Josquin motet

全 63 曲（新ジョスカン全集 New Josquin Edition に真作として収録されている作品）
◇詩編を歌詞とするもの 11
De profundis clamavi 「深い淵より」
Domine, exaudi orationem meam 「主よ、私の祈りを聞いてください」
Domine, ne in furore tuo (Ps. 37) 「主よ、あなたの怒りのうちに」
Domine, ne in furore tuo (Ps. 6) 「主よ、あなたの怒りのうちに」
Domine, non secundum peccata

「主よ、私たちの罪ゆえではなく」

In exitu Israel de Aegypto 「イスラエルがエジプトから出たとき」
Memor esto verbi tui 「御言葉を思い起こしてください」
Miserere mei, Deus 「私を憐れんでください、神よ」
Misericordias Domini 「主の慈しみを」
Qui habitat in altissimi 「いと高き方を隠れ場とする者は」
Usquequo, Domine, oblivisceris me 「いつまで、主よ、お忘れになるのですか」
◇詩編以外の旧約聖書を歌詞とするもの 2
Ecce tu pulchra es 「ご覧なさい、あなたは美しい方」
Planxit autem David

「ダビデは悲しみの歌を詠み」

◇新約聖書を歌詞とするもの 9
Missus est Gabriel angelus 「天使ガブリエルが遣わされた」
Magnificat tertii toni 第 3 旋法のマニフィカト
Magnificat quarti toni 第 4 旋法のマニフィカト
In principio erat verbum 「初めに言があった」
Liber generationis 「イエス・キリストの系図」
Factum est autem「民衆が皆洗礼を受け」
Homo quidam fecit cenam 「ある人が盛大な宴会を催し」
In illo tempore assumpsit Jesus 「その頃イエスは十二弟子を呼び寄せ」
Pater noster/Ave Maria 「主の祈り/アヴェ・マリア」
◇キリストをたたえる聖書以外の歌詞 14
Ave verum corpus 「めでたし まことの聖体」
Tu solus qui facis mirabilia 「あなたのみがくすしき御業をなさる方」
Victimae paschali laudes 「過ぎ越しのいけにえに賛美」
O admirabile commercium 「ああ 驚くべき交わりよ」
Quando natus es 「あなたがお生まれになったとき」
Rubum quem viderat Moyses 「モーセが見た柴」
Germinavit radix Jesse 「エッサイの根から芽が出て」
Ecce Maria genuit 「身よ、マリアがお産みになりました」
Qui velatus facie fuisti 「御顔を覆われた方よ」
O bone et dulcis Domine 「ああ 良き甘美なる主よ」
O Domine Jesu Christe 「ああ 主なるイエス・キリストよ」
Huc me sydereo 「星輝くオリンポスからここへ」
Magnus es tu, Domine 「あなたは偉大、主よ」
O bone et dulcissime Jesu 「ああ 良きいとも甘美なイエスよ」
◇マリアをたたえる聖書以外の歌詞 25

◇◇アンティフォナ
Alma redemptoris mater 「あがない主を育てた母」
Alma redemptoris mater/Ave regina 「あがない主を育てた母/めでたし 天の元后」
Ave Maria … benedicta tu 「アヴェ・マリア、祝福されたかた」
O Virgo virginum 「ああ おとめの中のおとめよ」
Salve regina a4 「サルヴェ・レジーナ（めでたし 元后）」
Salve regina a5 「サルヴェ・レジーナ（めでたし 元后）」
Virgo prudentissima 「いとも賢いおとめ」
◇◇続唱
Ave mundi spes Maria 「めでたし 世の希望であるマリアよ」
Benedicta es, caelorum regina 「あなたは祝福された方、天の元后」
Inviolata, integra et casta es 「けがれなく、完全で貞淑な方」
Mittit ad Virginem 「おとめのもとに遣わし」
Praeter rerum serium 「自然の摂理に逆らって」
Stabat mater 「スターバト・マーテル（悲しみの聖母）」
◇◇賛歌
Monstra te esse matrem (Ave maris stella p4) 「あなたが母であることを示してください」
Ave maris stella 「めでたし 産みの星」
◇◇ミサ固有唱
Recordare virgo mater 「思い起こしてください、おとめである御母」
◇◇時禱書
Ave Maria … Virgo serena 「アヴェ・マリア、清けきおとめ」
Gaude Virgo mater Christi 「喜んでください、キリストの母であるおとめ」
Ave nobilissima creatura 「めでたし いとも高貴な被造物」
Obsecro te 「あなたに願います」
◇◇同時代の作詞
Illibata Dei Virgo nutrix 「けがれないおとめ、神を育てられた方」
O Virgo prudentissima 「ああ いとも賢いおとめ」
Ut Phoebi radiis 「フェーブスの妹が輝きで」
Virgo salutiferi 「救いをもたらすおとめ」
◇◇由来不明の歌詞
Vultum tuum deprecabuntur 「あなたの御顔を」
◇その他の最初以外の歌詞 2
Absolve, quaesumus, Domine 「解き放ってください、主よ」
Honor, decus, imperium (Nardi Maria pistici p2) 「誉れ、栄光、支配は」

