
楽器を知る・奏でてみる(Ｈ30年5～6月展示資料リスト）

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 うまくなろう！ユーフォニアム 三浦／徹∥著 音楽之友社 1999.1
一般 はじめての三線 漆畑／文彦∥著 晩声社 2000.1
一般 日本の太鼓、アジアの太鼓 山本／宏子∥著 青弓社 2002.6
一般 おとなのピアノ独学のすすめ 広瀬／宣道∥著 春秋社 2002.12
一般 戦場のピアニスト ウワディスワフ・シュピルマン∥著 春秋社 2003.2
一般 しの笛を吹こう 末永／克行∥編著 太鼓と芝居のたまっ子座 2003.9
一般 大正琴で弾く！ 浅井／満里子∥講師 日本放送出版協会 2006.2
一般 マジカル・ドロップス 風野　潮∥著 光文社 2007.6
一般 １９９５年のスモーク・オン・ザ・ウォーター 五十嵐　貴久∥著 双葉社 2007.1
一般 知ってるようで知らない管楽器おもしろ雑学事典 佐伯　茂樹∥著 ヤマハミュージックメディア 2007.11
一般 桃山ビート・トライブ 天野　純希∥著 集英社 2008.1
一般 チューバはうたう 瀬川　深∥著 筑摩書房 2008.3
一般 左手のコンチェルト 舘野　泉∥著 佼成出版社 2008.3
一般 ミュージック・ブレス・ユー！！ 津村　記久子∥著 角川書店 2008.6
一般 ＣＤでわかるヴァイオリンの名器と名曲 田中　千香士∥編著 ナツメ社 2008.7
一般 うたうひと 小路　幸也∥著 祥伝社 2008.7
一般 楽器の歴史 佐伯　茂樹∥著 河出書房新社 2008.9
一般 オケ老人！ 荒木　源∥著 小学館 2008.1
一般 ＲＯＣＫＥＲ 小野寺　史宜∥著 ポプラ社 2008.11
一般 和楽器の世界 西川　浩平∥著 河出書房新社 2008.12
一般 のぶカンタービレ！ 辻井　いつ子∥著 アスコム 2008.11
一般 親指ピアノ道場！ サカキマンゴー∥著 プリズム 2009.7
一般 ガール・ミーツ・ガール 誉田　哲也∥著 光文社 2009.4
一般 初恋ソムリエ 初野  晴∥著 角川書店 2009.9
一般 一冊でわかる楽器ガイド 広兼　正明∥監修 成美堂出版 2009.9
一般 退出ゲーム 初野  晴∥著 角川書店 2008.1
一般 オヤジ・エイジ・ロックンロール 熊谷　達也∥著 実業之日本社 2009.11
一般 さよならドビュッシー 中山　七里∥著 宝島社 2010.1
一般 カルテット！ 鬼塚　忠∥著 河出書房新社 2010.1
一般 船に乗れ！ 1 藤谷　治∥著 ジャイブ 2008.11
一般 船に乗れ！ 2 藤谷　治∥著 ジャイブ 2009.7
一般 船に乗れ！ 3 藤谷　治∥著 ジャイブ 2009.11
一般 シューマンの指 奥泉　光∥著 講談社 2010.7
一般 空想オルガン 初野  晴∥著 角川書店 2010.8
一般 第二音楽室 佐藤　多佳子∥著 文芸春秋 2010.11
一般 聖夜 佐藤　多佳子∥著 文芸春秋 2010.12
一般 弦と響 小池　昌代∥著 光文社 2011.2
一般 黒うさぎたちのソウル 木村　紅美∥著 集英社 2011.2
一般 船上でチェロを弾く 藤谷　治∥著 マガジンハウス 2011.3
一般 海の上のピアニスト アレッサンドロ・バリッコ∥〔著白水社 1999.11
一般 楽器図鑑 ニール・アードレー∥著 あすなろ書房 2004.3
一般 三味線ざんまい 群／ようこ∥著 角川書店 2005.2
一般 夜明けまで１マイル 村山／由佳∥著 集英社 1998.9
一般 スウィングガールズ 矢口／史靖∥著 メディアファクト 2004.9
一般 この世の涯てまで、よろしく フレドゥン　キアンプール∥著 東京創元社 2011.5
一般 レイジ 誉田　哲也∥著 文芸春秋 2011.7
一般 グレン・グールド 青柳　いづみこ∥著 筑摩書房 2011.7
一般 いとみち 越谷　オサム∥著 新潮社 2011.8
一般 疾風ガール 誉田／哲也∥著 新潮社 2005.9
一般 ブラバン 津原　泰水∥著 バジリコ 2006.1
一般 うさぎとトランペット 中沢／けい∥著 新潮社 2004.12
一般 ぐるぐるまわるすべり台 中村／航∥著 文芸春秋 2004.6
一般 鳥類学者のファンタジア 奥泉／光∥著 集英社 2001.4
一般 ステッセルのピアノ 五木 寛之∥著 文芸春秋 1993.8
一般 ぼくらはみんな、ここにいる 大石／英司∥著 中央公論新社 2005.12
一般 青春デンデケデケデケ 芦原／すなお∥著 作品社 1995.4
一般 バンギャルアゴーゴー 上 雨宮　処凛∥著 講談社 2006.1
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一般 バンギャルアゴーゴー 下 雨宮　処凛∥著 講談社 2006.1
一般 初心者のオカリナ基礎教本 橋本　愛子∥編著 2007.1
一般 まゆみ先生の吹奏楽お悩み相談室 緒形　まゆみ∥著 音楽之友社 2012.2
一般 千年ジュリエット 初野  晴∥著 角川書店 2012.3
一般 ブラスデイズ 中山　智幸∥著 ＮＨＫ出版 2012.7
一般 いとみち ２の糸 越谷　オサム∥著 新潮社 2012.9
一般 青春ぱんだバンド 滝上　耕∥著 小学館 2012.9
一般 碧空（あおぞら）のカノン 福田　和代∥著 光文社 2013.2
一般 カノン 篠田／節子∥著 文芸春秋 1996.4
一般 南無ロックンロール二十一部経 古川　日出男∥著 河出書房新社 2013.5
一般 調律師 熊谷　達也∥著 文芸春秋 2013.5
一般 吹部! 赤澤 竜也∥著 飛鳥新社 2013.8
一般 まるごとサックスの本 岡野  秀明∥著 青弓社 2013.11
一般 海の底のピアノ 井上  敏樹∥著 朝日新聞出版 2014.2
一般 いとみち ３の糸 越谷  オサム∥著 新潮社 2014.4
一般 ジュンのための６つの小曲 古谷田  奈月∥著 新潮社 2014.11
一般 ５０の名器とアイテムで知る図説楽器の歴史 フィリップ  ウィルキンソン∥著原書房 2015.2
一般 ティーンズ・エッジ・ロックンロール 熊谷  達也∥著 実業之日本社 2015.6
一般 群青のカノン 福田  和代∥著 光文社 2015.9
一般 惑星カロン 初野  晴∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.9
一般 吹部ノート オザワ部長∥著 ベストセラーズ 2015.12
一般 楽器万華鏡 武蔵野音楽大学楽器博時事通信出版局 2016.6
一般 ビビビ・ビ・バップ 奥泉  光∥著 講談社 2016.6
一般 中学生ブラバン天国 オザワ部長∥著 学研プラス 2016.9
一般 吹部ノート 2 オザワ部長∥著 ベストセラーズ 2016.12
一般 紙のピアノ 新堂  冬樹∥著 双葉社 2017.2
一般 蜜蜂と遠雷 恩田  陸∥著 幻冬舎 2016.9
一般 薫風のカノン 福田 和代∥著 光文社 2017.4
一般 ピアニストだって冒険する 中村 紘子∥著 新潮社 2017.6
一般 あるある吹奏楽部の逆襲! オザワ部長∥編著 新紀元社 2017.8
一般 吹部ノート 3 オザワ部長∥著 ベストセラーズ 2017.12
一般 ピアニストという蛮族がいる 中村／紘子∥著 文芸春秋 1995.3
文庫 楽隊のうさぎ 中沢　けい∥著 新潮社 2003.1
文庫 階段途中のビッグ・ノイズ 越谷　オサム∥〔著〕幻冬舎 2010.5
文庫 ひとり吹奏楽部 初野  晴∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.2
ﾃｨｰﾝ ８分音符のプレリュード 松本　祐子∥作 小峰書店 2008.9
ﾃｨｰﾝ オニロック 中村　航∥文 ジャイブ 2009.2
ﾃｨｰﾝ ぎぶそん 伊藤／たかみ∥〔著〕ポプラ社 2005.5
ﾃｨｰﾝ レントゲン 風野  潮∥〔著〕 講談社 2013.1
ﾃｨｰﾝ ピアニッシシモ 梨屋／アリエ∥著 講談社 2003.5
ﾃｨｰﾝ アーモンド入りチョコレートのワルツ 森／絵都∥作 講談社 1996.1
児開 １０００の風１０００のチェロ いせ／ひでこ∥作 偕成社 2000.11
児開 和楽器事典 森重　行敏∥編著 汐文社 2012.3
児開 チェロの木 いせ　ひでこ∥〔作〕偕成社 2013.3
児開 いのちのヴァイオリン 中沢　宗幸∥著 ポプラ社 2012.12
児開 ポップコーンの魔法 たかどの／ほうこ∥作あかね書房 2003.5
児開 よみがえる二百年前のピアノ 佐和  みずえ∥著 くもん出版 2014.9
児開 セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治∥作 三起商行 2012.1
児開 はじめてのオーケストラ 佐渡  裕∥原作 小学館 2016.11
児開 ピアノをきかせて 小俣 麦穂∥著 講談社 2018.1
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