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洗足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。

2018/6/18
媒体

図書

タイトル
デジタル情報の処理と認識 (放送大学教材:15702931-1811)
日常生活のデジタルメディア 改訂版 (放送大学教
材:1750011-1-1811)
情報・メディアと法 (放送大学教材:1750020-1-1811)
コンピュータと人間の接点 改訂版 (放送大学教
材:1570307-1-1811)

著者・作者・演奏者

バーコード番号

請求記号（シール情報）

柳沼良知著

J086985C

007.1/Y16/1(2018放送大学)

青木久美子, 高橋秀明著

J086987E

007.3/A53/1(2018放送大学)

児玉晴男著

J086989G

007.3/Ko18/1(2018放送大学)

黒須正明, 暦本純一著

J086986D

007.6/Ku77/1(2018放送大学)

コンピュータとソフトウェア (放送大学教材:1570285-1-1811) 辰己丈夫, 中谷多哉子編著

情報セキュリティと情報倫理 (放送大学教材:15703231-1811)
情報学の技術 (放送大学大学院教材:8970130-11811. 情報学プログラム)
データ構造とプログラミング 改訂版 (放送大学教
材:1570277-1-1811)
著作権法 (放送大学教材:1639641-1-1811)

J086984B

007.6/Ta95/1(2018放送大学)

山田恒夫, 辰己丈夫編著

J0869908

007.609/Y19/1(2018放送大学)

中谷多哉子, 辰己丈夫編著

J0869537

007.63/N43/1(2018放送大学)

鈴木一史著

J086983A

007.64/Su96/1(2018放送大学)

J0869199
J086898F

021.2/Sa42/1(2018放送大学)
069/I53/1(2018放送大学)

J0869076

100/U79/1(2018放送大学)

J0869087
J0869065
J086957B

134.96/Mo45/1(2018放送大学)
140/Mo69/1(2018放送大学)
141.2/O38/1(2018放送大学)

J0869469

146.07/O24/1(2018放送大学)

J0868918
J0869605
J086897E
J0869201
J0869166
J0869188
J0869177
J0869223

182.1/Su16/1(2018放送大学)
223/F94/1(2018放送大学)
290.1/Sa87/1(2018放送大学)
319/Ta33/1(2018放送大学)
321.9/Y53/1(2018放送大学)
323.9/W46/1(2018放送大学)
327/Ka97/1(2018放送大学)
335.1/Y19/1(2018放送大学)

J0869526

336.4/H32/1(2018放送大学)

作花文雄著
博物館情報・メディア論 (放送大学教材:1555014-1-1811) 稲村哲也, 近藤智嗣編著
哲学・思想を今考える : 歴史の中で (放送大学教
魚住孝至著
材:1740067-1-1811)
現代の危機と哲学 (放送大学教材:1554964-1-1811) 森一郎著
心理学概論 (放送大学教材:1720066-1-1811)
森津太子, 向田久美子編著
生理心理学 (放送大学教材:1529269-1-1811)
岡田隆著
臨床心理学研究法特論 (放送大学大学院教
小川俊樹, 望月聡編著
材:8950636-1-1811. 臨床心理学プログラム)
日本仏教を捉え直す (放送大学教材:1554972-1-1811) 末木文美士, 頼住光子編著
東南アジアの歴史 (放送大学教材:1554980-1-1811)
古田元夫編著
現代人文地理学 (放送大学教材:1740091-1-1811)
佐藤廉也, 宮澤仁編著
現代の国際政治 3訂版 (放送大学教材:1639617-1-1811) 高橋和夫著
法学入門 (放送大学教材:1730070-1-1811)
柳原正治編著
行政法 (放送大学教材:1639633-1-1811)
渡邊賢著
市民生活と裁判 (放送大学教材:1639625-1-1811)
川島清嘉, 川島志保編著
経営学概論 (放送大学教材:1730088-1-1811)
山田幸三著
人的資源管理 新訂 (放送大学大学院教材:8930775原田順子, 平野光俊編著
1-1811. 社会経営科学プログラム)
管理会計 3訂版 (放送大学教材:1639650-1-1811)
齋藤正章著
リスクコミュニケーションの現在 (放送大学教
平川秀幸, 奈良由美子編著
材:15190851-1-1811)
メディア論 (放送大学教材:1570315-1-1811)
水越伸編著
都市と農山村からみる身近な経済 (放送大学教
伊藤勝久, 坂田裕輔, 新井圭太編著
材:1639587-1-1811)
都市と地域の社会学 (放送大学教材:1639595-1-1811) 森岡清志, 北川由紀彦編著
都市社会構造論 (放送大学大学院教材:8930767-1森岡清志, 北川由紀彦編著
1811. 社会経営科学プログラム)
社会統計学入門 改訂版 (放送大学教材:1730061-1-1811) 林拓也編著
生活変動と社会福祉 : 福祉研究の道標 (放送大学大
山田知子編著
学院教材:8910731-1-1811. 生活健康科学プログラム)
福祉政策の課題 : 人権保障への道 改訂版 (放送大学
大曽根寛編著
大学院教材:8910740-1-1811. 生活健康科学プログラ
社会福祉実践の理論と実際 (放送大学教材:1519131横山登志子編著
1-1811)
レジリエンスの諸相 : 人類史的視点からの挑戦 (放送
奈良由美子, 稲村哲也編著
大学教材:1910035-1-1811)
地域福祉の現状と課題 (放送大学教材:1519140-1-1811) 上野谷加代子, 斉藤弥生編著
地域コミュニティと教育 (放送大学教材:1529242-1-1811) 玉井康之, 夏秋英房編著
教育心理学特論 新訂 (放送大学大学院教
三宅芳雄, 白水始編著
材:8920761-1-1811. 人間発達科学プログラム/臨床心
心理と教育へのいざない (放送大学教材:1720058-1-1811) 田中統治, 向田久美子, 佐藤仁美編著
戦後日本教育史 (放送大学教材:1720040-1-1811)
貝塚茂樹著

J0869234

336.84/Sa25/1(2018放送大学)

J086899G

361.45/H64/1(2018放送大学)

J086988F

361.453/Mi95/1(2018放送大学)

J0869212

361.78/I89/1(2018放送大学)

J0869256

361.78/Mo62/1(2018放送大学)

J0869515

361.78/Mo62/1(2018放送大学)

J0869245

361.9/H48/1(2018放送大学)

J086947A

369.07/Y19/1(2018放送大学)

J086948B

369.11/O78/1(2018放送大学)

J0869144

369.16/Y79/1(2018放送大学)

J086900%

369.3/N51/1(2018放送大学)

J0869155
J0869043

369/U45/1(2018放送大学)
371.31/Ta77/1(2018放送大学)

J0869504

371.4/Mi76/1(2018放送大学)

J0869032
J0868727

371/Ta84/1(2018放送大学)
372.107/Ka21/1(2018放送大学)
376.159/Ku17/1（レコメンドコー
ナー・書架R-5）特集
376.159/Ku17/1（レコメンドコー
ナー・書架R-5）特集
376.159/Ku17/1（レコメンドコー
ナー・書架R-5）特集

ピヨピヨおばあちゃんのうち

工藤ノリコ著

J0868637

ピヨピヨはじめてのキャンプ

工藤ノリコ著

J0868648

ノラネコぐんだんそらをとぶ (コドモエのえほん)

工藤ノリコ著

J0868626
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著者・作者・演奏者

バーコード番号

ノラネコぐんだん あいうえお (コドモエのえほん)

工藤ノリコ著

J0868604

えがないえほん

B・J・ノヴァクさく/ おおともたけしやく J0868659

はなになりたい

*すまいるママ* 作

J0868615

現代の家庭教育 (放送大学教材:1529250-1-1811)
生涯学習の新たな動向と課題 (放送大学大学院教
材:8920753-1-1811. 人間発達科学プログラム)

田中理絵編著

J0869054

376.159/Ku17/1（レコメンドコー
ナー・書架R-5）特集
376.159/N97/1(レコメンドコー
ナー・書架R-5）特集
376.159/Su56/1（レコメンドコー
ナー・書架R-5）特集
379.9/Ta84/1(2018放送大学)

立田慶裕著

J086949C

379/Ta95/1(2018放送大学)

J086896D
J086959D
J086992A
J0869919
J086994C
J086993B
J086995D

389/Ta38/1(2018放送大学)
410/Ku31/1(2018放送大学)
413/Ka98/1(2018放送大学)
417/I84/1(2018放送大学)
430/H38/1(2018放送大学)
430/Y64/1(2018放送大学)
444/Ta87/1(2018放送大学)

J0869818

451.85/R63/1(2018放送大学)

J086958C
J0869133
J0869100
J0869111

460/N73/1(2018放送大学)
490.15/I77/1(2018放送大学)
491.1/Sa29/1(2018放送大学)
491.8/Ta93/1(2018放送大学)

J0869122

492.983/O77/1(2018放送大学)

J0869010
J0869829
J0869267

498.53/Y91/1(2018放送大学)
527.1/H96/1(2018放送大学)
611.32/N72/1(2018放送大学)

J0869021

673.99/Sa25/1(2018放送大学)

J086894B

702.16/I52/1(2018放送大学)

総合人類学としてのヒト学 (放送大学教材:1740083-1-1811) 高倉浩樹編著
初歩からの数学 改訂新版 (放送大学教材:1160028-1-1811) 隈部正博著

解析入門 改訂新版 (放送大学教材:1562886-1-1811) 河添健著
身近な統計 (放送大学教材:1160010-1-1811)
石崎克也, 渡辺美智子著
現代を生きるための化学 (放送大学教材:1562860-1-1811) 橋本健朗編著
初歩からの化学 (放送大学教材:1760106-1-1811)
安池智一, 鈴木啓介著
太陽と太陽系の科学 (放送大学教材:1562878-1-1811) 谷口義明編著
地球温暖化と社会イノベーション (放送大学教
六川修一, 向井人史編著
材:1639684-1-1811)
初歩からの生物学 (放送大学教材:1760092-1-1811) 二河成男, 加藤和弘著
死生学のフィールド (放送大学教材:1910027-1-1811) 石丸昌彦, 山崎浩司編著
人体の構造と機能 (放送大学教材:1710109-1-1811) 坂井建雄, 岡田隆夫著
感染症と生体防御 改訂版 (放送大学教材:1710117-1-1811) 田城孝雄, 北村聖編著
看護管理と医療安全 改訂版 (放送大学教材:1519123大島弓子, 飯島佐知子編著
1-1811)
食と健康 (放送大学教材:1519158-1-1811)
吉村悦郎, 佐藤隆一郎編著
住まいの環境デザイン (放送大学教材:1639692-1-1811) 梅干野晁, 田中稲子著
フードシステムと日本農業 (放送大学教材:1639676-1-1811) 新山陽子編著
生活者のための不動産学への招待 (放送大学教
齋藤広子, 中城康彦編著
材:1710095-1-1811)
日本美術史の近代とその外部 (放送大学教
稲賀繁美著
材:1555022-1-1811)
近代科学の形成と音楽

ピーター・ペジック著/竹田円訳

2018年問題とこれからの音楽教育 : 激動の転換期をど
久保田慶一著
う乗り越えるか?
ネットワーク時代のステージ照明システム構築 : 基礎
藤井直監修
知識、TIPS、施工例から見えてくる未来
ステージ・舞台照明入門 : 舞台の基礎からDMX、ムー
藤井直著
ビングまで

J0869559
J086968D
J086867B
J086866A

音楽言語の技法

オリヴィエ・メシアン著/細野孝興訳

J0868716

6弦上のアリア

福田進一著/逢坂剛 [ほか] 対談

J0869706

風の音に惹かれて : 東日本大震災とドイツ放浪

紙屋信義著

J086965A

ゲイリー・バートン自伝

ゲイリー・バートン著/熊木信太郎訳

J0869548

100年のジャズを聴く

後藤雅洋, 村井康司, 柳樂光隆著

J086868C

現代ジャズのレッスン : 1959年から考える

村井康司著

J086869D

fusion guitar book : アラン・ホールズワースの遺産、ア
ル・ディメオラ : jazz guitar book Presents (SHINKO
MUSIC MOOK)

J0868705

請求記号（シール情報）

760.117/P36/1(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
760.799/Ku14/ME(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
760.99/F57/SC(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
760.99/F57/SCイ(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
761/Me73/1(レコメンドコーナー・
書架R-3）
764.24/F74/WM(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
764.44/Ka38/OR(コース棚)
764.5/B27/PI(レコメンドコーナー・
書架R-3）
764.99/G72/JZ(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
764.99/Mu41/JZ(レコメンドコー
ナー・書架R-3）
764.99/Sh64/JZ(レコメンドコー
ナー・書架R-3）

新・神楽と出会う本 : 歌・楽器・お囃子

三上敏視著

J0868367

箏曲地歌五十選 : 歌詞解説と訳

田口尚幸著

J0868547

運動と健康 (放送大学教材:1140027-1-1811)
新しい言語学 : 心理と社会から見る人間の学
(放送大学教材:1740040-1-1811)
張蕾的留学生活 (放送大学教材:1460013-1-1811. 中
国語:1('18))
北島「銭阿姨」他 (放送大学教材:1460021-1-1811. 中
国語:2('18))
耳から学ぶ英語 (放送大学教材:1420038-1-1811)
フランス語 2('18) (放送大学教材:33241-1-0211,
33258-1-0211, 33264-1-0211, 1440012-1-1811,
文学批評への招待 (放送大学教材:1555006-1-1811)
日本文学における古典と近代 (放送大学教
材:1740075-1-1811)

関根紀子編著

J0869098

765/Mi21/GH(レコメンドコーナー・
書架R-3）
765/Ta19/GH(レコメンドコーナー・
書架R-3）
780.193/Se36/1(2018放送大学)

滝浦真人編著

J086895C

801/Ta73/1(2018放送大学)

宮本徹編著

J086998G

820/Mi77/1(2018放送大学)

宮本徹編著

J0869458

820/Mi77/1(2018放送大学)

大橋理枝, 佐藤良明編著

J086996E

831.1/O28/1(2018放送大学)

鈴木啓二, 増田一夫著

J086997F

850.7/D89/1(2018放送大学)

丹治愛, 山田広昭編著

J086893A

901.01/Ta88/1(2018放送大学)

島内裕子著

J0868929

910/Sh43/1(2018放送大学)

崩れる脳を抱きしめて

知念実希人著

J086848A

たゆたえども沈まず

原田マハ著

J0868525

星の子

今村夏子著

J0868514

AX (アックス)

伊坂幸太郎著

J086849B

913.6/C46/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
913.6/H32/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
913.6/I44/1(レコメンドコーナー・書
架R)本屋大賞
913.6/I68/1(レコメンドコーナー・書
架R)本屋大賞
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著者・作者・演奏者

バーコード番号

百年泥

石井遊佳著

J0868558

銀河鉄道の父

門井慶喜著

J0868569

百貨の魔法

村山早紀著

J0868479

キラキラ共和国 (ツバキ文具店)

小川糸著

J0868536

月の満ち欠け

佐藤正午著

J086857A

騙し絵の牙

塩田武士著

J0868503

かがみの孤城

辻村深月著

J0868334

おらおらでひとりいぐも

若竹千佐子著

J086858B

盤上の向日葵

柚月裕子著

J0868323

「だから、生きる。」 (新潮文庫:10889, つ-39-1)

つんく♂著

J0868356

ハリネズミの願い

トーン・テレヘン著/長山さき訳

J086859C

久保田慶一著

J086967C

協同教育研究会編

J0869627

資格試験研究会編

J086956A

大学では教えてくれない音大・美大卒業生のためのフ
リーランスの教科書
山梨県の音楽科過去問 2019年度版 (教員採用試験過
去問シリーズ:8)
地方初級教養試験過去問350 2019年度版 (公務員試
験合格の350シリーズ)
国家試験知的財産管理技能検定厳選過去問題集3級
2018年度版

CD

DVD/Blu-ray

楽譜

凛
Silly Walker
「I Love You」のある世界
交響組曲 「ドラゴンクエスト I」
交響組曲 「ドラゴンクエスト II」 悪霊の神々
交響組曲 「ドラゴンクエスト III」 そして伝説へ…
交響組曲 「ドラゴンクエスト IV」 導かれし者たち
Message for You

アップロード知財教育総合研究所編著 J0869616
工藤静香
鷲崎健
鷲崎健
すぎやまこういち
すぎやまこういち
すぎやまこういち
すぎやまこういち
渡辺俊幸

EYES」
防彈少年團
2016 BTS LIVE 花様年華 ON STAGE:EPILOGUE ～
JAPAN EDITION～
Debut Showcase TOUCHDOWN in JAPAN
TWICE
アトミック・ブロンド
ジャック・リーチャー NEVER GO BACK
それでも恋するバルセロナ
マッチポイント
ワイルド・スピード ICE BREAK (アイスブレイク) : Fast &
Furious 8
LEGEND
ドイツ零年
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO/
editee par Gianluca Nicolini et
Frederic Zigante
Trio for Trumpet, Violoncello, and Piano
ERIC EWAZEN
Trio for Clarinet, Violoncello and Piano in G minor, op. 94 WILHELM BERGER
Trio : pour 2 flutes et piano
JEAN-MICHEL DAMASE
Sir Patrick : for Saxophones and Percussions Ensemble PHILIPPE GEISS
Hommage a Villa-Lobos : pour guitare
ROLAND DYENS
WOLFGANG AMADEUS MOZART/
Six Arias from 'The Magic Flute' : for flute and guitar
transcribed and edited by Allen Krantz
Tango en skai : pour Guitare
ROLAND DYENS
Fantasy for Trumpet, op. 100
MALCOLM HENRY ARNOLD
Singin' in the rain : リコーダー六重奏
N.H. ブラウン/足立 正 編曲
センチメンタル・ボーイフレンド : リコーダー六重奏
水野 良樹 作曲/岩村 雄太 編曲
翼をください : リコーダー四重奏
村井 邦彦/岩村 雄太 編曲
悲しみよこんにちは ～アニメ「めぞん一刻」
玉置 浩二/岩村 雄太 編曲
オープニング曲 : リコーダー六重奏
風になる : リコーダー六重奏
つじ あやの/岩村 雄太 編曲
Gabriel's Oboe : From the Motion Picture 'The Mission' ENNIO MORRICONE/arr. by Robert
(Music for Concert Band: Grade 3)
Longfield
ひとり歌芝居
中島 はる/峯 陽 作詞
キネマ学園 : ギター名曲集
鈴木 大介 編曲・監修
Sonatina, op. 205 : pour flute et guitare (Chamber
Music Library)

A039459/
A039466
A039467$
A039460W
A039461X
A039462Y
A039463Z
A039464-

請求記号（シール情報）
913.6/I75/1(レコメンドコーナー・書
架R)芥川賞直木賞
913.6/Ka14/1(レコメンドコーナー・
書架R)芥川賞直木賞
913.6/Mu62/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
913.6/O24/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
913.6/Sa85/1(レコメンドコーナー・
書架R)芥川賞直木賞
913.6/Sh77/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
913.6/TS44/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
913.6/W27/1(レコメンドコーナー・
書架R)芥川賞直木賞
913.6/Y99/1(レコメンドコーナー・
書架R)本屋大賞
916/Ts79/1(レコメンドコーナー・書
架R-3）
949.33/To63/1(レコメンドコー
ナー・書架R)本屋大賞
就職/その他(レコメンドコーナー・
就職)
就職/教採/2019（教職）(レコメンド
コーナー・書架R-1)
就職/公務員/2019(レコメンドコー
ナー・就職)
就職/試験/2018(レコメンドコー
ナー・就職)
新着・J-POP(蛍光ピンク《K》シール)
新着・J-POP(蛍光ピンク《W》シール)
新着・J-POP(蛍光ピンク《W》シール)
新着・J-POP(蛍光ピンク・ピンク《ゲーム》シール)
新着・J-POP(蛍光ピンク・ピンク《ゲーム》シール)
新着・J-POP(蛍光ピンク・ピンク《ゲーム》シール)
新着・J-POP(蛍光ピンク・ピンク《ゲーム》シール)

新着・室内器楽曲(茶・ピンクシール)

V0097329

新着・ROCK/POPS・紫・洋・B

V009735C
V009734B
V0097318
V009733A
V0097307
V009729F

新着・ROCK/POPS・紫・洋・B
新着・ROCK/POPS・紫・洋・T
新着・映画・ピンク・あ
新着・映画・ピンク・じ
新着・映画・ピンク・そ
新着・映画・ピンク・ま

V009739G
V009737E
V009738F

新着・映画・ピンク・わ
新着・欧州映画・ピンク・Hel
新着・欧州映画・ピンク・Ros

M080900$

412-00561-000200(閉架楽譜)

M0809095
M0809084
M0809062
M080902+
M0809073

823-06959-000300(閉架楽譜)
823-00293-000100(閉架楽譜)
414-00735-000500(閉架楽譜)
444-08390-000100(閉架楽譜)
322-08243-000200(閉架楽譜)

M080899D

412-02322-002800(閉架楽譜)

M0809051
M080898C
M0830460
M0830482
M0830471

322-08243-000300(閉架楽譜)
512-00134-000100(閉架楽譜)
767.1194/B77
767.1194/Mi96
767.1194/Mu41

M083045%

767.1194/Ta78

M0830493

767.1194/Ts41

M080901/

BD/8070(閉架楽譜)

M083043/
M083042$

JVM-2/318(閉架楽譜)
【新着】767.24/C72(曲集)
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媒体

楽譜

タイトル

著者・作者・演奏者

クラシックギター 名曲てんこもり BOOK Vol.3 : シチリ
アーナから さくらの主題による変奏曲まで (楽譜と奏法
解説 + 模範演奏CD付）
スペインギター音楽 名曲コレクション 第2集
日本・スペインギター協会 編
メリー・ウィドウ・ワルツ : クラリネット四重奏 (クラリ
F. レハール/高橋宏樹 編曲
キャット)
ワルツィング・キャット : クラリネット四重奏 (クラリキャッ
L. アンダーソン/三澤慶 編曲
ト)
風の谷のナウシカ : サックス四重奏 (サキソフォックス) 久石 譲/滝澤俊輔 編曲
ムーンライト・セレナーデ : サックス四重奏 (サキソ
フォックス)
ビビディ・バビディ・ブー : 木管五重奏 (ズーラシアン
ウッドウィンズ)
天空の城ラピュタメドレー : 木管五重奏 (ズーラシアン
ウッドウィンズ)

G. ミラー/高橋宏樹 編曲
M. デイヴィッド, A. ホフマン/
橋宏樹 編曲
久石 譲/高橋宏樹 編曲

高

バーコード番号

請求記号（シール情報）

M083052/

【新着】767.24/G92（曲集）

M083053+

【新着】767.24/Su75/2(曲集)

M0828344

【新着】767.674/C76

M0828355

【新着】767.674/C76

M0828388

【新着】767.674/Sa98

M0828399

【新着】767.674/Sa98

M0828366

【新着】767.675/Z5

M0828377

【新着】767.675/Z5

