
監修・解説：中島靖子

箏独奏のための　無言歌集 三弦　秋霖 信濃路

忍草 柊 三弦　八段の調

壱越調平調子による　三つの練習曲 　　酒歌 いつまでも

ゆりかご 　　平城山 三弦　松籟譜

三弦　乱

三曲第二番 三弦　四段砧 早春譜

子守唄変奏曲 四つの歌曲

箏独奏による主題と六つの変奏　さくら 　　薄桜 神仙調舞曲

暁の歌 　　松竹梅

秋風の曲 今小町 銀世界

鳳天舞 正派頌歌

惜春 故郷の花 箏独奏のための七段の調　鳴鳳

唐砧 金色の わが願い

ロンドンデリーの唄

万歳 摘草 輝く陽

尺八・箏二重奏曲　壱越 頌歌　ー雪月花ー

箏・三弦　古典/現代名曲集（五）

箏・三弦　現代名曲集（六）

箏・三弦　古典/現代名曲集（七）

　　　　　　箏・三弦　古典/現代名曲集

箏・三弦　現代名曲集（一）

箏・三弦　古典/現代名曲集（二）

箏・三弦　古典/現代名曲集（三）

箏・三弦　古典/現代名曲集（四）



越後獅子 けしの花 輪音

「日本の小箱　小変奏曲集」より　箏独奏による主題と変奏　うさぎ

踊り子 私の見た夢 若き日の想い出

乱（箏独奏） 遠砧 雪人形

「二つの変奏曲より」　さくらさくら 残月 萩の露

二種の三弦の為のソナタ 夕顔 黒髪

尺八と箏のための　協奏曲第三番

子守唄三題 春の唄 帰郷

春の栄 虹 箏と十七弦による　三重奏曲

「日本の小箱小変奏曲」より　箏独奏による　小変奏曲 三曲小品集

春の夜 箏協奏曲第二番

比良 半夜 吾妻獅子

小さな春 シパキラの思い出 さくら

荒城の月

秋風の辞 三弦　五段砧 六段の調・松籟譜

お七吉三 メリーゴーラウンド

箏・三弦　古典/現代名曲集（八）

箏・三弦　現代名曲集（十一）

箏・三弦　古典/現代名曲集（十）

箏・三弦　古典/現代名曲集（九）

箏・三弦　古典/現代名曲集（十四）

箏・三弦　古典/現代名曲集（十三）

箏・三弦　現代名曲集（十二）



ながらの春 都踊 梅ヶ枝

山吹 沙羅「第一番」 沙羅「第二番」

女声二重唱と箏二部のための日本古謡

都忘れ 雲井六段 遠野

春の訪れ こでまりの花

箏合奏と尺八のための組曲　信濃の抒情

思い出の歌声（独奏曲） 虫の声 庭の母

三弦　茶音頭 八千代獅子 鶴の声

春の姿 思い出の歌声（合奏曲）

DISC-1

新浮船 軒の雫 大海原

DISC-2

箏二重奏曲　第二番 箏二重奏曲　第一番

箏独奏のための　「さくら」による主題と変奏 晩秋

秋の調 蒼生第一番 蒼生第二番

初鶯 祭礼 獅子舞

三弦二重奏曲　凹と凸 春鶯囀 小奏鳴曲

即興幻想曲

箏・三弦　古典/現代名曲集（十五）

箏・三弦　古典/現代名曲集（十六）

箏・三弦　古典/現代名曲集（十七）

箏・三弦　古典/現代名曲集（十八）

箏・三弦　現代名曲集（十九）



六段の調 乱 主題と変奏

おぼろ夜 三弦二重奏曲　雨四題

尺八・箏・三弦・十七弦のための　四重奏曲第二番 箏と十七弦のための　三つの小品

枯山水 八段の調 時鳥の曲

茶音頭 三弦と十七弦のための三章 薫る花

八ッ橋 三弦独奏による　鳴沙 潮音

荒城の月変奏曲 花の摘草 早春

四重華一番 箏と十七弦による　須唄流三章

よろこび 　　水の蓮 壽萬歳

二つの箏のための　三つのアラベスク 　　木と石の詩 二つの個性

DISC-1

秋風の曲 声と邦楽器のための組曲　信楽狸 四方の海

お雛さんの目 二つの歌曲 花のデュエット

八橋の主題による協奏曲風　輪舌

DISC-2

さむしろ 箏独奏のための一楽章　上無 箏・尺八による小品　雨

若水 ひばり 二つの無言歌

尺八・箏・三弦・十七弦のための四重奏曲第四番　絹の道

八重衣 雲の峰 秋の夜

花語らず 川瀬の宿

箏・三弦　古典/現代名曲集（二十）

箏・三弦　古典/現代名曲集（二十一）

箏・三弦　古典/現代名曲集（二十二）

箏・三弦　現代名曲集（二十三）

正派創始百周年記念盤　箏・三弦　古典/現代名曲集（二十四）

箏・三弦　古典/現代名曲集（二十五）



千鳥の曲 瀑光夢 母の唄

嘆き給ひそ 章魚つき 初便り

地唄の手ほどき　第一集より 数え歌　　十日戎　　黒い羽織　　石の灯篭　　おぼこ菊　　高砂

蕪村の和詩による　悼歌 葵の詩

【特典音源】千鳥の曲　手事　（替手作曲　中島雅楽之都）

箏・三弦　古典/現代名曲集（二十六）



監修・解説： 中島雅楽之都

中島靖子

八重衣 新青柳 新娘道成寺 千鳥の曲 　　新高砂（雲井高砂） 相生の曲

秋の言の葉

四季の眺 末の契 深夜の月 若　菜

三曲第三番（古稀の曲） 松　虫

三曲第一番

茶音頭 ままの川 笹の露 輪　音

五段砧 桜　川 七小町 夜々の星 笛吹き女 牡　丹

箏独奏のための練習曲 ふるさとの おしどり

明日こそは かくれ狐

春の曲 夏の曲 秋の曲 冬の曲

春の恵 第一楽章：うるわしき朝

楫　枕 磯千鳥 御山獅子 第二楽章：春雨の夜

第三楽章：快速調

飛　躍 夜の歌

時鳥の曲 金剛石 水は器 春の初花 夏の初花 秋の初花 冬の初花

新巣籠 凱旋喇叭の調

嵯峨の秋 雪の花 御製の曲

明治松竹梅

箏曲名作選　（一）石川勾当

                   箏 曲 名 作 選

箏曲名作選　（九）明治新曲２

箏曲名作選　（七）楯山登

箏曲名作選　（六）菊岡検校２

箏曲名作選　（五）吉沢検校

箏曲名作選　（二）松浦検校

箏曲名作選　（三）菊岡検校

箏曲名作選　（四）光崎検校

箏曲名作選　（十）唯是震一

箏曲名作選　（十一）中島靖子

箏曲名作選　（十二）久本玄智

火の島  火祭り・霊歌・渡し船

箏曲名作選　（八）明治新曲１



独奏箏と小合奏団のための　協奏的三章

創作組曲『秋』

落葉松

二つの舞曲

十七弦のための　協奏的即興曲

DISC-1

DISC-2

蓮

冬の風物詩

蕪村の和詩による「悼歌」

仲秋（ちゅうしゅう）ひぐらし万年青の実（おもとのみ）重陽（ちょうよう）

蕪村の和詩による悼歌　十七弦・中島靖子の音楽

秋の風物詩

ヴィヴァーチェヴァリアツィオーニ

雪ふりつもる 赤い南天 門松立つ

コン・モートトランクィッロ

十七弦独奏のための　四つの即興曲

落葉松ー中島靖子作品集

第三楽章第二楽章

寒い冬が近いのに秋の色は彼岸花

第一楽章

比良 軒の雫

秋の調春の夜

ⅡブーレⅠサラバンド

宮城道雄　名曲選集

瀬音落葉の踊り

遠砧花紅葉春の訪れ

唐砧春の海

Ⅳ楽章Ⅲ楽章Ⅱ楽章Ⅰ楽章

水の変態


