
書名 著者名 出版社 請求記号 資料番号

白洲正子自伝 白洲正子著 新潮社 289.1/SH85S/ 9110336236

黙移相馬黒光自伝 相馬黒光著 平凡社 289.1/SO36S/ 9110289468

２０世紀の芸術と生きる ペギー・グッゲンハイム［著］ みすず書房 702.07/G91G/ 9110176132

アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド自伝 アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド［著］ 鹿島出版会 702.349/V56A/ 9110520273

チェッリーニ自伝 チェッリーニ［著］ 岩波書店 712F/C29C/1 9110194014

チェッリーニ自伝 チェッリーニ［著］ 岩波書店 712F/C29C/2 9110194023

イリヤ・カバコフ自伝 イリヤ・カバコフ［著］ みすず書房 712F/KA11K/ 9110468306

つぶれた帽子 佐藤忠良著 中央公論新社 712N/SA85S/ 9110492259

作家の自伝 佐伯彰一監修 日本図書センター 712N/TA45T/ 9110181132

私の青春物語 平山郁夫著 講談社 721.9/H69H/ 9110239742

私の祖国は世界です 玄順恵著 岩波書店 721.9/H99W/ 9110467363

祈り遙かに 白鳥映雪著 信濃毎日新聞社 721.9/SH86S/ 9110325902

エミリー・カー自伝 エミリー・カー著 明石書店 723F/C22C/ 9110366567

お騒がせ絵師自伝 エリック・ヘボーン著 朝日新聞社 723F/H51H/ 9110280883

セルフ　ポートレイト マン・レイ［著］ 美術公論社 723F/MA43M/ 9110025361

余白を生きる 桂ゆき著 清流出版 723N/KA88K/ 9110444663

木村荘八全集 木村荘八著 講談社 723N/KI39K/7 9110030933

無限の網 草間彌生著 新潮社 723N/KU83K/ 9110520630

幼少時代思出の記 牧野義雄著 豊田市教育委員会 723N/MA35M/ 9110298663

霧のロンドン 牧野義雄著 サイマル出版会 723N/MA35M/ 9110112850

宮芳平自伝 宮芳平著 求龍堂 723N/MI71M/ 9110485325

板極道 棟方志功著 中央公論社 723N/MU32B/ 9110219472

私の大学 永井潔著 本の泉社 723N/N14N/ 9110315844

ちいさな星通信 奈良美智著 ロッキング・オン 723N/N51C/ 9110364722

いつも今日 野見山暁治著 日本経済新聞社 723N/N94I/ 9110442669

島崎蓊助自伝 島崎蓊助著 平凡社 723N/SH45S/ 9110357165

コブナ少年 横尾忠則著 文芸春秋 723N/Y77K/ 9110363289

横尾忠則自伝 横尾忠則著 文芸春秋 723N/Y77Y/ 9110226904

亀倉雄策 亀倉雄策著 トランスアート（発売） 727/KA34K/ 9110450473

田中一光自伝われらデザインの時代 田中一光著 白水社 727/TA84T/ 9110365372

わだばゴッホになる 棟方志功著 日本経済新聞社 732N/MU32M/ 9110024918

なんでもやってみよう 細江英公著 窓社 740.21/H93N/ 9110448330

シャルロット・ペリアン自伝 シャルロット・ペリアン［著］ みすず書房 757.8/P42P/ 9110480178

青空の音を聞いた 団伊玖磨著 日本経済新聞社 762.1/D35D/ 9110327531

わが心の歌 天満敦子著 文芸春秋 762.1/TE35T/ 9110310875

はるかなり青春のしらべ 山田耕筰著 かのう書房 762.1/Y19H/ 9110195174

奇跡のピアニスト郎朗自伝 郎朗著 ＷＡＶＥ出版 762.22/R14K/ 9110493505

ダニエル・バレンボイム自伝　増補改訂版 ダニエル・バレンボイム著 音楽之友社 762.28/B21B/ 9110409539

音楽に生きる ダニエル・バレンボイム著 音楽之友社 762.28/B21B/ 9110178629

自伝フィッシャー＝ディースカウ ディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウ著 メタモル出版 762.34/F28F/ 9110269536



書名 著者名 出版社 請求記号 資料番号

ピアノとともに ヴァルター・ギーゼキング［著］ 白水社 762.34/G42P/ 9110461922

カラヤン自伝を語る カラヤン［述］ 白水社 762.34/KA62K/ 9110074080

ヘルマン　プライ自伝 ヘルマン・プライ著 メタモル出版 762.34/P92P/ 9110170765

ショルティ自伝 ゲオルグ・ショルティ著 草思社 762.347/SO35S/ 9110279022

ルービンシュタイン自伝 アルトゥール・ルービンシュタイン著 共同通信社 762.349/R81R/1 9110078857

自伝ホセ・カレーラス ホセ・カレーラス著 音楽之友社 762.36/C22K/ 9110073761

ヴェルディ ヴェルディ［著］ 河合楽器製作所・出版
事業部

762.37/V61V/ 9110316171

ちいさなヴァイオリン ギドン・クレーメル著 リブロポート 762.38/KR3K/ 9110222351

チェロとわたし グレゴール・ピアティゴルスキー［著］ 白水社 762.38/P58P/ 9110478797

プロコフィエフ セルゲイ・プロコフィエフ著 音楽之友社 762.38/P94P/ 9110488971

ショスタコーヴィチ自伝 ［ショスタコーヴィチ著］ ナウカ（発売） ラドガ出
版所

762.38/SH96S/ 9110030183

ヴァグナーの女王 キルステン・フラグスタート［述］ 新評論 762.389/F31B/ 9110484103

フジ子・ヘミング耳の中の記憶 フジ子・ヘミング著 小学館 762.389/H52H/ 9110366182

ルネ・フレミング魂の声 ルネ・フレミング著 春秋社 762.53/F32R/ 9110451210

アイザック・スターン アイザック・スターン著 清流出版 762.53/ST5S/ 9110489880

音楽は自由にする 坂本龍一著 新潮社 764.7/SA32O/ 9110476774

恋に生きバレエに生き 越智實著 中日新聞社（発売） 769.1/O15K/ 9110445240

私の半自叙伝 芦原英了著 新宿書房 769.12/A92A/ 9110021470

近藤良平という生き方 近藤良平著 角川グループパブリッ
シング（発売）

769.12/KO73K/ 9110487070

メイド・イン・ロンドン 熊川哲也著 文芸春秋 769.12/KU33K/ 9110324718

メイド・イン・ロンドン 熊川哲也著 文芸春秋 769.12/KU33K/ 9110418799

バレエ漬け 草刈民代著 幻冬舎 769.12/KU82B/ 9110452558

怪男児麿赤兒がゆく 麿赤兒著 朝日新聞出版 769.12/MA52M/ 9110518050

運命に従う 小川亜矢子著 幻冬舎 769.12/O24O/ 9110369415

ＭＩＹＡＫＯ 吉田都著 文芸春秋 769.12/Y86Y/ 9110318588

モーリス・ベジャール自伝 モーリス・ベジャール著 構想社（発売） 劇書房 769.35/B32B/ 9110020884

パリのエトワール パトリック・デュポン著 新書館 769.35/D97D/ 9110317197

ウラジーミル　マラーホフ ウラジーミル　マラーホフ［述］ 文園社 769.38/MA39T/ 9110439500

闘う白鳥 マイヤ・プリセツカヤ著 文芸春秋 769.38/P72P/ 9110232026

地図を創る旅 平田オリザ著 白水社 775.1/H68C/ 9110365748

自伝音二郎・貞奴 川上音二郎著 三一書房 775.1/KA94K/ 9110021451

女ひとり ミヤコ蝶々著 鶴書房 775.1/MI76O/ 9110392413

ホワット・ア・うーまんめいど 出光真子著 岩波書店 778.21/I19I/ 9110373202

蝦蟇の油 黒沢明著 岩波書店 778.21/KU76K/ 9110099365

私の映画遺言 淀川長治著 中央公論社 778.21/Y73Y/ 9110160820

チャップリン自伝 チャップリン［著］ 新潮社 778.23/C33C/1 9110193830

チャップリン自伝 チャップリン［著］ 新潮社 778.23/C33C/2 9110193572

ジャン・ルノワール自伝 ジャン・ルノワール［著］ みすず書房 778.23/R27R/ 9110181295

バスター・キートン自伝 バスター・キートン著 筑摩書房 778.25/KE13K/ 9110241615

作家の自伝 佐伯彰一監修 日本図書センター 910.2/KI24K/ 9110181141

作家の自伝 佐伯彰一監修 日本図書センター 912.6/KA62K/ 9110181150


