
 ２０１６年１０月特集展示「All you need is Music! ～音楽こそすべて～」

請求記号 書名 著者名 出版者名
021カ 最新音楽著作権ビジネス　原盤権から配信ビジネスまで 鹿毛　丈司 ヤマハミュージックメディア

021シ ＪＡＳＲＡＣ概論　音楽著作権の法と管理 紋谷　暢男 日本評論社
021タ ＪＡＳＲＡＣに告ぐ 田口　宏睦 晋遊舎
146カ 音楽療法士になろう！ 加藤　博之 青弓社
146キ 季節を歌おう心ゆたかに音楽療法　秋冬編　１０月～３月 梶田　美奈子 生活ジャーナル
146キ こころを癒す音楽 北山　修 講談社
146キ 季節を歌おう心ゆたかに音楽療法　春夏編　４月～９月 梶田　美奈子 生活ジャーナル
146シ 絶対モーツァルト法　高周波音が脳を活性化する 篠原　佳年 マガジンハウス
146シ モーツァルト療法　音の最先端セラピー 篠原　佳年 マガジンハウス
216ヨ 西郷隆盛惜別譜 横田　庄一郎 朔北社

J289サ １４歳 佐々木　美夏 エムオン・エンタテインメント

290コ ここだけは行ってみたい　音楽のある景色 ピエ・ブックス
293モ モーツァルトのウィーン　神童から黄昏までの足跡を訪ねる 三雲　ひろ太 日本交通公社出版事業局

379セ 千住家の教育白書 千住　文子 時事通信社
385.6サ 奄美・沖縄哭きうたの民族誌 酒井　正子 小学館
388.9カ 沖縄音楽入門 金城　厚 音楽之友社
388.9ニ 「子守唄」の謎　懐かしい調べに秘められた意味 西舘　好子 祥伝社
451マ 気象と音楽と詩 股野　宏志 成山堂書店

493.7サ 音楽嗜好症（ミュージコフィリア）　脳神経科医と音楽に憑かれた人々　 オリヴァー・サックス 早川書房
493.7ニ 認知症　ケアと予防の音楽療法 佐々木　和佳 春秋社
498.3イ 音楽でウェルネスを手に入れる 市江　雅芳 音楽之友社
526オ 音楽空間への誘い　コンサートホールの楽しみ 日本建築学会 鹿島出版会
547オ オーディオ大全　音のプロが選んだ予算別１０６アイテム 晋遊舎
582ヨ 楽しい電子楽器　自作のススメ 米本　実 オーム社
674カ ＴＶコマーシャルと洋楽コマソン４０年史　１９７０～２００９年 かまち　潤 清流出版
699コ 紅白歌合戦の舞台裏　誰もが知りたい紅白の謎と歴史 合田　道人 全音楽譜出版社
699ミ ザ・ベストテンの作り方　音楽を絵にする仕事 三原　康博 双葉社
726オ 音楽マンガガイドブック　音楽マンガを聴き尽くせ 松永　良平 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ
760ウ 宇野功芳の「クラシックの聴き方」 宇野　功芳 音楽之友社
760オ 音楽奇談　今だから語れる本当の話 大日方　俊子 ヤマハミュージックメディア

760ク クラシック不滅の名盤１０００　レコード芸術選定 音楽之友社
760ク クラシックＣＤの名盤 宇野　功芳 文芸春秋
762ウ モーツァルト奇跡の音楽を聴く　生誕２５０周年 宇野　功芳 ブックマン社
762コ これから聴きはじめる人のクラシック超入門 野沢　龍介 河出書房新社
762セ 西洋音楽史　３　古典派の音楽 小林　英美 学研パブリッシング
762セ 西洋音楽史　４　ロマン派の音楽 小林　英美 学研パブリッシング
762セ 西洋音楽史　１　バロック以前の音楽 小林　英美 学研パブリッシング
762セ 西洋音楽史　２　バロックの音楽 小林　英美 学研パブリッシング
762タ 高木東六　愛の夜想曲 高木　東六 日本図書センター
762タ 贋作・盗作音楽夜話 玉木　宏樹 北辰堂出版
762チ 中南米の音楽　歌・踊り・祝宴を生きる人々 石橋　純 東京堂出版
762ハ はじめての音楽史　増補改訂版 久保田　慶一 音楽之友社
762フ バッハをＣＤで究める 福島　章恭 毎日新聞社
762フ プロコフィエフ　自伝／随想集 セルゲイ・プロコフィエフ 音楽之友社

H764イ 交響曲の生涯　誕生から成熟へ、そして終焉 石多　正男 東京書籍
764ウ リアル・ブラジル音楽 Ｗｉｌｌｉｅ　Ｗｈｏｐｐｅｒ ヤマハミュージックメディア

764オ ジャズマンが愛する不朽のＪＡＺＺ名盤１００ 小川　隆夫 河出書房新社
764オ ジャズマンはこう聴いた！珠玉のＪＡＺＺ名盤１００ 小川　隆夫 河出書房新社
764ク ハワイアン・ミュージックの歩き方　アロハな音楽にであう旅 桑田　英彦 ダイヤモンド・ビッグ社
764コ ジャズ・レーベル完全入門 後藤　雅洋 河出書房新社
764シ 渋松対談　青盤 渋谷　陽一 ロッキング・オン
764ス 細野晴臣　録音術　ぼくらはこうして音をつくってきた 鈴木　惣一朗 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ
764タ 交響曲入門 田村　和紀夫 講談社
764ト 東京ＪＡＺＺ地図 交通新聞社
764ト 東京ロック地図 交通新聞社
764マ ロック・コネクション　写真と系図でたどるロックの完全ガイド ブルーノ・マクドナルド ＴＯブックス
764ヤ 世界のポピュラー音楽史 山室　紘一 トーオン
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764ロ ｒｏｃｋｉｎ’ｏｎ　ＢＥＳＴ　ＤＩＳＣ　５００　１９６３－２００７ ロッキング・オン
765キ 教会音楽ガイド 越川　弘英 日本キリスト教団出版局

766ハ パーフェクト・オペラ・ガイド 前島　秀国 音楽之友社
767イ 僕とニュー・ミュージックの時代　青春のＪ盤アワー 泉　麻人 シンコーミュージック・エンタテイメント

909コ 伝え残したい童謡の謎ベスト・セレクション 合田　道人 祥伝社
909コ 日本人が知らない外国生まれの童謡の謎 合田　道人 祥伝社
910イ わが人生の歌がたり　昭和の哀歓 五木　寛之 角川書店
910ナ 漱石が聴いたベートーヴェン　音楽に魅せられた文豪たち 滝井　敬子 中央公論新社
911.6イ Ｊポップな日本語 井上　ノリミツ 主婦の友社
911.6ク やっぱり、ただの歌詩じゃねえか、こんなもん 桑田　佳祐 新潮社
914オ 田舎でロックンロール 奥田　英朗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
914ヤ いつも心に音楽が流れていた 柳田　邦男 平凡社
916サ ひとさし指から奏でるしあわせ 坂中　明子 新水社
929エ １０１曲のハワイアンソング　アンティ・ノエとエルバート教授が教えてくれた サミュエル・Ｈ．エルバート イカロス出版
933イ 夜想曲集　音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 カズオ・イシグロ 早川書房
933タ バット・ビューティフル ジェフ・ダイヤー 新潮社
936ロ 路上のソリスト　失われた夢　壊れた心　天才路上音楽家と私との日々 スティーヴ・ロペス 祥伝社
949イ ペール・ギュント ヘンリック・イプセン 論創社
950サ ジョルジュ・サンドと四人の音楽家 坂本　千代 彩流社
953エ ラヴェル ジャン・エシュノーズ みすず書房

B953ハ サラジーヌ　他三篇 バルザック 岩波書店
953ハ バルザック芸術／狂気小説選集　２　ガンバラ他 バルザック 水声社
983フ プロコフィエフ短編集 セルゲイ・プロコフィエフ 群像社
989チ ある作曲家の生涯　カレル・チャペック最後の作品 カレル・チャペック 青土社
C1ウ ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」・ヴァイオリン協奏曲「恋人」・「不安」・「お気に入り」 マリアーナ・シルブ ユニバーサル　ミュージック

C1シ ショスタコーヴィチ：交響曲第１３番「バービイ・ヤール」 ドミートリイ・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ ＢＭＧ　ＪＡＰＡＮ
C1ハ バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ Ｊ．Ｓ．　バッハ　ヘンリック　シェリング ユニバーサルミュージック

C1ヘ ベートーヴェン／弦楽四重奏曲全集 アルバン　ベルクＳＱ
C1ヘ ベートーヴェン：交響曲「運命」・「田園」 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン ソニー・ミュージックディストリビューション

C1マ マーラー：交響曲第１番「巨人」 グスタフ・マーラー ソニー・ミュージックディストリビューション

C1モ モーツァルト／レクイエムＫ．６２６ モーツァルト ソニー
Fア 桃山ビート・トライブ 天野　純希 集英社
Fア Ｄｅｌｕｘｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 阿部　和重 文藝春秋
Fオ シューマンの指 奥泉　光 講談社
Fカ アリアドネの弾丸 海堂　尊 宝島社
Fク オヤジ・エイジ・ロックンロール 熊谷　達也 実業之日本社
Fコ 午後の音楽 小池　真理子 集英社
Fサ 第二音楽室　Ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ 佐藤　多佳子 文藝春秋
BFツ ブラバン 津原　泰水 新潮社
Fナ さよならドビュッシー 中山　七里 宝島社
Fナ くちびるに歌を 中田　永一 小学館
Fナ おやすみラフマニノフ 中山　七里 宝島社
Fハ ロック・オブ・モーゼス 花村　萬月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
JFフ 船に乗れ！　３　合奏協奏曲 藤谷　治 ジャイブ
JFフ 船に乗れ！　１　合奏と協奏 藤谷　治 ジャイブ
JFフ 船に乗れ！　２　独奏 藤谷　治 ジャイブ
JFホ ぼくの歌が君に届きますように　青春音楽小説アンソロジー 天野　純希 ポプラ社
JFホ ポリリズム　音楽小説コレクション 芦原　すなお ポプラ社
Fホ 疾風ガール　Ｓｈｅ　ｉｓ　ｃｒａｚｙ…ｙｅｔ　ｃｕｔｅ！ 誉田　哲也 新潮社
BFモ アーモンド入りチョコレートのワルツ 森　絵都 角川書店
G3オ ジャズ来るべきもの オーネット・コールマン ワーナーミュージック・ジャパン

G3カ エイプリル・イン・パリ カウント・ベイシー・オーケストラ ユニバーサルミュージック

G3カ カフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズＶｏｌ．１ ジャズ　メッセンジャーズ

G3ク スタディ・イン・ブラウン クリフォード・ブラウン＝マックス・ローチ・クインテ ユニバーサルミュージック

G3ク 私の考えるジャズ クインシー　ジョーンズ　アート　ファーマー　チャー ユニバーサルミュージック

G3シ ジャイアント・ステップス ジョン・コルトレーン ワーナーミュージック・ジャパン

G3ス スウィート・レイン スタン　ゲッツ　チック　コリア　グラディ　テイト ユニバーサルミュージック
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請求記号 書名 著者名 出版者名
G3ソ ウェイ・アウト・ウエスト［＋２］ ソニー・ロリンズ ビクターエンタテインメント

G3チ ナウズ・ザ・タイム［＋１］ チャーリー　パーカー　マックス　ローチ　パーシー ユニバーサルミュージック

G3チ リターン・トゥ・フォーエヴァー チック　コリア　スタンリー　クラーク　フローラ　プ ユニバーサルミュージック

G3ヒ 奇妙な果実 ビリー　ホリデイ　ヴィック　ディッケンソン　レム ユニバーサルミュージック

G3ヒ モントゥルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス［＋１］ ビル　エヴァンス　ジャック　デジョネット　エディ ユニバーサルミュージック

G3マ マイルス・デイビス／クッキン マイルス　デイビス
G3マ カインド・オブ・ブルー＋１ マイルス・デイヴィス ソニー・ミュージックディストリビューション

G3マ リーチング・フォース マッコイ　タイナー　ロイ　ヘインズ　ヘンリー　グラ ユニバーサルミュージック

K2セ Ｔｈｅ　ＬＯＳＴ　ＷＯＲＬＤ　ｏｆ　ＪＡＺＺ　戦前ジャズ・コレクション　テイチクインスト篇 メタ　カンパニー
U76ア ＜ＤＶＤ＞Ｒ＆Ｂ　フレイヴァー・オブ・アーバン・ソウル マイケル・ジャクソン ナウオンメディア
U76シ ＜ＤＶＤ＞ジプシー・キャラバン　音楽世界遺産の旅 ジャスミン・デラル ＡＭＧエンタテインメント

U76ヒ ＜ＤＶＤ＞ヴィニシウス　愛とボサノヴァの日々 ミゲル・ファリアＪｒ． ツイン
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