
書誌情報 元の所在 棚番号 請求記号 資料番号

After Effects標準エフェクト全解 : completed all of 289 effects / 石坂アツシ, 大河原浩一,

笠原淳子著. -- CC対応改訂第4版. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2018.7. -- 583p : 挿図 ; 26cm.
本館2階:美術書 B12 007.642/I84//B12 001146940

無料ではじめるBlender CGイラストテクニック : 3DCGの考え方としくみがしっかりわか

る / 大澤龍一著. -- 技術評論社, 2016.8. -- 279p ; 23cm.
本館2階:美術書 B17 007.642/O74//B17 001147007

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・

オッペンハイム著 ; 小林朋則訳. -- 文響社, 2018.5. -- 383p ; 21cm.
本館2階:社会学部 033/KI12 001147517

コンビニ人間 / 村田沙耶香著. -- 文藝春秋, 2018.9. -- 168p ; 16cm. -- (文春文庫 ; [む-16-

1]).
本館2階:文庫/新書 BUN 080/BUN/MU16/BUN 001150209

水曜の朝、午前三時 / 蓮見圭一著. -- 河出書房新社, 2017.11. -- 309p ; 15cm. -- (河出文庫

; [は23-1]).
本館2階:文庫/新書 BUN 080/KAW/HA23/BUN 001150951

時間を忘れるほど面白い人間心理のふしぎがわかる本 / 清田予紀著. -- 三笠書房, [2016.9].

-- 230p ; 15cm. -- (王様文庫 ; [C10-7]).
本館2階:文庫/新書 BUN 080/OSA/KI84/BUN 001150960

バカ論 / ビートたけし著. -- 新潮社, 2017.10. -- 189p ; 18cm. -- (新潮新書 ; 737). 本館2階:文庫/新書 SHI 080/SHI/737/SHI 001147268

よくわかる情動発達 / 遠藤利彦, 石井佑可子, 佐久間路子編著. -- ミネルヴァ書房, 2014.10.

-- iv, 221p : 挿図 ; 26cm. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).
本館1階:保育書 H21 141.6/E59//H21 001150521

よくわかる臨床発達心理学 / 麻生武, 浜田寿美男編. -- 第4版. -- ミネルヴァ書房, 2012.6. -

- vi, 256p ; 26cm. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).
本館1階:保育書 H21 143/A88//H21 001150512

よくわかる発達心理学 / 無藤隆, 岡本祐子, 大坪治彦編. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房,

2009.1. -- v, 205p : 挿図 ; 26cm. -- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).
本館1階:保育書 H21 143/MU93//H21 001150503

老いのこころと向き合う音楽療法 / 北本福美著. -- 増補改訂版. -- 音楽之友社, 2011.3. --

166p ; 21cm.
本館2階: 音楽書 M2 146.8/KI67//M2 001149923
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松井紀和の「スーパービジョン」 : うまくいかない音楽療法セッション・音楽活動のため

に / 鈴木千恵子編著. -- 音楽之友社, 2011.10. -- 103p ; 21cm.
本館2階: 音楽書 M2 146.8/SU96//M2 001149905

はじめてまなぶ行動療法 / 三田村仰著. -- 金剛出版, 2017.8. -- 333p : 挿図 ; 21cm. 本館2階: 音楽書 M2 146.811/MI58//M2 001150488

芸術療法 / 徳田良仁 [ほか] 監修 ; 1, 2. -- 岩崎学術出版社, 1998.10. -- 2冊 : 挿図 ; 22cm. 本館2階: 音楽書 M2 146.813/TO35//M2 001150479

がんばる理由が、君ならいい / 0号室著. -- KKベストセラーズ, 2017.12. -- 181p ; 19cm. 本館2階:社会学部 159/Z3 001147310

リタと旅する。 : 日本のウイスキーの父「竹鶴政孝」を支えた妻. -- いのちのことば社,

2015.1. -- 95p ; 17cm. -- (フォレストブックス).
本館2階:社会学部 289.1/R48 001147277

尾畠春夫 魂の生き方 / 尾畠春夫著 ; 松下幸聞き手・構成 ; 南々社編集部聞き手・構成. --

南々社, 2018.11. -- 194p ; 19cm.
本館2階:社会学部 369.7/O12 001150432

教室でできる気になる子への認知行動療法 : 「認知の歪み」から起こる行動を変える13の

技法 / 松浦直己著. -- 中央法規出版, 2018.10. -- 158p ; 26cm.
本館1階:保育書 H6 371.43/MA86//H6 001150290

現場発!保育のとっておき★裏技101 / ひかりのくに編集部編. -- ひかりのくに, 2018.4. --

127p ; 19cm. -- (ハッピー保育books ; 26).
本館1階:保育書 H9 376.1/H57//H9 001150361

保育の言葉かけタブー集 / 保育の言葉かけ研究会編 ; 保護者編, 園児編. -- 誠文堂新光社,

2012.4-. -- 冊 ; 22cm.
本館1階:保育書 H9 376.1/H81//H9 001150138

「あたりまえ」を見直したら保育はもっとよくなる! : 0.1.2歳児保育 : 足立区立園の保育の

質が上がってきた理由 / 伊瀬玲奈編著. -- [学研教育みらい]. -- 159p ; 21cm. -- (Gakken保

育books).

本館1階:保育書 H21 376.1/I69//H21 001150110

実習おまかせBOOK : 3・4・5歳児の保育ガイド / 出雲美枝子著. -- ひかりのくに, 2014.1.

-- 152p ; 26cm. -- (ひかりのくに保育ブックス).
本館1階:保育書 H9 376.1/I99//H9 001150094

それって、保育の常識ですか? : ほんとうに大切なこと35 / 柴田愛子著. -- 鈴木出版,

2014.4. -- 167p ; 19cm.
本館1階:保育書 H21 376.1/SH18//H21 001150100
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保育にいかすおはなしテクニック : 3分で語れるオリジナル35話つき / こがようこ著. -- 小

学館, 2017.12. -- 160p : 挿図 ; 19cm.
本館1階:保育書 H13 376.159/KO24//H13 001150129

うちの子はADHD : 反抗期で超たいへん! / かなしろにゃんこ。著. -- 講談社, 2017.10. --

140p ; 21cm. -- (こころライブラリー).
本館1階:保育書 H6 378.8/KA46//H6 001150380

マンガでわかる発達障害の僕が羽ばたけた理由 / 栗原類著 ; 酒井だんごむし画. --

KADOKAWA, 2017.12. -- 189p ; 19cm.
本館1階:保育書 H6 378.8/KU61//H6 001150307

気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」 : 保育者が身につけたい配慮とコ

ミュニケーション / 守巧著 ; にしかわたくイラスト. -- 中央法規出版, 2018.10. -- 135p :

挿図 ; 22cm.

本館1階:保育書 H6 378.8/MO45//H6 001150316

マンガ版自閉症日常生活おたすけじてん : すぐわかるこんなときどーする? / 成沢真介著. -

- 合同出版, 2016.5. -- 111p ; 21cm.
本館1階:保育書 H6 378.8/N52//H6 001150352

手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター / 桜井奈々著. -- 宝島社, 2018.3. --

191p ; 19cm.
本館1階:保育書 H6 378.8/SA47//H6 001150370

おむすびころりん / いもとようこ文絵. -- 金の星社, 2007.12. -- 1冊 ; 29cm. 本館1階:児童図書 E 388.1/I48/青/E 001150254

十二支のはじまり / いもとようこ文・絵. -- 金の星社, 2015.12. -- 1冊 ; 29cm. -- (日本む

かしばなし).
本館1階:児童図書 E 388.1/I48/青/E 001150263

ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 今泉忠明監修 ; 下間文恵, 徳永明子,

かわむらふゆみ絵 ; [正], 続, 続々. -- 高橋書店, [2016.5]-. -- 冊 : 挿図 ; 19cm.
本館1階:保育書 H8 480/I43//H8 001150147

ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 今泉忠明監修 ; 下間文恵, 徳永明子,

かわむらふゆみ絵 ; [正], 続, 続々. -- 高橋書店, [2016.5]-. -- 冊 : 挿図 ; 19cm.
本館1階:保育書 H8 480/I43//H8 001150156

ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ / 今泉忠明監修 ; 下間文恵, 徳永明子,

かわむらふゆみ絵 ; [正], 続, 続々. -- 高橋書店, [2016.5]-. -- 冊 : 挿図 ; 19cm.
本館1階:保育書 H8 480/I43//H8 001150165

動物の見ている世界 : 仕掛絵本図鑑 / ギヨーム・デュプラ著 ; 渡辺滋人訳. -- 創元社,

2014.11. -- 1冊 ; 34cm.
本館1階:児童図書 E 481.37/D97/緑/E 001150218
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好きになる精神医学 : こころの病気と治療の新しい理解 / 越野好文, 志野靖史著・絵. -- 第

2版. -- 講談社, 2014.2. -- viii, 183p : 挿図 ; 21cm. -- (好きになるシリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 493.7/KO86//M2 001150460

旦那 (アキラ) さんはアスペルガー / 野波ツナ著 ; [正]. -- コスミック出版, [2011]-. -- 冊 ;

21cm.
本館1階:保育書 H3 493.76/N95//H3 001150399

よくわかるパニック症・広場恐怖症・PTSD : 突然の発作と強い不安から、自分の生活を

取り戻す / 貝谷久宣監修. -- 主婦の友社, 2018.10. -- 127p ; 21cm. -- (こころのクスリ

books).

本館2階: 音楽書 M2 493.743/KA21//M2 001150530

ぜんぶわかる認知症の事典 : 4大認知症をわかりやすくビジュアル解説 / 河野和彦監修. --

成美堂出版, 2016.4. -- 159p ; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 493.758/KO76//M2 001150450

わたしもパズルのひとかけら / フワリ作・絵. -- 偕成社, 2012.3. -- 40p ; 22cm. -- (アスペ

ルガーの心 / フワリ作・絵 ; 1).
本館1階:保育書 H6 493.9375/F98//H6 001150325

パニックダイジテン / フワリ作・絵. -- 偕成社, 2012.3. -- 48p ; 22cm. -- (アスペルガーの

心 / フワリ作・絵 ; 2).
本館1階:保育書 H6 493.9375/F98//H6 001150334

きんじょのらぶちゃん / フワリ作・絵. -- 偕成社, 2015.2. -- 40p ; 22cm. -- (アスペルガー

の心 / フワリ作・絵 ; 3).
本館1階:保育書 H6 493.9375/F98//H6 001150343

ぼくはスーパーヒーロー : アスペルガー症候群の男の子のはなし / メラニー・ウォルシュ

作 ; 品川裕香訳. -- 岩崎書店, 2017.1. -- 1冊 ; 28cm.
本館1階:児童図書 E 493.9375/W36/茶/E 001150281

病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ / 仲本り

さ著. -- いろは出版, 2018.5. -- 255p ; 21cm.
本館2階:社会学部 498.14/N36 001147508

プーさんと一緒にマインドフルネス : 私らしく生きる心の整え方 / ジョセフ・ペアレント,

ナンシー・ペアレント著 ; 和波雅子訳. -- KADOKAWA, 2018.10. -- 157p : 挿図 ; 19cm.
本館2階:社会学部 498.39/P23 001150497

けっきょく、よはく。 : 余白を活かしたデザインレイアウトの本 / ingectar‐e著. -- ソシ

ム, 2018.7. -- 239p : 挿図 ; 21cm.
本館2階:美術書 B1 674.3/I54//B1 001147141
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ラクガキ・マスター : 描くことが楽しくなる絵のキホン = Master of imagination and

drawing / 寄藤文平筆. -- 美術出版社, 2009.12. -- 175p ; 17cm.
本館2階:美術書 B16 725/Y84//B16 001147197

The skillful huntsman : うでききの狩人 / Design Studio Press制作. -- ボーンデジタル,

2007.5. -- 159p : 25cm.
本館2階:美術書 B17 726.5/D64//B17 001147043

スピードペインティングの極意 : Master the Art of Speed Painting日本語版 / 3DTotal

Publishing制作 ; スタジオリズ訳. -- ボーンデジタル, 2017.4. -- 251p : 挿図 ; 28cm.
本館2階:美術書 B17 726.507/SU76//B17 001146289

ピクトさんの本 / 内海慶一著. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2007.4. -- 158p : 挿図 ; 17cm. 本館2階:美術書 B1 727.049/U96//B1 001147114

Silent world : 消えゆく世界の美しい廃墟 / 山田悠人著. -- パイインターナショナル,

2018.5. -- 1冊 (ページ付なし) ; 21×30cm.
本館2階:美術書 B13 748/Y19//B13 001147179

愛されすぎたぬいぐるみたち / マーク・ニクソン写真・文 ; 金井真弓訳. -- オークラ出版,

2017.7. -- 130p ; 24cm.
本館2階:美術書 B9 759.087/N89//B9 001147464

平田紀子のちょっと嬉しい伴奏が弾きたい : 決定版 / 平田紀子著. -- 音楽之友社, 2015.6. -

- 135p : 挿図, 楽譜 ; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 763.2/H68//M2 001149880

アニメビジネス完全ガイド : 製作委員会は悪なのか? / 増田弘道著. -- 星海社. -- 206p ;

18cm. -- (星海社新書 ; 132).
本館2階:美術書 B12 778.77/MA66//B12 001147016

トトロの生まれたところ / スタジオジブリ編. -- 岩波書店, 2018.5. -- 79p ; 18×20cm. 本館1階:児童図書 J8 778.77/SU83//J8 001150915

わいたこら。 / 新庄剛志著. -- 学研プラス, 2018.10. -- 265p, 図版 [2] p ; 19cm. 本館2階:社会学部 783.7/SH63 001150405

Unityの教科書 : Unity 2018完全対応版 : 2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座 : はじめて

でも安心! / 北村愛実著. -- SBクリエイティブ, 2018.6. -- 431p : 挿図 ; 24cm. --

(Entertainment & IDEA).

本館2階:美術書 B1 798.507/KI68//B1 001146977

現場ですぐに使える!Unity 2018逆引き大全300の極意 : 2017/2018対応 : 300 tips to use

Unity 2018 better! / 薬師寺国安著. -- 秀和システム, 2018.7. -- 790p : 挿図 ; 21cm.
本館2階:美術書 B1 798.507/Y16//B1 001146968

大人の語彙力ノート : 誰からも「できる!」と思われる / 齋藤孝著. -- SBクリエイティブ,

2017.9. -- 239p ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/SA25 001147580
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語彙力がないまま社会人になってしまった人へ / 山口謡司著 ; [正編], 超「基礎」編. -- ワ

ニブックス, 2017.1-. -- 冊 ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/Y24 001147590

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ / 山口謡司著 ; [正編], 超「基礎」編. -- ワ

ニブックス, 2017.1-. -- 冊 ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/Y24 001147606

なまえをつけて / 谷川俊太郎詩 ; いわさきちひろ絵. -- 講談社, 2018.9. -- 30p ; 19×19cm.

-- (講談社の創作絵本).
本館1階:児童図書 E 911.58/I96/赤/E 001150791

美しい日本の季語 : 365日で味わう / 金子兜太監修. -- 誠文堂新光社, 2010.4. -- 399p ;

19cm.
本館2階:社会学部 911.307/KA53 001147571

わたし、定時で帰ります。 / 朱野帰子[著]. -- 新潮社, 2018.3. -- 297p ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/A33 001150414

沈黙のパレード / 東野圭吾著. -- 文藝春秋, 2018.10. -- 440p ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/H55 001150989

愛なき世界 / 三浦しをん著. -- 中央公論新社, 2018.9. -- 447p ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/MI67 001150998

ありえないほどうるさいオルゴール店 / 瀧羽麻子著. -- 幻冬舎, 2018.5. -- 245p ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/TA73 001150924

少女たちは夜歩く / 宇佐美まこと著. -- 実業之日本社, 2018.10. -- 285p ; 19cm. 本館2階:社会学部 913.6/U92 001150970

100年たったら / 石井睦美文 ; あべ弘士絵. -- アリス館, 2018.11. -- [32p] ; 26cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/A12//E 001150030

30000このすいか / あきびんご作. -- くもん出版, 2015.6. -- 1冊 ; 27cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/A34//E 001150871

サンタクロースとちいさな木 / エアーダイブさく・え. -- Dybooks, 2009.11. -- 1冊 ; 21×

27cm. -- (サンタクロース島のサンタクロース).
本館1階:児童図書 E 913.8/E11//E 001150192

ベルナルさんのぼうし / いまいあやの作. -- BL出版, 2014.2. -- 1冊 ; 30cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/I43//E 001150844

ほしじいたけほしばあたけ : いざ、せんにんやまへ / 石川基子作. -- 講談社, 2018.11. --

[32p] ; 27cm. -- (講談社の創作絵本).
本館1階:児童図書 E 913.8/I76//E 001150272

Michi みち / junaida著. -- 福音館書店, 2018.11. -- [46p] ; 27cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/J95//E 001149048

おまえうまそうだな / 宮西達也作絵. -- ポプラ社, 2003.3. -- 1冊 ; 27cm. -- (絵本の時間 ;

23).
本館1階:児童図書 E 913.8/MI79//E 001150011

くろくんとちいさいしろくん / なかやみわさく・え. -- 童心社, 2017.9. -- 1冊 ; 20×27cm.

-- (絵本・こどものひろば).
本館1階:児童図書 E 913.8/N44//E 001150049
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ぼく、仮面ライダーになる! / のぶみさく ; ジオウ編. -- 講談社, 2018.11. -- [32p] ; 24cm. -

- (講談社の創作絵本).
本館1階:児童図書 E 913.8/N91//E 001150817

じいちゃんバナナばあちゃんバナナ / のしさやか作・絵. -- ひさかたチャイルド, 2017.7. -

- 24p ; 25×25cm.
本館1階:児童図書 E 913.8/N97//E 001150236

秘密の空想菓子店 / おかしさん, Saori [作]. -- 岩崎書店, 2018.6. -- 1冊(ページ付なし) ;

27cm.
本館1階:児童図書 E 913.8/O45//E 001150862

パンのようちえんえんそくにいく / さとうめぐみ作・絵. -- 教育画劇, 2015.3. -- [32] p ;

20×25cm.
本館1階:児童図書 E 913.8/SA85//E 001150245

とんでもない / 鈴木のりたけ作・絵. -- アリス館, 2016.2. -- 1冊 ; 26cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/SU96//E 001150076

ねるじかん / 鈴木のりたけ作・絵. -- アリス館, 2018.5. -- 1冊 ; 26cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/SU96//E 001150808

なんにもできなかったとり / 刀根里衣著. -- NHK出版, 2015.7. -- [49p] ; 22×22cm. 本館1階:児童図書 E 913.8/TO63//E 001150067

ぼくは海になった : 東日本大震災で消えた小さな命の物語 / うさ作・絵. -- くもん出版,

2014.3. -- 39p ; 24cm.
本館1階:児童図書 E 913.8/U91//E 001150880

それしかないわけないでしょう / ヨシタケシンスケ著. -- 白泉社, 2018.11. -- 1冊(ページ

付なし) ; 28cm. -- (MOEのえほん).
本館1階:児童図書 E 913.8/Y92//E 001150020

みえるとかみえないとか / ヨシタケシンスケさく ; 伊藤亜紗そうだん. -- アリス館, 2018.7.

-- 1冊 ; 26cm.
本館1階:児童図書 E 913.8/Y92/茶/E 001149997

学生時代にやらなくてもいい20のこと / 朝井リョウ著. -- 文藝春秋, 2012.6. -- 223p ;

19cm.
本館2階:社会学部 914.6/A83 001150933

しなくていいがまん / 小林麻耶著. -- サンマーク出版, 2018.11. -- 213p ; 20cm. 本館2階:社会学部 914.6/KO12 001150441

最後の「愛してる」: 山下弘子、5年間の愛の軌跡 / 前田朋己著. -- 幻冬舎, 2018.10. --

220p : 挿図 ; 19cm.
本館2階:社会学部 916/MA26 001150423

あめだま / ペク・ヒナ作 ; 長谷川義史訳. -- ブロンズ新社, 2018.8. -- 1冊 ; 26×26cm. 本館1階:児童図書 E 929.1/B14/黄/E 001150853

ハリー・ポッターと魔法の歴史をめぐる旅 / ブルームズベリー社編 ; 宮川未葉翻訳. -- 静山

社, 2018.3. -- 143p : 挿図 ; 25×25cm.
本館1階:児童図書 J8 933/B58//J8 001150835
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書誌情報 元の所在 棚番号 請求記号 資料番号

百年の家 / ロベルト・インノチェンティ絵 ; J.パトリック・ルイス作 ; 長田弘訳. -- 講談社,

2010.3. -- 1冊(ページ付なし) ; 31cm. -- (講談社の翻訳絵本).
本館1階:児童図書 E 933/I54//E 001150906

Hey, kiddo : how I lost my mother, found my father, and dealt with family addiction /

Jarrett J. Krosoczka ; pbk. -- Graphix, an imprint of Scholastic, c2018. -- 294 p ; 22 cm.
本館1階:児童図書 J6 933/KR7//J6 001150782

じぶんだけのいろ / レオ=レオニ作 ; 谷川俊太郎訳. -- 好学社, 2018.5. -- 1冊 ; 20×21cm. 本館1階:児童図書 E 933/L66//E 001150002

クマと森のピアノ / デイビッド・リッチフィールド作 ; 俵万智訳. -- ポプラ社, 2017.10. --

1冊 ; 31cm. -- (ポプラせかいの絵本 ; 57).
本館1階:児童図書 E 933/L71//E 001150174

いつまでも / アンナ・ピンヤタロさく ; たわらまちやく. -- 主婦の友社, 2007.11. -- 1冊

(ページ付けなし) ; 25cm. -- (主婦の友はじめてブック ; おはなしシリーズ).
本館1階:児童図書 E 933/P64//E 001150826

ダム : この美しいすべてのものたちへ / デイヴィッド・アーモンド文 ; レーヴィ・ピン

フォールド絵 ; 久山太市訳. -- 評論社, 2018.12. -- [32p] ; 25×29cm. -- (児童図書館・絵本

の部屋).

本館1階:児童図書 E 933/P66//E 001150890

てぶくろがいっぱい / フローレンス・スロボドキン文 ; ルイス・スロボドキン絵 ; 三原泉

訳. -- 偕成社, 2008.11. -- 32p ; 26cm.
本館1階:児童図書 E 933/SL//E 001150058

Time for a hug / Phillis Gershator & Mim Green ; illustrated by David Walker ; hbk.. --

Sterling Children's Books, [2013]. -- [22] p. : chiefly illustrations (colour) ; 18 cm.
本館1階:児童図書 E 933/W36/桃/E 001150773

現代クトゥルフ神話の基礎知識 = Basic Knowledge of modern Cthulhu Mythos : オカル

トファンタジーの原点を知る / ライブ編著. -- カンゼン, 2018.7. -- 271p ; 21cm.
本館2階:社会学部 933.7/R12 001147099

にじいろのさかな / マーカス・フィスター作 ; 谷川俊太郎訳. -- 講談社, 1995.11. -- 1冊 ;

30cm. -- (世界の絵本).
本館1階:児童図書 E 943/P49//E 001150227

カラーモンスター : きもちはなにいろ? / アナ・レナスさく ; おおともたけしやく. -- 永岡

書店, c2018. -- 1冊(ページ付なし) ; 24×27cm. -- (ポップアップ絵本).
本館1階:児童図書 E 963/L76/緑/E 001150085
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クラス合唱J-popスペシャル / デプロMP編著. -- デプロMP, 2018.5. -- 227p ; 30cm. -- (混

声三部合唱).
本館2階: 音楽書 M2 S78/D62//M2 001150559

J-popのすべて : ベスト339 : プロフェショナル・ユース / 後藤裕編. -- 新曲増補版. -- 全音

楽譜出版社, [201-]. -- 439p ; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 S78/G72//M2 001150755

みんなで唄いたい!J-POPヒット・ソング : メロディー+コーラスパート/ピアノ伴奏. -- 改

訂3版. -- シンコーミュージック・エンタテイメント, 2016.8. -- 191p ; 29cm. -- (楽しい合

唱名曲集).

本館2階: 音楽書 M2 S78/MI44//M2 001150540

ザ・歌伴 : 希望の昭和懐メロ編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2016.10. -- 118p ; 31cm.

-- (ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150620

ザ・歌伴 : 黄金期の昭和流行歌編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2017.10. -- 119p ;

31cm. -- (ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150639

ザ・歌伴 : 魅惑のムード歌謡編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2016.7. -- 119p ; 31cm.

-- (ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150648

ザ・歌伴 : 昭和の演歌名曲編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2017.3. -- 119p ; 31cm. --

(ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150657

ザ・歌伴 : 昭和の歌謡ポップス編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2018.11. -- 119p ;

31cm. -- (ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150666

ザ・歌伴 : 永遠の歌謡曲編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2016.12. -- 117p ; 31cm. --

(ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150675

ザ・歌伴 : 歌い継がれる名曲編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2017.9. -- 119p ; 31cm.

-- (ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150684

ザ・歌伴 : 希望のうた編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2018.8. -- 117p ; 31cm. -- (ピ

アノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150693

ザ・歌伴 : 歌謡バラード編 / 奥山清編曲. -- 全音楽譜出版社, 2018.10. -- 117p ; 31cm. --

(ピアノ伴奏シリーズ).
本館2階: 音楽書 M2 S78/O57//M2 001150700
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大人のベストヒット201 ; 70年代ジャパニーズポップス編. -- 全音楽譜出版社, [2018.10]. -

- 205p ; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 S78/O86//M2 001150719

大人のベストヒット201 ; 80年代ジャパニーズポップス編. -- 全音楽譜出版社, [2018.10]. -

- 221p ; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 S78/O86//M2 001150728

大人のベストヒット201 ; 70年代アイドルソング編. -- 全音楽譜出版社, [2018.10]. -- 201p

; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 S78/O86//M2 001150737

大人のベストヒット201 ; 80年代アイドルソング編. -- 全音楽譜出版社, [2018.10]. -- 215p

; 26cm.
本館2階: 音楽書 M2 S78/O86//M2 001150746

さぁ、楽しく歌いましょう!青春ポップスコーラス・アルバム : やさしい二部合唱/ピアノ

伴奏. -- ケイ・エム・ピー, 2018.10. -- 175p ; 30cm.
本館2階: 音楽書 M2 S78/SA11//M2 001150568

スタジオジブリ名曲集 : 女声三部合唱. -- シンコーミュージック・エンタテイメント,

2017.6. -- 224p ; 29cm.
本館1階: 楽譜 S78/SU83 001150595

ソプラノ・デュエットのための歌曲集 : 結婚式・パーティーで使える / 山口景子編著 ; vol.

2. -- ドレミ楽譜出版社, 2013.2. -- 107p ; 31cm.
本館1階: 楽譜 S78/Y24 001150586

おしゃれなピアノで楽しむクリスマス・ソング : 伴奏にもソロにも使える上質なピアノア

レンジ / 全音楽譜出版社出版部編 ; 上田真樹編曲. -- 第6版. -- 全音楽譜出版社, 2018.9. --

110p ; 31cm. -- (ピアノソロ・伴奏 ;   . 中・上級).

本館1階: 楽譜 S328/U32 001150610

クラリネットでメリー・クリスマス / 野呂芳文編著. -- 改訂版. -- ドレミ楽譜出版社,

2018.9. -- 93p + 1 part(35p) ; 31cm + CD 1枚 (12cm) + 35p.
本館1階: 楽譜 S373/N96 001150601

小倉百人一首をうたう : 歌曲集 / 伊能美智子作曲 = Ogura hyakunin isshu song collection

: the hundred poems by one hundred poets / composed by Michiko Inou. -- 学研プラス,

2017.9. -- スコア1冊 (169p) ; 28cm. c.

本館1階: 楽譜 S708/I55 001149899

両方主役の連弾レパートリー定番J-pop : ピアノ連弾初級×中級 / 秋敦子, 安蒜佐知子, 大

宝博, 川田千春, 渋谷絵梨香, 鈴木奈美ピアノ編曲. -- ヤマハミュージックエンタテインメン

トホールディングス出版部, 2018.5. -- 78p ; 31cm.

本館1階: 楽譜 S3281/A34 001149870
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両方主役の連弾レパートリー演歌&歌謡曲 / 秋山さやか, 内田美雪, 大宝博, 川田千春, 渋谷

絵梨香, 鈴木奈美ピアノ編曲. -- ヤマハミュージックメディア, 2015.3. -- 63p ; 31cm. -- (ピ

アノ連弾初級×中級).

本館1階: 楽譜 S3281/A38 001149861

みんなで歌いたい!感動のアニソン合唱 : 同声〈女声〉合唱/ピアノ伴奏. -- ケイ・エム・

ピー, 2015.2. -- 95p ; 30cm.
本館1階: 楽譜 S7412/MI44 001150764

やさしく歌える中島みゆき名曲集 / 山室紘一編曲. -- ヤマハミュージックエンタテインメ

ントホールディングス出版部, 2017.6. -- 55p ; 28cm. -- (女声二部合唱).
本館1階: 楽譜 S7412/N34 001150577
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