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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

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。

2021/7/2
媒体

タイトル

著者・作者・演奏者

図書

お探し物は図書室まで

青山美智子 著

J100085X

【レコメンド・文学賞】913.6/A58/1

その扉をたたく音

瀬尾まいこ 著

J100084W

【レコメンド・文学賞】913.6/Se76/1

コンサートホールとオペラハウス : 音楽と空間の響きと建築

レオ・L.ベラネク, 日高孝之, 永田穂 著

J100088-

【レコメンド・新着】760.15/B38/1

CUBASE 11攻略BOOK : これ1冊で、基本から実践テクまで丸わかり!

東哲哉 著

J100100L

【レコメンド・新着】760.99/A99/SC

リズムから考えるJ-POP史 : Real Sound collection

imdkm 著

J100104P

【レコメンド・新着】760.99/I46/SC

渋谷音楽図鑑

牧村憲一, 藤井丈司, 柴那典 著

J100101M

【レコメンド・新着】760.99/Sh23/SC

和声法がぐんぐん身につく本 (1冊でわかるポケット教養シリーズ)

土田京子 著

J100082U

【レコメンド・新着】761.3/Ts29/1

ニッポンの音楽 (講談社現代新書:2296)

佐々木敦 著

J100102N

【レコメンド・新着】762.1/Sa75/1

ニッポンのうたはどう変わったか (平凡社ライブラリー:880)

佐藤良明 著

J100103O

【レコメンド・新着】762.1/Sa85/1

すべての音に祝福を : ジョン・ケージ50の言葉

白石美雪 著

J100083V

【レコメンド・新着】762.8/C11/1

ヴィオラ・ダ・ガンバの手引 カラー版

研究誌準備委員会執筆

J100106R

【レコメンド・新着】764.22/N71/SI

Instruments of Nippon Music Foundation

J100105Q

【レコメンド・新着】764.22/N77/SI

三絃 「縁どられた沈黙」

A100052I

新着・邦楽(黒《邦》シール)

Love Collection ～pink～

A100053J

新着・J-POP(蛍光ピンク《N》シール)

EXILE CATCHY BEST

A100054K

新着・J-POP(蛍光ピンク《E》シール)

We Don't Stop

A100055L

新着・J-POP(蛍光ピンク《N》シール)

インタールード

A100056M

新着・洋楽ジャズ(紫《H》シール)

ゼルダの伝説 トワイライトプリンセスHD オリジナルサウンドトラック

A100057N

新着・ゲーム・ピンク・ゼ

悪原 至×打楽器 Ⅱ

A100058O

新着・教員(悪原 至)・室内器楽曲(茶・ピンク《Prc》シール)

Solemn Rose : Tatsuya Sato EARLY BIRD Presents Sax PF Duo

A100059P

新着・教員(佐藤達哉)・邦楽ジャズ(紫・ピンク枠《S》シール)

the imagined savior is far easier to paint

A100061I

新着・洋楽ジャズ(紫《A》シール)

誰も寝てはならぬ

A100062J

グランデ アモーレ : すべての愛をあなたへ

A100063K

Musica proibita ～禁じられた音楽～

A100064L

ミュージカル「アナスタシア」

V100005.

新着・ミュージカル・灰・宝塚

青山純 一つ打ちの真髄

V100006

新着・ROCK/POPS・紫・教

エデンの東

V100007$

新着・映画・ピンク・え

ソナチネ

V100008/

新着・日本映画・ピンク・北野

TENET

V100009+

新着・映画・ピンク・て

ワンダーウーマン 1984

V100010X

新着・映画・ピンク・わ

ワンダーウーマン

V100011Y

新着・映画・ピンク・わ

アリー : スター誕生

V100012Z

新着・映画・ピンク・あ

ラーヤと龍の王国

V100013-

新着・映画・ピンク・ら

レッドタートル ある島の物語 : マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作品集

V100014.

新着・ジブリ・ピンク・れ

JUICE UP!! TOUR FINAL

V100015

新着・ROCK/POPS・紫・邦・わ

Everybody!! TOUR FINAL

V100016$

新着・ROCK/POPS・紫・邦・わ

ミュージカル オーシャンズ11

V100017/

新着・ミュージカル・灰・宝塚

CD

DVD

楽譜

バーコード番号 請求記号（シール情報）

新着・教員(谷川明)・声楽曲(黄《U》・ピンク枠
《日》シール)
新着・教員(谷川明)・卒業生(上本訓久)・声楽曲(黄
《U》・ピンク枠《日》シール)
新着・教員(押川浩士・谷川明)・声楽曲(黄《O》・ピ
ンク枠《日》シール)

恵信尼の2つのアリオーソ

大谷 千正

M1005780

766.1/O84/VO

アメリカ・イギリス歌曲集

藤井 多恵子 編著

M1005892

766.18/V85/VO

『後鳥羽上皇と伊賀局』 の場面

大谷 千正

M100580-

766.22/O84/VO

混声合唱のための5つのアリア

大谷 千正

M100577% 766.29/O84/VO

混声8部合唱のための礼讃 I ・ II

大谷 千正

M1005791

766.29/O84/VO

「動物の謝肉祭」 より : フレキシブル 《6パート+打楽器》

C. サン=サーンス/小野寺真 編曲

M100590.

【新着】767.61/Sa22

M100591

【新着】767.172/H89/Hrn

歌心溢れる名曲をホルンで : ピアノと楽しむ名旋律 , ピアノ伴奏CD&伴奏譜付 山田 香, 金益 研二, 広瀬 正憲 編曲 , 丸山 勉 監修
憧れのヴァイオリン名曲集 : 大谷康子のヴァイオリン大好き！

大政 直人 編曲/大谷 康子 監修

M1005870

【新着】767.312/V79/Vn

珠玉のクラシック名曲集 : 大谷康子のヴァイオリン大好き！

大政 直人 編曲 , 大谷 康子 監修

M1005881

【新着】767.312/V79/Vn

Trumpet Love letter : 金管五重奏 (ズーラシアンブラス)

石川 亮太

M100592$

【新着】767.675/B71 (B-122)

Valse : des Musiques de soie , pour piano

FRANCIS POULENC/Nicolas Southon

M100030Q

111-02670-007200

Parable op. 127 : for Solo Trumpet (Parable XIV)

VINCENT PERSICHETTI

M100029Y

512-02560-000100

Sonatina : fur Trompete solo

HANS WERNER HENZE

M100028X

512-01477-000100

Jazz-Toccata : pour saxophone alto et piano

FERNANDE DECRUCK

M100027W 442-05729-000300

Suite-divertissement : pour violon, alto, violoncelle et piano

ALEXANDRE TANSMAN

M100033T

825-03314-000200

Solo pour hautbois : avec accompagnement de piano

EMILE PALADILHE/Evert van Tright

M100032S

422-02491-000100

Schubertiana : piano

XAVIER MONTSALVATGE

M100031R

111-02277-000300

Die Harmonie der Welt : Oper in funf Aufzugen, Erster Aufzug (Paul

PAUL HINDEMITH/herausgegeben von Giselher

Hindemith Samtliche Werke:1-10-1)

Schubert

M100026V

023-01210-011010 A2/H3/1-10-1
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