
作曲家名 出身国 作曲家名

ビンゲンビンゲンビンゲンビンゲン 1098 1179/9/17 ドイツ ヒルデガルト・フォン・ビンゲン

ギヨーム・デュ・ファイギヨーム・デュ・ファイギヨーム・デュ・ファイギヨーム・デュ・ファイ 1397/8/5 ～ 1474/11/27 ベルギー Guillaume Dufay

オケゲムオケゲムオケゲムオケゲム 1410 ～ 1497/2/6 ベルギー ヨハネス・オケゲム

アントワーヌ・ビュノワアントワーヌ・ビュノワアントワーヌ・ビュノワアントワーヌ・ビュノワ 1430 ～ 1492/11/6 フランス アントワーヌ・ビュノワ

ジョスカン・デ・プレジョスカン・デ・プレジョスカン・デ・プレジョスカン・デ・プレ 1440 ～ 1521/8/27 フランス ジョスカン・ルブロアット

イザークイザークイザークイザーク 1450 ～ 1517/3/26 フランドル ハインリヒ・イザーク

ブリュメルブリュメルブリュメルブリュメル 1460 ～ 1515? フランス アントワーヌ・ブリュメル

ウィリアム・コーニッシュウィリアム・コーニッシュウィリアム・コーニッシュウィリアム・コーニッシュ 1468 1523/10 イングランド ウィリアム・コーニッシュ

タリスタリスタリスタリス 1505 ～ 1585/11/23 イングランド トマス・タリス

ヤコブ・クレメンス・ノン・パパヤコブ・クレメンス・ノン・パパヤコブ・クレメンス・ノン・パパヤコブ・クレメンス・ノン・パパ 1510～1515 ～ 1555～1556 ベルギー？ ジャック・クレマン

ジョン・シェパードジョン・シェパードジョン・シェパードジョン・シェパード 1515 ～ 1559/1 イングランド ジョン・シェパード

パレストリーナパレストリーナパレストリーナパレストリーナ 1525 ～ 1594/2/2 イタリア ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ

ラッススラッススラッススラッスス 1532 ～ 1594/6/14 ベルギー オルランドゥス・ラッスス

バードバードバードバード 1540? ～ 1623/7/4 イギリス ウィリアム・バード

ビクトリアビクトリアビクトリアビクトリア 1548 ～ 1611/8/20 スペイン トマス・ルイス・デ・ビクトリア

アロンソ・ロボアロンソ・ロボアロンソ・ロボアロンソ・ロボ 1555 ～ 1617/4/5 スペイン アロンソ・ロボ

ダウランドダウランドダウランドダウランド 1563 ～ 1626/2/20 イギリス ジョン・ダウランド

カルドーゾカルドーゾカルドーゾカルドーゾ 1566 ～ 1650 ポルトガル フレイ・マヌエル・カルドーゾ

モンテヴェルディモンテヴェルディモンテヴェルディモンテヴェルディ 1567/5/15 ～ 1643/11/29 イタリア クラウディオ・ジョヴァンニ・アントニオ・モンテヴェルディ

アッレーグリアッレーグリアッレーグリアッレーグリ 1582 ～ 1652 イタリア グレゴーリオ・アッレーグリ

フレスコバルディフレスコバルディフレスコバルディフレスコバルディ 1583 ～ 1643/3/1 イタリア ジローラモ・フレスコバルディ

シュッツシュッツシュッツシュッツ 1585/10/8 ～ 1672/11/6 ドイツ ハインリヒ・シュッツ

フローベルガーフローベルガーフローベルガーフローベルガー 1616/5/18 ～ 1667/5/7 ドイツ ヨハン・ヤーコプ・フローベルガー

ローゼンミュラーローゼンミュラーローゼンミュラーローゼンミュラー 1619 ～ 1684/9/12 ドイツ ヨハン・ローゼンミュラー

リュリリュリリュリリュリ 1632/11/28 ～ 1687/3/22 フランス ジャン＝バティスト・リュリ

ブクステフーデブクステフーデブクステフーデブクステフーデ 1637 ～ 1707/5/9 ドイツ ディートリヒ・ブクステフーデ

シャルパンティエシャルパンティエシャルパンティエシャルパンティエ 1643 ～ 1704/2/24 フランス マルカントワーヌ・シャルパンティエ

ビーバービーバービーバービーバー 1644/8/12 ～ 1704/5/3 チェコ ハインリヒ・イグナツ・フランツ・フォン・ビーバー

コレッリコレッリコレッリコレッリ 1653/2/17 ～ 1713/1/8 イタリア アルカンジェロ・コレッリ

パッヘルベルパッヘルベルパッヘルベルパッヘルベル 1653/9/1 ～ 1706/3/9 ドイツ ヨハン・パッヘルベル

マレー（マレ)マレー（マレ)マレー（マレ)マレー（マレ) 1656/5 ～ 1728/8/15 フランス マラン・マレー（マレ)

トレッリトレッリトレッリトレッリ 1658/4/22 ～ 1709/2/8 イタリア ジュゼッペ・トレッリ

パーセルパーセルパーセルパーセル 1659/9/10 ? ～ 1695/11/21 イギリス ヘンリー・パーセル

ジルジルジルジル 1668/1/8 ～ 1705/2/5 フランス ジャン・ジル

クープランクープランクープランクープラン 1668/11/10 ～ 1733/9/11 フランス フランソワ・クープラン

マルチェッロマルチェッロマルチェッロマルチェッロ 1669/8/24 ～ 1747/6/19 イタリア アレッサンドロ・マルチェッロ

ガルダーラガルダーラガルダーラガルダーラ 1670 ～ 1736 イタリア アントニオ・ガルダーラ

アルビノーニアルビノーニアルビノーニアルビノーニ 1671/6/8 ～ 1751/1/17 イタリア トマゾ・ジョヴァンニ・アルビノーニ

ヴィヴァルディヴィヴァルディヴィヴァルディヴィヴァルディ 1678/3/4 ～ 1741/7/28 イタリア アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ

ゼレンカゼレンカゼレンカゼレンカ 1679/10/16 ～ 1745/12/23 チェコ ヤン・ディスマス・ゼレンカ

テレマンテレマンテレマンテレマン 1681/3/14 ～ 1767/6/25 ドイツ ゲオルク・フィリップ・テレマン

ラモーラモーラモーラモー 1683/9/25 ～ 1764/9/12 フランス ジャン＝フィリップ・ラモー

ヘンデルヘンデルヘンデルヘンデル 1685/2/23 ～ 1759/4/14 ドイツ ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル

バッハバッハバッハバッハ 1685/3/21 ～ 1750/7/28 ドイツ ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

スカルラッティスカルラッティスカルラッティスカルラッティ 1685/10/26 ～ 1757/7/23 イタリア ドメニコ・スカルラッティ

ジェミニアーニジェミニアーニジェミニアーニジェミニアーニ 1687/12/5 ～ 1762/9/17 イタリア フランチェスコ・ジェミニアーニ

ヴェラチーニヴェラチーニヴェラチーニヴェラチーニ 1690/2/1 ～ 1768/10/31 イタリア フランチェスコ・マリア・ヴェラチーニ

タルティーニタルティーニタルティーニタルティーニ 1692/4/8 ～ 1770/2/26 イタリア ジュゼッペ・タルティーニ

ルクレールルクレールルクレールルクレール 1697/5/10 ～ 1764/10/22 フランス ジャン＝マリー・ルクレール

グルックグルックグルックグルック 1714/7/2 ～ 1787/11/15 イタリア クリストフ・ヴィリバルト・グルック

ハイドンハイドンハイドンハイドン 1732/3/31 ～ 1809/5/31 オーストリア フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

ボッケリーニボッケリーニボッケリーニボッケリーニ 1743/2/19 ～ 1805/5/28 イタリア ルイジ・ボッケリーニ

チマローザチマローザチマローザチマローザ 1749/12/17 ～ 1801/1/11 イタリア ドメニコ・チマローザ

サリエリサリエリサリエリサリエリ 1750/8/18 ～ 1825/5/7 イタリア アントニオ・サリエリ

ヴィオッティヴィオッティヴィオッティヴィオッティ 1755/5/12 ～ 1824/3/3 イタリア ジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィオッティ

モーツアルトモーツアルトモーツアルトモーツアルト 1756/1/27 ～ 1791/12/5 オーストリア ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

ベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェンベートーヴェン 1770/12/16 ～ 1827/3/26 ドイツ ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ソルソルソルソル 1778/2/14 ～ 1839/7/10 スペイン フェルナンド・ソル

フンメルフンメルフンメルフンメル 1778/11/14 ～ 1837/10/17 ハンガリー ヨハン・ネポムク・フンメル

作　曲　家　一　覧

生年（洗礼）没年月日


