
種別 書名/タイトル 著者/出演者/特集 出版社/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出/場所

和書
ﾋﾟｱﾆｽﾄならだれでも知っておきたい

「からだ」のこと
ﾄｰﾏｽ・ﾏｰｸ著 春秋社 2006 9110461913 763.2/P58S/ 可/開架

和書 オルガンの文化史 赤井励著 青弓社 1995 9110224712 763.3/A29O/ 可/書庫

和書 J.S.ﾊﾞｯﾊｵﾙｶﾞﾝ小曲集 演奏と解釈 志村拓生著 日本基督教団出版局 2001 9110317348 763.3/B131S/ 可/開架

和書 ｵﾙｶﾞﾆｽﾄ・ﾏﾆｭｱﾙ R.ﾃﾞｲｳﾞｨｽ著 ﾊﾟｯｸｽﾋﾞｼﾞｮﾝ 1993 9110211901 763.3/D46O/ 可/書庫

和書 ｵﾙｶﾞﾝのすべて 再改訂増補第3版 ﾊﾝｽ・ｸﾛｯﾂ著 ﾊﾟｯｸｽﾋﾞｼﾞｮﾝ 1991 9110191200 763.3/KL8O/ 可/開架

和書 現代のｵﾙｶﾞﾝ音楽 V.ﾙｰｶｽ著 ﾊﾟｯｸｽﾋﾞｼﾞｮﾝ 1989 9110111227 763.3/L96G/ 可/書庫

和書 ｵﾙｶﾞﾝの名曲 演奏・鑑賞の手引 V.ﾙｰｶｽ著 ﾊﾟｯｸｽｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 1983 9110111183 763.3/L96O/ 可/開架

和書 オルガンの芸術 日本オルガニスト協会監修 道和書院 2019 9110580825 763.3/O71D/ 可/開架

和書 日本人のｵﾙｶﾞﾝ作品 佐々木悠著 教文館 2011 9110519110 763.3/SA75N/ 可/開架

和書 ｱﾝのｵﾙｶﾞﾝ上達法 ｱﾝ・ﾏｰｽﾃﾞﾝ・ﾄｰﾏｽ著 聖公会出版 1995 9110224919 763.3/TH5A/ 可/書庫

和書 パイプオルガンの本 秋元道雄著 東京音楽社 1989 9110095295 763.35/A35P/ 可/開架

和書 日本のオルガン 吉田実［ほか］編 日本オルガニスト協会 1985 9110111030 763.35/N71N/ 可/書庫

和書 日本のオルガン２ 吉田実［ほか］編 日本オルガニスト協会 1992 9110148423 763.35/N71N/2 可/書庫

和書 パイプオルガン入門 椎名雄一著 春秋社 2015 9110534878 763.35/SH32P/ 可/開架

和書 風の歌 辻宏著 日本基督教団出版局 1988 9110008370 763.35/TS41K/ 可/書庫

和書 オルガンは歌う 辻宏著 日本ｷﾘｽﾄ教団出版局 2007 9110468790 763.35/TS41O/ 可/開架

和書 キリスト教音楽への招待 佐々木しのぶ著 教文館 2012 9110521889 765/SA75K/ 可/開架

和書 よくわかるキリスト教の音楽 今橋朗編 キリスト新聞社 2000 9110311086 765/Y79K/ 可/開架

和書 キリスト教と音楽 金澤正剛著 音楽之友社 2007 9110462680 765.02/KA48K/ 可/開架

和書
ｷﾘｽﾄ教音楽の歴史

初代教会からJ.S.ﾊﾞｯﾊまで
金澤正剛著 日本ｷﾘｽﾄ教団出版局 2005 9110439117 765.02/KA48K/ 可/開架

和書 ｵﾙｶﾞﾝ奏法 志村拓生著 日本基督教団出版局 1993 9110200096 765.1/SH56O/ 可/書庫

雑誌 音楽の友 2020年10月号
Ｊ・Ｓ・バッハ

「三大宗教曲」の魅力を知る
音楽之友社 2020 9510384163 // 館内

雑誌 音楽の友 2018年12月号 バロック三大巨匠生誕３３３年記念 宗教音楽入

門ガイド ショパンのピアニズムを探求する
音楽之友社 2018 9510368132 // 館内

雑誌 ハンナ 2014年5月号 ウィーン少年合唱団がやってくる！ ハンナ 2014 9510385160 // 館内

雑誌 ハンナ 2016年3月号 バロック声楽のいま ハンナ 2016 9510385278 // 館内

雑誌 ハンナ 2017年7月号 宗教曲の心 ハンナ 2017 9510385367 // 館内

雑誌 礼拝と音楽 2012年02月-2013年11月
日本キリスト教団出版

局
製本 9510333941 // 館内

雑誌 礼拝と音楽 2006年02月-2007年11月
日本キリスト教団出版

局
製本 9510285263 // 館内

雑誌 オルガン研究 1998年-2005年(通号.25-32) 日本オルガン研究会 製本 9510205665 // 館内

雑誌 オルガン研究 1991年-1997年/(通号.19-24) 日本オルガン研究会 製本 9510150727 // 館内
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CD アランフェス・ファンタジー 井上圭子（ＯＲＧ） ＤＥＮＯＮ 1998 9310163800 − 館内視聴

CD スペース・ファンタジー 井上圭子（ＯＲＧ） ＤＥＮＯＮ 1998 9310163819 − 館内視聴

CD オペラ・ファンタジー 井上圭子（ＯＲＧ） ＤＥＮＯＮ 1994 9310118072 − 館内視聴

CD シャイトのアラマンダ 今井奈緒子（ＯＲＧ） ＡＬＭ ＲＥＣＯＲＤＳ 1993録音 9310128506 − 館内視聴

CD 鍵盤音楽の領域：ｖｏｌ．１ 武久源造（ＨＰＳＣ，ＯＲＧ） ＡＬＭ ＲＥＣＯＲＤＳ 1992 9310070335 − 館内視聴

CD 鍵盤音楽の領域：ｖｏｌ．２ 武久源造（オルガン） ＡＬＭ ＲＥＣＯＲＤＳ 1993 9310107542 − 館内視聴

CD 鍵盤音楽の領域：ｖｏｌ．３
武久源造（ＯＲＧ，ＨＰＳＣ，

ＣＬＡＶＩＣＨＯＲＤ）
ＡＬＭ ＲＥＣＯＲＤＳ 1996録音 9310174376 − 館内視聴

CD うぐいす 月岡正暁（ＯＲＧ） ＳＡＮ ＰＡＯＬＯ ＡＶＣ 1995 9310138754 − 館内視聴

CD 愛：Ｊ．Ｓ．バッハ初期オルガン作品集 松居直美（ＯＲＧ） ＳＯＮＹ 1998 9310098130 − 館内視聴

CD こんにちはルーシー！ 三浦はつみ
横浜みなとみらいホール

（制作）
c2003 9310197432 − 館内視聴

CD トッカータ！ 三浦はつみ
Ｌｏｆｔ Ｒｅｃｏｒｄ

ｉｎｇｓ，ＬＬＣ
c2003 9310197441 − 館内視聴

CD トッカータとフーガ カルロ・カーリー（ＯＲＧ） ＬＯＮＤＯＮ 1995 9310127349 − 館内視聴

CD オルガン・ウェディング！ カレヴィ・キヴィニエミ（ＯＲＧ） ＦＩＮＬＡＮＤＩＡ 1998 9310167139 − 館内視聴

CD トッカータとフーガ：オルガン名曲集 フランツ・ハーゼルベック（ＯＲＧ）
ＨＡＮＳＳＬＥＲ

ＣＬＡＳＳＩＣ
1989 9310081160 − 館内視聴

CD B-A-C-Hによるオルガン作品集 フランツ・ハーゼルベック（ＯＲＧ）
ＨＡＮＳＳＬＥＲ

ＣＬＡＳＳＩＣ
1992 9310081179 − 館内視聴

CD アンコール！：オルガン小品名曲集 マリー＝クレール・アラン（ＯＲＧ）
ＷＡＲＮＥＲ ＭＵＳＩＣ

ＪＡＰＡＮ，ＥＲＡＴＯ
1993 9310109304 − 館内視聴

ビデオ The Joy of The Organ ﾎﾞｳﾞｪ,ｷﾞ 1994 9420007614 7D5// 館内視聴


