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 クラシック音楽に興味はあるけれども、敷居が高く感じている方も多いのではないでしょうか。 

クラシック音楽について知るために便利な資料・調べ方をご案内します。 

 

 

 

  

 

 

  

 

(1) 基本的な情報を調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『実用クラシック音楽用語事典』 

ドレミ楽譜出版社 2009 
760.3/ｼﾞ 中央・信篤  

クラシック・ミュージックに必要な言葉を約 3000 項目収録した、本格的な用語事典。 

『標準音楽辞典 全 2 巻』 

音楽之友社 2008 
R760.3/ﾋ 

駅南・中央・行徳 

(館内閲覧) 
25 

小項目・多項目の採用と詳細な索引による使いやすく、引きやすい音楽辞典。 

『クラシック音楽鑑賞事典』 

神保 璟一郎/著 講談社 1983 
B760.8/ｼﾞ 駅南・中央 14 

作曲家索引から作品の解説を読む事ができる。クラシックを鑑賞するための手引きとなる事典。 

 

 (2) クラシック音楽の歴史について調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『ヨーロッパ音楽の歴史』 

 金澤 正剛/著 音楽之友社 2020 
762.3/ｶ 中央  

古代～ロマン派以後の歴史区分について独自の区切り目で、時代の転換期を記述した音楽史。 

『クラシック音楽全史』 

 松田 亜有子/著 ダイヤモンド社 2018 
762.3/ﾏ 

駅南・中央 

信篤・西部公 
21 

クラシック音楽について、これだけは知っておきたいという事柄を年表付きで紹介。 

『文化のなかの西洋音楽史』 

ポール・グリフィス/著 小野寺 粛/訳  

石田 一志/日本語版監修 音楽之友社 2017 

 

762.3/ｸﾞ 

 

中央  

人名索引付きの西洋音楽史概説書。 

 

１． 図書で調べる 

   

「クラシック音楽」について調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

「クラシック」「西洋音楽」「交響曲」「協奏曲」 

「ヴァイオリンソナタ」「作曲家名」「指揮者名」など 
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(3) 作曲家・作品・演奏家について調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『クラシック名曲初演＆初録音事典』 

 平林 直哉/著 大和書房 2008 
R760.9/ﾋ 

中央 

（館内閲覧） 
 

名曲の初演や初録音のエピソードを収録。作曲家や演奏家についてわかる 1 冊。 

『クラシック作曲家事典』 

渡辺 和彦/監修 学研 2007 
760.3/ｸ 

駅南 

中央（館内閲覧） 
21 

作曲家の経歴や代表作を近年の傾向をもとに掲載。作曲家の要点を「キーワード」として載せているので、

インターネットでより深く調べたいときに便利な 1 冊。 

『クラシックの名曲 101』 

 安芸 光男/著 新書館 2000 
760.8/ｱ 駅南・中央 21 

人気のある名曲を曲別に解説。作曲家の経歴に触れながら、曲についての特徴や背景を紹介。 

『作曲家別名曲解説ライブラリー』全 26 巻 

音楽之友社/編 音楽之友社 1992~1996 
760.8/ｻ 中央・行徳  

『最新名曲解説全集』を作曲家別に再編。豊富な譜例とともに解説。 

 

 (4) クラシック音楽鑑賞について調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『面白いほどわかる！クラシック入門』 

 松本 大輔/著 青弓社 2020 
760/ﾏ 駅南・平田 21 

クラシック専門の CD ショップを経営する著者の経験に基づいた、クラシック音楽を聴く前におさえて

おきたい入門書。 

『吉松隆の図解らくがきクラシック音楽大事典』 

 吉松 隆/イラスト・文 学研パブリッシング 2015 
760/ﾖ 駅南・南行徳 21 

「クラシック音楽って何？」という疑問から楽器やコンサートのマナーについての事柄などを、イラスト 

とともにわかりやすく解説。 

『クラシック CD の名盤』 

宇野 功芳/著 中野 雄/著 福島 章恭/著 文藝春秋 

2008 

V760.8/ｸ 駅南・中央 13 

著者たちが、オススメのクラシック CD をランク付きで評価。作曲家の経歴に触れながら、曲につ 

いての特徴や背景を紹介。 

 

 

 

 ※市内所蔵の雑誌です。 

タイトル 出版社 刊行頻度 所蔵館 保存年限 

音楽の友 音楽之友社 月刊 中央・行徳 3 年 

レコード芸術 音楽之友社 月刊 中央 3 年 

２． 雑誌を探す 
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Web・館内ＯＰＡＣを使って、市内所蔵のＣＤやＤＶＤを検索することができます。駅南ではＣＤの所

蔵はございませんが、予約いただいて取り寄せすることもできます。 

 

タイトルや作曲家名から検索 

館内 OPAC の場合：詳細蔵書検索＞ＣＤを探す   

分類から検索 

Web-OPAC の場合：市川市独自分類検索＞資料種別から探す＞視聴覚資料＞CD 分類表   

 

資料の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

ＤＶＤ『歌劇≪フィデリオ≫』 

ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン/作曲  

カミラ・ニルンド/出演 ＴＤＫコア 2006 

Ｄ04/ﾍﾞ 駅南  

2004 年、チューリッヒ歌劇場で収録されたベートーヴェンの歌劇がライヴ映像で収録されています。 

ＣＤ『モーツァルト：フルート協奏曲 第 1 番＆第 2 番』 

モーツァルト/作曲 ジェイムズ・ゴールウェイ/フルートル

ドルフ・バウムガルトナー/指揮  

日本コロムビア 2017 

 

Ａ12/ﾓﾂ 行徳  

「フルート協奏曲第１番ト長調 K.313」他 2 曲を収録。 

                  

 

 

駅南では、調べものに役立つ複数のデータベースを所蔵しています。館内に設置されたノートパソコン

でご利用ください。「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」はクラシック音楽を中心とした、自由

に音楽が聴くことができるインターネット音楽配信データベースです。収録 CD 枚数は約 12 万件。備

え付けのヘッドホンをご利用いただき館内でクラシック音楽を視聴いただけます。 

【ナクソス・ミュージック・ライブラリー】 

検索方法 検索結果例 

キーワード：バッハ ピアノ協奏曲 『J.S.バッハ：ピアノ協奏曲 ニ短調 BWV 1052』（カタログ

番号 C828112Ａ）他。   

ホーム画面≪ナクソスのおすすめ特

設ページ≫映画で使われたクラシッ

ク＞洋画（は）＞パイレーツ・オブ・

カリビアン 

『K.パデルト：映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」より：メ

イン・タイトル・テーマ（T.リケッツ編曲）』（カタログ番号

8.572111）  

《ジャンル別検索》 

ホーム＞ジャンル＞クラシック＞交

響曲／管弦楽曲 

 

『チャイコフスキー：バレエ音楽「くるみ割り人形」／歌劇「エ

フゲニー・オネーギン」より（ベルリン・フィル／ビシュコフ）』

（カタログ番号 00028942023727）他。 

 

３． ＣＤ・ＤＶＤを探す 

４． データベースで調べる 
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テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

 

①  国立国会図書館リサーチナビ 

 ☛ https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 

 トップ＞調べ方案内＞芸術・言語・文学＞音楽＞楽譜 

    曲名や作曲家名から楽譜を検索し、楽譜集の目次を見ることができます。また、楽譜を提供する 

ウェブサイトや、楽譜を検索できるウェブサイトを紹介しています。 

 

②  国立国会図書館デジタルコレクション れきおん歴史的音源 

    ☛ https://rekion.dl.ndl.go.jp/ 

    国立国会図書館デジタルコレクションは、国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検 

索・閲覧できるサービスです。インターネット上で公開されている 4900 点の歴史的音源を聴く 

ことができます。中央図書館では館内限定公開音源もお聴きいただけます。 

 

③  Music Forest 音楽情報サービスネットワーク 

      ☛ https://www.minc.gr.jp/ 

  日本国内で流通する音楽作品の著作権に関する情報やアーティスト情報、CD などの音源に関す 

る情報を提供しているデータベース。 

  ※検索サービスには、会員登録（無料）が必要になります。 

 

 ④  IMSLP ペトルッチ楽譜ライブラリー 

☛ https://imslp.org/wiki/Main_Page 

 パブリックドメインの楽譜を中心に PDF などのファイルで楽譜の情報を提供しています。 

 言語を日本語に選択すると、日本語表示になります。 

 

 

※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

 

 

 

                               

   最終アクセス 2021 年 3 月 7 日 

 

５． インターネットで調べる 

市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階 

                          TEL 047-325-6241 

https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
https://rekion.dl.ndl.go.jp/
http://www.minc.gr.jp/
https://www.minc.gr.jp/
https://imslp.org/wiki/Main_Page

