
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
秋の花火 篠田節子／著 ｼﾉ
朝の音 内海隆一郎／著 ｳﾂ
明日の雨は。 伊岡瞬／著 ｲｵ
あなたがいる場所 沢木耕太郎／著 ｻﾜ
yes-お父さんにラブソング- 川上健一／著 ｶﾜ
一絃の琴 宮尾登美子／著 ﾐﾔ
いつまでもショパン 中山七里／著 ﾅｶ
田舎の紳士服店のモデルの妻 宮下奈都／著 ﾐﾔ
犬とハモニカ 江國香織／著 ｴｸ
いまどきの老人 柴田元幸／編訳　畔柳和代／ 933 ｲﾏ
海と山のピアノ いしいしんじ／著 ｲｼ
海の底のピアノ 井上敏樹／著 ｲﾉ
屋上のウインドノーツ 額賀澪／著 ﾇｶ
男+女=殺人 深谷忠記／著 ﾌｶ
おやすみラフマニノフ 中山七里／著 ﾅｶ
片手の音(ベスト・エッセイ集　'05年版) 914 ﾍﾞｽ 05
カノン(Bunshun entertainment) 篠田節子／著 ｼﾉ
紙のピアノ 新堂冬樹／著 ｼﾝ
カムフラージュ 有吉玉青／著 ｱﾘ
空想オルガン([“ハルチカ”シリーズ]　[3]) 初野晴／著 ﾊﾂ
クロイツェル・ソナタ 夏樹静子／著 ﾅﾂ
気仙沼ミラクルガール 五十嵐貴久／著 ｲｶﾞ
幻想即興曲(響季姉妹探偵　ショパン篇) 西澤保彦／著 ﾆｼ
恋する男たち 篠田節子／[ほか]著 ｺｲ
恋する音楽小説 阿川佐和子／著 ｱｶﾞ
心のこり 藤堂志津子／著 ﾄｳ
さよならドビュッシー 中山七里／著 ﾅｶ
讃歌 篠田節子／著 ｼﾉ
詩小説 阿久悠／著 ｱｸ
シューマンの指 奥泉光／著 ｵｸ
ジュンのための6つの小曲 古谷田奈月／著 ｺﾔ
小説のだめカンタービレ 二ノ宮知子／原作　衛藤凛／

脚本　高里椎奈／著
TE ﾀｶ

ショパンの手稿譜(ヴィレッジブックス　F-
テ3-1)

ジェフリー・ディーヴァー／ほか
著　土屋晃／ほか訳

B 933 ｼﾖ

吹部! 赤澤竜也／著 ｱｶ
スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤亜紀／著 ｻﾄ
ステッセルのピアノ 五木寛之／著 ｲﾂ
ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水黎一郎／著 ﾌｶ
聖夜(School and Music) 佐藤多佳子／著 TE ｻﾄ
1995年のスモーク・オン・ザ・ウォーター 五十嵐貴久／著 ｲｶﾞ
1981年のスワンソング 五十嵐貴久／著 ｲｶﾞ
ソナタの夜 永井するみ／著 ﾅｶﾞ
退出ゲーム([“ハルチカ”シリーズ]　[1]) 初野晴／著 ﾊﾂ
第二音楽室(School and Music) 佐藤多佳子／著 TE ｻﾄ
チューバはうたう－mit Tuba－ 瀬川深／著 ｾｶﾞ
調律師 熊谷達也／著 ｸﾏ
調律師の恋 ダニエル・メイスン／著　小川

高義／訳
933 ﾒｲ

Teen age 角田光代／[ほか]著 ﾃｲ
どこかでベートーヴェン 中山七里／著 ﾅｶ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
ノルウェイの森　上 村上春樹／著 ﾑﾗ 1
ノルウェイの森　下 村上春樹／著 ﾑﾗ 2
ヴァイオリンと翔る(NHKライブラリー　112) 諏訪内晶子／著 762.1 ｽ
初恋ソムリエ([“ハルチカ”シリーズ]　[2]) 初野晴／著 ﾊﾂ
Heart Beat－青春音楽小説アンソロジー
－

芦原すなお／著　伊藤たかみ
／著　小路幸也／著　楡井亜
木子／著　花村萬月／著　藤
谷

TE ﾊﾄ

花に舞う・日本遊民伝－深沢七郎音楽小
説選－(講談社文芸文庫　ふK3)

深沢七郎／[著] B ﾌｶ

母を語る(NHKラジオ深夜便) 遠藤ふき子／編 914 ﾊﾊ
春のソナタ 三田誠広／著 ﾐﾀ
ハルモニア 篠田節子／著 ｼﾉ
ハルモニア 鹿島田真希／著 ｶｼ
犯罪 フェルディナント・フォン・シー

ラッハ／著　酒寄進一／訳
943 ｼﾗ

ピアニストだって冒険する 中村紘子／著 762.1 ﾅ
ピアニストという蛮族がいる 中村紘子／著 762.8 ﾅ
ピアニストはおもしろい 仲道郁代／著 762.1 ﾅ
ぴあの　上 富川元文／著 ﾄﾐ 1
ぴあの　下 富川元文／著 ﾄﾐ 2
ピアノ協奏曲二十一番(遠藤周作小説の 遠藤周作／著 ｴﾝ
ピアノ・サンド 平田俊子／著 ﾋﾗ
ピアノ・ソナタ(創元推理文庫) S・J・ローザン／著　直良和美

／訳
B 933 ﾛｻﾞ

ピアノ・ソロ ジャン・エシュノーズ／著　谷昌
親／訳

953 ｴｼ

ピアノの音 庄野潤三／著 ｼﾖ
羊と鋼の森 宮下奈都／著 ﾐﾔ
響け!ユーフォニアム－北宇治高校吹奏
楽部のヒミツの話－(宝島社文庫　Cた-8-

武田綾乃／著 TE ﾀｹ

響け!ユーフォニアム　[1](宝島社文庫　C
た-8-2)　北宇治高校吹奏楽部へようこそ

武田綾乃／著 TE ﾀｹ 1

響け!ユーフォニアム　2(宝島社文庫　Cた
-8-3)　北宇治高校吹奏楽部のいちばん
熱い夏

武田綾乃／著 TE ﾀｹ 2

響け!ユーフォニアム　3(宝島社文庫　Cた
-8-4)　北宇治高校吹奏楽部、最大の危

武田綾乃／著 TE ﾀｹ 3

笛の楽園－僕のリコーダー人生－ 朝岡聡／著 763.7 ｱ
船に乗れ!　1　合奏と協奏 藤谷治／著 ﾌｼﾞ 1
船に乗れ!　2　独奏 藤谷治／著 ﾌｼﾞ 2
船に乗れ!　3　合奏協奏曲 藤谷治著 ﾌｼﾞ 3
ブラバン 津原泰水／著 ﾂﾊ
ベートーヴェンな憂鬱症 森雅裕／著 ﾓﾘ
頰をつたう涙 常盤新平／著 ﾄｷ
ぼくの歌が君に届きますように－青春音
楽小説アンソロジー－

天野純希／著　大島真寿美／
著　風野潮／著　川島誠／著
小路幸也／著　丁田政二郎／

TE ﾎﾞｸ

マチルデの肖像－恋する音楽小説 2－ 阿川佐和子／著 ｱｶﾞ
ミュージック・ブレス・ユー!! 津村記久子／著 ﾂﾑ
むずかしい愛－現代英米愛の小説集－ 柴田元幸／編訳　畔柳和代／ 933 ﾑｽﾞ
無伴奏ソナタ(ハヤカワ文庫 SF　644) オースン・スコット・カード／著

野口幸夫／[ほか]訳
B 933 ｶﾄﾞ

モデラートで行こう(ピュアフル文庫　か- 風野潮／[著] TE ｶｾﾞ
やさしい訴え 小川洋子／著 ｵｶﾞ
雪屋のロッスさん(ダ・ヴィンチブックス) いしいしんじ／著 ｲｼ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
ユニコーン・ソナタ ピーター・S・ビーグル／著　井

辻朱美／訳
933 ﾋﾞｸﾞ

要介護探偵の事件簿 中山七里／著 ﾅｶ
四日間の奇蹟 浅倉卓弥／著 ｱｻ
アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都／作　いせひでこ／絵 TE ﾓﾘ
ぎぶそん(teens' best selections　7) 伊藤たかみ／[著] TE ｲﾄ
該当件数：94冊


