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○1981 年以前の演奏会、1993~96 年全日本大学オーケストラ大会の CD	 	 

1981 年以前の音源は一部のみしか収集できておりませんが、ご提供できるﾀｲﾄﾙの

みをﾘｽﾄにご紹介しております。会員の皆様からお借りしたﾃｰﾌﾟで、時には録音、

複製が古く、ﾃｰﾌﾟ切れを発生したものや、曲に途切れがあったり、音質不良など

で一部お聴き苦しい点はご了解ください。また一つの演奏会でもﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの全曲が

収録できていない場合もありますのでご承知おき下さい。	 

一方 1982 年以降に属しますが、1993-96 全日本大学ｵｰｹｽﾄﾗ大会での貴重な CD、４

ﾀｲﾄﾙも提供可能となっております。	 

	 

＜お申し込み方法＞	 

・郵便局の振込用紙「通信欄」に、ご注文される CD の「No.」、「セット数」、「御

氏名」、「送付先」をご記入頂き、料金先払いでお申し込みください。会費納入

後の方も郵便局の振込用紙の通信欄をご利用頂き、料金先払いになっておりま

す。	 

・価格：1枚 500 円、2枚組 1000 円（送料込み）です。	 

	 	 郵便振込：加入者名	 神戸大学響友会	 

	 	 	 	 	 	 	 口座記号番号	 00940-1-156241	 

	 

 
 
 

CDで過去の演奏会の録音を提供できるもの 
 

「全日本大学ｵｰｹｽﾄﾗ大会 (1993-1996年)」 及び 1981年以前の演奏会 

11/5/09 

CD No. 演奏会タイトル・収録曲目 

B1 1996.12.15 第11回全日本大学オーケストラ大会 東京・芸術劇場 指揮：黒木靖子 

♪ブラームス 交響曲第１番より第４楽章 ＜講評委員会賞受賞＞ 

B2 1995.12.17 第10回全日本大学オーケストラ大会 神戸文化ホール 指揮：黒木靖子 

♪ホルスト 組曲「惑星」より 火星、木星 ＜講評委員会奨励賞受賞＞ 

B3 1994.12.4 第9回全日本大学オーケストラ大会 東京・芸術劇場 指揮：川嶋雄介 

♪プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より導入、タイボルトの死、 

 ジュリエットの墓の前のロメオ、ジュリエットの死 ＜招待演奏＞ 

B4 1993.12.12 第8回全日本大学オーケストラ大会 東京・芸術劇場 指揮：森 康一 

♪ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲とイゾルデの愛の死」 

＜講評委員会賞受賞＞ 
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B5 1981.12.12 第31回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 守山俊吾・船曳哲也 

♪ロッシーニ 歌劇「セビリャの理髪師」序曲 

♪シューベルト 交響曲第8番「未完成」 

♪チャイコフスキー 交響曲第5番 

B6 1977.11.18 NHK青少年音楽祭（ジュネス） 大阪厚生年金会館 指揮 小松一彦 

♪ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 第1幕への前奏曲 

（※一部音飛びがあります） 

♪ベルリオーズ 幻想交響曲 （※一部音飛び、音揺れがあります） 

※当時のTV放送の音源のため、TV放送特有のノイズが全般に亘り混入しています。 

B7 1976.12.26 第26回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮：久志本 涼 

♪ドヴォジャーク 「謝肉祭」序曲 

♪ドビュッシー 小組曲(ビュッセル編) 

♪ドヴォジャーク 交響曲第9番「新世界より」 

B8 
（2枚組） 

 

1975.3.14 阪神地区大学オーケストラ合同演奏会 大阪フェスティバルホール  

指揮 手塚幸紀 

♪ブルックナー 交響曲第4番「ロマンティック」 

♪モーツァルト 交響曲第40番 

B9 1975.12.17 第25回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 岡田 司・武田之通 

♪ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱つき」 

B10 1974.6.15 神戸大学音楽祭 神戸文化中ホール 指揮 岡田 司 

♪シベリウス 交響詩「フィンランディア」 

♪J.シュトラウス 皇帝円舞曲 

B11 1974.6.29 甲南大学ジョイントコンサート 神戸文化中ホール 指揮 岡田 司 

♪ドヴォジャーク 交響曲第8番 

B12 
（2枚組） 

1974.12.13 第24回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 今井方丈・岡田 司 

♪ベルリオーズ ラコッツィ行進曲 

♪ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番 Pf: 宮本 玲 

♪ベルリオーズ 幻想交響曲 

B13 1973.7 神戸大学学内イベント 神戸大学学生会館ホール 指揮 村上憲司 

♪ヘンデル オラトリオ「メサイヤ」よりアーメンコーラス 合唱：混声合唱団エルデ 

B14 1973.7.21 富山大学ジョイントコンサート 富山大学講堂 指揮 岡田 司・土井 浩 

♪ベートーヴェン 交響曲第5番 

♪ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第１幕への前奏曲 合同演奏 

 (※一部音飛びがあります) 

B15 
（2枚組） 

1973.12.21 第23回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 村上憲司・岡田 司 

♪チャイコフスキー スラブ行進曲 

♪ハイドン 交響曲第104番「ロンドン」 

♪ブラームス 交響曲第1番  
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B16 1972.6.25 明石演奏会 明石市民会館 指揮 村上憲司・奥田伸悟 

♪シベリウス 交響詩「フィンランディア」 

♪シューベルト 交響曲第８番「未完成」 

♪ハチャトリアン バレエ組曲「ガイーヌ」より 

B17 1972. NHK青少年音楽祭(ジュネス) 西宮市民会館 指揮 宇宿充人 

♪シベリウス 交響曲第２番 

※当時のTV放送の音源のため、TV放送特有のノイズが全般に亘り混入しています。 

B18 1972.12.15 第22回定期演奏会 神戸・国際会館 指揮 奥田伸悟・村上憲司 

♪ワーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第１幕への前奏曲 

♪ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱つき」 

B19 1971.3.13 教育学部卒業演奏会 芦屋ルナホール 指揮 奥田伸悟 

♪オネゲル ピアノ小協奏曲 Pf：中嶋明子 

B20 1971.7.20 姫路特別演奏会 姫路公会堂 指揮 奥田伸悟・小川博司・村上憲司 

♪サウンド・オブ・ミュージック  

♪ベルリオーズ ラコッツィ行進曲 

♪ボロディン 中央アジアの草原にて 

♪ベートーヴェン 「エグモント」序曲 

♪シューベルト 交響曲第８番「未完成」 

♪ビゼー 「アルルの女」より ファランドール 

 

B21 
（2枚組） 

1971.12.6 第21回定期演奏会 神戸・国際会館 指揮 奥田伸悟・小川博司・村上憲司 

♪J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲 

♪奥田伸悟 交響的形容「沈黙の残部」 

♪ショパン ピアノ協奏曲第1番 Pf: 小川万喜子 

♪チャイコフスキー 交響曲第5番 

B22 1970.12.12 第20回定期演奏会 西宮市民会館 指揮 奥田伸悟・小川博司・金子芳樹 

♪モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 

♪ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」 

♪ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 

B23 1968.12.10 第18回定期演奏会  神戸・国際会館 指揮 堀 宏至・谷口 浩 

♪ブラームス 悲劇的序曲 

♪モーツァルト 交響曲第36番「リンツ」 

♪シューマン 交響曲第4番 

♪（アンコール）シベリウス フィンランディア 

B24 
（2枚組） 

1967.12.8 第17回定期演奏会 神戸・国際会館 指揮 奥田伸悟・堀 宏至 

♪ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 Pf: 小林とし 

♪フランク 交響曲ニ短調 

♪（アンコール）シューベルト「ロザムンデ」より第3幕への間奏曲 
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B25 1966.12.6 第16回定期演奏会  神戸・国際会館 指揮 奥田伸悟・植田吉波 

♪ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲 

♪リスト ピアノ協奏曲第1番 Pf：加藤和子（※一部途切れがあります） 

♪ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」 

♪シューマン 交響曲第3番「ライン」 

1966.6.6 姫路演奏会 広畑中学校  

♪ビゼー アルルの女より「ファランドール」 

B26 1964.8.1 金沢演奏会 金沢市観光会館 指揮 泉庄右衛門・大軒 護 

♪ニコライ 喜歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 

♪シューベルト 交響曲第8番「未完成」 

♪（アンコール集）J.シュトラウス：アンネン・ポルカ、J.シュトラウス：ポルカ「狩 

り」、シューベルト：「ロザムンデ」より第3幕への間奏曲、アンダーソン：プリンク・ 

プランク・プルンク 

B27 1964.11.30大阪・産経ホール、1964.12.1神戸・国際会館 第14回定期演奏会  

指揮 泉 庄右衛門・大軒 護 

♪ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」 

♪外山雄三 ディヴェルティメント 

♪（アンコール）ブラームス ハンガリー舞曲第５番 

B28 1963.5.14 第14回大学祭 神戸・国際会館 指揮 松永 明 

♪ハチャトリアン 「ガイーヌ」より 剣の舞 

♪モーツァルト クラリネット協奏曲より 第一楽章 Cl：伊藤肇 

♪サン＝サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」から バッカナール 

B29 1963.6.17 第9回旧三商大交歓音楽会 神戸・国際会館 指揮 松永 明 

♪サン＝サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」から バッカナール 

♪ブルッフ=ヴァイオリン協奏曲 Vn：山内祝子 

♪リスト ハンガリー狂詩曲第２番 

♪ワーグナー 「タンホイザー」より「巡礼の合唱」 

♪ヴェルディ 「トロヴァトーレ」より「アンヴィル・コーラス」 

B30 1962.3.19 第12回教育学部卒業演奏会 神戸・国際会館 指揮 中島良能・松永 明 

♪サン＝サーンス 「サムソンとデリラ」より 「あなたの声にわが心は開く」 M.Sop： 

中塚照世 

♪モーツァルト「魔笛」より「パパゲーノとパパゲーナの二重唱」   

Sop：福本雅楽子 Tenor：井上昭男 

♪ハイドン ピアノ協奏曲ニ長調  Pf：田村嘉崇 

B31 1962.12.4 第12回定期演奏会 神戸・国際会館 指揮 中島良能・松永 明 

♪モーツァルト 交響曲第３５番「ハフナー」（※冒頭に音切れがあります） 

♪チャイコフスキー イタリア奇想曲（※冒頭に音切れがあります） 

♪（アンコール）ヘンデル 水上の音楽より ホーンパイプ 
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B32 1961.3.23 第11回教育学部卒業演奏会 神戸・国際会館 指揮 中島良能 

♪モーツァルト 「ドン・ジョヴァンニ」より Sop：細見艶子 

♪ショパン ピアノ協奏曲第1番より 第1楽章 Pf：海老千草 

B33 1960.12.7 第10回定期演奏会 神戸・国際会館 指揮 長谷川昌治・中島良能 

♪ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 Pf: 尾崎文子（※第2・第3楽章のみ） 

♪チャイコフスキー 交響曲第5番（※第3・第4楽章のみ） 

♪（アンコール）ブラームス ハンガリー舞曲第5番 

B34 1982.3.26 石田純一・小林とし教授退官記念演奏会 神戸・国際会館  

指揮 斉田好男・石田純一 

♪リスト ピアノ協奏曲 Pf：小林とし 

♪ハイドン オラトリオ「四季」より 

B35 
（2枚組） 

1981.6.24 サマーコンサート1981 神戸文化ホール 指揮 船曳哲也・大山浩邦 

♪ボロディン 歌劇「イーゴリ公」序曲 

♪ベートーヴェン 交響曲第2番 

♪チャイコフスキー 交響曲第1番「冬の日の幻想」 

♪（アンコール）ビゼー 「アルルの女」第2組曲より ファランドール 

B36 1980.12.21 第30回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 小畑佳正・岡田 司 

♪スメタナ 交響詩「わが祖国」より「モルダウ」 

♪ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱つき」 

B37 1980.6.19 サマーコンサート1980 神戸文化ホール 指揮 小畑佳正・岡田 司 

♪チャイコフスキー スラブ行進曲 

♪モーツァルト 交響曲第38番「プラハ」 

♪ドヴォジャーク 交響曲第9番「新世界より」 

♪（アンコール）シベリウス 組曲「カレリア」より 行進曲風に 

B38 
 

1979.12.8 第29回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 高本 勉・岡田 司 

♪ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲 

♪サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番 Vn：亀田美佐子 

♪ブラームス 交響曲第4番 

B39 
 

1979.6.16 サマーコンサート1979 神戸文化ホール 指揮 久志本 涼 

♪ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲 

♪モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」 

♪ボロディン 交響曲第2番 

♪（アンコール）チャイコフスキー くるみ割り人形から「あし笛の踊り」 
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B40 
 

1978.12.6 第28回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 内田州治・岡田 司 

♪ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 

♪シューマン チェロ協奏曲 Vc：藤原真理 

♪ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」 

♪（アンコール）ブリテン 「マチネ・ミュージカル」より第1曲「行進曲」 

B41 
 

1978.6.29 サマーコンサート1978 神戸文化ホール 指揮 内田州治・高本 勉 

♪ブラームス 大学祝典序曲 

♪ビゼー 「アルルの女」組曲より 

♪ドヴォジャーク 交響曲第8番「イギリス」 

♪（アンコール）ブラームス ハンガリー舞曲第5番 

B42 1977.12.19 第27回定期演奏会 神戸文化ホール 指揮 武田之通・手塚幸紀 

♪ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲 

♪モーツァルト ピアノ協奏曲第24番 Pf: 田原富子 

♪ブラームス 交響曲第2番 
 


