
デジタル

ページ 1

番号 タイトル タイトル タイトル タイトル タイトル タイトル
159 バード タルケヴィ／トランペット
158 みんなのショパン グリミネルリ　フルート バボラーク　読響

157 白井光子・ヘル ラズ１ パシフィカＱ

156 しゅうさえこ・ダークダックス 秋元順子 菅原洋一・ペギー葉山 梓みちよ・デュークエイセス 沢田研二
155 林美智子 カペラ・アウローラ・クニタチ＆鈴木大介 オール　シネマ・クラシックス ジョヴァンニ・ボッター
154 Shin
153 ブラヴァデ・リコーダＱ ぴあのピア
152 天平の甍 オール　懐かしの名曲集

151 フェルメール盗難事件 ドガ　光と影のエトワール リフレクションズ
150
149
148 バーンスタイン／ピアノデュオ
147 ルノー＆ゴーティエ／ラヴェルＰトリオ アルカントＱラヴェル
146 Ｎ響アワー浪花の祭 藤岡読響

145 荷車の歌 シベ２広響

144 フェイシズ アメリカの影 箱根風雲録
143 コロンボ 魔術師の幻想 コロンボ さらば提督 コロンボ 秒読みの殺人 コロンボ 策謀の結末 渡辺克也オーボエ

142 淡谷のり子 青江三奈・美川憲一
141 白熱教室１～７

140 玉置浩二 淡谷のり子 さだまさし・前川清
139 コロンボ ロンドンの傘 コロンボ ふたつの顔 コロンボ 忘れられたスター コロンボ 仮面の男 モザイクＱ ハイメン

138 真空地帯 氷点

137 デュトワ宮崎巨人、ワイル 家喜美子パルティータ６番 わたしのラストオペラ ジュリアード音楽院大西宇宙の挑戦
136 ベザイデインオート ジュピター読響 シテール島への船出 北国の帝王

135
134 ロシア芸術 自由への道標 ボルト

133 ザ・スター玉三郎 私が子供だった頃 小澤征爾

132 忍びの者 続 忍びの者
131 不毛地帯 華麗なる一族 若葉のコンチェルト 仙台

130ブーレーズ／若者たちに継承する未来 金環蝕 白い巨塔
129 シフと挑むベートーペン協奏曲 エリック・シューマン
128 カラヤン「道化師・カヴァルス」 カラヤン「ばらの騎士」 鈴木秀美＆平井千絵 フセイン・セルメット展覧会の絵

127 荒川洋 タルケヴィ／トランペット ディープ・プルー

126 コロンボ 攻撃命令 コロンボ ルーサン警部の犯罪 コロンボ 殺人処方箋 コロンボ 死者の身代金
125 スクロ読響／オケコン ダムラウ＆メストレ 望月哲也 グールド 永遠のピアニズム カラヤン　ドキュメンタリー
124 トスカニーニとの会話 帝国のオーケストラ 究極のカラス ナポリ 岡本知高 読まれなかったフレデリックへの手紙
123 新日本風土記　富士山 炎の絆・ゴッホ モネの庭 假屋崎省吾

122 ロン・カーター／ブルーノート 南アフリカ　アブドゥーラ・イブ 実録先代萩

121 河村尚子／木嶋真優 ガーデン・オブ・ラブ　大石 こころの遺伝子 辻井伸行 辻井伸行心の目で描く展覧会の絵

120 炎のコバケン こころコンサート
119 ルソー 奇跡の素人 革命を起こした隠者・セザンヌ ドガ 踊り子の画家 モネ うつろいゆく光 ルノワール すべてをバラ色に見た

よみがえるラジオ歌謡 マリナー　ベト７

春祭　読響

マリナーN響　ライン ホーレンダー　ガラ

SONGS陽水
マヨルカの啓示～辻井伸行 我が祖国／N響

グリンゴルツ

戦場のピアニスト 愛情物語

マリナーＮ響 サンサーンスVC１ ブラ１ キャンディード

パシフィカＱ　リゲティ 樫本川本小菅 ピアノ四重奏 小澤征爾　入魂の一曲／悲愴 うそつき弥次郎

バーンスタイン／ヘーヒスト ピナ・バウシュ メイキング・ウェストサイドストーリー

東京JAZZ2010 ルイージPMF ブル７

マリンBPOワルトビューネ／フレミング キングズ・シンガーズ ワールトN響ワーグナー

フラウエン教会コンサート タコ12群響

Ｎ響ほっと2010 カポーティ

Ｎ響ほっと2010

白熱教室８～12 五木ひろし×佐渡裕

寂聴が語る 源氏物語 加山雄三50年の軌跡

シャイーNHK音楽祭2009 N響夏大阪／新世界

バッハCJ 中村紘子50年リサイタル

日比谷公会堂第九

プレヴィンN響モーツァルト・スペ ワルキューレ／バイロイト2010
トリスタンとイゾルデ／バイロイト2009
トリスタンとイゾルデ／バイロイト2009

プロムス2009

山本薩夫生誕100年
フラーヴェクBBC神尾真由子

クリス・ボッティinボストン

コロンボ 5時30分の目撃者

N響アワー 怒りの日 助六由縁江戸桜

坂本龍一JAPANツアー 夢遊病の女

BPOワルトビューネ2007 バンキーニ＆アンサンブル415 しらかわホール15周年

http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=1120151c137dab4a
http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-8a1e.html
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=73a7192107da7f6
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=1e31b21b7daa1f9
http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-eb5c.html
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=62541d3777dab1e
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=61713b3677dab59
http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-d9b3.html
http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/34-101e.html
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=a3a9221477dabbc
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=1282120110a0305
http://blog.goo.ne.jp/miken_001/e/d45c43f574dd964a300dd647e2d4b48e
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=9be11257da9e0
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=3f1352877dab97
http://blogs.yahoo.co.jp/nobuhille/4806927.html
http://mignonbis.at.webry.info/201010/article_1.html
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%80%8A%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%8B%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-DVD-%E3%83%AC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B000AA7DA0
http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/2baef09a7725f15b3741c09732054a11
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=737b262337da91ea
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=2393361d57da9117
http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/youtube-903d.html
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=38a2d20110a0305
http://plaza.rakuten.co.jp/abc0012009/diary/201009280000/
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=63d6c057da81e5
http://doyoubi.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-930b.html
http://blogs.yahoo.co.jp/haru_haru57/28719143.html
http://blog.livedoor.jp/watahiroxp/archives/51920858.html
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=e22b31057da8117
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=c3c3293b117da7117
http://ponta.moe-nifty.com/blog/2010/04/20104-a2e1.html
http://plaza.rakuten.co.jp/Tea316/diary/201007040000/
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118 レンブラント 自画像が語る光と影 マネ　紳士か反逆者か オルセー／ニッポンがパリに
117 ウェストサイド物語 コラテラル ハロー・ドーリー
116 コロンボ 黄金のバックル コロンボ 偶像のレクイエム コロンボ ホリスター将軍のコレクション コロンボ 悪の温室 コロンボ 死者のメッセージ
115 屋根の上のバイオリン弾き ココ・シャネル 巴里のアメリカ人
114 上海バンスキング
113 なかにし礼の世界 ビューティフル・マインド ＨＡＮＡ－ＢＩ さらばベルリン

112 小林美恵　エルガー 読響　モーツァルト 坂本龍一　琴の魅力 秋山広響
111 アドリアーナ・ルクヴルール ヘレヴェッヘ　ベト１、３

110 ザ・スター「八代亜紀」 中村雅俊
109 ベレゾフスキー ドボコン ウェスト・イースタン・ディヴァン アンドレアス・ショル メルニコフ セゲルスタム読響

108 モーツァルト／テレマン室内オケ ブラ１／セーラ・ウィリアムソン コバケンと仲間たち

107 ボエーム／メト
106 ポール・メイエ メト ヘンゼルとグレーテル メト 連隊の娘 ロストロ「人生の祭典」
105 波多野睦美 ロメオとジュリエット メト マクベス
104 レイ・チェン フランチェスコ・メーリ 題名のない音楽会 小曽根 きょうは一日ショパン

103 イルカ・南こうせつ ペトルーシュカ他「パリの炎」
102 姫路城 薬師寺～白鳳伽藍の一年 レ・ローヴからサント＝ヴィクトワール 画家が愛した楽園タヒチ 組曲 虐殺
101 上海 百年の物語
100 コロンボ 第三の終章 コロンボ 美食の報酬 コロンボ ビデオテープの証言 コロンボ 闘牛士の栄光 コロンボ ハッサン・サラーの反逆
99新歌舞伎「頼朝の死」「一休禅師」「修善寺物語」
98 御所桜堀川夜討 浮世風呂 伊勢音頭恋寝刃
97 山科閑居 弁天娘女男白浪
96 マープル ゼロ時間へ 無実はさいなむ バートラム・ホテルにて 復讐の女神
95 トスカ／チューリヒ アイーダ／ブレゲンツ野外オペラ アンネの日記　モノオペラ しらかわガラ① 鈴木大介
94室内交響曲／いずみシンフォニエッタ
93 サイモン＆ガーファンクル シモン・ボッカネグラ アイーダ／ドミンゴ指揮
92 コロンボ パイルＤ－３の壁 コロンボ 逆転の構図 コロンボ 断たれた音 コロンボ 毒のある花
91 ブーレーズ ルツェルン音楽祭 エディット・マティス エル・バャ ハンマークラヴィア辻井伸行 デューク・カレファックスＱ モーリス・ブールグ　ブリテン
90 昭和のうたびと 中村八大 仮名手本忠臣蔵 ペギー葉山 わが心の大阪メロディー

89 火の鳥ほかサンクトペテルブルグ白夜祭２００８ ラ・ベネシアーナ 森麻季

88 クーラ道化師・カバルス ヘンデルの名アリア ショパンとシューマン　協奏曲とソナタ
87 エリーゼのために誕生秘話 ガラ・ドミンゴ

86 ラ・ベネシアーナ 神々のたそがれ
85 ムターのメンデルスゾーン プティボン／ジャノー ブラ三徳永山崎清水
84
83 ドワジー＆Ｑスピリタス シェレンベルガー

82 メト　夢遊病の女
81 パパ・フランクのメッセージ メト　シンデレラ／ガランチャ
80 妖精の女王　グラインドボーン
79 マイスタージンガー バイロイト ヴォツェック　新国立 コボウ村治デュオ ストラ管楽器

78 仲道郁代ショパンミステリー メト　ルチア／ネトレプコ メト　蝶々夫人

77 メト　オルフェウス ヴェルレク佐渡

夢は世界へ2010 N響アワー　太平楽会

小椋佳×五輪真弓

ラフP2チャイ4Ｎ響 ハイドン／ミンコフスキ×ミュジシャン・ルーヴル

ストラ３BPOヨーロッパ アメリカ／BPOジルヴェスタ マラ９若杉N響

ブラ23久保田巧＆パウル・グルダ N響2009ベスト　ソリスト N響2009ベスト　コンサート

クラシックハイライト2009
スローカーTbＱ 中村紘子50記念協奏曲

ブラ２　小澤サイトウ2009

ゲルギエフ悲愴NHK音楽祭2009
N響アワー　シベリウス

N響アワー　パイプオルガン

BPOヨーロッパ　追憶
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76 平尾昌晃 前川清・デュークエイセス 五木ひろし・都はるみ 伊東ゆかり・中尾ミエ 昭和歌人　水木かおる
75 亀井良信 サティのうた 追悼スウィトナー
74 ブラ３　スウィトナー モーツァルトの真実　自筆譜 歴史ドラマ英雄　ベートーベンの革命

73 メストレー ポストリッジ
72 歌伝説フランク永井 フランク永井と松尾和子 加山雄三とワイルドワンズ

71 スウィトナーの人生 練習　マッジャー

70
69
68 ドン・カルロ／ガッティ ランスへの旅
67 カツァリス、シェバノワ 尾高シュトラウス 永遠のパヴァロッティ
66 硫黄島からの手紙 父親たちの星条旗
65 清水直子 通崎睦美 エスケシュ＆ルゲ ファウストの劫罰 タイス

64
63 ランカトーレ／ボストリッジ 清水直子 吉野直子
62 エルガー　尾崎／コーエン ペリアネス マッジャー ダルベルト カレヤ 日本音楽コンクール　作曲
61 ブロドスキーＱ小松亮太 アウラータＱ／モザイクＱ ジャノー ブラレイ Ｎ響アワー　尾高忠明 日フィル

60 ブロドスキーＱ小松亮太 アウラータＱ／モザイクＱ Ｎ響アワー　尾高忠明
59 顔見世　仮名手本忠臣蔵
58 紅白 勧進帳 母べえ
57 リンゼイＱハイドン オイロス ヴイニツカヤ フィンチ 関定子 アウローラ・クニタチ
56 リフシッツ ヴォロドス・ライブ・ウィーン ドゥダメル／ボリバル・ユース 荒川洋 ニコリンフ コンセルヘボウ・ブラス

55 マンハッタン・トランスファー 荒井由実ひこうき雲

54 上海Ｑ ヤルヴィ／カンマーフィル 奇跡　辻井伸行 辻井ラフ
53 コロンボ 溶ける糸 コロンボ アリバイのダイヤル コロンボ 死の方程式 コロンボ 意識の下の映像 コロンボ 黒のエチュード
52 石川滋 メイエ フェドセーエフ／ウィーン響 小林研一郎アーネムフィル オペラ座　利口な女狐の物語
51 トリオ・ディ・クラローネ 篠崎和子 船弁慶 源氏店車引

50 旭輝黄金鯱
49 プティットバンド／インチョン 安井かずみの世界 デュークエイセス 遠藤実メモリアル 夢

48 アンデルジェフスキ旅路 大野和士と子どもたち

47 セルシェル 知恩院に響くホルン
46 熱情ベレゾフスキー ネトバーデン　ガラ ばらの騎士／クライバー
45 ディドーとエネアス 四季 プティット・バンド リンゼイ フィガロ 征爾が誘う スペードの女王
44 アッコルドーネ ネトビリ ボエーム ラストエンペラー
43 ムストネン ハイメン モザイクＱ 大井浩明 ワルト レーゼル 天地創造 ヘンゼルとグレーテル

42 島田祐子・菅原洋一 米山正夫 研ナオコ・美川憲一
41 コロンボ 白鳥の歌 コロンボ 祝砲の挽歌 コロンボ 自縛の紐 コロンボ 殺しの序曲 コロンボ もう一つの鍵
40 素数の魔力に囚われた人々 河村尚子 マクベス劇場中継 幻想 プレートル
39 アドメート
38 コロンボ 構想の死角 コロンボ 指輪の爪あと コロンボ 歌声の消えた海 コロンボ 権力の墓穴 コロンボ 野望の果て

37 クピード デヴィーア アンサンブル・ジェネシス シャハム／ファウスト

36 ヴィオラコンクール ガラ アントンセン 大村博美＆甲斐栄次郎 黒い画集

35 けものみち 遠い接近 天城越え

３９４０４１アーノンクールVPO

アクセルロッドN響

JAZZ韓国の鼓動と踊る 小椋佳40年
陽水LIFE＆SONGS イーストウッド走り続ける76歳 ジャズライブKOBE

中丸椿姫

メト　サロメ ドクター・アトミック NHKナゴヤ・ニューイヤー

家庭　N響

ベト75　ロシア・ナショナル管

陽水SONGS
ベト67　ボン祭

VPOニューイヤー2010

スローカーTbＱ BPO木管五重奏 マズアN響第九 N響アワー 中村紘子50年
サンティN響未完成、ブラ１ サンティN響マルフィージ サンティ46N響

クミコBS日本のうた

ジャッド／ビスN響 夏 2009 トリスタン N響

プレヴィン383940
中村紘子50リサイタル

http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=30d1120110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=04e1420110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=3d81320110a0305
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34 法隆寺の至宝 Ｓ読売日響
33 法隆寺 運慶
32 都はるみ さおり＆エイセス 猪俣公章 三木たかし テレサ・テン
31 Ｎ響 夏の夜の夢 インチョン アンサンブル金沢 山形交響楽団 ラドゥロヴィチ 冬の旅 ゲルハーヘル
30 尾高ブラＮ響 水戸室内管弦楽団 新世界　ヤルヴィ 四季 熱狂の日
29 アイーダ　スカラ座
28 美瑛町 円空 北アルプス東大寺

27 チェロ・グランド・コンサート ランラン シェーンブルン宮殿
26 小沢征爾百年インタビュー 小曽根オスカーピーターソン シャープス＆フラッツ ファイナル 七月四日に生まれて

25 仲道郁代
24 コロンボ 殺しの序曲 コロンボ もう一つの鍵 コロンボ 黒のエチュード コロンボ 別れのワイン
23
22 ジャズピアノ６連弾

21 カルメン メスト メト　マノン・レスコー
20 日本の名峰
19 ドン・ジョヴァンニ ドン・カルロ ラドゥロヴィチ
18 サントリー　ドン・ジョヴァンニ 藤村美穂子 ピーター・グライムズ
17 十字架上の七つの言葉 エドガー アリドーロ

16 デーヴィス モツレク メト　ボエーム
15 市川昭介 船村徹 ユーミン いずみたく
14 ビリャソンが歌うヘンデル
13
12 高橋真梨子 チューリップ 遙かなるアルゼンチンタンゴ
11 桂枝雀
10 コロンボ 虚飾のオープニング コロンボ 二枚のドガの絵
9 コロンボ 復讐を抱いて コロンボ 奪われた旋律
8 コロンボ 奇妙な助っ人 コロンボ 殺意の切れ味

7 コロンボ 死を呼ぶジグソー 都はるみ
6 コロンボ 恋に落ちたコロンボ コロンボ 死者のギャンブル
5 マライア・キャリー マイケル・ジャクソン
4 マドンナ さおり＆エイセス
3 寺子屋 河内山
2 女殺油地獄 幡随長兵衛
1 　

N響 メルクル／レーピン スウェーデン放送合唱団 メンデルスゾーン200年ガラ 河村尚子京都市響

バレンボイム ヴェルレク

メータVPO

ホグウッドN響

タメルラーノ 小澤　利口な女狐の物語 モスクワ合唱団

東京JAZZ2009
N響 エディプス

メンデルスゾーン200年ガラ エルミオーネ

新国立　トゥーランドット 藤原　ジョコンダ

セメレ メト トリイゾ

コロンボ ４時02分の銃声

キャノンボール・アダレイ

http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=1281a20110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=d11542b27dabe1
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=36b1920110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=0ab1a20110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=36b1c20110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=1f41d20110a0305
http://pilsner.blog100.fc2.com/blog-entry-55.html
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=b24a121617dabee
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=2032d20110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=36b2620110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=2bf2520110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=2de2a20110a0305
http://sns.prtls.jp/doyoubi/diary.html?id=1&did=2221e20110a0305
http://www.wowow.co.jp/music/jazz/cannonball.html
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小林旭・島倉千代子

森麻季 セルソ・アルベロ
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アナニアシヴィリ ロメジュリ

話題のアーティスト エル・バシャ／ハンマークラヴィア
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グラゴル・ミサ
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