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(校訂者/編集者/演奏者順)

校訂者/編集者 出版社　／　演奏者 録音年 請求記号

映像資料

オイストラフ, ダヴィッド （第17番）
LD01-086,
LD90-023（富）

ガラミアン, イヴァン （第15番） DV90-267（富）

グリュミオー, アルテュール （第14番） DV90-107（富）

バチコーワ, イリーナ　(第24番) VT00-637

マルコフ, アレクサンデル （全曲） DV90-239(富)

ミルシテイン, ナタン （第11番） DV90-109（富）

ミルシテイン, ナタン （第5番） DV00-881

木野雅之 （第1番） DV90-159（富）

楽譜

★自筆譜のファクシミリ版 Ricordi D11-387

Dover C90-721(富)

音楽之友社
B07-005,
B90-298(富)

Abbado, Michelangelo Zerboni

C06-872,
C07-773,
C94-731(富)

Accardo, Salvatore ; Neill,
Edward (原典版) Ricordi

C19-892,
C97-279(富)

Berkley, Harold (study-
version) Schirmer C16-244
De Barbieri, Renato ; Cantu,
Alberto ; Herttrich, Ernst
(原典版)(Studien-Edition) Henle

B15-859,
B15-867

De Barbieri, Renato ; Cantu,
Alberto ; Herttrich, Ernst
(原典版) Henle

D18-671,
D90-169(富)

Flesch, Carl Peters

C06-870,
C46-351,
C90-882(富)

Flesch, Carl International Music C92-782(富)

Galamian, Ivan International Music
C17-547,
C90-731(富)

Gulli, Franco Curci C97-476(富)

Hertel, Klaus (原典版) Peters C19-803

Macchione, Daniela (原典版) Barenreiter C46-832

Polo, Enrico Ricordi C16-309

木野雅之 Zen-on Music C35-562

　　　　　　　　パガニーニ： 24のカプリス Op.1
(所蔵：2019年5月現在）
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校訂者/編集者 出版社　／　演奏者 録音年 請求記号

録音資料
アッカルド, サルヴァトーレ 1977 CD95-681(富)

エーネス, ジェームズ 1995 CD09-234

カーラー, イリヤ 1992 CD15-819

クアルタ, マッシモ 2002 CD26-428

ツィンマーマン, フランク・ペーター 1985 CD96-694(富)

ツェーエトマイア, トーマス 1992 CD05-558

ツェーエトマイア, トーマス 2007 CD35-715

パパヴラミ, テディ 1997 CD30-406

パールマン, イツァーク 1972 CD95-685(富)

フィッシャー, ユリア 2008-2009 CD37-482

フェドトフ, マキシム 1996
CD13-942,
CD98-064(富)

プーレ, ジェラール 不明 P22-325

マルコフ, アレクサンデル 1989
CD03-093,
CD31-751

ミレンコヴィチ, ステファン 2002-2003 CD38-006

ミンツ, シュロモ 1981 CD95-684(富)

リッチ, ルッジェーロ 1950 CD27-969

リッチ, ルッジェーロ 1959 CD31-754

レビン, マイケル 1958
CD09-818,
CD14-065

神尾真由子 2009 CD80-629(富)

木野雅之 2003 CD24-920

五嶋みどり 1988
CD17-403,
CD95-686(富)

佐藤俊介 2009 CD34-943

清水高師 1990
CD20-564,
CD95-687(富)

千住真理子 1996 CD95-683(富)

徳永ニ男 2000 CD17-854
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編曲者 演奏手段 曲目 出版社/演奏者 請求記号

楽譜
Abbado,
Michelangero violin and piano 全曲 Zerboni C06-869

Auer, Leopold violin and piano 第24番 C.Fischer
D06-857,
D21-873

Brown, Eddy violin and piano 第14, 22番 C.Fischer D21-873

Busch, Adolf violin and piano 第17番 Breitkopf & Hartel D05-705

Forbes, Watson ;
Richardson, Alan viola and piano 第13, 20番 Hinrichsen D05-801

Gallois Montbrun,
Raymond violin and piano 全曲

                                 　　　no.1-12
Leduc　　　　　　　　　　　　　　no.13-24

(1)D02-174
(2)D02-175

Hahn, Louis A. flute
第3, 11,12 16 18
番 Fillmore Music House C45-758

Herman, Jules flute 全曲 Choudens C45-663

Herman, Jules flute 全曲 International Music C39-767

Kreisler, Fritz violin and piano 第13番 Schott
D02-172,
D92-271(富)

Kreisler, Fritz violin and piano 第20番 春秋社
D09-222,
D14-824

Kreisler, Fritz violin and piano 第20番 Schott D92-272(富)

Kreisler, Fritz violin and piano 第24番 Schott
D02-173,
D92-273(富)

Liszt,
Franz/Callimahos,
Lambros Demetrios flute and piano 第24番 Schott D19-395

Mason, Tony

alto saxohopne
and tenor
saxophone 第24番 Cramer Music C29-990

Raby, L.eon viola 全曲 International Music
C07-015,
C91-661(富)

Raby, L.eon viola 全曲 Kalmus C98-330(富)

Schumacher, Kurt
violin and string
quartet 第24番 Robert Lienau D93-212(富)

Schumann, Robert violin and piano 全曲

                                 　　　no.1-12

   　　　　　　　　　　　            no.13-24
C.F.Peters

(1)C21-501,
   C92-991(富)
(2)C21-502,
   C92-992(富)

Szigeti, Joseph violin and piano 第2番 C.Fischer
D19-931,
D93-387(富)

Thibaud, Jacques violin and piano 第9番 C.Fischer D21-873

Thomas-Mifune,
Werner violoncello

第5, 6, 9, 11-14,
16, 17, 19, 20, 24
番 Kunzelmann C36-532

Thomas-Mifune,
Werner 2 violoncellos 第7, 13, 19, 24番 Kunzelmann D91-508(富)

Thomas-Mifune,
Werner 5-6 violoncellos 第24番 Kunzelmann

D30-756,
D91-507(富)

(編曲者のアルファベット順)

　　　　　　　　パガニーニ： 24のカプリス Op.1　<編曲>
                                                            (所蔵：2019年5月現在）
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編曲者 演奏手段 曲目 出版社/演奏者 請求記号

Zinn, William string quartet 第9番 Excelsior Music D90-316(富)

Zinn, William string quartet 第24番 Excelsior Music D90-317(富)

玉木宏樹 2 violins 第24番 音楽之友社 D23-308

録音資料
guitar 第5, 11, 24番 タマヨ, マルコ CD29-953

viola 第5, 13番 プリムローズ, ウィリアム CD31-361

violin and piano 第9, 24番

シゲティ, ヨーゼフ ; ルーアザイツ, ク
ルト(9番) ; フォルデス, アンドール(24
番) CD17-919

violin and piano 第13番
ヴェチェー, フランツ・フォン ; アゴス
ティ, グイド CD35-808

violin and piano 第17番
レナルディ, オシー ; ラッシュ, アーネ
スト CD95-164(富)

violin and piano 第20番 フレッシュ, カール CD35-780

violin and piano 第24番
クリーロフ, セルゲイ ; モルモーネ, ス
テファニア CD29-784

violin and piano 第24番
シェリング, ヘンリック ; フランス国立
放送局管弦楽団 CD02-164

violin and piano 第24番
レーピン, ワディム ; ヴィノグラドワ, イ
リーナ CD06-286

violin and piano 第24番
レーピン, ワディム ; マルコヴィチ, ア
レクサンデル CD35-546

oboe, double bass,
drums, and piano 第24番

宮本文昭 ; 吉野弘志 ; 山木秀夫 ; 佐
藤允彦 CD96-640(富)

Auer, Leopold violin and piano 第13, 20, 24番
ハイフェッツ, ヤッシャ ; シャンドール,
アルパード CD31-996

Auer, Leopold violin and piano 第24番
ハイフェッツ, ヤッシャ ; シャンドール,
アルパード CD14-542

Auer, Leopold violin and piano 第24番
マルコヴィチ, アレクサンドル ; レーピ
ン, ワディム

CD14-347,
CD97-525(富)

David, Ferdinand violin and piano 全曲
レナルディー, オシー ; ロバート, ワル
ター CD30-970

Enesco, Georges violin and piano 第6番
メニューイン, ユーディ ; エネスコ, ジョ
ルジュ CD35-159

Gallois, Patrick flute 全曲 ガロワ, パトリック CD04-459

Gallois-Montbrun,
Raymond violin and piano 第9番

ガロワ＝モンブラン, レイモン ; ジョワ,
ジュヌヴィエーヴ CD35-111

Giampieri clarinet 第2, 3, 12番 ライスター, カール
CD10-364,
CD23-713

Goodman, Benny clarinet and piano 第24番 ジョンソン, エマ ; レネハン, ジョン CD29-639

Hall, Nicolo guitar 第24番 ホール, ニコラ CD97-522（富）

Hekkema, Raaf saxophone 全曲 ヘッケマ, ラッフ CD29-333

Kreisler, Fritz
violin and
orchestra 第13番

ハイフェッツ, ヤッシャ ; ヴァヒーズ, ド
ナルド ; Bell Telephone Orch. CD31-998

Kreisler, Fritz violin and piano 第13, 20番
ハイフェッツ, ヤッシャ ; スミス, ブルッ
クス CD06-384

Kreisler, Fritz violin and piano 第20番
フレッシュ, カール ; シュトラスフォーゲ
ル, イグナッツ CD35-258

                                            (所蔵：2010年5月現在）
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編曲者 演奏手段 曲目 出版社/演奏者 請求記号

Kreisler, Fritz violin and piano 第20番
パールマン, イツァーク ; サンダース,
サミュエル

CD95-426(富),
CD96-363(富)

Kreisler, Fritz violin 第24番 メニューイン, ユーディ CD80-127(富)

Lendvay, Jozsef

2 violins, viola,
violoncello, double
bass, 2
accordions and,
cimbalom 第24番

レンドヴァイ, ヨーゼフ ; タラチラ, ニコ
ラエ ; メニハート, ペーター ; バグリン
チェフ, アレクサンダー ; プイカン, コル
ネリュー=コスミン ; Vagnsson, Hrolfur
; Zlatarin, Samuel ; Cascaval, Valeriu CD99-997(富)

Ma, Yo-Yo
violoncello ; 第13
番のみpiano伴奏

第9, 13, 14, 17,
24番

マ, ヨーヨー ; ザンダー, パトリシア (第
13番のみ）

CD08-658,
CD18-131,
CD96-438(富)

Maciewski, Roman violin and piano 第5番 マルトー, アンリ ; Wolf, Endre CD32-229

Nakariakov, Sergei trumpet and piano 第17番
ナカリャコフ, セルゲイ ; マルコヴィッ
チ, アレクサンドル CD96-538(富)

Schumann, Robert violin and piano 第14番
クレーメル, ギドン ; マイセンベルク,
オレグ CD06-589

Schumann, Robert violin and piano 第13番
シャハム, ギル ; フェルドマン, ジョナ
サン CD20-871

Schumann, Robert violin and piano 全曲 トゥルバン, インゴルフ ; Bria, Giovanni CD06-557

Schumann, Robert violin and piano 全曲
ギャレット, デイヴィド ; カニーノ, ブ
ルーノ CD95-682(富)

Vardi, Emanuel viola
第10, 14, 17, 19
番 ヴァルディ, エマニュエル CD31-348

Vogrich, Max violin and piano 第9番 エルマン, ミッシャ
P13-068,
P18-776

エルマン, ジュール flute 全曲 加藤元章 CD10-401

山下和仁 guitar 第24番 山下和仁
P11-317,
P15-695
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図書資料

　 (所蔵：2019年5月現在）

(著者の五十音順)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

★パガニーニ

パガニーニにみる現代　-　没後150年記念<特集＞
（IN:音楽芸術、1990年7月号） 音楽之友社 1990 ZA10-343

オシエー, ジョン著 ; 菅
野弘久訳

ニコロ･パガニーニ(1782‐1840) (IN：音楽と病 : 病
歴に見る大作曲家の姿)

法政大学出版
局 1996

WR02-797,
WR90-851(富)

カヴァッレッティ, カル
ロ著 ; 目時能理子訳 パガニーニ (IN：ショパンとロマン派の音楽)

ヤマハミュー
ジックメディア 1999 WT00-632

ハイネ, エルネスト W.
著 ; 市原和子訳

パガニーニはなぜ沈黙したか (IN：大作曲家の死因
を探る : 音楽ミステリー) 音楽之友社 1986 W90-138(富)

ハルトナック, ヨーアヒ
ム著 ; 松本道介訳

パガニーニとその後継者たち (IN：二十世紀の名
ヴァイオリニスト) 白水社 1971

U01-272,
WR01-300

ファルガ, フランツ著 ;
佐々木庸一,佐々木翠
訳 小説パガニーニ 音楽之友社 1970

U02-369,
U03-962

フェイバー, トビー著 ;
中島伸子 訳

｢妙技の歴史の転換点｣—パガニーニ、ショーマンで
ディーラー(IN:ストラディヴァリウス : 5挺のヴァイオ
リンと1挺のチェロと天才の物語) 白揚社 2008 WR92-696(富)

マロッコ, トマス著 ; 金
澤正剛, 山田久美子
共訳

パガニーニとの出会い (IN：ストラディヴァリウス :
ある名器の一生) 音楽之友社 1992

WR01-407,
WR91-312(富)

青澤唯夫
パガニーニ、そしてウィーン (IN：ショパン : 優雅なる
激情) 芸術現代社 1988

W18-346,
W90-133(富)

浦久俊彦
悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト : パガニーニ伝
(新潮新書) 新潮社 2018 WR07-868

喜多尾道冬
パガニーニ、もしくは悪魔の楽器（IN:音楽の悪魔 :
デーモンに魅入られた作曲家たち） 音楽之友社 2013

WR03-629,
WR92-329(富)

佐々木庸一 魔術師パガニーニ (IN：ヴァイオリンの魅力と謎) 音楽之友社 1987
WR07-221,
WR90-352(富)

千蔵八郎
ミステリアスな人生—ニコロ･パガニーニ (IN：素顔の
作曲家たち) 音楽之友社 1986 WR90-070(富)

中堂高志
パガニーニの弓の行方 (IN:クラシック作曲家あ・ら・
かると : 音楽会へいく前に) 三省堂 1992 WR91-851(富)

西原稔
パガニーニ—ヴァイオリンの名手が愛した女性と運
命 (IN：クラシック名曲を生んだ恋物語) 講談社 2005 W18-639

萩谷由喜子
ニコロ･パガニーニ (IN：ひとり5分で読める作曲家お
もしろ雑学事典)

ヤマハミュー
ジックメディア 2006

WR05-501
(参762)

横山進一
ヴァイオリンに魅せられた三人 (IN：ストラディヴァリ
ウス)

角川グループパ
ブリッシング 2008 W18-711

渡邊學而
ニコロ･パガニーニ (IN：大作曲家の知られざる横
顔) 丸善 1991

W18-406,
W90-240(富)

★ヴァイオリニスト
ヴァイオリン&ヴァイオリニスト : 古今東西の名手と
名器たち 音楽之友社 2014

WS02-672 参763,
WS90-487(富,参)

弦楽器・管楽器ソリスト2004 : 世界と日本の弦楽
器・管楽器のソリスト700 音楽之友社 2003 WS01-992 参763
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著者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

新編ヴァイオリン&ヴァイオリニスト (Ontomo mook) 音楽之友社 2018 WS03-031 参763

アウアー, レオポルト ;
角英憲訳

レオポルト・アウアー自伝 : サンクト・ペテルブルク
の思い出

出版館ブック・ク
ラブ 2018 WR07-870

アッカルド, サルヴァ
トーレ ; 小畑恒夫訳 アッカルド ヴァイオリンを語る 音楽之友社 1989 WR00-581

エッゲブレヒト, ハラル
ド ; シュヴァルツァー
節子訳

ヴァイオリンの巨匠たち (叢書・20世紀の芸術と文
学) アルファベータ 2004 WR04-354

ギトリス, イヴリー ; 今
井田博訳 魂と弦 春秋社 2000 WR03-487

キャンベル, マーガレッ
ト ; 岡部宏之訳 名ヴァイオリニストたち (Music library) 東京創元社 1983

WR05-366,
WR06-136

グボー, クリスティアン
; 村上和男

ジャック・ティボー(1880-1953) : フランスのヴァイオ
リニスト 創栄出版 1997 WR02-982

グラプコフスキ, エドム
ンド ; 足達和子訳

ヘンリック・ヴェニャフスキ : ポーランドの天才バイ
オリニスト、作曲家

冨山房インター
ナショナル 2016 WR092-923(富)

クレマン, フィリップ編 ;
今井田博訳 イヴリー・ギトリス : ザ・ヴァイオリニスト 春秋社 2013 WR06-403

クレーメル, ギドン ;
カールステン・井口俊
子訳 琴線の触れ合い 音楽之友社 1997

WR02-991,
WR90-310(富）

クレーメル, ギドン : 臼
井伸二訳 クレーメル青春譜 : 二つの世界のあいだで アルファベータ 2007 WR05-125

クレーメル, ギドン ; 馬
場広信, 山本尚志 訳 ちいさなヴァイオリン : ギドン・クレーメル自伝 リブロポート 1995

WR02-456 ,
WR91-072(富）

ゴールドベルク山根美
代子 20世紀の巨人シモン・ゴールドベルク 幻戯書房 2009 WR05-500

コズマ, ヴィオレル ; 竹
内祥子編訳 ジョルジェ・エネスク : 写真でたどるその生涯と作品 ショパン 2005 WS02-083

サレルノ=ソネンバー
グ, ナージャ ; 麻生九
美訳 ナージャ : わが道をゆく 晶文社 1995 WR91-969(富)

サンド, バーバラ・L. ;
米谷彩子 訳

天才を育てる : 名ヴァイオリン教師ドロシー・ディレ
イの素顔 音楽之友社 2001

WR03-791,
WR92-383(富)

シゲティ, ヨーゼフ ; 永
井美恵子, 北村義男
訳 弦によせて 音楽之友社 1967

U00-937,
U00-917

スターン, アイザックほ
か ; 大森洋子訳

アイザック・スターン : すばらしきかな、わがヴァイ
オリン人生 清流出版 2011 WR05-782

ダバル, デイヴィッド
メニューインとの対話 : 世紀の名ヴァイオリニスト
の生き方 シンフォニア 1995 WR02-431

ティボー, ジャック ; ド
リアン, ジャン-ピエー
ル編 ヴァイオリンは語る.  新潮社版 (一時間文庫) 新潮社 1953

WR01-623 ,
WR06-189

ティボー ; 粟津則雄
訳 ヴァイオリンは語る 白水社 1969

U00-928,
U03-972

パパヴラミ, テディ ; 山
内由紀子訳 ひとりヴァイオリンをめぐるフーガ 藤原書店 2016 WR92-903(富）

ハルトナック, ヨーアヒ
ム ; 松本道介訳 二十世紀の名ヴァイオリニスト 白水社 1971

U01-272,
WR01-300

ブーシュリ, ジュール ;
マルク・ソリアノ編著 ;
桑原威夫訳

ヴァイオリンの奥義 : ジュール・ブーシュリ回想録 :
1877→1962 音楽之友社 2010 WR05-661

ベレッド, アーチャー・
ウェシュラー ヤッシャ･ハイフェッツ : 世紀のバイオリニスト 旺史社 1989 WR00-676

マーテンス, フレデリッ
ク・H編著 ; 角英憲訳

ヴァイオリン・マスタリー : 名演奏家24人のメッセー
ジ

全音楽譜出版
社 2017

WR07-213,
WR92-935(富）
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著者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

ミルスタイン, ナタン ;
ヴォルコフ, ソロモン ロシアから西欧へ : ミルスタイン回想録 春秋社 2000 WR03-564

メニューイン, イェフデ
イ ; 岸本完司訳 ヴァイオリンを愛する友へ 音楽之友社 1987 WR90-081(富)

メニューイン, ユーディ
;  プリムローズ, ウィリ
アム ; 内田智雄訳 ヴァイオリンを語る : 付・ヴィオラ シンフォニア 1988

WR00-399,
WR91-084(富)

メニューイン[述] ; ダ
ニエルズ, R.編 ; 和田
旦訳 出会いへの旅 : メニューインは語る みすず書房 1981 U02-957

モルク, ジャン=ミシェ
ル ; 藤本優子訳

クライスラーからクレーメルへの系譜 (偉大なるヴァ
イオリニストたち)

ヤマハミュー
ジックメディア 2012 WR05-939

モルク, ジャン=ミシェ
ル ;  神奈川夏子訳

チョン・キョンファから五嶋みどり、ヒラリー・ハーン
まで (偉大なるヴァイオリニストたち ; 2)

ヤマハミュー
ジックメディア 2017 WR07-201

ロックナー, ルイス・P. ;
中村稔訳 フリッツ・クライスラー 白水社 1975

U02-352,
U03-935

伊熊よし子
ヴェンゲーロフの奇跡 : 百年にひとりのヴァイオリ
ニスト 共同通信社 2000 WR05-470

石井志都子 ; 天日隆
彦聞き書き

或るヴァイオリニストの記 : 戦後の時代と共に生き
て

かまくら春秋社
出版事業部 2014 WR06-660

江藤俊哉
江藤俊哉 : ヴァイオリンと共に : 何を歌っているか
知りたい 音楽之友社 1999 WR03-310

奥田昭則著 母と神童 : 五嶋節物語 (小学館文庫)  小学館 2001 W18-756

小野アンナ記念会編
回想の小野アンナ : 日本のヴァイオリニストを育て
て半世紀 音楽之友社 1988

WR00-359,
WR90-890(富)

加藤潔
偉大なる音楽家 回想のダビッド・オイストラフ : 偉
大なる音楽家が偉大なる音楽家を語る

全音楽譜出版
社 1978

U02-344,
WR06-182

加藤潔編著 音楽の心 : モギレフスキー教授を記念して 音楽之友社 1966 WR07-555

川畠成道
僕は、涙の出ない目で泣いた。 : 視力障害の天才
ヴァイオリニストがつかんだ人生の光 扶桑社 2000

WR03-648,
WR92-354(富)

川畠成道 魂の響き合うとき 北水 2001
WR03-862,
WR92-456(富)

川畠成道
僕は、涙の出ない目で泣いた。 (扶桑社文庫 ;
0371) 扶桑社 2003 W90-314(富)

川畠成道 耳を澄ませば世界は広がる 集英社 2011 W18-811

川畠正雄
成道のアヴェ・マリア : ヴァイオリンの師として、父
として 講談社 2003 WR04-141

黒沼ユリ子
ヴァイオリン・愛はひるまない : プラハからメキシコ
へ 海竜社 2001

WR03-850 ,
WR92-445(富）

小林武史 ヴァイオリン一挺、世界独り歩き  芸術現代社 1980
U00-440,
WR91-320(富)

菅野美智子
雨の歌 : ゲルハルト・ボッセ、その肖像のための十
八のデッサン

アルテスパブ
リッシング 2019 WR07-963

鷲見三郎 ヴァイオリンひとすじに 皓星社 1983 U03-285

諏訪内晶子 ヴァイオリンと翔る
日本放送出版
協会 1995

WR03-470,
WR90-252(富）

諏訪内晶子
ヴァイオリンと翔る［一部加筆］　（NHKライブラリー ;
112）

日本放送出版
協会 2000 W90-269（富）

千住真理子 ヴァイオリニスト20の哲学
ヤマハミュー
ジックメディア 2014 WR06-745

千住真理子 ヴァイオリニストは音になる
時事通信出版
局 2015 WR06-879

千住真理子 聞いて、ヴァイオリンの詩 時事通信社 2000 WR03-566

千住真理子 歌って、ヴァイオリンの詩 : 2
時事通信出版
局 2009 WR05-459

千住真理子 生命が音になるとき : 不思議なヴァイオリン オーム社 1995 WR91-619（富）

田中千香士 五本の柱 : ヴァイオリン道修行の旅 レッスンの友社 2001 WR92-375(富)
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天満敦子
無伴奏に魅せられて : バッハへの手紙 (CDサイズ
の本シリーズ) 銀の鈴社 2004 WR04-435

天満敦子 わが心の歌 : 望郷のバラード 文芸春秋 2000 WR03-574

殿木敏達 ジャック・ティボーの世界 殿木敏達 1993
WR02-051
WR02-059 参763

戸張通子
マルトー : 大作曲家たちを虜にした世紀の大ヴァイ
オリニスト ショパン 2010 WR05-580

中村稔
ヴァイオリニストの系譜 : ヨアヒムからクレーメルま
で 音楽之友社 1988

WR05-284,
WR06-142

萩谷由喜子
諏訪根自子 : 美貌のヴァイオリニストその劇的生
涯 : 1920-2012 アルファベータ 2013 WR92-827(富)

堀米ゆず子 ヴァイオリニストの領分  春秋社 2015 WR92-879(富)

堀米ゆず子 モルト・カンタービレ : ブリュッセルの森の戸口から NTT出版 1995 WR03-573

前橋汀子 私のヴァイオリン : 前橋汀子回想録 早川書房 2017 WR07-717

松野迅 風の五線紙 未来社 1996 WR90-999（富）

松野迅 銀月に踊るユーモレスク かもがわ出版 2008 WR92-695（富）

松本薫 夢はヴァイオリンの調べ : 鷲見三郎を探して
鳥取県教科図
書販売 2009

WR05-448,
WR05-449

森悠子 ヴァイオリニスト空に飛びたくて 春秋社 2010 WR05-704

安永徹 [ほか] 音楽って何だろう : 安永徹対談集 新潮社 1990 WR00-969

山口玲子 巌本真理生きる意味 新潮社 1984 U03-642

渡辺和彦 ヴァイオリニスト　33 : 名演奏家を聴く 河出書房新社 2002 WR03-893

渡辺和彦 ヴァイオリニスト　33 : 名演奏家を聴く　[増補版] 河出書房新社 2009 WR92-729(富)

和波その子
母と子のシンフォニー : 盲目のヴァイオリニスト、和
波孝禧を育てた母の手記 音楽之友社 1976

U00-852,
WR90-084(富)

和波その子
いのちのシンフォニー : 盲目のヴァイオリニスト、和
波孝禧を支えた母の記録 音楽之友社 1981

U02-916,
WR90-083(富)

和波孝禧 ヴァイオリンは見た 海竜社 1999 WR03-343

和波孝禧 音楽からの贈り物 新潮社 1994
WR02-311,
WR91-370(富）

★ヴァイオリン　［楽器］
ヴァイオリン&ヴァイオリニスト : 古今東西の名手と
名器たち (Ontomo mook) 音楽之友社 2014

WS02-672 参763,
WS90-487(富,参)

ヴァイオリンの系列 : 古名器の鑑賞のために 昌子尚介 1974
WS02-953,
WS02-995

ウィ・ラブ・ストラディバリ
NHK文化セン
ター 1988 WT01-432

楽器の事典 : ヴァイオリン 東京音楽社 1992
WS01-133,
WR90-193(富)

楽器の事典ヴァイオリン［増補版］ ショパン 1995
WS01-889 参763
WS02-086 参

弦楽器ハンドブック ； その上手な買い方、選び方
(音楽の友、第38巻第7号付録) 音楽之友社 1980 U00-212

新編ヴァイオリン&ヴァイオリニスト (Ontomo mook) 音楽之友社 2018 WS03-031 参763

Allen, Heron ; 尾久れ
も奈訳 バイオリン製作 今と昔 文京楽器製造  1980-1995

1: U04-298
2: U04-299
3: WR02-550

シップトン, アラン ; 森
由利訳 弦楽器 (図解音楽の世界 ; 2) 偕成社 1994 WT90-086(富）

シルバーマン, ウィリア
ム・A ; 渡辺健訳

The violin hunter : 失なわれたバイオリンの名器を
求めて ［限定版］ 飛鳥 1978

U00-821,
WR06-130
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ノルドリリョ, ジョー ; 坂
口佳陽子訳 図解弦楽器用語事典

ヤマハミュー
ジックメディア 2015

WS02-754 参763,
WS90-485(富,参)

ハギンズ, マーガレッ
ト・L ; 野田彰訳 ジョヴァンニ・パオロ・マッジーニ : その生涯と作品 弦楽器デュオ 1989

WS00-363,
WS90-046(富)

パンシェルル, マルク ;
大久保和郎訳 ヴァイオリン (文庫クセジュ：現代知識の焦点) 白水社 1967

U00-406,
W18-403

ヒル, ウィリアム・ヘン
リー ; 野田彰 訳

アントニオ・ストラディヴァリ ： その生涯と作品
(1644-1737) 弦楽器デュオ 1986 U04-560

ヒル, ウィリアム・ヘン
リー ; 野田彰 訳

グァルネリ家のヴァイオリン製作者達 : その作品と
生涯(1626-1762) 弦楽器デュオ 1988

WS00-105,
WS90-051(富)

ファルガ, フランツ ;
佐々木庸一 訳 ヴァイオリンの名器 音楽之友社 1960

U02-680,
WR91-300(富)

フェイバー, トビー ; 中
島伸子訳

ストラディヴァリウス : 5挺のヴァイオリンと1挺の
チェロと天才の物語 白揚社 2008 WR92-696（富）

マロッコ、トマス ； 金
澤正剛, 山田久美子
訳 ストラディヴァリウス ： ある名器の一生 音楽之友社 1992

WR01-407,
WR91-312(富)

モンコンブル, ジェラー
ル文・絵 ; 豊水順子訳 ヴァイオリン （オクターブくんの楽器たんけん ; 2） 大日本図書 1994 WT90-144(富)

石井高 秀吉が聴いたヴァイオリン 主婦の友社 1989 WR00-757

石井高 秀吉が聴いたヴァイオリン (三信文庫) 三信図書 1993 W90-015(富)

今泉清暉 楽器の事典弓  東京音楽社 1992 WS01-134

大木裕子
クレモナのヴァイオリン工房 : 北イタリアの産業クラ
スターにおける技術継承とイノベーション 文眞堂 2009 WR05-390

奥田佳道ほか おもしろバイオリン事典

ヤ ミ
ジックエンタテイ
ンメントホール
ディングス出版
部 2017 WR07-561

奥田佳道ほか
バイオリンおもしろ雑学事典 : 知ってるようで知らな
い

ヤマハミュー
ジックメディア 2007 WR06-150

川上昭一郎 ヴァイオリンをつくる (新技法シリーズ) 美術出版社 1989 WS00-183

川幡宏 はじめての弦楽器メンテナンスブック
ヤマハミュー
ジックメディア 2010 WR05-552

神田侑晃
ヴァイオリンの見方・選びかた : 間違った買い方を
しないために.  基礎編 レッスンの友社 1998 WS01-632

神田侑晃
ヴァイオリンの見方・選びかた : 間違った買い方を
しないために.  応用編 レッスンの友社 2002

WS02-435、
WS02-594

佐々木朗 弦楽器のしくみとメンテナンス : マイスターのQ&A 音楽之友社 1999 WR92-199(富)

佐々木朗

弦楽器のしくみとメンテナンス : これ1冊ですべて分
かる : マイスターのQ&A. 2:使いこなし篇 : これ1冊
でもっと分かる 音楽之友社 2000 WR03-519

佐藤輝彦 イタリアン・ヴァイオリン・メーカーズ 日本弦楽器 2001
WT00-679,
WT90-200(富)

佐藤輝彦
これがヴァイオリンの銘器だ! : 華麗なるイタリアン・
オールド・ヴァイオリンの世界 音楽之友社 2000 WR03-520

佐藤輝彦
本物を見極める : 3億円のヴァイオリンはいかに鑑
定されるのか?

ヤマハミュー
ジックメディア 2011 WR05-846

園田信博
最上の音を引き出す弦楽器マイスターのメンテナン
ス : 写真と図解で極意が見える  誠文堂新光社 2017 WR07-695

高橋博志 バイオリンの謎 : 迷宮への誘い
ヤマハミュー
ジックメディア 2012 WR05-878

田中千香士
CDでわかるヴァイオリンの名器と名曲 : オールカ
ラー ナツメ社 2008

WR05-252,
WR92-680(富)

陳昌鉉 海峡を渡るバイオリン  河出書房新社 2002 WR92-474(富)

中澤宗幸 修復家だけが知るストラディヴァリウスの真価 毎日新聞出版 2018 WR07-882
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中澤宗幸 ストラディヴァリウスの真実と嘘 世界文化社 2011 WR06-073

中野雄
ストラディヴァリとグァルネリ : ヴァイオリン千年の
夢 文藝春秋 2017 WR07-694

長峯五幸 ヴァイオリン万華鏡 : 魔性の楽器
インターワーク
出版 2003 WR92-543(富)

冨士川計吉 バイオリンの謎 (道新マイブック) 冨士川計吉 2015 WS02-815

無量塔藏六 ヴァイオリン (岩波新書：青-921) 岩波書店 1975
U01-354,
W18-472

無量塔藏六 バイオリン 日本楽器 1965 WR07-312

森元志乃 ヴァイオリン各駅停車 レッスンの友社 2000 WS90-407(富)

森元志乃 ヴァイオリン各駅停車 せきれい社 2017 WS03-024

横山進一 ストラディヴァリウス
角川グループパ
ブリッシング 2008 W18-711

渡辺恭三 ヴァイオリンの銘器 (Music gallery ; 4) 音楽之友社 1984
U04-197,
WR91-218(富)

★ヴァイオリン　［演奏］
アウアー, レオポルド ;
今田理枝訳 ヴァイオリン奏法 シンフォニア 1998 WR06-780

アウエル, レオポルト ;
馬場二郎訳 ヴァイオリンの名曲とその解釋 - 演奏法 厚生閣 1927 WS01-101

アプルバウム, サミュ
エルほか ; 野田彰訳 私の演奏法 : 名演奏家と指導者へのインタヴュー 弦楽器デュオ 1991

WS00-993,
WS90-049(富)

オプノ, ドミニク ; 中島
弘二 内なるヴァイオリン : 演奏についての考察 音楽之友社 1987 U04-659

ガラミアン, イヴァン ;
アカンサス弦楽研究
会 ヴァイオリン奏法と指導の原理 音楽之友社 1965

U01-327,
WT00-013,
WT90-147(富)

シゲティ, ヨーゼフ ; 山
口秀雄 訳

ヴァイオリニストの覚え書き : 練習と演奏のための
解説を持った200の引用譜 音楽之友社 1967

U01-326,
WT00-332

シゲティ, ヨーゼフ ; 山
口秀雄 訳

ヨーゼフ・シゲティヴァイオリン練習ノート : 練習と演
奏のための解説付200の引用譜  音楽之友社 2004

WT00-741,
WT90-209(富)

ジョンソン, ジェニ
ファー ; 小野ひとみほ
か訳

ヴァイオリニストならだれでも知っておきたい「から
だ」のこと 春秋社 2011

WS02-440,
WS02-567

ハヴァシュ, カトー ; 今
井理瑳, 藤本都紀 訳

「あがり」を克服する : ヴァイオリンを楽に弾きこな
すために 音楽之友社 2002

WR03-901,
WR92-409(富)

ハヴァシュ, カトー ; 石
川ちすみ訳

ハヴァシュ・バイオリン奏法 : 力みをとり、あがりを
克服するアプローチ

ヤマハミュー
ジックメディア 2015 WR06-882

フィッシャー, サイモン ;
木村恭子ほか訳 ヴァイオリンBasics : いつでも学べる基本練習300  音楽之友社 2016 WT90-221(富)

フレッシュ. カール ;
佐々木庸一 訳 ヴァイオリン演奏の技法.  上巻 音楽之友社 1959

U01-328,
WS90-233(富)

フレッシュ. カール ;
佐々木庸一 訳 ヴァイオリン演奏の技法.  下巻 音楽之友社 1964 U01-311

ヘマン, クリステイーネ
； 竹内ふみ子 訳

弦楽器のイントネーション ； メロディーとハーモニー
の耳をよくするために シンフォニア 1980 U04-071

ホーン, ハーバート ;
山本裕樹 訳 ヴァイオリン演奏のコツ 音楽之友社 2001

WR03-748,
WR92-363(富)

メニューイン, ユーディ
; 服部成三郎, 服部豊
子 訳 メニューイン/ヴァイオリン奏法 音楽之友社 1976

U01-310,
U04-215

モーツァルト, レオポル
ト ; 久保田慶一訳 ヴァイオリン奏法

全音楽譜出版
社 2017 WR07-557
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モーツァルト, レオポル
ト ; 塚原晢夫訳 バイオリン奏法

全音楽譜出版
社 1974

U01-330,
U01-331,
WS90-035(富)

ヤンポリスキー, I.  ; 現
岡幹博訳 バイオリン運指法

アカデミア・
ミュージック 1975 WS00-353

相川麻里子[ほか]
本当に役立つ! ヴァイオリン練習法74 : 12人の指導
者が実践する最強のトレーニング

リットーミュー
ジック 2013 WR06-462

石川隆俊
ヴァイオリン演奏のための脳神経と筋肉の使い方 :
中高年からでも弾けるヴァイオリン せきれい社 2016 WS02-922

尾花輝代允
ヴァイオリンを弾こう : 子どもからおとなまでのレッ
スン・ガイド 音楽之友社 1994 WR91-991(富)

柏木真樹
ヴァイオリンを弾くための身体の作り方・使い方. 基
礎編 せきれい社 2012 WS02-786

神原泰三
ヴァイオリン体操 : 演奏が楽になる音も良くなる :
自然体で弾くためのフィジカル・トレーニング 音楽之友社 2001

WR03-685,
WR92-326(富)

神原泰三
みるみる演奏が楽になる5つのエクササイズ : ヴァ
イオリン体操 実技編 音楽之友社 2004

WR04-505,
WR92-599（富）

菊池修 ヴィオッティ : 近代ヴァイオリン奏法の父 慧文社 2009 WR92-717（富）

久保田良作 ; 鷲見三
郎 鷲見三郎/ヴァイオリンのおけいこ 音楽之友社 1980

U00-238,
U00-317,
U00-318

篠崎史紀 絶対!うまくなるバイオリン100のコツ
ヤマハミュー
ジックメディア 2015 WR07-864

菅原英洋 ヴァイオリン奏法の知識 : だれにでもわかる レッスンの友社 1994
WS01-360,
WS90-053(富)

千蔵八郎
大ヴァイオリニストがあなたに伝えたいこと100+1の
レッスン 春秋社 1997 WR90-301(富)

三鬼日雄 ボーイングの秘密
全音楽譜出版
社 1977 WT01-817

深山尚久
ヴァイオリン・レッスン58の上達例 (目からウロコの
ポイントチェック ; 1) スタイルノート 2015 WS02-785

矢野龍彦ほか みるみる音が変わる!ヴァイオリン骨体操 音楽之友社 2017 WS02-895

渡辺和彦
ヴァイオリン/チェロの名曲名演奏 : 弦楽器の魅力
をたっぷりと (On books) 音楽之友社 1994

W18-448,
W90-214(富)

★ヴァイオリン　［歴史］

ヴェクスバーグ, ヨー
ゼフ ; 野田彰訳 ヴァイオリンの栄光 マルコ楽志堂 1984 Ｕ03-740

ロイター, F.V. ; 桂近乎
訳補 ヴァイオリン音楽 音楽之友社 1956 U04-589

石井宏 誰がヴァイオリンを殺したか 新潮社 2002
WR03-920,
WR92-424(富)

音楽之友社編 ヴァイオリン曲 （名曲解説事典 ; 第5巻） 音楽之友社 1952
U00-725
U00-727

佐藤謙三 ヴァイオリン音楽史 (音楽文庫：第20) 音楽之友社 1951 U00-595

松本善三 提琴有情 : 日本のヴァイオリン音楽史 レッスンの友社 1995
WS01-366 ,
WS02-562

★ヴァイオリン　［ほか］

石田朋也 まるごとヴァイオリンの本 青弓社 2012 WR05-965

「音楽を読む本」編集
委員会

ヴァイオリンを読む本 : もっと知りたいヴァイオリン
のはなし

ヤマハミュー
ジックメディア 1998 WR03-213

 川合左余子 いまさら聞けないヴァイオリンの常識  音楽之友社 2014 WS02-671
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著者 タイトル 出版社 出版年 　請求記号

佐々木庸一 魔のヴァイオリン 音楽之友社 1982
U02-907,
WR91-252(富)

佐々木庸一 ヴァイオリンの魅力と謎 音楽之友社 1987
WR07-221,
WR90-352(富)

藤原義章 ヴァイオリンとヴィオラの小百科 春秋社 1999
WR03-396,
WR92-204(富）

藤原義章 ヴァイオリンとヴィオラの小百科. 増補版 春秋社 2008 WR92-700(富）

映像資料

1989 DV01-333

1972 DV00-383

パガニーニ ［ヴァイオリニスト・パガニーニの半生を描いた伝記映画］

パガニーニ / フランツ・レハール
［パガニーニとナポレオンの妹エリーザの悲恋という史実を主題とした
オペレッタ］

アッカルド, サル
ヴァトーレ演奏

テーバ, アントニオ ;
クルト・グラウンケ
管弦楽団 ; エーベ
ルト, ヴォルフガン
グ
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