
オザキ譜庫目録
曲名 編曲者名 編成 出版社 楽譜所在 楽譜 備考

N007 N. N.

Il Gondoliero Rovinazza, R. (j)M e Pf002 C.Bratti ﾊﾟｰﾄ譜-N007

Inno dei lavoratori (c)2M,D,G001
Pf

R.Maurri ﾊﾟｰﾄ譜 関氏旧蔵-N007

Kassala; polka. (a)M e G003 Il Mandolino

1913

(P010-030)Pelati "Vien a 
moi"

ｽｺｱ-N007

N011 Nadegine, L. A.

Serenade reverie; duo pour une 
mandoline.

(g)Mandolino001 Il Plettro

1915

ﾊﾟｰﾄ譜-N011

N016 Naegel, A.

Aus eigener Kraft; Marsch. Op. 
24

(c)2M,D,G001 Il Mandolino

1911

ｽｺｱ-N016

Gruss aus Furth; Marsch. (c)2M,D,G002 Il Mandolino

1909(18-04)

ｽｺｱ-N016

N002 Nakagawa, Nobuyoshi. 中川信良

「五木の子守唄」による幻想曲 (c)2M,D,G003 共同音楽出版社 平山英三郎編「マンドリン合奏
曲集」(3)-7

ﾊﾟｰﾄ譜 かなりや、赤とんぼ、ふるさと、雨
ふりお月さん、通りゃんせ、村の
鍛冶屋

-N002

組曲「回想」 (e)2M,D,C,G,B005 J.M.U.

1985

ｽｺｱ-N002

童謡集 Nakagawa, Nobuyoshi. 中川信
良

(e)2M,D,C,G,B002 共同音楽出版社 平山英三郎編「マンドリン合奏
曲集」(8)-1

ﾊﾟｰﾄ譜 かなりや、赤とんぼ、ふるさと、雨
ふりお月さん、通りゃんせ、村の
鍛冶屋

-N002

飛ぶ雲に寄せて (d)2M,D,C,G004 共同音楽出版社 平山英三郎編「マンドリン合奏
曲集」(7)-8

ﾊﾟｰﾄ譜 かなりや、赤とんぼ、ふるさと、雨
ふりお月さん、通りゃんせ、村の
鍛冶屋

-N002

夕暮れの詩情 (e)2M,D,C,G,B001 ｽｺｱ-N002

N053 Nakamura 中村泰士

喝采 尾関美和子 (e)2M,D,C,G,B001 尾関美和子 スコアー・
パート譜

-N053

N001 Nakano, Jiro. 中野二郎 1902.4.10-2000.6.10

2' Fantasia (g)Mandolino solo(duo)096 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001
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曲名 編曲者名 編成 出版社 楽譜所在 楽譜 備考

2. Fantasia. Op. 43 第二幻想曲
　(Aki - Herbst)

(g)Mandolino209 Vogt & Fritz

1998

-N001

2a Fantasia. Op. 43  第２幻想曲 (g)Mandolino144 フレット

1978

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

9 Variations sur un Theme de 
Mozart. op.69 モーツァルトの主

(f)Chitarra195 荒井貿易 中野二郎ギター作品集25 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

9 Variationss(theme dans la 
chanson Francais) op.31 フラン

218 関西スペイン音楽同好会 ﾊﾟｰﾄ譜 鳥-N001

9 Variationss(theme dans la 
chanson Francais) op.31 フラン

(f)Chitarra187 荒井貿易 中野二郎ギター作品集17 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Aki no Kanshou: Sentimento de  
Otono. op.25 秋の感傷 

(f)Chitarra184 荒井貿易 中野二郎ギター作品集14 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

akomaturi 秋まつり (o)その他112
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-16 ｽｺｱ-N001

Ame no jujiro. 雨の十字路 (e)2M,D,C,G,B166
歌

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

Ame no jujiro. 雨の十字路 (o)その他103
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-07 ｽｺｱ-N001

Ame no jujiro. 雨の十字路 (o)その他039
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-13 ｽｺｱ-N001

aonoko あの子どこの子 (o)その他054
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-28 ｽｺｱ-N001

Ariran no shudai to 
hensou:・Tema e Variazioni su 

(f)Chitarra183 荒井貿易 中野二郎ギター作品集13 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

biru no ビルの灯り (o)その他060
歌とギター

中野二郎 こどものうた-03 ｽｺｱ-N001

Capriccio sul canto d'Ainu (アイ
ヌ童唄による奇想曲)

(e)2M,D,C,G,B145
琴

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

Capriccio sul canto d'Ainu（アイ
ヌわらべうたに據る綺想曲）

(e)2M,D,C,G,B136
琴

中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

Cinque Variazion su un tema di 
Paganini.

(f)Chitarra201 Berben ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Festa Primavera（春のおまつり） (e)2M,D,C,G,B135
日本太鼓,Tam-Tam

中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

Festa primavera. 春のおまつり (e)2M,D,C,G,B146 作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

Fumoto 麓の村 (o)その他098
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-02 ｽｺｱ-N001
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Furusato 故郷 (o)その他047
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-21 ｽｺｱ-N001

hako basha 箱馬車 (e)2M,D,C,G,B123
Canto,Triangolo,鈴、鞭

中野二郎 歌とマンドリン・オーケストラ-2 ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N001

Hama no kogani. 浜の子蟹 (o)その他105
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-09 ｽｺｱ-N001

Hama no kogani. 浜の子蟹 (o)その他056
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-30 ｽｺｱ-N001

Hana wo tsunite: Uno fiore. 
op.28 花を摘みて

(f)Chitarra185 荒井貿易 中野二郎ギター作品集15 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Harugakita con Variazioni (g)Mandolino solo(duo)095 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Harugakita con variazioni. Op. 
36  春が来た変奏曲

(g)Mandolino004 ｱﾙﾓﾆｱ

1936

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Harugakita con variazioni. Op. 
36  春が来た変奏曲

(g)Mandolino005 フレット

1977

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Harugakita con variazioni. Op. 
36  春が来た変奏曲

(g)Mandolino205 Vogt & Fritz

1998

パート譜-N001

haruo yonde 春を呼んでる (o)その他097
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-01 ｽｺｱ-N001

Hashire yotto yo. 走れヨットよ (o)その他066
歌とギター

中野二郎 こどものうた-09 ｽｺｱ-N001

Hashire yotto yo. 走れヨットよ (o)その他108
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-12 ｽｺｱ-N001

Hashire yotto yo. 走れヨットよ (o)その他057 中野二郎 ギター伴奏歌曲集-31-N001

hataori 機織ばった (o)その他043
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-17 ｽｺｱ-N001

Hatobue: Piccione Piffero. 
op.41-2 古き玩具箱より「鳩笛」

(f)Chitarra190 荒井貿易 中野二郎ギター作品集20 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

hechima へちま (o)その他107
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-11 ｽｺｱ-N001

Higure yamamichi. ひぐれ山道 (o)その他114
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-18 ｽｺｱ-N001

Higure yamamichi. ひぐれ山道　
中條雅二作詞

(e)2M,D,C,G,B162
歌

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

Honcho mukashibanashi ehon; 
suite  本朝昔話絵本

(e)2M,D,C,G,B147 作者自筆譜（copy） ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N001
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hontyuo 本朝昔話噺絵本 (e)2M,D,C,G,B084 中野二郎 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ古典合奏曲集(26) ｽｺｱ-N001

ibara イバラ (o)その他068
歌とギター

中野二郎 こどものうた-11 ｽｺｱ-N001

issa san.一茶さん (e)2M,D,C,G,B164
歌

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

issa san一茶さん (o)その他122
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-26 ｽｺｱ-N001

Junrei no Uta: Canto de la 
peregrina. op.13 巡礼の唄

(f)Chitarra175 荒井貿易 中野二郎ギター作品集05 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Kaeru to kaminari. 蛙と雷　中條
雅二作詞

(e)2M,D,C,G,B165
歌

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

kaeru to 蛙と雷さん (o)その他099
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-03 ｽｺｱ-N001

kakasi 案山子 (o)その他118
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-22 ｽｺｱ-N001

Kamome: Una Gaviota. op.35 鴎 (f)Chitarra188 荒井貿易 中野二郎ギター作品集18 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

kanakana かなかな蝉 (o)その他063
歌とギター

中野二郎 こどものうた-06 ｽｺｱ-N001

kanakana かなかな蝉 (o)その他034
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-08 ｽｺｱ-N001

karasu からす (o)その他115
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-19 ｽｺｱ-N001

karasu 烏 (o)その他069
歌とギター

中野二郎 こどものうた-12 ｽｺｱ-N001

karasuto jizou 烏と地蔵さん (o)その他030
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-04 ｽｺｱ-N001

karasuto jizou 烏と地蔵さん (o)その他062
歌とギター

中野二郎 こどものうた-05 ｽｺｱ-N001

kawara 河原道 (o)その他078
歌とギター

中野二郎 こどものうた-22 ｽｺｱ-N001

kikori 木樵唄 (o)その他027
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-01 ｽｺｱ-N001

kingyo 金魚 (o)その他042
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-16 ｽｺｱ-N001

kitano umi 北の海 (o)その他072
歌とギター

中野二郎 こどものうた-15 ｽｺｱ-N001
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Kitsutsuki.啄木鳥 (o)その他031
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-05 ｽｺｱ-N001

kodomo saijiki こども歳時記 (e)2M,D,C,G,B e coro083
coro

中野二郎 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ古典合奏曲集(26) ｽｺｱ-N001

Kodomo saijiki. こども歳時記 (e)2M,D,C,G,B e coro150 作者自筆譜（copy） ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Kokage: Preludio(Enramada de 
Jardin). op.18 樹蔭

(f)Chitarra182 荒井貿易 中野二郎ギター作品集12 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Komageta haite: Zoccolo di 
fanciulla Giaponese op.66 駒下

(f)Chitarra194 荒井貿易 中野二郎ギター作品集24 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

komoriuta 子守歌 (o)その他029
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-03 ｽｺｱ-N001

konoha 木の葉 (o)その他080
歌とギター

中野二郎 こどものうた-24 ｽｺｱ-N001

kuri yaki 栗やき (e)2M,D,C,G,B124
Canto

中野二郎 歌とマンドリン・オーケストラ-3 ｽｺｱ-N001

kurisumasu クリスマス (o)その他119
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-23 ｽｺｱ-N001

Kururu Hitotoki: Le Crepuscule. 
op.16 暮るる一と刻

(f)Chitarra200 荒井貿易 中野二郎ギター作品集30 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

La Chapeau de Paille（. Op. 17 
夏帽子を被って

(e)2M,D,C,G,B153 手写譜 ｽｺｱ-N001

La Chapeau de Paille（夏帽子を
被って）

(e)2M,D,C,G,B134 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

La Dance de Bofura（踊る孑孑） (e)2M,D,C,G,B133 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

La Iglesia sobre la Colina（丘の
教会堂）

(e)2M,D,C,G,B127 中野二郎 日本の郷愁(1) ｽｺｱ-N001

Le tour de reclame etincelant
（明滅する広告塔）

(e)2M,D,C,G,B132 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

Mari tsuki asobi: Juego de 
pelotilla. 毬つき遊び

(d)2M,D,C,G137 共同音楽出版社 平山英三郎編「マンドリン合奏
曲集」(7)-4

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Mari tsuki asobi: Juego de 
pelotilla. 毬つき遊び

(e)2M,D,C,G,B012 m ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N001

Mari tsuki asobi; Juego de 
Pelotila（毬つき遊び）

(e)2M,D,C,G,B126 中野二郎 日本の郷愁(1) ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N001

Mari tsuki asobi; Juego de 
Pelotila（毬つき遊び）

(e)2M,D,G,B219 Trekel スコアー・
パート譜

[関氏旧蔵]-N001
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曲名 編曲者名 編成 出版社 楽譜所在 楽譜 備考

Mari tsuki asobi; Juego de 
Pelotilla（毬つき遊び）

(e)2M,D,C,G,B131 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

Mari tsukuri. 毬つくり (e)2M,D,C,G,B125
Canto

中野二郎 歌とマンドリン・オーケストラ-4 ｽｺｱ-N001

Mari tsukuri. 毬つくり (o)その他048
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-22 ｽｺｱ-N001

Maritsuki asobi: Juego de 
Pelotilla. op.12 毬つき遊び

(f)Chitarra174 荒井貿易 中野二郎ギター作品集04 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

medaka to 目高と蛙 (o)その他033
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-07 ｽｺｱ-N001

medaka メダカ (m)Mandolino094
2 Mandolini

中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Meimetsu suru kokokuto. 明滅す
る広告塔

(f)Chitarra014 荒井 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Meimetsu suru koukokutou: Le 
tour de reclame etincelant. 

(f)Chitarra176 荒井貿易 中野二郎ギター作品集06 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Minuetto. op.57 ミヌエット (f)Chitarra197 荒井貿易 中野二郎ギター作品集27 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

misohagi みそ萩 (o)その他110
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-14 ｽｺｱ-N001

Momichi: El Camino del Campo. 
野道 op.7

(f)Chitarra171 荒井貿易 中野二郎ギター作品集01 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

morino mozu 森のもず吉 (o)その他113
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-17 ｽｺｱ-N001

mouikutiu もういくつ (o)その他121
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-25 ｽｺｱ-N001

mugibue 麦笛（中條） (o)その他071
歌とギター

中野二郎 こどものうた-14 ｽｺｱ-N001

mugibue 麦笛（中條） (o)その他045
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-19 ｽｺｱ-N001

mugibue 麦笛（柳虹） (o)その他036
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-10 ｽｺｱ-N001

mushi 虫 (o)その他116
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-20 ｽｺｱ-N001

naeuri 苗売り (o)その他052
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-26 ｽｺｱ-N001

namiki 並木の町 (o)その他058
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-32 ｽｺｱ-N001
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Nanairo Megane: Caleidoscopio. 
op.42-3 古き玩具箱より「七色眼

(f)Chitarra191 荒井貿易 中野二郎ギター作品集21 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

nanohana 菜の花畑 (o)その他035
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-09 ｽｺｱ-N001

nanohana 菜の花畑 (o)その他064
歌とギター

中野二郎 こどものうた-07 ｽｺｱ-N001

Nashi no hana. 梨の花 (o)その他076
歌とギター

中野二郎 こどものうた-19 ｽｺｱ-N001

Natsu-boushi wo・kabutte: Le 
Chapeau de Paille. op.17-6 六つ

(f)Chitarra215 ｱﾙﾓﾆｱ

1927

鳥-N001

Natsu-boushi wo・kabutte: Le 
Chapeau de Paille. op.17-6 六つ

(f)Chitarra181 荒井貿易 中野二郎ギター作品集11 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

nebokegitune 寝呆け狐と影法師 (o)その他109
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-13 ｽｺｱ-N001

nezumino 鼠のおぢさん (o)その他046
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-20 ｽｺｱ-N001

nobara 野ばら (o)その他037
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-11 ｽｺｱ-N001

Nobi. op.17-5 六つの即興的小
品より「野火」

(f)Chitarra214 ｱﾙﾓﾆｱ

1927

鳥-N001

Nokoreru ippikino ka: Un 
Mosquito que Queda. op.11 残れ

(f)Chitarra173 荒井貿易 中野二郎ギター作品集03 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

nuretubame 濡れ燕 (o)その他038
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-12 ｽｺｱ-N001

oboro おぼろ月夜 (o)その他102
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-06 ｽｺｱ-N001

Odoru bofura: La Danse de 
boufura. 踊る孑孑（ぼうふら）

(e)2M,D,C,G,B015 m スコアー-N001

Odoru Bouhura: Les larves de 
mostique. op.15 踊るぼうふら

(f)Chitarra177 荒井貿易 中野二郎ギター作品集07 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Oka no Kyoukaidou: La Iglesia 
sobre la clina op.29 丘の教会堂

(f)Chitarra186 荒井貿易 中野二郎ギター作品集16 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Okano kyokaido: 丘の教会堂 (e)2M,D,C,G,B018 共同音楽出版社 平山英三郎編「マンドリン合奏
曲集」(8)-6

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

okeua 桶屋さん (o)その他041
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-15 ｽｺｱ-N001

okeya 桶屋さん (o)その他074
歌とギター

中野二郎 こどものうた-17 ｽｺｱ-N001
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Otedama asobi: Trastullo di 
fanciulla Giaponese. op.42-4 古

(f)Chitarra192 荒井貿易 中野二郎ギター作品集22 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Piccoli fuochi artifiziani（線香花
火）

(e)2M,D,C,G,B130 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

Preghiera (g)Mandolino solo(duo)093 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Preghiera op.21　(Aki - Herbst) (g)Mandolino207 Vogt & Fritz

1998

パート譜-N001

Preghiera. 祈り　Op. 21 (g)Mandolino148 フレット

1977

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Rakuyo no uta, op.32. 落葉の唄 (g)Mandolino154 ｱﾙﾓﾆｱ

1937

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Rakuyo no uta: Il Canto delle 
foglie cadute. 落葉の唄

(g)Mandolino138 フレット

1978

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Rakuyo no uta: Lied der 
fallenden Blatter. Op. 32 落葉の

(g)Mandolino206 Vogt & Fritz

1998

-N001

rakuyou 落葉の唄 (g)Mandolino solo(duo)092 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Reverie du Soir,nocturne (g)Mandolino solo(duo)170 ｱﾙﾓﾆｱ ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Reverie du Soir,nocturne (g)Mandolino solo(duo)091 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Reverie du Soir,nocturne 夜の想
い

(g)Mandolino208 Vogt & Fritz

1998

パート譜-N001

ryokan sama to kari 良寛さまと
雁

(e)2M,D,C,G,B085
Canto,Tam-Tam,WB,Triang

中野二郎 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ古典合奏曲集(35) ｽｺｱ-N001

ryokan sama良寛さま (o)その他075
歌とギター

中野二郎 こどものうた-18 ｽｺｱ-N001

Sabaku no otsukiyo. 砂漠ノオ月
夜　中條雅二作詞

(e)2M,D,C,G,B016
canto

m ｽｺｱ-N001

sabakuno 砂漠のお月夜 (o)その他049
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-23 ｽｺｱ-N001

sabakuno 砂漠のお月夜 (o)その他082
歌とギター

中野二郎 こどものうた-26 ｽｺｱ-N001

Sakura; per Koto e orchestra a 
plettro e pizzico instumenti. 幻

koto, e202 m

1992

ｽｺｱ･ﾊﾟｰﾄ
譜

-N001

Samidaruru hi no yuutsu: 
Pioggia di Maggio（五月雨るる日

(e)2M,D,C,G,B129 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001
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Samidaruruhi no yu-utu:Lluvia 
de Mayo. op.9 五月雨るる日の憂

(f)Chitarra172 荒井貿易 中野二郎ギター作品集02 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Santa no jisan. サンタの爺さん　
中條雅二作詞

(e)2M,D,C,G,B163
歌

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

santa サンタの爺さん (o)その他120
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-24 ｽｺｱ-N001

santa サンタの爺さん (o)その他055
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-29 ｽｺｱ-N001

seiya 星夜 (g)Mandolino solo(duo)090 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Seiya. 星夜　Notturno stellata. 
Op. 26

(g)Mandolino155 ｱﾙﾓﾆｱ ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Seiya. 星夜　Notturno stellata. 
Op. 26

(g)Mandolino140 フレット ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Sekishun-hu: Canto 
de・primavere tarde. op.58 惜春

(f)Chitarra193 荒井貿易 中野二郎ギター作品集23 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Senko hanabi. Op. 45, no. 1 線光
花火

(o)その他156
V1/2,Cl,sax,cello・

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001

Senkou hanabi: Piccoli・ fuochi 
artifiziali. op.17-3 六つの即興的

(f)Chitarra212 ｱﾙﾓﾆｱ

1927

鳥-N001

Senkou hanabi: Piccoli・ fuochi 
artifiziali. op.17-3 六つの即興的

(f)Chitarra179 荒井貿易 中野二郎ギター作品集09 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Serenata (g)Mandolino solo(duo)089 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Serenata.  Op. 2 セレナータ
　(Harugakita - Fruehling)

(g)Mandolino203 Vogt & Fritz

1998

パート譜-N001

Serenata. セレナータ Op. 2 (g)Mandolino solo(duo)002 Frets

1978

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Shijima: Le Chapeau de Paille. 
Op.17-2 六つの即興的小品より

(f)Chitarra211 ｱﾙﾓﾆｱ

1927

鳥-N001

shirasagi しらさぎ (o)その他111
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-15 ｽｺｱ-N001

Shocho Nippon. Op.  39 象徴日
本

(e)2M,D,C,G,B157 フレット ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Sizukani yuragu tsukikage: La 
lune calme de l'automne op.17-

(f)Chitarra180 荒井貿易 中野二郎ギター作品集10 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Somato. Op. 45 走馬燈 2m139 フレット

1986

ﾊﾟｰﾄ譜-N001
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Somato. Op. 45, no. 2 走馬燈 (o)その他158
2m

手写譜 ｽｺｱ-N001

soumato 走馬灯 (m)Mandolino088
2 Mandolini

中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Studio, 1-3. Op. 23, no. 1-3 (g)Mandolino159 フレット ﾊﾟｰﾄ譜-N001

taiko 太鼓の音 (o)その他040
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-14 ｽｺｱ-N001

tako 凧あげ (o)その他100
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-04 ｽｺｱ-N001

Tema e quattro variazioni. 「旅
愁」の主題による変奏曲　(Aki - 

(g)Mandolino solo(duo)169 ｱﾙﾓﾆｱ ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Tema e quattro variazioni. 「旅
愁」の主題による変奏曲　(Aki - 

(g)Mandolino solo(duo)168 フレット ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Tema e quattro variazioni. Op.6
「旅愁」の主題による変奏曲

(g)Mandolino solo(duo)006 Vogt & Fritz

1998

-N001

Tema e variazioni. (su motivi  
Coreani)

(f)Chitarra017 Il Plettro

1938(38-12)

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Tema(Ryoshu) e Variazioni (g)Mandolino solo(duo)087 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

tori 鳥のお神楽 (o)その他051
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-25 ｽｺｱ-N001

tori 鳥のお神楽 (o)その他070
歌とギター

中野二郎 こどものうた-13 ｽｺｱ-N001

totemo とても大きな月だから (o)その他106
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-10 ｽｺｱ-N001

Tre Studi (g)Mandolino solo(duo)086 中野二郎 マンドリン独奏曲集 ｽｺｱ-N001

Tsubasa no uta. Op. 38  翼の唄 (e)2M,D,C,G,B160 作者自筆譜（copy）

1942

ｽｺｱ-N001

Tsumiki: Trastullo di pezzi 
Legni. op.41-1 古き玩具箱より

(f)Chitarra189 荒井貿易 中野二郎ギター作品集19 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

tsuyu 露と虫 (o)その他061
歌とギター

中野二郎 こどものうた-04 ｽｺｱ-N001

tukino mochi 月の餅 (o)その他081
歌とギター

中野二郎 こどものうた-25 ｽｺｱ-N001

tuyu 露と虫 (o)その他032
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-06 ｽｺｱ-N001
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tyou 蝶 (o)その他065
歌とギター

中野二郎 こどものうた-08 ｽｺｱ-N001

tyoutyou 蝶々の踊り子 (o)その他053
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-27 ｽｺｱ-N001

umino komori 海の子守歌 (o)その他067
歌とギター

中野二郎 こどものうた-10 ｽｺｱ-N001

umino komoriuta 海の子守歌 (o)その他044
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-18 ｽｺｱ-N001

umizoi 海沿いの道 (o)その他104
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-08 ｽｺｱ-N001

Una Notte di Villaggio Pescatori
（漁村の一夜）

(e)2M,D,C,G,B128 中野二郎 日本の郷愁(2) ｽｺｱ-N001

Urei to Nagesame: Malinconia e 
Civersione. op.71 愁と慰

(f)Chitarra198 荒井貿易 中野二郎ギター作品集28 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

uta 唄 (o)その他050
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-24 ｽｺｱ-N001

Utsukushiki wagako yo izuko ni 
yoru Var. op.19 美しき我が子や

(g)Mandolino204 Vogt & Fritz

1998

-N001

Utsukushiki wagako yo izuko ni 
yoru Var. 美しき我が子や何処に

(g)Mandolino143 Fr

1977

-N001

Variationi(teme di Paganini)  
op.70 パガニーニの主題による

217 中野二郎（自家出版）

1952

ﾊﾟｰﾄ譜 鳥-N001

Variationi(teme di Paganini)  
op.70 パガニーニの主題による

(f)Chitarra196 荒井貿易 中野二郎ギター作品集26 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

wakaba 若葉かげ (o)その他059
歌とギター

中野二郎 こどものうた-02 ｽｺｱ-N001

wara 藁打ち (o)その他117
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-21 ｽｺｱ-N001

Waraji o sutete. 草鞋を捨てて (o)その他079
歌とギター

中野二郎 こどものうた-23 ｽｺｱ-N001

yamawa ii 山はいいなァ (o)その他073
歌とギター

中野二郎 こどものうた-16 ｽｺｱ-N001

Yasashiki Gyoushi: Les regards 
doux. op.17-1 六つの即興的小

(f)Chitarra210 ｱﾙﾓﾆｱ

1927

鳥-N001

Yasashiki Gyoushi: Les regards 
doux. op.17-1 六つの即興的小

(f)Chitarra178 荒井貿易 中野二郎ギター作品集08 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Yofuke no orugoru. 夜更けのオ
ルゴール（改変）　中條雅二作詞

(e)2M,D,C,G,B161
歌

作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N001
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yohuke 夜更けのオルゴール (o)その他101
歌とピアノ

中野二郎 一茶さん-05 ｽｺｱ-N001

yohuke 夜更けのオルゴール (o)その他077
歌とギター

中野二郎 こどものうた-21 ｽｺｱ-N001

yohuke 夜更けのオルゴール (o)その他028
歌とギター

中野二郎 ギター伴奏歌曲集-02 ｽｺｱ-N001

Youchien nite: A L'ecole 
Maternelle. op.10 幼稚園にて

(f)Chitarra199 荒井貿易 中野二郎ギター作品集29 ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Yube no omoi: Reverie du soir. 
Op. 3  夕の想い

(g)Mandolino167 Fr

1978

ﾊﾟｰﾄ譜-N001

Yube no omoi: Reverie du soir. 
Op. 3  夕の想い

(g)Mandolino solo(duo)003 ｱﾙﾓﾆｱ-N001

zukani yuragu tsukikage: La lune 
calme de l'automne op.17-4 六

(f)Chitarra213 ｱﾙﾓﾆｱ

1927

鳥-N001

N014 Nanni, L.

La Goriziana; marcia. (a)M e G001 Il Plettro

1930(24-12),1917(07-06)

ﾊﾟｰﾄ譜-N014

N022 Nardet, Paul.

Sogni d'oro; valzer Boston. (c)2M,D,G001 Il Mandolino

1922

ｽｺｱ-N022

N018 Narita, Tamezo. 成田為三

Hamabe no uta.  浜辺の唄 Nakano, Jiro. 中野二郎 (e)2M,D,C,G,B005 ﾑｼﾞｰｸ･ｿﾞﾘｽﾃﾝ マンドリンロマンの薫り(第1集) スコアー・
パート譜

-N018

Hamabe no uta.  浜辺の唄変奏
曲

Nakano, Jiro. 中野二郎 (e)2M,D,C,G,B001 m-N018

かなりや Hattori, Tadashi. 服部 正 (c)2M,D,G004 全音楽譜 演奏会用マンドリン合奏名曲
集（5）-11

ﾊﾟｰﾄ譜-N018

浜辺の歌 Hattori, Tadashi. 服部 正 (c)2M,D,G003 全音楽譜 演奏会用マンドリン合奏名曲
集（5）-2

ﾊﾟｰﾄ譜-N018

浜辺の歌 Nakano, Jiro. 中野二郎 (e)2M,D,C,G,B002 中野二郎 日本の郷愁(1) ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N018

N051 Naumann,

Kanon-Sonate fue zwei 
<amdolinen

(m)2Mandolino001 Hans Ragotzky スコア-N051

N003 Navone (di Vittorio), Giovanni. 1839(Vilanova d'Asti)-
1907(Torino)

Adelaide; polka. (b)2M e G017 Il Mandolino

1905(14-03)

ｽｺｱ-N003
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Adrianopoli; polka-marcia. (b)2M e G018 Il Mandolino

1913(22-17)

ｽｺｱ-N003

Alda; valzer. (a)M e G019 Il Mandolino

1894(03-13)

ｽｺｱ-N003

Angiolina; mazurka. (a)M e G003 Il Mandolino

1893

ｽｺｱ-N003

Biricchina; polka. (b)2M e G009 Il Mandolino

1895

ｽｺｱ-N003

Bohemienne; polka. (b)2M e G010 Il Mandolino

1895

ｽｺｱ-N003

Canzone melodica; chanson 
melodique.

(b)2M e G006 Il Mandolino

1896

ｽｺｱ-N003

Cieli azzurri; valzer. (b)2M e G007 Il Mandolino

1914

ｽｺｱ-N003

Diana; mazurka. (b)2M e G001 Il Mandolino

1919

ｽｺｱ-N003

Geneve cherie; mazurka. (b)2M e G020 Il Mandolino

1916(25-16)

ｽｺｱ-N003

Gioie e pianti; serenata. (b)2M e G011 Il Mandolino

1896

ｽｺｱ-N003

Grenoble; marcia. (b)2M e G021 Il Mandolino

1907(16-08)

ｽｺｱ-N003

Idillio musicale; valzer. (b)2M e G012 Il Mandolino

1895

ｽｺｱ-N003

Il Bacio d'addio; serenata. (b)2M e G002 Il Mandolino

1909

ｽｺｱ-N003

Inno Marziale (f)Chitarra008 Il Mandolino (R003-004)Racca "Ritirata 
brillante"

ﾊﾟｰﾄ譜-N003

L'Infinito; valzer. (a)M e G004 Il Mandolino

1893

ｽｺｱ-N003

Miranda; mazurka. (b)2M e G022 Il Mandolino

1906(15-08)

ｽｺｱ-N003

Pagine sparse; piccpla melodia (f)Chitarra024 Il Mandolino

1902(11-13)

(B044-001)Andreoli "Bice" ﾊﾟｰﾄ譜-N003

Sorrisi ed Occhiatine; Mazurka (f)Chitarra015 Il Mandolino

1895

(N003-009)Navone 
"Biricchina"

ﾊﾟｰﾄ譜-N003

Souvenir d'Avril; polka. (f)Chitarra023 Il Mandolino

1905(14-16)

(R003-018)Racca "Omaggio 
a Busca"

ﾊﾟｰﾄ譜-N003
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Speranze giovanili; valzer. (b)2M e G005 Il Mandolino

1896

ｽｺｱ-N003

Una Gita a Vogogna; polka-
marcia.

(b)2M e G025 Il Mandolino

1897

ｽｺｱ-N003

Urrah !; marcia. (b)2M e G013 Il Mandolino

1895

ｽｺｱ-N003

Vita tranquilla; polka (f)Chitarra016 Il Mandolino

1896

(N003-014)Navone "Volutta 
cocenti"

ﾊﾟｰﾄ譜-N003

Volutta cocenti; mazurka. (b)2M e G014 Il Mandolino

1896

ｽｺｱ-N003

N045 Nawata Masatsugu 縄田政次

Ciaccona (g)Mandolino solo(duo)014 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

The old folks at home (g)Mandolino solo(duo)012 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

スペイン民謡-愛のロマンス (g)Mandolino solo(duo)004 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

哀愁の千曲川 (g)Mandolino solo(duo)013 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

歌調と変奏　Aria Variata (g)Mandolino solo(duo)015 フレット20-1添付-N045

幻想の調べ-追憶 (g)Mandolino solo(duo)010 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

幻想の摩周湖 (g)Mandolino solo(duo)008 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

幻想曲-荒城の月 (g)Mandolino solo(duo)005 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

幻想曲-桜 (g)Mandolino solo(duo)006 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

佐渡おけさ (g)Mandolino solo(duo)001 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

三部作-京洛 (g)Mandolino solo(duo)007 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

私の太陽 (g)Mandolino solo(duo)002 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

曙 (g)Mandolino solo(duo)011 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045
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蝶々の主題による変奏曲 (g)Mandolino solo(duo)003 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ﾊﾟｰﾄ譜-N045

落葉は唄う (a)M e G009 全音楽譜 縄田政次作曲「日本旋律への
郷愁・マンドリン独奏曲集」

ｽｺｱ-N045

N015 Nazzari, Giuseppe.

Mon amour. (b)2M e G002 Il Plettro

1912(07-02)

ｽｺｱ-N015

Stellino; valzer. (b)2M e G003 Il Plettro

1911

ｽｺｱ-N015

Via Vai; galop. (b)2M e G001 Il Plettro

1911(06-19)

ｽｺｱ-N015

N024 Nebiolo, Secondo.

M'odi ?; serenata. (b)2M e G001 Il Mandolino

1910(19-14)

ｽｺｱ-N024

N004 Neglia, Francesco paolo

Fantasia (g)Mandolino001 ﾊﾟｰﾄ譜-N004

Minuetto in stile antico op.14 Bianchi, Bonifacio (e)2M,D,C,G,B003 Augusta ｽｺｱ･ﾊﾟｰﾄ
譜

宮崎輝世遺譜-N004

Serenata Siciliana op.37 p Bianchi, Bonifacio (e)2M,D,C,G,B002 Augusta ｽｺｱ･ﾊﾟｰﾄ
譜

宮崎輝世遺譜-N004

Serenata sul CanalGrande, dall 
suite "Tre Quadri di vita 

Bianchi, Bonifacio (e)2M,D,C,G,B004 ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

宮崎輝世遺譜-N004

オザキ譜庫販売楽譜 "Minuetto 
in stile antico"

(e)2M,D,C,G,B005 オザキ譜庫

138

スコアー・
パート譜

1,000-N004

オザキ譜庫販売楽譜 
"Serenata Siciliana"

(e)2M,D,C,G,B006 オザキ譜庫

68

スコアー・
パート譜

1,100-N004

オザキ譜庫販売楽譜 
"Serenata sul CanalGrande, dall 

(e)2M,D,C,G,B007 オザキ譜庫

37

スコアー・
パート譜

1,600-N004

N025 Negri, Silvio. 1865-

Al chiaro di luna; serenata. (c)2M,D,G004 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

C'era una volta; leggenda. (c)2M,D,G008 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

Fuoco fatuo; valzer. (c)2M,D,G006 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

La Danza delle campanelle; 
scherzino.

(c)2M,D,G007
campanelle

G.Ricordi ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N025
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Lagrime solitarie; elegia. (c)2M,D,G001 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

Luna d'Argento; serenata. (c)2M,D,G005 Il Mandolino

1901

ｽｺｱ-N025

M'ami ancora ?; romanza. (c)2M,D,G010 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

Nennella; canzone napolitana. (c)2M,D,G009 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

Pulcinella; mazurka. (c)2M,D,G003 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

Rosa mystica; preghiera. (c)2M,D,G002 G.Ricordi ﾊﾟｰﾄ譜-N025

N035 Neruda, F.

Berceuse Slave Hirayama, Eizaburo. 平山英三
郎

(c)2M,D,G001 共同音楽出版社 平山英三郎編「マンドリン合奏
曲集」(3)-4

ﾊﾟｰﾄ譜-N035

N012 Nesvadba, Joseph. -1876

Loreley paraphrase. Ranieri, Silvio. (e)2M,D,C,G,B003 Cranz パート譜-N012

Loreley paraphrase. Ranieri, Silvio. (e)2M,D,C,G,B001 m

1928

ﾊﾟｰﾄ譜-N012

Loreley-Paraphrase Ranieri, Silvio. (e)2M,D,C,G,B002
Timpani

中野二郎 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ古典合奏曲集(25) ｽｺｱ・ﾊﾟｰ
ﾄ譜

-N012

N048 Neuling, Vincent

Sonate pour le Clavecin et  
Mandoline

M e Clavecin002 不明 ｽｺｱ 川口雅行氏寄贈-N048

Sonate pour le Clavecin et 
Violon ou Mandoline op.3

001 川口バロックマンドリン BM079 川口雅行氏寄贈-N048

N005 Nevin, Ethelbert Woodbridge. 1862-1901

Egyptian Love Song Graziani-Walter, Carlo. (j)M e Pf003 Boston Music "MANDOLIN and PIANO 
Collectioｎ"　Vol.1

ﾊﾟｰﾄ譜-N005

Narcissus. Op. 13, no. 4 Wobersin, Wilhelm. (c)2M,D,G001 Schott's Sohne ﾊﾟｰﾄ譜-N005

Notturno Graziani-Walter, Carlo. (j)M e Pf004 Boston Music "MANDOLIN and PIANO 
Collectioｎ"　Vol.1

ﾊﾟｰﾄ譜-N005

Un giorno di Venezia.  ヴェニス
の一日

Nakano, Jiro. 中野二郎 (e)2M,D,C,G,B002 m

1963

ｽｺｱ-N005

Un Giorno in Venezia Nakano, Jiro. 中野二郎 (e)2M,D,C,G,B005 中野二郎 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ古典合奏曲集(28) ｽｺｱ-N005
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愛の歌 Nakano, Jiro. 中野二郎 (e)2M,D,C,G,B006
Canto

中野二郎 歌とマンドリン・オーケストラ-5 ｽｺｱ-N005

N037 Nicola, Pace.

Louisette; mazurka (f)Chitarra001 Il Mandolino (F005-005)Sarcoli "Fleur de 
soiree"

ﾊﾟｰﾄ譜-N037

N006 Nicolai, Otto. 1810-49

Die lustigen Weiber von Winsor Wobersin, Wilhelm. (c)2M,D,G002 Zimmermann

1910

ﾊﾟｰﾄ譜-N006

Le Vispe comari di Windsor; 
sinfonia.

Munier, Carlo. (d)2M,D,C,G001 R.Maurri

1910

Munier Op.287 ﾊﾟｰﾄ譜 [関氏旧蔵]-N006

N013 Niesi, Luigi.

Cuor gentile; valzer. (c)2M,D,G001 S.Pucci

1934

ｽｺｱ-N013

N030 Nihashi, Junichi. 二橋潤一

Chaconne M, G, Cello001 ｽｺｱ 川口雅行氏寄贈-N030

Sonata pour 2 Mandolines 二つ
のマンドリンのためのソナタ

(m)2Mandolino003 スコアー-N030

Suite pour l'orchestre de 
mandolines. マンドリン；オーケス

(e)2M,D,C,G,B002 現代ギター社

1996

スコアー-N030

N052 Noda, Masami 野田雅巳

旋回アレグレット (g)Mandolino solo(duo)001 JMU パート譜 （第20回ソロコン課題曲）-N052

N049 Noferi, G. B.

Six Solo for a Guittar with a 
Thorough-Bass for the 

001 川口バロックマンドリン BM111-N049

The Opera Dances for 1778, 
Composed & adapited for the 

002 川口バロックマンドリン BM107-N049

N036 Nomura rou （野村　朗）

詩曲「やまとことうた」 (e)2M,D,C,G,B001 作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N036

白鷺の幻影 (e)2M,D,C,G,B002 作者自筆譜（copy） ｽｺｱ-N036

N050 Nonnini. Girolamo

Six Italian Canzonettes for a 
single voice which may be 

001 川口バロックマンドリン BM192 ｽｺｱ･ﾊﾟｰﾄ
譜

-N050
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N032 Noorda, G.

Illusione; valse. (d)2M,D,C,G001 Het Ned Mandolineorkest

1929

ｽｺｱ-N032

N008 Nouteau, J.

Doux aveu; melodie. (j)M e Pf002 J.Roweis ｽｺｱ-N008

Vers l'etape; marche. (j)M e Pf001 J.Roweis ﾊﾟｰﾄ譜-N008

N017 Novaro, M

Inno di Mameli Billi, V, (ｃ)2M,D,G003 R.Maurri パート譜 [関氏旧蔵]-N017

Inno di Mameli. 編曲者不明 (a)M e G001 Il Mandolino

1915

(M068-002)Musso "Sogni e 
sospiri"

ｽｺｱ-N017

Inno di Mameli. 編曲者不明 (b)2M e G002
canto

G.Gori ｽｺｱ-N017

N009 Novella, Adolphe.

Aubade amoureuse. (c)2M,D,G003 L'Estudiantina

1908

ｽｺｱ-N009

Intrepide. (g)Mandolino001 Adfe ﾊﾟｰﾄ譜-N009

Ma jolie poupee; schottisch 
espagnole.

(c)2M,D,G002 L'Estudiantina

1925

ｽｺｱ-N009

N034 Nucci, Italo.

Pizzicato, intermezzo (d)2M,D,C,G001 作者自筆譜（copy） ｽｺｱ 宮崎輝世遺譜-N034

N010 Nunzi, Alpinolo. (Umbria)-

Fulgide Visioni; Mazurka. (f)Chitarra003 Mandolinismo (L007-002)Lekatton 
"Gavotte"

ﾊﾟｰﾄ譜-N010

Nel deserto libico; valzer. (c)2M,D,G001 Mandolinismo

1922

ｽｺｱ-N010

Venusta; pol.002 Mandolinismo ﾊﾟｰﾄ譜-N010
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