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（1）図書資料

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年 所蔵

766.1ｵﾍ
オペラ・キャラクター解読事典

登場人物からさぐるオペラの新たな魅力
音楽之友社／編 音楽之友社 2000 久

766.1ｵﾍ 日めくり「オペラ」３６６日事典 新井巌／著 言視舎 2016 久

766.1N98
オペラ名曲ストーリー１１０

オペラを楽しむために
野崎正俊／著 東京音楽社 1993 久

766.1ｱ オペラ・アリア・ブック １ 愛の不条理 相沢啓三／編著 新書館 1992 久

766.1ｱ オペラ・アリア・ブック ２ 別れと嘆きと 相沢啓三／編著 新書館 1992 久

766.1ｱ オペラ・アリア・ブック ３ 感情教育 相沢啓三／編著 新書館 1992 久

766.1ｱ オペラ・アリア・ブック ４ 愛の核融合 相沢啓三／編著 新書館 1992 久

766.1ｵ
オペラ名曲百科 上

イタリア・フランス・スペイン・ブラジル編
永竹由幸／著 音楽之友社 1980 久

766.1ｵ

オペラ名曲百科 下 ドイツ・オーストリ

ア・ロシア・チェコスロバキア・ハンガリー・

ポーランド・イギリス・アメリカ・日本編

永竹由幸／著 音楽之友社 1984 久

766.1ｵ
オペラの本 わかりたいあなたのためのとき

めきのガイドブック
石井慎二／編 宝島社 1995 久

766.1ｵ オペラ１０１物語 オペラハンドブック編集部／編 新書館 1992 久

766.1ｺ これだけは見ておきたいオペラ 木之下晃／著，堀内修／著 新潮社 1994 久

766.1ﾀ ウィーン国立歌劇場 オペラの殿堂 高崎保男／著，山崎睦／著 音楽之友社 1985 久

766.1ﾊﾞ ウィンナ・オペレッタへの招待
寺崎裕則／文，

オーストリア国立劇場連盟／写真
音楽之友社 1985 久

766.1ﾊﾞ バイロイト音楽祭 ニーベルングの指環
Ｓ．ラウターバッサー／写真，

吉田秀和／著，渡辺護／著
音楽之友社 1984 久

766.1ﾍﾞ バイロイト音楽祭 ２ 三宅幸夫／文 音楽之友社 1987 久

766.2ﾃ ベルリン・ドイツ・オペラ
Ｂｕｈｓ／〔ほか〕写真，

吉田秀和／〔ほか〕文
音楽之友社 1987 久

（2）CD資料

請求記号 書名 演奏[歌唱]者 出版社 出版年 所蔵

161ｵ オペラを聴きたくて 美しい花々を愛でながら

エリーナ・ガランチャ／[ほか]歌，カレ

ル・マーク・チチョン／[ほか]指揮，

RAI国立交響楽団／[ほか]演奏

ユニバーサル

ミュージック
2019 熊

161ｵ オペラ・ベスト

ヘルベルト・フォン・カラヤン／指揮，

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団／演

奏，カルロ・ベルゴンツィ／[ほか]歌

ユニバーサル

ミュージック
2015 熊

161ｸﾞ オペラオリジナル・ハイライト ー 同朋舎出版 1994 熊

2022年10月発行

埼玉県立熊谷図書館令和4年度第4回資料展

「オペラへの誘い」

(展示期間：令和4年11月8日(火)～令和5年1月9日(月))

１ オペラへの第一歩

展示資料リスト

VD（ビデオディスク）のみ館内利用となります。

「所蔵」欄に【熊】とあるものは熊谷図書館の資料、【久】とあるものは久喜図書館の資料、【外】とあるものは外部書庫の資料です。

県立図書館の資料は、県内の公共図書館から取り寄せができます。お近くの図書館にご相談ください。
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161ｵ
オペラの快楽：１：

恋とはどんなもの：憧れの歌

フレデリカ・フォン・シュターデ（Ｓ）

（１）ほか，ウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団（１，２，６，７）ほか，ヘルベ

ルト・フォン・カラヤン（Ｃ）（１，３）

ほか

ＤＥＣＣＡ 1984 熊

161ｵ オペラの快楽：２：ある晴れた日に：愛の歌

ジョーン・サザーランド（Ｓ）（１）ほ

か，スイス・ロマンド放送合唱団（１）ほ

か，スイス・ロマンド管弦楽団（１）ほ

か，リチャード・ボニング（Ｃ）（１）ほ

か

ＤＥＣＣＡ 1987 熊

161ｵ オペラの快楽：３：女心の歌：誘惑の歌

タチアーナ・トロヤノス（ＭＳ）（１）ほ

か，ジョン・オールディス合唱団（１）ほ

か，ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

（１，２）ほか，サー・ゲオルグ・ショル

ティ（Ｃ）（１，２，４，７，８，１３）

ほか

ＤＥＣＣＡ 1996 熊

161ｵ オペラの快楽：４：星は光りぬ：愁いの歌

ルチアーノ・パヴァロッティ（Ｔ）ほか，

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団，ほ

か，レオーネ・マジェーラ（Ｃ）ほか

ＤＥＣＣＡ 1980 熊

161ｵ オペラの快楽：５：乾杯の歌：歓びの歌

ウィーン国立歌劇場合唱団（１，１３）ほ

か，ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

（１，１２～１５）ほか，サー・ゲオル

グ・ショルティ（Ｃ）（１，６−８，１

１，１２，１５）ほか

ＤＥＣＣＡ 1989 熊

（1）図書資料

請求記号 書名 著［編］者 出版社 出版年 所蔵

766.1ｲﾀ
イタリア・オペラの黄金時代

ロッシーニからプッチーニまで

ウィリアム・ウィーヴァー／著，

大平光雄／訳
音楽之友社 1998 久

766.1ｺﾚ
これで、オペラがなお、おもしろい

オペラ達人講座イタリア・オペラ編
南条年章／著 星雲社 1997 久

D762ｴﾎ 絵本で読む音楽の歴史 ７ オペラのすべて ー
ヤマハミュー

ジックメディア
1999 久

766.1A26 オペラの快楽 相沢啓三／著 ＪＩＣＣ出版局 1992 久

766.1ｵ
オペラを知っていますか

愛好家のためのオペラ史入門
増井敬二／著 音楽之友社 1995 久

766.1ｵ オペラ その華麗なる美の饗宴 音楽之友社／編 音楽之友社 1988 久

766.1ｸﾞ
グランド・オペラ

世界の歌劇場にみるオペラの歴史

アントニー・ギシュフォード／編，

三浦淳史／訳，中河原理／訳
音楽之友社 1975 久

766.1ｾﾞ ウィーン・オペラ 栄光と伝統の３５０年

アンドレア・ゼーボーム／編，

アンドレア・ゼーボーム／〔ほか〕著，

岩下真好／監訳

リブロポート 1990 久

766.1ｾ 世界オペラ史 その誕生から現代まで
レズリイ・オーリイ／著，ロドニイ・ミ

ルズ／補筆改訂，加納泰／訳
東京音楽社 1991 久

766.1ﾊﾟ スカラ座の人
ピエール・マリア・パオレッティ／著，

南条年章／訳
音楽之友社 1988 久

766.1ﾊﾟ
パリ・オペラ座

フランス音楽史を飾る栄光と変遷
竹原正三／著 芸術現代社 1994 久

766.1ｵﾍ
オペラと美しき女性たち展

ルネサンスからローマのオペラへ

アントネッロ・マダウ・ディアツ／監

修，ＮＨＫプロモーション／編

ＮＨＫプロモー

ション
2001 久

2 オペラの歴史
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（1）DVD資料

請求記号 書名 作曲者・出演者 出版社 出版年 所蔵

766.1ｶ 歌劇《トスカ》 3幕のメロドラマ
ジャコモ・プッチーニ／作曲，

エミリー・マギー／[ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2017 久

766.1ｶ 歌劇《椿姫》 3幕の歌劇
ヴェルディ／作曲，

ルネ・フレミング／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2017 久

766.1ｶ 歌劇《魔笛》 2幕のジングシュピール
モーツァルト／作曲，

フランシスコ・アライサ／[ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ﾄ トリスタンとイゾルデ 3幕の楽劇
ワーグナー／作曲，

ヨハンナ・マイアー／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ｶ

歌劇《シンデレラ<チェネレントラ>》全曲

ヤコボ・フェレッティの台本による

2幕のメロドラマ・ジョコーソ

ジョアッキーノ・ロッシーニ／作曲，

チェチーリア・バルトリ／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ｶ
歌劇《フィガロの結婚》

4幕のオペラ・ブッファK.492

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァ

ルト／作曲，

ヘルマン・プライ／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ｶ
歌劇《セビリャの理髪師》

2幕のオペラ・ブッファ

ジョアッキーノ・ロッシーニ／作曲，

テレサ・ベルガンサ／[ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ﾗ
ラインの黄金

舞台祭典劇《ニーベルングの指環》序夜

リヒャルト・ワーグナー／作曲，

ジェイムズ・モリス／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ヴ
ヴァルキューレ

舞台祭典劇《ニーベルングの指環》第1夜

ヒャルト・ワーグナー／作曲，

ゲイリー・レイクス／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ｼﾞ
ジークフリート

舞台祭典劇《ニーベルングの指環》第2夜

リヒャルト・ワーグナー／作曲，

ジークフリート・イェルザレム／ [ほか]

出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ｼﾞ
神々の黄昏

舞台祭典劇《ニーベルングの指環》第3夜

リヒャルト・ワーグナー／作曲，

ジークフリート・イェルザレム／ [ほか]

出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ﾗ 歌劇《愛の妙薬》<全曲>
ガエタノ・ドニゼッティ／作曲，

キャスリーン・バトル／[ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2020 久

766.1ｶ 歌劇《清教徒》 3幕のメロドラマ・セリオ
ベッリーニ／作曲，

アンナ・ネトレプコ／ [ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2017 久

766.1ｶ カルメン 4幕の歌劇
ジョルジュ・ビゼー／作曲，

エリーナ・ガランチャ／[ほか]出演

ユニバーサル

ミュージック
2017 久

766ｳ 美しいパースの娘  全４幕７景
ビゼー／作曲，

インヴァ・ムラ／[ほか]出演
ニホンモニター 2017 熊

（2）VD（ビデオディスク）資料

請求記号 書名 作曲者・出演者 出版社 出版年 所蔵

766 *568 歌劇「オルフェオ」 プロローグと全５幕
モンテヴェルディ／作曲，ジャン・ピエー

ル・ポネル／演出，チューリッヒ歌劇場合唱

団／演奏，アーノンクール／指揮

ポリドール 1991 熊

766 *240-241 歌劇「フィガロの結婚」 全曲

モーツァルト／作曲，カール・ベーム／指

揮，ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

／演奏，ジャン＝ピエール・ポネル／演出

ポリドール 1988 熊

766 *557-558 歌劇「セビリヤの理髪師」 全曲

クラウディオ・アバド，ジャン＝ピエー

ル・ポネル，ロッシーニ／作曲，ミラノ・

スカラ座

ポリドール 1991 熊

766 *238-239 喜歌劇「こうもり」 全曲

ヨハン・シュトラウス／作曲，カルロス・

クライバー／指揮，オットー・シェンク／

演出，バイエルン国立管弦楽団／演奏

ポリドール 1988 熊

3 観て聴くオペラ
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766 *563-564 歌劇「トスカ」

プッチーニ／作曲，ブルーノ・バルトレッ

ティ／指揮，ジャンフランコ・デ・ボシオ

／演出，ニュー・フィルハーモニア管弦楽

団／演奏

ポリドール 1991 熊

766

*1056・1057
歌劇「椿姫」 全曲

ヴェルディ／作曲，サー・ゲオルグ・ショ

ルティ／指揮，コヴェント・ガーデン・ロ

イヤル・オペラ／出演

ポリドール 1995 熊

766 *232-233 歌劇「魔笛」

モーツァルト／作曲，ヴォルフガング・サ

ヴァリッシュ／指揮，アウグスト・エ

ヴァーディング／出演，バイエルン国立歌

劇場／［出演］，バイエルン国立歌劇場管

弦楽団，合唱団／演奏

日本フォノグラ

ム
1995 熊

（3）CD資料

請求記号 書名 演奏[歌唱]者 出版社 出版年 所蔵

161ﾓ オルフェオ：音楽寓話劇／モンテヴェルディ

キャサリン・ボット（Ｓ），ジュリア・

グッディング（Ｓ）ほか，合唱団，

ニュー・ロンドン・コンソート（ＯＲＣ

Ｈ），フィリップ・ピケット（Ｃ）

ＤＥＣＣＡ 1992 熊

161ﾌﾟ トスカ：歌劇：全曲／プッチーニ

マリア・グレギーナ（Ｓ）ほか，ミラノ・

スカラ座合唱団，ミラノ・スカラ座管弦楽

団，リッカルド・ムーティ（Ｃ）

ソニー・ミュー

ジックエンター

テイメント

2000 熊

161ｳﾞ 椿姫：歌劇：全曲／ヴェルディ

マリア・カラス（Ｓ）ほか，ミラノ・スカ

ラ座合唱団，ミラノ・スカラ座管弦楽団，

カルロ・マリア・ジュリーニ（Ｃ）

日本クラウン 1987 熊

161ﾓ 魔笛：歌劇：全曲／モーツァルト

ティアナ・レムニッツ（Ｓ）［ほか］，ベ

ルリン・フィルハーモニー管弦楽団及び合

唱団，サー・トーマス・ビーチャム（Ｃ）

新星堂 1991 熊

161ﾜ
トリスタンとイゾルデ：楽劇：

全曲／ワーグナー

キルステン・フラグスタート（Ｓ）［ほ

か］，コヴェントガーデン王立歌劇場合唱

団，フィルハーモニア管弦楽団，ウィルヘ

ルム・フルトヴェングラー（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 1986 熊

161ﾄﾞ 愛の妙薬：歌劇：全曲／ドニゼッティ

ジョーン・サザーランド（Ｓ）ほか，アン

ブロジアン・オペラ・コーラス，イギリス

室内管弦楽団，リチャード・ボニング

（Ｃ）

ＤＥＣＣＡ 1971 熊

161ﾍﾞ 清教徒：歌劇：全曲／ベルリーニ

モンセラ・カバリエ（Ｓ）ほか，アンブロ

ジアン・オペラ合唱団，フィルハーモニア

管弦楽団，リッカルド・ムーティ（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 1988 熊

161ﾋﾞ カルメン：歌劇：全曲／ビゼー

レオンタイン・プライス（Ｓ）ほか，

ウィーン国立歌劇場合唱団，ウィーン・

フィルハーモニー管弦楽団，ヘルベルト・

フォン・カラヤン（Ｃ）

ＢＭＧジャパン 2008 熊

161ﾛ チェネレントラ：オペラ：全曲／ロッシーニ

ルチア・ヴァレンティーニ・テラーニ（Ｍ

Ｓ）［ほか］，ケルン西ドイツ放送男声合

唱団，ケルン合奏団，ガブリエレ・フェル

ロ（Ｃ）

ＣＢＳ ＩＮＣ 1983 熊

161ﾛ
セビリャの理髪師：２幕のメロドラマ・ブッ

フォ：全曲／ロッシーニ

テレサ・ベルガンサ（ＭＳ）ほか，アンブ

ロジアン・オペラ・コーラス，ロンドン交

響楽団，クラウディオ・アバド（Ｃ）

ＰＯＬＹＤＯＲ

ＩＮＴＥＲＮＡ

ＴＩＯＮＡＬ

1972 熊

161ﾓ フィガロの結婚：歌劇：全曲／モーツァルト

エリーザベト・ゼーダーシュトレーム

（Ｓ）ほか，ジョン・オールディス合唱

団，ニュー・フィルハーモニア管弦楽団，

オットー・クレンペラー（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 1991 熊

4 



（1）図書資料

請求記号 書名 著［編］者 出版者 出版年 所蔵

766ﾒ 名作オペラブックス29

モンテヴェルディ オルフェオ アッ

ティラ・チャンパイ／編，ディートマ

ル・ホラント／編

音楽之友社 1989 久

971ｳｴ732 リゴレット ヴェルディ／〔作〕，小瀬村幸子／訳 音楽之友社 2001 久

971ﾌﾁ703 蝶々夫人 プッチーニ／〔作〕，戸口幸策／訳 音楽之友社 2003 久

B932ﾅ 夏の夜の夢 シェイクスピア／〔著〕，福田恒存／訳 新潮社 1997 久

B942ｼ ヴィルヘルム・テル
シラー／作，

桜井政隆／訳，桜井国隆／訳
岩波書店 1984 久

766.1ｵ ドン・ジョヴァンニ
ロレンツォ・ポンテ／台本，Ｗ．Ａ．

モーツァルト／作曲，海老沢敏／訳
音楽之友社 1984 久

932ｹﾞ 乞食オペラ ジョン・ゲイ／著，海保真夫／訳 法政大学出版局 1993 久

941ﾗ ニーベルンゲンの指環 １ ラインの黄金
リヒャルト・ワーグナー／作，

アーサー・ラッカム／絵
新書館 1983 久

941ﾜ ニーベルンゲンの指環 ２ ワルキューレ
リヒャルト・ワーグナー／作，

アーサー・ラッカム／絵
新書館 1984 久

J726.5ﾆ ニーベルンゲンの指環 ３ ジークフリート
リヒャルト・ワーグナー／作，

アーサー・ラッカム／絵
新書館 1984 久

941ｶ ニーベルンゲンの指環 ４ 神々の黄昏
リヒャルト・ワーグナー／作，

アーサー・ラッカム／絵
新書館 1984 久

941.7ｼﾕ745 ばらの騎士
リヒャルト・シュトラウス／〔作〕，

田辺秀樹／訳
音楽之友社 2001 久

942ﾌ ファウスト 第１部 ゲーテ／作，相良守峯／訳 岩波書店 1991 久

942ﾌ ファウスト 第２部 ゲーテ／作，相良守峯／訳 岩波書店 1991 久

（2）レコード資料

資料コード 書名 演奏[歌唱]者 出版社 出版年 所蔵

780123592 リゴレット：歌劇：全曲／ヴェルディ

ジョーン・サザーランド（Ｓ）ほか，アン

ブロジアン歌劇合唱団，ロンドン交響楽

団，リチャード・ボニング（Ｃ）

キングレコード 1974 外

780097101 蝶々夫人：歌劇：全曲／プッチーニ

ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレス

（Ｓ）ほか，ローマ国立歌劇場合唱団，

ローマ国立歌劇場管弦楽団，ガブリエー

レ・サンティーニ（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 不明 外

780097887 ウィリアム・テル：歌劇：全曲／ロッシーニ

モンセラ・カバリエ（Ｓ）ほか，アンブロ

ジアン・オペラ合唱団，ロイヤル・フィル

ハーモニー管弦楽団，ランベルト・ガルデ

ルリ（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 不明 外

780097671
ドン・ジョヴァンニ：歌劇：

全曲／モーツァルト

アンナ・トモワ＝シントウ（Ｓ）ほか，

ウィーン国立歌劇場合唱団，ウィーン・

フィルハーモニー管弦楽団，カール・ベー

ム（Ｃ）

ポリドール 不明 外

780075586 ばらの騎士：楽劇：全曲／Ｒ．シュトラウス

アンナ・トモワ＝シントウ（Ｓ）ほか，

ウィーン国立歌劇場合唱団，ウィーン・

フィルハーモニー管弦楽団，ヘルベルト・

フォン・カラヤン（Ｃ）

ポリドール 不明 外

780096442 ファウスト：歌劇：全曲／グノー

ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレス

（Ｓ）ほか，パリ国立歌劇場合唱団，パリ

国立歌劇場管弦楽団，アンドレ・クリュイ

タンス（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 不明 外

4 読んで聴くオペラ
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（3）CD資料

請求記号 書名 演奏[歌唱]者 出版者 出版年 所蔵

161ｳﾞ リゴレット：歌劇：全曲／ヴェルディ

アンドレア・ロスト（Ｓ）ほか，ミラノ・

スカラ座合唱団，ミラノ・スカラ座管弦楽

団，リッカルド・ムーティ（Ｃ）

ＳＯＮＹ ＣＬ

ＡＳＳＩＣＡＬ
1995 熊

161ﾌﾟ 蝶々夫人：歌劇：全曲／プッチーニ

マリア・カラス（Ｓ）ほか，ミラノ・スカ

ラ座合唱団，ミラノ・スカラ座管弦楽団，

ヘルベルト・フォン・カラヤン（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 2002 熊

161ﾌﾞ
真夏の夜の夢：３幕のオペラ：作品６４

／ブリテン

シルヴィア・マクネアー（Ｓ）ほか，

ニュー・ロンドン児童合唱団，ロンドン交

響楽団，サー・コリン・デイヴィス（Ｃ）

ＨＡＭＢＵＲＧ

ＰＨＩＬＩＰＳ
1996 熊

161ﾛ ウィリアム・テル：歌劇：全４幕／ロッシーニ

チェリル・ステューダー（Ｓ）ほか，ミラ

ノ・スカラ座合唱団，ミラノ・スカラ座管

弦楽団，リッカルド・ムーティ（Ｃ）

ＨＡＭＢＵＲＧ

ＰＨＩＬＩＰＳ
1989 熊

161ﾓ
歌劇《ドン・ジョヴァンニ》全曲

／モーツァルト

マーラー・チェンバー・オーケストラ；ヤ

ニック・ネゼ＝セガン（Ｃ）ほか

ユニバーサル

ミュージック
2012 熊

161ｼ ばらの騎士：楽劇：全曲／Ｒ．シュトラウス

エリザベート・シュワルツコップ（Ｓ）ほ

か，ラフトン女学校合唱団，バンクロフト

高校児童合唱団，フィルハーモニア合唱

団，フィルハーモニア管弦楽団，ヘルベル

ト・フォン・カラヤン（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 1984 熊

161ｸﾞ ファウスト：歌劇：全曲／グノー

チェリル・ステューダー（Ｓ），マル

ティーヌ・マーエ（Ｓ）［ほか］，フラン

ス陸軍合唱団，トゥールーズ・キャピトル

劇場合唱団，トゥールーズ・キャピトル劇

場管弦楽団，ミシェル・プラッソン（Ｃ）

東芝ＥＭＩ 1992 熊

161ﾜ ラインの黄金：楽劇：全曲／ワーグナー

ヘルタ・ヴィルフェルト（Ｓ），ほか，バ

イロイト祝祭管弦楽団，ヨーゼフ・カイル

ベルト（Ｃ）

ＴＥＳＴＡＭＥ

ＮＴ
2006 熊

161ﾜ ヴァルキューレ：楽劇：全曲／ワーグナー

アストリッド・ヴァルナイ（Ｓ）ほか，バ

イロイト祝祭管弦楽団，ヨーゼフ・カイル

ベルト（Ｃ）

ＴＥＳＴＡＭＥ

ＮＴ
2006 熊

161ﾜ ジークフリート：楽劇：全曲／ワーグナー

アストリッド・ヴァルナイ（Ｓ）ほか，バ

イロイト祝祭管弦楽団，ヨーゼフ・カイル

ベルト（Ｃ）

ＴＥＳＴＡＭＥ

ＮＴ
2006 熊

161ﾜ 神々の黄昏：楽劇：全曲／ワーグナー

アストリッド・ヴァルナイ（Ｓ）ほか，バ

イロイト祝祭管弦楽団，ヨーゼフ・カイル

ベルト（Ｃ）

ＴＥＳＴＡＭＥ

ＮＴ
2006 熊

社会科学と歴史・哲学の 埼玉県立熊谷図書館
〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田5-6-1

TEL：048-523-6291 FAX：048-523-6468
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