5つの歌 Frei nach gettingen-Kantate

von G. Weisenborn

1958.8/1959 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Ms-00100 -安部公房作- 最後の武器 Ein Sprechchor

Frei nach Gettingener Kantate von Gü

nter Weisenborn

1958.8/1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Ms-00101 安部公房作》最後の武器《より5つの歌 1958.8/1959 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Ms-02078 [タイトル表記なし] 1958.8/1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Pr-00001 安部公房作 SPRECHCHORE "最後の武器"

のための5つの歌

1958.8/1959 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Pr-00002 "わからない" のうた 1958.8/1959 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0086 シュプレヒコール「最後の武器」 Y871-001-Tx-00032 安部公房作 最後の武器 -ヴァイセンボルン

作「ゲッチンゲン・カンタータ」/にもと

ずく改作-

1958.8/1959 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0087 シュプレヒコール「武器なき世界」 Y871-001-Ms-00102 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0087 シュプレヒコール「武器なき世界」 Y871-001-Ms-00103 シュプレッヒ・コール 武器なき世界のた

めの6つの歌

1960 手稿譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0087 シュプレヒコール「武器なき世界」 Y871-001-Ms-00104 その時 朝日は… (死者の合唱) sprechchor.

「武器なき世界」のために

1960 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0087 シュプレヒコール「武器なき世界」 Y871-001-Ms-00105 その時 朝日は (死者たちの合唱) 1960 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0087 シュプレヒコール「武器なき世界」 Y871-001-Pr-00003 シュプレッヒ・コール 武器なき世界のた

めの6つの歌

1960 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0088 乞食の歌―合唱のためのバラード Y871-001-Ms-00106 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0088 乞食の歌―合唱のためのバラード Y871-001-Ms-02079 乞食の歌 1962 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0088 乞食の歌―合唱のためのバラード Y871-001-Pr-00004 乞食の歌 1962 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0088 乞食の歌―合唱のためのバラード Y871-001-Tx-00033 乞食の歌 1962 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Ms-00107 合唱劇 ネズミたちの伝説 安部公房「プ

ルートのわな」より

1976.8.6 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Ms-00108 見えない月 -人びとのための13ケ月のうた

-

1976.8.6 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Ms-00109 (9) 六 プルートの自己紹介[移調版] 1976.8.6 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Ms-02080 [タイトル表記なし] 1976.8.6 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Pr-00014 舞台のためのカンタータ 鼠たちの伝説 安

部公房「プルートのわな」より

1976.8.6 印刷譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Pr-00209 舞台のためのカンタータ 鼠たちの伝説 安

部公房「プルートのわな」より

1976.8.6 印刷譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0089 鼠たちの伝説 舞台のためのカンタータ Y871-001-Tx-00034 鼠たちの伝説 安部公房作「プルートのわ

な」より

1976.8.6 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0090 カンタータ「脱出」 Y871-001-Ms-00110 カンタータ 脱出 1978 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0090 カンタータ「脱出」 Y871-001-Ms-00111 [タイトル表記なし] 1978 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0090 カンタータ「脱出」 Y871-001-Ms-00112 カンタータ 脱出 1978 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0090 カンタータ「脱出」 Y871-001-Ms-00113 カンタータ 脱出 1978 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0090 カンタータ「脱出」 Y871-001-Pr-00018 カンタータ 脱出 1978 印刷譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0090 カンタータ「脱出」 Y871-001-Tx-00035 カンタータ 脱出 1978 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0091 カンタータ「戦争の子」 Y871-001-Ms-00114 カンタータ 戦争の子 1984 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0091 カンタータ「戦争の子」 Y871-001-Ms-00115 カンタータ 戦争の子 1984 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0091 カンタータ「戦争の子」 Y871-001-Ms-00116 [タイトル表記なし] 1984 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0091 カンタータ「戦争の子」 Y871-001-Pr-00036 カンタータ 戦争の子 1984 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0091 カンタータ「戦争の子」 Y871-001-Tx-00036 [タイトル表記なし] 1984 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0092 おまけの平和とさいごのなるほど Y871-001-Ms-00117 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0092 おまけの平和とさいごのなるほど Y871-001-Ms-00118 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0092 おまけの平和とさいごのなるほど Y871-001-Ms-00119 「おまけの平和と-」追加 1990 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0092 おまけの平和とさいごのなるほど Y871-001-Tx-00037 [タイトル表記なし] 1990 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0093 オラトリオ「君の受難曲」 Y871-001-Ms-00120 君の受難曲 オラトリオ 1994.4.5 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0093 オラトリオ「君の受難曲」 Y871-001-Tx-00038 オラトリオ 君の受難曲 1994.4.5 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0094 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバル Y871-001-Ms-00121 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバ

ル

1996/2000 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0094 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバル Y871-001-Ms-00122 [タイトル表記なし] 1996/2000 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0094 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバル Y871-001-Ms-00123 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバ

ル

1996/2000 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0094 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバル Y871-001-Pr-00210 音楽劇 かしわばやしの夜 舞台のための

カーニバル 【じゃがいもバージョン】

1996/2000 印刷譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0094 かしわばやしの夜 舞台のためのカーニバル Y871-001-Tx-00039 かしわばやしの夜 -舞台のためのカーニバ

ル-

1996/2000 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0095 音楽劇「ヴィヨン 笑う中世」 Y871-001-Ms-00124 音楽劇 ヴィヨン -笑う中世 ブリューゲルや

ボッスの絵を想いうかべながら

1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0095 音楽劇「ヴィヨン 笑う中世」 Y871-001-Ms-00125 音楽劇 ヴィヨン -笑う中世 ブリューゲルや

ボッスの絵を想いうかべながら

1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0095 音楽劇「ヴィヨン 笑う中世」 Y871-001-Pr-00021 音楽劇 ヴィヨン -笑う中世 1997 印刷譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0096 戒厳令 あるいはアジアン・コミックス Y871-001-Ms-00126 [タイトル表記なし] 1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0096 戒厳令 あるいはアジアン・コミックス Y871-001-Tx-00040 OMP・合唱劇 戒厳令 -アジアン・コミッ

クス

1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0097 狼森と笊森、盗森 Y871-001-Ms-00127 狼森と笊森、盗森 1998.10.6 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0097 狼森と笊森、盗森 Y871-001-Tx-00041 狼森(オイノもり)と笊森(ざるもり)、盗森

(ぬすともり)

1998.10.6 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0098 鹿踊りのはじまり Y871-001-Ms-00128 鹿踊りのはじまり 2002.10.12 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0098 鹿踊りのはじまり Y871-001-Tx-00042 鹿踊りのはじまり 2002.10.12 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0099 冬のオペラ・大正二十五年の Y871-001-Ms-00129 [タイトル表記なし] 2002 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0099 冬のオペラ・大正二十五年の Y871-001-Tx-00043 冬のオペラ・大正二十五年の 2002 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0100 合唱オペラ「セロ弾きのゴーシュ」 Y871-001-Cp-00023 オペラ セロ弾きのゴーシュ 宮澤賢治「セ

ロ弾きのゴーシュ」による

2008 手稿譜(複写) スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0100 合唱オペラ「セロ弾きのゴーシュ」 Y871-001-Ms-00130 [タイトル表記なし] 2008 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0100 合唱オペラ「セロ弾きのゴーシュ」 Y871-001-Ms-02081 [タイトル表記なし] 2008 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0101 合唱オペラ「トラジコメディ・盗まれた

森」

Y871-001-Ms-00131 [タイトル表記なし] 2010 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0101 合唱オペラ「トラジコメディ・盗まれた

森」

Y871-001-Ms-00132 [タイトル表記なし] 2010 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0101 合唱オペラ「トラジコメディ・盗まれた

森」

Y871-001-Tx-00044 合唱オペラ「トラジコメディ-盗まれた

森」

2010 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0102 なめとこ山の熊 Y871-001-Cp-00024 なめとこ山の熊 2010 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0102 なめとこ山の熊 Y871-001-Ms-00133 なめとこ山の熊 2010 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0102 なめとこ山の熊 Y871-001-Tx-00045 なめとこ山の熊 2010 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0103 アシタノキョウカ 泉鏡花に歌う Y871-001-Ms-00134 [タイトル表記なし] 2011.5.10 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0103 アシタノキョウカ 泉鏡花に歌う Y871-001-Tx-00046 合唱オペラ「アシタノキョウカ-泉鏡花に

歌う-」

2011.5.10 台本・歌詞原

稿

林光

声楽曲 : 合唱曲 0104 己が心の Y871-001-Ms-00135 己が心の 1947 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0104 己が心の Y871-001-Ms-02083 己が心の 1947 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0105 水のおもてに Y871-001-Ms-00136 水のおもてに 1950 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0106 永遠のみどり Y871-001-Ms-00137 永遠のみどり 1952 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0107 祖国の若者 Y871-001-Cp-00025 祖国の若者 1953/1991 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0107 祖国の若者 Y871-001-Ms-00138 祖国の若者 1953/1991 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0108 世界の声 Y871-001-Cp-00026 卋界の声 1954 手稿譜(複写) クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0108 世界の声 Y871-001-Ms-00139 世界の声 1954 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0109 甦る廣島 Y871-001-Pr-00005 甦る廣島 1954 印刷譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0110 アジアの兄弟に Y871-001-Cp-00027 アジアの兄弟に 1954 手稿譜(複写) パート譜, 旋律

譜

林光

声楽曲 : 合唱曲 0110 アジアの兄弟に Y871-001-Ms-00140 アジアの兄弟に 1954 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0111 新しい誓のうた Y871-001-Pr-00006 新しい誓いのうた 1955 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0112 たたかいの中に Y871-001-Ms-00141 たたかいの中に 混声四部のために 1957 手稿譜 クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0113 マザー・グース・メロディー Y871-001-Pr-00007 マザー・グース・メロディー 「マザー・

グース」より

1958 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0114 原爆小景 Y871-001-Ms-00142 カンタータ1番 原民喜『原爆小景』より "

水ヲ下サイ" による

1958/1971/20

01

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0114 原爆小景 Y871-001-Ms-00157 原爆小景 1958/1971/20

01

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0114 原爆小景 Y871-001-Ms-00263 永遠のみどり -「原爆小景」最終章 1958/1971/20

01

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0114 原爆小景 Y871-001-Ms-02084 [タイトル表記なし] 1958/1971/20

01

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0114 原爆小景 Y871-001-Pr-00212 混声合唱のためのカンタータ第1番 -原民

喜「原爆小景」より"水ヲ下サイ"による-

1958/1971/20

01

印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0115 不死馬 Y871-001-Ms-00143 不死馬 合唱、7つの管楽器、打楽器および

コントラバスのための

1958 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0115 不死馬 Y871-001-Ms-02085 言葉と音楽のための3つの形象 Ⅱ 合唱と室

内オーケストラのための小カンタータ -

"ma"による試み- 不死馬 -マリノ・マリー

ニの彫刻による-

1958 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0115 不死馬 Y871-001-Ms-02086 不死馬 1958 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0115 不死馬 Y871-001-Ms-02087 合唱と室内オーケストラのための小カン

タータ "不死馬" -マリノ・マリーニの彫刻

による-

1958 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0116 蹄鉄屋の歌 小熊秀雄の詩による Y871-001-Pr-00008 蹄鉄屋の歌 小熊秀雄の詩による 1959 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0118 レクイエム Y871-001-Ms-00144 REQUIEM 木原孝一「無名戰士」第2部に

よる

1960 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0118 レクイエム Y871-001-Ms-00145 REQUIEM on the text from "Unknown

Soldier" by Koichi Kihara for

MixedChorus Narrators with 8

Instruments

1960 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0119 たちあがれ! 安保条約反対闘争歌 Y871-001-Pr-00009 たちあがれ! 1960 印刷譜 コーラススコ

ア

林光
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声楽曲 : 合唱曲 0120 みんなの指で字をかこう Y871-001-Cp-00147 みんなの指で字をかこう 1960 手稿譜(複写) コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0120 みんなの指で字をかこう Y871-001-Pr-00010 みんなの指で字をかこう 1960 印刷譜 コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0121 忘れまい6・15 Y871-001-Ms-02088 忘れまい6･15 -樺美智子さんの霊に- 1960 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0121 忘れまい6・15 Y871-001-Ms-02089 忘れまい6･15 -樺美智子さんの霊に- 1960 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0121 忘れまい6・15 Y871-001-Pr-00011 忘れまい6・15 樺美智子さんの霊に 1960 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0121 忘れまい6・15 Y871-001-Pr-00012 〈忘れまい6・15.〉 樺美智子さんの霊に -

To the memory of Miss Michiko Kamba-

1960 印刷譜 クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0122 ゴールドラッシュ Y871-001-Cp-00028 ゴールドラッシュ 1960/1980 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0122 ゴールドラッシュ Y871-001-Ms-00146 ゴールドラッシュ 小熊秀雄の詩による混

声合唱とコンボのためのラプソディー

1960/1980 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0122 ゴールドラッシュ Y871-001-Ms-02090 ゴールドラッシュ 1960/1980 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0123 太陽はのぼる Y871-001-Pr-00013 太陽はのぼる アジア・アフリカ ; 未来のた

めに

1961 印刷譜 クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0124 掲示板の歌 Y871-001-Ms-00147 掲示板のうた 1961 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0124 掲示板の歌 Y871-001-Tx-00047 掲示板のうた 1961 台本・歌詞原

稿

林光

声楽曲 : 合唱曲 0125 受難のはじまり Y871-001-Ms-00148 受難のはじまり その1 序章 1961 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0126 動物の受難 Y871-001-Cp-00148 動物の受難 1961 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0126 動物の受難 Y871-001-Pr-00025 動物の受難 混声合唱、ヴィブラフォン、ピ

アノのための

1961 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0127 もぎとろうの歌 Y871-001-Ms-00149 もぎとろうの歌 1962 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0128 ゲンの馬鹿・抄 Y871-001-Cp-00029 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0129 ヴァカンス あるいは 時の中の死 Y871-001-Ms-00150 ヴァカンスあるいは時の中の死 混声合唱

とピアノのための

1963 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0129 ヴァカンス あるいは 時の中の死 Y871-001-Ms-00151 ヴァカンスあるいは時の中の死 混声合唱

とピアノのための

1963 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0130 春を待つ Y871-001-Pr-00015 春を待つ おかあさんがたの為の 女声三部

合唱

[1963] 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0131 黒い歌 混声合唱のための Y871-001-Ms-00152 黒い歌 混声合唱のための 1964 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0132 ハンガリアの笑い 黒田喜夫の長詩(1956)による Y871-001-Ms-00153 ハンガリアの笑い 黒田喜夫の長詩(1956)に

よる

1965 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0133 私と風との道づれの歌 混声合唱のために Y871-001-Ms-00154 私と風との道づれの歌 混声合唱のために 1966 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0134 六月の唄 Y871-001-Ms-00155 六月の歌 1967 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0134 六月の唄 Y871-001-Ms-00156 六月 1967 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0135 ことばの歌 Y871-001-Pr-00016 ことばの歌 1969 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0135 ことばの歌 Y871-001-Pr-00017 ことばの歌 1969 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0137 四つの夕暮の歌 Y871-001-Cp-00030 四つの夕暮の歌 混声合唱とピアノのための 1970 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0138 ブレヒト氏の教材歌集その1 Y871-001-Cp-00031 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜(複写) コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0138 ブレヒト氏の教材歌集その1 Y871-001-Ms-00158 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0138 ブレヒト氏の教材歌集その1 Y871-001-Ms-02091 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0138 ブレヒト氏の教材歌集その1 Y871-001-Ms-02092 八匹めの象の歌 1971 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0138 ブレヒト氏の教材歌集その1 Y871-001-Ms-02093 8匹目の象の歌 1971 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0139 火の夜 Y871-001-Ms-00159 火の夜 混声合唱のための宗左近「炎える

母」による

1972 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0140 空に小鳥がいなくなった日 Y871-001-Ms-00160 空に小鳥がいなくなった日 for 4parts-

female-voices with piano

1972 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0141 歌集・花の歌 Y871-001-Ms-00161 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0142 earth for mixed chorus and orchestra Y871-001-Ms-00162 earth for mixed chorus and orchestra 1973 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0143 ごパッシオ Y871-001-Cp-00032 ごパッシオ 合唱のための 1973 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0144 ダボハゼのうた 児童合唱のために Y871-001-Pr-00035 ダボハゼのうた 児童合唱のために 1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0145 シンポジウム Ⅰ 諸家論叢Ⅰ 声とアクションのために Y871-001-Ms-00163 Symposium 諸家論叢 声とアクションのた

めに

1974 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0146 シンポジウム Ⅱ 諸家論叢Ⅱ 男声合唱のために Y871-001-Ms-00164 Symposium Ⅱ 諸家論叢 第二 男声合唱の

ために

1974 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0147 ちっちゃなボー・ピープ -マザー・グース

のうた

Y871-001-Ms-00165 [タイトル表記なし] 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0147 ちっちゃなボー・ピープ -マザー・グース

のうた

Y871-001-Ms-00166 [タイトル表記なし] 1976 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0147 ちっちゃなボー・ピープ -マザー・グース

のうた

Y871-001-Ms-00167 [タイトル表記なし] 1976 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0148 自由の木 Y871-001-Ms-00168 自由の木 1976 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0149 夜明けの愛の歌 Y871-001-Ms-00169 夜明けの愛のうた 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0150 告別 Y871-001-Ms-00170 告別 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0150 告別 Y871-001-Ms-00171 告別 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0150 告別 Y871-001-Ms-00172 告別 1976 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0151 いつ? Y871-001-Ms-00173 いつ? 1976 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0151 いつ? Y871-001-Ms-00174 いつ? ¿CUANDO? 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0152 うたごえよ 明日のために Y871-001-Ms-00178 うたごえよ明日のために 1976/2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0152 うたごえよ 明日のために Y871-001-Ms-00179 うたごえよ明日のために(1953, 2007新編

曲)

1976/2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0153 石ころの歌 Y871-001-Ms-00180 石ころの歌 1978 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0153 石ころの歌 Y871-001-Ms-00181 石ころの歌 1978 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0154 ものがたり Y871-001-Ms-00182 ものがたり 1979 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0155 夢 Y871-001-Ms-00183 夢 1979 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0155 夢 Y871-001-Ms-00184 夢 1979 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0156 モーツァルト賛歌 Y871-001-Ms-00185 モーツアルト賛歌 1980 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0156 モーツァルト賛歌 Y871-001-Ms-00186 モーツアルト賛歌 1980 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0156 モーツァルト賛歌 Y871-001-Ms-00187 モーツアルト賛歌 1980 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0156 モーツァルト賛歌 Y871-001-Ms-00188 モーツァルト賛歌 1980 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0157 木のうた 混声合唱とピアノのために Y871-001-Ms-00189 木のうた 混声合唱とピアノのために 1980 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0158 赤い光の風景 斎藤茂吉の短歌と歌論によるバリトン独

唱, 合唱, 管弦楽のためのカンタータ

Y871-001-Ms-00190 赤い光の風景 1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0158 赤い光の風景 斎藤茂吉の短歌と歌論によるバリトン独

唱, 合唱, 管弦楽のためのカンタータ

Y871-001-Ms-00191 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0159 新原爆小景あるいは平和の使徒たちの行列

と死者たちの歌

Y871-001-Ms-00192 新原爆小景あるいは平和の使徒たちの行列

(パレード)と死者たちの歌

1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0160 鳥のうた Y871-001-Ms-00193 鳥の歌 混声合唱, ピアノ, 1対の笛のための 1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0161 日本国憲法 Y871-001-Ms-00194 日本国憲法 1983 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0162 長くて短い六つの歌 Y871-001-Ms-00195 [タイトル表記なし] 1984 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0163 歩くうた Y871-001-Ms-00196 歩くうた 1984 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0164 風が知っている (「世界のなぞなぞ」より) / 児童合唱のた

めに

Y871-001-Ms-00197 風が知っている(「世界のなぞなぞ」より)

児童合唱のために

1984 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0164 風が知っている (「世界のなぞなぞ」より) / 児童合唱のた

めに

Y871-001-Ms-02094 かあさんみずとどろのなか(1984) 1984 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0165 うた Y871-001-Ms-00198 うた(合唱版) 1985 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0165 うた Y871-001-Ms-00199 「うた」のための間奏 1985 手稿譜 独奏譜, パート

譜

林光

声楽曲 : 合唱曲 0166 ねがい Y871-001-Ms-00200 ねがい(合唱版) 1985 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0167 ねがい Y871-001-Ms-00201 ねがい(女声合唱版) 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0168 クリスマス Y871-001-Cp-00033 クリスマス 1985 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0168 クリスマス Y871-001-Ms-00202 クリスマス 1985 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0169 海だべがど 「高原」合唱版 Y871-001-Ms-00203 海だべがど 「高原」合唱版 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0170 明日ともなれば Y871-001-Ms-00204 明日ともなれば 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0171 役に立つものの苦しみについて Y871-001-Ms-00205 役に立つものの苦しみについて 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0172 もういいかい 児童合唱のために Y871-001-Ms-00206 もういいかい? 児童合唱のために 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0173 おとずれ 男声合唱のために Y871-001-Ms-00207 おとずれ 男声合唱のために 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0174 家なき子のクリスマス Y871-001-Ms-00208 家なき子のクリスマス 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0175 いつも風 流れる川 女声合唱とピアノのために Y871-001-Ms-00209 いつも風 流れる川 女声合唱とピアノのた

めに

1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0176 最上川 Y871-001-Ms-00210 最上川 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0177 こどものためのオペレッタ「きつねのちょ

うちん」

Y871-001-Ms-00211 キツネのちょうちん 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0177 こどものためのオペレッタ「きつねのちょ

うちん」

Y871-001-Pr-00019 きつねのちょうちん 『愛媛の昔語り』に

よる子どものためのオペレッタ

1987 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0177 こどものためのオペレッタ「きつねのちょ

うちん」

Y871-001-Tx-00048 キツネのちょうちん 『愛媛の昔語り』に

よる子どものためのオペレッタ

1987 台本・歌詞原

稿

林光

声楽曲 : 合唱曲 0178 巨木の歌 Y871-001-Ms-00212 巨木のうた 1987 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0178 巨木の歌 Y871-001-Ms-00213 巨木のうた(男声版) 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0178 巨木の歌 Y871-001-Ms-00214 巨木のうた(女声版) 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0179 生命の木, 空へ Y871-001-Ms-00215 [タイトル表記なし] 1987/1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0179 生命の木, 空へ Y871-001-Ms-00216 生命の木, 空へ 合唱, 児童合唱, ピアノ(また

は管弦楽)のための

1987/1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0180 生命の木, 空へ Y871-001-Ms-00217 生命の木, 空へ 1987/1988/19

89

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0180 生命の木, 空へ Y871-001-Ms-02095 敗戦の子供(1988) 1987/1988/19

89

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0180 生命の木, 空へ Y871-001-Ms-02096 敗戦の子ども(1988) 1987/1988/19

89

手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0180 生命の木, 空へ Y871-001-Pr-00020 生命の木、空へ 合唱、児童合唱、ピアノ

(または管弦楽)のための

1987/1988/19

89

印刷譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0181 夢の分け前 「列子」による Y871-001-Ms-00218 夢の分け前 「列子」による 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0182 コメディア・インサラータ 混声合唱とピアノのための Y871-001-Ms-00219 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0182 コメディア・インサラータ 混声合唱とピアノのための Y871-001-Ms-00220 LA COMMDIA DELL 'INSALATA per

CORO MISTO e PIANOFORTE

1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0183 太陽の旗 Y871-001-Ms-00221 太陽の旗 1988/1989 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0183 太陽の旗 Y871-001-Ms-02097 太陽の旗(旗は歌う) 1988/1989 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0184 太陽の旗 Y871-001-Ms-00222 太陽の旗 1989 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0185 交響連歌「この八月に」 Y871-001-Ms-00223 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0185 交響連歌「この八月に」 Y871-001-Ms-00224 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0185 交響連歌「この八月に」 Y871-001-Ms-00225 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0186 うさぎの耳 Y871-001-Ms-00226 ウサギの耳 1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0187 グラナダのみどりの小枝 Y871-001-Cp-00034 明日ともなれば 1988 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0187 グラナダのみどりの小枝 Y871-001-Ms-00227 グラナダの緑の小枝 女声合唱とピアノのた

めの

1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0188 ザ・カーニバル あるいは自由への道 Y871-001-Ms-00228 ザ・カーニバルあるいは自由への道 1988 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0189 岩手軽便鉄道の一月 Y871-001-Ms-00229 岩手軽便鉄道の一月 1989 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0189 岩手軽便鉄道の一月 Y871-001-Ms-00230 岩手軽便鉄道の一月(合唱版) 1989 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0190 なまえ Y871-001-Ms-00231 なまえ ポール・エリュアール「自由」に

よる

1989 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0191 ロス・カプリチョス 「ヴィヨンの遺言」39・40・41による Y871-001-Ms-00232 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0192 だいじなさがしもの 世界のなぞなぞより Y871-001-Ms-00234 だいじなさがしもの 世界のなぞなぞより 1990 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0193 ヤクモタツ 山本太郎「スサノヲ」より Y871-001-Ms-00235 ヤクモタツ 山本太郎「スサノヲ」より 1991 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0194 恋歌 Y871-001-Ms-00236 恋歌 1991 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0194 恋歌 Y871-001-Ms-02098 恋歌 1991 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0195 グランド電柱 Y871-001-Ms-00237 グランド電柱 1991 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0196 グランド電柱 Y871-001-Ms-00238 グランド電柱 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0196 グランド電柱 Y871-001-Ms-00239 グランド電柱 2006 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0196 グランド電柱 Y871-001-Ms-02099 グランド電柱 2006 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0197 はるすぎて Y871-001-Ms-00240 はるすぎて 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0198 いわばしる Y871-001-Ms-00241 いわばしる 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0199 わらび Y871-001-Ms-00242 わらび 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0200 夏のしらせ Y871-001-Ms-00243 夏のしらせ(ODE) 1992 手稿譜 クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0200 夏のしらせ Y871-001-Ms-00244 夏のしらせ 1992 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0201 月 わたし 風 Y871-001-Ms-00245 月・わたし・風 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0202 哀しみの歌 6群の男声合唱のための Y871-001-Ms-00246 哀しみの歌 THRENI 6群の男声合唱のため

の

1993 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0203 炎の谺 混声合唱のための Y871-001-Ms-00247 炎の谺 混声合唱のための 1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0203 炎の谺 混声合唱のための Y871-001-Tx-00049 曼珠沙華 1994 台本・歌詞原

稿

林光

声楽曲 : 合唱曲 0204 はる なつ あき ふゆ 童声合唱のための Y871-001-Ms-00248 はる なつ あき ふゆ 童声合唱のための 1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0205 ちえくらべ 童声合唱とピアノのために Y871-001-Ms-00249 ちえくらべ (世界のなぞなぞから) 童声合唱

とピアノのために

1995 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0206 ポラーノの広場の歌 Y871-001-Ms-00250 ポラーノの広場のうた 1995/2006 手稿譜 クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0206 ポラーノの広場の歌 Y871-001-Ms-00251 ポラーノの広場のうた 1995/2006 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0207 序詞 「注文の多い料理店」序 Y871-001-Ms-00252 序詞 「注文の多い料理店」序 1996/2004 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0207 序詞 「注文の多い料理店」序 Y871-001-Ms-02100 序詞 cl, pf版 1996/2004 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0207 序詞 「注文の多い料理店」序 Y871-001-Ms-02101 序詞 1996/2004 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 0208 祈り 「烏の北斗七星」より Y871-001-Ms-00253 祈り 「烏の北斗七星」より 1996 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0209 帆は風に鳴り 男声合唱とピアノのための Y871-001-Ms-00254 帆は風に鳴り 男声合唱とピアノのための 1997 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0210 花三題 Y871-001-Cp-00035 花三題 1997/1998 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0210 花三題 Y871-001-Ms-00255 [タイトル表記なし] 1997/1998 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0211 三つのイメージ 混声合唱とピアノのための Y871-001-Ms-00256 三つのイメージ 混声合唱とピアノのための 1997 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0212 三つのイメージ 合唱とオーケストラのための Y871-001-Ms-00257 三つのイメージ 合唱とオーケストラのため

の

1998 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0213 三つの四行詩 二重合唱のための Y871-001-Ms-00258 三つの四行詩 二重合唱のための 1997 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0214 花と鳥と木々の歌 Y871-001-Ms-00259 [タイトル表記なし] 1998 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0215 コメディア・チォッコラート Y871-001-Ms-00260 コメディア・チォッコラート 1998 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0216 地の歌 風の歌 Y871-001-Ms-00261 [タイトル表記なし] 2000 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0217 こどもの季節 -サイロの詩より- Y871-001-Ms-00262 [タイトル表記なし] 2001 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0218 春の曲 混声合唱とピアノ4手連弾のために Y871-001-Ms-00264 春の曲 混声合唱とピアノ4手連弾のために 2002.1 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0219 森の番兵 -K氏に Y871-001-Ms-00265 森の番兵 -K氏に 2002 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0220 木 Y871-001-Ms-00266 木(き) 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0221 ゆく日、ゆく春 Y871-001-Ms-00267 ゆく日、ゆく春 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0222 太陽とこども Y871-001-Ms-00268 太陽とこども 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0223 うつくしいのはげつようびのこども -マ

ザーグース歌曲集-

混声合唱とピアノのための Y871-001-Cp-00036 うつくしいのはげつようびのこども -マ

ザーグース歌曲集- 混声合唱とピアノのた

めの

2003 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0223 うつくしいのはげつようびのこども -マ

ザーグース歌曲集-

混声合唱とピアノのための Y871-001-Ms-00269 うつくしいのはげつようびのこども -マ

ザーグース歌曲集- 混声合唱とピアノのた

めの

2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0224 ひきわり麦抄 Y871-001-Ms-00270 ひきわり麦抄 2003 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0225 池の歌 -池辺晋一郎六十歳を祝って- Y871-001-Ms-00271 池の歌 -池辺晋一郎六十歳を祝って- 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0225 池の歌 -池辺晋一郎六十歳を祝って- Y871-001-Ms-02102 池の歌 池辺晋一郎60才を祝って. 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0226 天使のせいぞろい Y871-001-Ms-00272 Klee's Angels クレーの天使 女声合唱とピ

アノのための

2004 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0227 雨よ降れ Y871-001-Ms-00273 雨よ降れ 2004 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0228 冬と銀河ステーション Y871-001-Ms-00274 冬と銀河ステーション 2004 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0228 冬と銀河ステーション Y871-001-Pr-00022 冬と銀河ステーション 2004 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0229 北上川は熒気をながしィ Y871-001-Ms-00275 北上川は熒気をながしィ 2004 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0229 北上川は熒気をながしィ Y871-001-Pr-00023 北上川は熒気をながしィ 2004 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0230 とこしへの川 Y871-001-Ms-00276 とこしへの川 2005/2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0230 とこしへの川 Y871-001-Ms-00277 とこしへの川 2005/2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0231 空 鳥 そして途 Y871-001-Ms-00278 途 2005/2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0231 空 鳥 そして途 Y871-001-Ms-00284 [タイトル表記なし] 2005/2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0232 フェデリコ 君の名前は歌だ Y871-001-Ms-00279 フェデリコ キミの名前は 歌だ 2006/2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0232 フェデリコ 君の名前は歌だ Y871-001-Ms-00280 フェデリコ キミの名前は歌だ(改訂版) 2006/2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0233 わたくしという現象は Y871-001-Ms-00281 わたくしという現象は 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0233 わたくしという現象は Y871-001-Pr-00024 わたくしという現象は 2006 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0234 無声慟哭 Y871-001-Ms-00282 鳥のように栗鼠のように 2006/2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0234 無声慟哭 Y871-001-Ms-00289 [タイトル表記なし] 2006/2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0235 新しい家 Y871-001-Ms-00283 新しい家 2007 手稿譜 クローススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 0236 月と花と恋と…初夏の -女声合唱のための

ソングブック1-

Y871-001-Ms-00285 [タイトル表記なし] 2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0237 空と風と星と詩 Y871-001-Ms-00286 [タイトル表記なし] 2007 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0238 ゆきだるま Y871-001-Ms-00287 ゆきだるま 2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0239 七月 Y871-001-Ms-00288 七月(Juli) 2008 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 合唱曲 0240 三十五億年の彼方 ギョウザの夢ひらく 女

声合唱のためのソングブック2

Y871-001-Ms-00290 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0241 花靱(はなうつぼ) 閑吟集によるコンチェル

ト

Y871-001-Ms-00291 [タイトル表記なし] 2010 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0242 黄蝶 Y871-001-Ms-00292 黄蝶 2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0243 なげき Y871-001-Ms-00293 なげき 2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0244 続・はる なつ あき ふゆ -童声合唱とピアノのための Y871-001-Ms-00294 続・はる なつ あき ふゆ -童声合唱とピア

ノのための

2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0245 どこまでも続く鉄路 Y871-001-Ms-00295 どこまでも続く鉄路 不詳 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0246 合唱のためのエチュード Y871-001-Ms-00296 Etude for Chorus 不詳 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 0246 合唱のためのエチュード Y871-001-Ms-00297 Etude for Chorus 不詳 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0247 鏡の森の物語 Y871-001-Ms-00298 オペラ 鏡の森の物語 1999 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0247 鏡の森の物語 Y871-001-Ms-00299 オペラ 鏡の森の物語 1999 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0247 鏡の森の物語 Y871-001-Tx-00050 オペラ 鏡の森の物語 1999 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : オペラ 0248 白墨の輪 Y871-001-Ms-00300 白墨の輪 2001 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 0248 白墨の輪 Y871-001-Ms-00301 オペラ 白墨の輪 2001 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : オペラ 0248 白墨の輪 Y871-001-Tx-00051 白墨の輪 元曲「灰欄記」、ベルトルト・

ブレヒト「コーカサスの白墨」にもとづく

2幕のオペラ

2001 台本・歌詞原

稿

林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0249 日本共和国初代大統領への手紙 声とオーケストラのための Y871-001-Ms-00302 日本共和国初代大統領への手紙 声とオー

ケストラのための

1977 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0249 日本共和国初代大統領への手紙 声とオーケストラのための Y871-001-Tx-00052 日本共和国初代大統領への手紙 -声とオー

ケストラのための上演用台本-

1977 台本・歌詞原

稿

林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0250 吹きぬける夏風の祭 Y871-001-Ms-00303 吹きぬける夏風の祭 1985 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0251 第2交響曲「さまざまな歌」 Y871-001-Ms-00304 Second Symphony "CANCIONES" 1985 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0251 第2交響曲「さまざまな歌」 Y871-001-Ms-02127 [タイトル表記なし] 1985 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0251 第2交響曲「さまざまな歌」 Y871-001-Pr-00026 第2交響曲"さまざまな歌" 1985 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 0252 第3交響曲「八月の正午に太陽は…」 Y871-001-Ms-00305 八月の正午に太陽は… 1990 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 管弦楽曲 0252 第3交響曲「八月の正午に太陽は…」 Y871-001-Pr-00027 第3交響曲 〈八月の正午に太陽は…〉 1990 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 独奏曲 0253 メヌエット ト長調 Y871-001-Ms-00306 MENUETTE in G für KLAVIER SOLO 1940 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0253 メヌエット ト長調 Y871-001-Ms-00307 Menuett in G dur für Klavier Solo 1940 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0253 メヌエット ト長調 Y871-001-Ms-02167 MENUETTO 1940 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0254 パッサカリア Y871-001-Ms-00308 Passacaglia in B dur für violoncello und

Klavier

1943 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0255 ロンド ハ短調 Y871-001-Ms-00309 RONDO in C für KLAVIER SOLO 1944 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0256 ファンタジー イ短調 Y871-001-Ms-00310 FANTASIE in A-moll für KLAVIER SOLO 1944 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0257 即興曲 ヘ長調 Y871-001-Ms-00311 即興曲 ヘ長調 1945 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0258 変奏曲(自主題による) ホ短調 Y871-001-Ms-00312 VARIATIONEN in E moll für Klavier 1946 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0258 変奏曲(自主題による) ホ短調 Y871-001-Ms-00313 Variationen über ein eigenes Thema für

Klavier

1946 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0259 ソナチネ Y871-001-Ms-00314 Sonatine für Block Flöte 1947 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0260 スケルツォ 変ホ短調 Y871-001-Ms-00315 Scherzo in es-moll für Klavier 1949 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0261 ロンド ト短調 Y871-001-Cp-00037 Rondo in g-moll für Klavier 1950 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0262 裸の島 映画「裸の島」より Y871-001-Ms-00316 裸の島 新藤兼人監督 映画『裸の島』より 1960以降 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0262 裸の島 映画「裸の島」より Y871-001-Ms-00317 裸の島 新藤兼人監督 映画「裸の島」より 1960以降 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0263 波紋 Y871-001-Cp-00038 波紋 ギターのための 1964 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0263 波紋 Y871-001-Ms-00318 波紋 ギターのための 1964 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0264 「二十四の瞳」主題曲 Y871-001-Cp-00039 二十四の瞳・主題曲 1964以降 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0265 ピアノソナタ Y871-001-Cp-00040 Piano Sonata 1965 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0266 ソナチネ Y871-001-Pr-00028 ソナチネ 1966 印刷譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0267 4分の3で Y871-001-Ms-00319 4分の3で 1972 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0268 ユニゾンと五度で Y871-001-Ms-00320 ユニゾンと5度で 1972 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0269 シンコペーションで Y871-001-Ms-00321 シンコペーションで 1972 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0270 綾2 Y871-001-Ms-00322 綾 Ⅱ ハープのための 1972 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0271 「国盗り物語」のテーマ Y871-001-Ms-00323 国盗り物語のテーマ [1973] 手稿譜 独奏譜 林光
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器楽曲 : 独奏曲 0272 バルトーク先生にあいさつ Y871-001-Ms-00324 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0273 右と左と どちらがふし? Y871-001-Ms-00325 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0274 メロディー Y871-001-Ms-00326 メロディー 1973 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0275 二匹の仔猫 Y871-001-Ms-00327 二匹の仔猫 1973 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0276 アレグロ Y871-001-Ms-00328 [タイトル表記なし] 1973頃 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0277 ゆれる Y871-001-Ms-00329 [タイトル表記なし] 1973頃 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0278 トッカータ Y871-001-Ms-00330 ピアノエチュード59番 toccata (staccato -

legato)

1973頃 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0279 シャブダ・ヴィディヤー Y871-001-Ms-00331 Çabda-vidyâ for violoncello solo 1974 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0280 「花神」のテーマ Y871-001-Cp-00041 「花神」主題曲 1975 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0280 「花神」のテーマ Y871-001-Ms-02168 「花神」主題曲 1975 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0281 徳利小(とぅっくいぐゎ) Y871-001-Ms-00332 Tuk-Kui-Gua variations for PianoSolo 1978/1979 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0282 もどってきた日付 ピアノのための12ヶ月の

うた

Y871-001-Ms-00333 もどってきた日付 1979-1980 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0284 滴(しずく) Y871-001-Ms-00334 滴 しずく ギターのための 1980 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0285 泉 Y871-001-Ms-00335 泉 ギターのための 1981 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0286 第2ピアノソナタ「木々について」 Y871-001-Ms-00336 第2ピアノソナタ「木々について」 1981 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0287 花鳥図譜 Y871-001-Ms-00337 花鳥図譜 篠笛三本調子のために 1982 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0288 ワルシャヴィアンカ変奏曲 Y871-001-Ms-00338 ワルシャワ労働歌変奏曲 1982 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0289 ピアノのための48のうた Y871-001-Ms-00339 [タイトル表記なし] 1982-1983 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0290 「山河燃ゆ」のテーマ Y871-001-Ms-00340 山河燃ゆのテーマ [1983] 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0291 島こども歌2 Y871-001-Cp-00042 [タイトル表記なし] 1980-1984 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0291 島こども歌2 Y871-001-Ms-00341 [タイトル表記なし] 1980-1984 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0292 雨どーい. いい正月や. がらさ. てぃんさぐ

ぬ花

Y871-001-Ms-00342 [タイトル表記なし] [1984] 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0293 「真田太平記」のテーマ Y871-001-Ms-00343 真田太平記 主題曲 [1985] 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0294 カオル Y871-001-Ms-00344 カオル for cl. Solo 1985 手稿譜 独奏譜 林光
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器楽曲 : 独奏曲 0295 ものがたり Y871-001-Ms-00345 ものがたり 1986 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0297 第3ピアノソナタ「新しい天使」 Y871-001-Ms-00346 第3ピアノソナタ《新しい天使》 1987 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0298 「裸の島」の主題によるパラフレーズ Y871-001-Ms-00347 パラフレーズ 「裸の島」の主題による 1987 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0299 蜜蜂は海峡を渡る Y871-001-Ms-00348 蜜蜂は海峽を渡る アコーディオン・ソロの

ために

1988 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0300 心で踊りだせ 手足よりも先に Y871-001-Ms-00349 心で踊りだせ、手足よりも先に オルガン

のために

1989 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0301 ベートーヴェン「ピアノ協奏曲第3番」の

ためのカデンツァ

Y871-001-Ms-00350 CADENZA to BEETHOVEN'S 3rd PIANO

CONCERTO

1989 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0302 モーツァルト KV 265のために Y871-001-Ms-00351 Var. ⅩⅢ モーツァルト KV 265のために 1991 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0303 三つの踊り Y871-001-Ms-00352 三つの踊り Three Dances 1992 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0304 POSTLUDE(静岡東高校歌による) Y871-001-Ms-00353 POSTLUDE(静岡東高校歌による) 1992 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0305 トッカータ・ピッコラ Y871-001-Ms-00354 TOCCATA PICCOLA 1993 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0306 おきなぐさ Y871-001-Ms-00355 おきなぐさ 箏のために 1993 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0307 前奏曲集・草稿の森 Y871-001-Ms-00356 [タイトル表記なし] 1993-1995 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0308 独奏チェロのための小ソナタ「土神ときつ

ね」

Y871-001-Ms-00357 独奏チェロのための小ソナタ "土神ときつ

ね"

1996 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0309 オルガン弾きのセレナーデ Y871-001-Ms-00358 オルガン弾きのセレナーデ リードオルガン

(ハルモニウム)のために

1996 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0310 組曲 1997 Y871-001-Ms-00359 組曲 1997 リードオルガンのための 1997 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0311 葡萄と小鳥 丸山亜季「小鳥とぶどう」に

よる

Y871-001-Ms-00360 葡萄と小鳥 丸山亜季「小鳥とぶどう」に

よる

1997 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0312 風のエチュード Y871-001-Ms-00361 風のエチュード アコーディオン・ソロのた

めに

1997 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0313 PRELUDIO Y871-001-Ms-00362 PRELUDIO 1999 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0314 独奏ヴァイオリンのためのソナタ Y871-001-Cp-00043 Sonata for Solo Violin 1999/2002/20

04

手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0314 独奏ヴァイオリンのためのソナタ Y871-001-Cp-00044 [タイトル表記なし] 1999/2002/20

04

手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0314 独奏ヴァイオリンのためのソナタ Y871-001-Ms-00363 Sonata for Solo Violin 1999/2002/20

04

手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0314 独奏ヴァイオリンのためのソナタ Y871-001-Ms-00364 Sonata for Solo Violin 1999/2002/20

04

手稿譜 独奏譜 林光
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器楽曲 : 独奏曲 0314 独奏ヴァイオリンのためのソナタ Y871-001-Ms-00365 [タイトル表記なし] 1999/2002/20

04

手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0314 独奏ヴァイオリンのためのソナタ Y871-001-Ms-00366 [タイトル表記なし] 1999/2002/20

04

手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0315 Vines(蔓枝) Y871-001-Ms-00367 Vines for Viola Solo 蔓枝 1999 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0316 アリラン2002 Y871-001-Cp-00045 アリラン 2002 2002 手稿譜(複写) 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0317 どんぐりと山猫 1人の奏者による声とピア

ノのための

Y871-001-Ms-00368 どんぐりと 山猫 -声とピアノによる ひとり

語り-

2004 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0318 ロンド Y871-001-Ms-00369 RONDO ロンド 2004 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0319 花の図鑑・前奏曲集 ピアノ(左手)のために Y871-001-Ms-00370 [タイトル表記なし] 2005 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0320 魔女の日記帖 Y871-001-Ms-00371 「魔女の日記帖」 リードオルガンのため

に

2007 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0321 おきなぐさ 1人の奏者による声とピアノの

ための

Y871-001-Ms-00372 おきなぐさ 1人の奏者による声とピアノの

ための

2009 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0322 <SCH> à Robert Y871-001-Ms-00373 〈SCH〉 á Robert 2010 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0323 古いてがみ Y871-001-Ms-00374 古いてがみ(Solo version) 2010 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 0324 希望 Y871-001-Ms-00375 [タイトル表記なし] 2010 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0327 こどもの交響曲 Y871-001-Ms-00379 玩具交響曲 第一番 ハ長調 1942 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0328 二重奏曲 Y871-001-Ms-00380 Duo per 2 Flauti 1942 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0329 ソナタ 2挺のヴァイオリンのための Y871-001-Ms-00381 Sonate für ZWEI VIOLINE C dur 1943 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0330 ガヴォット Y871-001-Ms-00382 GAVOTTE Ⅰ Ⅱ für Flute Violin und

violoncello C-dur

1943 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0331 セレナーデ Y871-001-Ms-00383 SERENADE für Flöte und Klavier 1944 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0331 セレナーデ Y871-001-Ms-00384 Serenade 1944 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0332 ノクチュルヌ Y871-001-Ms-00385 フルートとピアノのための夜想曲 ト長調 1944 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0332 ノクチュルヌ Y871-001-Ms-00386 Notturno in G 1944 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0333 二重奏曲(ソナタ) ヘ長調 Y871-001-Ms-00387 DUETT für ZWEI FlöTEN in F-dur 1944 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0333 二重奏曲(ソナタ) ヘ長調 Y871-001-Ms-02135 DUETT NO.1 fur ZWAI Floten in F-dur 1944 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0334 二重奏曲(ソナタ) 第二番 ニ長調 Y871-001-Ms-00388 二本のフリュートの爲の『二重奏曲』 第

二番 ニ長調

1945 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0334 二重奏曲(ソナタ) 第二番 ニ長調 Y871-001-Ms-00389 DUETT Nr. 2 in D für 2 Flöten (oder 2

Violinen)

1945 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0334 二重奏曲(ソナタ) 第二番 ニ長調 Y871-001-Ms-02136 二本のフリュートの為の 二重奏曲 第二番

D-dur

1945 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0335 ファンタジア Y871-001-Cp-00046 FANTASIA 1945 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0335 ファンタジア Y871-001-Ms-00390 フルートとピアノのための幻想曲 1945 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0335 ファンタジア Y871-001-Ms-02137 Phantasie in E moll 1945 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0336 二台のピアノのためのソナタ Y871-001-Ms-00391 Sonate für Zwei Klaviere in D moll 1946 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0337 三つの小品 Y871-001-Pr-00029 林光フルート作品集 1944-1947 1947 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0338 主題と変奏 尾高尚忠の主題による Y871-001-Ms-00392 variations on the thema by H. OTAKA for

4 Flutes

1947 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0338 主題と変奏 尾高尚忠の主題による Y871-001-Ms-02138 VARIATIONEN uber ein Thema von Otaka 1947 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0339 ソナタ フルート、ヴィオラ、ピアノのための Y871-001-Ms-00393 SONATE für Flöte, Bratsche und Klavier

Sonata for Flute, Viola, and Pianoforte

1951 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0339 ソナタ フルート、ヴィオラ、ピアノのための Y871-001-Ms-02139 Sonata for Flute, Viola and Pianoforte 1951 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0340 舞踊組曲 Y871-001-Cp-00151 DANCE SUITE for TWO PIANOS 1954 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0340 舞踊組曲 Y871-001-Ms-00394 DanceSuite for Two Pianos 1954 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0340 舞踊組曲 Y871-001-Ms-02140 [タイトル表記なし] 1954 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0341 ソナチネ Y871-001-Ms-00395 Sonata for FluTe and Piano 1956 or

1957/2002

手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0341 ソナチネ Y871-001-Ms-00396 Sonatina for Flute and Piano 1956 or

1957/2002

手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0342 行進曲 Marcia Y871-001-Cp-00047 Marcia 1957 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0342 行進曲 Marcia Y871-001-Cp-00048 Marcia 1957 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0343 五つの日本民謡 Y871-001-Ms-00397 5つの日本民謡 フルート オーボエ ファ

ゴットとピアノのための

1959 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0343 五つの日本民謡 Y871-001-Ms-00398 五つの日本民謡 フルート. オーボエ. ファ

ゴット と ピアノのための

1959 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0343 五つの日本民謡 Y871-001-Ms-00399 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0344 2つのギターのためのエチュード Y871-001-Pr-00030 ETUDE FOR TWO GUITAR 1960 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0345 ラプソディー Y871-001-Ms-00400 Rhapsody for violin and piano 1965 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0345 ラプソディー Y871-001-Ms-02141 Rhapsody for violin and piano 1965 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0345 ラプソディー Y871-001-Pr-00031 ヴァイオリンとピアノのためのラプソ

ディー

1965 印刷譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0346 コントラスツ Y871-001-Ms-00401 Contrasts for two marimbas 1965 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0346 コントラスツ Y871-001-Ms-00402 Contrasts for 2 Marimbas 1965 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0347 フルートソナタ「花のうた」 Y871-001-Ms-00403 Sonata for Flute and Piano 1967/1968 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0347 フルートソナタ「花のうた」 Y871-001-Pr-00032 フルート・ソナタ 1967/1968 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0348 デュオ Y871-001-Ms-00404 DUO per violino e pianoforte 1968 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0348 デュオ Y871-001-Ms-00405 DUO para VIOLÍN y PIANO 1968 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0349 72丁目の冬 Y871-001-Ms-00406 WINTER ON THE 72nd st. (SECOND

RHAPSODY) FOR VIOLIN AND PIANO

1968 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0350 緯 Y871-001-Ms-00407 緯 二十絃箏、フルート、ホルン、バスク

ラリネット、コントラバスのための

1969 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0351 綾 Y871-001-Ms-00408 綾 フルートとハープのための 1970 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0352 緯 2 Y871-001-Ms-00409 緯 2 20弦箏、フルート、オーボエ、チェ

ロ、コントラバスのための

1971 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0353 プレイ 1 Y871-001-Ms-00410 PLAY for 10 PLAYERS 1971 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0354 ワンダーランド Y871-001-Ms-00411 WONDERLAND for flute violin and piano 1972 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0355 調べ Y871-001-Ms-00412 調べ 3人のフルート奏者のための 1974 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0356 ブランキ Y871-001-Ms-00413 BLANQUI for piano 4 hands 1977/1979 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0357 風の歌 Y871-001-Ms-00414 風の歌 1980 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0358 やがてぼくらもひとつの音をききわける Y871-001-Ms-00415 やがてぼくらもひとつの音をききわける

クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ピ

アノのための

1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0359 ハンス・アイスラーへの感謝 Y871-001-Ms-00416 ハンスアイスラーへの感謝 クラリネット

とピアノのために

1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0359 ハンス・アイスラーへの感謝 Y871-001-Ms-00417 ハンスアイスラーへの感謝 1983 手稿譜 パート譜 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0360 ちいさな羊飼の朝ねぼうへの後奏曲 Y871-001-Ms-00418 ちいさな羊飼の朝ねぼうへの後奏曲 5手連

弾のために

1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0361 JOHANN SEBASTIAN… Y871-001-Ms-00419 JOHANN SEBASTIAN… 十七絃箏、ヴィブ

ラフォン、ヴァイオリン、ピアノのための

1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0362 アメリカ組曲 Y871-001-Ms-00420 アメリカ組曲 1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0363 アルレッキーノ Y871-001-Ms-00421 [タイトル表記なし] 1984/1987 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0364 鳥たちの八月 あるいはナガサキ1984 Y871-001-Ms-00422 鳥たちの八月あるいはナガサキ 1984 2台

ピアノ8手連弾のための

1984 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0365 明日ひとつの歌が… Y871-001-Ms-00423 Un cantar de mañana… 明日ひとつの歌

が… for Cl. with Piano

1984 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0366 小品六つ Y871-001-Ms-00424 小品六つ ヴァイオリンとピアノのために 1984/2003 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0366 小品六つ Y871-001-Ms-00425 小品六つ ヴァイオリンとピアノのための 1984/2003 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0367 ファンタジア「JOHANN SEBASTIAN…

2」

Y871-001-Ms-00426 FANTASIA Johan Sebastian…2 1985 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0368 ソングブック Y871-001-Ms-00427 ソングブック ハーモニカとギターのために 1985 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0369 カメレオン Y871-001-Ms-00428 カメレオン ピアノ四手連弾のために 1986 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0370 トッカータ Y871-001-Ms-00429 [タイトル表記なし] 1988/1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0370 トッカータ Y871-001-Ms-00430 TOCCATA for MARIMBA and PIANO 1988/1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0371 種子(たね)は旅する Y871-001-Ms-00431 たねは旅する 篠笛、ヴァイオリン、チェロ

のための

1989 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0372 弦楽四重奏曲〈レゲンデ〉 Y871-001-Cp-00049 Quartetto《Legende》 1989/1990 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0372 弦楽四重奏曲〈レゲンデ〉 Y871-001-Cp-00152 弦楽四重奏曲≪レゲンデ≫ 1989/1990 手稿譜(複写) パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0372 弦楽四重奏曲〈レゲンデ〉 Y871-001-Ms-00432 弦楽四重奏曲《レゲンデ》 1989/1990 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0373 トリオ・コンチェルト Y871-001-Ms-00433 TRIO-CONCERTO 1990 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0374 さまざまなふし Y871-001-Ms-00434 [タイトル表記なし] 1988-1991 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0375 インテルヴァッロ Y871-001-Cp-00050 INTERVALLO 1993 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0375 インテルヴァッロ Y871-001-Ms-00435 INTERVALLO 1993 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0376 3つのバガテル Y871-001-Ms-00436 3つのバガテル バスーン(またはチェロ)と

ピアノのために

1994 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0377 河は百の塔の影をうかべる Y871-001-Cp-00051 河は百の塔の影をうかべる ヴィオラ・ダ・

ガンバ四重奏のために

1995/1996 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0377 河は百の塔の影をうかべる Y871-001-Ms-00437 塔と河の音楽 1995/1996 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0378 ピアノ・トリオ「からさ」 Y871-001-Ms-00438 KARASA TRIO for VIOLIN, CELLO and

Piano

1996 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0379 エピタフ Y871-001-Ms-00439 EPITAPH 声と5人の奏者のための 1997 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0380 ラメント(悲の曲) Y871-001-Ms-00440 LAMENT for String Quartet 2000 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0381 裸の島 フルートとピアノのための Y871-001-Ms-00441 裸の島 2001 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0382 セロ弾きのゴーシュ チェリストのための童話 Y871-001-Cp-00052 セロ弾きのゴーシュ チェロ・語り・ピアノ

のための

2001/2004 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0382 セロ弾きのゴーシュ チェリストのための童話 Y871-001-Ms-00442 チェリストのための童話 セロ弾きのゴー

シュ チェロ、語り手 + かっこうの歌手、

ピアノのための

2001/2004 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0383 室内協奏曲「それがわかったら」 Y871-001-Ms-00443 室内協奏曲〈それがわかったら〉 独奏ア

コーディオンと4人の奏者のための

2001 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0384 チェロ・ソナタ「十月の歌」 Y871-001-Ms-00444 チェロ・ソナタ〈十月の歌〉 2001 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0385 インテルメディオ Y871-001-Ms-00445 INTERMEDIO for Stringquartet 2002 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0386 ヴィオラ・ソナタ「プロセス」 Y871-001-Cp-00053 VIORA SONATA "Process" for VIORA and

PIANOFORTE

2002 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0386 ヴィオラ・ソナタ「プロセス」 Y871-001-Ms-00446 VIORA SONATA "Process" 2002 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0386 ヴィオラ・ソナタ「プロセス」 Y871-001-Ms-00447 VIORA SONATA "Process" for VIORA and

PIANOFORTE

2002 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0387 Paris 1923 Y871-001-Ms-00448 [タイトル表記なし] 2003 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0388 「セロ弾きのゴーシュ」[七重奏版] オーケストラのための童話 Y871-001-Ms-00449 セロ弾きのゴーシュ -七重奏版- オーケス

トラのための童話

2003 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0389 ラッキードラゴン・クインテット Y871-001-Ms-00450 Lucky Dragon Quintet from the Film

"Dai-go Fukuryû-maru"

2006/2009 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0390 オーボエ・ソナタ「イソヒヨドリ」 Y871-001-Ms-00451 Oboe sonata "Blue Rockthrush" for Oboe

and Piano

2009 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0390 オーボエ・ソナタ「イソヒヨドリ」 Y871-001-Ms-00452 Ob-sonata プルト 2009 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0390 オーボエ・ソナタ「イソヒヨドリ」 Y871-001-Pr-00033 オーボエ・ソナタ『イソヒヨドリ』 オー

ボエとピアノのための

2009 印刷譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0391 幻想風ソナタ「はんの木の歌」 Y871-001-Ms-00453 Fantastic Sonata "Song of Alder" for

Doublebase and Piano 幻想風ソナタ "は

んの木の歌" コントラバスとピアノのため

の

2009 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0392 ヴァイオリン・ソナタ「ひと吹き、春の」 Y871-001-Ms-00454 ヴァイオリン・ソナタ〈ひと吹き、春の〉

ヴァイオリンとピアノのための

2010 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0393 二月の風・ソナチネ Y871-001-Ms-00455 二月の風・ソナチネ フルートとピアノのた

めの

2011 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0394 ソナチネ風夜曲 Y871-001-Ms-00456 ソナチネ風夜曲 ファゴットとピアノのため

の Serenata quasi una Sonatina per fagò

tto e pîanoforte

2011 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0395 森は生きている Y871-001-Ms-00457 森は生きている 1956 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0396 うなぎとり Y871-001-Ms-00458 -うなぎとり- 1957 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0397 新しき大地 新中国横断記録 Y871-001-Ms-00459 [タイトル表記なし] 1958 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0398 踏みはずした春 Y871-001-Ms-00460 -踏みはずした春- 1958 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0400 十一人の越冬隊 Y871-001-Ms-00461 -十一人の越冬隊- 1958 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0401 影なき声 Y871-001-Ms-00462 影なき声 1958 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0402 注文の多い料理店 Y871-001-Ms-00463 [タイトル表記なし] 1958 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0403 荷車の歌 Y871-001-Ms-00464 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0404 第五福竜丸 Y871-001-Ms-02249 第五福竜丸 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0405 海っ子山っ子 Y871-001-Ms-00465 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0406 王様になったきつね Y871-001-Ms-00466 王様になったキツネ 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0407 ポロンギター Y871-001-Ms-00467 ポロンギター 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0408 人間の壁 Y871-001-Ms-00468 人間の壁 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0409 七つの弾丸 Y871-001-Ms-00469 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0410 沖縄 Y871-001-Ms-00470 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0411 ガラスの目玉 Y871-001-Ms-00471 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0412 らくがき黒板 Y871-001-Ms-00472 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0413 白い粉の恐怖 Y871-001-Ms-00473 白い粉の恐怖 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0414 血は渇いてる Y871-001-Ms-00474 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0414 血は渇いてる Y871-001-Ms-00475 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0414 血は渇いてる Y871-001-Ms-00476 血を吐けツバを吐け 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0415 武器なき斗い Y871-001-Ms-00477 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0416 裸の島 Y871-001-Ms-00478 裸の島 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0416 裸の島 Y871-001-Ms-00479 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0416 裸の島 Y871-001-Ms-00480 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0416 裸の島 Y871-001-Ms-00481 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0418 切手の幻想 Y871-001-Ms-00482 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0418 切手の幻想 Y871-001-Ms-00483 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0419 名もなく貧しく美しく Y871-001-Ms-00484 名もなく貧しく美しく 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0419 名もなく貧しく美しく Y871-001-Ms-00485 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0419 名もなく貧しく美しく Y871-001-Ms-02250 ＜名も無く貧しく美くしく＞ 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0420 松川事件 Y871-001-Ms-00486 映画 松川事件の爲の音楽 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0421 甘い夜の果て Y871-001-Ms-00487 甘い夜の果て 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0422 あれが港の灯だ Y871-001-Ms-00488 あれが港の灯だ 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0423 世界の一日「日本篇」(恋人たち) Y871-001-Ms-00489 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0424 かぐや姫 Y871-001-Ms-00490 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0425 私たちは天使じゃない Y871-001-Ms-00491 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0426 大人と子供のあいのこだい Y871-001-Ms-00492 日活映画 大人と子供のあいのこだい 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0427 女ばかりの夜 Y871-001-Ms-00493 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0428 狂熱の果て Y871-001-Ms-00494 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0429 山ひだに生きる人々 Y871-001-Ms-00495 山ひだの中に 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0430 夢でありたい Y871-001-Ms-00496 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0431 明日ある限り Y871-001-Ms-00497 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0432 尾瀬 Y871-001-Ms-00498 OZE 尾瀬 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0433 お吟さま Y871-001-Ms-00499 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0434 秋津温泉 Y871-001-Ms-00500 秋津温泉 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0434 秋津温泉 Y871-001-Ms-00501 秋津温泉 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0435 人間 Y871-001-Ms-00502 近代映画協会 人間 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0435 人間 Y871-001-Ms-00503 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0436 ぶらりぶらぶら物語 Y871-001-Ms-00504 ぶらりぶらぶら物語 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0437 日本の旅 Y871-001-Ms-00505 日本の旅 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0438 東パキスタンに於ける化学肥料工場 Y871-001-Ms-00506 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0439 一心太助 男一匹道中記 Y871-001-Ms-00507 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0439 一心太助 男一匹道中記 Y871-001-Ms-00508 男一匹青い空 一心太助「男一匹道中記」

テーマソング

1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0440 真田風雲録 Y871-001-Ms-02251 映画 眞田風雲録 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0440 真田風雲録 Y871-001-Ms-02252 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 旋律譜, 独唱

譜, コーラスス

コア

林光

放送・映画音楽 0441 海軍 Y871-001-Ms-00509 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0442 嵐を呼ぶ十八人 Y871-001-Ms-00510 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0442 嵐を呼ぶ十八人 Y871-001-Ms-00511 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0443 芽をふく子供 Y871-001-Ms-00512 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0444 母 Y871-001-Ms-00513 「母」 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0444 母 Y871-001-Ms-00514 新藤兼人「母」のためのプラン 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0445 われらサラリーマン Y871-001-Ms-00515 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0446 土と愛 Y871-001-Ms-00516 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0447 甘い汁 Y871-001-Ms-00517 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0448 室内協奏曲 Y871-001-Ms-00518 Fl, Ob, Fg, P.f のための室内協奏曲 1960 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0448 室内協奏曲 Y871-001-Ms-00519 室内協奏曲 フルート. オーボエ. ファゴッ

ト. ピアノのための

1960 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0449 漂 Y871-001-Ms-00520 声と8つの絃楽器のための漂 Hyō for voice

and 8 strings

1964 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0450 前奏曲 Y871-001-Ms-00521 前奏曲 Prelude 1972 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0450 前奏曲 Y871-001-Ms-02142 前奏曲 Prelude 1972 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0450 前奏曲 Y871-001-Pr-00037 前奏曲 Prelude 1972 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0451 オフィーリアの歌 Y871-001-Ms-00522 オフィーリアの歌 Ophelia's Song 1972 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0451 オフィーリアの歌 Y871-001-Pr-00038 オフィーリアの歌 Ophelia's Song 1972 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0452 いってしまったあんた… Y871-001-Ms-00523 いってしまったあんた… for 4 parts 1972 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0452 いってしまったあんた… Y871-001-Pr-00039 いってしまったあんた… 1972 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0453 メヌエット Y871-001-Ms-00524 Menuetto for 4 parts 1972 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0453 メヌエット Y871-001-Pr-00040 Menuetto 1972 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0454 二つのセレナーデ Y871-001-Ms-00525 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0454 二つのセレナーデ Y871-001-Ms-00526 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0454 二つのセレナーデ Y871-001-Pr-00041 [タイトル表記なし] 1973 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0455 二つのメロディー Y871-001-Ms-00527 ふたつのメロディー 1973 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0455 二つのメロディー Y871-001-Ms-00528 ふたつのメロディー 1973 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0455 二つのメロディー Y871-001-Pr-00042 ふたつのメロディー 1973 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0456 小ロンド Y871-001-Ms-00529 小ロンド Rondino 1973 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0457 小ロマンス Y871-001-Ms-00530 小ロマンス 1973 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0457 小ロマンス Y871-001-Pr-00043 小ロマンス 1973 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0458 舟唄 Y871-001-Ms-02143 舟唄 1973 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0458 舟唄 Y871-001-Pr-00044 舟唄 1973 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0459 古いてがみ Y871-001-Ms-00531 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0459 古いてがみ Y871-001-Pr-00045 [タイトル表記なし] 1973 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0460 スケルツォ Y871-001-Ms-00532 74-1(連彈) 1974 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0461 マドリガル Y871-001-Pr-00046 マドリガル 1974 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0462 祝婚歌 Y871-001-Ms-00533 祝婚歌 1974 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0462 祝婚歌 Y871-001-Pr-00047 祝婚歌 1974 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0463 メヌエット Y871-001-Ms-00534 メヌエット 1974 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0463 メヌエット Y871-001-Pr-00048 メヌエット 1974 印刷譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0464 「シュールレアリスム宣言」フィナーレ Y871-001-Cp-00054 「「シュールレアリスム宣言」フィナー

レ」

1975 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0465 魚とり ベトナムの歌曲による Y871-001-Ms-00535 魚とり -ベトナムの歌曲による- 1976 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0465 魚とり ベトナムの歌曲による Y871-001-Ms-00536 魚とり ベトナムの歌曲による 1976 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0466 モーツァルト讃歌 Y871-001-Ms-00537 [タイトル表記なし] 1981以降 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0467 銀河の底で Y871-001-Ms-00538 銀河の底で(4手連弾) 1982以降 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0468 春日協奏 Y871-001-Ms-00539 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0469 フモレスケ Y871-001-Ms-00540 HUMORESKE for voices and 17-gen-koto 1983 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0469 フモレスケ Y871-001-Tx-00054 [タイトル表記なし] 1983 台本・歌詞原

稿

林光

器楽曲 : 室内楽曲 0470 モーツァルト「2台のピアノのための協奏

曲 変ホ長調 K.365」のカデンツァ

Y871-001-Cp-00055 [タイトル表記なし] 1987 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0470 モーツァルト「2台のピアノのための協奏

曲 変ホ長調 K.365」のカデンツァ

Y871-001-Ms-00541 [タイトル表記なし] 1987 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0471 「フィガロの結婚」序曲 自作劇音楽による Y871-001-Ms-00542 フィガロの結婚 序曲 1949 1987 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0472 インテルメッツォ Y871-001-Ms-00543 Intermezzo for String Quartett 1988 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0473 妖精たちの歌 Y871-001-Ms-00544 妖精たちの歌 1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0474 Erinnerung 記念 Y871-001-Ms-00545 ERINNERUNG 1993 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 0475 四都 Y871-001-Ms-00546 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0476 風の曲 Y871-001-Ms-00547 風の曲 2001 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0477 道がないところにも道がある Y871-001-Ms-00548 道がないところにも道がある マリンバと

ピアノのために

2002 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0478 おんがくねずみジェラルディン Y871-001-Ms-00549 おんがくねずみジェラルディン はじめてお

んがくをきいたねずみのはなし

2002 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0478 おんがくねずみジェラルディン Y871-001-Tx-00055 おんがくねずみジェラルディン はじめてお

んがくをきいたねずみのはなし

2002 台本・歌詞原

稿

林光

器楽曲 : 室内楽曲 0479 博士のなげき. 二匹狼 Y871-001-Ms-00550 博士のなげき. 二匹狼 2003 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0480 星の道 Y871-001-Ms-00551 星の道 2004 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0481 二羽の鳥、とびながら話している Y871-001-Ms-00552 二羽の鳥、とびながら話している 2004 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0482 林檎園からの風 Y871-001-Ms-00553 WIND from an APPLE ORCHARD 林檎園

からの風

2005 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0483 目次、ソナタ風の一楽章 Y871-001-Ms-00554 Indice, Uno Moviment della Sonata 目

次、ソナタ風の1楽章 per Violino e

Pianoforte ヴァイオリンとピアノのための

2005 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0484 メメント Y871-001-Ms-00555 MEMENT for Flute and Guitar in memory

of F.G. Lorca

2006 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0485 序奏 「トラジ」のために Y871-001-Ms-00556 序奏 -「トラジ」のために 2010 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0486 プレリュード フルート, バスーン, ヴァイ

オリン, ピアノのために

Y871-001-Ms-00557 プレリュード フルート, バスーン, ヴァイ

オリン, ピアノのために

不詳 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0487 Improvisation Y871-001-Ms-00558 Improvisation for Fl Cl Ob Viol Piano 不詳 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 0488 [タイトル表記なし] Y871-001-Ms-00559 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0489 太陽の子(パエトーン) Y871-001-Ms-00560 太陽の子 1953 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0491 [藤間成輔のための踊りの曲] Y871-001-Ms-00561 [タイトル表記なし] [1955] 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0492 白毛女 3幕 Y871-001-Ms-00562 芭蕾舞戯白毛女 1955/1958/19

61

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0492 白毛女 3幕 Y871-001-Ms-00563 白毛女 3幕のバレエ 1955/1958/19

61

手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0492 白毛女 3幕 Y871-001-Ms-02211 白毛女 1955/1958/19

61

手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0494 動物の受難あるいは遙かなる自警団 Y871-001-Ms-00564 動物の受難あるいは幻の自警団より 海は

…

1968 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0494 動物の受難あるいは遙かなる自警団 Y871-001-Tx-00056 動物の受難 あるいは 幻の自警団 1968 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0495 舞踊劇「鬼婆」 Y871-001-Ms-00565 鬼婆 '77 Piano Score 1977 手稿譜 ピアノスコア 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0496 舞踊劇「時之船」 Y871-001-Ms-00566 舞踊劇 時之船 断章 2004 手稿譜 スコア 林光, 宮下

伸

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0497 相聞 地唄舞のために Y871-001-Cp-00056 相聞 不詳 手稿譜(複写) パート譜 林光, 観世

栄夫

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0497 相聞 地唄舞のために Y871-001-Cp-00057 相聞(芥川龍之介による) 地唄舞のための 不詳 手稿譜(複写) パート譜 林光, 観世

栄夫

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0497 相聞 地唄舞のために Y871-001-Ms-00567 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア 林光, 観世

栄夫

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

0497 相聞 地唄舞のために Y871-001-Ms-00568 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 パート譜 林光, 観世

栄夫

放送・映画音楽 0498 幕末残酷物語 Y871-001-Ms-00569 幕末殘酷物語 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0499 鬼婆 Y871-001-Ms-00570 鬼婆 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0499 鬼婆 Y871-001-Tx-00263 鬼婆 1964 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0501 日本の国立公園「北海道の自然」 Y871-001-Ms-00571 北海道の自然 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0502 霧の旗 Y871-001-Ms-00572 「霧の旗」 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0503 悪党 Y871-001-Ms-00573 悪党 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0505 死んだ兵隊のバラード Y871-001-Ms-00574 死んだ兵隊のバラード アニメーションの

ために

1965 手稿譜 スコア, パート

譜

林光

放送・映画音楽 0506 ニッカウヰスキー Y871-001-Ms-00575 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0507 女の中にいる他人 Y871-001-Ms-00576 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0508 尖石遺跡 Y871-001-Ms-00577 尖石遺跡 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0509 ガスマン Y871-001-Ms-02253 ガス・マン 1966 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0510 白昼の通り魔 Y871-001-Ms-00578 白昼の通り魔 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0511 本能 Y871-001-Ms-00579 本能 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0512 横堀川 Y871-001-Ms-00580 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0513 日本の翼 Y871-001-Ms-02254 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0514 アンデスの花嫁 Y871-001-Ms-00581 アンデスの花嫁 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0515 喜劇 仰げば尊し Y871-001-Ms-00582 仰げば尊し 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0516 白鳥 Y871-001-Ms-00583 白鳥 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0517 稲 Y871-001-Ms-00584 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0518 蓼科の四季 Y871-001-Ms-00585 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0519 忍者武芸帳 Y871-001-Ms-00586 忍者武芸帳 -影丸伝- 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0519 忍者武芸帳 Y871-001-Ms-00587 忍者武芸帖 テーマソング 1967 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0520 日本春歌考 Y871-001-Ms-00588 日本春歌考 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0521 性の起源 Y871-001-Ms-00589 性の起源 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0522 無理心中 日本の夏 Y871-001-Ms-00590 無理心中 日本の夏 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0523 斜陽のおもかげ Y871-001-Ms-00591 斜陽のおもかげ 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0524 華岡青洲の妻 Y871-001-Ms-00592 華岡靑洲の妻 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0525 女の一生 Y871-001-Ms-00593 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0526 銀座百年 Y871-001-Ms-00594 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0527 小さなささやき Y871-001-Ms-00595 久里洋二 アニメーション用 ピアノ曲 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0528 絞死刑 Y871-001-Ms-00596 絞死刑 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0529 藪の中の黒猫 Y871-001-Ms-00597 藪の中の黒猫 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0530 青春の風 Y871-001-Ms-00598 日活映画 〈靑春の風〉 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0531 帰ってきたヨッパライ Y871-001-Ms-00599 [タイトル表記なし] 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0532 鉄砲伝来記 Y871-001-Ms-00600 鉄砲伝来記 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0533 強虫女と弱虫男 Y871-001-Ms-00601 [タイトル表記なし] 1968 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0534 白昼堂々 Y871-001-Ms-00602 〈白昼堂々〉 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0535 濡れた二人 Y871-001-Ms-00603 濡れた二人 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0536 東京百年 Y871-001-Ms-00604 東京百年 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0536 東京百年 Y871-001-Ms-00605 海ゆかば 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0537 日本の国鉄 Y871-001-Ms-00606 EN MARCHE 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0538 盲獣 Y871-001-Ms-00607 盲獣 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0539 伊勢・志摩 Y871-001-Ms-00608 伊勢 - 志摩 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0540 千羽鶴 Y871-001-Ms-00609 〈千羽鶴〉 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0541 でっかいでっかい野郎 Y871-001-Ms-00610 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0542 少年 Y871-001-Ms-00611 創造社 〈少年〉 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0543 女体 Y871-001-Ms-00612 大映 〈女体〉 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0544 かげろう Y871-001-Ms-00613 近代 かげろう 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0546 ゲリラの群れ Y871-001-Ms-00614 日活 ゲリラの群れ 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0547 富士・箱根・伊豆 Y871-001-Ms-00615 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0548 でんきくらげ Y871-001-Ms-00616 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0549 触角 Y871-001-Ms-00617 近代 〈触角〉 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0550 やくざ絶唱 Y871-001-Ms-00618 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0551 裸の十九才 Y871-001-Ms-00619 映画 裸の十九才 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0551 裸の十九才 Y871-001-Ms-00620 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0552 北海道 Y871-001-Ms-00621 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0553 マッチ売りの少女 Y871-001-Ms-00622 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0554 軍旗はためく下に Y871-001-Ms-00623 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0555 鉄輪 Y871-001-Ms-00624 鉄輪 for 12-strings 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0555 鉄輪 Y871-001-Ms-02255 鉄輪 1972 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0555 鉄輪 Y871-001-Tx-00264 鉄輪 1972 台本・歌詞原

稿

林光
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放送・映画音楽 0556 恋の夏 Y871-001-Ms-00625 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0557 音楽 Y871-001-Ms-00626 音楽 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0558 讃歌 Y871-001-Ms-00627 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0559 かぐや姫 Y871-001-Ms-00628 かぐや姫 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0559 かぐや姫 Y871-001-Tx-00057 35m/mカラー人形映画 かぐや姫(二巻) 録

音台本

1972 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0560 心 Y871-001-Ms-00629 "心" 1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0561 わが道 Y871-001-Ms-00630 わが道 1974 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0562 慶応義塾広報映画 Y871-001-Ms-00631 慶応義塾広報映画 1974 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0563 鬼の詩 Y871-001-Ms-00632 鬼の詩 1975 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0563 鬼の詩 Y871-001-Tx-00265 鬼の詩 1975 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0564 動脈列島 Y871-001-Ms-00633 動脈列島 1975 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0565 日本のうつわ Y871-001-Ms-00634 [タイトル表記なし] 1975 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0566 竹山ひとり旅 Y871-001-Ms-00635 竹山 ひとり旅 1977 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0566 竹山ひとり旅 Y871-001-Tx-00266 竹山ひとり旅 1977 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0567 聖職の碑 Y871-001-Ms-00636 聖職の碑 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0567 聖職の碑 Y871-001-Tx-00267 聖職の碑 1978 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0568 絞殺 Y871-001-Ms-00637 [タイトル表記なし] 1979 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0568 絞殺 Y871-001-Tx-00268 絞殺 1979 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0569 東山魁夷の世界 Y871-001-Ms-00638 東山魁夷の世界 1979 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0570 北斎漫画 Y871-001-Ms-00639 北斎漫画 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0570 北斎漫画 Y871-001-Tx-00269 北斎漫画 1981 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0571 日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章 Y871-001-Ms-00640 炎の第5楽章 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0571 日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章 Y871-001-Ms-02256 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0571 日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章 Y871-001-Ms-02257 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0571 日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章 Y871-001-Tx-00270 日本フィルハーモニー物語 愛の新世界 1981 台本・歌詞原

稿

林光
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放送・映画音楽 0572 未完の対局 Y871-001-Ms-00641 未完の対局 1982 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0572 未完の対局 Y871-001-Tx-00271 未完の対局 1982 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0573 卍 Y871-001-Ms-00642 卍(まんじ) 1983 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0573 卍 Y871-001-Tx-00272 卍 1983 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0574 地平線 Y871-001-Ms-00643 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0574 地平線 Y871-001-Tx-00273 地平線 1983 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0575 湯殿山麓呪い村 Y871-001-Ms-00644 湯殿山麓呪い村 1984 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0575 湯殿山麓呪い村 Y871-001-Tx-00274 湯殿山麓呪い村 1984 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0576 慶応義塾創立125周年 Y871-001-Ms-02258 慶応義塾創立125周年記念映画 1984 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0577 ブラックボード Y871-001-Ms-00645 ブラックボード(近代映画協会) 1986 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0577 ブラックボード Y871-001-Tx-00275 ブラックボード 1986 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0578 落葉樹 Y871-001-Ms-00646 落葉樹(新藤兼人 監督) 1986 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0578 落葉樹 Y871-001-Tx-00276 落葉樹 1986 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0579 濹東綺譚 Y871-001-Ms-00647 濹東綺譚 1992 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0579 濹東綺譚 Y871-001-Tx-00058 濹東綺譚 ナレーション 1992 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0579 濹東綺譚 Y871-001-Tx-00277 濹東奇譚 1992 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0580 午後の遺言状 Y871-001-Ms-00648 新藤兼人 監督 午後の遺言状 1994 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0581 生きたい Y871-001-Ms-00649 生きたい 新藤兼人監督 1998 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0581 生きたい Y871-001-Tx-00278 生きたい 1998 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0582 三文役者 Y871-001-Ms-00650 三文役者(新藤兼人) 1999 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0582 三文役者 Y871-001-Tx-00279 三文役者 1999 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0583 ふくろう Y871-001-Ms-00651 ふくろう(新藤兼人監督) 2002 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0583 ふくろう Y871-001-Tx-00280 ふくろう 2002 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0584 石内尋常高等小学校 花は散れども Y871-001-Ms-00652 花は散れども 新藤兼人監督 2007 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0584 石内尋常高等小学校 花は散れども Y871-001-Tx-00281 花は散れども 2007 台本・歌詞原

稿

林光
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放送・映画音楽 0585 かすかな光へ Y871-001-Ms-00653 かすかな光へ 2011 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0585 かすかな光へ Y871-001-Tx-00282 かすかな光へ 2011 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0586 一枚のハガキ Y871-001-Ms-00654 一枚のハガキ(新藤兼人監督) 2010 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0586 一枚のハガキ Y871-001-Tx-00283 一枚のハガキ 2010 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0587 オセロウ Y871-001-Ms-00655 名作劇場のために Othello オセロウ 1955 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0589 山のトムさん Y871-001-Ms-00656 山のトムさん 〈テーマソング〉 1957 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0590 こじきの歌 Y871-001-Ms-00657 安部公房 乞食の歌 -Ein Musikarische-

Komedie-

1958 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0590 こじきの歌 Y871-001-Tx-00059 中部日本放送制作 ラジオミュージカルコ

メディ こじきの歌

1958 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0591 埴輪 Y871-001-Pr-00049 [タイトル表記なし] 1958 印刷譜 クローススコ

ア

林光

放送・映画音楽 0591 埴輪 Y871-001-Tx-00060 [2] 茨木のり子作 ラジオドラマ 埴輪(一九

五八)

1958 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0594 愛の讃歌 Y871-001-Ms-00658 ロルカ "ドン・ベリリンプリンとベリサの

庭での恋"より 愛の賛歌

1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0594 愛の讃歌 Y871-001-Ms-00659 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0596 鬼から音をとりもどした話 Y871-001-Ms-00660 鬼から音を取り返した話 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0597 カバと二人のおっちょこちょい Y871-001-Ms-00661 カバと二人のオッチョコチョイ 1959 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0598 太陽のともだち -精神薄弱者の記録- Y871-001-Ms-00662 太陽のともだち -精神薄弱者の記録- 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0599 最初の脱出 Y871-001-Pr-00050 かぜ 1960 印刷譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0601 海の雪(マリン・スノウ) Y871-001-Ms-00663 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0602 日々の平安 Y871-001-Ms-00664 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0603 ロバート・キャパによる二十世紀 Y871-001-Ms-00665 二十世紀 -ロバート・キャパの生涯 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0604 われら弱きもの Y871-001-Ms-00666 [タイトル表記なし] [1960] 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0605 終点 Y871-001-Ms-00667 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0606 八頭身の女 Y871-001-Ms-00668 八頭身のワルツ 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0607 露草のように Y871-001-Ms-00669 露草のように 1961 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0608 三日月の影 Y871-001-Ms-00670 三日月の影 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0609 華々しき一族 Y871-001-Ms-00671 華々しき一族 のために 1961 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0615 不満解消します Y871-001-Ms-00672 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0617 死ぬほど逢いたい Y871-001-Ms-00673 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0618 美しきサラガイの娘 Y871-001-Ms-00674 サラガイの娘 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0618 美しきサラガイの娘 Y871-001-Ms-02213 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0619 ひとりっ子 Y871-001-Ms-02214 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0620 はらいそう Y871-001-Ms-00675 はらいそう(立体放送劇) score 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0620 はらいそう Y871-001-Ms-00676 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0620 はらいそう Y871-001-Ms-02215 はらいそう 1962 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0621 雪国 Y871-001-Ms-00677 雪国 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0622 泣くなマックス Y871-001-Ms-00678 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0623 足もとの空白 Y871-001-Ms-00679 立体放送劇「足もとの空白」 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0624 虹色のタングステン Y871-001-Ms-00680 虹色のタングステン 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0624 虹色のタングステン Y871-001-Tx-00061 現代劇場 うたの綴片 虹色のタングステン 1963 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0625 月のおばあちゃま Y871-001-Ms-00681 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0626 音の世界の子どもたち Y871-001-Ms-00682 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0628 「労音への招待」テーマ・「ちいさなうた

-『ふたりの男』より-」 大阪労音のために

Y871-001-Ms-00683 ちいさなうた ‐『ふたりの男』より‐ 大

阪労音のために

1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0629 虫は死ね Y871-001-Ms-00684 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0630 私はもう歌わない Y871-001-Ms-00685 わたしはもう歌わない 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0631 都会の二つの顔 Y871-001-Ms-00686 「都会の二つの顔」より 1963 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0633 闇市天国 Y871-001-Ms-00687 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0634 袴垂れはどこだ Y871-001-Ms-00688 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0635 寒鴨 Y871-001-Ms-00689 寒鴨 1964 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0635 寒鴨 Y871-001-Ms-02216 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0636 「夕べのリサイタル」テーマ Y871-001-Cp-00058 夕べのリサイタル・テーマ a piece for

recorder, fiddle, guitar, v'cell,

1964/1973 手稿譜(複写) スコア 林光

放送・映画音楽 0636 「夕べのリサイタル」テーマ Y871-001-Ms-00690 夕べのリサイタル テーマ 1964/1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0636 「夕べのリサイタル」テーマ Y871-001-Ms-02217 夕べのリサイタル･テーマ 1964/1973 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0637 二十四の瞳 Y871-001-Ms-00691 二十四の瞳 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0639 六月の憂鬱 Y871-001-Ms-00692 六月の憂鬱 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0640 日々の微笑 Y871-001-Ms-00693 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0641 海 Y871-001-Ms-00694 海 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0643 約束 Y871-001-Ms-00695 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0644 風雪 Y871-001-Ms-00696 風雪 1964-1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0644 風雪 Y871-001-Ms-02218 風雪 1 1964-1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0645 海へ行きたい Y871-001-Ms-00697 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0646 狼と三匹の山羊 Y871-001-Ms-00698 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0647 愛のパズル Y871-001-Ms-00699 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0648 草鞋をはいた Y871-001-Ms-00700 わらじをはいた 1965 手稿譜 独奏譜 林光

放送・映画音楽 0649 ふたつの蝶・北村透谷 Y871-001-Ms-00701 ふたつの蝶(福田善之 歴史の証人3) 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0650 みんなの科学 Y871-001-Ms-00702 みんなの科学 テーマ その1 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0650 みんなの科学 Y871-001-Ms-00703 みんなの科学 テーマ・その2 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0651 竜馬がゆく Y871-001-Ms-00704 竜馬がゆく 主題曲 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0652 飛翔 Y871-001-Ms-00705 〈飛翔〉 スコア 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0653 勇者タオ Y871-001-Ms-00706 〈勇者タオ〉 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0654 翼ある娘 Y871-001-Ms-00707 おかあさん 〈翼ある娘〉 -TBS- 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0655 「くらしの窓」テーマ Y871-001-Cp-00158 くらしのまど主題歌 1965 手稿譜(複写) スコア 林光

放送・映画音楽 0655 「くらしの窓」テーマ Y871-001-Ms-00708 くらしのまど主題歌 1965 手稿譜 コーラススコ

ア

林光
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放送・映画音楽 0655 「くらしの窓」テーマ Y871-001-Ms-02219 くらしのまど主題歌 1965 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

放送・映画音楽 0655 「くらしの窓」テーマ Y871-001-Ms-02220 くらしのまど主題歌 1965 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0656 愛しているなら Y871-001-Ms-00709 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0658 ある夏の日に Y871-001-Ms-00710 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0659 お富の貞操 Y871-001-Ms-00711 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0662 銀河鉄道 Y871-001-Ms-00712 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0663 すてきなすてきな風船旅行 風船と少女 Y871-001-Ms-00713 風船と少女 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0664 海の呼び声 -駆逐艦雷電の最期- Y871-001-Ms-00714 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア,

【M11】のみ

コーラススコ

ア

林光

放送・映画音楽 0664 海の呼び声 -駆逐艦雷電の最期- Y871-001-Ms-00715 死者たちのもうひとつの歌 1966 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0665 脱出(海はこたえず) Y871-001-Ms-00716 海はこたえず 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0666 戦国太平記 真田幸村 Y871-001-Ms-00717 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0666 戦国太平記 真田幸村 Y871-001-Ms-00718 テレビ 真田幸村 劇中歌 1966 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0667 はねむーん Y871-001-Ms-00719 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0668 虹の橋 Y871-001-Ms-00720 虹の橋 前篇 1966 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0669 雨は天から Y871-001-Ms-00721 雨は天から おかあさん No.414 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0670 青春の宿 Y871-001-Ms-00722 早春(はる)の宿(やど) 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0671 日本 1967 カメラは見た Y871-001-Ms-00723 12チャンネル テーマ 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0672 坊の岬物語 Y871-001-Ms-00724 坊の岬物語 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0673 青葉の頃 Y871-001-Ms-00725 青葉の頃 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0674 若狭の女 Y871-001-Ms-00726 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0675 神隠し Y871-001-Ms-00727 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0676 世界をさぐる Y871-001-Ms-00728 NET テーマ =世界をさぐる= 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0677 部屋 Y871-001-Ms-00729 部屋 1967 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0678 黒姫物語 Y871-001-Ms-00730 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0679 「バンパイヤ」テーマソング集 Y871-001-Ms-00731 バンパイヤ テーマ ソング集 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0679 「バンパイヤ」テーマソング集 Y871-001-Ms-00732 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

放送・映画音楽 0680 酒の歌 Y871-001-Ms-00733 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0680 酒の歌 Y871-001-Ms-02221 酒の歌 1967 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0681 おもんの愛 Y871-001-Ms-00734 おもんの愛 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0682 朽助のゐる谷間 Y871-001-Ms-00735 朽助のいる谷間 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0683 リツ子 Y871-001-Ms-00736 リツ子(続) 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0684 我が美わしの… Y871-001-Ms-00737 わが美わしの… 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0685 蝶の伝説 Y871-001-Ms-00738 蝶の伝説 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0686 マラソン残酷物語 Y871-001-Ms-00739 〈マラソン残酷物語〉 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0687 鶴の来る村 Y871-001-Ms-00740 ABC. 〈鶴のくる村〉 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0688 笛師 Y871-001-Ms-00741 シリーズ 日本発見 「笛師」 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0689 やっちゃんは生きている Y871-001-Ms-00742 やっちゃんは生きている 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0690 まだ見ぬアナタ Y871-001-Ms-00743 まだ見ぬあなた オープニング 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0691 霧の旗 Y871-001-Ms-00744 霧の旗 1969 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0692 レトルト Y871-001-Ms-00745 NHKラジオ 文芸劇場 〈レトルト〉 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0693 〈午後のリサイタル〉 Y871-001-Cp-00059 a prelude 午後のリサイタルのために 1970/1973 手稿譜(複写) スコア 林光

放送・映画音楽 0693 〈午後のリサイタル〉 Y871-001-Ms-00746 a prelude 午後のリサイタルのために 1970/1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0693 〈午後のリサイタル〉 Y871-001-Ms-00747 午後のリサイタル・テーマ 1970/1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0693 〈午後のリサイタル〉 Y871-001-Ms-02222 午后のリサイタル テーマ 1970/1973 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0694 遠い愛の日々 Y871-001-Ms-00748 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0695 花宣言 Y871-001-Ms-00749 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0695 花宣言 Y871-001-Ms-00750 [タイトル表記なし] 1970 手稿譜 旋律譜 林光
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放送・映画音楽 0696 星占い Y871-001-Ms-00751 星占い 1970 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0697 けやきの証言 Y871-001-Ms-00752 けやきの証言 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0698 舷燈 Y871-001-Ms-00753 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0699 花嫁の歳月 Y871-001-Ms-00754 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0700 あほんだれ一代 Y871-001-Cp-00159 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0700 あほんだれ一代 Y871-001-Ms-00755 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0700 あほんだれ一代 Y871-001-Ms-00756 連続テレビドラマ「あほんだれ一代」主題

歌 旅(たび) STROLLING

1971 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0700 あほんだれ一代 Y871-001-Ms-02223 あほんだれ一代 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0700 あほんだれ一代 Y871-001-Ms-02224 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0702 話しことば教室・ことばの研究 Y871-001-Ms-00757 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0703 渦中の女 Y871-001-Ms-00758 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0704 幼児番組 テーマ音楽 Y871-001-Ms-02225 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0706 国盗り物語 Y871-001-Ms-00759 国盗り物語・主題曲 1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0707 セロ弾きのゴーシュ Y871-001-Ms-00760 みんなの図書室 セロ弾きのゴーシュ 1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0707 セロ弾きのゴーシュ Y871-001-Tx-00062 みんなの図書館 セロ弾きのゴーシュ 1973 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0708 背教者ユリアヌス Y871-001-Ms-00761 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0709 冬の花・悠子 Y871-001-Ms-00762 冬の花 主題曲 1974 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0710 おんな浮世絵 紅之介参る! Y871-001-Ms-00763 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0710 おんな浮世絵 紅之介参る! Y871-001-Ms-00764 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0711 エスキモーの道 Y871-001-Ms-00765 エスキモーの道 1974 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0712 ドキュメント '75 Y871-001-Ms-00766 ドキュメント 75 1975 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0713 花神 Y871-001-Ms-00767 花神 主題曲 1976 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0713 花神 Y871-001-Ms-00768 花神 EXTRA-MUSIC 英海軍軍楽隊 1976 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0714 8月6日 '77 Y871-001-Ms-00769 近代映協 8月6日 '77 追加曲(プルトも) 1977 手稿譜 スコア, パート

譜

林光
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放送・映画音楽 0715 ドラマ人間模様 夫婦 Y871-001-Ms-00770 夫婦 テーマ曲 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0716 天城越え Y871-001-Ms-00771 天城越え(清張シリーズ4) 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0717 虚飾の花園 Y871-001-Ms-00772 松本清張シリーズ(3) 虚飾の花園 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0718 一年半待て Y871-001-Ms-00773 一年半待て 松本清張シリーズ(2) 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0719 火の記憶 Y871-001-Ms-00774 火の記憶 〈松本清張シリーズ〉 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0720 足跡 Y871-001-Ms-00775 足跡 1978 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0721 優しさごっこ Y871-001-Ms-00776 優しさごっこ 10 Songs 1979 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0721 優しさごっこ Y871-001-Tx-00063 ラジオ劇場「愛のシリーズ・その1」 優し

さごっこ

1979 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0722 ゼノ -ある異邦人の歩み- Y871-001-Ms-00777 ゼノ ラジオ・ドキュメンタリードラマのた

めに

1979 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0722 ゼノ -ある異邦人の歩み- Y871-001-Tx-00064 ワイド・スペシャル ドキュメンタリー・

ドラマ 『ゼノ』 -ある異邦人の歩み- (1)

1979 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0722 ゼノ -ある異邦人の歩み- Y871-001-Tx-00065 ワイド・スペシャル ドキュメンタリー・

ドラマ 『ゼノ』 -ある異邦人の歩み- (2)

1979 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0723 一年一組 Y871-001-Ms-00778 テレビ・ドキュメンタリー 一年一組 1979 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0723 一年一組 Y871-001-Ms-02226 一年一組 1979 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0724 故郷は戦火のなかに Y871-001-Ms-00779 テレビ・ドキュメンタリ 故郷は戦火のな

かに

1979 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0724 故郷は戦火のなかに Y871-001-Ms-02227 [タイトル表記なし] 1979 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0725 聞こえるよ 母さんの声が… 原爆の子・百

合子

Y871-001-Ms-00780 原爆の子・百合子 1979 or 1980 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0726 曠野のアリア Y871-001-Ms-00781 岩間芳樹作 曠野のアリア 1980 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0727 あかねの空 Y871-001-Ms-00782 あかねの空 1980 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0728 ザ・商社 Y871-001-Ms-00783 ザ・商社 1980 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0729 晴れた日に Y871-001-Ms-00784 CBC. TV 晴れた日に 1980 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0730 海に生きる -ある人間集団の生活記録- Y871-001-Ms-00785 海に生きる 1980 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0730 海に生きる -ある人間集団の生活記録- Y871-001-Tx-00066 ドキュメンタリー 海に生きる -ある人間集

団の生活記録-

1980 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0731 星の牧場 Y871-001-Ms-00786 星の牧場 1981 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0731 星の牧場 Y871-001-Ms-02228 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0732 印象派の画家たちシリーズ モネ Y871-001-Ms-00787 印象派 -光と影の画家たち- 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0733 茜色の坂 Y871-001-Ms-00788 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0734 コスモス Y871-001-Ms-00789 コスモス 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0735 白血病とたたかう Y871-001-Ms-00790 白血病とたたかう 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0736 公孫樹の下で Y871-001-Ms-00791 公孫樹の下で 1981 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0737 リラックス 松原克己の日常生活 Y871-001-Ms-00792 リラックス 関西テレビ 1982 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0738 祭の声 Y871-001-Cp-00060 祭りの声 1982 手稿譜(複写) スコア 林光

放送・映画音楽 0738 祭の声 Y871-001-Ms-02229 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0739 おばん Y871-001-Ms-00793 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0740 風の又三郎 Y871-001-Tx-00067 ラジオ図書館 風の又三郎 1982 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0741 山河燃ゆ Y871-001-Ms-00794 山河燃ゆ 主題曲 1983 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0742 かげろうの花 Y871-001-Ms-00795 かげろうの花 HBC 東芝日曜劇場 1983 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0743 百曲がりして、なお 陶工・唐九郎86歳 Y871-001-Ms-00796 百曲りしてなお 加藤唐九郎伝 1984 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0743 百曲がりして、なお 陶工・唐九郎86歳 Y871-001-Tx-00068 百曲がりして、なお -陶工・ 唐九郎86歳- 1984 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0744 NHK教養セミナー テーマ Y871-001-Ms-00797 NHK教養セミナー テーマ曲 1984 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0744 NHK教養セミナー テーマ Y871-001-Ms-02230 NHK教養セミナー Thema 1984 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 0745 戦争がくれた贈物 Y871-001-Ms-00798 戦争がくれたおくりもの 1984 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0745 戦争がくれた贈物 Y871-001-Ms-00799 戦争がくれた贈物 1984 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0745 戦争がくれた贈物 Y871-001-Tx-00069 FM週間・特集ドラマ(ステレオ) 若者たち

へのメッセージ 戦争がくれた贈物

1984 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0746 悠々たる天 Y871-001-Ms-00800 悠々たる天 1984 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0747 真田太平記 Y871-001-Cp-00061 [タイトル表記なし] 1985 手稿譜(複写) スコア 林光

放送・映画音楽 0747 真田太平記 Y871-001-Ms-00801 真田太平記 主題曲 1985 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0747 真田太平記 Y871-001-Ms-02231 眞田太平記 -主題曲- 1985 手稿譜 パート譜 林光
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放送・映画音楽 0748 元気のさかだち Y871-001-Ms-00802 元気のさかだち(F-M. THEATRE) 1986 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0748 元気のさかだち Y871-001-Tx-00070 FMシアター (ステレオドラマ) 元気のさか

だち

1986 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0749 印象派の画家たちシリーズ ルノワール Y871-001-Ms-00803 [タイトル表記なし] 1986 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0750 隠花の飾り 記念に… Y871-001-Ms-00804 隠花の飾り -記念に…- 関西テレビ 松本清

張 サスペンス

1986 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0750 隠花の飾り 記念に… Y871-001-Tx-00071 松本清張サスペンス 隠花の飾り -記念に…

-

1986 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0751 極楽への招待 Y871-001-Ms-00805 極楽への招待 1987 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0751 極楽への招待 Y871-001-Tx-00072 ドラマ・人間模様 極楽への招待 第一回(連

続五回)

1987 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0751 極楽への招待 Y871-001-Tx-00073 ドラマ・人間模様 極楽への招待 第二回(連

続五回)

1987 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0751 極楽への招待 Y871-001-Tx-00074 ドラマ・人間模様 極楽への招待 第三回(連

続五回)

1987 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0751 極楽への招待 Y871-001-Tx-00075 ドラマ・人間模様 極楽への招待 第四回(連

続五回)

1987 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0751 極楽への招待 Y871-001-Tx-00076 ドラマ・人間模様 極楽への招待 最終回(連

続五回)

1987 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0752 印象派の画家たちシリーズ セザンヌと

ゴーギャン

Y871-001-Ms-00806 セザンヌとゴーギャン 1987 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0752 印象派の画家たちシリーズ セザンヌと

ゴーギャン

Y871-001-Tx-00077 セザンヌとゴーギャン 印象派・静と動の魂 1987 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0753 円空 Y871-001-Ms-00807 円空 1988 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0753 円空 Y871-001-Tx-00078 ドラマ スペシャル 円空 1988 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0754 神様はどこにいるの Y871-001-Ms-00808 FMシアター 神様はどこにいるの(NHK-

FM ラジオドラマ)

1988 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0754 神様はどこにいるの Y871-001-Tx-00079 FMシアター 神様はどこにいるの 1988 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0755 印象派の画家たちシリーズ ドガとロート

レック

Y871-001-Ms-00809 ドガとロートレク 1988 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0756 夕陽をあびて Y871-001-Ms-00810 夕陽をあびて 1989 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0756 夕陽をあびて Y871-001-Tx-00080 ドラマ 夕陽をあびて 第一回 1989 台本・歌詞原

稿

林光
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放送・映画音楽 0756 夕陽をあびて Y871-001-Tx-00081 ドラマ 夕陽をあびて 第二回 1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0756 夕陽をあびて Y871-001-Tx-00082 ドラマ 夕陽をあびて 第三回(最終回) 1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0757 家族物語 Y871-001-Ms-00811 家族物語 3.4. 1989 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0757 家族物語 Y871-001-Tx-00083 ドラマ 家族物語 第一話「蛍火」 1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0757 家族物語 Y871-001-Tx-00084 ドラマ 家族物語 第二話「それぞれの愛」 1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0757 家族物語 Y871-001-Tx-00085 ドラマ 家族物語 第三話「晩夏」 1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0757 家族物語 Y871-001-Tx-00086 ドラマ 家族物語 第四話「日は昇り日は沈

む」

1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0757 家族物語 Y871-001-Tx-00087 ドラマ 家族物語 最終回「旅立ち」 1989 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0758 印象派の画家たちシリーズ モディリアーニ Y871-001-Ms-00812 モディリアーニ 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0759 すばる劇場にご招待 詩人まど・みちおの

世界

Y871-001-Ms-00813 すばる劇場へご招待 こどもパビリオン 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0760 母さんの贈物 Y871-001-Ms-00814 母からの贈りもの(NHK大阪) 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0760 母さんの贈物 Y871-001-Tx-00088 母さんの贈りもの 1990 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0761 刀匠 Y871-001-Ms-00815 刀匠 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0762 遙かなるわが町 Y871-001-Ms-00816 はるかなわが町 TBS 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0762 遙かなるわが町 Y871-001-Tx-00089 月曜ドラマスペシャル 遙かなるわが町 1990 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0763 ひかるサケ Y871-001-Ms-00817 光るサケ こどもパビリオン 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0763 ひかるサケ Y871-001-Tx-00090 ドラマ ひかる サケ 前篇 1990 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0763 ひかるサケ Y871-001-Tx-00091 ドラマ ひかる サケ 後篇 1990 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0764 日々の泡 ボリス・ヴィアンのうたかたの

日々

Y871-001-Ms-00818 うたかたの日々(PCM. SURROUND) 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0764 日々の泡 ボリス・ヴィアンのうたかたの

日々

Y871-001-Ms-00819 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 旋律譜 林光

放送・映画音楽 0764 日々の泡 ボリス・ヴィアンのうたかたの

日々

Y871-001-Tx-00092 特集・(PCM・SURROUND) レキューム・

デ・ジュール うたかたの日々 -ポリス・

ヴィアン ファンタジー-

1990 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0765 昭和二十年の日記 わたしは軍国少年だっ

た

Y871-001-Ms-00820 昭和二十年の日記 1990 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0765 昭和二十年の日記 わたしは軍国少年だっ

た

Y871-001-Tx-00093 スーパー・ステーション 昭和二十年の日

記 -わたしは軍国少年だった-

1990 台本・歌詞原

稿

林光

51 / 160 ページ



手稿譜、関連資料（台本・印刷譜等）

資料リスト簡易版

令和2年1月7日現在

ジャンル 作品情報番号 作品タイトル 作品サブタイトル 請求記号 アイテムタイトル 作曲年 資料種別 楽譜種類 作曲者名

放送・映画音楽 0766 冬の旅 Y871-001-Ms-00821 冬の旅 NHK-TV 1991 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0766 冬の旅 Y871-001-Tx-00094 国際共同制作 ドラマスペシャル 冬の旅

[WINTERREISE]

1991 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0767 インドの祭 Y871-001-Ms-00822 関西テレビ制作 ドキュメンタリー番組 イ

ンドの祭

1991 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0768 ブリキの剣(つるぎ) Y871-001-Ms-00823 ブリキの剣 TBSラジオのために 1991 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0768 ブリキの剣(つるぎ) Y871-001-Tx-00095 TBS開局四十周年記念 ドラマスペシャル

「ブリキの剣」

1991 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0769 新藤兼人が読む断腸亭日乗 永井荷風が見

た大正・昭和史

Y871-001-Ms-00824 NHK-TV プライム10 荷風の大正・昭和史

のために

1992 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0769 新藤兼人が読む断腸亭日乗 永井荷風が見

た大正・昭和史

Y871-001-Tx-00096 NHK-TV プライム10 新藤兼人が読む 荷風

断腸亭日乗の大正・昭和史 (前後編) (仮題)

1992 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0770 欅の家 Y871-001-Ms-00825 欅の家 1992 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0770 欅の家 Y871-001-Tx-00097 ドラマ 欅の家 1992 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0771 収容所(ラーゲリ)から来た遺書 Y871-001-Ms-00826 収容所から来た 遺書 1993 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0771 収容所(ラーゲリ)から来た遺書 Y871-001-Tx-00098 金曜ドラマシアター 特別企画 収容所から

来た遺書

1993 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0772 オカバンゴ大湿原 アフリカ・命と水の大

地

Y871-001-Ms-00827 オカバンゴ 1993 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0773 がんばらんば -平成の島原大変- Y871-001-Ms-00828 がんばらんば TVドラマのために 1993 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0773 がんばらんば -平成の島原大変- Y871-001-Tx-00099 土曜ドラマ がんばらんば -平成の島原大変

-

1993 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0774 新藤兼人が読む正岡子規の病牀六尺 Y871-001-Ms-00829 新藤兼人が読む 正岡子規の「病牀六尺」

〔NHKスペシャル〕

1993 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0774 新藤兼人が読む正岡子規の病牀六尺 Y871-001-Tx-00100 NHKスペシャル 新藤兼人が読む 正岡子規

の「病牀六尺」

1993 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Cp-00062 鬼ユリ校長、走る! (関西TV) 1994 手稿譜(複写) スコア 林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Ms-00830 すきとおるものが一列 1994 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00101 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第一話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00102 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第二話

1994 台本・歌詞原

稿

林光
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放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00103 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第三話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00104 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第四話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00105 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第五話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00106 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第六話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00107 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第七話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00108 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第八話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00109 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第九話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0775 鬼ユリ校長、走る! Y871-001-Tx-00110 花王 ファミリー スペシャル 鬼ユリ校長、

走る! 第十話

1994 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0776 一日三回食後に服用 -よひんびん物語 Y871-001-Ms-00831 土曜ドラマ 一日三回食後に服用 -よひんび

ん物語-

1995 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0776 一日三回食後に服用 -よひんびん物語 Y871-001-Tx-00111 土曜ドラマ 一日三回 食後に服用 -よひん

びん物語-

1995 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0777 フェルメールの世界 Y871-001-Ms-00832 フェルメールの世界 1996 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0777 フェルメールの世界 Y871-001-Tx-00112 空気を描く画家 フェルメール 1996 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0778 これで、おしまい Y871-001-Ms-00833 これで、おしまい C'est tout 1996 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0778 これで、おしまい Y871-001-Tx-00113 FMシアター 海外文学シリーズ(2) 「これ

で、おしまい」 C'est tout

1996 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0779 キヌヨとケンジの愛 Y871-001-Ms-00834 キヌヨとケンジの愛 1996 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0779 キヌヨとケンジの愛 Y871-001-Tx-00114 新藤兼人が証言する キヌヨとケンジの愛 1996 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0780 唄を忘れたカナリヤは… Y871-001-Ms-00835 土曜ドラマ 唄を忘れたカナリヤは… 1997 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0780 唄を忘れたカナリヤは… Y871-001-Tx-00115 土曜ドラマ 唄を忘れた カナリヤは… 1997 台本・歌詞原

稿

林光

放送・映画音楽 0781 近代国家の群像 Y871-001-Ms-00836 近代国家の群像 テーマ 不詳 手稿譜 スコア 林光
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放送・映画音楽 0782 思春期 Y871-001-Ms-00837 思春期 テレビ・ドキュメンタリーのため

に

不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0783 「海外の音楽」終了テーマB Y871-001-Ms-00838 海外の音楽 終了テーマB 不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0784 なむあみだぶつ Y871-001-Ms-00839 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0785 子供のこころ Y871-001-Ms-00840 子供のこころ 不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 0786 「教育テレビ・スペシャル」テーマ2 Y871-001-Ms-00841 教育テレビスペシャル テーマ 2. 不詳 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0787 12月のあいつ Y871-001-Ms-00842 -宮城まり子のために- 12月のあいつ 1958/1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0787 12月のあいつ Y871-001-Ms-00843 12月のあいつ 1958/1959 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0787 12月のあいつ Y871-001-Ms-00844 [タイトル表記なし] 1958/1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Ms-02172 劉三姐 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Ms-02173 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Ms-02174 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Ms-02175 劉三姐 7場のミュージカル 1962 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Ms-02176 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Ms-02177 ミュージカル「劉三姐」より 二重唱 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Pr-00051 劉三姐 りゅうさんちえ 7場のミュージカル 1962 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0788 劉三姐 Y871-001-Tx-00116 中国僮族自治区民間歌舞団上演台本より

劉三姐

1962 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0789 ものみな歌でおわる Y871-001-Cp-00156 「ものみな……」 1963 手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0789 ものみな歌でおわる Y871-001-Ms-00845 ものみな歌でおわる M33-3 1963 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0789 ものみな歌でおわる Y871-001-Ms-00846 〈ものみな歌でおわる〉 1963 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0789 ものみな歌でおわる Y871-001-Ms-02178 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0789 ものみな歌でおわる Y871-001-Ms-02179 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0789 ものみな歌でおわる Y871-001-Tx-00117 ものみな歌でおわる 日生劇場上演台本 1963 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0790 皇帝ジョウンズ Y871-001-Ms-00847 皇帝ジョーンズ 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0790 皇帝ジョウンズ Y871-001-Ms-00848 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0790 皇帝ジョウンズ Y871-001-Ms-00849 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0790 皇帝ジョウンズ Y871-001-Tx-00118 皇帝ジョウンズ -プロロオグと8場- 1967 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0791 奇想天外神聖喜活劇「ミステリア・ブッ

フ」

Y871-001-Ms-00850 ミステリア・ブッフ 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0791 奇想天外神聖喜活劇「ミステリア・ブッ

フ」

Y871-001-Ms-00851 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 ヴォーカルス

コア, コーラス

スコア, 旋律

譜, パート譜

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0792 志乃の歌 Y871-001-Cp-00063 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0792 志乃の歌 Y871-001-Ms-00852 志乃の歌 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0792 志乃の歌 Y871-001-Ms-00853 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0793 赤目 Y871-001-Pr-00052 田んぼもいねも……… (2幕・平太のうた) 1967 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0794 ヴェト・ロック Y871-001-Ms-00854 コカ・コーラ一本35円 1968 手稿譜 スコア M. ピュ

リー(作曲),

林光(編曲)
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舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0794 ヴェト・ロック Y871-001-Ms-00855 VIETROCK score 1968 手稿譜 スコア M. ピュ

リー(作曲),

林光(編曲)

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0794 ヴェト・ロック Y871-001-Tx-00119 ヴェト・ロック 1968 台本・歌詞原

稿

M. ピュ

リー(作曲),

林光(編曲)

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0795 ザ・ショウ Y871-001-Ms-00856 THE SHOW 7SONGS 2 DANCES AND

ONE

1968 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0795 ザ・ショウ Y871-001-Tx-00120 ザ・ショウ -〈毛猿〉によるアダプテーョ

ン-

1968 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0796 おんなごろしあぶらの地獄 Y871-001-Ms-00857 おんなごろしあぶらの地獄 二幕のモーター

サイクル･ミュージカル

1969 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0796 おんなごろしあぶらの地獄 Y871-001-Ms-00858 おんなごろしあぶらの地獄 1969 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0798 トラストDE Y871-001-Ms-00859 トラストDE 1969 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0798 トラストDE Y871-001-Tx-00121 トラストDE イリヤ・エレンブルグによる

-二幕-

1969 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0799 歌芝居「波止場の花と渡り鳥」 Y871-001-Ms-00860 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0799 歌芝居「波止場の花と渡り鳥」 Y871-001-Ms-00861 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0800 ミュージカル「私とチャップリン」 Y871-001-Ms-00862 [タイトル表記なし] 1975 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0800 ミュージカル「私とチャップリン」 Y871-001-Ms-00863 [タイトル表記なし] 1975 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0800 ミュージカル「私とチャップリン」 Y871-001-Ms-00864 [タイトル表記なし] 1975 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0801 ワルシャワ労働歌のうた Y871-001-Ms-00865 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0801 ワルシャワ労働歌のうた Y871-001-Ms-02180 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0801 ワルシャワ労働歌のうた Y871-001-Ms-02181 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0801 ワルシャワ労働歌のうた Y871-001-Ms-02182 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0801 ワルシャワ労働歌のうた Y871-001-Tx-00122 ワルシャワ労働歌のうた -グループ赤電車

のために-

1982 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0802 コミックオペレット「饑餓陣営」 Y871-001-Cp-00064 [タイトル表記なし] 1983/1996 手稿譜(複写) スコア, パート

譜

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0802 コミックオペレット「饑餓陣営」 Y871-001-Ms-00866 饑餓陣営 宮澤賢治の音楽劇のために 1983/1996 手稿譜 ヴォーカルス

コア, パート譜

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0802 コミックオペレット「饑餓陣営」 Y871-001-Ms-02183 [タイトル表記なし] 1983/1996 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0802 コミックオペレット「饑餓陣営」 Y871-001-Ms-02184 [タイトル表記なし] 1983/1996 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0803 ミュージカル「果てしない物語」 Y871-001-Ms-00867 果てしない物語 1984 手稿譜 スコア 林光, 池辺

晋一郎

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0803 ミュージカル「果てしない物語」 Y871-001-Ms-00868 [タイトル表記なし] 1984 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光, 池辺

晋一郎

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0803 ミュージカル「果てしない物語」 Y871-001-Tx-00123 SEIYUミュージカル はてしない物語 1984 台本・歌詞原

稿

林光, 池辺

晋一郎

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0804 ドン・ジョヴァンニ 超人のつくりかた Y871-001-Ms-00869 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0804 ドン・ジョヴァンニ 超人のつくりかた Y871-001-Ms-00870 ドン・ジョヴァンニ あるいは 超人のつく

りかた 2幕の音楽劇

1988 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0805 みんなの孫悟空 Y871-001-Ms-00871 [タイトル表記なし] 1991 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0805 みんなの孫悟空 Y871-001-Tx-00124 わたしたちの孫悟空 1991 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0806 宮澤賢治冬季大運動会 ぼくたちのポラン

の広場

Y871-001-Ms-00872 ひのきとひなげし 宮澤賢治冬季大運動会

1991のための断片

1991 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0806 宮澤賢治冬季大運動会 ぼくたちのポラン

の広場

Y871-001-Ms-00873 グランド電柱 1991 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0806 宮澤賢治冬季大運動会 ぼくたちのポラン

の広場

Y871-001-Ms-00874 グランド電柱 1991 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0806 宮澤賢治冬季大運動会 ぼくたちのポラン

の広場

Y871-001-Tx-00125 音楽劇 宮沢賢治冬季大運動会 -ぼくたちの

ポランの広場-

1991 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0807 荷風のオペラ Y871-001-Ms-00875 荷風のオペラ 1992 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0807 荷風のオペラ Y871-001-Ms-02185 荷風のオペラ '93年版 VARIANT 1992 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0808 歌はともだち Y871-001-Ms-00876 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0808 歌はともだち Y871-001-Ms-00877 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 ヴォーカルス

コア, コンデン

ススコア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0809 まっぷたつの子爵 Y871-001-Ms-00878 まっぷたつの子爵 劇団うりんこのために 1994 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0809 まっぷたつの子爵 Y871-001-Ms-00879 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0810 黒テントオペラ「あちゃらか商人」 Y871-001-Ms-00880 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0810 黒テントオペラ「あちゃらか商人」 Y871-001-Ms-00881 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0812 電話を切らないで Y871-001-Cp-00065 [タイトル表記なし] 1997 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0812 電話を切らないで Y871-001-Tx-00126 電話を切らないで 1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0813 シェン・テのさずかりもの Y871-001-Ms-00882 シェン・テのさずかりもの 1960年版「セ

チュアンの善人」より

2000 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0813 シェン・テのさずかりもの Y871-001-Tx-00127 セチュアンの善人 2000 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0814 消えた海賊 Y871-001-Ms-00883 [タイトル表記なし] 2002 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0814 消えた海賊 Y871-001-Ms-00884 消えた海賊 2002 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0814 消えた海賊 Y871-001-Tx-00128 消えた海賊 2002 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0815 奇天烈喜歌劇「ミステリヤ・ブッフ」 Y871-001-Ms-00885 [タイトル表記なし] 2003 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0815 奇天烈喜歌劇「ミステリヤ・ブッフ」 Y871-001-Ms-00886 [タイトル表記なし] 2003 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0816 革トランク・賢治の東京 Y871-001-Ms-00887 [タイトル表記なし] 2006 手稿譜 パート譜, スコ

ア

林光

舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

0816 革トランク・賢治の東京 Y871-001-Ms-02186 [タイトル表記なし] 2006 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0818 モルモット Y871-001-Ms-00888 No.4 アンファン・テリブル公演Ⅲ キノシ

タ・トウル 演出 寺嶋アキ子 "モルモット"

の爲の音楽

1948 手稿譜 独奏譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0818 モルモット Y871-001-Ms-00889 [タイトル表記なし] 1948 手稿譜 独奏譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0819 ジャックと豆の木 Y871-001-Ms-00890 ジャックとマメノ木 1948 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0820 パンチとジュディ Y871-001-Ms-00891 No.5 俳優座子供の劇場公演Ⅰ 伊藤熹朔 演

出 人形劇 "パンチとジュディ" の音楽

1948 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0820 パンチとジュディ Y871-001-Ms-00892 パンチとジュディ 1948 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0822 遠くの羊飼 Y871-001-Ms-00893 遠くの羊飼 1949/1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0822 遠くの羊飼 Y871-001-Ms-00894 遠くの羊飼(パントマイム) 1949/1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0824 文化議員 Y871-001-Ms-00895 田口竹男 "文化議員" 4マク 1949 手稿譜 独奏譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-00896 フィガロの結婚 1949/1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-00897 [タイトル表記なし] 1949/1964 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-00898 [タイトル表記なし] 1949/1964 手稿譜 スコア 林光

59 / 160 ページ



手稿譜、関連資料（台本・印刷譜等）

資料リスト簡易版

令和2年1月7日現在

ジャンル 作品情報番号 作品タイトル 作品サブタイトル 請求記号 アイテムタイトル 作曲年 資料種別 楽譜種類 作曲者名

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-00899 [タイトル表記なし] 1949/1964 手稿譜 コーラススコ

ア, ヴォーカル

スコア, 旋律

譜, パート譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-00900 [タイトル表記なし] 1949/1964 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-02188 [タイトル表記なし] 1949/1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-02189 Le Mariage de Figaro 1949/1964 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-02190 Le Mariage de Figaro 1949/1964 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-02191 Le Mariage de Figaro 3つの歌 1949/1964 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Ms-02192 [タイトル表記なし] 1949/1964 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0825 フィガロの結婚 Y871-001-Pr-00053 [タイトル表記なし] 1949/1964 印刷譜 コーラススコ

ア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0827 三人姉妹 Y871-001-Ms-00901 三人姉妹 1949/1964/19

74

手稿譜 スコア, コンデ

ンススコア, 独

奏譜, パート

譜, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0827 三人姉妹 Y871-001-Ms-00902 三人姉妹 軍隊行進曲 1949/1964/19

74

手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0827 三人姉妹 Y871-001-Tx-00129 アントン・チエホフ作 湯浅芳子訳 三人姉

妹 四幕 俳優座上演台本

1949/1964/19

74

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0827 三人姉妹 Y871-001-Tx-00130 チェーホフ 作 神西清 訳 三人姉妹 四幕 文

学座上演台本

1949/1964/19

74

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0830 令嬢ジュリー Y871-001-Ms-00903 〈令嬢ジュリイ〉 1950 手稿譜 スコア, 旋律譜 民俗舞踊

(原曲), 林

光(編曲)

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0831 白鳥姫 Y871-001-Ms-00904 ストリンドベルク 白鳥姫 3マク 1950 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0831 白鳥姫 Y871-001-Ms-00905 ストリンドベリー "白鳥姫" 3マク 1950 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0831 白鳥姫 Y871-001-Ms-00906 ストリンドベリィ 白鳥姫 3マク Piano

Solo -こども劇場のために-

1950 手稿譜 独奏譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0837 ウィンザーの陽気な女房たち Y871-001-Ms-00907 シェークスピア -ウインザーの陽気な女房

たち- 附帯音楽

1951/1957 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0837 ウィンザーの陽気な女房たち Y871-001-Ms-00908 [タイトル表記なし] 1951/1957 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-00909 森は生きている S. マルシャークの劇のた

めに

1954/1955/19

77/1993

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-00910 [タイトル表記なし] 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-00911 森は生きている(77年追加曲) 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-00912 [タイトル表記なし] 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-00913 森は生きている 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-00914 「森は生きている」 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-02193 森は生きている 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 コーラススコ

ア, 独唱譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-02194 森は生きている 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-02195 [タイトル表記なし] 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-02196 [タイトル表記なし] 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 コーラススコ

ア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Ms-02197 森は生きている 1954/1955/19

77/1993

手稿譜 独唱譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0839 森は生きている Y871-001-Pr-00226 十二月の歌 1954/1955/19

77/1993

印刷譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0840 スカパンのわるだくみ Y871-001-Ms-00915 モリエール作 スカパンのわるだくみ 3マク

附帯音楽 Les Fourberies de Scapin (3

Preludes et Final.)

1954 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0840 スカパンのわるだくみ Y871-001-Ms-00916 [タイトル表記なし] 1954 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0841 フォスター大佐の服罪 Y871-001-Ms-00917 ロジェ・ヴァイヤン作 フォスター大佐は

告白する 5マク 附帯音楽

1954 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0841 フォスター大佐の服罪 Y871-001-Ms-00918 フォスター大佐の服罪より 1954 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0841 フォスター大佐の服罪 Y871-001-Ms-00919 ロジェ・ヴァイヤン作 江原順・訳 フォス

ター大佐の服罪

1954 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0841 フォスター大佐の服罪 Y871-001-Ms-00920 [タイトル表記なし] 1954 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0842 かもめ Y871-001-Ms-00921 A. チェーホフ "かもめ"のための音楽

(Flauto Oboe Violoncello Pianoforte 男女

の合唱のために

1954/1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0842 かもめ Y871-001-Ms-00922 かもめの音楽 1954/1965 手稿譜 スコア, 旋律

譜, パート譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0842 かもめ Y871-001-Ms-00923 チェーホフ かもめ のための音楽 1954/1965 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0843 家庭教師 Y871-001-Tx-00131 ホーフマイスター 家庭教師 五幕 十九場 新

人会都民劇場公演台本

1955 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0845 快速船 Y871-001-Ms-00924 安部公房 快速船 附帯音楽 1955 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0845 快速船 Y871-001-Tx-00132 快速船 -四幕- 1955 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0847 町人貴族 Y871-001-Ms-00925 モリエール 町人貴族 5幕 附帯音楽 1955 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0849 最後の人びと Y871-001-Ms-00926 ゴリキィ作 最後の人々 のための音楽 -九

つの断片- (劇団民芸のために)

1956 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0851 乞食と王子(1957) Y871-001-Ms-00927 乞食と王子 S. ミハルコフ 劇団仲間 中村俊

一演出

1957 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0851 乞食と王子(1957) Y871-001-Ms-00928 乞食と王子 1957 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0851 乞食と王子(1957) Y871-001-Pr-00054 [タイトル表記なし] 1957 印刷譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0853 魔法のつぼ Y871-001-Ms-00929 マリアレフスキイ 作 『まほうのつぼ』｣ -

中央アジアの民話による- 附帯音楽

1957 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0853 魔法のつぼ Y871-001-Pr-00055 劇団仲間第八回こどもの劇場 「魔法のつ

ぼ」より

1957 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0854 ある尼僧への鎮魂歌 Y871-001-Ms-00930 musique pour. Faukner = Camus

<Requiem pour une Nonne>

1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0856 真夏の夜の夢 Y871-001-Ms-00931 music for W. Shakespere's <眞夏の夜の夢

> Midsummer nightsdream

1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0856 真夏の夜の夢 Y871-001-Ms-00932 眞夏の夜の夢 1958 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0857 宝島 Y871-001-Ms-00933 -宝島- スティーヴンスンによる 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0858 群盗 Y871-001-Ms-00934 F. シラー -群盗- のための音楽 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0858 群盗 Y871-001-Ms-00935 [タイトル表記なし] 1958 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0859 イエルマ Y871-001-Cp-00066 [タイトル表記なし] 1958/1986 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0859 イエルマ Y871-001-Cp-00067 [タイトル表記なし] 1958/1986 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0859 イエルマ Y871-001-Ms-00936 F.G. Lorca YERMA 1958/1986 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0859 イエルマ Y871-001-Ms-00937 [タイトル表記なし] 1958/1986 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0859 イエルマ Y871-001-Ms-00938 [タイトル表記なし] 1958/1986 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0860 うぬぼれうさぎ Y871-001-Ms-00939 旧 score -S. ミハルコフ- うぬぼれうさぎ 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0860 うぬぼれうさぎ Y871-001-Ms-00940 新 score うぬぼれうさぎ 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0860 うぬぼれうさぎ Y871-001-Ms-00941 [タイトル表記なし] 1958 手稿譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0860 うぬぼれうさぎ Y871-001-Ms-02198 [タイトル表記なし] 1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0860 うぬぼれうさぎ Y871-001-Tx-00133 ミハルコフ うぬぼれうさぎ 劇団つくし・

第一回上演台本

1958 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0861 カルラールのおかみさんの銃 Y871-001-Ms-00942 B. ブレヒト <カラールおっ母さんの鉄砲>

より 「子供たちのうた」

1958 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0861 カルラールのおかみさんの銃 Y871-001-Tx-00134 DIE GEWEHRE DER FRAU CARRAR VON

BERTOLT BRECHT. 俳優座スタジオ劇団三

期会第三回勉強会上演台本

1958 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0862 スパイ(「第三帝国の恐怖と貧困」より) Y871-001-Ms-00943 B. Brecht Furcht und Elend des Dritten

Reiches (第三帝国の恐怖と貧困) vor "Der

Spitzel" "スパイ"の前に

1958 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0862 スパイ(「第三帝国の恐怖と貧困」より) Y871-001-Ms-02199 Brecht Furcht und Elend des Dritten

Reiches 第三帝国の恐怖と貧困より "Der

Spitzel" スパイ

1958 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0863 シェイクスピア至急入用 Y871-001-Ms-00944 H. キップハルト作 -シェークスピア至急入

用- のための音楽

1958 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0864 関漢卿(クワン・ハンチン) Y871-001-Ms-00945 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0864 関漢卿(クワン・ハンチン) Y871-001-Tx-00135 関漢卿(クワン ハン チン) 十二場 (改訂本)

第四回新劇合同公演台本

1959 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0865 黄金の夜明ける Y871-001-Ms-00946 野間宏作 "黄金の夜明ける"のために 1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0865 黄金の夜明ける Y871-001-Ms-00947 野間宏 黄金の夜明ける 青年座上演 千田是

也演出

1959 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0865 黄金の夜明ける Y871-001-Tx-00136 黄金の夜明ける 三幕九場 青年座第八回上

演台本

1959 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0866 土曜日を待つ人びと Y871-001-Ms-00948 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0866 土曜日を待つ人びと Y871-001-Ms-00949 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0866 土曜日を待つ人びと Y871-001-Pr-00056 待っている -亡きM. アンダースンに- 1959 印刷譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0866 土曜日を待つ人びと Y871-001-Tx-00137 SATURDAY'S CHILDREN BY MAXWELL

ANDERSON 劇団三期会上演台本

1959 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0867 死者を葬れ Y871-001-Ms-00950 music for Irwin Shaw's Bury the dead for

Mixed chorus and 8 insturments

1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0867 死者を葬れ Y871-001-Ms-00951 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0867 死者を葬れ Y871-001-Ms-00952 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0867 死者を葬れ Y871-001-Ms-00953 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0868 ヴォルポーネ Y871-001-Ms-00954 S. ツヴァイク ヴォルポーネ のために(ベ

ン・ジョンスンによる)

1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0868 ヴォルポーネ Y871-001-Ms-02200 ヴォルポーネ 1959 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0869 「第三帝国の恐怖と貧困」より四場面 Y871-001-Ms-00955 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0869 「第三帝国の恐怖と貧困」より四場面 Y871-001-Ms-00956 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Cp-00068 旧版 DIE AUSNAHME UND DIE

REGEL(cover), B. ブレヒト 例外と原則の

ための歌と合唱

1959/1965/19

67

手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Cp-00069 [タイトル表記なし] 1959/1965/19

67

手稿譜(複写) パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Cp-00070 B. ブレヒト 例外と原則のための歌と合唱 1959/1965/19

67

手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00957 Bert Brecht: Die Ausnahme und die

Regel ブレヒト 例外と原則 24番目の試み

のための歌と合唱と情景

1959/1965/19

67

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00958 [タイトル表記なし] 1959/1965/19

67

手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00959 ブレヒト作 ≫例外と原則≪ 1959/1965/19

67

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00960 B. Brecht Die Ausnahme und Die Regel

≪11 songs≫ 例外と原則

1959/1965/19

67

手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00961 B. ブレヒト 例外と原則のための歌と合唱 1959/1965/19

67

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00962 [タイトル表記なし] 1959/1965/19

67

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Ms-00963 [タイトル表記なし] 1959/1965/19

67

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Tx-00138 BRECHT DIE AUSNAHME UND DIE

REGEL 例外と原則 劇団三期会上演台本

1959/1965/19

67

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0870 例外と原則 Y871-001-Tx-00139 例外と原則 -一九三〇年- 1959/1965/19

67

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0871 黄色と桃色の夕方 Y871-001-Ms-00964 黄色と桃色の夕方 1959 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0872 フィガロの結婚(1959) Y871-001-Ms-00965 "Figaro '59" 1959 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0872 フィガロの結婚(1959) Y871-001-Ms-00966 [タイトル表記なし] 1959 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0872 フィガロの結婚(1959) Y871-001-Ms-00967 フィガロの結婚 1959 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0873 巨人伝説 Y871-001-Ms-00968 巨人傳説 1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0873 巨人伝説 Y871-001-Tx-00140 巨人伝説 俳優座上演台本 1960 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0874 母 Y871-001-Ms-00969 Bertolt Brecht DIE MUTTER 1960/2007 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0874 母 Y871-001-Ms-00970 Bertold Brecht Die Mutter ブレヒト

「母」のための歌と合唱

1960/2007 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0874 母 Y871-001-Ms-00971 ブレヒト「母」 1960/2007 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0874 母 Y871-001-Ms-00972 [タイトル表記なし] 1960/2007 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0874 母 Y871-001-Ms-02201 「母」 1960/2007 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0874 母 Y871-001-Ms-02202 [タイトル表記なし] 1960/2007 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0875 縛られたプロメテウス Y871-001-Ms-00973 PROMETEUS 1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0875 縛られたプロメテウス Y871-001-Ms-00974 PROMETEUS 1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0875 縛られたプロメテウス Y871-001-Ms-00975 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0876 セチュアンの善人(1960) Y871-001-Ms-00976 B. ブレヒト セチュアンの善人 1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0876 セチュアンの善人(1960) Y871-001-Ms-00977 B. Brecht Der Gute Mensch von Sezuan

ブレヒト セチュアンの善人

1960 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0876 セチュアンの善人(1960) Y871-001-Ms-00978 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0876 セチュアンの善人(1960) Y871-001-Ms-00979 B. ブレヒト作 セチュアンの善人 の音楽 1960 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0876 セチュアンの善人(1960) Y871-001-Tx-00141 俳優座第9回日曜劇場 寓話劇 セチュアンの

善人

1960 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0877 記録 No.1 Y871-001-Tx-00142 シュプレヒコール 記録 No.1 -1960年9月ま

での青芸- 劇団青年芸術劇場第1回勉強発

表会上演台本

1960 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0879 石の語る日 Y871-001-Ms-00980 安部公房作 石の語る日 1960/1961 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0879 石の語る日 Y871-001-Ms-00981 石の語る日 1961 安部公房作 の為の 歌と

合唱及び情景

1960/1961 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0879 石の語る日 Y871-001-Tx-00143 喜劇 石の語る日 十八場 1960/1961 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0879 石の語る日 Y871-001-Tx-00144 喜劇 石の語る日 十七場 俳優座上演台本 1960/1961 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0880 遠くまで行くんだ Y871-001-Ms-00982 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0880 遠くまで行くんだ Y871-001-Ms-00983 [タイトル表記なし] 1961 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0880 遠くまで行くんだ Y871-001-Pr-00057 可愛いアノ子が 1961 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0880 遠くまで行くんだ Y871-001-Tx-00145 遠くまで行くんだ -三部- 劇団青年芸術劇

場上演台本

1961 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0882 真田風雲録 Y871-001-Ms-00984 眞田風雲録 講談と歴史による娯楽劇 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0882 真田風雲録 Y871-001-Ms-00985 眞田風雲録のための歌と合唱 1962 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0882 真田風雲録 Y871-001-Ms-00986 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0882 真田風雲録 Y871-001-Pr-00058 [タイトル表記なし] 1962 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0883 メカニズム作戦 Y871-001-Ms-00987 宮本研 メカニズム作戦 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0883 メカニズム作戦 Y871-001-Ms-00988 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0883 メカニズム作戦 Y871-001-Tx-00146 メカニズム作戦 劇団青年芸術劇場第4回発

表上演台本

1962 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0884 俺たちのせいじゃない(アンドラ) Y871-001-Ms-00989 MAX FRISCH アンドラ(1961) 1962 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0886 プラド美術館の戦いの夜 Y871-001-Ms-00990 Rafael ALBERTI Noche de Guerra en el

Museo del Prado

1963 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Ms-00991 [タイトル表記なし] 1963/1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Ms-00992 [タイトル表記なし] 1963/1981 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Ms-00993 [タイトル表記なし] 1963/1981 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Ms-00994 [タイトル表記なし] 1963/1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Ms-00995 [タイトル表記なし] 1963/1981 手稿譜 独奏譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Ms-00996 [タイトル表記なし] 1963/1981 手稿譜 独唱譜, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0887 桜の園 Y871-001-Tx-00147 櫻の園 四幕のコメディ 俳優座第一五〇回

上演台本

1963/1981 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0888 不安な結婚 Y871-001-Ms-00997 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0888 不安な結婚 Y871-001-Ms-00998 不安な結婚 1963 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0890 長い墓標の列 Y871-001-Ms-00999 長い墓標の列 1963 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0890 長い墓標の列 Y871-001-Tx-00148 長い墓標の列 四幕 劇団青年芸術劇場発表

台本

1963 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0891 世阿弥 Y871-001-Ms-01000 山崎正和 世阿弥 歌と踊りと音楽 1963 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0891 世阿弥 Y871-001-Ms-01001 「世阿弥」 1963 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0891 世阿弥 Y871-001-Ms-01002 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0893 蠅 Y871-001-Ms-01003 蝿 J-P Sartre 1963 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0893 蠅 Y871-001-Ms-01004 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0893 蠅 Y871-001-Ms-01005 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0893 蠅 Y871-001-Tx-00149 蝿 俳優小劇場第四回公演台本 1963 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0894 オッペケペ Y871-001-Ms-01006 Oppekepe オッペケペ 1963/1979 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0894 オッペケペ Y871-001-Ms-01007 福田善之作 オッペケペ 1963/1979 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0894 オッペケペ Y871-001-Ms-01008 [タイトル表記なし] 1963/1979 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0894 オッペケペ Y871-001-Tx-00150 オッペケペ 劇団新人会上演台本 1963/1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0894 オッペケペ Y871-001-Tx-00151 オッペケペ 1963/1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0895 消えた人 Y871-001-Ms-01009 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0895 消えた人 Y871-001-Ms-01010 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 パート譜,

ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0896 有福詩人 Y871-001-Ms-01011 幸田露伴 有福詩人 1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0896 有福詩人 Y871-001-Ms-01012 「有福詩人」 幸田露伴 1964 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0896 有福詩人 Y871-001-Tx-00152 有福詩人 俳優座上演台本 1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0897 シラノ・ド・ベルジュラック(1964) Y871-001-Ms-01013 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0897 シラノ・ド・ベルジュラック(1964) Y871-001-Ms-01014 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 コーラススコ

ア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0897 シラノ・ド・ベルジュラック(1964) Y871-001-Ms-01015 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 旋律譜, パート

譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0897 シラノ・ド・ベルジュラック(1964) Y871-001-Tx-00153 シラノ・ド・ベルジュラック -5幕- 日生劇

場上演台本

1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0898 袴垂れはどこだ Y871-001-Ms-01016 袴垂れはどこだ 1964/2004 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0898 袴垂れはどこだ Y871-001-Ms-01017 [タイトル表記なし] 1964/2004 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0898 袴垂れはどこだ Y871-001-Ms-01018 [タイトル表記なし] 1964/2004 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0898 袴垂れはどこだ Y871-001-Ms-01019 [タイトル表記なし] 1964/2004 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0898 袴垂れはどこだ Y871-001-Tx-00154 袴垂れはどこだ 劇団青年芸術劇場第六回

上演台本

1964/2004 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0899 ハムレット(1964) Y871-001-Ms-01020 W. SHAKESPERE デンマークの王子 ハム

レット

1964/1971 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0899 ハムレット(1964) Y871-001-Ms-01021 [タイトル表記なし] 1964/1971 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0899 ハムレット(1964) Y871-001-Ms-01022 ハムレット 1971 1964/1971 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0899 ハムレット(1964) Y871-001-Ms-01024 [タイトル表記なし] 1964/1971 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 0900 ハムレット '71のための歌曲 Y871-001-Ms-01023 ハムレット '71のための歌曲 1964/1971 手稿譜 独唱譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0901 ちりめん飛脚 Y871-001-Ms-01025 ちりめん飛脚 1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0902 大麦入りのチキンスープ Y871-001-Ms-01026 Arnold Wesker CHICKEN SOUP with

BARLEY

1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0902 大麦入りのチキンスープ Y871-001-Tx-00155 大麥入りのチキンスープ 文学座アトリエ

公演上演台本

1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0903 ヴォイツェック(1964) Y871-001-Ms-01027 WOYZECK 1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0903 ヴォイツェック(1964) Y871-001-Ms-01028 WOZZECK=SONG 1964 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0903 ヴォイツェック(1964) Y871-001-Tx-00156 ヴォイツェック 悲劇 俳優小劇場 上演 台本 1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0904 東海道四谷怪談 Y871-001-Ms-01029 東海道 四谷怪談 1964 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0904 東海道四谷怪談 Y871-001-Tx-00157 東海道 四谷怪談 俳優座第63回公演上演台

本

1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0905 廃れた空に向って階段を上れ Y871-001-Ms-01030 〈廃れた空に向って階段を登れ〉より 1964 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0905 廃れた空に向って階段を上れ Y871-001-Tx-00158 廃れた空に向って階段を登れ -16のシーン

による構成- 劇団二月座 上演台本

1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0906 天守物語 Y871-001-Ms-01031 天守物語 1964 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0906 天守物語 Y871-001-Ms-01032 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0906 天守物語 Y871-001-Tx-00159 天守物語 日生劇場 一月上演台本 1964 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0907 ザ・パイロット Y871-001-Ms-01033 the Pilot 1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0907 ザ・パイロット Y871-001-Ms-01034 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0907 ザ・パイロット Y871-001-Ms-01035 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 コーラススコ

ア, パート譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0907 ザ・パイロット Y871-001-Tx-00160 ザ・パイロット 戯曲 = 四幕 俳優座第66回

上演台本

1965 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0908 花咲くチェリー Y871-001-Ms-01036 ロバート・ボルト作 花咲くチェリー のた

めの音楽

1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0908 花咲くチェリー Y871-001-Ms-01037 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0908 花咲くチェリー Y871-001-Tx-00161 花咲くチェリー 文学座上演台本 1965 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0909 女学者 Y871-001-Ms-01038 モリエールの "女学者"のための音楽 1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0910 象 Y871-001-Ms-01039 別役実・作 象 のための音楽 1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0910 象 Y871-001-Ms-01040 象のための音楽 1965 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0911 三日月の影 Y871-001-Ms-01041 DerSchatten der Mondsichel Ein

Dramatische Sprechchor 福田善之 三日月

の影 der schatten der mondsichel : ein

Dramtische sprechchor

1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0911 三日月の影 Y871-001-Ms-01042 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0911 三日月の影 Y871-001-Ms-01043 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0911 三日月の影 Y871-001-Tx-00162 三日月の影 -尼子十勇士始末- 劇団青劇第

八回上演台本

1965 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0912 思い出しちゃいけない Y871-001-Ms-01044 福田善之 思い出しちゃいけない のための

音楽

1965 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0913 ファウスト 第1部 Y871-001-Ms-01045 FAUST ERSTER TEIL 1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0913 ファウスト 第1部 Y871-001-Ms-01046 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0913 ファウスト 第1部 Y871-001-Ms-01047 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0914 アンチゴーヌ(1965) Y871-001-Tx-00163 Antigone 1965 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0915 日本の幽霊 Y871-001-Ms-01048 日本の幽霊 1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0915 日本の幽霊 Y871-001-Ms-01049 ユウレイの歌 1965 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0916 地獄のバター Y871-001-Ms-01050 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0916 地獄のバター Y871-001-Ms-01051 「地獄のバター」の中の 1965 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0917 おれたちのマーチ Y871-001-Ms-01052 おれたちのマーチ 1966 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0917 おれたちのマーチ Y871-001-Ms-01053 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0917 おれたちのマーチ Y871-001-Tx-00164 第1回家庭の劇場 / 上演台本 おれたちの

マーチ

1966 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0918 好色一代男 Y871-001-Ms-01054 歌舞伎座 六月公演. 好色一代男 -福田善之-

脚色.

1966 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0918 好色一代男 Y871-001-Ms-01055 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0920 平重衡 Y871-001-Ms-01056 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0921 おきん Y871-001-Ms-01057 [タイトル表記なし] 1966 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0922 イスメネ･地下鉄 Y871-001-Pr-00059 ギリシアの海岸 1966 印刷譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0922 イスメネ･地下鉄 Y871-001-Tx-00165 イースメネ･地下鉄 劇団自由劇場 1966 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0923 ユビュ王 Y871-001-Ms-01058 ユビュ王 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0923 ユビュ王 Y871-001-Ms-01059 ＜ユビュ王＞ 1967 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0924 第三帝国の恐怖と貧困 Y871-001-Ms-01060 B. Brecht 第三帝国の恐怖と悲惨 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0924 第三帝国の恐怖と貧困 Y871-001-Tx-00166 第三帝国の 恐怖と貧困 俳優座演劇研究所

附属俳優養成所 第十六期生卒業公演台本

1967 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0925 湖の琴 Y871-001-Ms-01061 湖の琴 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0926 人魚姫 Y871-001-Ms-01062 人魚姫 寺山修司 '67 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0926 人魚姫 Y871-001-Ms-01063 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0926 人魚姫 Y871-001-Ms-01064 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 旋律譜, コーラ

ススコア, パー

ト譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0927 あたしのビートルズ Y871-001-Ms-01065 あたしのビートルズ 1967 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0927 あたしのビートルズ Y871-001-Ms-01066 ≪あたしのビートルズ≫ 1967 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0927 あたしのビートルズ Y871-001-Pr-00060 [タイトル表記なし] 1967 印刷譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0927 あたしのビートルズ Y871-001-Tx-00167 あたしのビートルズ -A Hard Day's Night- 1967 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0928 美しきものの伝説(1968) Y871-001-Ms-01067 [タイトル表記なし] 1968/1984 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0928 美しきものの伝説(1968) Y871-001-Ms-01068 [タイトル表記なし] 1968/1984 手稿譜 コーラススコ

ア, ヴォーカル

スコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0928 美しきものの伝説(1968) Y871-001-Ms-01069 [タイトル表記なし] 1968/1984 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0928 美しきものの伝説(1968) Y871-001-Tx-00168 美しきものの伝説 〈幕間狂言をもつ二

幕〉

1968/1984 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0928 美しきものの伝説(1968) Y871-001-Tx-00169 美しきものの伝説 〈幕間狂言をもつ二

幕〉 地人会第八回公演上演台本

1968/1984 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Cp-00071 [タイトル表記なし] 1968/1977/19

81/1986

手稿譜(複写) 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01070 Die Sezuan-Musik '68 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01071 自由劇場版「セチュアンの善人」 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01072 [タイトル表記なし] 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01073 [タイトル表記なし] 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01074 セチュアンの善人(1968) 1981年 室内楽版 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01075 [タイトル表記なし] 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01076 [タイトル表記なし] 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01077 [タイトル表記なし] 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Ms-01078 セチュアンの善人 1981年 室内楽版 1968/1977/19

81/1986

手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Tx-00170 セチュアンの善人 つまづいた場末の天使 1968/1977/19

81/1986

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Tx-00171 セチュアンの善人 東京演劇アンサンブル上

演台本

1968/1977/19

81/1986

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0929 セチュアンの善人(1968) Y871-001-Tx-00172 セツアンの善人 俳優座第一八三回公演台

本

1968/1977/19

81/1986

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0930 コーカサスの白墨の輪 Y871-001-Ms-01079 Musik zu Der Kaukasische Kreidekreis 1968/1980 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0930 コーカサスの白墨の輪 Y871-001-Ms-01080 コーカサスの白墨の輪 1968/1980 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0930 コーカサスの白墨の輪 Y871-001-Ms-01081 [タイトル表記なし] 1968/1980 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0930 コーカサスの白墨の輪 Y871-001-Ms-01082 [タイトル表記なし] 1968/1980 手稿譜 ヴォーカルス

コア, パート譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0930 コーカサスの白墨の輪 Y871-001-Tx-00173 コーカサスの白墨の輪 俳優座第一四四回

公演台本

1968/1980 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0931 魔女伝説 Y871-001-Ms-01083 魔女伝説 1969 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0932 白鳥 Y871-001-Ms-01084 白鳥 1969 手稿譜 スコア, パート

譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0933 兵隊芝居 Y871-001-Ms-01085 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0933 兵隊芝居 Y871-001-Ms-01086 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0935 バーディ・バーディ Y871-001-Ms-01087 六月劇場 バーディ・バーディ 1969 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0936 しんげき忠臣蔵 Y871-001-Ms-01088 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0936 しんげき忠臣蔵 Y871-001-Ms-01089 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜,

パート譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0936 しんげき忠臣蔵 Y871-001-Ms-01090 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0937 怒りの夜 Y871-001-Ms-01091 怒りの夜 1970 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0939 ガリレイの生涯 Y871-001-Ms-01092 [タイトル表記なし] 1970/1986 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0939 ガリレイの生涯 Y871-001-Ms-01093 ガリレイの生涯 歌と合唱 1970/1986 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0939 ガリレイの生涯 Y871-001-Ms-02203 [タイトル表記なし] 1970/1986 手稿譜 コーラススコ

ア

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0939 ガリレイの生涯 Y871-001-Tx-00174 ガリレイの生涯 東京演劇アンサンブル上演

台本

1970/1986 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0940 オセロ Y871-001-Ms-01094 THE TRAGEDY OF OTHELLO 1970 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0941 三遊亭円朝 Y871-001-Ms-01095 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0941 三遊亭円朝 Y871-001-Tx-00175 明治座七月特別興業上演台本 三遊亭圓朝

〔青春編〕

1971 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0942 与那国の蝶を Y871-001-Ms-01096 與那国の蝶を(シバイ) 1971 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0943 嗚呼鼠小僧次郎吉 Y871-001-Ms-01097 嗚呼鼠小僧次郎吉 1971 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0943 嗚呼鼠小僧次郎吉 Y871-001-Ms-01098 嗚呼鼡小僧次郎吉 1971 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0943 嗚呼鼠小僧次郎吉 Y871-001-Ms-01099 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0943 嗚呼鼠小僧次郎吉 Y871-001-Ms-01100 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Ms-01101 [タイトル表記なし] 1971/1978/19

80

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Ms-01102 B. BRECHT コミューンの日々 1971/1978/19

80

手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Ms-01103 [タイトル表記なし] 1971/1978/19

80

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Ms-01104 [タイトル表記なし] 1971/1978/19

80

手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Ms-01105 [タイトル表記なし] 1971/1978/19

80

手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Ms-01106 コミューンの日々 1971/1978/19

80

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Tx-00176 Bertolt Brecht: DIE TAGE DER

COMMUNE コミューンの日々 -十四場- 東

京演劇アンサンブル上演台本

1971/1978/19

80

台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0944 コミューンの日々 Y871-001-Tx-00177 コミューンの日々 14場 Bertolt Brecht:

DIE TAGE DER COMMUNE 息吹・大阪・

きづがわ・未来による 合同公演上演台本

1971/1978/19

80

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0945 変化紙人形 Y871-001-Ms-01107 [タイトル表記なし] 1971 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0946 チャンバラ Y871-001-Ms-01108 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0946 チャンバラ Y871-001-Ms-01109 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜,

コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0948 袴垂れはどこだ(1972) Y871-001-Ms-01110 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0948 袴垂れはどこだ(1972) Y871-001-Ms-01111 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 旋律譜, 独唱譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0949 戦争と平和 Y871-001-Cp-00073 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0949 戦争と平和 Y871-001-Ms-01112 戦争と平和 1973年俳優座 1972 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0949 戦争と平和 Y871-001-Ms-01113 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0951 シュールレアリスム宣言 Y871-001-Ms-01114 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 スコア, パート

譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0951 シュールレアリスム宣言 Y871-001-Ms-01115 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0951 シュールレアリスム宣言 Y871-001-Ms-01116 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0953 静原物語 Y871-001-Ms-01117 靜原物語 1973 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0954 リチャード3世 Y871-001-Ms-01118 リチャード3世 のための音楽 1973 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0955 アンナ・カレーニナ Y871-001-Ms-01119 アンナ・カレーニナ 1974 手稿譜 スコア, スケッ

チ・草稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0956 銅の李舜臣 Y871-001-Ms-01120 銅の李舜臣 1974 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0957 どん底 Y871-001-Cp-00074 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0957 どん底 Y871-001-Ms-01121 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0958 阿部定の犬 Y871-001-Ms-01122 [タイトル表記なし] 1975 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0959 しゅっしゅっぽっぽ Y871-001-Ms-01123 しゅっしゅっぽっぽ 1975 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0961 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Ms-01124 ブランキ殺し上海の春 1975 1975/1976 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0961 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Ms-01125 ブランキ殺し上海の春 1976 1975/1976 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0961 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Ms-01126 [タイトル表記なし] 1975/1976 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0962 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Ms-01128 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0962 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Ms-01129 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0963 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Ms-01127 ブランキ殺し 上海の春 '79 1979 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0963 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Pr-00061 [タイトル表記なし] 1979 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0963 ブランキ殺し上海の春 Y871-001-Tx-00178 黒色テント68/71 上演台本 喜劇昭和の世

界 ブランキ殺し上海の春

1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0964 縮屋新助 Y871-001-Ms-01130 [タイトル表記なし] 1976 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0965 虞美人草 Y871-001-Ms-01131 [タイトル表記なし] 1976 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0965 虞美人草 Y871-001-Tx-00179 虞美人草 (三幕八場) 昭和五十一年三月三

越劇場 岡田 茉莉子 特別公演台本

1976 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0966 ヴォイツェック(1977) Y871-001-Ms-01132 WOIZECK '77 1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0966 ヴォイツェック(1977) Y871-001-Ms-01133 WOIZECK 1977 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0966 ヴォイツェック(1977) Y871-001-Ms-01134 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0966 ヴォイツェック(1977) Y871-001-Tx-00180 結城人形座 ヴォイツェク 1977 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0967 わが家は楽園 Y871-001-Ms-01135 わが家は楽園 民芸のために 1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0967 わが家は楽園 Y871-001-Tx-00181 わが家は楽園 劇団民藝上演台本 1977 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0968 燕よ お前はなぜ来ないのだ… Y871-001-Ms-01136 つばめよ お前は なぜ来ないのだ 劇団民芸

のために

1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0968 燕よ お前はなぜ来ないのだ… Y871-001-Ms-01137 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0968 燕よ お前はなぜ来ないのだ… Y871-001-Tx-00182 燕よ お前はなぜ来ないのだ… -T・K生「韓

国からの通信」(雑誌「世界」連載)- 劇団

民藝上演台本

1977 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0969 夏の夜の夢 Y871-001-Ms-01138 夏の夜の夢 1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0969 夏の夜の夢 Y871-001-Ms-01139 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0969 夏の夜の夢 Y871-001-Ms-02204 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0969 夏の夜の夢 Y871-001-Pr-00062 [タイトル表記なし] 1977 印刷譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0969 夏の夜の夢 Y871-001-Tx-00183 パルコ / 劇団人形の家提携公演台本 人形

による夢幻劇 夏の夜の夢 二幕 A

Midsummer Night's Dream

1977 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0970 乱飛幼幻 Y871-001-Ms-01140 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0970 乱飛幼幻 Y871-001-Ms-01141 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0970 乱飛幼幻 Y871-001-Ms-01142 [タイトル表記なし] 1977 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0975 カリガリ博士の異常な愛情 あるいはベル

リン1936

Y871-001-Ms-01143 [タイトル表記なし] 1978 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0975 カリガリ博士の異常な愛情 あるいはベル

リン1936

Y871-001-Ms-01144 [タイトル表記なし] 1978 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0975 カリガリ博士の異常な愛情 あるいはベル

リン1936

Y871-001-Ms-01145 [タイトル表記なし] 1978 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0975 カリガリ博士の異常な愛情 あるいはベル

リン1936

Y871-001-Tx-00184 結城座上演台本 ハンスカノウィッツと

カールマイヤー の原作による カリガリ博

士の異常な愛情

1978 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0976 目をさませトラゴロウ Y871-001-Ms-01146 目をさませトラゴロウ 1979 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0976 目をさませトラゴロウ Y871-001-Ms-01147 [タイトル表記なし] 1979 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0976 目をさませトラゴロウ Y871-001-Ms-01148 目をさませトラゴロウ 1979 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0976 目をさませトラゴロウ Y871-001-Tx-00185 目をさませトラゴロウ 東京演劇アンサン

ブル1979年上演台本

1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0977 アントニーとクレオパトラ Y871-001-Ms-01149 アントニーとクレオパトラ 俳優座のため

に

1979 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0977 アントニーとクレオパトラ Y871-001-Ms-01150 [タイトル表記なし] 1979 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0977 アントニーとクレオパトラ Y871-001-Ms-01151 [タイトル表記なし] 1979 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0977 アントニーとクレオパトラ Y871-001-Tx-00186 アントニー と クレオパトラ 俳優座第一三

八回公演台本

1979 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0978 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-01152 ちゅうたのくうそう 1980/1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0978 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-01153 [タイトル表記なし] 1980/1981 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0978 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-01154 [タイトル表記なし] 1980/1981 手稿譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0978 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-02205 [タイトル表記なし] 1980/1981 手稿譜 独奏譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0978 ちゅうたのくうそう Y871-001-Ms-02206 [タイトル表記なし] 1980/1981 手稿譜 独奏譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0978 ちゅうたのくうそう Y871-001-Tx-00187 ちゅうたのくうそう 東京演劇アンサンブル

1980年上演台本

1980/1981 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0979 伝説の鞍馬天狗 -ヴ・ナロードの詩(うた) Y871-001-Ms-01155 ヴ・ナロードのうた 1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0979 伝説の鞍馬天狗 -ヴ・ナロードの詩(うた) Y871-001-Ms-01156 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0980 楊貴妃伝 Y871-001-Ms-01157 楊貴妃伝 1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0980 楊貴妃伝 Y871-001-Tx-00188 楊貴妃伝(四幕十一場) 岡田茉莉子特別公演

台本

1981 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0981 蒼き狼 Y871-001-Ms-01158 蒼き狼 1981 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0981 蒼き狼 Y871-001-Ms-01159 [タイトル表記なし] 1981 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0981 蒼き狼 Y871-001-Tx-00189 蒼き狼 -井上靖原作による英雄叙事詩- 1981 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0982 銀河鉄道の夜 Y871-001-Ms-01160 銀河鉄道の夜 1982 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0982 銀河鉄道の夜 Y871-001-Ms-01161 銀河鉄道の夜･ソング集 1982 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0982 銀河鉄道の夜 Y871-001-Ms-01162 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0982 銀河鉄道の夜 Y871-001-Ms-01163 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 ヴォーカルス

コア, パート譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0982 銀河鉄道の夜 Y871-001-Ms-02207 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0982 銀河鉄道の夜 Y871-001-Tx-00190 銀河鉄道の夜 東京演劇アンサンブル 一九

八二年上演台本

1982 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0983 比置野ジャンバラヤ Y871-001-Ms-01164 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0984 朝を見ることなく -徐兄弟の母 呉己順さん

の生涯-

Y871-001-Ms-01165 朝を見ることなく 劇団民芸のために 1982 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0984 朝を見ることなく -徐兄弟の母 呉己順さん

の生涯-

Y871-001-Ms-01166 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0984 朝を見ることなく -徐兄弟の母 呉己順さん

の生涯-

Y871-001-Ms-01167 朝を見ることなく 1982 手稿譜 パート譜, スコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0985 男は男だ Y871-001-Ms-01168 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0985 男は男だ Y871-001-Ms-01169 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0985 男は男だ Y871-001-Ms-01170 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 パート譜, スコ

ア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0985 男は男だ Y871-001-Tx-00191 男は男だ -喜劇- 東京演劇アンサンブル上

演台本

1982 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0986 アメリカ Y871-001-Ms-01171 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0986 アメリカ Y871-001-Ms-01172 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0986 アメリカ Y871-001-Ms-01173 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0986 アメリカ Y871-001-Ms-01174 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0986 アメリカ Y871-001-Ms-02208 ほてからにアメリカ 1983 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0987 灰とダイヤモンド Y871-001-Ms-01175 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0987 灰とダイヤモンド Y871-001-Ms-01176 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0988 都会のジャングル(1983) Y871-001-Ms-01177 「都会のジャングル」 1983 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0988 都会のジャングル(1983) Y871-001-Ms-02209 [タイトル表記なし] 1983 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0988 都会のジャングル(1983) Y871-001-Tx-00192 都会のジャングル 東京演劇アンサンブル上

演台本

1983 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0989 白樺の林に友が消えた Y871-001-Ms-01178 白樺の林に友が消えた 1984 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0990 ハムレット(1984) Y871-001-Ms-01179 劇音楽 ハムレット 1984 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0990 ハムレット(1984) Y871-001-Ms-01180 [タイトル表記なし] 1984 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0990 ハムレット(1984) Y871-001-Tx-00193 HAMLET ハムレット 1984年2月 日生劇場

上演台本

1984 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0991 ヴォイツェック(1984) Y871-001-Ms-01181 [タイトル表記なし] 1984 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0991 ヴォイツェック(1984) Y871-001-Tx-00194 Woyzeck ヴォイツェック 1984 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0992 宮澤賢治第貮旅行記 Y871-001-Ms-01182 [タイトル表記なし] 1985 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0993 竹やぶのトラゴロウ Y871-001-Ms-01183 竹やぶのトラゴロウ 1985 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0993 竹やぶのトラゴロウ Y871-001-Ms-01184 [タイトル表記なし] 1985 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0993 竹やぶのトラゴロウ Y871-001-Tx-00195 竹やぶのトラゴロウ 一九八五年東京演劇ア

ンサンブル上演台本

1985 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0994 真夏の夜の三人姉妹 Y871-001-Ms-01185 [タイトル表記なし] 1986 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0994 真夏の夜の三人姉妹 Y871-001-Tx-00196 真夏の夜の三人姉妹 1986 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0995 宮澤賢治大運動会(1988) Y871-001-Ms-01186 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0996 アンナ・クリスティ Y871-001-Ms-01187 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0997 丘の上のハムレットの馬鹿 Y871-001-Ms-01188 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 スコア, 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0997 丘の上のハムレットの馬鹿 Y871-001-Tx-00197 丘の上のハムレットの馬鹿 1988 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0998 バール Y871-001-Ms-01189 「風」公演 バール のために 1988 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0998 バール Y871-001-Ms-01190 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0998 バール Y871-001-Ms-01191 [タイトル表記なし] 1988 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0999 宮澤賢治大運動会(1989) Y871-001-Ms-01192 [タイトル表記なし] 1989 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

0999 宮澤賢治大運動会(1989) Y871-001-Tx-00198 劇団うりんこ公演 宮澤賢治 大運動会 1989 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1000 子供の十字軍 Y871-001-Ms-01193 [タイトル表記なし] 1989 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1001 エマ Y871-001-Ms-01194 「エマ」 1990 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1001 エマ Y871-001-Ms-01195 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1001 エマ Y871-001-Tx-00199 エマ 自由よ! アメリカに咲いた赤い花 1990 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1002 希望 Y871-001-Ms-01196 希望 1990 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1002 希望 Y871-001-Tx-00200 希望 -幕末無頼篇 劇団青年座上演台本 1990 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1003 東京行進曲 Y871-001-Ms-01197 東京行進曲 1990 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1003 東京行進曲 Y871-001-Ms-01198 [タイトル表記なし] 1990 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1003 東京行進曲 Y871-001-Tx-00201 東京行進曲 1990 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1005 リア王 Y871-001-Ms-01199 リア王 1992 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1005 リア王 Y871-001-Ms-01200 [タイトル表記なし] 1992 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1005 リア王 Y871-001-Tx-00202 リア王 劇団民藝上演台本 1992 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1006 思い出を売る男 Y871-001-Ms-01201 思い出を売る男 1992 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1006 思い出を売る男 Y871-001-Ms-01202 思い出を売る男 1992 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1006 思い出を売る男 Y871-001-Ms-01203 思い出を売る男 1992 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1006 思い出を売る男 Y871-001-Tx-00203 思い出を売る男 劇団四季上演台本 1992 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Ms-01204 ブンナよ、木からおりてこい 1992/1994/19

95

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Ms-01205 [タイトル表記なし] 1992/1994/19

95

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Ms-01206 ブンナよ木から下りてこい 劇団青年座の

ために

1992/1994/19

95

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Ms-01207 [タイトル表記なし] 1992/1994/19

95

手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Ms-01208 ブンナよ木から下りてこい 1992/1994/19

95

手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Ms-01209 ブンナ'95 1992/1994/19

95

手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Tx-00204 ブンナよ、木からおりてこい 劇団青年座

上演台本

1992/1994/19

95

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Tx-00205 ブンナよ、木からおりてこい 劇団青年座

上演台本

1992/1994/19

95

台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1007 ブンナよ、木からおりてこい Y871-001-Tx-00206 ブンナよ、木からおりてこい 劇団青年座

上演台本

1992/1994/19

95

台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1008 ハムレット(1993) Y871-001-Ms-01210 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1008 ハムレット(1993) Y871-001-Tx-00207 ハムレット 1993 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1009 粉本楢山節考 Y871-001-Ms-01211 粉本楢山節考 1993 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1009 粉本楢山節考 Y871-001-Ms-01212 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1009 粉本楢山節考 Y871-001-Tx-00208 粉本楢山節考 劇団民藝上演台本 1993 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1010 都会のジャングル(1993) Y871-001-Ms-01213 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1010 都会のジャングル(1993) Y871-001-Ms-01214 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1010 都会のジャングル(1993) Y871-001-Tx-00209 都会のジャングル 1993 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1011 風の又三郎 Y871-001-Ms-01215 風の又三郎 東京演劇アンサンブルのために 1994 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1011 風の又三郎 Y871-001-Ms-01216 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1011 風の又三郎 Y871-001-Tx-00210 宮澤賢治の童話 風の又三郎 一九九四年東

京演劇アンサンブル上演台本

1994 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1012 風浪 Y871-001-Ms-01217 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1012 風浪 Y871-001-Tx-00211 風浪 俳優座50年 / 新人会･青年座･東京演

劇アンサンブル 仲間･俳優座劇場40年記念

公演 上演台本

1994 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1013 村岡伊平治伝 Y871-001-Ms-01217 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1013 村岡伊平治伝 Y871-001-Tx-00212 村岡伊平治伝 俳優座50年 / 新人会･青年

座･東京演劇アンサンブル 仲間･俳優座劇場

40年記念公演 上演台本

1994 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1014 美しきものの伝説(1994) Y871-001-Ms-01218 「美しきものの伝説」 1994 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1014 美しきものの伝説(1994) Y871-001-Ms-01219 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1015 タツヤくんの夏 Y871-001-Ms-01220 タツヤの夏 1994 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1015 タツヤくんの夏 Y871-001-Tx-00213 タツヤくんの夏 1994 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1016 ロマンス -漱石の恋 Y871-001-Ms-01221 [タイトル表記なし] 1995 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1016 ロマンス -漱石の恋 Y871-001-Ms-01222 [タイトル表記なし] 1995 手稿譜 コーラススコ

ア, 旋律譜

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1016 ロマンス -漱石の恋 Y871-001-Tx-00214 ロマンス-漱石の戀 夏目漱石の作品と生

涯、および江藤淳「漱石とその時代」「漱

石とアーサー王伝説」他による

1995 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1017 熊楠の家 Y871-001-Ms-01223 熊楠の家 劇団民芸のために 1995 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1017 熊楠の家 Y871-001-Tx-00215 熊楠の家 二幕 劇団民藝上演台本 1995 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1018 沖縄 Y871-001-Ms-01224 「沖縄」 東京演劇アンサンブル上演のため

に

1995 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1018 沖縄 Y871-001-Tx-00216 沖縄 三幕五場 東京演劇アンサンブル上演

台本

1995 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1019 わがはいはね、子である Y871-001-Ms-01225 [タイトル表記なし] 1996 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1019 わがはいはね、子である Y871-001-Ms-01226 [タイトル表記なし] 1996 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1019 わがはいはね、子である Y871-001-Tx-00217 1996年劇団うりんこアトリエ上演台本 -N

とFへ- 『わがはいはね、子である』 テン

でおかしなこの世界。

1996 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1020 TSU・RE･A･I Y871-001-Ms-01227 [タイトル表記なし] 1996 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1020 TSU・RE･A･I Y871-001-Ms-01228 [タイトル表記なし] 1996 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1020 TSU・RE･A･I Y871-001-Tx-00218 TSU・RE･A･I 1996 台本・歌詞原

稿

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1021 こぶたのかくれんぼ Y871-001-Ms-01229 [タイトル表記なし] 1996 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1021 こぶたのかくれんぼ Y871-001-Tx-00219 こぶたのかくれんぼ 東京演劇アンサンブル

上演台本

1996 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1022 午後の遺言状 Y871-001-Ms-01230 午後の遺言状 劇場版 1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1022 午後の遺言状 Y871-001-Tx-00220 午後の遺言状 上演台本 1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1023 グラバーの息子 Y871-001-Ms-01231 グラバーの息子 劇団民芸のために 1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1023 グラバーの息子 Y871-001-Tx-00221 グラバーの息子 倉場富三郎の生涯 -二幕-

劇団民藝上演台本

1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1024 夕日の老人ブルース Y871-001-Ms-01232 [タイトル表記なし] 1997 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1025 乞食と王子(1997) Y871-001-Ms-01233 乞食と王子 劇団仲間のために(1997年版) 1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1025 乞食と王子(1997) Y871-001-Ms-01234 [タイトル表記なし] 1997 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1025 乞食と王子(1997) Y871-001-Tx-00222 乞食と王子 プロローグと二幕七場 -マー

ク･トゥエーンの原作とミハルコフの戯曲

に依る- 劇団仲間上演台本

1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1026 おしいれのぼうけん Y871-001-Ms-01235 おしいれのぼうけん(東京演劇アンサンブル

公演)

1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1026 おしいれのぼうけん Y871-001-Ms-01236 [タイトル表記なし] 1997 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1027 おんにょろ盛衰記 Y871-001-Ms-01237 おんにょろ盛衰記 1997 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1027 おんにょろ盛衰記 Y871-001-Ms-01238 [タイトル表記なし] 1997 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1027 おんにょろ盛衰記 Y871-001-Tx-00223 おんにょろ盛衰記 東京演劇アンサンブル上

演台本

1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1028 黄落 Y871-001-Ms-01239 黄落 1997 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1028 黄落 Y871-001-Tx-00224 黄落 劇団民藝上演台本 1997 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1029 墨ぬり少年オペラ Y871-001-Cp-00157 [タイトル表記なし] 1998 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1029 墨ぬり少年オペラ Y871-001-Ms-01240 墨ぬり少年オペラ 1998 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1029 墨ぬり少年オペラ Y871-001-Ms-01241 [タイトル表記なし] 1998 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1029 墨ぬり少年オペラ Y871-001-Ms-01242 墨ぬり少年オペラ 1998 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1029 墨ぬり少年オペラ Y871-001-Ms-02210 [タイトル表記なし] 1998 手稿譜 独唱譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1029 墨ぬり少年オペラ Y871-001-Tx-00225 劇団うりんこ上演台本 「墨ぬり少年オペ

ラ」

1998 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1030 よだかの星 Y871-001-Ms-01243 [タイトル表記なし] 1998 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1031 蕨野行 Y871-001-Ms-01244 蕨野行 劇団民芸のために 1999 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1031 蕨野行 Y871-001-Tx-00226 蕨野行 劇団民芸上演台本 1999 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1032 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Ms-01245 おじいちゃんの口笛 東京演劇アンサンブル

のために

1999 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1032 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Ms-01246 [タイトル表記なし] 1999 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1032 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Ms-01247 [タイトル表記なし] 1999 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1032 おじいちゃんの口笛 Y871-001-Tx-00227 おじいちゃんの口笛 東京演劇アンサンブル

一九九九年・上演台本

1999 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1033 おとなになれなかった弟たちに… Y871-001-Ms-01248 [タイトル表記なし] 2000 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1033 おとなになれなかった弟たちに… Y871-001-Ms-01249 [タイトル表記なし] 2000 手稿譜 パート譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1033 おとなになれなかった弟たちに… Y871-001-Tx-00228 劇団道化上演台本 おとなになれなかった

弟たちに… ≪第四稿≫

2000 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1034 オットーと呼ばれる日本人 Y871-001-Ms-01250 オットーと呼ばれる日本人 2000 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1034 オットーと呼ばれる日本人 Y871-001-Tx-00229 オットーと呼ばれる日本人 劇団民藝上演

台本

2000 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1035 ゲド戦記 Y871-001-Ms-01251 [タイトル表記なし] 2000 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1035 ゲド戦記 Y871-001-Ms-01252 [タイトル表記なし] 2000 手稿譜 スコア, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1035 ゲド戦記 Y871-001-Tx-00230 ゲド戦記 -影との戦い- 東京演劇アンサン

ブル上演台本

2000 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1036 海鳴りの底から Y871-001-Ms-01253 海鳴りの底から 2001 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1036 海鳴りの底から Y871-001-Ms-01254 [タイトル表記なし] 2001 手稿譜 旋律譜, ヴォー

カルスコア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1036 海鳴りの底から Y871-001-Tx-00231 海鳴りの底から 東京演劇アンサンブル上演

台本

2001 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1037 食卓のない家 Y871-001-Ms-01255 「食卓のない家」のために 2001 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1037 食卓のない家 Y871-001-Tx-00232 食卓のない家 東京演劇アンサンブル上演台

本

2001 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1038 ヒロシマの夜打つ太鼓 Y871-001-Ms-01256 [タイトル表記なし] 2002 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1038 ヒロシマの夜打つ太鼓 Y871-001-Ms-01257 [タイトル表記なし] 2002 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1038 ヒロシマの夜打つ太鼓 Y871-001-Ms-01258 [タイトル表記なし] 2002 手稿譜 パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1038 ヒロシマの夜打つ太鼓 Y871-001-Tx-00233 ヒロシマの夜打つ太鼓 劇団月曜会上演台

本

2002 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1039 常陸坊海尊 Y871-001-Ms-01259 常陸坊海尊 2002 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1039 常陸坊海尊 Y871-001-Tx-00234 常陸坊海尊 東京演劇アンサンブル上演台本 2002 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1040 グスコーブドリの伝記 Y871-001-Ms-01260 グスコーブドリの伝記 2003 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1040 グスコーブドリの伝記 Y871-001-Tx-00235 グスコーブドリの伝記 東京演劇アンサンブ

ル

2003 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1041 早春の賦・小林多喜二 Y871-001-Ms-01261 早春の賦 2003 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1041 早春の賦・小林多喜二 Y871-001-Tx-00236 早春の賦 -小林多喜二- 2003 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1042 無伴奏デクノボー奏鳴曲 Y871-001-Ms-01262 無伴奏デクノボー奏鳴曲 2003 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1042 無伴奏デクノボー奏鳴曲 Y871-001-Tx-00237 劇団イング公演台本 無伴奏デクノボー奏鳴

曲 -宮沢賢治の夢のかけら-

2003 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1043 ラブ･レター Y871-001-Ms-01263 ラブ･レター 2004 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1043 ラブ･レター Y871-001-Ms-01264 [タイトル表記なし] 2004 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1043 ラブ･レター Y871-001-Tx-00238 ラブ･レター 一幕十二場 上演台本 2004 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1044 日本の気象 Y871-001-Ms-01265 日本の気象 2004 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1044 日本の気象 Y871-001-Tx-00239 日本の気象 五幕 東京演劇アンサンブル上

演台本

2004 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1045 巨匠 Y871-001-Cp-00075 [タイトル表記なし] 2004 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1045 巨匠 Y871-001-Tx-00240 巨匠 -ジスワフ・スコヴロンスキ作『巨

匠』に拠る- 劇団民藝上演台本

2004 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1046 ワーニャ伯父さん Y871-001-Ms-01266 ワーニャ伯父さん 東京演劇アンサンブルの

ために

2004 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1046 ワーニャ伯父さん Y871-001-Ms-01267 [タイトル表記なし] 2004 手稿譜 旋律譜 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1046 ワーニャ伯父さん Y871-001-Tx-00241 ワーニャ伯父さん -田舎ぐらしの出来事

(シーン)・四幕- 東京演劇アンサンブル上

演台本

2004 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1047 火山灰地 Y871-001-Ms-01268 火山灰地 2005 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1047 火山灰地 Y871-001-Ms-01269 火山灰地 2005 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1047 火山灰地 Y871-001-Tx-00242 火山灰地 第一部(4幕) 劇団民藝上演台本 2005 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1047 火山灰地 Y871-001-Tx-00243 火山灰地 第二部(3幕) 劇団民藝上演台本 2005 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1048 アンチゴーヌ(2005) Y871-001-Ms-01270 アンチゴーヌ 2005 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1048 アンチゴーヌ(2005) Y871-001-Tx-00244 アンチゴーヌ 劇団四季上演台本 2005 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1049 林檎園日記 Y871-001-Ms-01271 林檎園日記 2005 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1049 林檎園日記 Y871-001-Tx-00245 林檎園日記 東京演劇アンサンブル上演台本 2005 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1050 マイという女 Y871-001-Cp-00076 [タイトル表記なし] 2005 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1050 マイという女 Y871-001-Cp-00077 [タイトル表記なし] 2005 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1050 マイという女 Y871-001-Cp-00078 [タイトル表記なし] 2005 手稿譜(複写) パート譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1050 マイという女 Y871-001-Tx-00246 ザ・マイ 東京演劇アンサンブル上演台本 2005 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1051 金玉娘 Y871-001-Ms-01272 金玉娘 2005 手稿譜 旋律譜 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1051 金玉娘 Y871-001-Tx-00247 黒テント第57回公演 金玉娘 新装版 私のカ

ミサマ死んじゃった

2005 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1052 鹿鳴館 Y871-001-Ms-01273 鹿鳴館 2006 手稿譜 スコア 林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1052 鹿鳴館 Y871-001-Ms-01274 [タイトル表記なし] 2006 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1052 鹿鳴館 Y871-001-Tx-00248 鹿鳴館 劇団四季上演台本 2006 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1053 明日を紡ぐ娘たち Y871-001-Ms-01275 [タイトル表記なし] 2007 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1053 明日を紡ぐ娘たち Y871-001-Tx-00249 明日を紡ぐ娘たち 東京演劇アンサンブル上

演台本

2007 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1054 夜の空を翔ける Y871-001-Ms-01276 [タイトル表記なし] 2008 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1054 夜の空を翔ける Y871-001-Tx-00250 夜の空を翔ける 東京演劇アンサンブル上演

台本

2008 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1055 アルデールまたは聖女 Y871-001-Ms-01277 アルデール あるいは聖女 2009 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1055 アルデールまたは聖女 Y871-001-Tx-00251 アルデールまたは聖女 劇団四季上演台本 2009 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1056 アンティゴネ Y871-001-Ms-01278 アンチゴネ 2009 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1056 アンティゴネ Y871-001-Ms-01279 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1056 アンティゴネ Y871-001-Ms-01280 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 コンデンスス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1056 アンティゴネ Y871-001-Tx-00252 アンティゴネ ソポクレス原作・ヘルダーリ

ン訳による舞台用改作 東京演劇アンサン

ブル上演台本

2009 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1057 続々オールド・バンチ -カルメン戦場に帰

る-

Y871-001-Ms-01281 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1057 続々オールド・バンチ -カルメン戦場に帰

る-

Y871-001-Tx-00253 続々オールド・バンチ -カルメン戦場に帰

る-

2009 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1058 ラリー Y871-001-Ms-01282 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1058 ラリー Y871-001-Ms-01283 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 コンデンスス

コア

林光
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舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1058 ラリー Y871-001-Tx-00254 ラリー ぼくが言わずにいたこと 東京演劇

アンサンブル上演台本

2009 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1059 山脈(やまなみ) Y871-001-Ms-01284 山脈 やまなみ 2010 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1059 山脈(やまなみ) Y871-001-Tx-00255 山脈(やまなみ) 東京演劇アンサンブル上演

台本

2010 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1060 シャイロック Y871-001-Ms-01285 「シャイロック」 2011 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1060 シャイロック Y871-001-Tx-00256 シャイロック 東京演劇アンサンブル上演台

本

2011 台本・歌詞原

稿

林光

声楽曲 : 独唱曲 1061 ひとりね Y871-001-Ms-01286 ひとりね 1938/2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1062 おもいで, 壱年 Y871-001-Ms-01287 "おもいで" 他一遍 1951 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1063 たたかいの中に Y871-001-Cp-00079 たたかいのなかに 1952/1976 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1063 たたかいの中に Y871-001-Ms-01288 [タイトル表記なし] 1952/1976 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1063 たたかいの中に Y871-001-Ms-01289 たたかいのなかに 1952/1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1064 使命 Y871-001-Ms-01290 使命 1953 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1064 使命 Y871-001-Pr-00063 使命 1953 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1064 使命 Y871-001-Pr-00064 使命 1953 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1065 内灘かぞえ唄 Y871-001-Pr-00065 内灘かぞえ唄 1953 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1066 ことりとはなとそよかぜと Y871-001-Ms-01291 ことりとはなと そよかぜと 1954 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1066 ことりとはなとそよかぜと Y871-001-Ms-01292 ことりと. はなと. そよかぜと. 1954 手稿譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

声楽曲 : 独唱曲 1066 ことりとはなとそよかぜと Y871-001-Ms-01293 ことりと はなと そよかぜと 1954 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1067 うたごえよ 明日のために Y871-001-Ms-01294 うたごえよ明日のために 1954 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1067 うたごえよ 明日のために Y871-001-Pr-00066 うたごえよ 明日のために 1954 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1068 船はまだかよ Y871-001-Pr-00067 船はまだかよ 1954 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1069 南の娘 Y871-001-Ms-01295 南の娘 1954 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1070 みいつけた Y871-001-Pr-00068 みいつけた 1955 印刷譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1071 おきあがり小法師 Y871-001-Ms-01296 おきあがり小法師 1955/2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1071 おきあがり小法師 Y871-001-Pr-00069 おきあがり小法師 1955/2003 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1072 雲の中のピッピ Y871-001-Cp-00080 雲の中のピッピ 1955/1976 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1072 雲の中のピッピ Y871-001-Ms-01297 雲の中のピッピ 1955/1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1073 ジャンケンポン Y871-001-Pr-00070 ジャンケンポン 1955 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1074 ケシ坊主 Y871-001-Pr-00071 ケシ坊主 1955 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1075 どんなきもち Y871-001-Pr-00072 どんなきもち [1956] 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1076 いやな唄 Y871-001-Ms-01298 いやな唄 1957 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1076 いやな唄 Y871-001-Ms-01299 いやな唄 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1077 おうさまはしんだ Y871-001-Ms-01300 おうさまはしんだ 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1077 おうさまはしんだ Y871-001-Pr-00073 おうさまはしんだ 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1078 ひとくいどじんのサムサム Y871-001-Ms-01301 ひとくいどじんのサムサム 1957/1974 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1078 ひとくいどじんのサムサム Y871-001-Pr-00074 ひとくいどじんのサムサム 1957/1974 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1078 ひとくいどじんのサムサム Y871-001-Pr-00214 ひとくい土人のサムサム 1957/1974 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1079 こもりうた Y871-001-Ms-01302 こもりうた 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1079 こもりうた Y871-001-Pr-00075 こもりうた 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1079 こもりうた Y871-001-Pr-00076 こもりうた 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1080 まね Y871-001-Pr-00077 まね 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1080 まね Y871-001-Pr-00078 まね 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1081 虹 Y871-001-Pr-00079 虹 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1082 とおせんぼだあれ Y871-001-Pr-00080 とおせんぼだあれ 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1083 ねぼうな羊 Y871-001-Ms-01303 ねぼうな羊 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1084 はげやま Y871-001-Pr-00081 はげやま 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1085 ほたるのでんき Y871-001-Pr-00082 ほたるのでんき 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1086 るすばん Y871-001-Pr-00083 るすばん 1957 印刷譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1087 木の歌 Y871-001-Ms-01304 木の歌 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1088 めくらねずみ Y871-001-Ms-01305 めくらねずみ 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1088 めくらねずみ Y871-001-Pr-00084 めくらねずみ 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1089 かぜ Y871-001-Ms-01306 かぜ 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1090 死んだ鼠 Y871-001-Ms-01307 死んだネズミ 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1090 死んだ鼠 Y871-001-Ms-01308 死んだ鼡 1957 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1090 死んだ鼠 Y871-001-Pr-00085 シャンソン 死んだ鼠 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1091 ゆきだるま Y871-001-Cp-00081 ゆきだるま 1957 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1091 ゆきだるま Y871-001-Pr-00086 ゆきだるま 1957 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1092 しゅっぱつ Y871-001-Ms-01309 しゅっぱつ 1958/1974 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1092 しゅっぱつ Y871-001-Pr-00087 しゅっぱつ 1958/1974 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1092 しゅっぱつ Y871-001-Pr-00215 しゅっぱつ 1958/1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1093 赤い魚と白い魚 Y871-001-Ms-01310 赤い魚と白い魚 1958 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1094 黄色いリボンの歌 Y871-001-Ms-01311 黄色いリボンの歌 1958 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1095 かげろうのワルツ Y871-001-Ms-01312 かげろうのワルツ 1958 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1096 るふらん Y871-001-Ms-01313 るふらん 1959 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1096 るふらん Y871-001-Pr-00088 るふらん 1959 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1097 花売娘の歌 Y871-001-Ms-01314 花売娘の歌 1959 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1098 待っている Y871-001-Ms-01315 待っている 1959 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1099 黄色と桃色の夕方 Y871-001-Ms-01316 黄色と桃色の夕方 1959 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1100 四つの夕暮の歌 Y871-001-Cp-00082 四つの夕暮の歌 1959 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1100 四つの夕暮の歌 Y871-001-Ms-01317 四ツの夕暮の歌 1959 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1100 四つの夕暮の歌 Y871-001-Ms-01318 四つの夕暮の歌 谷川俊太郎の四つの詩 1959 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1100 四つの夕暮の歌 Y871-001-Ms-01319 四つの夕暮の歌 1959 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1101 骨片の歌 Y871-001-Ms-01320 骨片の歌 for Baritone with Violin and

Piano

1960 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1102 たちあがれ(安保条約反対闘争歌) Y871-001-Cp-00083 安保條約反対斗争歌 1960 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1102 たちあがれ(安保条約反対闘争歌) Y871-001-Ms-01321 安保條約反対闘争歌(たちあがれ) 1960 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1102 たちあがれ(安保条約反対闘争歌) Y871-001-Pr-00089 たちあがれ 1960 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1103 忘れまい6・15 Y871-001-Ms-01322 忘れまい6・15 1960/1985 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1105 みんなの指で字をかこう Y871-001-Ms-01323 みんなの指で字をかこう 1960 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1106 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Cp-00084 神々と善人たちの無防備状態の歌 1960/1968/19

82

手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1106 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Ms-01324 神々と善人たちの無防備状態の歌 1960/1968/19

82

手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1106 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Ms-01325 神々と善人たちの無防備状態の歌 1960/1968/19

82

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1106 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Ms-01326 神々と善人たちの無防備状態の歌 1960/1968/19

82

手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1106 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Ms-01327 神々と善人たちの無防備状態の歌 1960/1968/19

82

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1107 風が吹くと Y871-001-Ms-01328 かぜがふくと 1961 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1108 白鹿(しらか)城の悲歌 Y871-001-Ms-01329 白鹿城の悲歌 1961 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1109 下剋上のブルース Y871-001-Ms-01330 下剋上のブルース 1962 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1110 籠城小唄 Y871-001-Ms-01331 籠城小唄 1962 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1111 真田隊マーチ Y871-001-Ms-01332 真田隊軍歌 1962/1974 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1111 真田隊マーチ Y871-001-Pr-00216 真田隊軍歌 1962/1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1112 佐助のテーマ Y871-001-Ms-01333 佐助のテーマ 1962 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1113 ボクはマサヒロ Y871-001-Ms-01334 ボクはマサヒロ 1962 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1113 ボクはマサヒロ Y871-001-Ms-01335 ボクはマサヒロ 1962 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1114 大きな鳥のつばさ Y871-001-Ms-01336 大きな鳥のつばさ 1962 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1115 ぼくはねむい Y871-001-Ms-01337 ぼくはねむい 1963 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1116 ふたりの男 Y871-001-Ms-01338 ふたりの男 1963 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1117 こわれたおもちゃ Y871-001-Cp-00085 こわれたおもちゃ 1964 手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光
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声楽曲 : 独唱曲 1117 こわれたおもちゃ Y871-001-Ms-01339 こわれたおもちゃ 1964 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1117 こわれたおもちゃ Y871-001-Ms-01340 こわれたおもちゃ 1964 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1117 こわれたおもちゃ Y871-001-Pr-00090 こわれたおもちゃ 1964 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1118 袴垂れの党の歌 Y871-001-Ms-01341 袴垂れの党の歌 1964 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1119 ママが赤ちゃん Y871-001-Pr-00091 ママが赤ちゃん 1964 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1120 ぼくらの町は川っぷち Y871-001-Ms-01342 ぼくらの街は河っぷち 1964/1974 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1120 ぼくらの町は川っぷち Y871-001-Ms-01343 [タイトル表記なし] 1964/1974 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1120 ぼくらの町は川っぷち Y871-001-Pr-00092 ぼくらの町は川っぷち 1964/1974 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1120 ぼくらの町は川っぷち Y871-001-Pr-00217 ぼくらの町は川っぷち 1964/1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1121 ひとりねのうた Y871-001-Pr-00093 ひとりねのうた 1964 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1122 おおきくなあれ Y871-001-Pr-00094 おおきくなぁれ 1964/1974 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1122 おおきくなあれ Y871-001-Pr-00218 おおきくなあれ 1964/1974 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1123 かけざんのうた Y871-001-Ms-01344 [タイトル表記なし] 1964 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1123 かけざんのうた Y871-001-Ms-01345 かけざんのうた その2 1964 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1124 かぞえうた Y871-001-Ms-01346 かぞえうた 1964 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1125 思い出しちゃいけない Y871-001-Ms-01347 思いだしちゃいけない 1964 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1126 二人の明日 Y871-001-Ms-01348 二人の明日 1964 or 1965 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1126 二人の明日 Y871-001-Ms-01349 二人の明日 1964 or 1965 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1127 12345678910のうた Y871-001-Pr-00095 12345678910のうた 1965 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1128 あかんぼ牛はなにがすき Y871-001-Pr-00096 あかんぼ牛はなにがすき 1965 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1129 鹿之助のアリア Y871-001-Ms-01350 鹿之助のアリア 1965 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1130 こゆび Y871-001-Ms-01351 こゆび 1965 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1130 こゆび Y871-001-Pr-00097 こゆび 1965 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1131 海と山と空の唄 Y871-001-Ms-01352 海と山と空の唄 1965 手稿譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1131 海と山と空の唄 Y871-001-Pr-00098 海と山と空の唄 1965 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1132 道 Y871-001-Ms-01353 道 声とフルートのための 1966 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1133 子供と線路 Y871-001-Ms-01354 子供と線路 声とフルートのための 1966 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1134 街をあるけば Y871-001-Ms-01355 街をあるけば [1966] 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1135 運命のジャズ Y871-001-Ms-01356 運命のジャズ 1967/1982 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1135 運命のジャズ Y871-001-Ms-01357 運命のジャズ 1967/1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1135 運命のジャズ Y871-001-Ms-01358 運命のジャズ 1967/1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1136 舟唄 Y871-001-Cp-00086 [タイトル表記なし] 1967/1974/19

82

手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1136 舟唄 Y871-001-Ms-01359 舟唄 1967/1974/19

82

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1136 舟唄 Y871-001-Ms-01360 舟歌 1967/1974/19

82

手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1136 舟唄 Y871-001-Pr-00219 舟唄 1967/1974/19

82

印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1137 強いものの権利について Y871-001-Ms-01361 強いものの権利について 1967/1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1137 強いものの権利について Y871-001-Ms-01362 強いものの権利について 1967/1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1137 強いものの権利について Y871-001-Ms-01363 強いものの権利について 1967/1982 手稿譜 スコア, パート

譜

林光

声楽曲 : 独唱曲 1138 強いものの権利について Y871-001-Ms-01364 強いものの権利について 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1139 花のうた Y871-001-Ms-01365 花の歌 1967/1974/19

82

手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1139 花のうた Y871-001-Ms-01366 花の歌 1967/1974/19

82

手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1139 花のうた Y871-001-Pr-00220 花のうた 1967/1974/19

82

印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1140 花のうた Y871-001-Ms-01367 花の歌 1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1141 花のうた Y871-001-Ms-01368 花の歌 1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1141 花のうた Y871-001-Ms-01369 花のうた(c-moll版) 1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1141 花のうた Y871-001-Ms-01370 花の歌(es-moll) 1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1141 花のうた Y871-001-Ms-01371 花の歌 1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1141 花のうた Y871-001-Ms-01372 花の歌 1982 手稿譜 パート譜 林光
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声楽曲 : 合唱曲 1142 ぼくらの空は四角くて Y871-001-Cp-00087 ぼくらの空は四角くて 1968 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1142 ぼくらの空は四角くて Y871-001-Ms-01373 ぼくらの空は四角くて 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1142 ぼくらの空は四角くて Y871-001-Ms-01374 ぼくらの空は四角くて… 1968 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1142 ぼくらの空は四角くて Y871-001-Ms-01375 [タイトル表記なし] 1968 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 合唱曲 1142 ぼくらの空は四角くて Y871-001-Pr-00099 ぼくらの空は四角くて 1968 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1142 ぼくらの空は四角くて Y871-001-Pr-00100 ぼくらの空は四角くて 1968 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1143 花咲かそ(鎮魂歌) Y871-001-Ms-01376 鎮魂歌 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1144 贖罪のうた Y871-001-Ms-01377 贖罪のうた 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1144 贖罪のうた Y871-001-Ms-02115 贖罪のうた 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1145 キルキル Y871-001-Ms-01378 キルキル 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1146 動物園 Y871-001-Ms-01379 動物園 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1146 動物園 Y871-001-Pr-00221 動物園 1968 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1147 少し待って Y871-001-Ms-01380 少し待って 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1148 煙の歌 Y871-001-Ms-01381 煙の歌 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1148 煙の歌 Y871-001-Ms-01382 煙の歌 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1149 暗い晩 Y871-001-Ms-01383 暗い晩 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1149 暗い晩 Y871-001-Ms-01384 暗い晩(hohe) 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1149 暗い晩 Y871-001-Ms-01385 暗い晩 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1150 飛行士なの あの人 Y871-001-Ms-01386 飛行士なのあの人 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1150 飛行士なの あの人 Y871-001-Ms-01387 飛行士なのあのひと(hohe) 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1151 風よけの場所が Y871-001-Ms-01388 風よけの場所が 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1152 あなたたちなさけない… Y871-001-Ms-01389 あなたたちなさけない… 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1152 あなたたちなさけない… Y871-001-Ms-01390 あなたたちなさけない…(hohe) 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1153 好きな男と行きたいの Y871-001-Ms-01391 好きな男と行きたいの 1968 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1154 けっして来ない聖者の日 Y871-001-Ms-01392 けっして来ない聖者の日 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1154 けっして来ない聖者の日 Y871-001-Ms-01393 けっしてこない聖者の日 1968 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1155 八匹めの象の歌 Y871-001-Cp-00088 八匹めの象の歌 Clarinetto-Version 1968/1994 手稿譜(複写) パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1155 八匹めの象の歌 Y871-001-Ms-01394 八匹めの象の歌 1968/1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1155 八匹めの象の歌 Y871-001-Ms-01395 八匹めの象の歌 1968/1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1155 八匹めの象の歌 Y871-001-Ms-01396 八匹めの象の歌 clarinetto-version 1968/1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1155 八匹めの象の歌 Y871-001-Ms-01397 八匹めの象の歌(c-moll) 1968/1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1155 八匹めの象の歌 Y871-001-Ms-02116 八匹目の象の歌 1968/1994 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1156 帰りなん いざ Y871-001-Ms-01398 帰りなん いざ 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1157 雲の中からの神々の歌 Y871-001-Ms-01399 雲の中からの神々の歌 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1158 空 Y871-001-Ms-01400 空 女声とフルートのための 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1158 空 Y871-001-Ms-01401 空 1968 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1159 傘のうた Y871-001-Ms-01402 傘の歌 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1160 風と草 Y871-001-Ms-01403 風と草 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1161 舟のうた Y871-001-Ms-01404 舟のうた 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1161 舟のうた Y871-001-Ms-01405 舟のうた 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1162 嘘をついて Y871-001-Ms-01406 嘘をついて 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1163 背なかあわせのうた Y871-001-Ms-01407 背中あわせの歌 1969 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1164 いってしまったあんた… Y871-001-Cp-00089 行ってしまったあんた 1969 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1164 いってしまったあんた… Y871-001-Ms-01408 行ってしまったあんた 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1164 いってしまったあんた… Y871-001-Ms-01409 いってしまったあんた 1969 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1165 壁のうた Y871-001-Ms-01410 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1165 壁のうた Y871-001-Pr-00101 壁のうた 1969 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1166 愛の潮の歌 Y871-001-Ms-01411 愛の潮の歌 1969 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1167 愛の歌 Y871-001-Ms-01412 想望 ソプラノとピアノのための 1969 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1168 ものがたり Y871-001-Cp-00090 物語 -a requiem- 1969/1970 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1168 ものがたり Y871-001-Cp-00091 ものがたり. (a requiem) 1969/1970 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1168 ものがたり Y871-001-Ms-01413 ものがたり(a requiem) 1969/1970 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1168 ものがたり Y871-001-Ms-01414 ものがたり 1969/1970 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1168 ものがたり Y871-001-Pr-00228 物語 1969/1970 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1169 センチメンタル・ジャーニー Y871-001-Cp-00092 SENTIMENTAL JOURNY for Female

Voice

1970 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1170 ひいふうみいよ Y871-001-Ms-01415 ひいふうみいよ 1970 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1171 おなかがすいた Y871-001-Pr-00102 おなかがすいた 1970 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1172 この害虫(むし)だけは… Y871-001-Ms-01416 この害虫だけは… 1971 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1173 雨の一丁目 Y871-001-Ms-01417 雨の一丁目 1971 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1174 恋のへのへのもへじ Y871-001-Ms-01418 恋のへのへのもへじ 1971/2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1174 恋のへのへのもへじ Y871-001-Ms-01419 恋のへのへのもへじ 1971/2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1174 恋のへのへのもへじ Y871-001-Ms-01420 恋のへのへのもへじ 1971/2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1175 国際大歌劇･終曲 Y871-001-Ms-01421 国際大歌劇･終曲 1971 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1176 すべてか無か Y871-001-Ms-01422 すべてか無か(「コミューンの日々」より) 1971 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1177 ようござんすね Y871-001-Ms-01423 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1178 利根の川風 Y871-001-Ms-01424 利根の川風 1972 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1179 空はそらいろ Y871-001-Ms-01425 空はそらいろ 1972 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1180 うつぶせの Y871-001-Ms-01426 うつぶせの 1972 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1181 影とまぼろし Y871-001-Ms-01427 影とまぼろし 1972 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1182 空に小鳥がいなくなった日 Y871-001-Ms-01428 空に小鳥がいなくなった日 1972 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1182 空に小鳥がいなくなった日 Y871-001-Ms-01429 空に小鳥がいなくなった日 1972 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1182 空に小鳥がいなくなった日 Y871-001-Pr-00103 空に小鳥がいなくなった日 1972 印刷譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1183 かえるのぴょん Y871-001-Cp-00093 かえるのぴょん 1972 手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1183 かえるのぴょん Y871-001-Ms-01430 M3 かえるのぴょん 1972 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1183 かえるのぴょん Y871-001-Ms-02117 かえるのぴょん 1972 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1184 プレイ2 Y871-001-Ms-01431 PLAY Ⅱ for VOICE, VIOLIN and PIANO 1972 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1185 ちょいと兄さん Y871-001-Ms-01432 ちょいと兄さん 1973 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1186 浅草橋の下 Y871-001-Ms-01433 浅草橋の下 1973 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1187 夜ごとの美女 Y871-001-Ms-01434 夜ごとの美女 1973 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1188 フィナーレ Y871-001-Ms-01435 フィナーレ 1973 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1189 蜀魂の歌 Y871-001-Cp-00094 蜀魂の歌 1973 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1189 蜀魂の歌 Y871-001-Ms-01436 蜀魂の歌 1973 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1190 死に至る病の歌 Y871-001-Cp-00095 死に至る病いの唄 1973 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1190 死に至る病の歌 Y871-001-Ms-01437 死に至る病いの唄 1973 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1190 死に至る病の歌 Y871-001-Ms-01438 死に至る病いの唄 1973 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1191 流れ Y871-001-Ms-01439 [タイトル表記なし] 1973/1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1191 流れ Y871-001-Ms-01440 「流れ」1976年版 1973/1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1191 流れ Y871-001-Pr-00104 流れ 簡易楽器をともなった、声と動きの

ための、ある空間の儀式 3人の女性の演者

による NAGARE(Flow) An imaginary rite

for voice and movements with simple

instruments, for three female performers.

1973/1976 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1192 雨のしとしと… Y871-001-Ms-01441 雨のしとしと… 1974 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1193 雨に濡れた木馬 Y871-001-Ms-01442 雨に濡れた木馬 1974 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1194 赤電車 Y871-001-Cp-00096 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1194 赤電車 Y871-001-Ms-01443 赤電車 1974 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1195 苦行…1974 Y871-001-Ms-01444 苦行…1974 1975/1978 手稿譜 スコア 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1196 アメリカ・アメリカ Y871-001-Ms-01445 アメリカ・アメリカ 竜の尻尾を見付けた黒

い犬のことなど

1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1197 三十五億年のサーカス Y871-001-Ms-01446 三十五億年のサーカス 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1198 魚のいない水族館 Y871-001-Ms-01447 魚のいない水族館 1976/1979 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1198 魚のいない水族館 Y871-001-Ms-01448 魚のいない水族館 1976/1979 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1199 あばよ上海 Y871-001-Ms-01449 あばよ上海 1975/1976/19

79

手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1199 あばよ上海 Y871-001-Ms-01450 あばよ上海 1975/1976/19

79

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1200 自由の木 Y871-001-Ms-01451 自由の木 1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1200 自由の木 Y871-001-Ms-01452 自由の木 1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1201 チェ・コマンダンテ Y871-001-Ms-01453 チェ・コマンダンテ 1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1202 灼ける渇き Y871-001-Ms-01454 灼ける渇き 1976 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1203 欠陥 Y871-001-Ms-01455 欠陥 1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1203 欠陥 Y871-001-Ms-01456 欠陥(将軍よ、きみの戦車は) 1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1203 欠陥 Y871-001-Ms-01457 欠陥 1976 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1204 ぼくがつきをみると Y871-001-Ms-01458 ぼくがつきをみると 1976 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1205 娘さん どうするつもり Y871-001-Ms-01459 娘さん どうするつもり(「ヴォイツェッ

ク」より)

1977/2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1205 娘さん どうするつもり Y871-001-Ms-01460 娘さん どうするつもり 1977/2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1206 麦の畠は… Y871-001-Ms-01461 麦の畠は…(「ヴォイツェック」より) 1977 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1207 妖精たちの歌 Y871-001-Ms-01462 妖精たちの歌(｢夏の夜の夢」より) 1977 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1208 プレイ3 Y871-001-Ms-01463 PLAY 3. for Sop, cl, pf, 1977 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1208 プレイ3 Y871-001-Ms-01464 PLAY プレイ 3 for. Sop., cl.(La), p.f. 1977 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1209 高原 Y871-001-Ms-01465 高原 1977 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1209 高原 Y871-001-Ms-01466 高原 1977 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1210 石ころの歌 Y871-001-Ms-01467 石ころの歌 1978 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1210 石ころの歌 Y871-001-Ms-01468 石ころの歌 1978 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 重唱曲 1211 流れる水と岩の歌 Y871-001-Ms-01469 流れる水と岩の歌 1978/1979 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1211 流れる水と岩の歌 Y871-001-Ms-01470 流れる水と岩の歌 1978/1979 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1212 はるかに愛するひとへの歌 Y871-001-Ms-01471 はるかに愛するひとへの歌 1978 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1213 壁をこえて Y871-001-Ms-01472 壁をこえて 1979 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1213 壁をこえて Y871-001-Ms-01473 壁をこえて 1979 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1214 マリー・アブラハムのバラード Y871-001-Ms-01474 マリー・アブラハムのバラード 1979 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1214 マリー・アブラハムのバラード Y871-001-Ms-01475 マリー・アブラハムのバラード 1979 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1215 マリー・アブラハムのバラード Y871-001-Ms-01476 マリー・アブラハムのバラード 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1216 ぐるぐるまわりの歌 Y871-001-Ms-01477 ぐるぐるまわりの歌 1979 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1217 ぐるぐるまわりの歌 Y871-001-Ms-01478 ぐるぐるまわりの歌 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1218 港々の陽気な娘(愛の商品) Y871-001-Ms-01479 愛の商品 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1219 だれがこおりをとかすの? Y871-001-Ms-01480 だれがこおりをとかすの? 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1219 だれがこおりをとかすの? Y871-001-Ms-01481 だれがこおりをとかすの? 1980 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1220 雨の音楽 Y871-001-Ms-01482 雨の音楽 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1220 雨の音楽 Y871-001-Ms-01483 雨の音楽 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1221 吾子に免許皆伝 Y871-001-Ms-01484 吾子に免許皆伝 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1222 歩くうた Y871-001-Ms-01485 歩くうた 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1223 夏の樹 Y871-001-Cp-00097 夏の樹 1980 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1223 夏の樹 Y871-001-Ms-01486 夏の樹 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1224 夢へ Y871-001-Ms-01487 夢へ -10周年の歌- 1980 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1224 夢へ Y871-001-Ms-01488 夢へ 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1224 夢へ Y871-001-Ms-01489 夢へ 1980 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1225 モーツァルト讃歌 Y871-001-Ms-01490 モーツァルト讃歌 1980 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1225 モーツァルト讃歌 Y871-001-Ms-01491 モーツァルト讃歌 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1226 引き裂かれた旗･光州五月 Y871-001-Ms-01492 [タイトル表記なし] 1980 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1227 汽車、ぼくの Y871-001-Ms-01493 汽車、ぼくの 1980 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1228 新しい歌 Y871-001-Ms-01494 新しい歌 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1228 新しい歌 Y871-001-Ms-01495 新しい歌 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1228 新しい歌 Y871-001-Ms-02118 新しい歌 1981 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1229 新しい歌 Y871-001-Ms-01496 新しい歌 1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1229 新しい歌 Y871-001-Pr-00105 新しい歌 1982 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1230 日本を訪問するチリ大統領への日本国総理

大臣の歓迎の辞

Y871-001-Cp-00150 日本を訪問するチリ大統領への日本国総理

大臣の歓迎の辞

1981 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1231 死んだ一人 Y871-001-Ms-01497 死んだ一人 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1232 ひとつ名前の兄弟の歌 Y871-001-Ms-01498 ひとつ名前の兄弟の歌 1981 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1232 ひとつ名前の兄弟の歌 Y871-001-Ms-01499 ひとつ名前の兄弟の歌 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1233 新しい道の歌 Y871-001-Ms-01500 新しい道の歌 1981 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1233 新しい道の歌 Y871-001-Ms-01501 新しい道の歌 1981 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1233 新しい道の歌 Y871-001-Ms-01502 新しい道の歌 1981 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1234 文字を讃える Y871-001-Ms-01503 文字の歌(「亡命者の対話」より) 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1235 悪鬼の面 Y871-001-Ms-01504 悪鬼の面 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1235 悪鬼の面 Y871-001-Ms-01505 悪鬼の面 1981 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1236 うた Y871-001-Ms-01506 うた 1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1236 うた Y871-001-Ms-01507 うた 1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1237 連帯について Y871-001-Ms-01508 連帯について 1982 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1238 銀河の底でうたわれた愛の歌 Y871-001-Ms-01509 銀河の底でうたわれた愛の歌 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1238 銀河の底でうたわれた愛の歌 Y871-001-Ms-01510 銀河の底でうたわれた愛の歌 1982 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1239 サザンクロスの彼方できこえた父が息子に

あたえる歌

Y871-001-Ms-01511 サザンクロスの彼方できこえた父が息子に

あたえる歌

1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1240 クレーンマンの歌 Y871-001-Ms-01512 クレーンマンの歌 1982/1991/20

03

手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1240 クレーンマンの歌 Y871-001-Ms-01513 クレーンマンの歌 1982/1991/20

03

手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1240 クレーンマンの歌 Y871-001-Ms-01514 クレーンマンの歌 1982/1991/20

03

手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1241 あらしの歌 Y871-001-Ms-01515 あらしの歌 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1241 あらしの歌 Y871-001-Ms-01516 あらしの歌 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1241 あらしの歌 Y871-001-Ms-01517 あらしの歌 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1242 あらしの歌 Y871-001-Ms-01518 あらしの歌 2003 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1243 あらしの歌 Y871-001-Ms-01519 あらしの歌 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1244 凍った魚のように Y871-001-Ms-01520 凍った魚のように 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1245 ママは行ってしまった Y871-001-Ms-01521 ママは行ってしまった 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1246 行こう ダンと Y871-001-Ms-01522 行こう ダンと 1982 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1247 行く Y871-001-Cp-00098 行く 1983 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1248 はる Y871-001-Ms-01523 はる 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1249 イカリを上げてふりかえれ Y871-001-Ms-01524 イカリを上げてふりかえれ 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1250 ギョウザの夢 Y871-001-Ms-01525 ギョウザの夢 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1251 あたしのからだは… Y871-001-Ms-01526 あたしのからだは… 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1252 伝説の広場の歌 Y871-001-Ms-01527 伝説の広場の歌 1983 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1252 伝説の広場の歌 Y871-001-Ms-01528 伝説の広場の歌 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1252 伝説の広場の歌 Y871-001-Ms-01529 伝説の広場の歌 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1253 伝説の広場の歌 Y871-001-Ms-01530 伝説の広場の歌 1983 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1254 去りゆくということは Y871-001-Ms-01531 去りゆくということは 1983 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1255 つめ草のうた Y871-001-Ms-01532 つめくさの歌 1983 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1255 つめ草のうた Y871-001-Ms-01533 つめくさの歌 1983 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1256 戦争がくれた贈物 Y871-001-Ms-01534 戦争がくれた贈物 1984 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1257 ああ結婚!(マルチェリーナのタンゴ) Y871-001-Ms-01535 No.24 マルチェリーナのタンゴ 1984 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1257 ああ結婚!(マルチェリーナのタンゴ) Y871-001-Ms-01536 マルチェリーナのタンゴ 1984 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1258 バジリオのカヴァティナ Y871-001-Ms-01537 No.25 バジリオのカヴァティナ 1984 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1259 しめうた Y871-001-Cp-00099 しめうた 1984 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1259 しめうた Y871-001-Ms-01538 しめうた 1984 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1259 しめうた Y871-001-Pr-00106 しめうた 1984 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1260 岩手軽便鉄道の一月 Y871-001-Ms-01539 岩手軽便鉄道の一月 1985 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1261 ポラーノの広場のうた Y871-001-Ms-01540 ポラーノの広場のうた 1985 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1261 ポラーノの広場のうた Y871-001-Ms-01541 ポラーノの広場のうた 1985 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1261 ポラーノの広場のうた Y871-001-Ms-01542 ポラーノの広場のうた 1985 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1262 階級の心 Y871-001-Ms-01543 階級の心 1985 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1263 かたち Y871-001-Cp-00100 かたち 1985 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1263 かたち Y871-001-Ms-01544 かたち 1985 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1264 窓からの眺め Y871-001-Ms-01545 窓からの眺め 1985 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1265 スパイの歌 Y871-001-Ms-01546 スパイの歌 1986 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1265 スパイの歌 Y871-001-Pr-00107 スパイの歌 1986 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1266 線路の歌 Y871-001-Ms-01547 [タイトル表記なし] 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1267 朝に晩に読むために Y871-001-Ms-01548 朝に晩に読むために 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1267 朝に晩に読むために Y871-001-Ms-01549 朝に晩に読むために 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1268 共に生きる町 Y871-001-Ms-01550 共に生きる町 1986 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1268 共に生きる町 Y871-001-Ms-01551 共に生きる町 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1268 共に生きる町 Y871-001-Ms-01552 共に生きる町 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1268 共に生きる町 Y871-001-Pr-00108 共に生きる町 1986 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1269 あまのがわ Y871-001-Cp-00101 あまの川 1986 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1269 あまのがわ Y871-001-Ms-01553 あまのがわ 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1270 ロルカさんとブレヒトくん Y871-001-Ms-01554 ロルカさんとブレヒトくん 1986 手稿譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 重唱曲 1270 ロルカさんとブレヒトくん Y871-001-Ms-01555 ロルカさんとブレヒトくん 1986 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1271 挿木をする Y871-001-Ms-01556 挿木をする 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1272 ばらを植えよう Y871-001-Ms-01557 ばらを植えよう 1986 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1272 ばらを植えよう Y871-001-Ms-01558 ばらを植えよう 1986 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1273 二人が別れるとき Y871-001-Ms-01559 二人が別れるとき 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1273 二人が別れるとき Y871-001-Ms-01560 二人が別れるとき 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1274 俺の同期は七人だった Y871-001-Ms-01561 [タイトル表記なし] 1987 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1274 俺の同期は七人だった Y871-001-Pr-00109 俺の同期は七人だった 1987 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1275 ドラを叩け Y871-001-Pr-00110 ドラを叩け 1987 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1276 我をたのめて来ぬ男 Y871-001-Ms-01562 我をたのめて来ぬ男 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1277 みちでバッタリ Y871-001-Ms-01563 みちでバッタリ 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1278 わたしはたにがわのみず Y871-001-Ms-01564 わたしはたにがわのみず(怨詞) 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1279 住めば都と Y871-001-Ms-01565 住めば都と 1987 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1279 住めば都と Y871-001-Pr-00111 住めば都と 1987 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1280 ＜ナチ＞ニモマケズ Y871-001-Ms-01566 ＜ナチ＞ニモマケズ 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1281 旗はうたう Y871-001-Cp-00102 旗は歌う 1987 手稿譜(複写) 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1281 旗はうたう Y871-001-Ms-01567 旗はうたう 1987 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1281 旗はうたう Y871-001-Ms-01568 旗はうたう 1987 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1281 旗はうたう Y871-001-Pr-00112 旗は歌う 1987 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1282 死んだ愛 Y871-001-Ms-01569 死んだ愛 1987 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1283 三人男の歌 Y871-001-Ms-01570 三人男の歌 1988 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1283 三人男の歌 Y871-001-Pr-00113 三人男の歌 1988 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1284 いろいろあるけどメーデー Y871-001-Ms-01571 いろいろあるけどメーデー 1988 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1284 いろいろあるけどメーデー Y871-001-Pr-00114 いろいろあるけどメーデー 1988 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1285 おまえの頬には Y871-001-Ms-01572 おまえの頬には 1988 手稿譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1286 敗戦のこども Y871-001-Ms-01573 敗戦のこども 1988/2007 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1287 二月(赤い新芽) Y871-001-Ms-01574 二月 1988 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1287 二月(赤い新芽) Y871-001-Ms-01575 二月(赤い新芽) 1988 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1287 二月(赤い新芽) Y871-001-Ms-01576 二月(あかい新芽) 1988 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1288 大いなる眠り 都市よ Y871-001-Ms-01577 大いなる眠り･都市 1989 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1288 大いなる眠り 都市よ Y871-001-Ms-01578 大いなる眠り 都市よ 1989 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1289 さよなら Y871-001-Ms-01579 さよなら 1989 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1289 さよなら Y871-001-Pr-00115 さよなら 1989 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1290 ブルッキーのひつじ Y871-001-Ms-01580 ブルッキーのひつじ 1989/2011 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1290 ブルッキーのひつじ Y871-001-Ms-01581 ブルッキーのひつじ 1989/2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1290 ブルッキーのひつじ Y871-001-Ms-01582 ブルッキーの羊 1989/2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1291 お日さんに(コンサート版) Y871-001-Ms-01583 お日さんに CONCERT VERSION 1989 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1292 三月 Y871-001-Ms-01584 三月 1990 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1292 三月 Y871-001-Ms-01585 三月 1990 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1292 三月 Y871-001-Ms-01586 三月 1990 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1293 鉄の花 Y871-001-Ms-01587 鉄の花 1990 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1293 鉄の花 Y871-001-Ms-01588 鉄の花 1990 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1294 大きな自由と小さな自由 Y871-001-Ms-01589 大きな自由と小さな自由 1990 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1294 大きな自由と小さな自由 Y871-001-Pr-00116 大きな自由と小さな自由 1990 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1295 風が吹かなければ Y871-001-Ms-01590 風が吹かなければ 1990 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1295 風が吹かなければ Y871-001-Pr-00117 風が吹かなければ 1990 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1296 恋人 夜間中学の校舎よ Y871-001-Ms-01591 恋人 夜間中学の校舎よ 1990 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1296 恋人 夜間中学の校舎よ Y871-001-Pr-00118 恋人 夜間中学の校舎よ 1990 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1297 鳥(今様) Y871-001-Ms-01592 鳥(今様) 1991 手稿譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1297 鳥(今様) Y871-001-Pr-00119 鳥(今様) 1991 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1298 つまさききらきら Y871-001-Ms-01593 つまさききらきら(「クリストファー・ロ

ビンのうた」より)

1991/2011 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1298 つまさききらきら Y871-001-Ms-01594 つまさききらきら 1991/2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1299 私が歌う理由 Y871-001-Ms-01595 私が歌う理由 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1300 歌の誕生 Y871-001-Ms-01596 歌の誕生 1991 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1300 歌の誕生 Y871-001-Ms-01597 歌の誕生 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1301 祖母の子守うた Y871-001-Ms-01598 祖母の子守うた 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1302 五月の夜(アオバズクの季節) Y871-001-Ms-01599 五月の夜(アオバズクの季節) 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1303 こどもとおとな Y871-001-Ms-01600 こどもとおとな 1991 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1303 こどもとおとな Y871-001-Ms-01601 こどもとおとな 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1303 こどもとおとな Y871-001-Pr-00120 こどもとおとな 1991 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1304 森は生きている 歌の森 Y871-001-Ms-01602 [タイトル表記なし] 1991 手稿譜 旋律譜 林光, 工藤

吉郎

声楽曲 : 重唱曲 1304 森は生きている 歌の森 Y871-001-Ms-02119 森は生きている 1991 手稿譜 独唱譜, スコア 林光, 工藤

吉郎

声楽曲 : 重唱曲 1304 森は生きている 歌の森 Y871-001-Ms-02120 [タイトル表記なし] 1991 手稿譜 旋律譜 林光, 工藤

吉郎

声楽曲 : 重唱曲 1304 森は生きている 歌の森 Y871-001-Pr-00121 森は生きている 1991 印刷譜 スコア 林光, 工藤

吉郎

声楽曲 : 重唱曲 1305 歌劇団遊行旅 Y871-001-Ms-01603 歌劇団遊行旅 1991 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1305 歌劇団遊行旅 Y871-001-Ms-01604 歌劇団遊行旅 1991 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1306 ロマンス(十九世紀ロシア風) Y871-001-Ms-01605 ロマンス(十九世紀ロシア風) 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1307 こどもと本 Y871-001-Ms-01606 こどもと本 1991 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1307 こどもと本 Y871-001-Ms-01607 こどもと本 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1307 こどもと本 Y871-001-Ms-01608 こどもと本 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1307 こどもと本 Y871-001-Pr-00122 こどもと本 1991 印刷譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1308 十月 Y871-001-Ms-01609 [タイトル表記なし] 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1308 十月 Y871-001-Ms-01610 十月 1991 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1309 あめのうみに Y871-001-Ms-01611 あめのうみに 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1309 あめのうみに Y871-001-Ms-01612 あめのうみに 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1310 月の船の歌 Y871-001-Ms-01613 月の船の歌 1992 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1310 月の船の歌 Y871-001-Ms-01614 月の船の歌 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1310 月の船の歌 Y871-001-Ms-01615 月の船の歌 1992 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1311 歌物語「ほうすけのひよこ」 Y871-001-Ms-01616 ほうすけのひよこ 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1311 歌物語「ほうすけのひよこ」 Y871-001-Ms-01617 [タイトル表記なし] 1992 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1312 わらび Y871-001-Ms-01618 わらび 1992 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1313 みらい Y871-001-Ms-01619 みらい 1992 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1313 みらい Y871-001-Ms-01620 みらい 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1313 みらい Y871-001-Pr-00123 みらい 1992 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1314 ハナコニ掴マルヨ ハナコカラ逃ゲロ Y871-001-Ms-01621 ハナコニ掴マルヨ ハナコカラ逃ゲロ 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1314 ハナコニ掴マルヨ ハナコカラ逃ゲロ Y871-001-Ms-01622 ハナコニ掴マルヨ ハナコカラ逃ゲロ 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1315 とだな Y871-001-Ms-01623 とだな 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1315 とだな Y871-001-Ms-01624 とだな 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1315 とだな Y871-001-Pr-00124 とだな 1992 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1316 がっこう Y871-001-Ms-01625 がっこう -宇喜田小学校に- 1992 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1316 がっこう Y871-001-Ms-01626 がっこう -宇喜田小学校に- 1992 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1317 歌うな Y871-001-Ms-01627 歌うな(《歌》による) 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1318 やさしさとゆうき Y871-001-Ms-01628 やさしさとゆうき 1992 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1318 やさしさとゆうき Y871-001-Ms-01629 やさしさとゆうき 1992 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1318 やさしさとゆうき Y871-001-Pr-00125 やさしさとゆうき 1992 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1319 はるのしたく Y871-001-Ms-01630 はるのしたく 1993 手稿譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1319 はるのしたく Y871-001-Ms-01631 はるのしたく 1993 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1320 ハナコ症候群 Y871-001-Ms-01632 ハナコ症候群 1993 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1321 さくしゃ Y871-001-Ms-01633 さくしゃ 1993 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1321 さくしゃ Y871-001-Ms-01634 さくしゃ 1993 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1321 さくしゃ Y871-001-Pr-00126 さくしゃ 1993 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1322 わかれ Y871-001-Ms-01635 わかれ 1993 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1323 さわやかに刈られる蘆や Y871-001-Ms-01636 さわやかに刈られる蘆や 歌とクラリネッ

ト(あるいはアコーディオン)のための

1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1324 少女よ少女 Y871-001-Ms-01637 少女よ少女 1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1325 ゆき Y871-001-Ms-01638 ゆき 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1325 ゆき Y871-001-Ms-01639 ゆき 1994 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1325 ゆき Y871-001-Ms-01640 ゆき 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1326 恋のロンド Y871-001-Ms-01641 恋のロンド 1994 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1327 「じぶん」はひとり Y871-001-Ms-01642 「じぶん」はひとり 1994 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1327 「じぶん」はひとり Y871-001-Ms-01643 <じぶん>はひとり 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1328 向うも春の Y871-001-Ms-01644 向うも春の 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1329 遠いはるかの時の彼方から Y871-001-Ms-01645 [タイトル表記なし] 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1329 遠いはるかの時の彼方から Y871-001-Ms-01646 遠いはるかの時のかなたから 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1330 光の歌 Y871-001-Ms-01647 光の歌 1994 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1331 歩行について Y871-001-Ms-01648 歩行について 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1332 林と思想 Y871-001-Ms-01649 林と思想 1995 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1333 おいてけぼり Y871-001-Cp-00103 おいてけぼり 1995 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1333 おいてけぼり Y871-001-Ms-01650 おいてけぼり 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1333 おいてけぼり Y871-001-Pr-00127 おいてけぼり 1995 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1334 ひと Y871-001-Ms-01651 ひと 1995 手稿譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1334 ひと Y871-001-Ms-01652 ひと 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1335 光 Y871-001-Ms-01653 光 1995 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1336 夜の歌 Y871-001-Ms-01654 夜の歌 1995 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1336 夜の歌 Y871-001-Ms-01655 夜の歌 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1337 祈り Y871-001-Ms-01656 祈り 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1337 祈り Y871-001-Ms-01657 祈り 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1337 祈り Y871-001-Ms-01658 祈り 1995 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1338 歌のように Y871-001-Ms-01659 歌のように 1995 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1338 歌のように Y871-001-Pr-00128 歌のように 1995 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1339 古今三章 Y871-001-Ms-01660 古今三章 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1340 夫婦 Y871-001-Ms-01661 夫婦 1995 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1340 夫婦 Y871-001-Ms-01662 夫婦 1995 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1340 夫婦 Y871-001-Pr-00129 夫婦 1995 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1341 はっぱのすじ Y871-001-Ms-01663 はっぱのすじ 1996 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1341 はっぱのすじ Y871-001-Ms-01664 はっぱのすじ 1996 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1342 ことしの花の… Y871-001-Ms-01665 ことしの花の… 1996 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1343 断章三つ Y871-001-Ms-01666 断章三つ 1996 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1343 断章三つ Y871-001-Ms-01667 断章三つ 1996 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1344 裳裾は大きく広がって Y871-001-Ms-01668 裳裾は大きく広がって メゾソプラノとマリ

ンバのための シェイクスピア「ハムレッ

ト」(小田島雄志･訳)による

1996 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1345 そこだけ Y871-001-Ms-01669 そこだけ 1997 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1345 そこだけ Y871-001-Ms-01670 そこだけ 1997 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1346 うしどし Y871-001-Ms-01671 うしどし 1997 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1347 やさしかったひとに Y871-001-Ms-01672 やさしかったひとに 1997 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1348 ぼくのむねは Y871-001-Ms-01673 ぼくのむねは 1997 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1349 ハコベのはな Y871-001-Ms-01674 ハコベのはな 1997 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1350 龍と詩人 Y871-001-Ms-01675 龍と詩人 1997 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1351 ちょうちょうさん Y871-001-Ms-01676 ちょうちょうさん 1998 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1352 せかさないで Y871-001-Ms-01677 せかさないで 1998 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1353 冬の夜 Y871-001-Ms-01678 冬の夜 1998 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1354 夢の中の設計図 Y871-001-Ms-01679 夢の中の設計図 1998 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1355 ふわりふわふわ Y871-001-Ms-01680 ふわりふわふわ 1998 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1356 のびのび Y871-001-Ms-01681 のびのび 1998 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1357 けむり Y871-001-Ms-01682 けむり 1999 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1358 わたしのすきなこなひきさん Y871-001-Ms-01683 わたしのすきなこなひきさん 1999 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1359 微笑む石 Y871-001-Ms-01684 微笑む石 1999 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1360 小さな沼 Y871-001-Ms-01685 小さな沼 1999 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1361 初夏 Y871-001-Ms-01686 初夏 はつなつ 1999 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1362 小さな春のうた Y871-001-Ms-01687 小さな春のうた 1999 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1363 二月の街 Y871-001-Ms-01688 二月の街 2000 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1364 うたをうたうとき Y871-001-Ms-01689 うたをうたうとき 2000 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1364 うたをうたうとき Y871-001-Ms-01690 うたをうたうとき 2000 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1364 うたをうたうとき Y871-001-Ms-01691 うたをうたうとき 2000 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1365 新しい波と新しい風とわたしと Y871-001-Ms-01692 新しい波と新しい風とわたしと 2000 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1366 おやすみなさい美しい夢をみて Y871-001-Ms-01693 おやすみなさい美しい夢をみて 2000 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1367 水辺を去る Y871-001-Ms-01694 水辺(すいへん)を去る 2000 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1368 ぱぴぷぺぽっつん Y871-001-Ms-01695 ぱぴぷぺぽっつん 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1369 アリオーソ Y871-001-Ms-01696 ARIOSO(「梁塵秘抄」より) 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1370 鳥が Y871-001-Ms-01697 鳥が 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1370 鳥が Y871-001-Pr-00130 鳥が 2001 印刷譜 旋律譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1371 歌はどうしてつくる Y871-001-Ms-01698 歌はどうして作る 2001 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1372 ジャワの男 Y871-001-Ms-01699 ジャワの男 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1373 Haru to Aki no Uta Y871-001-Ms-01700 Haru to Aki no Uta 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1374 「サイロ」の詩による歌曲集 Y871-001-Ms-01701 [タイトル表記なし] 2001 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1375 朝の歌 Y871-001-Ms-01702 朝の歌 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1376 劇的モノローグ 駆込み訴え Y871-001-Ms-01703 駆込み訴え 太宰治による 2001/2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1377 劇的モノローグ 駆込み訴え Y871-001-Cp-00104 劇的モノローグ 駆込み訴え 太宰治による 2006 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1377 劇的モノローグ 駆込み訴え Y871-001-Ms-01704 劇的モノローグ 駆込み訴え 太宰治による 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1378 木の実と葉について Y871-001-Ms-01705 木の実と葉の歌 2001 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1379 いるか Y871-001-Ms-01706 いるか 2002 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1379 いるか Y871-001-Ms-01707 いるか(ことばあそびうた) 2002 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1380 梅に鷹 Y871-001-Ms-01708 梅に鷹 2002 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1381 小さな恋 Y871-001-Ms-01709 小さな恋 2002 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1382 ハンムラビ「法典」 Y871-001-Ms-01710 ハンムラビ「法典」 2002 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1383 君が人生の時 Y871-001-Ms-01711 君が人生の時 2002 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1384 劇場の怪人 Y871-001-Ms-01712 劇場の怪人 2002 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1385 ゆっくりゆきちゃん Y871-001-Ms-01713 ゆっくりゆきちゃん 2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1386 野川 Y871-001-Ms-01714 野川 2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1387 オコジョのダンス Y871-001-Ms-01715 オコジョのダンス 2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1388 掌組曲･幼な子に Y871-001-Ms-01716 掌組曲･幼な子に 2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1389 垣根の柳 Y871-001-Ms-01717 垣根の柳 2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1390 ふたりはいつも Y871-001-Ms-01718 ふたりはいつも 2003 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1391 彼女と - 彼らと 舞台のための歌曲集 Y871-001-Ms-01719 [タイトル表記なし] 2003 手稿譜 独唱譜, 独奏譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1392 からだ Y871-001-Ms-01720 からだ 2004 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1393 ありんこ Y871-001-Ms-01721 ありんこ 2004 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1394 井戸の水 Y871-001-Ms-01722 井戸の水 2004 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1395 海べ Y871-001-Ms-01723 海べ 2004 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1396 続･歩行について Y871-001-Ms-01724 続･歩行について 2004 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1397 いちにんまえ Y871-001-Ms-01725 いちにんまえ 2005 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1398 夕暮れの雲 Y871-001-Ms-01726 夕暮れの雲 2005 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1399 へんてこりんのうた Y871-001-Ms-01727 へんてこりんのうた 2005 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1400 じゅうねんたったら Y871-001-Ms-01728 じゅうねんたったら 2005/2006 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1400 じゅうねんたったら Y871-001-Ms-01729 じゅうねんたったら 2005/2006 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1401 ぼくがここに Y871-001-Ms-01730 ぼくがここに 2006 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1402 ことば Y871-001-Ms-01731 ことば 2006 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1403 蝶とパラソル Y871-001-Ms-01732 蝶とパラソル 2006 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1404 宮澤賢治詞華集 歌と日本楽器のための Y871-001-Cp-00105 宮澤賢治詞華集 歌と日本楽器のための 2006 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1404 宮澤賢治詞華集 歌と日本楽器のための Y871-001-Ms-01733 宮澤賢治詞華集 歌と日本楽器のための 2006 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1405 いいこ Y871-001-Ms-01734 いいこ 2007 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1406 林の光 Y871-001-Ms-01735 林の光 2008 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1407 おほしさま Y871-001-Ms-01736 おほしさま 2008 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1407 おほしさま Y871-001-Ms-01737 おほしさま 2008 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1408 フルート助奏つきソングアルバム Y871-001-Ms-01738 [タイトル表記なし] 2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1409 少女と雲 Y871-001-Ms-01739 少女と雲 2008 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1410 緑色 Y871-001-Ms-01740 緑色 2008 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1411 夜の中を Y871-001-Ms-01741 [タイトル表記なし] 2008 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1412 虹色の歌(歩行について・第三) Y871-001-Ms-01742 [タイトル表記なし] 2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1413 ひると夜の歌 Y871-001-Ms-01743 ひると夜の歌 2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1414 クリークのこもりうた Y871-001-Ms-01744 クリークのこもりうた 2009 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1415 夜道 Y871-001-Ms-01745 夜道 2009 手稿譜 独唱譜 林光
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声楽曲 : 独唱曲 1416 おじいちゃんの顔 Y871-001-Ms-01746 おじいちゃんの顔 2009 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1417 鹿よ おれの兄弟よ Y871-001-Ms-01747 鹿よ おれの兄弟よ 歌、語りとピアノのた

めの

2009 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1418 キンバルのうた Y871-001-Ms-02121 キンバル 2009 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1418 キンバルのうた Y871-001-Ms-02122 [タイトル表記なし] 2009 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1419 ゆきがふる Y871-001-Ms-01748 ゆきがふる 2010 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1420 初春 Y871-001-Ms-01749 初春 2010 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1421 音の虹 Y871-001-Ms-01750 音の虹 2010 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1422 くまさん Y871-001-Ms-01751 くまさん 2011 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1423 竹久夢二の詩による歌 Y871-001-Ms-01752 [タイトル表記なし] 2011 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1424 この娘は摘みます野いばらを(子守唄) Y871-001-Ms-01753 この娘は摘みます野いばらを(子守唄) 2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1425 すっとびとびすけ Y871-001-Ms-01754 すっとびとびすけ 不詳 手稿譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1426 なんかいもなかなおり Y871-001-Ms-01755 なんかいもなかなおり 不詳 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

声楽曲 : 独唱曲 1426 なんかいもなかなおり Y871-001-Ms-01756 なんかいもなかなおり 不詳 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1427 新潟県立佐渡高等学校校歌 Y871-001-Cp-00107 佐渡高等学校校歌 1955 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1427 新潟県立佐渡高等学校校歌 Y871-001-Pr-00131 佐渡高等学校校歌 1955 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1428 新潟県立佐渡高等学校校歌 Y871-001-Ms-01757 佐渡高等学校校歌 1993 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1429 岩手県紫波町立赤石小学校校歌 風は緑に Y871-001-Cp-00108 赤石小学校校歌 1955 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1430 北茨城市立平潟小学校校歌(茨城) Y871-001-Cp-00109 平潟小学校校歌 1957 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1431 道 熊本県立八代高等学校校歌 Y871-001-Cp-00110 『道』 -熊本県立八代高等学校校歌- 1957 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1431 道 熊本県立八代高等学校校歌 Y871-001-Ms-01758 「道」･熊本県立八代高校校歌 1957 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1432 広島市商業高等学校生徒歌 Y871-001-Cp-00111 広島県 広島市商業学校生徒歌 1960 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1432 広島市商業高等学校生徒歌 Y871-001-Ms-01759 広島県広島市商業高等学校生徒歌 1960 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1433 江東区立第四砂町中学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00132 第四砂町中学校校歌 1963 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1434 静岡県立静岡東高等学校校歌 Y871-001-Cp-00112 静岡東高等学校校歌 1965 手稿譜(複写) ヴォーカルス

コア

林光
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団体のための音楽 : 団

体歌

1434 静岡県立静岡東高等学校校歌 Y871-001-Cp-00113 [タイトル表記なし] 1965 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1434 静岡県立静岡東高等学校校歌 Y871-001-Pr-00133 静岡東高等学校校歌 1965 印刷譜 ヴォーカルス

コア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1435 堺市立大仙西小学校校歌(大阪) Y871-001-Pr-00134 大仙西小学校校歌 [1967] 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1436 府中市立武蔵台小学校校歌(東京) Y871-001-Cp-00114 ムサシ台小学校 校歌 1968 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1436 府中市立武蔵台小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00135 東京都府中市立武蔵台小学校校歌 1968 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1437 田無市立芝久保小学校校歌(東京) Y871-001-Cp-00115 [タイトル表記なし] 1969 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1437 田無市立芝久保小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00136 芝久保小学校校歌 1969 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1438 東大和市立第五小学校校歌(東京) Y871-001-Cp-00116 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1438 東大和市立第五小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00137 第五小学校校歌 1972 印刷譜 コーラススコ

ア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1439 福山市立福山高等学校校歌(広島) Y871-001-Cp-00117 福山市立福山高等学校校歌 1973 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1439 福山市立福山高等学校校歌(広島) Y871-001-Pr-00138 福山市立福山高等学校校歌 1973 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1440 山梨市立山梨北中学校校歌 Y871-001-Cp-00118 山梨市立山梨北中学校校歌 1973 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1440 山梨市立山梨北中学校校歌 Y871-001-Pr-00139 山梨市立山梨北中学校校歌 1973 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1441 甲州市立勝沼小学校校歌(山梨) Y871-001-Cp-00119 勝沼小学校校歌 1973 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1442 立川市立幸小学校校歌 わたしがたねを(東

京)

Y871-001-Cp-00120 立川市立幸小学校校歌 1973 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1442 立川市立幸小学校校歌 わたしがたねを(東

京)

Y871-001-Ms-01760 立川市立幸小学校校歌 1973 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1443 上尾市立西中学校校歌(埼玉) Y871-001-Cp-00121 上尾市立西中学校校歌 1975 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1443 上尾市立西中学校校歌(埼玉) Y871-001-Pr-00140 上尾西中学校校歌 1975 印刷譜 コーラススコ

ア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1444 足立区立竹の塚北小学校校歌(東京) Y871-001-Cp-00122 竹の塚北小学校校歌 1976 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1444 足立区立竹の塚北小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00141 竹の塚北小学校校歌 1976 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1445 埼玉医科大学校歌 Y871-001-Cp-00123 埼玉医科大学校歌 1976 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1446 神奈川県立港南台高等学校校歌 Y871-001-Cp-00124 神奈川県立港南台高校校歌 1976 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1446 神奈川県立港南台高等学校校歌 Y871-001-Pr-00142 神奈川県立港南台高等学校校歌 1976 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1447 埼玉県立上尾東高等学校校歌 Y871-001-Cp-00125 埼玉県立上尾東高等学校校歌 1977 手稿譜(複写) 独唱譜 林光
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団体のための音楽 : 団

体歌

1448 羽生市立南中学校校歌(埼玉) Y871-001-Ms-01761 埼玉県羽生市立南中学校校歌 1977 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1448 羽生市立南中学校校歌(埼玉) Y871-001-Pr-00143 羽生市立南中学校校歌 1977 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1449 秋川市立一の谷小学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01762 秋川市立一の谷小学校校歌 1977 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1449 秋川市立一の谷小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00144 秋川市立一の谷小学校校歌 1977 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1450 田無市立田無第四中学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01763 田無市立田無第四中学校校歌 1978 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1450 田無市立田無第四中学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00145 田無市立田無第四中学校校歌 1978 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1451 八千代市立高津中学校校歌(千葉) Y871-001-Cp-00126 八千代市立高津中学校校歌 1978 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1452 船橋市立三田中学校校歌(千葉) Y871-001-Ms-01764 船橋市立三田中学校校歌 1978 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1452 船橋市立三田中学校校歌(千葉) Y871-001-Pr-00146 船橋市立三田中学校校歌 1978 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1453 世田谷区立上祖師谷中学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01765 世田谷区立上祖師谷中学校校歌 1978 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1453 世田谷区立上祖師谷中学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00147 世田谷区立上祖師谷中学校校歌 1978 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1454 上尾市立南中学校校歌(埼玉) Y871-001-Ms-01766 上尾市立南中学校校歌 1980 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1455 瑞穂第五小学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01767 瑞穂第五小学校校歌 1980 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1455 瑞穂第五小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00148 瑞穂第五小学校校歌 1980 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1456 田無市立西原第二小学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01768 田無市立西原第二小学校校歌 1982 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1457 ひかりの道 東大和市立第五中学校校歌(東

京)

Y871-001-Ms-01769 ひかりの道(東大和市立第五中学校校歌) 1983 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1457 ひかりの道 東大和市立第五中学校校歌(東

京)

Y871-001-Pr-00149 ひかりの道 東大和市立第五中学校校歌 1983 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1458 江戸川区立宇喜田小学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01770 宇喜田小学校校歌 1983 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1459 練馬区立光が丘第四中学校校歌(東京) Y871-001-Cp-00127 練馬区立光が丘第四中学校校歌 1985 手稿譜(複写) 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1460 保谷市立住吉小学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01771 保谷市立住吉小学校校歌 1986 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1460 保谷市立住吉小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00150 東京都保谷市立住吉小学校校歌 1986 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1461 上尾市立大谷中学校校歌(埼玉) Y871-001-Ms-01772 上尾市立大谷中学校校歌 1986 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1461 上尾市立大谷中学校校歌(埼玉) Y871-001-Pr-00151 上尾市立大谷中学校校歌 1986 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1462 文教大学湘南の歌 Y871-001-Ms-01773 文教大学の歌 1987 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1462 文教大学湘南の歌 Y871-001-Pr-00152 文教大学湘南の歌 1987 印刷譜 独唱譜 林光
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団体のための音楽 : 団

体歌

1463 練馬区立光が丘第八小学校校歌(東京) Y871-001-Ms-01774 光が丘第八小学校校歌 1989 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1463 練馬区立光が丘第八小学校校歌(東京) Y871-001-Pr-00153 東京都練馬区立光が丘第八小学校校歌 1989 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1464 いまここに 愛知学泉大学･短期大学校歌 Y871-001-Ms-01775 いまここに・愛知学泉校歌 1998 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1464 いまここに 愛知学泉大学･短期大学校歌 Y871-001-Ms-01776 いまここに・愛知学泉校歌 1998 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1465 かわはきらめき 荒川区立汐入小学校校歌

(東京)

Y871-001-Ms-01777 かわはきらめき(汐入小学校校歌) 2002 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1465 かわはきらめき 荒川区立汐入小学校校歌

(東京)

Y871-001-Ms-01778 かわはきらめき(汐入小学校校歌) 2002 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1466 きのうをあすに 江東区立大島西中学校校

歌(東京)

Y871-001-Ms-01779 きのうをあすに -大島西中校歌- 2002 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1466 きのうをあすに 江東区立大島西中学校校

歌(東京)

Y871-001-Pr-00154 きのうをあすに -大島西中学校校歌- 2002 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1467 まぶしい今日は 鵠沼高等学校校歌(神奈川) Y871-001-Ms-01780 鵠沼高校校歌 2004 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1468 まぶしい今日は 鵠沼高等学校校歌(神奈川) Y871-001-Ms-01781 この星に生きる -鵠沼高校校歌- 2004 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1469 空を見る 福山市立福山中学校・福山高等

学校校歌(広島)

Y871-001-Ms-01782 空を見る -福山市立福山中学校・福山高等

学校校歌-

2005 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1470 いのちの森に 目黒区立目黒中央中学校校

歌(東京)

Y871-001-Ms-01783 いのちの森に 目黒中央中学校校歌 2005 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1471 いま青春の 静岡県立浜松大平台高等学校

校歌

Y871-001-Ms-01784 いま 青春の 静岡県立浜松大平台高等学校

校歌

2006 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1472 未来のかたちを 静岡県立科学技術高等学

校校歌

Y871-001-Ms-01785 未来のかたちを -静岡県立科学技術高等学

校校歌-

2008 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1473 しおいりのまちで 荒川区立汐入東小学校

校歌(東京)

Y871-001-Ms-01786 [タイトル表記なし] 2010 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1473 しおいりのまちで 荒川区立汐入東小学校

校歌(東京)

Y871-001-Ms-01787 しおいりのまちで -荒川区立汐入東小学校

校歌-

2010 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1474 京都橘大学学歌 Y871-001-Ms-01788 京都橘大学学歌 2010 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1474 京都橘大学学歌 Y871-001-Ms-01789 京都橘大学学歌 2010 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1475 無限の明日 練馬区立光が丘秋の陽小学校

校歌(東京)

Y871-001-Ms-01790 無限の明日 -練馬区立光が丘秋の陽小学校

校歌-

2010 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1476 北の仲間 青森銀行従業員組合十周年記念

組合歌

Y871-001-Pr-00155 北の仲間 不詳 印刷譜 スコア 林光
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団体のための音楽 : 団

体歌

1477 私鉄関西地連の歌 Y871-001-Ms-01791 私鉄関西地連の歌 1956 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1477 私鉄関西地連の歌 Y871-001-Pr-00156 私鉄関西地連の歌 1956 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1478 紀陽銀行従業員組合のうた Y871-001-Pr-00157 紀陽銀行従業員組合のうた 1957 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1479 平和の方へ 東洋レーヨン労働組合歌 Y871-001-Pr-00158 東洋レーヨン労働組合歌 附 平和の方へ 1957 or 1958 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1480 太平洋海運社歌 Y871-001-Pr-00159 太平洋海運社歌 1960 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1481 都職労の歌 この手をつなげ Y871-001-Ms-01792 ≪都職労の歌≫ 1961 手稿譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1481 都職労の歌 この手をつなげ Y871-001-Ms-01793 都職労の歌 1961 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1481 都職労の歌 この手をつなげ Y871-001-Pr-00160 都職労の歌 1961 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1481 都職労の歌 この手をつなげ Y871-001-Pr-00161 都職労の歌 1961 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1482 株式会社ジーシー社歌 Y871-001-Pr-00162 社歌 1961 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1483 株式会社ジーシー社歌 Y871-001-Ms-01794 株式会社ジーシー社歌 2010 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1483 株式会社ジーシー社歌 Y871-001-Ms-01795 株式会社ジーシー社歌 2010 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1484 株式会社ジーシー社歌 Y871-001-Pr-00163 株式会社ジーシー社歌 2010 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1485 銀鈴会会歌 Y871-001-Pr-00164 銀鈴会会歌 1969 印刷譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1486 第3回喉頭摘出者世界大会の歌 Y871-001-Ms-01796 [タイトル表記なし] 1982 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1486 第3回喉頭摘出者世界大会の歌 Y871-001-Ms-01797 国際喉頭摘出者世界大会会歌 1982 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1486 第3回喉頭摘出者世界大会の歌 Y871-001-Pr-00165 第3回喉頭摘出者世界大会の歌 1982 印刷譜 旋律譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1487 六花亭の歌 Y871-001-Ms-01798 六花亭の歌 1988 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1487 六花亭の歌 Y871-001-Ms-01799 六花亭の歌 1988 手稿譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1488 東根市の歌(山形) Y871-001-Cp-00128 東根市の歌 1990 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1488 東根市の歌(山形) Y871-001-Cp-00129 東根市の歌(同声2部合唱用) 1990 手稿譜(複写) スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1488 東根市の歌(山形) Y871-001-Ms-01800 東根市の歌 1990 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1488 東根市の歌(山形) Y871-001-Ms-01801 東根市の歌(混声4部合唱用) 1990 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1488 東根市の歌(山形) Y871-001-Pr-00166 東根市の歌 1990 印刷譜 林光
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団体のための音楽 : 団

体歌

1489 ふくしま国体讃歌「ほんとうの空へ」 Y871-001-Ms-01802 ほんとうの空へ 1993 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1489 ふくしま国体讃歌「ほんとうの空へ」 Y871-001-Pr-00167 ふくしま国体讃歌「ほんとうの空へ」 1993 印刷譜 スコア 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1490 ブレヒトの芝居小屋のうた Y871-001-Ms-01803 ブレヒトの芝居小屋のうた 1997 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1491 元気だ 六花亭 Y871-001-Ms-01804 元気だ 六花亭 1998 手稿譜 独唱譜 林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1492 神奈川銀鈴会会歌 Y871-001-Ms-01805 神奈川銀鈴会会歌 不詳 手稿譜 独唱譜 林光

放送・映画音楽 1493 グッドサン 弘進ゴム コマーシャル・ソン

グ

Y871-001-Ms-01806 [タイトル表記なし] 1963 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1493 グッドサン 弘進ゴム コマーシャル・ソン

グ

Y871-001-Ms-01807 弘進ゴム CMソング 1963 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

放送・映画音楽 1493 グッドサン 弘進ゴム コマーシャル・ソン

グ

Y871-001-Ms-01808 グッドサン 1963 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

放送・映画音楽 1494 日産 Y871-001-Ms-01809 日産CM 1968 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1495 ホンダZ Y871-001-Ms-01810 Honda-Z C.M. 1970 手稿譜 スコア 林光

その他 1496 ポップてまりうた Y871-001-Ms-01811 ポップ手まりうた 1971 手稿譜 パート譜 林光

その他 1496 ポップてまりうた Y871-001-Ms-01812 ポップ手まりうた 1971 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1497 オリヴェッティ Y871-001-Ms-01813 OLIVETTI '72 per 5 STURMENTI 1972 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1497 オリヴェッティ Y871-001-Ms-01814 [タイトル表記なし] 1972 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 1498 小学館「日本の歴史」 Y871-001-Ms-01815 小学館「日本の歴史」 1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1498 小学館「日本の歴史」 Y871-001-Ms-01816 [タイトル表記なし] 1973 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 1499 ヱビスビールのためのプレリュード

Prelude for Ebisu-Beer

Y871-001-Ms-01817 PRELUDE for EBISU-BEER 1973 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1500 さんけん茶 Y871-001-Ms-01818 さんけん茶 C.M 1975 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1501 日生 Y871-001-Ms-01819 日生コマーシャル 不詳 手稿譜 スコア 林光

編曲 1502 バイカル湖のほとり シベリア民謡による Y871-001-Cp-00130 バイカル湖のほとり ピアノとセロのために

シベリア民謡による-

1949(編曲) 手稿譜(複写) スコア 林光(編曲)

編曲 1502 バイカル湖のほとり シベリア民謡による Y871-001-Ms-01820 バイカル湖のほとり ピアノとセロのために

シベリア民謡による-

1949(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1502 バイカル湖のほとり シベリア民謡による Y871-001-Ms-01821 バイカル湖のほとり ピアノとセロのために

シベリア民謡による-

1949(編曲) 手稿譜 パート譜 林光(編曲)
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編曲 1503 原爆を許すまじ Y871-001-Ms-01822 原爆を許すまじ オーケストラのために 1955/1991(編

曲)

手稿譜 スコア 木下航二

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1504 ハンガリア田園幻想曲 Y871-001-Ms-01823 Hungarian Pastorale Fantasie 1960(編曲) 手稿譜 スコア A.F.

Doppler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1505 女の愛と生涯 Y871-001-Ms-01824 frauenliebe und leben für hohenstimme,

orchester mit klavier frauenliebe und

leben Schumann op.42

1960(編曲) 手稿譜 スコア R.

Schumann

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1506 アイヌの歌 合唱と7人の奏者のための 近藤

鏡二郎採譜・訳詞のアイヌ民謡コレクショ

ンによる

Y871-001-Pr-00168 合唱と7人の奏者のためのアイヌの歌 1960(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1507 トロイカ Y871-001-Ms-01825 ТРОИКа トロイカ チャイコフスキー 1961(編曲) 手稿譜 スコア P.I.

Tchaikovsk

y(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1507 トロイカ Y871-001-Ms-01826 トロイカ 1961(編曲) 手稿譜 スコア P.I.

Tchaikovsk

y(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1508 エチュードⅢ Y871-001-Ms-01827 ≪Etude Ⅲ≫ Chopin op.10, no.3 1961(編曲) 手稿譜 スコア F.

Chopin(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1509 グリーグ≪ピアノ協奏曲≫より Y871-001-Ms-01828 グリーク. ピアノ協奏曲より(題未定) 1961(編曲) 手稿譜 スコア E.G.

Grieg(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1510 四つのイギリス民謡 Y871-001-Ms-01829 [タイトル表記なし] 1962/2006(編

曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1510 四つのイギリス民謡 Y871-001-Ms-01830 [タイトル表記なし] 1962/2006(編

曲)

手稿譜 旋律譜 林光(編曲)

編曲 1510 四つのイギリス民謡 Y871-001-Pr-00169 イギリスの歌 1962/2006(編

曲)

印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1510 四つのイギリス民謡 Y871-001-Pr-00170 四つのイギリス民謡 1962/2006(編

曲)

印刷譜 林光(編曲)
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編曲 1511 混声合唱による日本抒情歌曲集第2集 Y871-001-Ms-01831 [タイトル表記なし] 1962-1976(編

曲)

手稿譜 スコア 近衛秀麿

(原曲), 弘

田龍太郎

(原曲), 中

山晋平(原

曲), 服部正

(原曲), 中

田章(原曲),

山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1511 混声合唱による日本抒情歌曲集第2集 Y871-001-Ms-01832 [タイトル表記なし] 1962-1976(編

曲)

手稿譜 スコア 近衛秀麿

(原曲), 弘

田龍太郎

(原曲), 中

山晋平(原

曲), 服部正

(原曲), 中

田章(原曲),

山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1511 混声合唱による日本抒情歌曲集第2集 Y871-001-Ms-01833 [タイトル表記なし] 1962-1976(編

曲)

手稿譜 パート譜 近衛秀麿

(原曲), 弘

田龍太郎

(原曲), 中

山晋平(原

曲), 服部正

(原曲), 中

田章(原曲),

山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1515 雨になにをした Y871-001-Ms-01834 WHAT HAVE THEY DONE TO THE RAIN

雨になにをした

1964(編曲) 手稿譜 スコア M.

Reynolds(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1515 雨になにをした Y871-001-Ms-01835 What Have They Done To The Rain 雨に

なにをした

1964(編曲) 手稿譜 パート譜 M.

Reynolds(

原曲), 林光

(編曲)
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編曲 1520 戦友 Y871-001-Cp-00131 戦友 1965(編曲) 手稿譜(複写) パート譜 三善和気

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1520 戦友 Y871-001-Ms-01836 戦友 1965(編曲) 手稿譜 スコア 三善和気

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1520 戦友 Y871-001-Ms-01837 [タイトル表記なし] 1965(編曲) 手稿譜 パート譜 三善和気

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1521 いちでたちばな 佐賀童歌による Y871-001-Ms-01838 一でたちばな 1965(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1523 時計の針を合わせよう アメリカ伝承曲 Y871-001-Ms-01839 [タイトル表記なし] [1966](編曲) 手稿譜 旋律譜 林光(編曲)

編曲 1524 フォスター・メロディー Y871-001-Ms-01840 FOSTER-MELODIES 1968(編曲) 手稿譜 スコア S.

Foster(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1525 死んだ男の残したものは 独唱曲 Y871-001-Ms-01841 死んだ男の残したものは… 1969(編曲) 手稿譜 スコア 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1526 死んだ男の残したものは 独唱曲 Y871-001-Ms-01842 死んだ男の残したものは 1974/2002(編

曲)

手稿譜 独唱譜 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1526 死んだ男の残したものは 独唱曲 Y871-001-Ms-01843 死んだ男の残したものは 1974/2002(編

曲)

手稿譜 独唱譜 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1526 死んだ男の残したものは 独唱曲 Y871-001-Pr-00171 死んだ男の残したものは 1974/2002(編

曲)

印刷譜 独唱譜 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1527 トロイカ(ロシア民謡) Y871-001-Ms-01844 トロイカ [196-](編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1528 おもちゃのチャチャチャ Y871-001-Ms-01845 おもちゃのチャチャチャ [196-](編曲) 手稿譜 スコア 越部信義

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1529 谷間の灯 Y871-001-Ms-01846 谷間の灯 [196-](編曲) 手稿譜 スコア J. Lyons,

S.C. Hart

and The

Vagabonds

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1530 行ってしまった小鳥 Y871-001-Ms-01847 行ってしまった小鳥 [196-](編曲) 手稿譜 スコア T. Sygietyń

ski(原曲),

林光(編曲)

編曲 1531 たき火をかこんで Y871-001-Ms-01848 たき火をかこんで [196-](編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1532 おお牧場はみどり Y871-001-Ms-01849 おお牧場はみどり [196-](編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1533 ドナドナ 器楽合奏のための Y871-001-Ms-01850 ドナドナ [196-](編曲) 手稿譜 スコア S.

Secunda(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1534 東京 - 北京 Y871-001-Ms-01851 東京 - 北京 [196-](編曲) 手稿譜 スコア 寺原伸夫

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1535 春の海 Y871-001-Ms-01852 HARU-NO-UMI 春の海 [196-](編曲) 手稿譜 スコア 宮城道雄

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1535 春の海 Y871-001-Ms-01853 春の海 [196-](編曲) 手稿譜 パート譜 宮城道雄

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1536 フルートと弦楽オーケストラのための協奏

曲

Y871-001-Ms-01854 Carl Stamitz KONZERT fur FLOTE mit

Streichorchester

[196-](編曲) 手稿譜 スコア C.

Stamitz(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1537 ロシアのおどり Y871-001-Ms-01855 ロシアのおどり [196-](編曲) 手稿譜 スコア P.I.

Tchaikovsk

y(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1538 グリーンスリーブス 2本のフルートとホル

ンのための

Y871-001-Ms-01856 グリーンスリーヴス [196-](編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1539 前線にも春が来た Y871-001-Ms-01857 前線にも春が来た [196-](編曲) 手稿譜 スコア V.P.

Solovyov-

Sedoi(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1540 わかれ Y871-001-Pr-00172 わかれ [196-

]/1974(編曲)

印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1540 わかれ Y871-001-Pr-00173 わかれ [196-

]/1974(編曲)

印刷譜 独唱譜 林光(編曲)
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編曲 1541 <ビートルズ>アレンジ Y871-001-Ms-01858 [タイトル表記なし] [196-](編曲) 手稿譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1541 <ビートルズ>アレンジ Y871-001-Ms-01859 [タイトル表記なし] [196-](編曲) 手稿譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1541 <ビートルズ>アレンジ Y871-001-Ms-01860 [タイトル表記なし] [196-](編曲) 手稿譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1541 <ビートルズ>アレンジ Y871-001-Ms-01861 [タイトル表記なし] [196-](編曲) 手稿譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1542 死んだ男の残したものは 混声合唱のため

の

Y871-001-Ms-01862 死んだ男の残したものは…… 1971(編曲) 手稿譜 スコア 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1543 死んだ男の残したものは 混声合唱のため

の

Y871-001-Ms-01863 9. 死んだ男の残したものは 1980(編曲) 手稿譜 スコア 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1544 オルフェオ Y871-001-Ms-01864 L'ORFEO FAVOLA IN MUSICA DI

CLAUDIO MONTEVERDI 1607

1971(編曲) 手稿譜 スコア C.

Monteverd

i(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1545 風に吹かれて Y871-001-Ms-01865 bob dylan's blowin' in the wind for 4-

parts-female-voices with piano

1972(編曲) 手稿譜 スコア B.

Dylan(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1546 恋人の髪は黒 女声合唱のための Y871-001-Ms-01866 black is the colour of my truelove's hair

for 4-parts-female-voices with piano

1972(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1547 死んだ男の残したものは 女声合唱のため

の

Y871-001-Ms-01867 死んだ男の残したものは 1972(編曲) 手稿譜 スコア 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1548 ひとりぼっちの裸の子供 Y871-001-Ms-01868 ひとりぼっちの裸の子供 1972(編曲) 手稿譜 スコア 湯浅譲二

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1549 恋人の髪は黒 ヴァイオリンとピアノのため

の

Y871-001-Ms-01869 black is the colour of my true love's hair

for Violin and Piano

1972(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1550 Concerto per due flauti e orchestra Y871-001-Ms-01870 CIMAROSA 1749-1801 CONCERTO per

due flauti e orchestra

1972(編曲) 手稿譜 スコア D.

Cimarosa(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1550 Concerto per due flauti e orchestra Y871-001-Ms-01871 CADENZA =Domenico Cimarosa 1754-

1801=

1972(編曲) 手稿譜 スコア D.

Cimarosa(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1551 イエスタデイ Y871-001-Ms-01872 YESTERDAY 1973(編曲) 手稿譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1551 イエスタデイ Y871-001-Ms-01873 YESTERDAY 1973(編曲) 手稿譜 パート譜 Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1552 64歳になったら Y871-001-Ms-01874 WHEN I'M SIXTY FOUR 1973(編曲) 手稿譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1552 64歳になったら Y871-001-Ms-01875 When I'M Sixty Four 1973(編曲) 手稿譜 パート譜 Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1553 クリスマスのうた Y871-001-Ms-01876 クリスマスのうた 1973(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1553 クリスマスのうた Y871-001-Pr-00174 クリスマスのうた 1973(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1554 さくらんぼが実るころ Y871-001-Ms-01877 さくらんぼが実るころ 1974/2009(編

曲)

手稿譜 旋律譜 A.

Renard(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1554 さくらんぼが実るころ Y871-001-Pr-00175 さくらんぼの実る頃 1974/2009(編

曲)

印刷譜 独唱譜 A.

Renard(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1556 グリーンスリーブス 独唱(合唱)曲 Y871-001-Pr-00176 グリーン・スリーブス 1974(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)
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編曲 1557 アリラン Y871-001-Pr-00177 アリラン 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 林光(編曲)

編曲 1558 赤い靴 Y871-001-Pr-00178 赤い靴 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 本居長世

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1559 線路の仕事 Y871-001-Pr-00179 線路の仕事 1974(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1560 ダニー・ボーイ Y871-001-Pr-00180 ダニー・ボーイ 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 林光(編曲)

編曲 1561 ドナドナ 独唱曲 Y871-001-Pr-00181 ドナドナ 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 S.

Secunda(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1562 しゃれこうべのうた Y871-001-Pr-00182 しゃれこうべのうた 1974(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1563 漕げよマイケル Y871-001-Pr-00183 漕げよ マイケル 1974(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1564 イエロゥ・サブマリン Y871-001-Pr-00184 イエロゥ・サブマリン 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1565 ア・ハードデイズ・ナイト Y871-001-Pr-00185 ア・ハード デイズ・ナイト 1974(編曲) 印刷譜 スコア Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1566 ラ・クカラッチャ Y871-001-Pr-00186 ラ・クカラッチャ 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 林光(編曲)

編曲 1567 さよならジャマイカ Y871-001-Pr-00187 さよならジャマイカ 1974(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1568 コンドルは飛んで行く Y871-001-Pr-00188 コンドルは飛んで行く 1974(編曲) 印刷譜 スコア D.A.

Robles(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1569 ロリーニャ Y871-001-Pr-00189 ロリーニャ 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 林光(編曲)

編曲 1570 あなたはもうひとりではない Y871-001-Pr-00190 あなたはもうひとりではない 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 C. King(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1571 思い出のダンバートン・ドラム Y871-001-Pr-00191 思い出のダンバートン・ドラム 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 林光(編曲)

編曲 1572 鯉のぼり Y871-001-Pr-00192 鯉のぼり 1974(編曲) 印刷譜 独唱譜 永井よう

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1573 ちびすけうさぎのカルロス・ロサーノ Y871-001-Ms-01878 ちびすけうさぎのカルロス・ロサーノ 1975(編曲) 手稿譜 スコア 丸山亜希

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1574 芦別の雪の中を Y871-001-Pr-00193 芦別の雪の中を 1976(編曲) 印刷譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1575 6声のリチェルカーレ 弦楽オーケストラの

ための

Y871-001-Ms-01879 J.S. BACH Ricercata a 6 voci aus dem

"MUSIKALISCHEN OPFER" fur

streichorchester

1976(編曲) 手稿譜 スコア J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1576 しばられた手の祈り Y871-001-Ms-01880 [タイトル表記なし] 1976(編曲) 手稿譜 スコア 朴炯圭(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1576 しばられた手の祈り Y871-001-Ms-01881 讃美歌 しばられた手の祈り 1976(編曲) 手稿譜 パート譜 朴炯圭(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1577 祈り Y871-001-Pr-00194 祈り [1976](編曲) 印刷譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1578 6声のリチェルカーレ フルート、バスー

ン、弦楽四重奏のための

Y871-001-Cp-00132 J.S. BACH Ricercata a 6 voci aus dem

"MUSIKALISCHEN OPFER" fur

streichorchester

[1976](編曲) 手稿譜(複写) スコア J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1579 不屈の民 Y871-001-Ms-01882 不屈の民 piano 1977(編曲) 手稿譜 パート譜 A.S.

Ortega(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1579 不屈の民 Y871-001-Ms-01883 不屈の民 1977(編曲) 手稿譜 旋律譜 A.S.

Ortega(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1580 猫の嫁入り烏が三匹 Y871-001-Cp-00133 猫の嫁入り烏が三匹 1979(編曲) 手稿譜(複写) スコア 林光(編曲)

編曲 1580 猫の嫁入り烏が三匹 Y871-001-Pr-00227 猫の嫁入り烏が三匹 1979(編曲) 印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1581 ふくろうのうた チェロ2重奏のための Y871-001-Ms-01884 ふくろうの歌 チェロ2重奏のために 1979(編曲) 手稿譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1582 沖縄童歌 島こども歌1 Y871-001-Ms-01885 [タイトル表記なし] 1979/1980(編

曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)
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編曲 1583 耕すものへの祈り Y871-001-Ms-01886 La Plegaria a Un Labrador 耕すものへの

祈り

1979(編曲) 手稿譜 スコア V.L. Jara

Martinez(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1583 耕すものへの祈り Y871-001-Ms-01887 農民への祈り(La Plegaria a Un Labrador) 1979(編曲) 手稿譜 旋律譜 V.L. Jara

Martinez(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1584 丘の春 Y871-001-Ms-01888 丘の春 1979(編曲) 手稿譜 スコア 清瀬保二

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1585 自由をめざして Y871-001-Ms-01889 自由をめざして HACIA LA LIBERTAD [1979](編曲) 手稿譜 スコア H. Salinas

Alvarez(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1585 自由をめざして Y871-001-Ms-01890 自由をめざして [1979](編曲) 手稿譜 旋律譜 H. Salinas

Alvarez(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1586 びわの実 Y871-001-Ms-01891 びわの実 [1979](編曲) 手稿譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1586 びわの実 Y871-001-Pr-00195 びわの実 [1979](編曲) 印刷譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1587 日本抒情歌集 Y871-001-Ms-01892 [タイトル表記なし] 1980(編曲) 手稿譜 スコア 中田章, 橋

本国彦, 服

部正, 中山

晋平, 山田

耕筰, 梁田

貞(原曲),

林光(編曲)

編曲 1588 混声合唱による日本抒情歌曲集第3集 Y871-001-Cp-00134 [タイトル表記なし] 1980(編曲) 手稿譜(複写) スコア 山田耕筰,

中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1589 緑の山河 Y871-001-Ms-01893 緑の山河 1981(編曲) 手稿譜 スコア 小杉誠治

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1590 埋められた武器の子守歌 Y871-001-Ms-01894 埋められた武器の子守歌 1982(編曲) 手稿譜 独唱譜 K.

Krahelska(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1591 埋められた武器の子守歌 Y871-001-Ms-01895 埋められた武器の子守うた 1985(編曲) 手稿譜 スコア K.

Krahelska(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1592 碑銘 Y871-001-Ms-01896 碑銘 1982(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1593 タンゴ・バラード Y871-001-Ms-01897 ヒモの歌 1982(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1594 いぬふぐり Y871-001-Ms-01898 いぬふぐり 1982(編曲) 手稿譜 スコア すずきみち

こ(原曲),

林光(編曲)

編曲 1595 モンテカシノの赤い芥子 Y871-001-Ms-01899 モンテカシノの赤い芥子 1982(編曲) 手稿譜 スコア A.

Schutz(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1595 モンテカシノの赤い芥子 Y871-001-Ms-01900 モンテカシノの赤いケシ 1982(編曲) 手稿譜 パート譜 A.

Schutz(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1596 てぃんさぐぬ花 Y871-001-Ms-01901 てィんさぐぬ花 1982(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1597 春の歌 Y871-001-Cp-00135 春の歌 1982(編曲) 手稿譜(複写) スコア L. van

Beethoven

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1597 春の歌 Y871-001-Ms-01902 春の歌 1982(編曲) 手稿譜 旋律譜 L. van

Beethoven

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1598 ありがとう いのち Y871-001-Ms-01903 ありがとう いのち 1982(編曲) 手稿譜 独唱譜 V. Parra(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1599 ふきのとう 独唱曲 Y871-001-Cp-00136 ふきのとう 1982(編曲) 手稿譜(複写) スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1599 ふきのとう 独唱曲 Y871-001-Pr-00196 ふきのとう 1982(編曲) 印刷譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1600 鳥の歌 Y871-001-Ms-01904 鳥の歌 1983/1990/20

02/2005(編曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1600 鳥の歌 Y871-001-Ms-01905 鳥の歌(2部) 1983/1990/20

02/2005(編曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1600 鳥の歌 Y871-001-Ms-01906 カタロニア民謡 鳥の歌 1983/1990/20

02/2005(編曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1600 鳥の歌 Y871-001-Ms-01907 鳥の歌(4部) 1983/1990/20

02/2005(編曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1600 鳥の歌 Y871-001-Ms-01908 鳥の歌 1983/1990/20

02/2005(編曲)

手稿譜 パート譜 林光(編曲)

編曲 1601 ふくろうのうた 混声合唱のための Y871-001-Cp-00137 ふくろうの歌 1983(編曲) 手稿譜(複写) スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1601 ふくろうのうた 混声合唱のための Y871-001-Pr-00197 ふくろうのうた 1983(編曲) 印刷譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1602 毬と殿様 Y871-001-Ms-01909 まりと殿様 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1602 毬と殿様 Y871-001-Ms-01910 まりと殿様 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1603 紅屋の娘 Y871-001-Ms-01911 紅屋の娘 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1603 紅屋の娘 Y871-001-Ms-01912 紅屋の娘 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1604 しゃぼん玉 Y871-001-Ms-01913 しゃぼん玉 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1605 波浮の港 Y871-001-Ms-01914 波浮の港 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1605 波浮の港 Y871-001-Ms-01915 波浮の港 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1606 さすらいの唄 Y871-001-Ms-01916 さすらいの唄 1983(編曲) 手稿譜 スコア 中山晋平

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1609 カナリヤ Y871-001-Ms-01917 カナリヤ 1983(編曲) 手稿譜 スコア 成田為三

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1610 烏の番雀の番 Y871-001-Ms-01918 烏の番 すずめの番 1983(編曲) 手稿譜 スコア 山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1611 フィガロの結婚 或いは狂おしき一日 Y871-001-Ms-01919 [タイトル表記なし] 1984/2003(編

曲)

手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1612 この町から飛ばすな Y871-001-Pr-00198 この町から飛ばすな 1985(編曲) 印刷譜 独唱譜 曽村征子

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1613 夏のうた Y871-001-Ms-01920 夏のうた 1985(編曲) 手稿譜 スコア 小山作之

助, 林光, 滝

廉太郎, B.

Dylan, 梁田

貞,

Lennon-

McCartney

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1614 新しい星光った Y871-001-Ms-01921 [タイトル表記なし] 1985(編曲) 手稿譜 スコア L.H.

Redner, J.

Rutter, J.

Pierpont,

J.F. Wade,

G.F.

Handel,

Lowell

Mason, F.

Mendelsso

hn(原曲),

林光(編曲)

編曲 1614 新しい星光った Y871-001-Ms-01922 [タイトル表記なし] 1985(編曲) 手稿譜 スコア L.H.

Redner, J.

Rutter, J.

Pierpont,

J.F. Wade,

G.F.

Handel,

Lowell

Mason, F.

Mendelsso

hn(原曲),

林光(編曲)

編曲 1614 新しい星光った Y871-001-Ms-01923 [タイトル表記なし] 1985(編曲) 手稿譜 スコア L.H.

Redner, J.

Rutter, J.

Pierpont,

J.F. Wade,

G.F.

Handel,

Lowell

Mason, F.

Mendelsso

hn(原曲),

林光(編曲)
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編曲 1614 新しい星光った Y871-001-Ms-01924 [タイトル表記なし] 1985(編曲) 手稿譜 スコア L.H.

Redner, J.

Rutter, J.

Pierpont,

J.F. Wade,

G.F.

Handel,

Lowell

Mason, F.

Mendelsso

hn(原曲),

林光(編曲)

編曲 1614 新しい星光った Y871-001-Ms-01925 [タイトル表記なし] 1985(編曲) 手稿譜 パート譜 L.H.

Redner, J.

Rutter, J.

Pierpont,

J.F. Wade,

G.F.

Handel,

Lowell

Mason, F.

Mendelsso

hn(原曲),

林光(編曲)

編曲 1614 新しい星光った Y871-001-Pr-00199 新しい星光った 1985(編曲) 印刷譜 スコア L.H.

Redner, J.

Rutter, J.

Pierpont,

J.F. Wade,

G.F.

Handel,

Lowell

Mason, F.

Mendelsso

hn(原曲),

林光(編曲)

編曲 1615 星めぐりの歌 独唱曲 Y871-001-Ms-01926 星めぐりの歌 1985(編曲) 手稿譜 独唱譜 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1616 星めぐりの歌 独唱曲 Y871-001-Ms-01927 星めぐりの歌 1995(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1617 星めぐりの歌 独唱曲 Y871-001-Pr-00200 星めぐりの歌 1998(編曲) 印刷譜 独唱譜 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1618 星めぐりの歌 独唱曲 Y871-001-Ms-01928 星めぐりの歌 1998(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1619 星めぐりの歌 混声合唱のための Y871-001-Cp-00139 星めぐりの歌 1985/1996/19

98(編曲)

手稿譜(複写) スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1619 星めぐりの歌 混声合唱のための Y871-001-Ms-01929 星めぐりの歌 1985/1996/19

98(編曲)

手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1619 星めぐりの歌 混声合唱のための Y871-001-Ms-01930 星めぐりの歌 1985/1996/19

98(編曲)

手稿譜 パート譜 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1619 星めぐりの歌 混声合唱のための Y871-001-Ms-02260 星めぐりの歌 1985/1996/19

98(編曲)

手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1619 星めぐりの歌 混声合唱のための Y871-001-Pr-00201 星めぐりの歌 1985/1996/19

98(編曲)

印刷譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1620 サマータイム Y871-001-Ms-01931 SUMMER TIME 1985(編曲) 手稿譜 スコア G.

Gershwin(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1621 与えよ、さらば与えられん組曲 K. ヴァイ

ル≪三文オペラ≫による

Y871-001-Ms-01932 [タイトル表記なし] 1986(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1622 主よ、人ののぞみの喜びよ Y871-001-Ms-01933 コラール「主よ 人ののぞみのよろこび

よ」 カンタータ BWV147 より

1986(編曲) 手稿譜 スコア J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1623 ふきのとう チェロとピアノのための Y871-001-Ms-01934 ふきのとう 1986(編曲) 手稿譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1624 こぶしの唄 Y871-001-Ms-01935 こぶしの唄 1986(編曲) 手稿譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)
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編曲 1624 こぶしの唄 Y871-001-Ms-01936 [タイトル表記なし] 1986(編曲) 手稿譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1624 こぶしの唄 Y871-001-Pr-00202 こぶしの唄 1986(編曲) 印刷譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1625 すみれ 弦楽四重奏のための Y871-001-Ms-01937 すみれ 1988(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1626 5つの断章 バルトーク≪子供のために≫に

よる

Y871-001-Ms-01938 5つの断章 弦楽四重奏あるいは弦楽四部合

奏のために

1988(編曲) 手稿譜 スコア B.

Bartok(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1627 河の歌 スメタナ「ヴルタヴァ(モルダウ)」

による

Y871-001-Ms-01939 河の歌 スメタナ『ヴルタヴァ(モルダウ)』

による

1988(編曲) 手稿譜 スコア B.

Smetana(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1628 河の歌 スメタナ「ヴルタヴァ(モルダウ)」

による

Y871-001-Ms-01940 河の歌 スメタナ「ヴルタヴァ(モルダウ)」

の旋律による

2005(編曲) 手稿譜 スコア B.

Smetana(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1629 カタログ10 ムソルグスキー「展覧会の

絵」による

Y871-001-Ms-01941 カタログ10(ムソルグスキー「展覧会の

絵」による) 10台のピアノのために

1989(編曲) 手稿譜 スコア M.P.

Musorgsky

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1630 Praeludium Ⅴ Y871-001-Ms-01942 PRAELUDIUM V, J.S. Bach BWV 850 1989(編曲) 手稿譜 スコア J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1631 沢田研二ACTクルト・ワイル Y871-001-Ms-01943 [タイトル表記なし] 1989(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill, 林

光, 小林靖

宏, 大野克

夫(原曲),

林光(編曲)

編曲 1631 沢田研二ACTクルト・ワイル Y871-001-Tx-00257 KENJI SAWADA ACT KURT WEILL 1989

3･3→3･13 TOKYO GLOBE ZA

1989(編曲) 台本・歌詞原

稿

K. Weill, 林

光, 小林靖

宏, 大野克

夫(原曲),

林光(編曲)

編曲 1632 ざれうた Y871-001-Ms-01944 ざれうた 1989(編曲) 手稿譜 旋律譜 林光(編曲)
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編曲 1632 ざれうた Y871-001-Pr-00203 ざれうた 1989(編曲) 印刷譜 旋律譜 林光(編曲)

編曲 1633 小鳥の結婚式 Y871-001-Cp-00140 小鳥のけっこん式 1989(編曲) 手稿譜(複写) スコア 林光(編曲)

編曲 1634 6つの断章 バルトーク『子供のために』に

よる

Y871-001-Ms-01945 6つの断章 弦楽合奏[あるいは弦楽5重奏]の

ために

1989/2009(編

曲)

手稿譜 スコア B.

Bartok(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1636 歓喜の合唱 Y871-001-Ms-01946 歓喜の合唱(ベートーヴェン第9交響曲よ

り)

1989(編曲) 手稿譜 スコア L. van

Beethoven

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1637 月夜のでんしんばしら Y871-001-Ms-01947 月夜のでんしんばしら 1989/1997(編

曲)

手稿譜 スコア, 旋律譜 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1637 月夜のでんしんばしら Y871-001-Ms-01948 月夜のでんしんばしら 1989/1997(編

曲)

手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1637 月夜のでんしんばしら Y871-001-Ms-01949 月夜のでんしんばしら 1989/1997(編

曲)

手稿譜 パート譜 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1638 ポロネーズ≪祖国への別れ≫ Y871-001-Ms-01950 ポロネーズ「祖国への別れ」 [198-](編曲) 手稿譜 スコア M.K.

Oginski(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1639 ユダヤ人娼婦マリー･ザンダースのバラー

ド

Y871-001-Ms-01951 Ballade von der Judenhure Marie

Sanders 《mit Klarinett》

[198-](編曲) 手稿譜 スコア H.

Eisler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1639 ユダヤ人娼婦マリー･ザンダースのバラー

ド

Y871-001-Ms-01952 マリー･ザンダースのバラード [198-](編曲) 手稿譜 パート譜 H.

Eisler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1640 学習讃歌・追悼のことば・子供の国歌 Y871-001-Ms-01953 学習讃歌 追悼のことば 子供の国歌 [198-](編曲) 手稿譜 パート譜 H.

Eisler(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1641 沢田研二ACT ボリス･ヴィアン Y871-001-Ms-01954 [タイトル表記なし] 1990(編曲) 手稿譜 スコア J. Walter,

B. Vian, I.

Gordon, G.

Costa, J.

Livingston,

加藤邦彦,

H.O.

Borgmann,

小林靖宏,

林光, H.B.

Berg, 大野

克夫, 沢田

研二, 佐藤

隆, Ray

Evans,

Charles

DUMONT,

GORAGUE

R ALAIN

YVES

REGINALD

, Louiguy

編曲 1641 沢田研二ACT ボリス･ヴィアン Y871-001-Tx-00258 KENJI SAWADA ACT BORIS VIAN 沢田研

二 ACT ボリス･ヴィアン

1990(編曲) 台本・歌詞原

稿

J. Walter,

B. Vian, I.

Gordon, G.

Costa, J.

Livingston,

加藤邦彦,

H.O.

Borgmann,

小林靖宏,

林光, H.B.

Berg, 大野

克夫, 沢田

研二, 佐藤

隆, Ray

Evans,

Charles

DUMONT,

GORAGUE

R ALAIN

YVES

REGINALD

, Louiguy
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編曲 1642 さくら変奏曲 Y871-001-Ms-01955 [タイトル表記なし] 1990(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1643 希望の歌 シベリウス≪フィンランディア≫

による

Y871-001-Ms-01956 [タイトル表記なし] 1990/1991/20

01(編曲)

手稿譜 パート譜 J.

Sibelius(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1643 希望の歌 シベリウス≪フィンランディア≫

による

Y871-001-Ms-01957 希望の歌(シベリウス「フィンランディ

ア」の旋律で)

1990/1991/20

01(編曲)

手稿譜 スコア J.

Sibelius(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1643 希望の歌 シベリウス≪フィンランディア≫

による

Y871-001-Ms-01958 希望の歌 1990/1991/20

01(編曲)

手稿譜 スコア J.

Sibelius(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1643 希望の歌 シベリウス≪フィンランディア≫

による

Y871-001-Ms-01959 希望の歌 シベリウス「フィンランディア」

の旋律による

1990/1991/20

01(編曲)

手稿譜 コーラススコ

ア

J.

Sibelius(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1644 静かな午後 Y871-001-Ms-01960 静かな午後 「子供とおったん」より 1991(編曲) 手稿譜 スコア 山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1645 スケルツォ Y871-001-Ms-01961 Allegretto from 5th Symphony 1991(編曲) 手稿譜 スコア D.D.

Shostakovi

ch(原曲),

林光(編曲)

編曲 1646 美しく青きドナウ Y871-001-Ms-01962 An der schonen blauen Donau 1991(編曲) 手稿譜 スコア J. Strauss

Ⅱ(原曲),

林光(編曲)

編曲 1647 ワルツ Y871-001-Ms-01963 WALZ 1991(編曲) 手稿譜 スコア D.D.

Shostakovi

ch(原曲),

林光(編曲)

編曲 1648 春へのあこがれ Y871-001-Ms-01964 春へのあこがれ 1991(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1648 春へのあこがれ Y871-001-Ms-01965 春へのあこがれ 1991(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1649 すみれ 混声合唱のための Y871-001-Ms-01966 すみれ(Das Veilchen) 1991(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1650 Der Lindenbaum Y871-001-Ms-01967 DER LINDENBAUM fur 3 Floten 1991(編曲) 手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1651 女声合唱による日本抒情歌曲集 Y871-001-Cp-00141 [タイトル表記なし] 1991(編曲) 手稿譜(複写) スコア 大中寅二,

成田為三,

山田耕筰,

服部正, 中

田章, 中山

晋平(原曲),

林光(編曲)

編曲 1651 女声合唱による日本抒情歌曲集 Y871-001-Ms-01968 [タイトル表記なし] 1991(編曲) 手稿譜 コーラススコ

ア

大中寅二,

成田為三,

山田耕筰,

服部正, 中

田章, 中山

晋平(原曲),

林光(編曲)

編曲 1651 女声合唱による日本抒情歌曲集 Y871-001-Pr-00204 女声合唱による日本抒情歌曲集 1991(編曲) 印刷譜 大中寅二,

成田為三,

山田耕筰,

服部正, 中

田章, 中山

晋平(原曲),

林光(編曲)

編曲 1652 ≪魔法の笛≫序曲 Y871-001-Ms-01969 Die Zauberflote -Ouverture 1991(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1653 伯爵夫人のアリア Y871-001-Ms-01970 LA CONTESSA 1991(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1654 ケルビーノのアリア Y871-001-Ms-01971 CHERUBINO 1991(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1655 ああ もみの木 Y871-001-Ms-01972 あぁ もみの木(O Tannenbaum) 1991/不詳(編

曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1655 ああ もみの木 Y871-001-Ms-01973 [タイトル表記なし] 1991/不詳(編

曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1655 ああ もみの木 Y871-001-Pr-00205 ああ もみの木(O Tannenbaum) 1991/不詳(編

曲)

印刷譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1656 ポルカ ショスタコーヴィチ ≪黄金時代≫

より 2台ピアノのための

Y871-001-Ms-01974 POLKA [1991](編曲) 手稿譜 スコア D.D.

Shostakovi

ch(原曲),

林光(編曲)

編曲 1657 男声合唱による日本抒情歌曲集 Y871-001-Ms-01975 [タイトル表記なし] 1992/2004(編

曲)

手稿譜 コーラススコ

ア

山田耕筰,

瀧廉太郎,

梁田貞, 大

中寅二, 成

田為三, 橋

本国彦, 弘

田龍太郎,

中山晋平,

中田章(原

曲), 山田耕

筰, 林光(編

曲)

編曲 1657 男声合唱による日本抒情歌曲集 Y871-001-Ms-01976 [タイトル表記なし] 1992/2004(編

曲)

手稿譜 スコア 山田耕筰,

瀧廉太郎,

梁田貞, 大

中寅二, 成

田為三, 橋

本国彦, 弘

田龍太郎,

中山晋平,

中田章(原

曲), 山田耕

筰, 林光(編

曲)
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編曲 1657 男声合唱による日本抒情歌曲集 Y871-001-Pr-00206 男声合唱による日本抒情歌曲集 1992/2004(編

曲)

印刷譜 山田耕筰,

瀧廉太郎,

梁田貞, 大

中寅二, 成

田為三, 橋

本国彦, 弘

田龍太郎,

中山晋平,

中田章(原

曲), 山田耕

筰, 林光(編

曲)

編曲 1658 舟歌 チャイコフスキー≪四季≫による Y871-001-Ms-01977 舟歌 1992(編曲) 手稿譜 スコア P.I.

Tchaikovsk

y(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1659 メヌエット ≪12のメヌエット≫(K.585)よ

り

Y871-001-Ms-01978 MENUETTO 1992(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1660 展覧会の絵 Y871-001-Ms-01979 MOUSSORGSKY TABLEAUX D'UNE

EXPOSITION Orchestration for Winds

1992(編曲) 手稿譜 スコア M.P.

Musorgsky

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1662 牧者の歌 Y871-001-Ms-01980 牧者の歌 1993(編曲) 手稿譜 スコア J.E.

Spilman(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1663 ポランの広場の歌 Y871-001-Ms-01981 ポランの広場 1993(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1664 大菩薩峠の歌 Y871-001-Cp-00142 大菩薩峠の歌 1993/1997(編

曲)

手稿譜(複写) スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1664 大菩薩峠の歌 Y871-001-Ms-01982 大菩薩峠の歌 1993/1997(編

曲)

手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1664 大菩薩峠の歌 Y871-001-Ms-01983 大菩薩峠の歌 1993/1997(編

曲)

手稿譜 パート譜 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1665 マーラーの五つの歌 Y871-001-Ms-01984 マーラー歌曲集 1993(編曲) 手稿譜 スコア G.

Mahler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1666 さくら Y871-001-Ms-01985 さくら 1993/1994(編

曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1666 さくら Y871-001-Ms-01986 さくら(A capella) 1993/1994(編

曲)

手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1667 魔法の笛 Y871-001-Ms-01987 [タイトル表記なし] 1994(編曲) 手稿譜 パート譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1668 夜明けを告げる太陽が ≪魔法の笛≫より Y871-001-Ms-01988 夜明けを告げる太陽が 「魔法の笛」より 1995(編曲) 手稿譜 スコア W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1669 ふるさとの歌 Y871-001-Ms-01989 ふるさとの歌 1997(編曲) 手稿譜 スコア 丸山亜季

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1669 ふるさとの歌 Y871-001-Ms-01990 ふるさとのうた 1997(編曲) 手稿譜 スコア 丸山亜季

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1670 春がきたら Y871-001-Ms-01991 春がきたら 1997(編曲) 手稿譜 独唱譜 丸山亜季

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1671 川の合唱 Y871-001-Ms-01992 川の合唱 1997(編曲) 手稿譜 スコア 丸山亜季

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1672 北ぞらのちぢれ羊から Y871-001-Ms-01993 北ぞらのちぢれ羊から 1997(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1673 牧歌 Y871-001-Ms-01994 牧歌 1997(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1673 牧歌 Y871-001-Ms-02261 牧歌 1997(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1674 イギリス海岸の歌 Y871-001-Ms-01995 イギリス海岸の歌 1997(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1675 糸を紡ぐグレートヒェン Y871-001-Ms-01996 Gretchen am Spinnrade 1997(編曲) 手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1676 最初の喪失 Y871-001-Ms-01997 Erster Verlust 1997(編曲) 手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1677 ガニュメート Y871-001-Ms-01998 Ganymed 1997(編曲) 手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1678 未完成交響曲 Y871-001-Ms-01999 FRANZ. SCHUBERT Symphony B minor

(Unfinished) Transcription for

Stringsextet

1997/2005(編

曲)

手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1679 鷹山小学校校歌(山形) Y871-001-Ms-02000 [タイトル表記なし] 1998(編曲) 手稿譜 独唱譜 梅津一郎

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1679 鷹山小学校校歌(山形) Y871-001-Pr-00207 鷹山小学校校歌 1998(編曲) 印刷譜 独唱譜 梅津一郎

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1680 聖母の御子 Y871-001-Ms-02001 El Noi de la Mare 1998(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1680 聖母の御子 Y871-001-Ms-02002 EL NOI DE LA MARE 1998(編曲) 手稿譜 パート譜 林光(編曲)

編曲 1681 行けわが想いよ黄金の翼にのって Y871-001-Ms-02003 行けわが想いよ 黄金の翼にのって [1998](編曲) 手稿譜 スコア G. Verdi(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1682 ワーグナー家の女 Y871-001-Ms-02004 [タイトル表記なし] 1999(編曲) 手稿譜 独奏譜 R.

Wagner(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1682 ワーグナー家の女 Y871-001-Tx-00259 ワーグナー家の女 1999(編曲) 台本・歌詞原

稿

R.

Wagner(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1682 ワーグナー家の女 Y871-001-Tx-00260 新・ワーグナー家の女 1999(編曲) 台本・歌詞原

稿

R.

Wagner(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1683 三文オペラ組曲 Y871-001-Ms-02005 三文オペラ組曲 クルト・ヴァイル 「三文

オペラ」より

2000(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1684 6声のリチェルカーレ 2台のピアノのため

の

Y871-001-Ms-02006 Ricercata a 6 per 2 pianoforti 2000(編曲) 手稿譜 スコア J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1685 抜粋三文オペラ Y871-001-Ms-02007 抜粋三文オペラ 2台ピアノのための 2000(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1686 日本抒情歌曲集 独唱曲 Y871-001-Ms-02008 [タイトル表記なし] 2000(編曲) 手稿譜 スコア 山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1687 Domine Fili unigenite Y871-001-Ms-02009 Domine Fili Unigenite 2002(編曲) 手稿譜 スコア A.

Vivaldi(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1688 夕日・おやすみ Y871-001-Ms-02010 夕日・おやすみ 2003(編曲) 手稿譜 独唱譜 溝田英子

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1689 もずの歌 Y871-001-Ms-02011 もずの歌 -女声合唱版- 2003(編曲) 手稿譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1690 船乗りたちの歌 Y871-001-Ms-02012 船乗りたちの歌 「さまよえるオランダ

人」より

2003(編曲) 手稿譜 スコア R.

Wagner(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1691 シャコンヌ Y871-001-Ms-02013 [タイトル表記なし] 2004/2005(編

曲)

手稿譜 独奏譜 J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1691 シャコンヌ Y871-001-Ms-02014 [タイトル表記なし] 2004/2005(編

曲)

手稿譜 独奏譜 J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1691 シャコンヌ Y871-001-Ms-02015 [タイトル表記なし] 2004/2005(編

曲)

手稿譜 独奏譜 J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1691 シャコンヌ Y871-001-Ms-02016 Ciaccona from 2nd Partita for Solo Violin 2004/2005(編

曲)

手稿譜 独奏譜 J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1692 アメリカ Y871-001-Ms-02017 A. DVORAK Quartet No.12 in F Major

Op.96

2004(編曲) 手稿譜 スコア A.

Dvorak(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1693 遠くの空のお月さま Y871-001-Ms-02018 Mesicku na nebi hlubokem(遠くの空のお

月さま) Air from opera "Rusalka" Antonin

Dvorak

2004(編曲) 手稿譜 スコア A.

Dvorak(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1694 春 Y871-001-Ms-02019 La Primavera 2004(編曲) 手稿譜 スコア A.

Vivaldi(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1695 ボレロ Y871-001-Ms-02020 BOLERO 2004(編曲) 手稿譜 スコア M.

Ravel(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1696 七つの子 Y871-001-Ms-02021 七つの子 2004(編曲) 手稿譜 スコア 本居長世

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1697 死んだ男の残したものは フルートとピアノ

のための

Y871-001-Ms-02022 死んだ男の残したものは フルートとピアノ

のために

2005(編曲) 手稿譜 スコア 武満徹(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1698 ポルカ ショスタコーヴィチ≪黄金時代≫よ

り 木琴とピアノのための

Y871-001-Ms-02023 Polka 2006(編曲) 手稿譜 スコア D.D.

Shostakovi

ch(原曲),

林光(編曲)

編曲 1699 逝ける王女のためのパヴァーヌ Y871-001-Ms-02024 PAVANE pour une infante defunte 2006(編曲) 手稿譜 スコア M.

Ravel(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1700 Koukol ヤナーチェク編曲モラヴィア民謡

による

Y871-001-Ms-02025 Koukol 2006(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)
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編曲 1701 四人のラバひき Y871-001-Ms-02026 Los cuatro muleros 2006(編曲) 手稿譜 スコア 林光(編曲)

編曲 1702 星めぐりの歌 チェロとピアノのための Y871-001-Ms-02027 星めぐりの歌 2006(編曲) 手稿譜 スコア 宮澤賢治

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1703 ハイタッチ Y871-001-Ms-02028 ハイタッチ 2008(編曲) 手稿譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1704 音楽に Y871-001-Ms-02029 音楽に(An die Musik) 2008(編曲) 手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1705 ラ・タララ Y871-001-Cp-00163 ラ・タララ(picc.) 2009/2010(編

曲)

手稿譜(複写) パート譜 林光(編曲)

編曲 1705 ラ・タララ Y871-001-Ms-02030 LA TARARA 2009/2010(編

曲)

手稿譜 独唱譜 林光(編曲)

編曲 1705 ラ・タララ Y871-001-Ms-02031 LA TARARA 2009/2010(編

曲)

手稿譜 旋律譜 林光(編曲)

編曲 1705 ラ・タララ Y871-001-Ms-02276 ラ・タララ 2009/2010(編

曲)

手稿譜 パート譜 林光(編曲)

編曲 1706 三文オペラ Y871-001-Ms-02032 [タイトル表記なし] 2010(編曲) 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光,

萩京子, 港

大尋(編曲)

編曲 1707 もう直き春になるだろう Y871-001-Ms-02033 もう直き春になるだろう(1938) 2010(編曲) 手稿譜 スコア 山田一雄

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1708 「3声」のインヴェンション J.S. バッハ≪2

声のインヴェンション≫による

Y871-001-Ms-02034 〈3声〉のインヴェンション マリンバとピ

アノのための J.S. バッハ 「インヴェン

ションとシンフォニア」より

2010(編曲) 手稿譜 スコア J.S.

Bach(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1709 朝露 Y871-001-Ms-02035 朝露 2010(編曲) 手稿譜 独唱譜 金珉基(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1710 酒は涙か… Y871-001-Ms-02036 [タイトル表記なし] 2010(編曲) 手稿譜 旋律譜 古賀政男

(原曲), 林

光(編曲)
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編曲 1710 酒は涙か… Y871-001-Ms-02037 酒は涙か… 2010(編曲) 手稿譜 パート譜 古賀政男

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1711 さくらんぼが実るころ 混声合唱のための Y871-001-Ms-02038 さくらんぼが実るころ 2011(編曲) 手稿譜 スコア A.

Renard(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1712 Ave verum corpus Y871-001-Ms-02039 Ave verum corpus 不詳 手稿譜 独奏譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1713 El tango del fascista Y871-001-Ms-02040 El TANGO FASSISTA 不詳 手稿譜 スコア K. Weill(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1714 赤とんぼ Y871-001-Ms-02041 赤とんぼ 不詳 手稿譜 スコア 山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1715 うたと行進 Y871-001-Ms-02042 Song and March うたと行進 HENRY

PURCELL (1658[?]-1695)

不詳 手稿譜 スコア H.

Purcell(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1715 うたと行進 Y871-001-Ms-02043 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 パート譜 H.

Purcell(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1716 大須っ子 Y871-001-Ms-02044 大須っ子 不詳 手稿譜 スコア 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1716 大須っ子 Y871-001-Pr-00208 大須っ子 不詳 印刷譜 独唱譜 林学(原曲),

林光(編曲)

編曲 1717 カチューシャ Y871-001-Ms-02045 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア M.I.

Blanter(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1718 クラシックコンサート テーマ Y871-001-Ms-02046 クラシックコンサート Thema 1 Giovanni

Gastoldi による

不詳 手稿譜 スコア G.

Gastoldi(

原曲), 林光

(編曲)
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編曲 1719 クラシックコンサート テーマ Y871-001-Ms-02047 クラシックコンサート Thema 2 Giovanni

Gastoldi による

不詳 手稿譜 スコア G.

Gastoldi(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1721 恋人か女房が Y871-001-Ms-02048 恋人か女房が…。 「魔笛」より, モーツァ

ルト

不詳 手稿譜 独奏譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1722 故郷の廃家 Y871-001-Ms-02049 故郷の廃家 不詳 手稿譜 スコア W.S.

Hays(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1723 小鳥のうた Y871-001-Ms-02050 小鳥のうた 不詳 手稿譜 スコア 芥川也寸志

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1724 スラヴ舞曲 第10番 Y871-001-Ms-02051 スラヴ舞曲 10番 不詳 手稿譜 スコア A.

Dvorak(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1725 世界民謡集 Y871-001-Ms-02052 〈楽想と共に〉 世界民謡集 不詳 手稿譜 スコア 林光(編曲)

器楽曲 : 室内楽曲 1726 テーマと変奏 Y871-001-Ms-02053 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア 林光

編曲 1727 なつかしき思い出 Y871-001-Cp-00143 なつかしき思い出(ウィーン奇想曲より) ソ

プラノとフルート助奏とピアノ伴奏

不詳 手稿譜(複写) スコア F.

Kreisler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1727 なつかしき思い出 Y871-001-Ms-02054 Ein altes Lied. 不詳 手稿譜 スコア F.

Kreisler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1727 なつかしき思い出 Y871-001-Ms-02262 なつかしき思い出(ウィーン奇想曲より)

Ein altes Lied

不詳 手稿譜 パート譜 F.

Kreisler(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1727 なつかしき思い出 Y871-001-Ms-02263 なつかしき思い出(ウィーン奇想曲より)

Ein altes Lied

不詳 手稿譜 パート譜 F.

Kreisler(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1728 栄えあれキャムブリア 「四つのイギリス民

謡」より

Y871-001-Ms-02055 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 独奏譜 林光(編曲)

編曲 1729 ハーリー･ヤーノシュ Y871-001-Ms-02056 HARY JANOS 不詳 手稿譜 スコア Z.

Kodaly(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1730 パリの空の下 Y871-001-Ms-02057 パリの空の下 不詳 手稿譜 スコア H.

Giraud(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1731 ます Y871-001-Ms-02058 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 コーラススコ

ア

F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1731 ます Y871-001-Ms-02059 ます 不詳 手稿譜 コーラススコ

ア

F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1732 マドリガル Y871-001-Ms-02060 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア A.

Simonetti(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1733 メヌエット[バッハ「アンナ・マグダレー

ナ・バッハの音楽帳」より]

Y871-001-Cp-00144 Menuett(メヌエット) 不詳/2008/不

詳

手稿譜(複写) スコア Ch.

Pezold(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1733 メヌエット[バッハ「アンナ・マグダレー

ナ・バッハの音楽帳」より]

Y871-001-Ms-02061 Menuetto Ⅰ aus Klavierbuchlein fur

Anna Magdaleno Bach, Menuetto Ⅱ

不詳/2008/不

詳

手稿譜 スコア Ch.

Pezold(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1733 メヌエット[バッハ「アンナ・マグダレー

ナ・バッハの音楽帳」より]

Y871-001-Ms-02062 [タイトル表記なし] 不詳/2008/不

詳

手稿譜 スコア Ch.

Pezold(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1734 メヌエット Y871-001-Ms-02063 Menuetto 不詳 手稿譜 パート譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1735 旅愁 Y871-001-Ms-02064 旅愁 不詳 手稿譜 スコア J.P.

Ordway(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1736 六騎 Y871-001-Ms-02065 -六騎- (山田耕筰) 不詳 手稿譜 スコア 山田耕筰

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1737 ロックローモンド 「四つのイギリス民

謡」より

Y871-001-Ms-02066 ロック ローモンド LOCH LOMOND 不詳 手稿譜 独唱譜 林光(編曲)

舞台音楽 : オペラ 1738 モノオペラ「ハムレット」 Y871-001-Ms-02077 [タイトル表記なし] 2002 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : オペラ 1738 モノオペラ「ハムレット」 Y871-001-Tx-00261 モノオペラ ハムレット 2002 台本・歌詞原

稿

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1739 シュプレヒコール ≪三池≫ Y871-001-Ms-02082 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 ヴォーカルス

コア

林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1739 シュプレヒコール ≪三池≫ Y871-001-Pr-00211 [タイトル表記なし] 1960 印刷譜 ヴォーカルス

コア, 旋律譜

林光

声楽曲 : 合唱曲 1740 佐久の草笛 第一集 Y871-001-Ms-02103 SAKU no KUSABUE 1947 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1741 ねぼうな羊 Y871-001-Ms-02104 ねぼうな羊 1957/不詳 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1742 しゅっぱつ Y871-001-Ms-02105 しゅっぱつ 1958/不詳 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 1742 しゅっぱつ Y871-001-Ms-02106 しゅっぱつ 1958/不詳 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1742 しゅっぱつ Y871-001-Ms-02107 しゅっぱつ 1958/不詳 手稿譜 コーラススコ

ア

林光

声楽曲 : 合唱曲 1742 しゅっぱつ Y871-001-Ms-02108 しゅっぱつ 1958/不詳 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1743 ねこが胡弓で…… Y871-001-Ms-02109 ねこが胡弓で…… こうもり [1958] 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1743 ねこが胡弓で…… Y871-001-Pr-00213 [タイトル表記なし] [1958] 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1744 こうもり Y871-001-Ms-02109 ねこが胡弓で…… こうもり [1958] 手稿譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1744 こうもり Y871-001-Pr-00213 [タイトル表記なし] [1958] 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 合唱曲 1745 ぼくらの町は川っぷち Y871-001-Pr-00035 ダボハゼのうた 児童合唱のために 1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1746 林光ソングブック Y871-001-Cp-00149 [タイトル表記なし] 1980 手稿譜(複写) スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1746 林光ソングブック Y871-001-Ms-02110 [タイトル表記なし] 1980 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1747 オイリディケの洗濯 鼠たちの伝説より Y871-001-Ms-02111 オイリディケの洗濯 1991 手稿譜 パート譜 林光

155 / 160 ページ



手稿譜、関連資料（台本・印刷譜等）

資料リスト簡易版

令和2年1月7日現在

ジャンル 作品情報番号 作品タイトル 作品サブタイトル 請求記号 アイテムタイトル 作曲年 資料種別 楽譜種類 作曲者名

声楽曲 : 合唱曲 1748 若い柏の木と柏の木大王の歌 Y871-001-Ms-02112 若い柏の木と柏の木大王の歌 2008 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1749 フェル先生 Y871-001-Ms-02113 フェルせんせい 2011 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 合唱曲 1750 ひとみのうた Y871-001-Ms-02114 ひとみのうた [北陸文学]→[列島] 不詳 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 重唱曲 1751 十二月の歌 Y871-001-Pr-00222 十二月の歌 1954/1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1752 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Ms-02123 神々と善人たちの無防備状態のうた 1960/1968 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1752 神々と善人たちの無防備状態の歌 Y871-001-Pr-00223 神々と善人たちの無防備状態の歌 1960/1968 印刷譜 独唱譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1753 新しい出発の歌 Y871-001-Pr-00224 新しい出発の歌 1964 印刷譜 旋律譜 林光

声楽曲 : 重唱曲 1754 金曜の朝に舟出して Y871-001-Pr-00225 金曜の朝に舟出して 不詳/1974 印刷譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1755 おお おれたちは… Y871-001-Ms-02124 おお おれたちは… ≪ポランの広場・第2幕

≫終曲

1993 手稿譜 スコア 林光

声楽曲 : 独唱曲 1755 おお おれたちは… Y871-001-Ms-02125 [タイトル表記なし] 1993 手稿譜 パート譜 林光

声楽曲 : 独唱曲 1756 いま! Y871-001-Ms-02126 いま! 不詳 手稿譜 独唱譜 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 1758 十二月の歌 森は生きている 一瞬のいまを Y871-001-Ms-02129 十二つきの歌 森は生きている 一瞬のいま

を for 3 parts-flutes, strings.

1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 1759 ≪七つの子≫変奏曲 本居長世の旋律によ

る

Y871-001-Ms-02130 七つの子変奏曲(本居長世の旋律による) フ

ルートと弦楽合奏(あるいは弦楽四重奏)の

ために

2006 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 1760 十二月の歌 Y871-001-Ms-02131 十二月の歌 不詳 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 1760 十二月の歌 Y871-001-Ms-02132 十二月の歌 不詳 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 管弦楽曲 1761 森は生きている Y871-001-Ms-02133 森は生きている(アンコール用) 不詳 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 吹奏楽曲 1762 ソナチネ・ブラス Y871-001-Ms-02134 Sonatine for Brass. ソナチネ 金管合奏の

ための.

1981 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1763 七つのエチュード Y871-001-Ms-02144 Sieben Etuden -fur Zwei Floten- 1946 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1764 わかくさ Y871-001-Ms-02145 フルートとピアノのための "わかくさ" 1949 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1764 わかくさ Y871-001-Ms-02146 フルートとピアノのための "わかくさ" 1949 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1765 メーデー前夜祭のための Y871-001-Ms-02147 [タイトル表記なし] 1960 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1766 ≪宵待草≫変奏曲 多忠亮の主題による Y871-001-Ms-02148 YOI-MACHI-GUSA for Flute & Piano 1961 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1767 Elegy Y871-001-Ms-02149 ELEGY for Flute, Horn and Bassoon 1963 手稿譜 スコア 林光
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器楽曲 : 室内楽曲 1767 Elegy Y871-001-Ms-02150 ELEGY 1963 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1768 ≪赤とんぼ≫変奏曲 山田耕筰の主題によ

る

Y871-001-Ms-02151 赤とんぼ 1966 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1768 ≪赤とんぼ≫変奏曲 山田耕筰の主題によ

る

Y871-001-Ms-02152 赤とんぼ 1966 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1769 ≪花≫変奏曲 瀧廉太郎の主題による Y871-001-Ms-02153 <花>変奏曲 1967 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1769 ≪花≫変奏曲 瀧廉太郎の主題による Y871-001-Ms-02154 [タイトル表記なし] 1967 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1770 ≪七つの子≫変奏曲 本居長世の主題によ

る

Y871-001-Cp-00153 七つの子 3 variations for Flute 1967 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1770 ≪七つの子≫変奏曲 本居長世の主題によ

る

Y871-001-Cp-00154 七つの子 3 variations for flute 1967 手稿譜(複写) パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1770 ≪七つの子≫変奏曲 本居長世の主題によ

る

Y871-001-Ms-02155 七つの子 for Flute and Piano 1967 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1770 ≪七つの子≫変奏曲 本居長世の主題によ

る

Y871-001-Ms-02156 七つの子 for Flute and Piano 1967 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1770 ≪七つの子≫変奏曲 本居長世の主題によ

る

Y871-001-Ms-02157 七つの子 フルートとピアノのために 1967 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1771 「花神」のテーマ Y871-001-Ms-02158 [タイトル表記なし] 1975 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1772 ちんぬくじゅうしぃ Y871-001-Ms-02159 ちんぬくじゅうしぃ 1981 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1773 はる Y871-001-Cp-00155 はる for 2 Soprano recorder 1983/不詳 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1774 キャッツホヰスカー・ダンス Y871-001-Ms-02160 キャッツホヰスカーダンス 1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1775 決闘 Y871-001-Ms-02161 決闘 1993 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1776 てぃーちでぃーる・じんじん. アカナ. ベー

ベーぬ草刈いが

Y871-001-Ms-02162 てぃーちでぃーる・じんじん(cl. 版) 2010 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1776 てぃーちでぃーる・じんじん. アカナ. ベー

ベーぬ草刈いが

Y871-001-Ms-02163 アカナ(cl. 版 2010 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1776 てぃーちでぃーる・じんじん. アカナ. ベー

ベーぬ草刈いが

Y871-001-Ms-02164 ベーベーぬ草刈いが 2010 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1777 スケルツォ Y871-001-Ms-02165 Scherzo fur 4 Floten 不詳 手稿譜 パート譜 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1778 「ギョウザの夢」によるパラフレーズ Y871-001-Ms-02166 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア 林光

器楽曲 : 独奏曲 1779 こゆび Y871-001-Ms-02169 [タイトル表記なし] 1965/不詳 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 1780 モーツァルト讃歌 Y871-001-Ms-02170 [タイトル表記なし] 1980/不詳 手稿譜 独奏譜 林光

器楽曲 : 独奏曲 1781 赤とんぼの歌 Y871-001-Ms-02171 赤とんぼの歌 ヴァイオリン独奏のために

山田耕筰「赤とんぼ」の旋律による

1997 手稿譜 独奏譜 林光
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舞台音楽 : ミュージカ

ル・音楽劇

1782 優しさごっこ Y871-001-Ms-02187 [タイトル表記なし] 1986 手稿譜 独唱譜, 旋律譜 林光

舞台音楽 : バレエ・舞

踊音楽

1784 レヴュー音楽 日劇ミュージックホールの

ための

Y871-001-Ms-02212 [タイトル表記なし] 1974 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1785 三つのねがい Y871-001-Ms-02232 "三つのねがひ" の音楽 1954 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1786 「音楽入門」テーマ Y871-001-Ms-02233 ＜音楽入門＞テーマ 1956 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1786 「音楽入門」テーマ Y871-001-Ms-02234 [タイトル表記なし] 1956 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 1787 十二夜 Y871-001-Ms-02235 十二夜 [1959] 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1787 十二夜 Y871-001-Ms-02236 [タイトル表記なし] [1959] 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 1788 「朝のリサイタル」テーマ Y871-001-Ms-02237 『朝のリサイタル』テーマ音楽 1960 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1788 「朝のリサイタル」テーマ Y871-001-Ms-02238 「朝のリサイタル」テーマ 1960 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 1789 「ことばの広場」テーマ Y871-001-Ms-02239 ことばの広場テーマ音楽 1962 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1789 「ことばの広場」テーマ Y871-001-Ms-02240 [タイトル表記なし] 1962 手稿譜 パート譜 林光

放送・映画音楽 1790 「学芸展望」テーマ Y871-001-Ms-02241 [タイトル表記なし] [196-] 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1790 「学芸展望」テーマ Y871-001-Ms-02242 [タイトル表記なし] [196-] 手稿譜 パート譜 林光

その他 1791 セロ弾きのゴーシュ[ラボ教材のための] Y871-001-Ms-02243 ラボテープ･セロ弾きのゴーシュ 1998 手稿譜 スコア 林光

その他 1791 セロ弾きのゴーシュ[ラボ教材のための] Y871-001-Tx-00262 テーマ活動の友 Sounds in Kiddyland :

Series 27 MIYAZAWA KENJI GAUCHE

THE CELLIST and Three Other Stories /

Three Poems

1998 台本・歌詞原

稿

林光

その他 1792 雪渡り[ラボ教材のための] Y871-001-Ms-02244 ラボテープ･雪渡り 1998 手稿譜 スコア 林光

その他 1792 雪渡り[ラボ教材のための] Y871-001-Tx-00262 テーマ活動の友 Sounds in Kiddyland :

Series 27 MIYAZAWA KENJI GAUCHE

THE CELLIST and Three Other Stories /

Three Poems

1998 台本・歌詞原

稿

林光

その他 1793 ざしき童子のはなし[ラボ教材のための] Y871-001-Ms-02245 ラボテープ･ざしき童子のはなし 1998 手稿譜 スコア 林光

その他 1793 ざしき童子のはなし[ラボ教材のための] Y871-001-Tx-00262 テーマ活動の友 Sounds in Kiddyland :

Series 27 MIYAZAWA KENJI GAUCHE

THE CELLIST and Three Other Stories /

Three Poems

1998 台本・歌詞原

稿

林光
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放送・映画音楽 1794 「君も考える」テーマ Y871-001-Ms-02246 教育TV 君も考える テーマ音楽 不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1795 映像と音楽の試み Y871-001-Ms-02247 音楽の広場のために 「映像と音楽の試

み」

不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1795 映像と音楽の試み Y871-001-Ms-02248 [タイトル表記なし] 不詳 手稿譜 スコア 林光

放送・映画音楽 1796 美味国探検 火がつくる素晴らしい世界 Y871-001-Ms-02259 美味国探検 1984 手稿譜 スコア 林光

編曲 1800 小組曲 Y871-001-Ms-02264 Petite Suite 1971 手稿譜 パート譜 C.

Debussy(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1801 軍隊行進曲 Y871-001-Ms-02265 軍隊行進曲 2004 手稿譜 スコア F.

Schubert(

原曲), 林光

(編曲)

編曲 1802 信濃の国 Y871-001-Ms-02266 信濃の国 不詳 手稿譜 パート譜 北村季晴

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1803 カンタービレ ヴィヴァルディ《フルート協奏曲 ニ長調》

より

Y871-001-Ms-02267 VIVALDI: Flute Concerto D-dur Ⅱ

CANTABILE

不詳 手稿譜 スコア A.

Vivaldi(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1804 メヌエット Y871-001-Ms-02268 MINUETTO 不詳 手稿譜 スコア L.

Boccherini

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1804 メヌエット Y871-001-Ms-02269 MINUETTO 不詳 手稿譜 パート譜 L.

Boccherini

(原曲), 林

光(編曲)

編曲 1805 モーツァルトのトルコマーチ Y871-001-Ms-02270 モツアルトのトルコマーチ(フルート四重

奏)

不詳 手稿譜 パート譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1806 ゴセックのガヴォット Y871-001-Ms-02271 GAVOTTE by GOSSEC for 4 Flutes 不詳 手稿譜 パート譜 F-J.

Gossec(原

曲), 林光

(編曲)
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編曲 1807 スザンナのアリア Y871-001-Ms-02272 Figaro No.12 不詳 手稿譜 パート譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1808 ドン・ジョヴァンニとツェルリーナの二重

唱

Y871-001-Ms-02273 Don Giovanni 不詳 手稿譜 パート譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

編曲 1809 パミーナのアリア Y871-001-Ms-02274 Zauberflote 不詳 手稿譜 パート譜 W.A.

Mozart(原

曲), 林光

(編曲)

器楽曲 : 室内楽曲 1810 てィーちでィーる・じんじん Y871-001-Cp-00160 てぃーちでぃーる・じんじん(cl. 版) 2010 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1811 アカナ Y871-001-Cp-00161 アカナ(cl. 版 2010 手稿譜(複写) スコア 林光

器楽曲 : 室内楽曲 1812 べーべーぬ草刈が Y871-001-Cp-00162 べーべーぬ草刈が 2010 手稿譜(複写) スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1813 ハンネレの昇天 Y871-001-Ms-02275 "ハンネレの昇天" 1947 手稿譜 スコア 林光

舞台音楽 : 劇音楽・そ

の他舞台音楽

1813 ハンネレの昇天 Y871-001-Pr-00229 ハンネレの昇天(合唱用) 1947 印刷譜 コーラススコ

ア

林光

団体のための音楽 : 団

体歌

1814 自治労組合歌(B) Y871-001-Pr-00230 自治労組合歌(B) 1955 印刷譜 旋律譜 林光
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