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図書 いまこそ知りたいAIビジネス 石角友愛 [著] J0874285 007.13/I76/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

企業を変えるAI : 世界と日本の選択 (AI白書:2019) 情報処理推進機構AI白書編集委員会編 J0873879 007.13/J66/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著 J0874296 022.7/Ma26/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

なぜ、人は動かされるのか 第3版 (影響力の武器)
ロバート・B・チャルディーニ著/社会行動

研究会訳
J0874094 361.4/C35/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

ルポ虐待 : 大阪二児置き去り死事件 (ちくま新書:1029) 杉山春著 J0874274 367.6/Su49/1(レコメンドコーナー・書架R-1)

保育福祉小六法 2019年版 小六法編集委員会編集 J087430+ 369.4/Sh96/2019（幼教レファレンス書架）

0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学

ぶ人と育てる人のための教科書
落合陽一著 J0873857 370.4/O15/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

保育のマナーと言葉 : これだけは知っておきたいわかる・話

せる・使える

長島和代編/石丸るみ, 亀崎美沙子, 木内英実

[著]|ホイク ノ マナー ト コトバ : コレダケ
J0874072 376.1/H81/1(レコメンドコーナー・書架R-4)

実例でわかる実習の日誌&指導案作成マニュアル : 幼稚園保育

所
矢野真, 上月智晴, 松崎行代監修 J0874083 376.1/J54/1(レコメンドコーナー・書架R-4)

欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 : 科学的事実が

教える正しいがん・生活習慣病予防 (ブルーバックス:B-1997)
奥田昌子著 J0874454 498.81/O54/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

ゆる自炊BOOK : 料理って意外に簡単らしい : ビギナーさんい

らっしゃい! (Orange page books)
比留間深雪編集 J0873868 596/O71/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

ルース・スレンチェンスカ : 九十四歳のピアニスト一音で語

りかける (のこす言葉)

ルース・スレンチェンスカ著/大野陽子編・

構成
J0874465 762.8/Sl/1(レコメンドコーナー・書架R-1)

アニソン・ゲーム音楽作り20年の軌跡 : 上松範康の仕事術 上松範康著 J087413%
763.57/A19/AS(レコメンドコーナー・書架R-

3)

フレディ・マーキュリー : 孤独な道化 レスリー・アン・ジョーンズ著/岩木貴子訳 J0874140
764.999/J72/RP(レコメンドコーナー・書架R-

3)

火のないところに煙は 芦沢央著 J087411/
913.6/A92/1(レコメンドコーナー・書架R)本屋

大賞

フーガはユーガ 伊坂幸太郎著 J087412+
913.6/I68/1(レコメンドコーナー・書架R)本屋

大賞

愛なき世界 三浦しをん著 J087410$
913.6/Mi67/1(レコメンドコーナー・書架R)本

屋大賞

コーヒーと恋愛 (ちくま文庫:[し39-1]) 獅子文六著 J0873846 913.6/Sh91/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

人間関係境界線 (バウンダリー) の上手な引き方 (Do books) おのころ心平著 J0873745 361.4/O67/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

CD 光芒 Hakubi A039903Y 【新着】J-POP(蛍光ピンク《H》シール)

MOE MOE A0398962 【新着】J-POP(蛍光ピンク《M》シール)

mothers My Hair is Bad A039907 【新着】J-POP(蛍光ピンク《M》シール)

woman's My Hair is Bad A039906. 【新着】J-POP(蛍光ピンク《M》シール)

narimi My Hair is Bad A039908$ 【新着】J-POP(蛍光ピンク《M》シール)

hadaka e.p. My Hair is Bad A039909/ 【新着】J-POP(蛍光ピンク《M》シール)

一大事 A0398973 【新着】J-POP(蛍光ピンク《P》シール)

全知全能 : 1st FULL ALBUM A0398984 【新着】J-POP(蛍光ピンク《P》シール)

有頂天 ポルカドットスティングレイ A039902X 【新着】J-POP(蛍光ピンク《P》シール)

DECADE 分島花音 A039901W 【新着】J-POP(蛍光ピンク《W》シール)

THE HEIST MACKLEMORE & RYANLEWIS A0398995 【新着】R&B/HIPHOP(蛍光黄緑《M》シール)

IMAGINATION vol.1 A039900V 【新着】アニメ・ピンク

「交響曲第一番」初演 岸田繁/SHIGERU KISHIDA A039904Z 【新着】交響曲(青・青枠《K》シール)

「交響曲第二番」初演 岸田繁/Shigeru Kishida A039905- 【新着】交響曲(青・青枠《K》シール)

平成の堀江美都子 A0398940 【新着】教員(堀江美都子)・アニメ・ピンク

アルマ・エランテ～さすらいの魂～中南米ピアノ名曲コレク

ションⅡ
A0398951

【新着】教員(竹内永和)・鍵盤楽曲(黄緑《S》・ピン

ク枠シール)

DVD VAZZROCK LIVE 2018 V009932B 【新着】ROCK/POPS・紫・邦

ギャラクシーホームランツアー 2018.3.30,31 日本武道館 My Hair is Bad V009938H 【新着】ROCK/POPS・紫・邦・ま

バーレスク V009937G 【新着】ミュージカル・灰・ば

ファントム : 宝塚歌劇雪組公演 三井住友VISAカードミュージ

カル
V009933C 【新着】ミュージカル・灰・宝塚

アントマン&ワスプ V009936F 【新着】映画・ピンク・あ

プラダを着た悪魔 V009935E 【新着】映画・ピンク・ぷ

8 1/2
フェデリコ・フェリーニ/FEDERICO

FELLINI
V009934D 【新着】欧州映画・ピンク・Fel

鏡 - アンドレイ・タルコフスキー V009931A 【新着】欧州映画・ピンク・Tar

京都・国際音楽学生フェスティバル2018 V0099309 【新着】管弦楽曲・緑

楽譜 Cloud Folk : for Percussion Octet and Piano John Psathas M0810862 644-12119-000300

24 Jazz Preludes, opus 53 (1988) : for Piano, Authorized

Version
NIKOLAI GIRSHEVICH KAPUSTIN M081082+ 111-08367-000300

Threads : for Percussion Quartet PAUL LANSKY M0810851 644-01834-000100

Concerto in G minor, RV 531 : for Two Cellos and Piano [F

3/2, P 411]

ANTONIO VIVALDI/piano reduction by

Giorgio Federico Ghedini, edited by Janos
M081081/ 232-03501-001800

Tribeca Sunflower : for Marimba Quartet including Percussion Julie Spencer M081083% 634-12119-000200

2019/6/10

新着資料は全て１階出口横の壁面にある新着コーナーに配架し、

後日それぞれの配架場所に移ります。
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新着資料は全て１階出口横の壁面にある新着コーナーに配架し、

後日それぞれの配架場所に移ります。

洗足音楽大学附属図書館 ／ 洗足こども短期大学附属図書館

1 ページ



2 ページ

媒体 タイトル 著者・作者・演奏者 バーコード番号 請求記号（シール情報）

2019/6/10

ソナタ ｢忠実な羊飼い｣ 第3番 ト長調 (RJPグレートクラシックス)
N. シエドヴイル (伝 A. ヴィヴァルディ)/石田誠

司 (通奏低音実施）
M0835803 767.11941/C37/Rec

｢忠実な音楽の師｣ ソナタ ハ長調 改訂版 (RJPグレートクラシック

ス)
G.P. テレマン/石田誠司 (通奏低音実施) M083579B 767.11941/Te32/Rec

25の練習曲 : 解説付 J.F.ブルグミュラー/北村 智恵 校訂 M0835713 767.416/B92/Pf

保育者になるためのピアノ教本 : 子どもの歌でいつのまにか上達
する

山本 学 M0835735 767.471/Y31/Pf

ピアノで弾きたい曲が満載 ! スーパーリクエスト2019 : 月刊ピアノ

2019年6月号増刊
M0835757 【新着】767.412/P58

夏祭り : クラリネット四重奏 (クラリキャット) 破矢 ジンタ/滝澤 俊輔 編曲 M0836332 【新着】767.674/C76

ラテン・メドレー : サクソフォン4重奏 浅利 真 編曲 M0835746 【新着】767.674/Sa98

ひこうき雲 : クラリネット四重奏 (クラリキャット) 荒井 由実/小笠原 寿子 編曲 M0836343 【新着】767.674/Ｃ76

ウイスキーが、お好きでしょ : サックス四重奏 (サキソフォックス) 杉 真理/木村 綾 編曲 M0836376 【新着】767.674/Ｓａ98

また君に恋してる : サックス四重奏 (サキソフォックス) 森 正明/川崎 龍 編曲 M0836387 【新着】767.674/Ｓａ98

ねこ、ステップ踏んじゃった ! : 木管五重奏 (ズーラシアンウッドウィ

ンズ)
滝澤 俊輔 M0836354 【新着】767.675/Ｚ5

美女と野獣 : 木管五重奏 (ズーラシアンウッドウィンズ) A. メンケン/滝澤 俊輔 編曲 M0836365 【新着】767.675/Ｚ5
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