
ポーター バロック・ツインディスク用

ディスクNo. 作　曲　者 曲　　目

クラシック

0099 バッハ アリオーソ

0044 バッハ ヴァイオリン協奏曲第２番

0104 バッハ シチリアーノ

0039 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第１番　第４楽章

0038 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第２番　第３楽章

0041 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第３番　第１楽章

0040 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第４番　第１楽章

0042 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第５番　第１楽章

0043 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第５番　第３楽章

0052 バッハ ブランデンブルグ協奏曲第６番　第３楽章

0100 バッハ 目覚めよ，と呼ぶ声あり

0036 バッハ 管弦楽組曲第１番より　ブーレ

0035 バッハ 管弦楽組曲第２番より　バディネリ

0037 バッハ 管弦楽組曲第３番より　ガボット

0144 バッハ 主よ、人の望みの喜びよ

0055 バダジェフスカ 乙女の祈り

0098 ベートーベン 交響曲第５番　第４楽章

0069 ベートーベン 交響曲第７番　第４楽章

0068 ベートーベン 交響曲第９番　第４楽章

1168 ベートーベン 悲愴ソナタ 第２楽章

0377 ビゼー ｢アルルの女｣より　メヌエット

0996 ブラームス ハンガリー舞曲第５番

0071 ブラームス 子守歌

0060 ショパン 子守歌

0028 ショパン 別れの曲

0031 ショパン 黒鍵のエチュード

0034 ショパン エチュード作品１０－８

0110 ショパン エチュード｢エオリアンハープ｣

0062 ショパン エチュード｢蝶々｣

0064 ショパン 幻想即興曲

0002 ショパン マズルカ第５番

0109 ショパン マズルカ第２３番

0030 ショパン ノクターン　第２番

0112 ショパン 軍隊ポロネーズ

0025 ショパン 英雄ポロネーズ

0026 ショパン 雨だれの前奏曲

0105 ショパン 華麗なる大円舞曲

0107 ショパン 華麗なるワルツヘ長調

0023 ショパン 小犬のワルツ

0108 ショパン ワルツロ短調

0106 ショパン ワルツイ短調

0001 ドビュッシー アラベスク　第１番

0008 ドビュッシー グラドゥス-アド-パルナッスム博士

0006 ドビュッシー ベルガマスク組曲より　前奏曲

0005 ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女

0007 ドビュッシー 夢

0003 ドビュッシー 小舟にて

0101 ドビュッシー 月の光

0058 ドヴォルザーク ユーモレスク

0097 エルガー 愛のあいさつ





0096 フォーレ シチリアーノ

0059 ゴダール ジョスランの子守歌

0045 ヘンデル ハレルヤ

0046 ヘンデル ｢水上の音楽｣より　ホーンパイプ

1282 ヘンデル ラルゴ

0250 ホルスト ｢惑星｣より　木星

0729 イヴァノヴィチ ドナウ川のさざなみ

0671 レハール メリーウィドウ　ワルツ

0627 クライスラー 愛の喜び

0048 ランゲ 花の歌

0061 マスカーニ ｢カヴァレリア・ルスティカーナ｣より　間奏曲

0103 マスネ タイスの瞑想曲

0056 メンデルスゾーン 春の歌

0418 モーツァルト ディベルティメント K.136

0423 モーツァルト フルート四重奏曲　第１番

0417 モーツァルト フルートとハープのための協奏曲　第１番

0419 モーツァルト ピアノ協奏曲２１番　第２楽章

0429 モーツァルト ｢フィガロの結婚｣より 序曲

0424 モーツァルト ｢フィガロの結婚｣より もう飛ぶまいぞこの蝶々

0421 モーツァルト ｢フィガロの結婚｣より 恋とはどんなものかしら

0430 モーツァルト アイネ･クライネ･ナハトムジーク　第１楽章

0432 モーツァルト アイネ･クライネ･ナハトムジーク　第２楽章

0433 モーツァルト アイネ･クライネ･ナハトムジーク　第３楽章

0434 モーツァルト アイネ･クライネ･ナハトムジーク　第４楽章

0441 モーツァルト ピアノ協奏曲第26番｢戴冠式｣　第１楽章

0439 モーツァルト 交響曲４１番　第１楽章

0444 モーツァルト 交響曲４１番　第２楽章

0445 モーツァルト 交響曲４１番　第３楽章

0446 モーツァルト 交響曲４１番　第４楽章

0425 モーツァルト ｢魔笛｣より　序曲

0420 モーツァルト ｢魔笛｣より　パ、パ、パ、パパゲーナ

0113 パッヘルベル カノン

1156 ラフマニノフ ｢パガニーニの主題による狂詩曲｣より 第１８変奏

0102 サン＝サーンス 白鳥

0073 サティ ジムノペディ第１番

1692 サティ ジュ・トゥ・ヴ

0070 シューベルト 子守歌

0348 シューベルト ピアノ五重奏曲｢ます｣

0057 シューマン トロイメライ

0170 シュトラウス１世 ラデツキー行進曲

0171 シュトラウス２世 美しく青きドナウ

0077 シュトラウス２世 春の声

0078 シュトラウス２世 ウィーンの森の物語

0079 シュトラウス２世 芸術家の生涯

0083 シュトラウス２世 皇帝円舞曲

0080 シュトラウス２世 南国のばら

0082 シュトラウス２世 ウィーン気質

0090 シュトラウス２世 雷鳴と稲妻

0378 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　小序曲

0379 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　行進曲

0380 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　金平糖の精の踊り

0381 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　ロシアの踊り

0382 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　アラビアの踊り

0383 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　中国の踊り

0384 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　葦笛の踊り





0385 チャイコフスキー ｢くるみ割り人形｣より　花のワルツ

1444 チャイコフスキー ピアノ協奏曲第１番　第１楽章

0332 ヴェルディ 椿姫より　花から花へ

0047 ヴィヴァルディ ｢四季｣より　春

0051 ヴィヴァルディ ｢四季｣より　夏

0050 ヴィヴァルディ ｢四季｣より　秋

0049 ヴィヴァルディ ｢四季｣より　冬

行進曲

0356 スーザ 海を越えた握手

0360 スーザ マンハッタンビーチ

0361 スーザ 忠誠

賛美歌

0370 メンデルスゾーン 賛美歌９８番 天には栄え

0409 メイソン 賛美歌１１２番 もろびとこぞりて

0358 コンヴァース 賛美歌３１２番 いつくしみ深き

海外の民謡

1303 アメリカ民謡 テキサスの黄色いバラ

1433 アメリカ民謡 こげよマイケル

0359 イングランド民謡 おめでとうクリスマス

1123 スコットランド民謡 蛍の光

0953 アイルランド民謡 ザ・ウォーター・イズ・ワイド

0343 スペイン民謡 愛のロマンス(禁じられた遊び)

1118 メキシコ民謡 ラ・バンバ

海外のポピュラー

0941 M.アルバート フィーリング

0951 ウィリアム・アタウェイ バナナボート

1000 アウグスト・アルゲロ エーゲ海の真珠

0137 ビショップ 埴生の宿

0362 カーペンター/ベティス トップ・オブ・ザ・ワールド

0950 パンゼリ/コンティ/パーチェ 雨

1001 クリュー/ゴーディオ 君の瞳に恋してる

0340 ディガン おおシャンゼリゼ

0185 J.デンバー カントリー・ロード

1093 ボブ・ディラン 風に吹かれて

0944 レイ・エヴァンス ケ・セラ・セラ

0138 フォスター スワニー川

0750 フォスター おおスザンナ

0751 フォスター 草競馬

0752 フォスター 夢見る人

0948 ピエールルイジ・ジョンビニ 雨音はショパンの調べ

0372 ゴールドスタイン ワシントン広場の夜は更けて

1026 ジェリー・グレイ 真珠の首飾り

0341 ガモー 悲しき雨音

0954 アルバート・ハモンド カリフォルニアの青い空

1151 R.フェルナンデス エル・クンバンチェロ　　

0282 ヒル ハッピーバースディ

1124 ホフマン/マニング パパ・ラブス・マンボ

0255 S.ジョプリン パイナップルラグ

0956 ヤーロウ/リプトン パフ

0753 ルイギ バラ色の人生

1470 ジョニー・マークス 赤鼻のトナカイ

0371 J.レノン/P.マッカートニー イエスタディ

0373 J.レノン/P.マッカートニー レット・イット・ビー

0376 J.レノン/P.マッカートニー ミシェル

1440 フランク・W・ミーチャム アメリカンパトロール





0368 ポール・モーリア 薔薇色のメヌエット

0374 ポール・モーリア そよ風のメヌエット

0367 モーガン オリーブの首飾り

0342 ピットニー/マンジャラチナ ハローメリールー

0486 エドワーズ/ポバー 真珠貝の唄

0281 ランデル（J.S.バッハ） ラバースコンチェルト

0947 ジョー・ラポソ シング

0366 ローラン 涙のトッカータ

0139 スコット アニー・ローリー

0114 セネヴィル 渚のアデリーヌ

0118 セネヴィル 愛しのクリスティーヌ

0122 セネヴィル/ボードロ レディー・ディー

0412 セネヴィル/トゥッサン 母への手紙

0955 ジョン・スチュワート デイ・ドリーム・ビリーバー

1083 トビアス/ウェンリッチ 浪路はるかに

1297 コンスエロ・ベラスケ ベサメ・ムーチョ

0335 ヴォイヴォダ ビア樽ポルカ

0949 J.E.ウィナー 茶色の小瓶

0130 ワーク 大きな古時計

外国映画、ＴＶ

0338 バカラック 雨に濡れても

1173 バーリン ホワイトクリスマス

0998 N.H.ブラウン 雨に唄えば

1204 チャップリン ライムライト

0365 E.ルイス/G.ゲーリング カラーに口紅

0835 ギブ ｢小さな恋のメロディ｣より　メロディフェア

0952 ギブ ｢小さな恋のメロディ｣より　若葉の頃

0806 バリー・グレイ サンダーバード

0339 A.カラス 第三の男

1153 フランシス・レイ 白い恋人たち

0997 ミシェル・ルグラ シェルプールの雨傘

1120 ヘンリー・マンシーニ ハタリ!より　子象の行進

0837 L.ニューマン 帰らざる河

0685 ロジャース ｢サウンド・オブ・ミュージック｣より　ドレミの歌

0686 ロジャース ｢サウンド・オブ・ミュージック｣より　エーデルワイス

0815 ローゼンマン エデンの東

0999 シャーマン チキチキバンバン

1084 フランツ・グローテ 白銀は招くよ

1203 A.ロイド・ウェバー メモリー

0344 J.ウィリアムズ スターウォーズのテーマ

0287 チャーチル ｢３匹の子ぶた｣より　狼なんかこわくない

0284 チャーチル ｢白雪姫｣より　ハイ・ホー

0285 チャーチル ｢白雪姫｣より　いつか王子様が

0286 チャーチル ｢白雪姫｣より　口笛吹いて働こう

0288 ハーライン ｢ピノキオ｣より　困ったときには口笛を

0193 ハーライン ｢ピノキオ｣より　星に願いを

0291 チャーチル/ウォーレス ｢ダンボ｣より　私の赤ちゃん

0295 チャーチル ｢バンビ｣より　愛のうたごえ

0289 デイビッド/ホフマン ｢シンデレラ｣より　ビビディ・バビディ・ブー

0290 デイビッド/ホフマン/リヴィングストン ｢シンデレラ｣より　これが恋かしら

1634 デイビッド/ホフマン/リヴィングストン ｢シンデレラ｣より　夢はひそかに

0296 フェイン ｢不思議の国のアリス｣より　輝ける午後

0292 フェイン ｢眠れる森の美女｣より　いつか夢で

0293 シャーマン ｢メリー・ポピンズ｣より　チム・チム・チェリー

0300 シャーマン ｢メリー・ポピンズ｣より　ｽｰﾊﾟｰｶﾘﾌﾗｼﾞﾘｽﾃｨｯｸｴｸｽﾋﾟｱﾘﾄﾞｰｼﾞｬｽ





0294 シャーマン ｢プーさんとはちみつ｣より　くまのプーさん

0299 メンケン ｢リトル・マーメイド｣より　アンダー・ザ・シー

0297 メンケン ｢美女と野獣｣より　美女と野獣

0298 メンケン ｢アラジン｣より　新しい世界

1110 ソロモン・リンダ ｢ライオンキング｣より ライオンは眠っている

0283 ドッド ミッキーマウス・マーチ

0301 シャーマン 小さな世界

1600 K.A=ロペス/R.ロペス ｢アナと雪の女王｣より　ありのままで

日本映画,TV

1150 大野 雄二 ルパン三世のテーマ

0140 木村 弓 ｢千と千尋の神隠し｣より　いつも何度でも

0305 木村 弓 ｢ハウルの動く城｣より　世界の約束

0173 久石 譲 ｢風の谷のナウシカ｣より　鳥の人

0175 久石 譲 ｢風の谷のナウシカ｣より　風の谷のナウシカ

0187 久石 譲 ｢風の谷のナウシカ｣より　ナウシカレクイエム

0172 久石 譲 ｢風の谷のナウシカ｣より　遠い日々

0188 久石 譲 ｢天空の城ラピュタ｣より　ハトと少年

0174 久石 譲 ｢天空の城ラピュタ｣より　シータの決意

0142 久石 譲 ｢天空の城ラピュタ｣より　君をのせて

0176 久石 譲 ｢となりのトトロ｣より　となりのトトロ

0177 久石 譲 ｢となりのトトロ｣より　さんぽ

0178 久石 譲 ｢となりのトトロ｣より　風のとおり道

0179 久石 譲 ｢魔女の宅急便｣より　海の見える街

0180 久石 譲 ｢魔女の宅急便｣より　あこがれのまち

0181 久石 譲 ｢紅の豚｣より　アドリアの海へ

0182 久石 譲 ｢紅の豚｣より　遠き時代を求めて

0183 久石 譲 ｢もののけ姫｣より　もののけ姫

0184 久石 譲 ｢もののけ姫｣より　アシタカとサン

0186 久石 譲 ｢千と千尋の神隠し｣より　ふたたび

0278 久石 譲 ｢菊次郎の夏｣より　ＳＵＭＭＥＲ

0310 久石 譲 ｢ハウルの動く城｣より　人生のメリーゴーランド

0784 久石 譲 ｢崖の上のポニョ｣より　崖の上のポニョ

1078 宮川 泰 宇宙戦艦ヤマト

童謡・唱歌

0658 海沼 実 みかんの花咲く丘

1529 岡野 貞一 ふるさと

0642 河村 光陽 うれしいひなまつり

1233 窪田 聡 かあさんの歌

0280 滝 廉太郎 花

1240 滝 廉太郎 荒城の月

1234 團 伊玖磨 花のまち

1235 中田 章 早春賦

0133 中田 喜直 ちいさい秋みつけた

0134 中田 喜直 夏の思い出

0123 中田 喜直 雪の降るまちを

0801 中山 晋平 波浮の港

1273 中山 晋平 ゴンドラの唄

0279 成田 為三 浜辺の歌

1117 本多 鉄麿 思い出のアルバム

1291 八洲 秀章 あざみの歌

0499 山田 耕筰 赤とんぼ

0655 日本古謡 さくらさくら

0800 熊本県民謡 五木の子守唄

1272 文部省唱歌 仰げば尊し

1354 文部省唱歌 茶摘み





日本のポピュラー

0347 ＢＥＧＩＮ 涙そうそう

0595 新井 満 千の風になって

0590 荒井 由実 いちご白書をもう一度

1143 荒井 由実 やさしさに包まれたなら

0246 いずみ たく 見上げてごらん夜の星を

1104 いずみ たく 女ひとり

1140 いずみ たく 太陽がくれた季節

0573 伊勢 正三 なごり雪

0584 伊勢 正三 ２２才の別れ

0336 井上 陽水　 少年時代

1109 猪俣 公章 千曲川

0410 小椋 佳 シクラメンのかほり

0575 小椋 佳 さらば青春

0577 加藤 和彦 あの素晴らしい愛をもう一度

1673 菅野 よう子 花は咲く

0591 小坂 明子 あなた

0593 財津 和夫 心の旅

0588 さだ まさし 精霊流し

0331 さだ まさし 秋桜

1011 佐藤 勝 若者たち

1610 佐藤 宗幸 青葉城恋唄

0576 杉田 二郎 戦争を知らない子供たち

0587 すぎやま こういち 学生街の喫茶店

0574 端田 宣彦 風

0586 端田 宣彦/坂庭 省悟 花嫁

1236 谷村 新司 いい日旅立ち

1609 谷村 新司 昴

1002 千葉 和臣 贈る言葉

1237 寺島 尚彦 さとうきび畑

1239 長渕 剛 乾杯

1149 破矢 ジンタ 夏祭り

1238 平井 堅 瞳をとじて

0836 船村 徹 宗谷岬

0589 馬飼野 俊一 白いギター

0192 槇原 敬之 世界に一つだけの花

0303 三木 たかし 津軽海峡冬景色

0320 見岳 章 川の流れのように

0349 南 こうせつ 神田川

0592 南 こうせつ 妹

0594 村井 邦彦 翼をください

0585 森山 良子 この広い野原いっぱい

0304 山下 達郎 クリスマスイブ

1492 吉田 拓郎 結婚しようよ




