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 クラシック音楽を鑑賞する際に、作品の作られた時代背景や作曲家の生涯、また音楽の特色などを理解

することにより、さらに深く音楽を楽しむことができます。クラシック音楽について深く知るための資料

の探し方、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 

『クラシック音楽事典』 

戸口 幸策/監修 平凡社 2001 
R760.3/ｸ 

中央 

（館内閲覧） 
 

様々な音楽メディアで目にする人名、作品名、用語等の最新情報を網羅した 21 世紀型音楽事典。クラシ

ック音楽インターネット情報ガイドあり。 

『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。 

『いちばん親切な音楽記号用語事典』 

轟 千尋/編著 新星出版社 2021 
761.2/ト 

中央・行徳 

平田・南行徳 
 

楽譜に登場する記号や用語の意味を簡潔に解説。作曲家の視点を紹介し音楽への理解を深める一冊。 

 

 (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 

『西洋音楽史』 

岡田 暁生/著 中央公論新社 2005 
V762.3/ｵ 

駅南・中央 

行徳・大野公 
13 

 18 世紀から 20 世紀までの「クラシック音楽」とその前後の音楽状況の重要ポイントを詳述。 

『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。 

『楽譜でわかるクラシック音楽の歴史』 

 広瀬 大介/著 音楽之友社 2014 
762.3/ﾋ 中央  

バッハ以降の音楽史を通史として記述するのではなく、個々の曲の視点から楽譜とともに振り返る。 

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 

『クラシック音楽作品名辞典』 

 井上 和男/編 三省堂 2009 
R760.3/ｸ 

駅南・中央 

（館内閲覧） 
25 

クラシック音楽の作曲家 1243 名、作品名約 45200 曲を収録。原綴、初演年などのデータから、作曲家の

全体像や作品の歴史的背景も解説。 

『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。 

『作曲家・人と作品シリーズ』 

 音楽之友社 2004~2021 
762.3/ 

駅南・中央 

行徳 
21 

作曲家ごとに一冊の本にまとめた「生涯篇」、代表作を解説した「作品篇」、詳細年表・作品一覧を収録し

た「資料編」の三部構成。 

『現代の名演奏家 50』 

中川 右介/著 幻冬舎 2017 
V762.8/ﾅ 

駅南・中央 

行徳 
13 

名演奏家 50 人ではなくエピソード 50 話。全体で約 170 人の演奏家が登場。20 世紀後半の音楽界を俯瞰

する一冊。 

 

 (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き、分かりやすくクラシック音楽を解説。入

門書にふさわしい一冊。 

『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。 

『クラシック音楽ガイド』 

後藤 真理子/監修 成美堂出版 2017 
762.3/ｸ 

駅南・中央 

行徳 
21 

バロックから現代まで、クラシック音楽を楽しむうえで知っておきたい 33 名の作曲家をピックアップ。 

 

 

 

 

 ※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：本・資料を探す＞CD・DVD を探す＞所蔵 CD 分類検索 

 

資料の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

ＤＶＤ『歌劇≪トスカ≫3 幕のメロドラマ』 

ジャコモ・プッチーニ/作曲  

エミリー・マギー/出演 ユニバーサルミュージック 2017 

Ｄ04/ｶ 駅南  

2009 年、チューリッヒ歌劇場での公演を収録。現代的演出が、悲劇をさらにドラマティックに演出。 

ＣＤ『感動のショパン・コンクール・ライヴ 2015』 

フレデリック・ショパン/作曲 チョ ソンジン/ピアノ  

ユニバーサルミュージック 2015 

 

Ａ13/ｼﾖ 行徳  

昨年話題になったショパンコンクール、2015 年の優勝者のライブ録音。 

                  

 

 

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

に音楽を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。又、レファレンスカ

ウンターでお申込みいただくと ID とパスワードを使ってご自宅のパソコンで 2 週間ご利用いただけ

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：「反田 恭平」 『ショパン：ポロネーズ第 6 番変イ長調「英雄」Op.53』 

（カタログ番号 NYS-15110）他。   

ホーム画面≪ナクソスのおすすめ特

設ページ≫クラシック入門にも最

適！目的別アルバムリンク集＞くつ

ろぎの音楽＞ 

『J.S バッハ：アダージョ』 

この音源の収録アルバム 8.552242(Naxos）他。 

《ジャンル別検索》 

ホーム＞ジャンル＞クラシック＞協

奏曲 

『モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 1－5 番/ 

ギドン・クレーメル ヴァイオリン ウィーン・フィルハーモ

ニー管弦楽団 ニコラウス・アーノンクール 指揮』（カタログ

番号 00028945304328）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  Web 版コンサート・ガイド(音楽之友社) 

      ☛ https://www.ongakunotomo.co.jp./concert/ 

  国内で開催されるコンサートを検索できる。出演者などフリーワード検索のほか、開催期間や 

場所、ジャンルを絞って検索することが可能。 

 

 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 2022 年 2 月 12 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/
https://www.ongakunotomo.co.jp./
https://imslp.org/wiki/Main_Page

