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①ピアノ技術書

ウ-ピ-B63 ピアノ製作技術論 S.ｳｫﾙﾌｪﾝﾃﾞﾝ 1999 エイデル研究所 196 ¥6,667
シ-せ-B65 世界の調律 ﾏﾘｰ･ｼｪｰﾌｧｰ 1986 平凡社 411 ¥4,175
ス-ス-B109 スタインベルクピアノ修復の記録 ｽﾀｲﾝﾍﾞﾙｸﾋﾟｱﾉ修復活用委員会 2005 (株)吉備人出版 140 ¥2,310

②ピアノ関連書
ピ-B26 ピアノを読む本 村上　輝久　他 1994 ヤマハミュージックメディア 191 ¥1,550

こ-お-B28 校舎の調律　～学校の音楽環境を見直そう～ 岡山　好直 1991 （株）音楽之友社 242 ¥2,330
モ-ピ-B31 ピアノの巨匠たちとともに　～ある調律師の回想～ ﾌﾗﾝﾂ･ﾓｱ 1994 （株）音楽之友社 295 ¥2,500
モ-ピ-B104 増補版　ピアノの巨匠たちとともに ﾌﾗﾝﾂ･ﾓｱ 2002 (株)音楽之友社 314 ¥2,730
き-ピ-B34 ピアノの常識入門 北村　恒ニ 1982 （株）音楽之友社 207 ¥2,800
ま-め-B41 明治の楽器製造者物語　～西川虎吉、松本新吉～ 松本　雄二郎 1997 （株）創英社 302 ¥18,500
は-き-B42 郷愁のピアノ　～イースタインに魅せられて～ 早川　茂樹 1997 （有）随想社 254 ¥1,800
ア-ピ-Ｂ51 ピアノ音楽史 ｳｨﾘｰ･ｱｰﾍﾟﾙ 1957 （株）音楽之友社 285 ¥5,900
エ-オ-Ｂ58 オトナの試験　2 NHK「オトナの試験」製作班 1999 KTC中央出版 141 ¥1,200
わ-チ-B60 チェンバロ・フォルテピアノ 渡邊　順生 2000 東京書籍 865 ¥6,800
ま-て-B64 天使のピアノ 眞杉　章 2000 ネット武蔵野 39 ¥1,143
ち-ピ-B76 ピアノ音楽史事典 千蔵　八郎 1996 春秋社 674 ¥4,800
た-ピ-B78 ピアノレパートリー事典 高橋　淳 1988 春秋社 438 ¥3,200
な-ピ-B83 ピアノ曲鑑賞辞典 中河　原理 1992 東京堂出版 425 ¥2,900
カ-パ-B103 パリ左岸のピアノ工房 T.E.ｶｰﾄ 2001 (株)新潮社 318 ¥2,940

③音楽書
さ-1-B1 作曲家別曲解説ライブラリー　　1　マーラー 海老沢　敏　他 1992 （株）音楽之友社 157 ¥1,500
さ-2-B2 作曲家別曲解説ライブラリー　　2　ワーグナー 菅野　浩和　他 1992 （株）音楽之友社 206 ¥1,800
さ-3-B3 作曲家別曲解説ライブラリー　　3　ベートーベン 有坂　愛彦　他 1992 （株）音楽之友社 574 ¥3,800
さ-4-B4 作曲家別曲解説ライブラリー　　4　ショパン 佐川　吉男　他 1993 （株）音楽之友社 284 ¥2,600
さ-5-B5 作曲家別曲解説ライブラリー　　5　ブルックナー 菅野　浩和　他 1993 （株）音楽之友社 206 ¥2,220
さ-6-B6 作曲家別曲解説ライブラリー　　6　ドヴォルザーク 有坂　愛彦　他 1993 （株）音楽之友社 329 ¥2,300
さ-7-B7 作曲家別曲解説ライブラリー　　7　ブラームス 菅野　浩和　他 1993 （株）音楽之友社 484 ¥2,800
さ-8-B8 作曲家別曲解説ライブラリー　　8　チャイコフスキー 伊藤　恵子　他 1993 （株）音楽之友社 270 ¥2,700
さ-9-B9 作曲家別曲解説ライブラリー　　9　R.シュトラウス 黒田　恭一　他 1993 （株）音楽之友社 254 ¥2,600

さ-10-B10 作曲家別曲解説ライブラリー　10　ドビュッシー 笠羽　映子　他 1993 （株）音楽之友社 278 ¥2,800
さ-11-B11 作曲家別曲解説ライブラリー　11　ラヴェル 北沢　方邦　他 1993 （株）音楽之友社 180 ¥2,000

（社）日本ピアノ調律師協会　関東支部ライブラリー（国内版・技術書、音楽書）
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さ-12-B12 作曲家別曲解説ライブラリー　12　J.S.バッハ 金沢　正剛　他 1993 （株）音楽之友社 550 ¥4,300
さ-13-B13 作曲家別曲解説ライブラリー　13　モーツァルト　1 海老沢　敏　他 1993 （株）音楽之友社 390 ¥3,700
さ-14-B14 作曲家別曲解説ライブラリー　14　モーツァルト　2 海老沢　敏　他 1994 （株）音楽之友社 534 ¥4,300
さ-15-B15 作曲家別曲解説ライブラリー　15　ショスタコービッチ 石田　一志　他 1993 （株）音楽之友社 294 ¥3,000
さ-16-B16 作曲家別曲解説ライブラリー　16　新ウィーン楽派 石田　一志　他 1994 （株）音楽之友社 294 ¥3,100
さ-17-B17 作曲家別曲解説ライブラリー　17　シューベルト 石井不二雄　他 1994 （株）音楽之友社 387 ¥4,200
さ-18-B18 作曲家別曲解説ライブラリー　18　北欧の巨匠 大束　省三　他 1994 （株）音楽之友社 316 ¥3,900
さ-19-B19 作曲家別曲解説ライブラリー　19　ベルリオーズ 大木　正興　他 1994 （株）音楽之友社 142 ¥2,200
さ-20-B20 作曲家別曲解説ライブラリー　20　プロコフィエフ 伊藤　恵子　他 1995 （株）音楽之友社 260 ¥3,500
さ-21-B21 作曲家別曲解説ライブラリー　21　ヴィヴァルディ 岩井　宏之　他 1995 （株）音楽之友社 245 ¥3,300
さ-22-B22 作曲家別曲解説ライブラリー　22　ロシア国民楽派 伊藤　恵子　他 1995 （株）音楽之友社 229 ¥3,300
さ-23-B23 作曲家別曲解説ライブラリー　23　シューマン 石橋　洋子　他 1995 （株）音楽之友社 318 ¥3,900
さ-24-B24 作曲家別曲解説ライブラリー　24　ヴェルディ／プッチーニ 海老沢　敏　他 1995 （株）音楽之友社 332 ¥3,900
さ-25-B25 作曲家別曲解説ライブラリー　25　ストラヴィンスキー 石田　一志　他 1995 （株）音楽之友社 237 ¥3,400
さ-ピ-B27 ピアニストの手　～障害とピアノ奏法～ 酒井　直隆 1998 （株）音楽之友社 110 ¥1,700
あ-が-B29 新版　楽器の音響学 安藤　由典 1996 （株）音楽之友社 306 ¥4,400
と-に-B30 日本の音階を探る 東川　清一 1990 （株）音楽之友社 243 ¥3,107
ご-ソ-B32 ソルフェージュからピアノへ　～４・５歳児のピアノ指導～ 呉　暁 1987 （株）音楽之友社 219 ¥2,200
ご-ピ-B33 ピアノの上達はソルフェージュから 呉　暁 1991 （株）音楽之友社 220 ¥2,350
ロ-お-B35 音楽の科学　～音楽の物理学、精神物理学入門～ ﾎｱﾝ･G･ﾛｰﾀﾞﾗｰ 1981 （株）音楽之友社 253 ¥4,660
ウ-お-B36 音楽の物理学 ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･ｳｯﾄﾞ 1976 （株）音楽之友社 343 ¥4,500
プ-ホ-B37 ホロヴィッツ ｸﾞﾚﾝ･ﾌﾞﾗｽｷﾝ 1984 （株）音楽之友社 390 ¥4,500
テ-お-B38 音の不思議をさぐる　～音楽と楽器の科学～ ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾃｲﾗｰ 1998 大月書店 341 ¥3,600
ケ-お-B39 音律について　上　～バッハとその時代～ H.ｹﾚﾀｰﾄ 1990 大月書店 140 ¥3,600
さ-ぜ-B40 絶対音感 最相　葉月 1998 （株）小学館 337 ¥1,600
ア-こ-B43 古楽とは何か　～言語としての音楽～ ﾆｺﾗｳｽ･ｱｰﾉﾝｸｰﾙ 1997 （株）音楽之友社 326 ¥2,600
お-お-B44 音と音楽の基礎知識 大蔵　康義 1999 （株）国書刊行会 258 ¥2,200
ふ-ひ-B45 響きの考古学　～音律の世界史～ 藤枝　守 1998 （株）音楽之友社 206 ¥1,800
い-ピ-B46 ピアノ奏法　～音楽を表現する喜び～ 井上　直幸 1998 （株）春秋社 155 ¥2,000
あ-に-B47 二十世紀の巨匠たち 浅岡　弘和 1998 （株）芸術現代社 186 ¥1,500
グ-グ-Ｂ48 グレン・グールド書簡集 L.ﾛﾊﾞｰﾂ、G.ｹﾞﾙﾀﾝ 1999 みすず書房 578 ¥6,800
み-こ-B49 ここまできた音楽ビジネス　～音楽企画制作概論～ 皆川　弘至 1998 （株）音楽之友社 145 ¥1,800
ロ-か-B50 絵画と音楽 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾛｯｸｽﾊﾟｲｻｰ 1999 白水社 260 ¥3,200

グ-し-1-B52 新西洋音楽史　上 D.J.ｸﾞﾗｳﾄ 1998 （株）音楽之友社 369 ¥3,800
グ-し-2-B53 新西洋音楽史　中 D.J.ｸﾞﾗｳﾄ 1998 （株）音楽之友社 401 ¥4,400
グ-し-3-Ｂ54 新西洋音楽史　下 D.J.ｸﾞﾗｳﾄ 2001 （株）音楽之友社 446 ¥4,600
フ-フ-B55 フルトベングラーの手記 芦津　丈夫、石井　不二雄 1998 （株）精興社 379 ¥4,200
た-お-B56 音楽と感情 谷口　高士 1999 北大路書房 166 ¥4,200
お-B57 音の感性を育てる　（CD付）　～聴能形成の理論と実際～ 北村　音壱、佐々木　實 1996 （株）音楽之友社 197 ¥4,100

き-ヨ-B59 ヨーロッパの音を求めて 杵渕　恵子 1980 第一文成堂 465 -



ｺｰﾄﾞ番号 書　　　　名 著　者　・　編　者 初版 出　版　社 ﾍﾟｰｼﾞ数 価格
プ-お-B61 音楽大全　Ⅱ　楽器誌 ﾌﾟﾚﾄﾘｳｽ 2000 エイデル研究所 336 ¥12,381
ザ-が-Ｂ62 楽器の精神と生成 ｸﾙﾄ･ｻﾞｯｸｽ 1991 つばさプロ 439 -
ち-じ-1-B66 １９世紀のピアニストたち 千蔵　八郎 1985 （株）音楽之友社 217 ¥980
ち-じ-2-B67 １９世紀のピアニストたち　（続） 千蔵　八郎 1987 （株）音楽之友社 252 ¥1,200
ち-に-1-B68 ２０世紀のピアニストたち　（上） 千蔵　八郎 1991 （株）音楽之友社 232 ¥1,243
ち-に-2-B69 ２０世紀のピアニストたち　（下） 千蔵　八郎 1992 （株）音楽之友社 208 ¥1,165
コ-ジ-B70 ジュリアードの青春 ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ｺｰｶﾞﾝ 1998 新宿書房 346 ¥2,400
え-ち-B71 超越の響き　～モーツァルトの作品世界～ 海老沢　敏 1999 （株）小学館 795 ¥6,800
バ-グ-B72 グレン・グールド演奏術　（CD付） ｹｳﾞｨﾝ･ﾊﾞｻﾞｰﾅ 2000 白水社 435 ¥4,200
ク-が-B73 琴線の触れ合い ｷﾞﾄﾞﾝ･ｸﾚｰﾒﾙ 1997 （株）音楽之友社 299 ¥2,300
ひ-1-B74 新訂　標準音楽辞典　（第1巻） 1960 （株）音楽之友社 1199 ¥15,600
ひ-2-B75 新訂　標準音楽辞典　（第2巻） 1966 （株）音楽之友社 2390 ¥15,600
お-B77 音楽英和事典 1997 ﾘｯﾄｰﾐｭｰｼﾞｯｸ 287 ¥2,200

ミ-ず-B79 図解　音楽事典 U.ﾐﾋｪﾙｽﾞ 1998 白水社 677 ¥5,700
う-う-B96 上野学園所蔵楽器目録　〔Ⅱ〕 上野学園大学楽器研究室 1990 上野学園 90 -
テ-ヴ-B97 ヴァイオリンは語る ｼﾞｬｯｸ･ﾃｨﾎﾞｰ 1992 白水社 318 ¥1,180
ミ-ロ-B98 ロシアから西欧へ　～ミルスタイン回想録～ ﾅﾀﾝ･ﾐﾙｽﾀｲﾝ、ｿﾛﾓﾝ･ｳﾞｫﾙｺﾞﾌ 2000 春秋社 452 ¥3,500
ゲ-ヨ-B100 ヨハン・セバスティアン・バッハ　1～4 ﾏﾙﾃｨﾝ･ｹﾞｯｸ 2001 東京書籍 - ¥15,000
ア-せ-B102 世界音楽文化図鑑 ｱﾗﾝ･ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ 2001 (株)東洋書林 256 ¥12,600
な-き-B106 近代日本洋楽史序説 中村　洪介 2003 東京書籍(株) 909 ¥15,750
ガ-ミ-B108 ミケランジェリ　～ある天才との綱渡り～　CD付 ｺｰﾄ･ｶﾞｰﾍﾞﾝ 2004 (株)ｱﾙﾌｧﾍﾞｰﾀ 236 ¥2,940

B-122 楽器年鑑 ミュージックトレード ミュージックトレード
B-123 演奏年鑑　２００８ 日本演奏連盟 2008 日本演奏連盟
B-124 演奏年鑑　２００９ 日本演奏連盟 2009 日本演奏連盟

B-125－① 世界のコンクールガイド　２００２－２００３ ショパン 2002 ショパン
B-125－② 世界のコンクールガイド　２００２－２００３ ショパン 2002 ショパン

④一般参考書
リ-B80 リーダース英和辞典 1984 研究社 2569 ¥11,650
ど-B81 独和大辞典 1985 （株）小学館 2705 ¥5,630
し-B82 新スタンダード仏和辞典 1987 大修館書店 1977 ¥3,800
こ-Ｂ111 岩波国語辞典　第5版 1994 (株)岩波書店 1348 ¥3,600


