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2021年度が始まり2か月が経ちまし
た。いまだに新型コロナウイルス感
染防止対策を施す日々、自由な音楽
活動はままならない状況です。大学
では対面とオンラインを併用しての
授業やレッスンが行われ、図書館も
今までとは違う役割を担っていかな
くてはならないと考えております。
さて、4月1日に新しいスタッフ4名
を迎えました。そのうちの2名は洗足
の卒業生です。彼女たちを先輩とし
て知っている方もおられることで
しょう。今後は職員として、図書館
の蔵書となる資料の選定、館内の環
境整備、ご案内、資料検索のお手伝
いなどをしてまいります。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
今年度の図書館ミニセミナーにつ
いてお知らせします。
2019年度より楽譜や書籍、CD等を
貸し出す大学の一施設としての図書
館というだけでなく、学生の皆さん

大江千佳子

が様々なスキルアップを図り、より充
実した大学生活を送ることができるよ
うサポートする存在となっていきたい
との考えから、ミニセミナーという名
称で気軽に参加できるイベントをおこ
なっています。今年度は8月下旬に3日
間連続で『リモート時代を生き抜くス
キルを身につけよう～録音から動画
アップまで～（仮題）』を行います。
本学の音楽環境創造コース、音楽・音
響デザインコースの前田康徳先生から
スマホでの録音や動画撮影のクオリ
ティを上げる方法について教えていた
だきます。オンライン授業の提出課題
やレッスンのために自分の演奏の録音
や動画撮影を行う機会も増え、試行錯
誤している方もいるのではないでしょ
うか。この機会に録音や撮影の様々な
ポイントを学び、みなさんの学習や音
楽活動に役立てていただければと思い
ます。おもに初級レベルの方へ向けた
体験型の講座です。1回90分程度、各日
の講座内容は異なります。ご興味のあ
る方はぜひご参加ください。詳細は後
日SENZOKUポータルで発表します。

今年度も多くの方に図書館をご利用い
ただけることを願っております。
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＜私の推薦CD＞
【有田 純弘 先生（ワールドミュージックコース、ジャズコース）】
タイトル：『アパラチア・ワルツ』
演奏者： ヨーヨー・マ
レーベル： SONY CLASSICAL
発売年： 1996年 7月1日
定 価：2,456円（税込）
規格品番：ＳＲＣＲ-１６５４

フィドル奏者の最高峰であるマー
ク・オコーナーが、チェロの第一
人者ヨーヨー・マと、コントラバ
スのエドガー・メイヤーとタッグ
を組んで、フィドル音楽をクラ
シックの室内楽的なアプローチで
料理したアルバムです（フィドル
とは、カントリーやブルーグラ
ス、アイリッシュなどのトラディ
ショナル音楽の奏法で演奏される
バイオリンのこと）。
いわゆる「カントリー」は20世
紀以降にレコード産業をベースに
発展したジャンルですが、19世紀
半ばにアメリカ南部のアパラチア
山脈地方で生まれた伝統的な「ア
パラチア音楽」が、純粋な意味で
のカントリーの源流と言えるで
しょう。アイルランドからの移民
によりアメリカ南部へ伝わった
フィドルによるダンス曲は、その
後に生まれた「ブルーグラス」と
共に更なる進化を遂げます。
フィドルだけでなくギターやマ
ンドリンのテクニックも超一流の
マーク・オコーナーは、ブルーグ
ラス系の先進的な奏者達がジャズ

やロック、クラシックへアプロー
チしたムーヴメントをさらなるス
テージへ牽引した一人です。ヨー
ヨー・マもまた、クラシック界の
みに留まらず、ワールド・ミュー
ジック全般に渡る広い活動を続け
たチェリストです。
この二人の出会いが伝統的な
フィドル曲にクラシックな味わい
を与え、アイルランドやスカンジ
ナビアに至るヨーロッパのフィド
ル・ルーツを感じさせる、ユニー
クな作品を生み出しました。ヨー
ヨー・マはこのプロジェクトで、
フィドルによるダンス曲を通して
バッハの新たな解釈に開眼し、弓
使いを再構築。以前に録音した
バッハのチェロ組曲を録音し直し
た、というエピソードがありま
す。
コントラバスと編曲担当のエド
ガー・メイヤーはクラシックと
ジャズをルーツに持ち、アルコ
（弓）奏法では世界屈指の奏者。
ベースのパートかチェロのパート
か聴き分けるのが難しいほどに
凝った編曲も、アルバムの聴きど
ころのひとつでしょう。
現 在、欧 米 の 若 い 世 代 の 間 で
は、フ ィ ド ル 奏 者 が バ ッ ハ を 弾
く、また、クラシックのバイオリ
ン奏者がチョップと呼ばれるフィ
ドルのリズム奏法や即興演奏まで
も習得する、といったことも一般
的になりました。本作は、そのよ
うなジャンルを超えたコラボレー
ションの先駆となった歴史的なプ
ロジェクトの一つと言えると思い
ます。

第12巻

第1号

Page 3

＜私の推薦図書＞
【上田 よう子 先生（短期大学）】
書 名：『I Wish You More おかあさ

んはね』
作 ： エイミー・クロウス・ローゼンタール

イラスト： トム・リヒテンヘルド
訳： 高橋久美子

出版社： マイクロマガジン社
刊行年： 2017年5月26日
定 価： 1,650円（税込）
ISBN： 978-4-89-637637-1

私 が 最 初 に こ の 絵 本「I Wish
More」を手にしたのは英語の原本で
した。全世界で100万部を超える大
人気の理由が知りたくて手に取った
ら、とてもシンプルな英語ながら、
強烈なメッセージを感じたのを思い
出します。表情豊かな子どもたちの
イラストとともに、英語版では一つ
の単語で色々な意味を考えさせられ
る英語の奥深さがあり、日本語版で
は訳者の解釈によってかなり違って
くる日本語の力強さが感じられ、ど
ちらもとても子どもを強く想う気持
ちが溢れている絵本です。
日本語版では「おかあさんはね
ときどき か ぜに おねがいする
の」「もっとちょうだいより どう
ぞっていえる やさしい子になりま
す よ う に」「や だ な ー よ り も
ひゃっほーって おもいっきり た
のしめますように」「悲しいときに
『だいじょうぶだよ』っと言ってく
れるお友達がそばにいますように
と。」と訳され、子どもにはワクワ

クすることを体験してほしい、あた
たかい気持ちを体験して欲しい、頑
張って挑戦することも経験してほし
い、そんな願いが祈りのように綴ら
れています。
この絵本に私がぐっとくるのは、
日本語では「おかあさん」の視点か
ら訳されていますが、子どもを大切
に想いながら願いが込められたこれ
らの文章が、保育の場では、保育者
たちが担当している子どもに対して
想 う 気 持 ち で あ り、教 育 の 場 所で
は、教員が学生たちに想う気持ちに
とても似ていると感じるからかも知
れません。
英 語 で は タ イ ト ル の「I Wish
More」が文章の中に何度も出てきま
す。この英語をお父さんが訳したら
どうなんだろう、若者が訳したら何
を想うのだろう、そんな想像をかき
立 て ら れ ま す。「I wish」で 始 ま
り、最後は「and more」で終わるよ
うに子どもを想う気持ち、成長を願
う気持ちに終わりはありません。コ
ロナ禍で人との交流、充分なふれあ
いもままならない中で、このような
熱い思い、あたたかい子どもを想う
気持ちを忘れたくないとご紹介しま
した。
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【2021年度特集コーナーについて】
楽譜、CD、図書のスタッフによるコーナーを設置いたしました。テーマは、季節に沿った特集資料と作曲家4名の
メモリアルイヤー特集の2種類。テーマごとにピックアップした資料をコメント付きで紹介しています。
季節特集コーナー選書リスト
楽譜
和洋区別
和楽譜
和楽譜
和楽譜
和楽譜
洋楽譜
洋楽譜

洋楽譜
洋楽譜
洋楽譜
洋楽譜
洋楽譜

書名
美しきロスマリン : ウィーン古典歌劇曲集3

著者名
FRITZ KREISLER;クライ
スラー

デュオでも！トリオでも！楽しくアンサンブル

深石宗太郎 監修・島津秀

ユーフォニアム＆チューバ

雄 編曲

春のメドレー : 木管五重奏 (ズーラシアンウッド
ウィンズ)

石川 亮太 編曲

小管弦楽のための二つの小品
Wolfgang Amadeus

major, K 387,

Mozart.

Mezzo-Soprano/Alto/Belte/Teen's Edition
Quartets: K387 and K 421 (417b) : for 2
Violins,Viola and Violoncello
LA LA LAND : Vocal & Piano, Guitar
Gli Uccelli; Trittico Botticelliano ; per Piccola
orchestra, Full Score
Three Pieces for Small Orchestra : Full score
Klavierwerke I (ピアノソロ 1) : Lyrische
Stucke(叙情小曲集)

請求記号/新コード

M0513794 【レコメンド・季節】767.312/Sc7/Vn/9
M0997239 【レコメンド・季節】767.673/E76/E・T
M0828243 【レコメンド・季節】767.675/W86 (W-31)
M075948C 【レコメンド・季節】768.9/D55

Quartet for 2 violins, viola and violoncello; : G
The Singer's Musical Theatre Anthology :

資料ID

edited by Richard Walters

M014553/ 【レコメンド・季節】MS/1782
M096657C 【レコメンド・季節】VM-2/30050

Wolfgang Amadeus
Mozart;Andreas

M0726486 CM/35723 (閉架楽譜)

Moser/Hugo Becker
JUSTIN HURWITZ

M0813865 772-12108-000200

Ottorino Respighi

M028171+ 999-02784-001700

FREDERICK DELIUS

M005522-

Edvard Grieg

M0769719 767.41/G85/PF/1

023-00646-002700 A2/D4/27A

CD
和洋区別

書名

著者名

洋視聴覚 交響曲全集/エルガー

アンドレ・プレヴイン

和視聴覚 四季～バロック・コンサート:ミュンヒンガー
洋視聴覚 RIO RIVISITED

資料ID

請求記号/新コード

A013300H

【レコメンド・季節】交響曲(青シール)

ヴィヴァルディ

A029891$

【レコメンド・季節】協奏曲(赤《四》シール)

アントニオ・カルロス・ジョビン他

A017554W

【レコメンド・季節】ワールドミュージック(蛍光黄《A》・ピンク《ボサ》シール)

和視聴覚 ヴァイオリン・ソナタ全集

ベートーヴェン

A0399941

【レコメンド・季節】室内器楽曲(茶《Bバ》シール)

和視聴覚 英国の四季

ディーリアス

A014220J

【レコメンド・季節】管弦楽曲(緑・ピンク《国》シール)

A022674V

M-05936
M-08498

和視聴覚 不滅の名歌手ロッテ・レーマン
和視聴覚 バレエ音楽:春の祭典

ストラヴィンスキー

A023838Y

和視聴覚 春の歌 : ピアノ名曲集

メンデルスゾーン他

A024470R M-10148

和視聴覚 弦楽四重奏曲 第14番 《春》 ・ 第15番

モーツァルト

A023804R M-08512

図書
和洋区別

書名

著者名

資料ID

請求記号/新コード

和書

これが正解! ひとり暮らしスタートブック

主婦の友社編

J088212/

【レコメンド・季節】590/Sh99/1

和書

春、戻る

瀬尾 まいこ

J0882352

【レコメンド・季節】913.6/Se76/1

和書

重力ピエロ

伊坂幸太郎

J047316/

【レコメンド・季節】913.6/I68/1

和書

世界のエイプリルフール・ジョーク集

鈴木拓也

J0681584

【レコメンド・季節】901.7/Su96/1

和書

はらっぱららら

鈴木智子

J088230/

376.159/Su96/1(レコメンドコーナー・書架R-5)

和書

花の色図鑑 : 和の花色・洋の花色・中国の花色

福田邦夫

J0666363

757.3/F74/1

和書

風に舞いあがるビニールシート

森 絵都

J053040V

913.6/Mo45/1

和書

ゆる自炊BOOK

比留間深雪編集

J0873868

596/O71/1
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作曲家メモリアルイヤー特集選書リスト
楽譜
和洋区別

書名

洋楽譜 Fantaisie en Mi bemol
洋楽譜

和楽譜

Carnival of the Animals Part 1 : The Royal March of the Lions; Chickens and
Roosters; Tortoises; The Elephant (Gazebo Series)

著者名

資料ID

請求記号

CAMILLE SAINT-SAENS

M0750393 【レコメンド・メモリアル】

CAMILLE SAINT-SAENS

M094981A 【レコメンド・メモリアル】

フルートで吹く ピアソラ曲集 [ピアノ伴奏譜付] = Flute Repertoire, Musica de

M076397B 【レコメンド・メモリアル】767.112/F35/Fl

Piazzola / ASTOR PIAZZOLLA

和楽譜 ブエノスアイレスの四季 : ギターソロのための

A. ピアソラ/S. アサド 編曲

M0835375 【レコメンド・メモリアル】767.24/P58/Gt

和楽譜 クラシック・ギターデュオのためのポピュラー・コレクション 2

江部 賢一 編曲

M091410. 【レコメンド・メモリアル】767.243/E13/Gt/2

和楽譜 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28

M092612% 【レコメンド・メモリアル】767.31/Sa22/Vn

和楽譜 動物の謝肉祭 ピアノ独奏版

サン=サーンス

M0765041 【レコメンド・メモリアル】767.41/Sa22/PF

和楽譜 ４手連弾のためのピアソラ

ASTOR PIAZZOLLA/山本京子 編曲

M0909197 【レコメンド・メモリアル】767.413/P58/PF

和楽譜 動物の謝肉祭, 他 : 連弾

カミーユ・サン-サーンス/Lucien garban 編曲

M0815182 【レコメンド・メモリアル】767.413/Sa22/PF

和楽譜 2台ピアノのためのピアソラ

山本 京子/編著

M0765197 【レコメンド・メモリアル】767.414/P58/PF

和楽譜 ピアソラ,ナザレーの2台ピアノ/Tango for Two

舘野 泉/監修

M0765254 【レコメンド・メモリアル】767.414/P58/PF

和楽譜 ピアソラ イン デュオ

Piazzolla.

M0765052 【レコメンド・メモリアル】767.414/P58/PF

和楽譜 リベルタンゴ : 木管五重奏

A. ピアソラ/建部 知弘 編曲

M0837928 【レコメンド・メモリアル】767.675/P58

和楽譜
和楽譜

天使の死 : クラリネット八重奏 (ミュージック・ライブラリー アンサンブル・コレ

M0926916 【レコメンド・メモリアル】767.678/P58/Cl

クション)
リベルタンゴ : クラリネット八重奏 (ミュージック・ライブラリー アンサンブル・

M0926938 【レコメンド・メモリアル】767.678/P58/Cl

コレクション)

和楽譜 ヴァイオリン協奏曲第3番 ロ短調

M091939A 【レコメンド・メモリアル】768.9/Sa22

洋楽譜 Concerto No. 3 in B minor , op. 61 : for violin and piano

CAMILLE SAINT-SAENS

M0615461 【レコメンド・メモリアル】CM/10369

洋楽譜 Sonata for Violin and Piano No. 1 in D minor , op. 75

CAMILLE SAINT-SAENS

M0417898 【レコメンド・メモリアル】CM/30605

洋楽譜

Pelleas und Melisande; : Symphonische Dichtung f^ur Orchester, op.5, :
Symphonische Dichtung für Orchester, op.5,

Arnold Sch^onberg; nach dem Drama von Maurice
Maeterlinck.;Arnold Schönberg; nach dem Drama M014138$ 【レコメンド・メモリアル】MS/1364
von Maurice Maeterlinck.

洋楽譜 Symphony No.3 op.78

Cawille Saint=Saens

M0281987 【レコメンド・メモリアル】MS/2913

洋楽譜 SAMSON UND DALILA : FRENCH

CAMILLE SAINT-SAENS

M0470897 DM/1553 772-02943-003100

CAMILLE SAINT-SAENS

M0913978 SP/719 922-02943-000400

洋楽譜 Verklarte Nacht; Pierrot Lunaire

Arnold Schonberg

M028215/ VM-2/2054 999-03027-002800

洋楽譜 L' Histoire du Soldat (1918); Renard (1915-16)

Igor Stravinsky

M041508/ DM/1664 999-03259-000220

洋楽譜

Le Carnaval des Animaux ;Grande Fantaisie Zoologique : pour Ensemble de
Chambre ou petit Orchestre
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作曲家メモリアルイヤー特集選書リスト
CD
和洋区別

書名

著者名

資料ID

請求記号

和視聴覚 ペレアスとメリザンド ・ 浄夜

シェーンベルク

A001607O 【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑シール)

洋視聴覚 期待・キャバレーソング

シェーンベルク

A027801S 【レコメンド・メモリアル】声楽曲(黄シール)

洋視聴覚 グレの歌

シェーンベルク

A009145T 【レコメンド・メモリアル】声楽曲(黄シール)

和視聴覚 歌劇「モーセとアロン」完全全曲

シェーンベルク

A008598/ 【レコメンド・メモリアル】歌劇(灰シール)

和視聴覚 月に憑かれたピエロ:作品21[ほか]/シェーンベルク

シェーンベルク

A014566W 【レコメンド・メモリアル】声楽曲(黄シール)

和視聴覚 ストラヴィンスキー自作自演集

ストラヴィンスキー

A002662Q 【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑シール)

和視聴覚 世の終わりのための四重奏曲/メシアン.[ほか]

ストラヴィンスキー

A006076T 【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶・ピンクシール)

和視聴覚 <火の鳥><春の祭典>:アバド/ストラヴィンスキー

ストラヴィンスキー

A015084S 【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑シール)

和視聴覚 春の祭典・ペトルーシュカ / ストラヴィンスキー

ストラヴィンスキー

A032521N 【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑シール)

ストラヴィンスキー

A015716U 【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑シール)

洋視聴覚 動物の謝肉祭/サン=サーンス.[ほか]

サンサーンス

A004810N 【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶シール)

洋視聴覚 Famous Symphonic Poems Vol. 2

サンサーンス

A015743U 【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑・ピンク《名》シール)

和視聴覚 ヴィルトゥオーゾ・ピアノ・トランスクリプション

サンサーンス

A007333Q

サンサーンス

A021073N

洋視聴覚 Le Carnaval des Animaux /Camille Saint-Saens

サンサーンス

A055045T

和視聴覚 ピアソラに捧ぐ /ゲイリー・バートン

ピアソラ

A054746-

和視聴覚 タンゴ:ゼロ・アワー

ピアソラ

A057605X 【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶シール)

和視聴覚 ピアソラの芸術(小松亮太)

ピアソラ

A040321K 新着・【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶シール)

洋視聴覚 HORA CERO

ピアソラ

A040031I

和視聴覚 アディオス・ノニーノ : アストル・ピアソラ作品集

ピアソラ

A034659.

和視聴覚 タンゴ:ゼロ・アワー

ピアソラ

A057605X 【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶シール)

和視聴覚 TAILORED RINTARO AKAMATSU

ピアソラ

A039605X

和視聴覚 浄められた夜 ～ドイツのオーケストラ伴奏付き歌曲集

シェーンベルク

A040328R

和視聴覚 エルシエロ 2020 ピアソラ

ピアソラ

A040320J 新着・【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶シール)

和視聴覚 交響曲第3番「オルガン付き」

サンサーンス

A040319R

洋視聴覚 RAVEL・STRAVINSKY BEATRICE RANA

ストラヴィンスキー

A040307O 新着・【レコメンド・メモリアル】鍵盤楽曲(黄緑シール)

和視聴覚 3楽章の交響曲 他

ストラヴィンスキー

A040329S 新着・【レコメンド・メモリアル】交響曲(青シール)

和視聴覚 シェーンベルク作品集「ヤコブの梯子」「期待」ほか

シェーンベルク

A021771S M-05445～M-05447

和視聴覚 交響曲 ハ調 ・ 3楽章の交響曲

ストラヴィンスキー

A024243P M-09407

和視聴覚 管楽器のためのソナタ集

サンサーンス

A031469X M-11279

和視聴覚 孤独の歳月

ピアソラ

A033921S T-1379

洋視聴覚

和視聴覚

バレエ音楽「春の祭典」 カルタ遊び 協奏曲ニ長調 / ストラヴィン
スキー

クラリティ / ディミトリ・アシュケナージ & ヴラディーミル・ア
シュケナージ

【レコメンド・メモリアル】鍵盤楽曲(黄緑《W》・ピンク枠
シール)
【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶・ピンク《Cl》シー
ル)
【レコメンド・メモリアル】鍵盤楽曲(黄緑・ピンク《2台》シー
ル)
【レコメンド・メモリアル】洋楽ジャズ(紫《G》・紫枠
《バー》シール)

【レコメンド・メモリアル】室内器楽曲(茶《ア》・ピンク
《Vc》シール)
【レコメンド・メモリアル】教員(鈴木大介)・室内器楽曲(茶・
ピンク枠《G・大》シール)

【レコメンド・メモリアル】教員(赤松林太郎)・鍵盤楽曲(黄緑
《A》・ピンク枠シール)
新着・【レコメンド・メモリアル】声楽曲(黄《独》・ピンク
《歌》シール)

新着・【レコメンド・メモリアル】管弦楽曲(緑《Y》・ピンク枠
シール)

第12巻
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作曲家メモリアルイヤー特集選書リスト
図書
和洋区別

書名

著者名

和書

シェーンベルク音楽論選 : 様式と思想 (ちくま学芸文庫:[シ41-1])

アーノルト・シェーンベルク著/上田昭訳

和書

ストラヴィンスキー音楽とは何か

ストラヴィンスキ―/著;佐藤浩/訳

和書

シェーンベルクのヴィーン (WAVE:23)

和書

作曲の基礎技法

洋書

Structural functions of harmony Rev. ed. with corrections / edited by Leonard Stein :
paper edition (The Norton library:N478)

資料ID

請求記号

J0882183 【レコメンド・メモリアル】760.4/Sh26/1
J002496/ 【レコメンド・メモリアル】760.4/St8/1
J002819$ 【レコメンド・メモリアル】760.8/W49/23

アルノルト・シェーンベルク著/G.ストラング, L.スタ
イン編/山縣茂太郎, 鴫原真一訳
by Arnold Schoenberg

J0882172 【レコメンド・メモリアル】761.6/Sh26/1

F017206V 【レコメンド・メモリアル】761.66/Sc6/CO

和書

アストル・ピアソラ 闘うタンゴ

J021908$ 【レコメンド・メモリアル】762.8/P58/1

和書

アストル・ピアソラ 闘うタンゴ

J046204Z 【レコメンド・メモリアル】762.8/P58/1

和書

ピアソラ : その生涯と音楽

和書

ピアソラ自身を語る

和書

ピアソラ

J046200V 【レコメンド・メモリアル】762.8/P58/1

和書

サン=サーンスとフォーレ : 往復書簡集1862-1920

J016032V 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sa22/1

和書

サン=サーンスとフォーレ : 往復書簡集1862-1920

J046163$ 【レコメンド・メモリアル】762.8/P58/1
ナタリオ・ゴリン著/斎藤充正訳

J046203Y 【レコメンド・メモリアル】762.8/P58/1

J046205- 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sa22/1
/ Michael Stegemann ;translated by Ann C. Sherwin

洋書

Camille Saint-Saens and the French solo concerto from 1850 to 1920

洋書

Saint-saens and his circle.

洋書

Camille Saint-Saens : a guide to research 2003

Timothy S.Flynn

F007187 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sa22/1

和書

シェ―ンベルク (20世紀音楽双書)

シュトウッケンシュミット/著;吉田秀和/訳

J002815Z 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

和書

J002817. 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

;Reinhard G. Pauly, general editor.

F002275V 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sa22/1
F002276W 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sa22/1

シェ―ンベルク (20世紀音楽双書)

シュトウッケンシュミット/著;吉田秀和/訳

和書

シェ―ンベルクとその楽派

ルネ・レイボヴイッツ/著;入野義朗/訳

J002818 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

和書

シェ―ンベルク評伝 : 保守的革命家

ヴィリ―・ライヒ/著;松原茂,佐藤牧夫/共訳

J002820V 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

和書

シェ―ンベルク (岩波現代選書:94)

C.ロ―ゼン/著;武田明倫/訳

J002816- 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

和書

出会い : 書簡・写真・絵画・記録

シェ―ンベルク,カンディンスキ―/[著];土肥美夫/訳

J002821W 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

洋書

Arnold Schonberg das Leben im Werk : (J.B.Metzler)

和書

シェーンベルクの旅路

F007151T 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1
石田一志著
グレン・グールド著/ギレーヌ・ゲルタン編/鈴木圭介

J0764676 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

和書

グールドのシェーンベルク

和書

「辺境」の音 : ストラヴィンスキーと武満徹 (音楽選書:72)

遠山一行/著

J004905. 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1

和書

ストラヴィンスキ―の思い出 (ゼピュロス叢書)

C.F.ラミュ/著;後藤信幸/訳

J002831X 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1

和書

ストラヴィンスキー : 二十世紀音楽の鏡像

船山隆著

J002830W 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1

訳

/ Paul Griffiths ;with Igor Stravinsky, Robert Craft,

J0766645 【レコメンド・メモリアル】762.8/Sc6/1

洋書

Igor Stravinsky, The Rake's progress (Cambridge opera handbooks)

洋書

The music of Stravinsky (Companions to the great composers)

洋書

Conversations with Igor Stravinsky.

洋書

Igor Stravinsky, an autobiography.

和書

ストラヴィンスキー : Igor Strawinsky 1882-1971 (大作曲家)

ヴォルフガング・デームリング/著;長木誠司/訳

J0398185 【レコメンド・メモリアル】762.88/D27/1

和書

シェーンベルク (大作曲家)

エーベルハルト・フライターク/著;宮川尚理/訳

J021855/ 【レコメンド・メモリアル】762.88/D27/1

和書

and Gabriel Josipovici.
/ Stephen Walsh.

F002351Q 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1
F002349X 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1
F002352R 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1
F002358X 【レコメンド・メモリアル】762.8/St8/1

近代音楽の創造者 : マ―ラ―/ドビュッシ―/ストラヴィンスキ― (大作曲家の世界 : ファ クィリ―ノ・プリンチペ/[ほか]著;蓑田洋子,小畑朋子/
ブリ・カラ―版:6)

訳

和書

ストラヴィンスキー

ロベール・ショアン著/遠山一行訳

和書

ストラヴィンスキ― (不滅の大作曲家)

ミシェル・フィリッポ/著;松本勤,丹治恒次郎/共訳

和書

音楽の十字街に立つ

C.サン=サーンス

J003546. 【レコメンド・メモリアル】762.88/D27/6-6
J073061- 【レコメンド・メモリアル】762.88/E37/5イ
J002924- 【レコメンド・メモリアル】762.88/F87/18
国立国会図書館デジタルコレクションのもの
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