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◆音楽用語を調べる 

＜日本語＞      

タイトル 発行元 発行年 所蔵館 請求記号 

新音楽辞典  楽語 音楽之友社 1977 白金 760.3:A79 

横浜 760.33:I26 

演奏のための楽典 音楽之友社 1996 横浜 761.2:K47 

音楽用語定義集 シンフォニア 1991 横浜 760.33:T58 

クラシック音楽作品名辞典 第 3 版 三省堂 2009 白金 760.3:I58 

横浜 760.33:I58 

音楽テーマ事典 （全 3 巻） 音楽之友社 1983 横浜 760.8:O58:（ ） 

音楽キーワード事典 春秋社 1988 白金 760.33:T64 

ラルース世界音楽作品事典 福武書店 1989 白金 760.33:T75 

     

＜欧文＞       

The Harvard dictionary of music 4tｈ.Ed 

※原タイトル：The new Harvard dictionary of music 

Belknap Press of Harvard 

University Press 

2003 白金 780.3:R19 

     

◆音楽百科事典で調べる 
    

音楽大事典 （全 6 巻） 平凡社 1981-83 白金 760.3:O58:（ ） 

横浜 760.33:O58:（ ） 

カラー 図解音楽事典 白水社 1989 白金 760.33:M62 

ラルース世界音楽事典 （上・下巻） 福武書店 1989 白金 760.33:T75 

横浜 760.33:T75:（ ） 

標準音楽辞典 新訂第 2 版 （全 2 巻） 音楽之友社 2008 白金 760.33:H99 

横浜 

演劇百科大事典 （全 6 巻） 

（白金所蔵分は新装復刊） 

（横浜所蔵分は新装版） 

平凡社  

1983 

 

白金 

 

770.3:E57:（ ） 

1986 横浜 770.33:W:（ ） 

日本音楽大事典 平凡社 1989 白金 768.033:N71 

         

◆楽譜を探す 
    

＜日本語＞     

ニューグローヴ世界音楽大事典 （全 23 巻） 講談社 1994-95 白金 760.33:N54:（ ） 

横浜 

作曲家全集・楽譜叢書所在目録 [本篇]  音楽図書館協議会 1983 白金 760.31:O 

横浜 760.31:S15 

作曲家全集・楽譜叢書所在目録 索引篇 音楽図書館協議会 1983 白金 760.31:O 
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＜欧文＞       

The New Grove dictionary of music and musicians  

（横浜：芸術共同研所蔵 全 20 巻） 

（白金 5F 参考図書所蔵分は 2nd.Ed 全 29 冊） 

Macmillan Publishers 1989 

 

白金 780.3:N:（ ） 

横浜 

2001 白金 780.3:G88:（ ） 

Historical sets, collected editions, and monuments of 

music : a guide to their contents 3rd.Ed （全 2 巻） 

American Library 

Association 

1980 横浜 780.16:H61:（ ） 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine 

Enzyklopädie der Musik （全 17 巻） 

Deutscher Taschenbuch 

Verlag 

1949-86 白金 780.3:M:（  ） 

 

＜国立国会図書館＞ 

  ・ＮＤＬ-ＯＰＡＣ（蘆原コレクション） 

   http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101078.php 

 

◆雑誌論文記事を探す 
      

音楽文献目録 音楽文献目録委員会 毎年新年

度版刊行 

白金 760.31:O:（ ） 

横浜 

 

 

＜データベース＞ アクセス：図書館ウェブ＞蔵書・情報検索 

・CiNii Articles （サイニイ アーティクルズ） 国内の雑誌論文記事検索  

・RILM （リルム） 海外の音楽文献検索 

・RISM （リズム） 手稿譜・印刷譜検索 

・NAXOS Music Library（ナクソスミュージックライブラリー） クラシック中心のインターネット音楽配信 

・NAXOS Video Library（ナクソスビデオライブラリー） クラシック中心の映像作品再生の動画データサービス 

◆明治学院大学図書館付属日本近代音楽館 

http://www.meijigakuin.ac.jp/library/amjm/ 

明治以降の日本の洋楽に関する資 (史) 料を蒐集、保存し、一般に公開しています。 

利用には予約が必要です。 

◆WEB 情報 

・国立音楽大学附属図書館 （楽譜を検索できる） 

http://www.lib.kunitachi.ac.jp/ 

・国会図書館のテーマ別調べ方ガイド  

  http://rnavi.ndl.go.jp/humanities/art.php#music 

・国立国会図書館 音楽・映像資料室 

    http://www.ndl.go.jp/jp/service/tokyo/music/index.html  

・国立国会図書館デジタル化資料－歴史的音源 

http://dl.ndl.go.jp/#music 

・東京文化会館音楽資料室 （クラシック音楽を中心に民俗音楽と邦楽の資料） 

  http://www.t-bunka.jp/library/index.html 

・新国立劇場 情報センター (現代舞台芸術関係資料) 

  http://www.nntt.jac.go.jp/centre/library/ 
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