
ジャンル 図書名 著  者

小説 海峡の光（芥川賞）
　(コミハ蔵書)

辻仁成

小説 真夜中の子供
（後日配架予定）

辻仁成

小説 記憶の盆踊り
（後日配架予定）

町田康

小説 パンク侍切られて候
（後日配架予定）

町田康

エッセイ しらふで生きる
（後日配架予定）

町田康

小説 ふたご
（後日配架予定）

藤崎彩織

小説 佑介
（後日配架予定）

尾崎世界観

絵本 南の島の星の砂
（後日配架予定）

Cocco

絵本 南の島の恋の歌
（後日配架予定）

Cocco

ルポルタージュ 南洋と私
（後日配架予定）

寺尾沙穂

ルポルタージュ 原発労働者
（借用本）

寺尾沙穂

対談集 地平線の相談
（後日配架予定）

細野晴臣
星野源

小説 微熱少年
（後日配架予定）

松本隆

エッセイ 瀕死の双六問屋
（借用本）

忌野清志郎

エッセイ 女ともだち　静代に捧ぐ
（後日配架予定）

早川義夫

エッセイ・写真 島々百景
（借用本）

宮沢和史

ルポルタージュ 世界の音を訪ねる
（借用本）

久保田真琴

「島唄」 / THE BOOM
CD「THE BOOM 89-09」より

「メシ喰うな！」/INU
ＣＤ「メシ喰うな！」より

「駐車場のヨハネ」/町田町蔵+北澤組
ＣＤ「駐車場のヨハネ」より

「アジアの汗」/寺尾沙穂
ＣＤ「放送禁止歌」より

「赤色のワンピース、グッバイ、父さんへの手紙、」 / 早川義夫
CD「この世で一番キレイなもの」、「歌は歌のないところから聴こ
えてくる」、「恥ずかしい僕の人生」より

並北図書展示「音楽の本」大集合！

《ミュージシャンの執筆本  17冊》

「ZOO」/ECHOES

ＣＤ「all single collective」より

この1曲＆プレイリスト（PL）
（アイホンで聴けます！）

「スターライトパレード」/SEKAI NO OWARI
ＣＤ「ENTERTAINMENT」より

「憂、燦々」/クリープハイプ
ＣＤ「吹き零れる程のI、哀、愛」より

「強く儚い者たち」/Cocco

CD「ベスト＋裏ベスト」より

「お天気雨」/寺尾沙穂
ＣＤ「愛の秘密」より

「風をあつめて」/はっぴえんど
CD「風街ろまん」より

「微熱少年」/鈴木茂
CD「BAND WAGON」より

「瀕死の双六問屋のテーマ」/ラフィータフィー
書籍付属CDより

「GUNAWA ALCHEMY」
書籍付属CDより



ジャンル 図書名 著  者

音楽題材小説 夜想曲集　（コミハ蔵書） カズオ・イシグロ

音楽題材絵本 はじまりの日　（コミハ蔵書）
アーサー・
ピーナート

音楽題材エッセイ 村上ソングズ
（借用本）

村上春樹

音楽題材小説 あの川のほとりで（上）(下)
（後日配架予定）

ジョン・
アーヴィング

音楽題材小説 ジャズ小説　（コミハ蔵書） 筒井康隆

音楽題材小説
1995年の
スモークオンザウォーター
（寄付　後日配架予定）

五十嵐貴久

音楽題材小説 サラバ（上）（下）（直木賞）
（コミハ蔵書）

西加奈子

音楽題材小説 音に聞く
（後日配架予定）

高尾長良

音楽題材小説 池袋ウェストゲートパークⅠ
（後日配架予定）

石田衣良

音楽題材小説
池袋ウェストゲートパークⅡ
少年計数機　（後日配架予定）

石田衣良

音楽題材小説
池袋ウェストゲートパークⅢ
骨音　（後日配架予定）

石田衣良

音楽題材小説 ハイ・フィディリティ
（後日配架予定）

ニック・ホーン
ビー

音楽題材
ノンフィクション

M愛すべき人がいて
（後日配架予定）

小松成美

音楽題材
コミック

BLUE GINANT　１～１０
（寄付　後日配架予定）

石塚真一

音楽題材
コミック

BLUE GINANT SUPREME

　1～９（寄付　後日配架予定）
石塚真一

音楽題材
コミック レコスケくん（借用本） 本秀康

「M」/浜崎あゆみ
ＣＤ「Aベスト」より

「Giant Steps」/John Coltrane
７．PL 「BLUE GINANT」あり

「いつまでも若く」 /Bob Dylan
 (Forever Young）
CD「PLANET WAVES」より

「チャイコフスキー　弦楽セレナード第一楽章」
「ライヒ　18人の音楽家のための音楽」
「シューベルト　死と乙女第二楽章」

６．PL 「池袋ウェストゲートパークCLASSIC EDITION」あり

「降っても晴れても」/Ray Charles
 （Come Rain or Come Shine）
CD「The Definitive」より

「Inglid Bergman」/Billy Bragg & Wilco

４. PL 「村上ソングズ」あり

「ブルーにこんがらがって」/Bob Dylan

　(Tungled Up In Blue)
ＣＤ「Blood On The Tracks」より

「Smoke On The Water」/Deep Purple
CD「MACHINE HEAD」より

「チュニジアの夜」/Sonny Rollins
　(A Night In Tunisia)
CD「ヴィレッジヴァンガードの夜より」

並北図書展示「音楽の本」大集合！

《音楽をモチーフにした本　16冊》

この1曲又はプレイリスト
（アイホンで聴けます！）

「Feeling Good」/Nina Simon
５．PL 「サラバ！」 あり

「モーツァルト　オペラ魔笛　アリア「地獄の復習がこの胸
にたぎる」」/夜の女王：チェリル・スチューダー
CD「The Great Composer 54」より

「Sin City」/Flying Burrito Bros
CD「The Gilded Palace Of Sin」より

「My Sweet Road」/Geroge Harrison
ＣＤ「All Things Must Pass｝より

「St.Thomas」/Sonny Rollins
CD「Saxphone Colossus」より



ジャンル 図書名 著  者

音楽論 ビートルズ原論
（借用本）

和久井光司

音楽題材
ノンフィクション

ビートルズを呼んだ男
（寄付　後日配架予定）

野地秩嘉

音楽雑誌 ミュージックライフが見たクイーン
（後日配架予定）

音楽雑誌
レコードコレクターズ2月号
クイーンベストソングス100
（借用本）

音楽雑誌
俺たちを背伸びさせた
洋楽＆シティポップ大全
（後日配架予定）

音楽解説本 魂のゆくえ
（借用本）

ピーター・
バラカン

音楽解説本 ロックの英詞を読む
（借用本）

ピーター・
バラカン

音楽解説本
ロックの英詞を読む
－世界を変える歌
（借用本）

ピーター・
バラカン

音楽対談本
小澤さんと音楽の話をす
る
（後日配架予定）

村上春樹
小澤征爾

音楽家評伝
ソウルフラワーユニオン
解き放つ唄の轍
（借用本）

石田昌隆

音楽論 阿久悠と松本隆
（後日配架予定）

中川右介

音楽題材
ノンフィクション

レコード越しの戦後史
（借用本）

とみさわ昭仁

音楽論 演歌の達人
（後日配架予定）

佐藤凛一

音楽題材
エッセイ写真集

沖縄島唄紀行
（借用本）

藤田正
大城弘明

音楽題材
ノンフィクション

沖縄三線秘境の旅
（借用本）

日比野宏

音楽題材
ノンフィクション

ガンボ　ニューオリンズに万
感の思いを込めて（借用本）

泉けい

音楽評論集
ページをめくるとジャズが聞こえ

る　《ジャズと文学》の評論集
（後日配架予定）

村井康司

「Pretender」/Jackson Browne
12.PL 「ロックの英詞」あり

並北図書展示「音楽の本」大集合！

《さまざまな音楽関係本　17冊》

満月の夕べ/ソウルフラワーユニオン
CD「エレクトロ・アジール・バップ」より

「UFO」/ピンクレディー
「赤いスイトピー」/松田聖子
14.PL 「ピンクレディ・松田聖子」あり

「A Gal In Calico」/Miles Davis
「プカプカ」/浜田真理子
18.PL「ジャズと文学」あり

「Iko Iko」/Dr. John
17.PL「GAMBOニューオリンズの音楽」あり

「ベルリオーズ　幻想交響曲第４楽章  断頭台への行進」/
小澤征爾指揮ボストン交響楽団

13.PL 「付属CD」あり

「自動車ショー歌」/小林旭
CD「アキラ４」より

「What's Goin'On」/Marvin Gaye
11.PL 「魂（ソウル）のゆくえ」あり

「Hotel California」/Eagles
12.PL 「ロックの英詞」あり

「リンゴ追分」/美空ひばり
15.PL 「美空ひばり全曲集」あり

「安里屋ユンタ」/登川誠仁
「安里屋ユンタ」/上間綾乃
16.PL 「沖縄島唄紀行」あり

「Rock'n Roll Music」
「Golden Slumber～The End」/
Beatles
８．PL「1966年来日セットリスト」あり

「I Was Born To Love You」
「Bohemian Rhapsody」/Queen
９．「クイーン・ベスト５＋１」あり

「Sparkle」/山下達郎
「Beat It」/Michael Jackson
10.PL 「シティポップ＆洋楽」あり

この1曲又はプレイリスト
（アイホンで聴けます！）


