
　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

　

 ◆７００　芸術

DVD 一般 桂離宮　知られざる月の館 カラー ワイド 65 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
江戸時代初期に八条宮智仁・智忠親王父子が別荘として建てた桂離
宮の美に迫ったドキュメンタリー。

DVD 一般 ピアノの富士山 カラー ワイド 54 1 平29 映日クリエイト
①火祭りの踊り　②ソナタ「熱情」 第2楽章　③ワルツ　④ノクターン
0p.48-1　⑤幻想小曲集　⑥ロンドンデリー

 ◆７３０　美術・工芸 　

DVD 一般 名曲美術館　　１　ルーブル美術館Ⅰ カラー スタンダード 58 1 平15 日本コロンビア

①ディヴェルティメント第15番～第1楽章　②フルート・ソナタ ロ短調
BWV1030 ～第2楽章　③フルート・ソナタ イ長調 BWV1032 ～第1楽章
④セレナード ニ長調 KV203　～第6楽章　⑤ピアノ・ソナタ第14番 <月
光>　～第1楽章　⑥弦楽四重奏曲 第15番～第2楽章　⑦《忘れられた
映像》 ～ゆるやかに　⑧アルハンブラの思い出　⑨ハイドンの主題によ
る幻想曲

DVD 一般 名曲美術館　　２　ルーブル美術館Ⅱ カラー スタンダード 53 1 平15 日本コロンビア

①ディヴェルティメント第17番～第1楽章　②夜想曲 ロ短調 作品32の1
③5つの小品～ WK0.209 アダージョ　④弦楽四重奏曲 第15番～第4楽
章　⑤5つの小品～ WK0.208　⑥ラルゴ (オンブラ・マイ・フ)　⑦ヴァイオ
リン・ソナタ集 作品5～第8番 第1楽章　⑧<亜麻色の髪の乙女>　⑨8
つのヴァイオリン・ソナタ～第5番 第2楽章

DVD 一般 名曲美術館　　３　エルミタージュ美術館Ⅰ カラー スタンダード 54 1 平15 日本コロンビア

①ロザリオのソナタ～ソナタ第6番 ハ短調　②交響組曲 《シェエラザー
ド》 ～ 「海とシンドバッドの船」　③弦楽四重奏曲 第2番～第3楽章 《ノ
クターン》　④トリオ・ソナタ ロ短調 ～第1楽章　⑤弦楽四重奏曲第18
番～第4楽章　⑥夜想曲　⑦<踊る人形〉　⑧リュートのための古代舞曲
とアリア 第3組曲～シチリアーナ

DVD 一般 名曲美術館　　４　エルミタージュ美術館Ⅱ カラー スタンダード 52 1 平15 日本コロンビア

①クラリネット五重奏曲イ長調 KV581～第4楽章　②《レオノーレ》序曲
3番　③ピアノ・ソナタ ハ長調 KV330 ～第2楽章　④《版画》 ～<グラナ
ダの夕暮れ〉　⑤《ダフニスとクロエ》 第3部～〈無言劇〉　⑥ロザリオの
ソナタ ～パッサカリア ト短調

DVD 一般 名曲美術館　　５　プラド美術館Ⅰ カラー スタンダード 55 1 平15 日本コロンビア

①チゴイネルワイゼン　②《音楽の捧げもの》 ～6声のリチェルカーレ
③ハンガリー田園幻想曲　④交響組曲 《シェエラザード》 ～ 「カラン
ダール王子の物語」　⑤スペイン風ディヴェルティメント　⑥ヴァイオリ
ン・ソナタ集作品5 ～第12番《ラ・フォリア》

DVD 一般 名曲美術館　　６　プラド美術館Ⅱ カラー スタンダード 58 1 平15 日本コロンビア

①弦楽四重奏曲第17番 《狩》 ～第1楽章　②スケルツォ 第2番 変ロ短
調　③弦楽四重奏曲 第18番～第1楽章　④ピアノ・ソナタ イ長調
KV331 ～第1楽章　⑤セレナード ニ長調 KV203 ～第1楽章　⑥交響詩
《夕暮れ時に》 ～詩曲

DVD 一般 名曲美術館　　７　ウフィツィー美術館Ⅰ カラー スタンダード 56 1 平15 日本コロンビア

①オーボエ四重奏曲 ヘ長調KV370 ～第1楽章　②弦楽四重奏曲 ヘ長
調～第2楽章　③クラリネット協奏曲 イ長調 KV622 ～第2楽章　④ソナ
タ ～第1楽章　⑤セレナード ニ長調 KV250 《ハフナー》～第7楽章
⑥フルート・ソナタ イ短調～第1楽章　⑦弦楽とオルガンのためのア
ダージョ　⑧交響組曲 〈シェエラザード〉 ～ 「若い王子と若い王女」

  ７０ 芸 術  
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 一般 名曲美術館　　８　ウフィツィー美術館Ⅱ　ピッティー絵画館 カラー スタンダード 54 1 平15 日本コロンビア

①ディヴェルティメント第15番～第6楽章　②ヴォカリーズ　③<海原の
小舟>　④オーボエ協奏曲 ハ長調～第3楽章　⑤ピアノ・ソナタ ト長調
KV283～第2楽章　⑥交響曲《シェエラザード》～「バグダッドの祭り、
海、船は青銅の騎士の形をした岩にぶつかって難破、終曲」　⑦フルー
ト四重奏曲 ハ長調 KV Anh171(285b) ～第1楽章

DVD 一般 名曲美術館　　９　ウィーン美術史美術館Ⅰ カラー スタンダード 54 1 平15 日本コロンビア

①フルート・ソナタ  ト短調より～第5楽章　②セレナード ニ長調KV250
《ハフナー》～第6楽章　③《鏡》 ～<道化師の朝の歌>　④序奏・主題と
変奏⑤組曲ホ長調 BWV1006a～第6楽章　⑥クラブサン曲集 第2巻 第
7組曲～<メヌトゥ嬢>　⑦《四季》 ～ 10月 <秋の歌>　⑧３つの間奏曲作
品117～第1番　⑨バレエ《ダフニスとクロエ》 第1部～<ダフニスの軽や
かで優雅な踊り>　⑩《鏡》 ～<鐘の谷>

DVD 一般 名曲美術館　１０　ウィーン美術史美術館Ⅱ　オーストリア絵画館 カラー スタンダード 54 1 平15 日本コロンビア

①ディヴェルティメント第15番～第5楽章　②夜想曲 嬰ヘ短調 作品48
の2　③アレグレット ハ短調　④オーボエ四重奏曲 ニ短調～第1楽章
⑤ピアノ・ソナタ 変ロ長調KV333 ～第3楽章　⑥《映像》 第1楽章～<ラ
モーをたたえて>　⑦<ラ・カンパネッラ>⑧小舟にて

 ◆７５０　演劇・映画史・映画人

DVD 一般 狂言への招待　京都大蔵流　茂山千五郎家 カラー スタンダード 82 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
第1部：千作・千五郎・正邦が案内する京都　茂山千五郎家の狂言
第2部：狂言名作十選（二人袴、通円、末広がり、武悪、棒縛、止動方
角、蝸牛、無布施経、枕物狂、死神）

DVD 一般 能楽名演集　Ⅰ　①　能「鉢の木」 カラー スタンダード 87 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
見事な盆栽を薪にして暖をとるこの家の主人と宿を求めて訪ねてきた
僧との語らい。御家人と幕府の深い関係を今に伝える物語。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅰ　②　能「隅田川」 カラー スタンダード 80 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
人買いにさらわれたわが子・梅若丸を探し、都から東の果ての隅田川
までたどり着いた狂女の悲劇

DVD 一般 能楽名演集　Ⅰ　③　能「頼政」　「弱法師」 カラー スタンダード 88 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【頼政】埋もれ木の生涯を風雅に生きた、源三位頼政。しかし彼は、そ
の人生の最後に臨んで、歴史に名を残すことになったのだった。終焉
の地・平等院で見せる、老骨の矜持。
【弱法師】高安通俊が天王寺で施行を行っているところに、現れた盲目
の僧は、弱法師と呼ばれています。実は、通俊が追い出したわが子、
俊徳丸その人でした。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅰ　④　能「井筒」 カラー スタンダード 84 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

旅僧が在原寺を訪れると、里の女が井筒の水を古塚にたむけている。
女は問われて在原業平の物語をし、自分は業平と契りを結んだ紀有常
の娘であると告げて去る。僧が供養を営むと、業平の形見の冠、直衣
を着けた井筒の女の霊が現れ、ありし昔を偲んで「恥かしや、昔男の移
り舞」を舞い、夜明けとともに姿を消す。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅰ　⑤　能「黒塚」　「葵上」 カラー スタンダード 79 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【黒塚】旅の山伏が陸奥の安達原で行き暮れ、荒野の一軒屋に宿を借
りる。あるじの女は、旅のなぐさみにもなろうと糸車を回して見せなが
ら、あさましい身の上を嘆いたり、気を変えて糸尽しの歌を歌ったりす
る。夜が更けて寒さが増すと、女は薪を採って来ようと言い、留守中に
寝屋を見ないようにと念を押して山へ出かける。
【葵上】元皇太子妃という身分の高い、美しく教養のある女性、六条御
息所が光源氏の愛を失い、源氏の正妻である葵上に激しい嫉妬の心
をぶつける。
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 一般 能楽名演集　Ⅰ　⑥　仕舞　独吟一調　舞囃子集(全十一曲) カラー スタンダード 84 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
①船弁慶　②江口　③雨月　④三山　⑤実盛　⑥天鼓　⑦實方（蘭曲）
⑧葛城　⑨三井寺　⑩清経　⑪松風

DVD 一般 能楽名演集　Ⅱ　①　能「葵上」　「実盛」 カラー スタンダード 89 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【葵上】元皇太子妃という身分の高い、美しく教養のある女性、六条御
息所が光源氏の愛を失い、源氏の正妻である葵上に激しい嫉妬の心
をぶつける。
【実盛】加賀国篠原で遊行上人(ゆぎょうしょうにん)が説法をしている
と、斎藤実盛の霊が現れ、白髪を墨で染めて奮戦し、手塚太郎に討た
れたありさまを語る。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅱ　②　能「鞍馬天狗・白頭」　「恋重荷」 カラー スタンダード 89 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【鞍馬天狗・白頭】鞍馬山の僧が大勢の稚児を連れて花見に出かけ
る。小舞などに興じていると、その席にぶしつけな山伏が来て座り込む
ので、僧たちは立ち去るが、1人だけ居残った稚児が山伏に親しげにこ
とばをかける。それが源義朝の遺児牛若だった。平家の稚児たちにの
け者にされていることに同情した山伏は、牛若と連れ立って山々の桜を
見て歩くが、自分は実はこの山の大天狗だと明かし、明日の再会を約
束して僧正ヶ谷へ立ち去る。
【恋重荷】山科の荘司という老人の懸想を知った女御はこれをあきらめ
させるため、荘司が重荷を持って庭を歩いたら姿を見せようと臣下に伝
えさせる。荘司は喜んで荷を持とうとするが果たさず、落胆して死ぬ。
のち亡霊となって現われ女御に恨みを述べるが、やがて葉守の神と
なって女御の守りとなることを誓う。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅱ　③　能「羽衣」　「綾鼓」 カラー スタンダード 112 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【羽衣】衣を漁夫に取られた天女の嘆きを伏線に、羽衣を得てからの歓
喜の舞と、春霞のかなたへの昇天が、富士山と三保松原の景勝を背景
に繰り広げられる。羽衣伝説を最も清純な形で脚色した能。
【綾鼓】女御の姿を見て恋におちいった老人に、廷臣が女御の言葉を
伝える。池辺の木に掛けた鼓を打ってその音が御殿に聞こえたら会っ
てやろうというのである。老人は懸命に打つが鼓は鳴らない。綾を張っ
た鼓だから当然なのだが、なぶられた老人は池に身を投げて恨み死す
る。たたりを恐れる廷臣の勧めで池辺に来た女御の前に、老人の怨霊
が髪振り乱したすさまじい形相で現れ、女御を責めさいなみ、恨みの声
を残してまた池の中へ消えて行く。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅱ　④　能「通小町」　「鶴」 カラー スタンダード 90 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【通小町】小野小町のもとに百夜通(ももよがよい)の果てに深草少将は
死に、その死後にまで残る恋の執念をのがれて小町は成仏しようとす
る。
【鶴】都の者が紀伊の和歌浦を訪ね古歌を口ずさむと、一人の女が現
れ、山部赤人の名歌誕生の苦心談を語る。女は鶴の精で、潮が満ちて
来ると白い翼を広げて天高く舞い立っていった。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅱ　⑤　仕舞　一調　舞囃子集(全九曲) カラー スタンダード 91 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
①実盛　②頼政　③橋弁慶　④笹之段　⑤融　⑥松風　⑦羅生門
⑧船弁慶・白波之伝　⑨清経

DVD 一般 能楽名演集　Ⅱ　⑥　狂言「木六駄」　「武悪」　「見物左衛門」 カラー スタンダード 93 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【木六駄】太郎冠者が、伯父の家に木と炭を六駄ずつ運ぶ途中で酒を
飲み、酔った勢いで木の六駄を茶屋の亭主に与えてしまい、いい気持
ちで伯父を訪ねてしかられる。
【武悪】主人から武悪を討つよう命じられた太郎冠者が、殺すに忍びず
逃がしてやるが、道で主人と武悪が出会ってしまう。一計を案じて武悪
は幽霊に化け、主人をさんざん脅かす。
【見物左衛門】見物左衛門と名乗る男が深草祭へ出かけ、途中で九条
の古御所を見物します。競馬が始まり、その乗りぶりや落馬するさまを
楽しみ、ついでにのぼり出しをながめます。さらに相撲見物に行って、
自ら相撲を取ることになる…。

3



　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 一般 能楽名演集　Ⅲ　①　能「卒都婆小町　一度之次第」　半能「松虫　乾杯之舞」 カラー スタンダード 80 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【卒都婆小町　一度之次第】高野山の僧が、道端の朽ちた卒都婆に腰
をおろしている老婆を見て、ほかの場所で休むように諭し、卒都婆は仏
体そのものであるとその功徳を説いて聞かせる。ところが老婆は、僧の
言葉に一つ一つ反論を加え、迷悟は心の問題で、世界は本来無一物
と気付けば仏も衆生も隔りはないのだと論破するので、僧は恐れ敬う。
【松虫　乾杯之舞】摂津国 阿倍野の市の酒売りのもとに、いつも訪れて
は仲間たちと酒宴をしていた若い男がいた。彼は酒売りに「松虫の音に
友を偲ぶ」故事として昔の二人の男の心の交流を語り、実は自分がそ
の男の幽霊なのだと明かして消え失せる。夜、男の霊が酒売りの夢枕
に現れ、友と心通わせた日々、友との心を繋ぐ酒の徳などを語り、旧懐
の舞を舞う。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅲ　②　能「俊寛」　「猩々乱」 カラー スタンダード 92 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【俊寛】平家討伐の陰謀がもれて鬼界島に流された俊寛ら３人に都か
ら赦免の使がくるが、俊寛一人許されず島に残される。
【猩々乱】風という親孝行な酒売りがいました。その高風の元に市が立
つごとに酒を買って飲む客がいるのですが、その客はいくら飲んでも顔
色が変わりもしません。不審に思って名を尋ねると、潯陽の海中に住
む猩々だと名乗ります。月の美しい夜、潯陽で高風が酒を持って猩々
を待っていると、猩々が海中より浮かび上がって、酒を飲んでは舞い遊
びます。最後に猩々は、汲めども尽きぬ酒壷を高風に与えては消えて
いくのです。

DVD 一般 能楽名演集　Ⅲ　③　能「楊貴妃」　「居囃子　草紙洗小町」 カラー スタンダード 92 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

【楊貴妃】唐の玄宗(げんそう)皇帝は、死んだ楊貴妃を忘れかね、超能
力者である方士に命じて彼女の魂魄のありかを尋ねさせる。常世国蓬
莱宮に至った方士は、仙界に生まれ変わった楊貴妃に会い、玄宗の伝
言を伝える。対面の証拠として、楊貴妃は七夕の夜の「比翼連理(ひよ
くれんり)」の愛の誓いを方士に明かし、いにしえの霓裳羽衣の曲に、思
い出を込めて美しく舞う。方士の去ったあとに、楊貴妃はひとり泣き沈
んで終わる。
【居囃子　草紙洗小町】明日の宮中の歌合に、小野小町の相手に選ば
れた大伴黒主は、小町の下読みを盗み聞いて、それを『万葉集』のな
かに入れ筆をしておく。帝をはじめ紀貫之ほかの歌人の居並ぶなか
で、小町の発表した歌は古歌の盗作だと訴えられる。その筆つきを見
た小町は、草紙を洗いたいと提議し、入れ筆を証明する。自害しようと
する黒主を、小町は和歌への執心はこうあるべきととりなし、めでたい
宴に小町は美しく舞い、和歌の道をたたえて終曲となる。
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