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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

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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媒体

タイトル

著者・作者・演奏者

図書

ユーザーがつくる知のかたち : 集合知の深化 (角川インターネット講座:06)

西垣通監修

J087888F 007.1/N81/1

人工知能は人間を超えるか : ディープラーニングの先にあるもの (角川EPUB選書:021)

松尾豊 [著]

J087898G 007.13/Ma85/1

Life 3.0 : 人工知能時代に人間であるということ

マックス・テグマーク [著]/水谷淳訳

J0878032 007.13/Te19/1

ビッグ・ナイン : 巨大ハイテク企業とAIが支配する人類の未来
ネットで進化する人類 : ビフォア/アフター・インターネット (角川インターネット講

エイミー・ウェブ著/稲垣みどり訳

J0878043 007.13/W51/1

伊藤穰一監修

J087897F 007.3/I89/1

川上量生監修

J087886D 007.3/Ka94/1

近藤淳也監修

J087887E 007.3/Ko73/1

坂村健監修

J087896E 007.3/Sa33/1

坂内正夫監修

J087889G 007.3/Sa38/1

山形浩生監修

J087892A 007.3/Y22/1

出井伸之監修

J087893B 007.35/I19/1

座:15)
ネットが生んだ文化 (カルチャー) : 誰もが表現者の時代 (角川インターネット講座:04)
ネットコミュニティの設計と力 : つながる私たちの時代 (角川インターネット講座:05)
コンピューターがネットと出会ったら : モノとモノがつながりあう世界へ (角川イン
ターネット講座:14)
ビッグデータを開拓せよ : 解析が生む新しい価値 (角川インターネット講座:07)
第三の産業革命 : 経済と労働の変化 (角川インターネット講座:10)
進化するプラットフォーム : グーグル・アップル・アマゾンを超えて (角川インター
ネット講座:11)
検索の新地平 : 集める、探す、見つける、眺める (角川インターネット講座:08)

バーコード番号

請求記号（シール情報）

高野明彦監修

J0878908 007.58/Ta47/1

ネットを支えるオープンソース : ソフトウェアの進化 (角川インターネット講座:02)

まつもとゆきひろ監修

J087884B 007.63/Ma81/1

図書館の日本史 (ライブラリーぶっくす)

新藤透著

J0878256 010.21/Sh62/1

クリエイターのための権利の本 : 著作権トラブル解決のバイブル!

大串肇 [ほか] 著

J0878065 021.2/Ku61/1

デジタル時代の知識創造 : 変容する著作権 (角川インターネット講座:03)

長尾真監修

J087885C 021.2/N17/1

よくわかる音楽著作権ビジネス 5th edition 基礎編

安藤和宏著

J0878076 021.23/A47/2-1

よくわかる音楽著作権ビジネス 5th edition 実践編

安藤和宏著

J0878087 021.23/A47/2-2

ソーシャル・チェンジ : 笹川陽平、日本財団と生き方を語る

伊藤隆編

J0878605 065/I89/1

大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる

貫成人著

J0878313 100/N99/1

世界のエリートが教養として身につける「哲学用語」事典

小川仁志著

J0878302 100/O24/1

よくわかる哲学・思想 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

納富信留, 檜垣立哉, 柏端達也編著

J0878278 130/Y79/1

哲学の誕生 : ソクラテスとは何者か (ちくま学芸文庫:[ノ-7-2])

納富信留著

J087829A 131.2/N97/1

プラトン理想国の現在

納富信留著

J0878289 131.3/N97/1

空白の日本史 (扶桑社新書:317)

本郷和人著

J0878324 210.04/H84/1

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた

山﨑圭一著

J0878335 210.1/Y43/1

大人のための近現代史 19世紀編

三谷博, 並木頼寿, 月脚達彦編

J0878346 220.6/O86/1

北米ノースウェストの人類考古学的研究

坂口隆著

J0878357 251.7/Sa28/1

アマゾン文明の研究 : 古代人はいかにして自然との共生をなし遂げたのか

実松克義著

J0878368 267/Sa62/1

天才たちの人生図鑑 : 教養としての世界史

山﨑圭一監修

J0878379 280.4/Y43/1

ハミルトン : アメリカ資本主義を創った男 上

ロン・チャーナウ著/井上廣美訳

J087838A 289.3/C39/2-1

ハミルトン : アメリカ資本主義を創った男 下

ロン・チャーナウ著/井上廣美訳

J087839B 289.3/C39/2-2

イギリスとEU : 揺れる連合王国 (池上彰の世界の見方)

池上彰著

J0878447 302.33/I33/1

Identity : 尊厳の欲求と憤りの政治

フランシス・フクヤマ著/山田文訳

J0878403 304/F85/1

政治の絵本 : 学校で教えてくれない選挙の話 新版

たかまつなな著

J0878414 310/Ta42/1

開かれる国家 : 境界なき時代の法と政治 (角川インターネット講座:12)

東浩紀監修

J087894C 311.04/A99/1

しくみがわかる (池上彰のやさしい経済学:1)

池上彰著/テレビ東京報道局編

J0878425 331/I33/2-1

ニュースがわかる (池上彰のやさしい経済学:2)

池上彰著/テレビ東京報道局編

J0878436 331/I33/2-2

世界標準の経営理論

入山章栄著

J0878458 335.1/I64/1

言葉ダイエット : メール、企画書、就職活動が変わる最強の文章術

橋口幸生著

J0878717 336.55/H37/1

文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要

野口竜司著

J0878267 336.57/N93/1

日本子ども資料年鑑 2020

日本総合愛育研究所編

J087899H 367.6/N71/2020(幼教レファレンス)

仮想戦争の終わり : サイバー戦争とセキュリティ (角川インターネット講座:13)

土屋大洋監修

J087895D 368.66/Ts32/1

幼稚園・保育所・施設実習完全ガイド : 準備から記録・計画・実践まで 第3版

太田光洋編著

J0878100 376.1/O81/1(レコメンドコーナー・書架R-4)

エピソードで学ぶ保育のための心理学 : 子ども理解のまなざし

塚田みちる, 岡本依子, 菅野幸恵著

J0877907 376.11/E66/1(レコメンドコーナー・書架R-4)

こころとからだを育む1〜5歳のたのしいリトミック : CD付き (ナツメ社保育シリーズ)

神原雅之監修

J087787D 376.156/Ka48/1(レコメンドコーナー・書架R-4)

めざせ!保育士・幼稚園教諭 : 音楽力向上でキャリアアップ

久保田慶一, 渡辺行野著

J0878098 376.156/Ku14/1(レコメンドコーナー・書架R-4)

なまえのないねこ

竹下文子文/町田尚子絵

J087789F 376.159/Ta65/1（レコメンドコーナー・書架R-5）

なんだろうなんだろう

ヨシタケシンスケ著

J087788E 376.159/Y92/1（レコメンドコーナー・書架R-5）

もっと知りたい科学入門 : すごく面白くてとてもよくわかる生物・化学・物理

アレックス・フリス [ほか] 著/アダム・ラーカム絵/伊藤伸子訳

J0878526 400/Mo95/1

東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!

西成活裕著/郷和貴聞き手

J0878537 410/N85/1

宮沢賢治の元素図鑑 : 作品を彩る元素と鉱物

桜井弘著/豊遙秋写真協力

J0878616 431.11/Sa47/1

僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない : この世で一番おもしろい宇宙入門

ジョージ・チャム, ダニエル・ホワイトソン著/水谷淳訳

J0878559 440/C32/1

若い読者に贈る美しい生物学講義 : 感動する生命のはなし

更科功著

J0878548 460/Sa69/1

英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ

ガイ・バーター著/北綾子訳

J087868D 470.4/B25/1

歴史の中の植物 : 花と樹木のヨーロッパ史

遠山茂樹著
デイヴィッド・S.キダー, ノア・D.オッペンハイム, ブ

J087856A 470.4/To79/1

1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365

J087857B 490.4/I16/1

食べる投資 : ハーバードが教える世界最高の食事術

ルース・K.ヤング著/久原孝俊訳
満尾正著

エンジニアに学ぶ101のアイデア

ジョン・クプレナス, マシュー・フレデリック著/美谷広海訳

J087859D 500/Ku49/1

インターネットの基礎 : 情報革命を支えるインフラストラクチャー (角川インターネット講座:01)

村井純著

J087883A 547.4833/Mu41/1

ピアノ技術革新とマーケティング戦略 : 楽器のブランド形成メカニズム

大木裕子著

J0878627 582.7/O51/1

着物の教科書

全日本きもの振興会監修

J0878638 593.8/Z3/1

時間 (とき) の花束 : 幸せな出逢いに包まれて= Bouquet du temps

三浦百惠著

J0878649 594.9/Y24/1

豊かに暮らし社会を支えるための教養としてのビジネス入門 改訂版

石毛宏著

J087866B 600/I73/1

クリエイティブビジネス論 : 大都市創造のためのビジネスデザイン (地域デザイン学会叢書:5)

原田保編著

J087867C 601.1/H32/1

Dr.Ossy畜産・知ったかぶり

押田敏雄著

J087869E 640.4/O76/1

J087858C 498.583/Mi66/1

森は怪しいワンダーランド

田中淳夫著

J0878706 650/Ta84/1

ヒューマン・コマース : グローバル化するビジネスと消費者 (角川インターネット講座:09)

三木谷浩史監修

J0878919 673.36/Mi24/1

けっきょく、よはく。 : 余白を活かしたデザインレイアウトの本

ingectar-e著

J0878728 674.3/I54/1

ほんとに、フォント。 : フォントを活かしたデザインレイアウトの本

ingectar-e著

J0878739 727/I54/1

新役に立つパーソナルカラー (トミヤママチコのパーソナルカラーメソッド:2)

トミヤママチコ著

J087865A 757.3/To59/1

あるあるデザイン

ingectar-e著

J0878234 760.99/I54/SC（コース棚）

映画音楽太郎主義 : サウンドトラックの舞台ウラ

岩代太郎著

J0878212 760.99/I96/SC(レコメンドコーナー・書架R-3)

はじめてのレコーディング

満田恒春著

J087799G 760.99/Mi63/SC(レコメンドコーナー・書架R-3)
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媒体
図書

タイトル

著者・作者・演奏者

「ついやってしまう」体験のつくりかた : 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ

玉樹真一郎著

J0878223 760.99/Ta78/SC（コース棚）

ネットで採点和声学課題集 2
楽譜の書き方 : ミュージック・コピーイストへのファースト・ステップ : 即実践に役立

清水昭夫[ほか]著

J0878111 761.3/Sh49/2

平石博一著

J0878188 761.66/H64/CO(レコメンドコーナー・書架R-1)

ウォルター・ピストン著/角倉一朗訳

J0878199 761.66/P68/CO(レコメンドコーナー・書架R-1)

つ写譜の世界
ピストン対位法 : 分析と実習

CD

バーコード番号

古楽再入門 : 思想と実践を知る徹底ガイド

寺西肇著

J0878010 762.05/Te56/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

Performing practices in Johannes Brahms' chamber music

Clive Brown, Neal Peres Da Costa, Kate Bennett Wadsworth

F016174Y 762.8/B71/1(レコメンドコーナー・書架R-3)

イタリア語で歌いましょう : 歌唱表現を豊かにする発音・発声入門

森田学著

J0878245 763.01/Mo66/VO（参考）

こうして管楽器はつくられる : 設計者が語る「楽器学のすすめ」

竹内明彦著

J087798F 764.09/Ta67/WI(レコメンドコーナー・書架R-3)

フラメンコの歴史

浜田滋郎著

J0878177 764.24/H22/WM（コース棚）

フラメンコへの誘い

パセオ編集部編

J0878122 764.24/P26/WM(コース棚)

フラメンコの芸術

ドン・E・ポーレン著/青木和美訳

J0878166 764.24/P76/WM（コース棚）

カントリー・ミュージック

宇田和弘監修

J0878144 764.24/U96/WM(コース棚)

正しいクラヴィーア奏法 第2版 第2部

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ [著]/東川清一訳

J0878155 764.413/B13/PF(コース棚)

最高の発表会のつくり方 : 生徒がキラキラ輝く!

ますこしょうこ著

J0878021 764.413/Ma67/PF(レコメンドコーナー・書架R-3)

「この世界の片隅に」こうの史代片渕須直対談集 : さらにいくつもの映画のこと

こうの史代, 片渕須直著

J0878829 778.77/Ko76/1

ことばと心 (玉川百科こども博物誌)

岡ノ谷一夫編/のだよしこ絵

J087877D 801.04/Ko94/1

国語力が身につく教室 : できると思われる読解・文章・会話の基本

齋藤孝著

J087876C 810.4/Sa25/1

初級日本語「げんき」 第2版 [テキスト] 1

坂野永理 [ほか著]

J087875B 810.7/G34/2-1

初級日本語「げんき」 第2版 [テキスト] 2

坂野永理 [ほか著]

J087874A 810.7/G34/2-2

大和言葉 : あなどれない江戸時代の女性の教養書

児玉敏昭著

J0878054 813/Ko18/1

ノーサイド・ゲーム

池井戸潤著

J0878807 913.6/I33/1

線は、僕を描く

砥上裕將著

J087878E 913.6/To21/1

紙鑑定士の事件ファイル : 模型の家の殺人

歌田年著

J087879F 913.6/U96/1

サードドア : 精神的資産のふやし方

アレックス・バナヤン著/大田黒奉之訳

J0878818 936/B17/1

Sweetener

A040104J 新着・ROCK/POPS(金《G》シール)

ヴァイオリン・ソナタ 第1番・無伴奏ソナタ 第3番&パルティータ 第3番

バルトーク, J.S.バッハ/Bartok, Bach

A040105K 新着・室内器楽曲(茶シール)

MELODIEN AUS DER OPER

A040106L 新着・室内器楽曲(茶・ピンク《Cl》シール)

夜のやすらぎ 眠りの音楽

A040107M 新着・その他(白《その他》・ピンク《音》シール)
A040108N 新着・室内器楽曲(茶・ピンクシール)

ルガーノ・フェスティヴァル 〜アルゲリッチ・プロジェクトの記録
ピアノ三重奏曲

ラフマニノフ, チャイコフスキー/RACHMANINOW, TCHAIKOVSKY

A040109O 新着・室内器楽曲(茶シール)
A040110G 新着・鍵盤楽曲(黄緑《H》・ピンク枠シール)

チェレプニン コレクション ピアノ曲集

A040111H 新着・鍵盤楽曲(黄緑《H》・ピンク枠シール)

日本の舞曲
交響曲第3番《英雄》、ピアノ協奏曲第3番 他・2つのコンサート・ロンドK382&K386

ベートーベン, モーツァルト/Beethoven, Mozart

交響曲全集

ベートーヴェン

A040112I 新着・交響曲(青《3》シール)
A040113J 新着・交響曲(青シール)

サックス×サックス 〜サクソフォン・アンソロジー〜

A040117N

映画「蜜蜂と遠雷」 〜 福間洸太朗 plays 高島明石

A040125M 新着・鍵盤楽曲(黄緑《F》・ピンク枠シール)

2019 Grammy Nominees

A040128P 新着・ROCK/POPS(金シール)

TRIPLE CONCERTO・SYMPHONY NO.10

新着・教員(池上政人)・室内器楽曲(茶・ピンク《Sax》シール)

A040132K 新着・室内器楽曲(茶・ピンクシール)

ルガーノ・フェスティヴァル・ライヴ2016 マルタ・アルゲリッチ＆フレンズ

A040134M 新着・協奏曲(赤シール)

BEETHOVEN

A040135N 新着・交響曲・全集(青・オレンジシール)

アントン・ブルックナー 交響曲全集 : ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

V010007$ 新着・教育・ピンク

DVD/Blu-ray 心のトラブル VOL.3 注意欠陥多動性障［ADHD］ (健康・保健シリーズ)

楽譜

請求記号（シール情報）

心のトラブル VOL.4 双極性障害 [躁うつ病] (健康・保健シリーズ)

V010008/ 新着・教育・ピンク

心のトラブル VOL.6 気分障害 [うつ病] (健康・保健シリーズ)

V010009+ 新着・教育・ピンク

ジョーカー

V010010X 新着・映画・ピンク・じ

玲央 LIVE : 二十歳の邂逅

V010012Z 新着・邦楽曲・黒

NEW YEAR'S CONCERT 2020 : Neujahrskonzert 2020

V010018+ 新着・管弦楽曲・緑

秋山和慶のオーケストラ入門 : vol.2 オーケストラと指揮者

V010019% 新着・教育・ピンク・音

TOKYO MX presents BanG Dream! 7th★LIVE DAY3:Poppin'Party 「Jumpin' Music

V010020Y 新着・ROCK/POPS・紫・邦・ぽ

TOKYO MX presents BanG Dream! 7th★LIVE DAY1:Roselia 「Hitze」

V010021Z 新着・ROCK/POPS・紫・邦・ろ

TOKYO MX presents BanG Dream! 7th★LIVE DAY2:RAISE A SUILEN 「Genesis」

V010022- 新着・ROCK/POPS・紫・邦・れ

Rhythms of Life : Theme and Variations for Marimba Solo with Optional Strings
& Percussion
Variations a travers les siecles : pour guitare
24 Caprichos de Goya op. 195 : para la guitarra Cuaderno Tercero

John Thrower

M081254% 632-12120-000400

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO

M0812561 322-00561-001100

喜歌劇 メリー・ウィドウ （ The Merry Widow ） 三幕

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
M0812550 322-00561-000900
PIETRO MASCAGNI/riduzione per canto e pianoforte
M0837827 DM/2245
di Leopoldo Mugnone
F. レハール/中山 知子 補完
M083787C 766.4/L52/VO

こどものあそびうた100 : 誰でもスグに弾ける

長谷川久美子 編著

M0838053 766.72/H36/VO

LET IT GO : サックス四重奏 (サキソフォックス)

K. アンダーソン=ロペス, R. J. ロペス/滝澤 俊輔 編曲

M0839548 767.674/Sa98/Sax

展覧会の絵

M. ムソルグスキー/M. ラヴェル

J-BEST' 19 : 2019年J-POPベストヒッツスペシャルメドレー

宮川 成治 編曲

M083785A BD/1931

TANK ! : アニメ 「カウボーイビバップ」 主題曲

菅野 よう子/波田野 直彦 編曲

M083786B BD/1932

火星〜木星 : 組曲「惑星」より : 金管バンド

G. ホルスト/岩村雄太 編曲

M0837849 KD/964

Cavalleria rusticana : Melodramma in un atto

編

溝部 国光 解説

M0838042 768.9/Mu87

日本の音風景 米とぎ : 米とぎと吹奏楽のための : バンドジャーナル2020年3月号別冊付 福島 弘和

M0838075 PM/1921

教育音楽 <小学版> R2年3月号別冊付録 : 斉唱・合唱曲集

M0838086 PM/1922

教育音楽 <中学・高校版> R2年3月号別冊付録 : クラス合唱曲集

M0838097 PM/1923

フルート シネマ & ミュージカル名曲集 （ ピアノ伴奏CD＆伴奏譜付き ）

林 弘子 監修

M083799F 【新着】767.112/F35/Fl

アルトサックス シネマ & ミュージカル名曲集 ( ピアノ伴奏CD＆伴奏譜付 )

内桶 好之 他監修

M083800+ 【新着】767.152/Sa98/Sax

チューバ ポピュラー＆クラシック名曲集 カラオケCD&ピアノ伴奏譜付

渡辺 功 監修

M0837917 【新着】767.192/Tu1/Tba

バイオリン 日本の名曲 - 珠玉のコンサートレパートリー : ピアノ伴奏譜&カラオケCD付

林 美智子 監修

M0838020 【新着】767.312/V79/Vn

シネマ & ミュージカル名曲集 ( ピアノ伴奏CD&伴奏譜付 )

石黒 豪 監修

M083797D 【新着】767.332/C29/Vc

カルメン・ファンタジー 〜弦楽三重奏のための〜

G. ビゼー/松本望 編曲

M083796C 【新着】767.633/B49

フレア : 弦楽四重奏, 連続テレビ小説 「スカーレット」 主題歌

越智 志帆 作曲/今村 愛紀 編曲

M083798E 【新着】767.634/O15

HAPPY BIRTHDAY : TBS系火曜ドラマ 「初めて恋をした日に読む話」 主題歌

清水 依与吏/今村 愛紀 編曲

M0837939 【新着】767.634/Sh49

ハイホー : サックス四重奏 + ピアノ (サキソフォックス)

F. チャーチル/高橋 宏樹 編曲

M0839515 【新着】767.645/P58

狼なんかこわくない : サックス四重奏 + ピアノ (サキソフォックス)

旅立ちの日に : クラリネット四重奏 (クラリキャット)

F. チャーチル/高橋 宏樹 編曲
M0839526 【新着】767.645/P58
S. ファーラー , T.E. ハーマンセン , M. エリクセン/有馬
M083948B 【新着】767.674/C76/Cl
理絵 編曲
坂本 浩美/滝澤 俊輔 編曲
M0839537 【新着】767.674/C76/Cl

狼なんかこわくない : サックス四重奏 (サキソフォックス)

F. チャーチル/新川 奈津子 編曲

そりすべり in Jazz : サックス四重奏 (サキソフォックス)

L. アンダーソン/西下 航平 編曲

M0839559 【新着】767.674/Sa98/Sax

お団子ヘアの女の子 : クラリネット四重奏

八木澤 教司

M083795B 【新着】767.674/Y16/Cl

リベルタンゴ : 木管五重奏

A. ピアソラ/建部 知弘 編曲

M0837928 【新着】767.675/P58

おもちゃのチャチャチャ : 木管五重奏 (ズーラシアンウッドウィンズ)

越部 信義/高橋 宏樹 編曲

M083949C 【新着】767.675/W86

「Three Pieces」 : 木管7重奏のための

岩村 雄太

M083788D 【新着】767.677/I94

ピアノ五重奏曲 「ます」 より 第4楽章 : 木管7重奏

F. シューベルト/山本 教生 編曲

M0837906 【新着】767.677/Sc8

トライ・エヴリシング : クラリネット四重奏 (クラリキャット)
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M0839504 【新着】767.674/Sa98/Sax
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バーコード番号

ジャズ・ギター・ソロ : スタンダード進行で弾く

F. ヴィニョーラ

M083801% 【新着】767.912/V68/Gt

ジャンゴ・ラインハルト : ジプシー・ジャズ・ギター奏法 新装版

有田純弘

M0838031 【新着】767.917/A77

イージー・ジャズ・コンセプション ドラムス : はじめてのジャズ・エチュード

J. スナイデロ

M083794A 【新着】767.917/Sn

ハイホー : 木管五重奏 (ズーラシアンウッドウィンズ)

F・チャーチル/高橋宏樹 編曲
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M0836297

請求記号（シール情報）

【新着】767.675/Z5

