
勉強の方法

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

アドリブ 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 2019 913/ｻﾄ

楽隊のうさぎ 中沢 けい／著 新潮社 2003 B913.6/ﾅｶ

消えたヴァイオリン スザンヌ・ダンラップ／著 小学館 2010 933/ﾀﾞﾝ

ぎぶそん 伊藤 たかみ／[著] ポプラ社 2005 913/ｲﾄ

くちびるに歌を 中田 永一／著 小学館 2011 913.6/ﾅｶ

スウィングガールズ 矢口 史靖／著 メディアファクトリー 2011 B913.6/ﾔｸﾞ

ソノリティ 佐藤 いつ子／著 KADOKAWA 2022 913/ｻﾄ

永遠(とわ)をさがしに 原田 マハ／著 河出書房新社 2011 913.6/ﾊﾗ

8分音符のプレリュード 松本 祐子／作 小峰書店 2008 913/ﾏﾂ

はなの街オペラ 森川 成美／作 くもん出版 2021 913/ﾓﾘ

羊と鋼の森 宮下 奈都／著 文藝春秋 2015 913.6/ﾐﾔ

美爆音!ぼくらの青春シンフォニー オザワ部長／著 岩崎書店 2020 913/ｵｻﾞ

船に乗れ!　1～3 藤谷 治／[著] ポプラ社 2011 B913.6/ﾌｼﾞ

マンチキンの夏 ホリー・ゴールドバーグ・スローン／作 小学館 2022 933/ｽﾛ

ミュージック・ブレス・ユー!! 津村 記久子／著 角川書店 2008 913.6/ﾂﾑ

リズム 森 絵都／著 講談社 1991 913/ﾓﾘ

ルーシー変奏曲 サラ・ザール／著 小学館 2014 933/ｻﾞﾙ

完訳オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム／著 復刊ドットコム 2011 933/ﾊﾞｳ

オペラ座の怪人 ガストン・ルルー／[著] 角川書店 2000 953.7/ﾙﾙ

サウンド・オブ・ミュージック マリア・フォン・トラップ／著 文溪堂 1997 936/ﾄﾗ

袋鼠親爺の手練猫名簿 T.S.エリオット／著 評論社 2009 931.7/ｴﾘ

ラ・ボエーム アンリ・ミュルジェール／著 光文社 2019 B953.6/ﾐﾕ

ほか 山梨県立図書館

音楽と物語



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

おもしろ日本音楽の楽しみ方 釣谷 真弓／著 東京堂出版 2002 768/ﾂﾘ

音楽ってなんだろう? 池辺 晋一郎／著 平凡社 2019 760/ｲｹ

雅楽のひみつ 日本雅樂會／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2021 768.2/ｶﾞｶﾞ

K-POP 金 成?／著 岩波書店 2018 767.8/ｷﾑ

指揮者の仕事術 伊東 乾／著 光文社 2011 761.9/ｲﾄ

ジャズの歴史 相倉 久人／著 新潮社 2007 764.7/ｱｲ

絶対行きたい!世界の音楽祭 田中 良幸／著 ヤマハミュージックメディア 2010 760.6/ﾀﾅ

拍手のルール 茂木 大輔／著 中央公論新社 2011 B760.4/ﾓｷﾞ

ブラバン甲子園大研究 梅津 有希子／著 文藝春秋 2018 B764.6/ｳﾒ

ものがたり西洋音楽史 近藤 譲／著 岩波書店 2019 762/ｺﾝ

ものがたり日本音楽史 徳丸 吉彦／著 岩波書店 2019 762/ﾄｸ

いちばんやさしい作詞入門 中村 隆道／著 メイツユニバーサルコンテンツ 2022 911.66/ﾅｶ

1冊でわかるピアノのすべて 青山 一郎／著 アルテスパブリッシング 2021 763.2/ｱｵ

楽器万華鏡 武蔵野音楽大学楽器博物館／編 時事通信出版局 2016 763/ｶﾞﾂ

楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館／監修 河出書房新社 2018 763/ｶﾞﾂ

最新音楽業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 大川 正義／著 秀和システム 2017 760.9/ｵｵ

作曲の科学 フランソワ・デュボワ／著 講談社 2019 761.8/ﾃﾞﾕ

DTMに役立つ音楽ハンドブック 岡 素世／著 自由現代社(発売) 2019 763.9/ｵｶ/2019

基礎力で差がつくヴォイストレーニング 大本 京／監修 メイツ出版 2019 767.1/ｷｿ

吹部ノート オザワ部長／著 ベストセラーズ 2015 764.6/ｵｻﾞ/1

中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美 秀俊／著 シンコーミュージック・エンタテイメント 2018 761/ﾀｸ

部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50 渡瀬 昌治／監修 メイツ出版 2019 767.4/ﾌﾞｶ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

エルトン・ジョン ジョン・オマホニー／著 偕成社 1999 767/ｼﾞｮ

音楽家の食卓 野田 浩資／著 誠文堂新光社 2020 762.3/ﾉﾀﾞ

クラシックの名曲解剖 野本 由紀夫／編著 ナツメ社 2009 760.8/ﾉﾓ

黒沼ユリ子 黒沼 ユリ子／著 平凡社 2019 762.5/ｸﾛ

現代の名演奏家50 中川 右介／著 幻冬舎 2017 762.8/ﾅｶ

国境を越えて愛されたうた 竹村 淳／著 彩流社 2014 767.8/ﾀｹ

知ってるようで知らないバッハおもしろ雑学事典 那須田 務／著 ヤマハミュージックメディア 2009 762.3/ﾊﾞﾂ

図鑑世界の作曲家 DK社／編 東京書籍 2021 762.8/ｽﾞｶ

図説指揮者列伝 玉木 正之／著 河出書房新社 2007 762.8/ﾀﾏ

チャイコフスキー ひの まどか／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2020 762/ﾁﾔ

ドヴォルジャーク 黒沼 ユリ子／著 冨山房インターナショナル 2018 762.3/ﾄﾞｳﾞ

童謡名曲事典 長田 暁二／著 全音楽譜出版社 2020 767.7/ｵｻ

中山晋平 和田 登／著 郷土出版社 1993 762/ﾅｶ

ピアノはともだち こうやま のりお／作 講談社 2016 762/ﾂｼﾞ

文楽芸談 竹澤 團七／著 東方出版 2019 768.5/ﾀｹ

ベートーヴェン ひの まどか／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2019 762/ﾍﾞﾄ

ミュージック・ライフが見たビートルズ シンコーミュージック・エンタテイメント 2010 764.7/ﾐﾕ

メンデルスゾーンとアンデルセン 中野 京子／著 さ・え・ら書房 2006 762/ﾒﾝ

モーツァルト 岡田 暁生／著 筑摩書房 2020 762/ﾓﾂ

やわらかな兄 征爾 小澤 幹雄／著 光文社 2019 B762.1/ｵｻﾞ

歴代作曲家ギャラ比べ 山根 悟郎／著 学研プラス 2020 762.8/ﾔﾏ

ロシア音楽はじめてブック オヤマダ アツシ／著 アルテスパブリッシング 2012 762.3/ｵﾔ

ほか 山梨県立図書館

観賞しよう、演奏しよう

音楽家を知る


