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♪音楽♪関連おすすめリスト 

芸術の秋！ 
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著者 ISBN

ベートーヴェンは怒っている！ KP00046174 アルファベータブックス 202012 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,950 ¥6,600

野口剛夫【編著】 9784865980851

Magentaで開発

AI作曲
KP00047836 オーム社 202107 PDF ¥8,250 - ¥9,900

斎藤喜寛 9784274227318

真実なる女性

クララ・シューマン
KP00036563 みすず書房 201908 PDF ¥17,160 - ¥25,740

原田光子 9784622088264

オーケストラ KP00049232 みすず書房 202002 PDF ¥19,800 - ¥29,700

クリスチャン・メルラン【著】

藤本優子　ほか【訳】
9784622088776

名曲でわかる

コード進行の秘密
KP00048925 リットーミュージック 201904

EPUB(固定レ

イアウト）
¥6,600 - ¥13,200

植田彰 9784845633739

一般音楽論 KP00049023 リットーミュージック 202102
EPUB(固定レ

イアウト）
¥8,250 - ¥16,500

清水響 9784845635894

渋谷系狂騒曲 KP00049025 リットーミュージック 202103
EPUB(固定レ

イアウト）
¥6,270 - ¥12,540

9784845635887

音楽メディア・アップデート考 KP00049027 リットーミュージック 202103 EPUBリフロー ¥4,950 - ¥9,900

加藤一陽 9784845635870

にっぽんセクシー歌謡史 KP00049043 リットーミュージック 202105 EPUBリフロー ¥6,600 - ¥13,200

馬飼野元宏 9784845635160

コード理論大全 KP00049381 リットーミュージック 201804
EPUB(固定レ

イアウト）
¥9,240 - ¥18,480

清水響 9784845632367

NO 書影

内容紹介
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現代人よ、いま彼の言葉から学べ！ 大衆に迎合しない。現状に妥協しない。高い理想をかかげ、そのギャップと闘いながら誰よりも人

間らしく生きようとしたベートーヴェン―混迷を極めるいま、彼が遺した言葉の数々に改めてスポットライトを当てる。【生誕250年記念

出版】 ベートーヴェンの言葉を、手紙、日記、手記、メモ、他人の述懐などから選び出し、それを年代順に掲載。それぞれに解説を付

す。

プログラミング未経験でも、作曲未経験でも、簡単にAI作曲を試せる！ 本書は、AI作曲の第一人者が教える「未経験でも簡単に試

せるAI作曲」を、実践を通して身につける書籍です。 「プログラミング経験がなく、AIでさえ名前を聞いたことがあるくらい」「音楽の知識

が全くないから作曲なんてもってのほか」という方でも理解できるように、AI作曲を解説しています。コードをマネしてみると曲が生成され

ることに感動し、読み進めていくうちにコードの記述方法だけでなく、作曲のための音楽の知識も身につくはずです。 

戦争へと向かう雄叫びが響く昭和16年、一冊の評伝が世に出た。クララ・シューマン――書簡や日記、家族の回想記をもとに気品あ

る美しい日本語で書かれたこの評伝は戦争下の日本人の心を打ち、5年後に著者が亡くなったのちも、改版を重ねながら読み継がれ

ていく。 天才少女として楽界にあらわれた当初より、クララはセンセーションを求める聴衆の期待から遠く離れ、内面的で静かな音楽的

境地を守って、演奏に純粋さ、精神性を加えていった。

有機的存在としてのオーケスラ一般というトピックは、これまで書ける人がいなかった。他に全く類のないこの人間組織の核心にせまる画

期的かつ最高に楽しい本を、ここに刊行。基本的問題からちょっと気になる小事まで、世界のオーケストラや楽団員や指揮者のあらゆ

る情報を満載、この600頁の事典的エッセイにファンは満喫できること間違いないだろう。付録・世界の主要400オーケストラ一覧ほ

か。

名曲の「耳を惹くコード進行」を分析！全67曲！  J-POP、アニメソング、洋楽、ジャズ・スタンダード、クラシック、さまざまなジャンルから

選んだ名曲のコード進行を見ながらコード進行のコツ、テクニック、ツボが学べる本です。 各曲2ページが1セットで、左ページは「その曲

のコード進行」、右ページは「コード進行の秘密の解説」となっています。 ですので必ずしも最初から順番に読む必要はなく、気になる曲

から読み進めてOK。 コード進行のテクニック、ポイントを理解すれば、作曲や演奏技術も向上します! 

一家に一冊！ 音楽にまつわる広範な知識を一気に学べる、“ありそうでなかった”音楽の教科書  音楽全般に関しての幅広い知識を独

学で身につけるのは、意外と難しいものです。複数の専門書を選び出して読んでいくにしても、音楽についての百科事典をくまなく読む

にしても、効率度外視の根気と時間が要求されてしまいます。 そこで、一般に知っておくべき音楽の知識を順序立てて解説しているの

が、この『一般音楽論』です。音楽全体を俯瞰的に捉え、音楽理論から歴史や様式、音響物理など、音楽に関する項目を幅広くカ

バーしています。

音楽ナタリーで好評のコラム「渋谷系を掘り下げる」を書籍化！  1990年代に日本の音楽シーンに大きな変革をもたらした「渋谷系」。

その渋谷系カルチャーとは何だったのか、多くの証言者を迎え、多角的に掘り下げた音楽ナタリーの連載コラムを書籍化。連載全14回

のすべてを掲載するほか、新規インタビュー、渋谷系のルーツを探るディスクガイド、脚注を加え、さらに充実した内容を目指します。  

音楽ナタリー元編集長と８人のキーパーソンによる音楽メディア論  音楽メディアの編集長やライターなどキーパーソン８人に取材を行い

ながら、現代における音楽メディアの必要性や音楽評論の手法を整理。Webによって音楽メディアはどう変容していったのか、メディア

が音楽を批評することの意味とは。。。。。。「批評をしない音楽ニュースメディア・音楽ナタリー」の元編集長・加藤一陽氏が取材／執

筆。

奥村チヨや山本リンダといったセクシー系歌手のルーツを探り、 その進化と変貌のプロセスを検証する。  かつて昭和の高度成長期に、歌

謡界を席巻した「お色気歌謡」。その歴史は古く、ルーツは昭和初期に遡る。日本の音楽シーンの歴史をたどってみても、お色気歌謡

の流行は、経済が上向きの時期に何度かの隆盛が起きており、殿方の夜のお供から、まだ性の何たるかも知らぬ少年たちまでを、各

時代で魅了し続けてきた。

和声の基礎から最新の理論まで網羅した 新時代の定番理論書がついに登場！  基礎から応用まで網羅した、全ジャンルの音楽家必

携の標準コード理論書が登場しました。音程や転回、コードシンボルの書き方といった基本事項から、現代の和声に欠かせないマルチ

トニックシステムやハイブリッドコードまで、コード理論のすべてを掲載。単に用例を紹介するだけではなく、すべての項目について、“なぜ

その理論が導き出されるのか”が解説されています。指導用テキストとしての使用だけでなく、独学の使用でも理解を深められるよう練

習問題も充実。
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音楽が楽しくなる KP00046051 旺文社 202007
EPUB(固定レ

イアウト）
¥3,432 - ¥5,148

関和之【マンガ・イラスト】

亀田誠治【監修】
9784010112953

絶対音感神話 KP00006314 化学同人 201407 PDF ¥5,225 - ¥7,837

宮崎謙一 9784759813609

天皇の音楽史 KP00011075 吉川弘文館 201702 PDF ¥5,610 - ¥8,415

豊永聡美 9784642058421

音楽の哲学入門 KP00026382
慶應義塾大学出版

会
201903 PDF ¥7,700 - ¥11,550

セオドア・グレイシック【著】

源河亨、木下頌子【訳】
9784766425888

フレデリック・ショパン KP00051132 彩流社 202108 EPUBリフロー ¥8,910 ¥11,137 ¥13,365

フランツ・リスト【著】

八隅裕樹【訳】
9784779127656

音楽と出会う KP00026328 世界思想社 201904 EPUBリフロー ¥5,610 - ¥11,220

岡田暁生 9784790717300

音楽で生きる方法 KP00051292 青弓社 202011 EPUBリフロー ¥6,600 - ¥13,200

相澤真一、髙橋かおり、坂本光太、

輪湖里奈
9784787274359

数と音楽 KP00005456 大月書店 201604 PDF ¥3,630 - ¥5,445

坂口博樹【著】

桜井進【数学監修】
9784272440641

音楽に癒され、音楽で癒す KP00018808 中外医学社 201806 PDF ¥5,808 - ¥11,616

馬場存 9784498229068

日本音楽史事典 KP00019150 日外アソシエーツ 201412 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925085
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人生を変えるような音楽と出会うには？ネット動画、ＡＩによる自動作曲、カリスマ不在、癒し音楽ブーム…近代西洋音楽史を専門

とする著者が、21世紀固有の音楽現象に挑み、規格外の音楽とつきあう楽しさを自在に語る。著者おすすめの音楽も紹介。

保護者の不安をスッキリ解消！まんがでわかる「子ども向け実用書」私たちの身の回りには音楽があふれています。テレビからは常に音

楽が流れていますし、みなさんも、音楽の授業や、おけいこごとなどで、日常的に音楽とふれあっていると思います。なぜ、音楽はこんな

にも私たちの生活に浸透しているのでしょうか。実は、音楽は私たちの生活を豊かにしてくれるだけではなく、想像力やコミュニケーション

力など、将来にわたって役立つ力を身につける重要な役割も果たしているのです。

優れた音楽家に不可欠な能力と思われがちな絶対音感。しかし、科学的な実験が示す事実は、そんな一般的なイメージに反するも

のだった。絶対音感研究の第一人者が、巷にあふれる神話のほんとうの姿を、データに基づきながら解き明かす。

古来、楽器には神威が宿り、王権を象徴する道具と認識されてきた。前近代の天皇は幼少より管絃の習得を積み、どの楽器を演奏

するかは、時には皇統の在り方をも左右した。宮廷内での権力闘争や武家との覇権争いを有利に導くための楽器選択など、音楽と

天皇の権威との関わりや帝器の変遷を、古代・中世の天皇の音楽事績を紹介しつつ明らかにする。

▼音楽がなければ人生は過ち？ アメリカの気鋭の研究者による、音楽の哲学および芸術の哲学の入門書。 単なる音と音楽の違い、

音楽鑑賞に必要な知識、音楽と情動の関係、音楽経験がもたらすスピリチュアリティなど音楽を哲学的に考察する。 　ベートーヴェン、

ハイドン、ビートルズ、レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、マイルス・デイヴィスやジャコ・パストリアス、ラヴィ・シャンカル――クラシックか

らポピュラー音楽まで、豊富な例とともに音楽の本質に迫る。

ショパンの芸術と生涯を描いた傑作！ 世界中の誰もが知る超一流音楽家フレデリック・ショパン。「ピアノの詩人」と評されたショパンの

生涯を、その友人にして「ピアノの魔術師」と呼ばれた大音楽家であるフランツ・リストが敬愛をもって書きのこした伝説的名著。72年ぶ

りの新訳。 重要な歴史的資料であり、邦訳版にはリスト自身が音楽家の地位などについて語った記事、関連図版を独自に追加！

20人以上の音楽関係者へのインタビューをもとに、音大のリサーチ方法から受験の準備、入学後のレッスン、卒業後の留学やキャリア

の選択、オーケストラへの就職以外の選択肢、演奏家の心身のケアまでを音楽の道に進むなかで出会う出来事の順に沿って解説す

る。

音楽の中には数学がひそんでいる!?「４分の２拍子」などリズムと分数、きれいな和音と整数比の関係など驚きが満載。数学嫌いも

楽典オンチもこれで解消!?　ロングセラー『音楽と数学の交差』の著者による、数と音楽の世界への招待。

精神科医・音楽療法士にしてピアニスト・作曲家、そして音大で音楽 療法教育に携わる著者が、精神医学と音楽療法そして音楽創

造に ついて書き下ろす。音楽には人間の心に寄り添い、高みへと引き上 げる効果が確かに存在する。従前の音楽療法理論・技法を

踏まえて 、多彩な領域で活動を続ける著者ならではの思想と実践が結実した、類い稀なる１冊。

１８６８年から２０１４年まで、日本の音楽に関するトピック５、０１４件を年月日順に掲載。西洋音楽の輸入、流行歌・歌謡

曲の話題、有名音楽家の来日、音楽教育改革、音楽技術の発展など音楽に関する幅広いテーマを収録。「分野別索引」「事項名

索引」付き。
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判例でみる音楽著作権訴訟

の論点８０講
KP00030979 日本評論社 201910 EPUBリフロー ¥19,140 - ¥28,710

田中豊【編】 9784535524040

指揮者は何を考えているか KP00022214 白水社 201906 EPUBリフロー ¥6,600 - ¥9,900

ジョン・マウチェリ【著】松村哲哉【訳】 9784560097090

「無伴奏チェロ組曲」を求めて KP00048083 白水社 202012 EPUBリフロー ¥7,920 - ¥11,880

エリック・シブリン【著】武藤剛史【訳】 9784560098264

日本の音 KP00014155 平凡社 199409 EPUBリフロー ¥2,640 - ¥3,960

小泉文夫 9784582760712

バッハ KP00014743 平凡社 201806 EPUBリフロー ¥2,024 - ¥3,036

加藤浩子 9784582858785

音楽ってなんだろう？ KP00032400 平凡社 201912 EPUBリフロー ¥3,080 - ¥4,620

池辺晋一郎 9784582838190

女子のたしなみと日本近代 KP00031953 勁草書房 201903 PDF ¥10,560 - ¥15,840

歌川光一 9784326654192
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音楽について知れば知るほど、感動や幸せは膨らみます。全方位で活躍する作曲家が豊富な逸話とともに音楽の基礎と新しいアプ

ローチを伝授、愉しい音楽ライフへと導きます。

明治後期から大正期、「家庭」概念の登場・普及と軌を一にして、箏や三味線、ピアノ等の音楽は「趣味」としていかに女子に受容さ

れたのか。史料から言説の変遷を検討しつつ、社会のジェンダー規範との交錯により、「趣味」の和洋折衷化と結婚準備としての修養

化が進行し、花嫁修業イメージの原型が成立していったことを解明する。

音楽著作権をめぐる多彩な判決・決定例を素材に、80の論点を抽出し、訴訟の動態の中に位置づけて精緻に検討する注目の書。

好評を博した『判例でみる 音楽著作権訴訟の論点60講』から10年、判例の蓄積と法改正をふまえて、待望のリニューアル。

指揮者自身が、音楽解釈から現場の試練まで「指揮者という仕事」をあらゆる角度から論じる、著名な音楽家のエピソード満載の一

冊。

名曲に魅せられたジャーナリストが、音楽を軸に作曲者バッハと紹介者カザルスの生涯を語りつつ、組曲のなりたちや受容について考

察。

「日本音楽は世界のなかで孤立した特殊な音楽ではない……」。わらべうたから芸術音楽、はたまた世界各地の音を訪ね求めた民

族音楽学者が、日本の音の世界へと誘う。解説＝中川真

西洋音楽史上最大の作曲家の素顔は、敬虔なルター派教徒にして、普通の家庭人だった──。彼が暮らしたドイツの街から、生涯

と作品の秘密をたどる。最新の研究成果も網羅。

デジタル情報営業部   TEL:03-6910-0518   FAX:03-6420-1359 

〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3-7-10  ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

KinoDenおすすめ   

♪音楽♪関連タイトル100   

リスト（Excel）はこちら↓ 

kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0289_list.xlsx 

*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 

まだまだあります！！ 

https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0289_list.xlsx
mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp

