
ギター協奏曲300選 リスト yakateru 2021.08.08

NO 曲名 評価

1 ギター協奏曲 マルコム・ アーノルド

311 セレナード マルコム・ アーノルド

252 ギターと室内オーケストラのための協奏曲 クラリス・ アサド

137 4つのギターのための「インターチェンジ」 セルジオ・ アサド

225 ギターと弦楽のための幻想協奏曲「カリオカ幻想曲」 セルジオ・ アサド

262 三重協奏曲（2つのギターとヴァイオリンのための協奏曲） セルジオ・ アサド

312 幻想協奏曲「ミキス」 セルジオ・ アサド

317 Movement vioalao セルジオ・ アサド

215 ギターと管弦楽のための協奏曲 ボリス・ アサフィエフ

22 コンチェルト・アゲディアーノ アントン・ガルシア・ アブリル

53 ムデハル協奏曲 アントン・ガルシア・ アブリル

211 陸の船乗りのためのフラメンコ協奏曲 ビンセンテ・ アミーゴ

5 ギター協奏曲 エルネスト・ アルフテル

23 パルティータ クリストバル・ アルフテル

104 フルートとギターのための協奏曲 ヨハン・ゲオルク・ アブレヒツベルガー

145 イベリア協奏曲 イザク・ アルベニス

60 ギター協奏曲第1番 エドワルド・ アングロ

61 ギター協奏曲第2番 エドワルド・ アングロ

64 鳥たち　op.21 エドワルド・ アングロ

271 イタリアン・コーヒー第5曲 シモーネ・ イアンアネッリ

238 パルティータ　op.50 タカーチュ・ イェネー

212 ギターとオーケストラによる協奏曲 勝仁・ 井上

198 ギター協奏曲ニ短調（原曲：リュートと二つのバイオリン) ヨハン・ジギスムント・ ヴァイス

219 ギターと室内オーケストラのための協奏曲 アナトール・ ヴィエル

257 ギターと弦楽のための協奏曲 B. ヴィダル

16 ギター協奏曲 アントニオ・ ヴィバルディ

99 ギター協奏曲二長調　RV93 アントニオ・ ヴィバルディ

194 ギター協奏曲ト長調RV532(原曲：2つのマンドリンの協奏曲） アントニオ・ ヴィバルディ

195 ギター協奏曲ハ長調RV425(原曲：マンドリン協奏曲） アントニオ・ ヴィバルディ

196 ギターとヴィオレダモーレのための協奏曲RV540 アントニオ・ ヴィバルディ

62 アンタルクティカ ナイジェル・ ウェイストレイク

116 フルートとギターのための協奏曲 エヴェルハルト・ ヴェルディン

218 2台のギターと弦楽オーケストラのための忘れられたパヴァーヌ セオ・ ヴェルベイ

47 サンバ協奏曲 クラウス・ ヴュストホフ

79 ギター協奏曲 レネ・ エースペレ

85 ギター協奏曲op.56 ジャック・ エティユ

240 2台のギターのための協奏曲 ジャック・ エチュ

65 ギター協奏曲「アラフラ・ダンス」 ロス・ エドワーズ

33 3つの描写 モーリス・ オアナ

191 オキャロランの協奏曲 ターロック・ オキャロラン

304 2つのギターのための協奏曲 ヤナ・ オブロフスカ

233 ギター協奏曲 ジャック・ カステレード

154 ギターとオーケストラのための協奏曲 カルロス・クルス・デ・ カストロ

249 ギターとオーケストラのための地中海協奏曲 ファ・マヌエル・ カニサレス

250 アル・アンダルス協奏曲 ファ・マヌエル・ カニサレス

77 ギター協奏曲「マヨルカの思い出」 クリストファー・ ガニング

286 ギター協奏曲「サウダージ」 コンスタンティン・ カラヴェシリス

48 ロルカ協奏曲 ジェラルド・ ガルシア

263 チャイナ・シングス ジェラルド・ ガルシア

319 ヴァイオリンとギターのためのロマンチック協奏曲 ジェラルド・ ガルシア

332 4台のギターとギターオーケストラのための協奏曲 ジェラルド・ ガルシア

作曲者



89 ギター協奏曲イ長調 フェルナンド・ カルリ

117 小協奏曲op.140 フェルナンド・ カルリ

160 ギターとチェンバロのためのコンチェルト アベル・ カルレバーロ

244 プラタの協奏曲 アベル・ カルレバーロ

161 ギター、弦、パーカッションのための協奏的幻想曲 アベル・ カルレバーロ

162 ギターとオーケストラのためのコンチェルト第3番 アベル・ カルレバーロ

176 青い宇宙の庭　Ⅲ 道夫・ 北爪

83 ギター協奏曲 ジュアン・ ギンジュアン

220 過去の時のかけら ブロニウス・ クタビチウス

167 2つのギターと弦楽のための協奏曲 エディーノ・ クリーガー

14 ギター協奏曲ト長調 ヨハン・ クレーブス

331 ギター協奏曲ハ長調 ヨハン・ クレープス

101 ギター協奏曲 スティーブ・ グレー

223 ギター協奏曲第1番 フランシス・ クレジャンス

224 ギター協奏曲第２番 フランシス・ クレジャンス

44 ギター協奏曲ト長調 ハラルド・ ゲンツマー

174 ギターのための室内協奏曲 パトリック・ ゴゥエルス

325 ギター協奏曲第1番 ダン・ コウスリィー

265 ギター協奏曲（リュート協奏曲） カール・ コウハト

24 ベルゲン協奏曲 ニキータ・ コシュキン

102 メガロン協奏曲 ニキータ・ コシュキン

327 5台のギターとオーケストラのための協奏曲 ニキータ・ コシュキン

328 ヴァイオリンとギターとオーケストラのための二重協奏曲 ニキータ・ コシュキン

329 ギターとオーケストラのための協奏曲 ニキータ・ コシュキン

330 カルリのテーマによる変奏曲 ニキータ・ コシュキン

63 ギター協奏曲 スティーヴン・ ゴス

182 アルベニス協奏曲 スティーヴン・ ゴス

45 ギター協奏曲 エルランド・フォン・ コック

221 ギター協奏曲 コバ(coba)

75 ギター協奏曲 レオナルド・ コラル

93 ギター協奏曲「ゴイェスカーナ」 マイケル・ダルマウ・ コリーナ

285 ギター協奏曲「吟遊詩人」 ジョン・ コリリアーノ

226 ギターと管弦楽のための「イベリア」 ホアン・マニュエル・ コルテス

111 祝典協奏曲 エルネスト・ コルデロ

268 ギター協奏曲「アンティル」 エルネスト・ コルデロ

142 ギター協奏曲「旅するギター」作品131 浩平・ 近藤

58 異邦人の踊り ホラシオ・ サリナス

207 ギター協奏曲「ロンサム」 スヴェン・ダービッド・ サンドストレム

51 バルセロナ協奏曲 ジョルジュ・ ザンフィル

303 2つのギターのための協奏曲 グイド・ サントルスラ

287 ギター協奏曲「シャコンヌ」 ウェイン・ シーゲル

68 ギター協奏曲 サミエル・ ジーマン

129 ギター協奏曲 ヤクブ・ シウビンスキー

168 バロック協奏曲 ロベルト・ シエラ

169 フォリアス ロベルト・ シエラ

245 ギターとオーケストラのための協奏曲 ハロルド・ シフマン

18 ギター協奏曲 ラロ・ シフリン

264 ギター協奏曲「In Memory of my Peopule」 フェレンツ・ シュネートベルガー

87 ギター協奏曲第1番 op.30 マウロ・ ジュリアーニ

91 ギター協奏曲第2番 op.36 マウロ・ ジュリアーニ

88 ギター協奏曲第3番 op.70 マウロ・ ジュリアーニ

280 「うつろな心」による大変奏曲とポロネーズ　OP65 マウロ・ ジュリアーニ

281 「おお、空よ静かに」による変奏曲　OP.101 マウロ・ ジュリアーニ



282 「ローマのバッカス祭」の主題による変奏曲　OP.102 マウロ・ ジュリアーニ

283 お気に入りのワルツによる序奏と変奏曲　OP103 マウロ・ ジュリアーニ

230 序奏と華麗なる変奏曲 ショル

32 4つのギター協奏曲(Concertino di Hykkara) A. ジラルディーノ

321 4つのギター協奏曲(Concertino di falco) A. ジラルディーノ

322 4つのギター協奏曲(Concertino di Oliena)) A. ジラルディーノ

323 4つのギター協奏曲(Concertino di Sepeithos) A. ジラルディーノ

259 ギター協奏曲 パトリシオ・ダ・ シルバ

313 ギター協奏曲 マイケル・ ジルバートソン

86 ギター協奏曲第1番 ホアン・ スーユー

253 ギターと小さいオーケストラのための協奏曲 ジャコム・ スサミ

204 ギター・コンチェルティーノ マチュイ・ スタシェフスキー

205 ギターと弦楽オーケストラのための協奏曲 マチュイ・ スタシェフスキー

206 ギターと室内オーケストラのための協奏曲 マチュイ・ スタシェフスキー

318 ジャズギターとオーケストラのための協奏曲「カトリーナ」 ドナルド.J・ スパー

314 ブレーブ協奏曲 ステファーノ・ スパロッタ

222 2つのギターのための協奏曲 ジェルメーヌ・ タイユフェール

98 夢の縁へ 徹・ 武満

112 虹へ向かって、パルマ 徹・ 武満

150 スペクトラル・カンティクル 徹・ 武満

214 ギター協奏曲「祇園」 英之・ 武本

251 ギター協奏曲 バーナード・ タン

21 ギターコンチェルティーノ アレクサンドル・ タンスマン

123 ギターと室内管弦楽のための「ファリャ賛歌」 アレクサンドル・ タンスマン

124 宮廷の音楽 アレクサンドル・ タンスマン

56 ギター協奏曲 ポール・ チハラ

26 メティス協奏曲 ローラン・ ディアンス

27 コンチェルトマジオ ローラン・ ディアンス

148 シの協奏曲 ローラン・ ディアンス

32 ギター協奏曲「ソーラス」 オリドー・ ディビス

49 ギターと管弦楽のための狂詩曲 ミキス・ テオドラキス

152 ギター協奏曲第1番　op.99 マリオ・カステヌォーボ・ テデスコ

20 ギター協奏曲第2番  op.160 マリオ・カステヌォーボ・ テデスコ

132 ギターと室内合奏のためのセレナーデop.118 マリオ・カステヌォーボ・ テデスコ

151 2つのギターのための協奏曲op201（ギター協奏曲第3番） マリオ・カステヌォーボ・ テデスコ

305 ギター協奏曲 アレクサンドラ・ チャイコフスキー

149 ギター協奏曲第1番「カリブ風」 ハーバード・ チャペル

67 ギター協奏曲 エウヘニオ・ トゥーサン

141 ギター協奏曲「Ｙｉ２」 タン・ ドゥン

135 ギター協奏曲第1番 ステファン・ ドッジソン

158 ギター協奏曲第2番 スティーヴン・ ドッジソン

136 2つのギターのための協奏曲 ステファン・ ドッジソン

159 二重協奏曲 ステファン・ ドッジソン

237 ギターと管弦楽のための協奏曲 アンリ・ トマジ

57 地中海協奏曲op.67 カルロ・ ドメニコーニ

288 舞曲（オユン）OP.93b カルロ・ ドメニコーニ

289 ベルリンブール協奏曲OP29（協奏曲第4番） カルロ・ ドメニコーニ

290 悪魔のトリルOP84(協奏曲第12番） カルロ・ ドメニコーニ

291 南アメリカ小協奏曲op.８ カルロ・ ドメニコーニ

292 エル・マート協奏曲op.１０（協奏曲第２番） カルロ・ ドメニコーニ

293 3楽章の協奏曲op.2７ カルロ・ ドメニコーニ

294 協奏曲第５番 カルロ・ ドメニコーニ

295 ドゥヴァニop.４７（協奏曲第６番） カルロ・ ドメニコーニ



296 ミディアム・スウィート協奏曲op.５１（協奏曲第７番） カルロ・ ドメニコーニ

297 ディリンディリアop.７３（協奏曲第９番） カルロ・ ドメニコーニ

298 セレナータop.１０（協奏曲第１０番） カルロ・ ドメニコーニ

299 アトランティスの物語op.７７（協奏曲第１１番） カルロ・ ドメニコーニ

300 へ調の小協奏曲op.６（協奏曲第１番） カルロ・ ドメニコーニ

301 協奏曲第１３番 カルロ・ ドメニコーニ

302 へ調の小協奏曲op.６（協奏曲第１番） カルロ・ ドメニコーニ

247 ギター協奏曲第1番 ファン・ トリゴス

108 ギター協奏曲第2番「スペイン」 ファン・ トリゴス

315 ギター協奏曲「リチェルカーレⅥ」 ファン・ トリゴス

187 2つのギターのための協奏曲 ディミトリス・ ドラガタキス

284 ギターとヴァイオリンのための協奏曲イ長調 ジョゼッペ・ トレッリ

35 セギディーリャへの賛歌 フェデリコ・モレノ・ トローバ

36 トナーダ・コンチェルタンテ フェデリコ・モレノ・ トローバ

37 カスティーリャ協奏曲 フェデリコ・モレノ・ トローバ

105 フラメンコ協奏曲 フェデリコ・モレノ・ トローバ

127 7つのマドリードの門（2つのギターのための協奏曲） フェデリコ・モレノ・ トローバ

106 ギターと管弦楽のための協奏曲 フェデリコ・モレノ・ トローバ

121 2つのギターと管弦楽のための3つの夜想曲 フェデリコ・モレノ・ トローバ

192 イベリア協奏曲 フェデリコ・モレノ・ トローバ

321 ギターとオーケストラのためのソナチネ フェデリコ・モレノ・ トローバ

128 コンチェルト・ラプソディop.80 ゲラルド・ ドロゾ

254 ギター協奏曲「グリヴィツェ」 op.175 ゲラルド・ ドロゾ

183 ギター協奏曲「天女散花」 朗・ 西村

17 ギターコンチェルティーノ ラダメス・ ニャターリ

43 ギター協奏曲第2番 ラダメス・ ニャターリ

41 ギター協奏曲第3番「コパカバーナ」 ラダメス・ ニャターリ

42 ギター協奏曲第4番「ブラジル風」 ラダメス・ ニャターリ

316 ピアノとエレキギターのための協奏曲 ラダメス・ ニャターリ

73 ギター協奏曲「アンダルシアの幻影」 ブライアン・ ノーズル

208 ギター協奏曲 ウルリク・ ノイマン

216 ギター協奏曲 暉行・ 野田

175 ギターと弦楽オーケストラのための「アドリア狂詩曲」 暉行・ 野田

54 ギター協奏曲 ペール・ヘリンク・ ノルドグレン

59 古風な協奏曲 リチャード・ ハーヴェイ

10 ギター協奏曲op.88 レノックス・ バークリー

163 ギターとジャズ・オーケストラのための協奏曲 ポール・ ハート

90 ギター協奏曲「二人のクリストファーのために」 エルマー・ バーンスタイン

181 ギター協奏曲ハ長調 ヨーゼフ・ ハイドン

185 2つのギターのための協奏曲ト長調 ヨーゼフ・ ハイドン

333 ギター協奏曲ニ長調 ヨーゼフ・ ハイドン

334 ギター協奏曲ヘ長調 ヨーゼフ・ ハイドン

4 ギター協奏曲 イェジー・ パウエル

202 ギター・コンチェルティーノ ハンス・ ハウク

46 ギター協奏曲 ヘルベルト・ バウマン

306 ギター協奏曲 ニコル・ パガニーニ

28 ギター協奏曲イ短調op.72 サルバドール・ パカリッセ

7 ギター協奏曲 キンモ・ ハコラ

133 ギターコンチェルト「みちのく」 雄大・ 畑中

134 五大の協奏曲 マレック・ パッツイチェニー

310 ギターと弦楽オーケストラのための協奏曲 マレック・ パッツイチェニー

197 ギター協奏曲ロ短調（原曲：ハープシコード協奏曲へ短調） ヨハン・セバスティアン・ バッハ

210 ギター協奏曲 マヤ・ バディアン



118 ギター協奏曲「北の帆船」 光・ 林

203 ギター・コンチェルティーノ カルロス・ バハン

180 クラシックギター協奏曲 ブレット・ バホン

107 ギター協奏曲(レバント協奏曲、東方の協奏曲） マヌエル・ パラウ

120 ギターと管弦楽のためのコンチェルト「マジコ」 レオナルド・ バラダ

164 4つのギターのための協奏曲 レオナルド・ バラダ

309 ギターと管弦楽のためのカプリチオ レオナルド・ バラダ

270 ギター協奏曲「Harp of Nerves」 ヒラリー・ バリントン

55 アンダルシア夜想曲 ロレンソ・ パロモ

272 シエンフエゴスの協奏曲 ロレンソ・ パロモ

308 「フルゴレス（輝き）」 ロレンソ・ パロモ

213 ギター協奏曲 ロバート・ ビーザー

66 ギターとバンドネオンのための協奏曲「リェージュに捧ぐ」 アストル・ ピアソラ

165 ギターと管弦楽のためのカルメン協奏曲 ジョルジュ・ ビゼー

52 ギターと管弦楽のための「タブラス」 アントニオ・ルイス・ ピポ

8 ギター協奏曲ト短調 グロリア・ ビリャヌエバ

19 ギター協奏曲 セバスチャン・ ファーゲルルンド

199 ギター協奏曲ニ短調（原曲：リュート協奏曲ニ短調） ヨハン・フリードリヒ・ ファッシュ

72 ギター協奏曲ト短調 アダム・ フォルケンハーゲン

146 地中海協奏曲 敬吾・ 藤井

147 アストロナム協奏曲　（第3楽章舞曲） 敬吾・ 藤井

184 天使の協奏曲 真悟・ 藤井

231 パサカリア 真悟・ 藤井

229 ギター協奏曲第1番 渓子・ 藤家

188 ギター協奏曲第2番「恋すてふ」 渓子・ 藤家

201 エレクトリック・ギター協奏曲ニ短調 和宏・ 藤田

241 ギター協奏曲 潤一・ 二橋

70 ギター協奏曲 フィリップ・ ブラニカン

248 ギター協奏曲第1番 マーク・ フランシス

95 ギター協奏曲第2番「夢に真実あり」 マーク・ フランシス

130 ギター協奏曲 ジャン・ フランセ

114 プラタの協奏曲 カルロス・ フランツェッティ

246 ギター協奏曲 レジナルド・スミス・ ブリンドル

50 ギター協奏曲 アンドレ・ プレヴィン

166 ギターとヴァイオリンのための協奏曲「パガニーニへのオマージュ」 レオ・ ブローゥエル

29 3つの協奏的舞曲 レオ・ ブローゥエル

178 カタルーニャ賛歌 レオ・ ブローゥエル

157 ギター協奏曲第1番 レオ・ ブローゥエル

171 ギター協奏曲第2番「リェージュ」 レオ・ ブローゥエル

25 ギター協奏曲第3番「悲しみの協奏曲（エレジアコ）」 レオ・ ブローゥエル

172 ギター協奏曲第4番「トロント」 レオ・ ブローゥエル

144 ギター協奏曲第5番「ヘルシンキ」 レオ・ ブローゥエル

131 ギター協奏曲第6番「ヴォロス協奏曲」 レオ・ ブローゥエル

139 ギター協奏曲第7番「ハバナ」 レオ・ ブローゥエル

173 ギター協奏曲第8番「ペルージャの唄」 レオ・ ブローゥエル

30 ギター協奏曲第9番「ベニカシム」 レオ・ ブローゥエル

31 ギター協奏曲第10番「徴の書」 レオ・ ブローゥエル

140 ギター協奏曲第11番「レクイエム」 レオ・ ブローゥエル

258 ギター四重奏と弦楽オーケストラのための協奏曲「イタリア」 レオ・ ブローゥエル

143 ギターとオーケストラのための協奏曲作品78「われらの海」 Ｓ・ ブロトンズ

13 ギター協奏曲 マルシン・ プワベヴィッチ

179 ギター協奏曲 ヨハン・ネポムク・ フンメル

239 ギター協奏曲 毅州・ 平吉



119 ギター協奏曲 リチャード・ロドニー・ ベネット

34 カボクロ協奏曲 パウロ・ ベリナティ

170 フラトレス アルヴォ・ ペルト

189 2つのギターのための協奏曲 マルティン・ ヘルヘェンレーダー

273 秋の協奏曲 シャビエル・ ベンゲレル

277 コンセール・ド・タードル シャビエル・ ベンゲレル

278 コンチェルタンテ シャビエル・ ベンゲレル

2 ギター協奏曲第1番Op.325 アラン・ ホヴァネス

156 ギター協奏曲第2番Op394 アラン・ ホヴァネス

227 ギター協奏曲 デューシャン・ ボグダノビッチ

97 旅　Ⅸ「目覚め」 俊夫・ 細川

193 ギター協奏曲ホ長調 ルイジ・ ボッケリーニ

274 夏の協奏曲 シルヴィー・ ボドロヴァー

6 ギター協奏曲第1番 カーミット・ ボリング

122 クラシックギターとジャズピアノトリオのための協奏曲 クロード・ ボリング

113 冬の協奏曲 ヤウレス・ラマルケ・ ポンス

12 南の協奏曲 マヌエル・ ポンセ

269 3月の協奏曲 ジャック・ ボンドン

96 4つのギターのための「バスク協奏曲」 フランシスコ・デ・ マディナ

330 ギター協奏曲　第1番 ロッド・ マッケン

324 ギター協奏曲　第2番 ロッド・ マッケン

200 エレクトリック・ギターとオーケストラのための協奏組曲 イングヴェイ・ マルムスティーン

153 ギター協奏曲 トマス・ マルコ

155 水の協奏曲 トマス・ マルコ

232 ギター協奏曲第1番 フランコ・ マルゴーラ

243 ギター協奏曲第2番 フランコ・ マルゴーラ

76 ギター協奏曲「キャロランの旅」 バリー・ ミルズ

279 マンドリンとギターのための協奏曲 バリー・ ミルズ

94 ギター協奏曲op.115 クシシュトフ・ メイエル

326 ギター協奏曲 クリス・ モウタアー

190 ギターとオーケストラのための協奏曲KV191 ｳｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ･ｱﾏﾃﾞｳｽ・ モーツァルト

74 ギター協奏曲「ソノーラ」 ヤン・ヴィルヘルム・ モッテソン

11 ギター協奏曲ホ短調op.56 フランチェスコ・ダ・ モリーノ

186 2つのギターのための協奏曲「ファンタジア・ラティーナ」 ホルヘ・ モレル

115 3つの協奏的舞曲 ハビエル・ モンサルバーチュ

242 ギターとオーケストラのためのコンサートの変容 ハビエル・ モンサルバーチュ

234 ギター協奏曲（第4版） 浩貴・ 山田

84 ギター協奏曲「天馬降下」op.21 隆・ 吉松

138 ギターとヴァイオリンのための協奏曲 ウィリアム・ ラヴレディ

15 ギター協奏曲第1番イ長調 アントニオ・ ラウロ

276 ロマンティック協奏曲 クレイグ・ ラッセル

71 ギター協奏曲「木目に沿って」 ポール・ ランスキー

275 ラビス・ラズリ ショーン・ リグニー

78 協奏的幻想曲 ホルヘ・ リッター

307 ギターとオーケストラのための「ポップ協奏曲」 A.P. リティス

228 イタリア協奏曲 リカルド・ リョルカ

217 ギター協奏曲 アクセル・ ルオフ

260 ギター協奏曲 アンダーソン・ ルービン

261 ギター協奏曲第1番「プサルモディーズ」 ポウル・ ルーザス

255 ギター協奏曲第2番「パガニーニ変奏曲」 ポウル・ ルーザス

235 ハバナ協奏曲（ガンタナメラ協奏曲） イゴール・ レーヒン

256 ジンガリ ジョン・アントニー・ レイン

209 ギター協奏曲 ホセ・マヌエル・ レスカーノ



9 ギター協奏曲 ジョナサン・ レシノフ

69 ギター協奏曲 ジェイムズ・ レンティーニ

126 ガウディの協奏曲 クリストファー・ ローズ

266 フルートとギターのための協奏曲 ワルター・ ロス

38 アンダルシア協奏曲 ホアキン・ ロドリゴ

39 マドリガーレ協奏曲 ホアキン・ ロドリゴ

40 ある宴の協奏曲 ホアキン・ ロドリゴ

100 アランフェス協奏曲 ホアキン・ ロドリゴ

109 ある貴紳のための幻想曲 ホアキン・ ロドリゴ

103 ショーロへの序奏 エイトール・ヴィラ・ ロボス

110 ギター協奏曲 エイトール・ヴィラ・ ロボス

125 マラガ協奏曲 セレドニオ・ ロメロ

3 ギター協奏曲　op.16 アントワーヌ・ド・ ロワイエ

80 二つのギターのための協奏曲ホ短調op.31 アントワーヌ・ド・ ロワイエ

81 二つのギターのための協奏曲イ長調op.31 アントワーヌ・ド・ ロワイエ

82 二つのギターのための協奏曲ハ長調op.31 アントワーヌ・ド・ ロワイエ

177 サンルカル協奏曲第2番作品141 スタンリー・ ワイナー

92 ギター協奏曲 アンドリュー・ ワゴナー

楽曲未入手

ユーチューブ等のネットでは聴けませんが、ナクソス・ミュージック・ライブラリィ（NML)で聴けます

ユーチューブ等のネットで配信されています

ネットや、NMLでは聴けませんが、CD、DVD（購入）で聴けます

演奏会（コンサート）等で聴いた


