
（著者の五十音順)

著者/編者/訳者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

音楽史ものしり事典  (音楽の友 別冊) 音楽之友社 1988 WS00-103

聴く音楽史 : グレゴリオ聖歌から武満徹
まで必聴CD155曲  (Ontomo mook)

音楽之友社 1995
WS02-213
WS90-006(富)

詳説総合音楽史年表 : 音楽を世界の歴
史からグローバルにとらえる. 改訂版

教育芸術社 c2003 WT01-021  

名曲の誕生 : 作曲家60人でたどるヴィ
ジュアル音楽史  (Ontomo mook)

音楽之友社 2001 WT00-662　

アインシュタイン, A.
著 ; 大宮真琴他訳

音楽史 ダヴィッド社 1956
U01-807
U03-903

ヴァン・エス, ドナル
ド・H.著 ;
船山信子他訳

西洋音楽史 : 音楽様式の遺産 新時代社 1986
U04-405
WS90-080(富)

ヴィオラ, ヴァル
ター著 ;
柿木吾郎訳

世界音楽史 : 四つの時代 音楽之友社 1970
U01-816
U01-839

ウェルナー, K.H.著
;
星野弘訳

音楽史 全音楽譜出版社
1962
-
1963

上  U01-300
     U01-854
下  U01-299
     U01-723
     WR90-133(富)

キンスキー, ゲオル
グ編 ;
門馬直衛訳補

目で見る音楽史 音楽之友社 1954
U01-832
U01-833

グラウト,D.J., C.V.
パリスカ著 ; 戸口
幸策他訳

グラウト/パリスカ新西洋音楽史  音楽之友社
1998
-
2001

上  WS01-521
     WS90-332(富)
中  WS01-617
　 　WS90-333(富)
下  WS01-809
     WS90-415(富)

グレイ,セシル著 ;
 大田黒元雄譯

音楽藝術史 第一書房 1932 U03-862

コルネーダー, ヴァ
ルター著 ;
中野博詞他 共訳

西洋音楽史 全音楽譜出版社 1980
WR03-787
WR90-128(富)

シェーリング, アル
ノルト編 ; ハンス・
ヨアヒム・モーザー
補 ;
皆川達夫訳補

西洋音楽史年表 音楽之友社. 1971 U00-512(参762.3）

シャーパー, ハイン
ツ=クリスティアン
著 ;
井本晌二訳

コンパクト西洋音楽史 シンフォニア 2001

上  WR03-879
     WR92-427(富)
下  WR03-880
     WR92-426(富)

シャンピニュール,
ベルナール著 ;
吉田秀和訳

音楽の歴史. 改訳版  (文庫クセジュ ; 88) 白水社 1969
U04-268
W90-037(富)

ダイスン, ジョオジ
著 ;  大田黒元雄訳

音樂文化史  再版 東亜出版社 1946 U03-974　

　　　　　　　　　　　　　　(所蔵：2012.10現在)
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著者/編者/訳者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

ダイスン, ジョオジ
著 ;  大田黒元雄訳

音楽文化史 音楽之友社 1950 U00-599　

ハード, マイクル著
;
福田昌作訳

西洋音楽史入門 音楽之友社 1974
U04-092
WR04-661
WR91-782(富)

パンシェルル, マル
ク著 ;  皆川達夫監
修・訳

音楽の歴史  PARCO出版局 1975
１．U01-830
2. U00-745

ハンブルク, O.編著
; 徳永隆男, 戸口幸
策共訳

五線譜でたどる音楽の歴史 : 古代ギリ
シャからヨハン・セバスティアン・バッハま
で

アカデミア・
ミュージック

1982
WR04-289
WR91-074(富)

ヒューズ, デイ
ヴィッド・G著 ;
ホアキン・M.ベニテ
ズ,近藤譲訳

ヨーロッパ音楽の歴史 : 西洋文化におけ
る芸術音楽の伝統

朝日出版社 1984 U03-726　

ベッカー, パウル著
河上徹太郎訳

西洋音樂史 創元社 1950 U03-920　

ヘルツフェルト, フ
リードリヒ著 ; 渡辺
護訳

わたしたちの音楽史. 改定  (白水Uブック
ス ; 1114, 1115)

白水社 2010
上  W18-780
下  W18-782

ヘルツフェルト, フ
リードリヒ著 ; 渡辺
護訳

わたしたちの音楽史 白水社 1962 U01-856　

ミラー, H.M.著 ;
村井範子他訳

新音楽史. 改訂版 東海大学出版会 2000 WR03-477　

ミラー, H.M.著 ;
村井範子, 佐藤馨,
松前紀男訳

音楽史. 24版 東海大学出版会 1977 U04-102　

ミラー, H.M.著 ;
村井範子, 佐藤馨,
松前紀男訳

新音楽史. 改訂第4版の全訳 東海大学出版会 1977
U03-506
WR90-808(富)

メルスマン, ハンス
著 ; 野村良雄, 原
田義人訳

西洋音楽史. 新版 みすず書房 1970
1. U01-847
2. U01-790
3. U01-845

ランドルミイ, ポオ
ル著 ; 柿沼太郎訳

音楽史 (音楽文庫 ; 第57, 58) 音楽之友社 1953
上 U00-637
下 U00-638
    U00-639

ロラン=マニュエル
著 ;  吉田秀和訳

音楽のあゆみ  (音楽のたのしみ / ロラ
ン=マニュエル著 ;  2,3)
　1.  ベートーヴェンまで
　2.　ベートーヴェンから今日まで

白水社 1966
1. U03-877
2. U03-940

ロラン=マニュエル
著 ;  吉田秀和訳

音楽のあゆみ  (音楽のたのしみ / ロラ
ン=マニュエル著 ;  2,3)
　1.  ベートーヴェンまで
　2.　ベートーヴェンから今日まで

白水社 1953

1. U01-861
   U03-870
2. U01-862
    U03-922

 井上和男 音楽の世界史 音楽之友社 1994
WR02-218
WR90-619(富)

 岡田暁生
西洋音楽史 : 「クラシック」の黄昏  (中公
新書 ; 1816)

中央公論新社 2005 W18-783　

 乙骨三郎 西洋音楽史  (音楽文庫 ; 第93-95) 音楽之友社 1955 上 U00-678　

 笠原潔
西洋音楽の歴史  (放送大学教材 ;
87722-1-9711)

放送大学教育振
興会

1997 WR90-264(富)　

 神戸時司 ヨーロッパ文化と音楽 : その史的考察 琴光堂 1971 U01-726　
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著者/編者/訳者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

 久保田慶一他
はじめての音楽史 : 古代ギリシアの音楽
から日本の現代音楽まで. 増補改訂版

音楽之友社 2009 WR05-408　

 久保田慶一他
はじめての音楽史 : 古代ギリシアの音楽
から日本の現代音楽まで

音楽之友社 1996
WR02-772
WR90-337(富)

 黒沢隆朝 世界音楽史 雄山閣出版 1957
U01-838
WR01-666

小泉文夫他

耳による音楽史
第1:1 古代と東洋の音楽 2 中世初期の
音楽(1300年まで) 3 アルス・ノーヴァとル
ネサンスの音楽
第2:4 ヒューマニズムの時代の音楽 5 歌
劇と教会音楽 6 器楽の発達
第3:7 交響楽的展望 8 ベートーヴェンの
時代 9 ロマン派 10 現代音楽

音楽之友社
1959
-
1962

第1.U01-795

第2.U01-796
      U04-596

第3.U01-797
　　 U04-595

 属啓成 音楽史大図鑑. 増補 音楽之友社 1983 U03-386 (参762）

 属啓成 音楽史大図鑑 音楽之友社 1970
U00-520
WT00-748

 属啓成 音楽の歴史 音楽之友社 1958
WR04-648
WR91-302　(富)

 柴田仁
新・音楽の歴史 : 西洋史、社会史、日本
音楽のクロスオーヴァー

芸術現代社 1987 WR91-702(富)　

 柴田仁
音楽の歴史 : 西洋音楽と日本音楽の流
れ

あゆみ出版 1981 U02-822　

 柴田仁 音楽その歴史 : 社会の流れの中で 共同企画 1973 U01-798 　

 柴田南雄 西洋音楽の歴史 音楽之友社
1967
-
1973

上  U01-858
     WR02-098
     W90-147(富)
中  U01-859
     WR02-099
　 　W90-162(富)
下  U01-809
     W90-163(富)

 高橋浩子他編著 西洋音楽の歴史 東京書籍 1996
WR02-602
WR91-459(富)

 谷慶郎
母と子の音楽史 : むかしの音楽いまの
音楽

レッスンの友社 1978 U01-799　

田村和紀夫, 鳴海
史生著

音楽史17の視座 : 音楽と思想・芸術・社
会を解く : 古代ギリシャから小室哲哉ま
で

音楽之友社 1998 WR05-900　

 田村和紀夫
名曲が語る音楽史 : アナリーゼで解き明
かす : グレゴリオ聖歌からボブ・ディラン
まで

音楽之友社 2000 WR03-490　

 田村和紀夫
新名曲が語る音楽史 : アナリーゼで解き
明かす : グレゴリオ聖歌からポピュラー
音楽まで

音楽之友社 2008 WR92-698(富)  

 千蔵八郎 音楽史 : 作曲家とその作品 教育芸術社 c1983 WS90-047(富)　

 千蔵八郎 音楽史 音楽之友社 1957 U01-820　

 千蔵八郎他 基本音楽史 音楽之友社 1968 U04-155　

 原田玲子 ヨーロッパ芸術文化と音楽 音楽之友社 1986 WR90-609(富)　
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著者/編者/訳者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

 堀内敬三 音楽史  （音楽講座） 新版 音楽之友社 1978 U01-864　

 南ひろよし わかりやすい音楽と楽器の歴史 全音楽譜出版社 1979 U00-383　

美山良夫, 茂木博
編著

音楽史の名曲 : グレゴリオ聖歌から前古
典派まで

春秋社 1981
U02-646
WS01-958
WS90-060(富)

 諸井三郎 解説音楽史 13版 大和文庫 1976 U01-815　

 門馬直美 西洋音楽史概説 春秋社 1976
U01-835
WR90-291(富)

 山根銀二 音楽の歴史 岩波書店 1957 U01-791
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シリーズ/巻号/タイトル 請求記号

クラシックの世紀 : 耳による音楽史

1 CD14-436 

2 CD14-437 

3 CD14-438 

4 CD14-439

2 CD14-440 

6 CD14-441 

シリーズ/巻号/タイトル 請求記号

ヨーロッパの都市と音楽

第1部 LD00-561 

第2部上 LD00-563 

第2部下 LD00-565 

第3部 LD00-567 

第4部 LD00-569 

第5部 LD00-571 

第6部 LD00-573 

1800-1900

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所蔵：2012.10現在)

録音資料

1000-1400

1400-1500

1500-1600

1600-1700

1700-1800

ローマの祝祭 ～ ルネサンスとバロック

栄華の歌 ～ ジョージ王朝のロンドン

魂の響き ～ 帝政ロシアの音楽

黄昏の陶酔 ～ 世紀末ウィーン

映像資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所蔵：2012.10現在)

壮麗な饗宴 ～ 宮廷と作曲家

栄光のウィーン ～ 18, 19世紀

栄光のウィーン ～ 18, 19世紀
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