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No. タイトル 著者名 出版者 URL

1
アメリカ音楽史 （講談社選書メチ
エ）

大和田 俊之 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201511000014

2 いちばんていねいな、人物のデッサン 小椋 芳子 著 日本文芸社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201906000535

3 オーケストラの音楽史
パウル・ベッカー 著／松村
哲哉 訳

白水社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201809001142

4 オペラ入門 （講談社現代新書） 許 光俊 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201911000154

5
ジャズの名盤入門 （講談社現代新
書）

中山 康樹 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201511000222

6
ステップアップ吹奏楽ブラスバンド上
達のポイント55 （コツがわかる本）

佐藤 博 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000223

7
ゼロから分かる!図解歌舞伎入門 電子
版

新居 典子 著 世界文化社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202010000892

8
バジル先生の吹奏楽部員のためのココ
ロとカラダの相談室 コンクール・本
番編 電子版

バジル・クリッツァー 著 学研パブリッシング https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201704000151

9
バジル先生の吹奏楽部員のためのココ
ロとカラダの相談室 メンタルガイド
編 電子版

バジル・クリッツァー 著 学研パブリッシング https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201704000193

10
パステル画技法と表現力を磨く50のポ
イント 新版 （コツがわかる本）

高木 匡子 監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202106000982

11
フルート上達レッスン （コツがわか
る本）

渡辺 泰 監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ

https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202012000709

12
みるみる上達!ピアノ演奏55のポイン
ト （コツがわかる本）

寺西 幸子 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000104

13
もっと歌がうまくなる!ヴォイス・ト
レーニング （コツがわかる本）

MIYAKO 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201801000270

14 ロックの歴史 （講談社現代新書） 中山 康樹 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201511000381

15 音楽とは何か （講談社選書メチエ） 田村 和紀夫 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201508001195

16
音律と音階の科学 新装版 （ブルー
バックス）

小方 厚 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201806000032

17
歌舞伎キャラクター絵図 新版 （コツ
がわかる本）

辻村 章宏 イラスト・解説／
「江戸楽」編集部 編著

メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000479

18 歌舞伎はじめて案内手帖
君野 倫子 著／松本 幸四郎
監修

二見書房 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202011000375

19
基礎力で差がつくヴォイストレーニン
グ （コツがわかる本）

大本 京 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000460

20
吉松隆の図解らくがきクラシック音楽
大事典 電子版

吉松 隆 イラスト・文 学研パブリッシング https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201704000141

21 交響曲入門 （講談社選書メチエ） 田村 和紀夫 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201508001186

22
高い声で歌うためのボイトレ　7つの
ステップでミックスボイスをマス
ター！音声データ付き

桜井敏郎 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202108000042

23
今宵は気軽にクラシックなんていかが
ですか? 電子版

田中 マコト マンガ／飯尾
洋一 監修／鈴木 文雄 監修

学研プラス https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201904000535

24 作曲の科学 （ブルーバックス）
フランソワ・デュボワ 著／
井上 喜惟 監修／木村 彩 訳

講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201910000046

25 色鉛筆リアル画超入門 林 亮太 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201709000061

26
水彩からはじめる、新しい風景画の世
界

渡辺 哲也 著 日本文芸社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201902001747

27
世界一わかりやすいエレキギターの教
科書

かずき KADOKAWA https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202110002183



No. タイトル 著者名 出版者 URL

28
動画でマスター　アコースティックギ
ター　プロが教える最強テク50

瀧澤克成 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000505

29
日本のロック名盤ベスト100 （講談社
現代新書）

川崎 大助 著 講談社 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD201511000446

30
部活でレベルアップ!合唱上達のポイ
ント50 （コツがわかる本）

渡瀬 昌治 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000424

31
部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコ
ツ50 （コツがわかる本）

畠田 貴生 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000426

32
部活で吹奏楽クラリネット上達BOOK
（コツがわかる本）

加藤 純子 監修／加藤 雅之
監修協力

メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000125

33
部活で吹奏楽トランペット上達BOOK
（コツがわかる本）

佛坂 咲千生 監修／加藤 雅
之 監修協力

メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000129

34
部活で吹奏楽トロンボーン上達BOOK
（コツがわかる本）

岸良 開城 監修／佐藤 博 監
修協力

メイツユニバーサルコンテン
ツ

https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000533

35
部活で吹奏楽フルート上達BOOK （コ
ツがわかる本）

酒井 秀明 監修／佐藤 博 監
修協力

メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000417

36
部活で吹奏楽ホルン上達BOOK （コツ
がわかる本）

須山 芳博 監修／佐藤 博 監
修協力

メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000188

37 仏画の描き方 （コツがわかる本） 川端 貴侊 監修 メイツ出版 https://www.d-library.jp/ryukoku/g0102/libcontentsinfo/?cid=JD202009000317


