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図書 子どもの理解と援助演習ブック (よくわかる!保育士エクササイズ:8)
松本峰雄監修/伊藤雄一郎, 小山朝子, 佐藤信雄, 澁

谷美枝子, 増南太志, 村松良太著
J100071S 【レコメンド・幼教】376.1/Ko21/1

実践につながる新しい子どもの理解と援助 : いま、ここに生きる子どもの育ち

をみつめて
大浦賢治編 著 J100070R 【レコメンド・幼教】376.1/O92/1

よくわかる子どもの保健 新版 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 丸尾良浩, 竹内義博 編著 J100072T 【レコメンド・幼教】498.7/Ma57/1

汚れた手をそこで拭かない 芦沢央 著 J100060Q 【レコメンド・文学賞】913.6/A92/1

この本を盗む者は 深緑野分 著 J100039W 【レコメンド・文学賞】913.6/F72/1

犬がいた季節 伊吹有喜 著 J100056V 【レコメンド・文学賞】913.6/I12/1

オルタネート 加藤シゲアキ 著 J100040O 【レコメンド・文学賞】913.6/Ka86/1

コンジュジ 木崎みつ子 著 J100080S 【レコメンド・文学賞】913.6/Ki97/1

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 著 J100078Z 【レコメンド・文学賞】913.6/Ma16/1

アンダードッグス 長浦京 著 J100041P 【レコメンド・文学賞】913.6/N24/1

滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 著 J100057W 【レコメンド・文学賞】913.6/N26/1

旅する練習 乗代雄介 著 J100058X 【レコメンド・文学賞】913.6/N96/1

母影 尾崎世界観 J100059Y 【レコメンド・文学賞】913.6/O96/1

心淋し川 (うらさびしがわ) 西條奈加 著 J100079- 【レコメンド・文学賞】913.6/Sa19/1

インビジブル 坂上泉 著 J100061R 【レコメンド・文学賞】913.6/Sa28/1

愛されなくても別に 武田綾乃 著 J100062S 【レコメンド・文学賞】913.6/Ta59/1

推し、燃ゆ 宇佐見りん 著 J100038V 【レコメンド・文学賞】913.6/U92/1

今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン授業で活用する本

(Imasugu Tsukaeru Kantan Series)
マイカ 著 J100066W 【レコメンド・新着】007.353/Ma31/1

大人気YouTuber方式Excel&Wordの必須スキルが見るだけで身につく本 金子晃之 著 J100032P 【レコメンド・新着】007.6384/Ka53/1

イラレのスゴ技 : 動画と図でわかるIllustratorの新しいアイディア イラレ職人コロ 著 J100067X 【レコメンド・新着】007.642/I63/1

#ズボラPhotoshop : 知識いらずの絶品3分デザイン トミナガハルキ 著 J100063T 【レコメンド・新着】007.642/To55/1

皇妃エリザベートをめぐる旅 : ドイツ・オーストリア・ハンガリー シシィの足

跡をたずねて
沖島博美 著 J100031O 【レコメンド・新着】289.3/O52/1

スマホ脳 (新潮新書:882) アンデシュ・ハンセン著/久山葉子訳 J100077Y 【レコメンド・新着】491.371/H29/1

Premiere Pro & After Effectsいますぐ作れる!ムービー制作の教科書 : 動画編

集必須の2大ソフトをこれ1冊で完全マスター! 改訂3版
阿部信行 著 J100065V 【レコメンド・新着】746.7/A12/1

Premiere Proよくばり入門 : CC対応 : Windows&Mac : 初めてだけど、いっ

ぱいやりたい! (できるよくばり入門)
金泉太一 著 J100064U 【レコメンド・新着】746.7/Ka44/1

持ち歩き音楽記号事典 : 演奏・鑑賞・作曲でつかえる! 多田鏡子 著 J100075W 【レコメンド・新着】760.33/Ta16/1

マエストロ、ようこそ : 日本クラシック界に歴史を刻む大芸術家たちと舞台芸術 広渡勲著/上坂樹編集協力 J100046U 【レコメンド・新着】760.49/H75/1

マダム・ピリンスカとショパンの秘密 エリック=エマニュエル・シュミット著/船越清佳訳 J100045T 【レコメンド・新着】760.49/Sc8/1

ジュニアのための名曲で学ぶ音楽の基礎 : フォルマシオン・ミュジカル : 楽

典・ソルフェージュから音楽史まで
舟橋三十子 著 J100055U 【レコメンド・新着】760.799/F89/ME

中島先生の鑑賞授業の教材研究メモ (音楽指導ブック) 中島寿 著 J100053S 【レコメンド・新着】760.799/N34/ME

西洋音楽理論にみるラモーの軌跡 : 数・科学・音楽をめぐる栄光と挫折 伊藤友計 著 J100034R 【レコメンド・新着】761.02/I89/1

すぐに役立つ移調楽器の読み方 : これですらすら読める!書ける! 伊藤辰雄 著 J100051Q 【レコメンド・新着】761.66/I89/CO

古典派音楽の様式 : ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン チャールズ・ローゼン著/大久保賢, 中村真訳 J100048W 【レコメンド・新着】762.056/R72/1

バッハ (作曲家・人と作品シリーズ) 久保田慶一 著 J100044S 【レコメンド・新着】762.88/H77/21

墓マイラー・カジポンの世界音楽家巡礼記 (Ontomo mook) カジポン・マルコ・残月著/『音楽の友』編 J100049X 【レコメンド・新着】762.88/Ka22/1

至高の指揮者たち : 20〜21世紀の名指揮者が語る音楽と指揮芸術 (Ontomo

mook)
『音楽の友』&『レコード芸術』編 J100052R 【レコメンド・新着】762.88/Sh34/1

ルネサンス・初期バロックの歌唱法 : イギリス・イタリアの演奏習慣を探る ロバート・トフト著/高久桂訳 J100033Q 【レコメンド・新着】763.01/To19/VO

基礎力で差がつくヴォイストレーニング : プロが実践する「歌い方」のコツ

(コツがわかる本)
大本京 監修 J100035S 【レコメンド・新着】763.1/O69/1

イラストで知る発声ビジュアルガイド
セオドア・ダイモン著/G・デヴィッド・ブラウンイラ

スト/篠原玲子訳
J100054T 【レコメンド・新着】763.11/D75/1

夢をかける 井上芳雄 著 J100074V 【レコメンド・新着】763.55/I57/MS

マウリツィオ・ポリーニ : 「知・情・意」を備えた現代最高峰のピアニストの

すべて (Ontomo mook)
『音楽の友』&『レコード芸術』編 J100050P 【レコメンド・新着】764.413/Ma96/PF

ポイントがひと目でわかる!バッハインヴェンション : アナリーゼと連弾を生か

した指導法
佐々木邦雄 著 J100047V 【レコメンド・新着】764.413/Sa75/PF

指揮者は何を考えているか : 解釈、テクニック、舞台裏の闘い ジョン・マウチェリ著/松村哲哉訳 J100073U 【レコメンド・新着】764.77/Ma95/1

エレキギター上達のポイント50 : 最強テク完全マスター 改訂版 (コツがわかる本) 瀧澤克成 監修 J100043R 【レコメンド・新着】764.999/Ta73/RP

2021/6/7

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。

洗足学園音楽大学附属図書館 ／ 洗足こども短期大学附属図書館
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図書

動画でマスターアコースティックギター : プロが教える最強テク50 : YouTube

と連動した〈叩き系ギター〉レッスン : スラム奏法の基礎〜応用が1冊に! (コ

ツがわかる本)

瀧澤克成 著 J100036T 【レコメンド・新着】764.999/Ta73/RP

エレキギターのメカニズムとメンテナンス 渡邉博海 著 J100076X 【レコメンド・新着】764.999/W46/RP

静かな雨 宮下奈都 著 J100069Z 【レコメンド・新着】913.6/Mi83/1

ステップ (中公文庫:[し-39-2]) 重松清 著 J100068Y 【レコメンド・新着】913.6/Sh28/1

ハローサマー、グッドバイ (河出文庫) M・コーニイ著/山岸真訳 J100042Q 【レコメンド・新着】933.7/C86/1

楽譜
キャノンボール・アダレイ・スタイルの探究 : ギター (エッセンシャル・ジャ

ズ・ラインの探究シリーズ:Essential Jazz Lines)
M100573 767.917/C88

ヴァイオリン曲集 ソレラミのうた : リズムとボウイングをきたえるために 川合 左余子 編著 M100571- 【新着】767.317/Ka93/Vn

ダルクローズ ピアノ曲集 II
E. ジャック=ダルクローズ/ジャック=ダルクロー

ズ作品研究会 校訂・監修
M100575/ 【新着】767.41/J24/PF/2

ガブリエル・フォーレ讃 8つのピアノ小品 : 日本フォーレ協会の8人の作曲家による M100572. 【新着】767.411/P58/PF

やさしく弾ける 最新ヒットセレクション : 月刊ピアノ 2021年6月号増刊 M100583$ 【新着】767.412/P58

ヴァイオリン協奏曲 貴志 康一 M100576+ 【新着】768.9/Ki56

Sonatine in drei Satzen op. 42a : fur Trompete
HANS ERICH APOSTEL/Herausgegeben von

Edward H. Tarr
M100025U 512-00105-000100
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