
岐阜県図書館所蔵のジャズ関連図書（平成29年5月24日現在）

●ジャズについて（入門、歴史、解説）
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 ジャズの歴史 相倉 久人／著 新潮社 2007.2 764.7 ア 一般１階 可能
2 スウィング 岩浪 洋三／著 荒地出版社 1981.11 764.7 イ ７書庫 可能
3 これがジャズ史だ 岩浪 洋三／著 朔北社 2008.1 764.7 イ ９書庫 可能
4 クラブ・ジャズ入門 沖野 修也／著 リットーミュージック 2007.1 764.7 オ 一般１階 可能
5 知ってるようで知らないジャズおもしろ雑学事典 小川 隆夫／著 ヤマハミュージックメディア 2001.3 764.7 オ ９書庫 可能
6 JAZZウルトラ・ガイド 小川 隆夫／著 平凡社 2001.9 764.7 オ ９書庫 可能
7 ブルーノートの真実 小川 隆夫／著 東京キララ社 2004.8 764.7 オ ９書庫 可能
8 はじめてのブルーノート 小川 隆夫／著 音楽之友社 2005.7 764.7 オ ９書庫 可能
9 ジャズ・トーク・ジャズ 小川 隆夫／著 河出書房新社 2006.4 764.7 オ ９書庫 可能

10 ジャズ100年史 ロイ・カー／著 バーン・コーポレーション 1999.1 764.7 カ ９書庫 可能
11 東京大学のアルバート・アイラー 歴史編 菊地 成孔／著 メディア総合研究所 2005.5 764.7 キ ９書庫 可能
12 東京大学のアルバート・アイラー キーワード編 菊地 成孔／著 メディア総合研究所 2006.3 764.7 キ ９書庫 可能
13 ジャズのスタイルブック マーク・C・グリッドリー／著 スイングジャーナル社 1984.12 764.7 ク゛ ７書庫 可能
14 マイルスからはじめるJAZZ入門 後藤 雅洋／著 彩流社 2002.6 764.7 ゴ ９書庫 可能
15 ジャズ・レーベル完全入門 後藤 雅洋／著 河出書房新社 2005.2 764.7 ゴ ９書庫 可能
16 ジャズ ウィンスロップ・サージェント／著 法政大学出版局 1990.11 764.7 サ ７書庫 可能
17 テルさんとシューさんの ポピュラー&ジャズ実用用語辞典 坂元 輝／著 音楽之友社 1983.3 764.7 サ ７書庫 可能
18 始原のジャズ アンドレ・シェフネル／[著] みすず書房 2012.6 764.7 シ 一般１階 可能
19 初期のジャズ ガンサー・シューラー／著 法政大学出版局 1996.5 764.7 シ ７書庫 可能
20 ジャズ・アヴァンギャルド 清水 俊彦／著 青土社 1990.7 764.7 シ ７書庫 可能
21 ジャズ・アヴァンギャルド 清水 俊彦／著 青土社 1997.6 764.7 シ ９書庫 可能
22 ジャズ入門 200CDジャズ入門編集委員会／編 学研 2004.11 764.7 ジ ９書庫 可能
23 ジャズ50年代 ジャズ批評編集部／編 松坂 2001.12 764.7 ジ ９書庫 可能
24 女性ヴォーカル アドリブ／編 アドリブ 1993.12 767.8 シ゛ ７書庫 可能
25 ジャズ・ヒストリー ジョン・F.スウェッド／著 青土社 2004.3 764.7 ス ９書庫 可能
26 スウィング デーヴィッド・W.ストウ／著 法政大学出版局 1999.11 764.7 ス ９書庫 可能
27 ジャズ1930年代 レックス・スチュワート／著 草思社 1990.1 764.7 ス ７書庫 可能
28 現代ジャズの潮流 副島 輝人／著 丸善 1994.6 764.7 ソ ７書庫 可能
29 ジャズを読めば 武市 好古／著 サイマル出版会 1982.11 764.7 タ ７書庫 可能
30 ジャズ・ピアノの歴史 ビリー・テイラー／著 音楽之友社 1986.2 763.2 テ ７書庫 可能
31 ジャズを読む事典 富沢 えいち／著 日本放送出版協会 2004.12 764.7 ト ９書庫 可能
32 大人のジャズ再入門 中山 康樹／著 朝日新聞社 2006.5 764.7 ナ ９書庫 可能
33 黒と白のジャズ史 中山 康樹／著 平凡社 2011.1 764.7 ナ 一般１階 可能
34 はじめてのジャズ 内藤 遊人／著 講談社 1987.7 764.7 ナ ７書庫 可能
35 ジャズ・ガイドブック 内藤 遊人／著 筑摩書房 1995.12 764.7 ナ ７書庫 可能



36 200ジャズ語事典 200ジャズ語事典編纂委員会／編 立風書房 1990.7 764.7 ニ ７書庫 可能
37 ジャズ1920年代 リチャード・ハドロック／著 草思社 1985.4 764.7 ハ ７書庫 可能
38 ジャズの基本早わかり 平野 知巳／著 ドレミ楽譜出版社 1998.6 761.5 ヒ ９書庫 可能
39 ジャズの本 ラングストン・ヒューズ／著 晶文社 1998.4 764.7 ヒ ９書庫 可能
40 モダン・ジャズ 本多 俊夫／著 新日本出版社 1989.11 764.7 ホ ７書庫 可能
41 モダンジャズ黄金時代 ジャズ批評編集部／編 松坂 2000.12 764.7 モ ９書庫 可能
42 ジャズの歴史物語 油井 正一／著 アルテスパブリッシング 2009.8 764.7 ユ 一般１階 可能
43 ジャズ入門 エドワード・リー／著 音楽之友社 1986.8 764.7 リ ７書庫 可能
44 ハード・バップ デヴィッド H.ローゼンタール／著 勁草書房 1997.5 764.7 ロ ９書庫 可能

●名盤・名演
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 JAZZこだわりCD668 岩浪 洋三／著 日本文芸社 2000.1 764.7 イ ９書庫 可能
2 モダン・ジャズの名演名盤 岩浪 洋三／著 立風書房 1995.6 764.7 イ ７書庫 可能
3 こだわりJAZZノート 岩浪 洋三／著 立風書房 1993.1 764.7 イ ７書庫 可能
4 ジャズを観る 岩浪 洋三／著 音楽之友社 1987.9 764.7 イ ７書庫 可能
5 モダン・ジャズの名盤 岩浪 洋三／著 東京白川書院 1980.5 764.7 イ ７書庫 可能
6 ウエスト・コースト・ジャズ ジャズ批評編集部／編 松坂 2004.8 764.7 ウ ９書庫 可能
7 ジャズ・トランペット決定盤 岡崎 正通／著 音楽之友社 1996.6 764.7 オ ７書庫 可能
8 最新モダン・ジャズ決定盤 岡崎 正通／著 音楽之友社 1994.9 764.7 オ ７書庫 可能
9 ザ・ブルーノート、ジャケ裏の真実 小川 隆夫／著 春日出版 2009.8 764.7 オ ９書庫 可能

10 ブルーノート読本 小川 隆夫／著 春日出版 2009.7 764.7 オ 一般１階 可能
11 ブルーノート大事典 1500番台編 小川 隆夫／著 東京キララ社 2009.5 764.7 オ 一般１階 禁
12 感涙のJAZZライヴ名盤113 小川 隆夫／著 河出書房新社 2009.2 764.7 オ 一般１階 可能
13 ザ・ブルーノート、ジャケ裏の真実 小川 隆夫／著 講談社 2008.6 764.7 オ ９書庫 可能
14 ジャズマンがコッソリ愛するJAZZ隠れ名盤100 小川 隆夫／著 河出書房新社 2007.12 764.7 オ 一般１階 可能
15 ジャズマンが愛する不朽のJAZZ名盤100 小川 隆夫／著 河出書房新社 2006.8 764.7 オ ９書庫 可能
16 ブルーノート・コレクターズ・ガイド 小川 隆夫／著 東京キララ社 2006.2 764.7 オ 一般１階 可能
17 ベスト・オブ・ジャズ・ピアノ 小川 隆夫／著 平凡社 2005.1 764.7 オ ９書庫 可能
18 ジャズ・サックス決定盤 小川 隆夫／著 音楽之友社 1994.12 764.7 オ ７書庫 可能
19 100枚のジャズ・ヴォーカル 大橋 巨泉／共著 愛育社 1998.11 767.8 オ ９書庫 可能
20 モダン・ジャズ・レコード・コレクション 久保田 高司／著 誠文堂新光社 1977 764.7 ク ７書庫 可能
21 決定版リヴァーサイド・ブック ジャズ批評編集部／編 松坂 2006.2 764.7 ケ ９書庫 可能
22 決定版プレスティッジ・ブック ジャズ批評編集部／編 松坂 2005.8 764.7 ケ ９書庫 可能
23 決定版ブルーノート・ブック 松坂季刊ジャズ批評・編集部／編集 松坂 1999.2 764.7 ケ ９書庫 可能
24 ジャズを聴く ジェリー・コカー／著 音楽之友社 1989.3 764.7 コ ７書庫 可能
25 25人の偉大なジャズメンが語る名盤・名言・名演奏 神舘 和典／著 幻冬舎 2008.9 764.7 コ 一般１階 可能
26 ジャズ選曲指南 後藤 雅洋／著 彩流社 2004.11 764.4 ゴ ９書庫 可能
27 新ジャズの名演・名盤 後藤 雅洋／著 講談社 2001.4 764.7 ゴ ９書庫 可能



28 JAZZ百番勝負 後藤 雅洋／著 講談社 1998.12 764.7 ゴ ９書庫 可能
29 ジャズの名演・名盤 後藤 雅洋／著 講談社 1990.11 764.7 コ゛ ７書庫 可能
30 ジャズ・ピアノ決定盤 佐藤 秀樹／著 音楽之友社 1994.6 764.7 サ ７書庫 可能
31 Jazzベース ジャズ批評編集部／編 松坂 2005.6 764.7 ジ ９書庫 可能
32 Jazzギター ジャズ批評編集部／編 松坂 2004.2 764.7 ジ ９書庫 可能
33 Jazzオルガン ジャズ批評編集部／編 松坂 2004.12 764.7 ジ ９書庫 可能
34 JAZZトランペット ジャズ批評編集部／編 松坂 2001.6 764.7 ジ ９書庫 可能
35 ジャズ・スタンダード名曲徹底ガイド 上 音楽出版社 2004.7 764.7 ジ 一般１階 可能
36 ジャズ・スタンダード名曲徹底ガイド 下 音楽出版社 2004.11 764.7 ジ 一般１階 可能
37 ヨーロッパのJAZZレーベル 杉田 宏樹／著 河出書房新社 2002.2 764.7 ス ９書庫 可能
38 21世紀に伝えたいJAZZ名盤250 杉田 宏樹／著 メディアハウス 2000.2 764.7 ス ９書庫 可能
39 ジャズ・ニューディスクガイド 1999年版 杉田 宏樹／著 メディアハウス 1999.1 764.7 ス ９書庫 可能
40 吉祥寺Jazz Caf?マスターがすすめるはじめてのJAZZ50+2 寺島 靖国／著 河出書房新社 2005.7 764.7 テ ９書庫 可能
41 寺島流JAZZの聴き方 寺島 靖国／著 山海堂 1996.1 764.7 テ ７書庫 可能
42 Jazzリクエスト・ノート 寺島 靖国／著 講談社 1989.1 764.7 テ ７書庫 可能
43 名曲・名盤のブルーノート物語 行方 均／編著 学研プラス 2017.1 764.7 ナ 一般１階 可能
44 ジャズの名盤入門 中山 康樹／著 講談社 2005.9 764.7 ナ ９書庫 可能
45 野口久光ベストジャズ 2 野口 久光／著 音楽之友社 1995.6 764.7 ノ ７書庫 可能
46 野口久光ベストジャズ 1 野口 久光／著 音楽之友社 1995.5 764.7 ノ ７書庫 可能
47 ピアノ・トリオでティーブレイク 講談社／編 講談社 1990.12 764.7 ヒ゜ ７書庫 可能
48 ブルーノート アルバム・カヴァー・アート グラハム・マーシュ／編 美術出版社 2005.9 764.7 ブ 一般１階 可能
49 ブルーノート100名盤 ブルーノートクラブ/編 平凡社 2009.1 764.7 ブ ９書庫 可能
50 ブルーノート決定盤100 宝島JAZZBOOK編集部／編著 宝島社 2004.1 764.7 ブ ９書庫 可能
51 ブルーノート・レコード リチャード・ヘイヴァーズ／著 ヤマハミュージックメディア 2014.11 764.7 ﾍ 一般１階 可能
52 猫(キャット)はジャズが好き 前田 マリ／絵・文 晶文社 1999.12 764.7 マ ９書庫 可能
53 名演!Jazz piano FM東京｢セレクト・ジャズ・ワークショップ｣制作グループ/編 講談社 1988.3 764.7 メ ９書庫 可能
54 名演!Jazz standards FM東京セレクト・ジャズ・ワークショップ制作グループ/編 講談社 1989.3 764.7 メ ９書庫 可能
55 名演!Jazz trumpet Tokyo FM「セレクト・ジャズ・フロムザシティ」制作グループ／編 講談社 1991.3 764.7 メ ７書庫 可能
56 モダン・ジャズ名盤500 音楽之友社 1999.5 764.7 モ ９書庫 可能
57 モダン・ジャズ名盤500 音楽之友社 1993.7 764.7 モ ７書庫 可能
58 ジャズ知られざる名盤ベスト1000 安原 顕／編集 学研 1996.6 764.7 ヤ ７書庫 可能
59 ジャズ・ヴォーカル名曲名盤171 続 山口 弘滋／著 音楽之友社 1989.5 764.7 ヤ ７書庫 可能
60 ジャズ・ヴォーカル決定盤 山口 弘滋／著 音楽之友社 1985.12 764.7 ヤ ７書庫 可能
61 ジャズ・ヴォーカル名曲名盤161 山口 弘滋／著 音楽之友社 1983.11 764.7 ヤ ７書庫 可能
62 ベスト・ジャズベスト・アルバム 大和 明／著 音楽之友社 1990.3 764.7 ヤ ７書庫 可能
63 ジャズ ここが聴きどころ 大和 明／著 音楽之友社 1984.11 764.7 ヤ ７書庫 可能
64 油井正一のジャズ名盤物語 油井 正一／著 共同通信社 1990.3 764.7 ユ ７書庫 可能
65 ジャズ名曲物語 吉村浩二/著 スイングジャーナル 1993.12 764.7 ヨ ７書庫 可能
66 私の好きな一枚のジャズ・レコード ジャズ批評社 1981 764.7 ワ ７書庫 可能



●ジャズミュージシャン
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１請求記号２所蔵場所 持禁区分

1 50 jazz greats from heaven 阿部 克自／写真・文 シンコー・ミュージック 1995.2 764.7 ア ７書庫 可能
2 ジャズ・ヴォーカルのスタアたち 岩浪 洋三／著 荒地出版社 1985.12 764.7 イ ７書庫 可能
3 極私的モダン・ジャズ・ドラマー論 市川 宇一郎／著 音楽之友社 2002.7 764.7 イ ９書庫 可能
4 セロニアス・モンク ローラン・ド・ウィルド／著 音楽之友社 1997.11 764.7 ウ ９書庫 可能
5 定本ビル・エヴァンス ジャズ批評編集部／編 松坂 2003.6 764.7 エ ９書庫 可能
6 デューク・エリントン ピーター・ガモンド／著 音楽之友社 1989.9 764.7 エ ７書庫 可能
7 ビル・エヴァンス ピーター・ペッティンガー／著 水声社 1999.12 764.7 エ ９書庫 可能
8 ギル・エヴァンス音楽的生涯 ローラン・キュニー／著 径書房 1996.8 764.7 エ ７書庫 可能
9 ビル・エヴァンスディスコグラフィー 杉田 宏樹／著 白石書店 2002.1 764.7 エ ９書庫 可能

10 ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄 中山 康樹／著 河出書房新社 2005.3 764.7 エ ９書庫 可能
11 ビル・エバンス 日本たばこ産業株式会社アド企画室／編 講談社 1989.9 764.7 エ ７書庫 可能
12 ブルーノート・ジャズ 小川 隆夫／著 平凡社 2003.1 764.7 オ ９書庫 可能
13 マイルス・デイヴィスとは誰か 小川 隆夫／著 平凡社 2007.9 764.7 オ 一般１階 可能
14 決定!JAZZ黄金コンビはこれだ!! 小川 隆夫／著 河出書房新社 2008.6 764.7 オ ９書庫 可能
15 ローランド・カーク伝 ジョン・クルース／著 河出書房新社 2005.2 764.7 カ ９書庫 可能
16 ジャズ・ヴォーカル哀愁旅行 北村 公一／著 現代書館 1993.6 767.8 キ ７書庫 可能
17 ジャズ・ヴォーカル抱擁旅行 北村 公一／著 現代書館 1996.9 767.8 キ ７書庫 可能
18 サイト・オブ・ジャズ ウイリアム・クラクストン／[撮影] リブロポート 1997.5 764.7 ク ９書庫 可能
19 さよならバードランド ビル・クロウ／[著] 新潮社 1996.1 764.7 ク ７書庫 可能
20 ジャズ・アネクドーツ ビル・クロウ／[著] 新潮社 2000.7 764.7 ク ９書庫 可能
21 ベニー・グッドマン ブルース・クロウサー／著 音楽之友社 1989.1 764.7 ク゛ ７書庫 可能
22 ジョン・コルトレーン『至上の愛』の真実 アシュリー・カーン／著 音楽之友社 2006.2 764.7 コ ９書庫 可能
23 ジョン・コルトレーン インタヴューズ ジョン・コルトレーン／[述] シンコーミュージック・エンタテイメント 2011.4 764.7 コ 一般１階 可能
24 偉大なるジャズメンとの対話 神舘 和典／著 ヤマハミュージックメディア 2003.8 764.7 コ ９書庫 可能
25 コルトレーン 藤岡 靖洋／著 岩波書店 2011.3 764.7 コ 一般１階 可能
26 ジャズ・オルタナティヴ 清水 俊彦／著 青土社 1996.12 764.7 シ ７書庫 可能
27 ザ・ヴォイス ピート・ハミル／著 日之出出版 1999.8 767.8 シ ９書庫 可能
28 フランク・シナトラ栄光の日々 フレッド・デラー／著 シンコー・ミュージック 1997.7 767.8 シ ９書庫 可能
29 シナトラ 三具 保夫／著 駒草出版 2007.7 767.8 シ ９書庫 可能
30 クインシー・ジョーンズ自叙伝 クインシー・ジョーンズ／著 河出書房新社 2002.12 764.7 ジ ９書庫 可能
31 ジャズの巨人たち スタッズ・ターケル／著 青土社 2008.2 764.7 タ ９書庫 可能
32 マイルス・デイヴィスの生涯 ジョン・スウェッド／著 シンコーミュージック・エンタテイメント 2004.11 764.7 デ 一般１階 可能
33 マイルス・デイヴィス自伝 マイルス・デイヴィス／著 シンコーミュージック・エンタテイメント 2015.4 764.7 ﾃﾞ 一般１階 可能
34 マイルストーンズ リチャード・ウィリアムズ／著 ブルース・インターアクションズ 1994.7 764.7 テ゛ ７書庫 可能
35 マイルス・デイヴィスの真実 小川 隆夫／著 平凡社 2002.1 764.7 デ ９書庫 可能
36 マイルス・デイヴィスコンプリート・ディスク・ガイド 小川 隆夫／著 東京キララ社 2002.12 764.7 デ ９書庫 可能



37 定本マイルス・デイヴィス 松坂季刊ジャズ批評・編集部／編集 松坂 1999.8 764.7 デ ９書庫 可能
38 マイルスを聴け!! 中山 康樹／著 径書房 1995.1 764.7 テ゛ ７書庫 可能
39 マイルスを聴け! 中山 康樹／著 双葉社 2002.9 764.7 デ ９書庫 可能
40 マイルス・デヴィスの芸術 平岡 正明／著 毎日新聞社 1998.1 764.7 デ ９書庫 可能
41 ウイ・ウォント・マイルス 平岡 正明／著 河出書房新社 2002.12 764.7 デ ９書庫 可能
42 言いわけしないで アレクシス・デヴォー／著 国文社 1986.12 931 テ゛ ７書庫 可能
43 聖地ニューオリンズ聖者ルイ・アームストロング 外山 喜雄／著 冬青社 2008.9 764.7 ト 一般１階 可能
44 ジャズに生きた女たち 中川 ヨウ／著 平凡社 2008.1 764.7 ナ ９書庫 可能
45 ビリー・ホリデイ スチュアート・ニコルソン／著 日本テレビ放送網 1997.8 767.8 ニ ９書庫 可能
46 コルトレーンを聴け! 原田 和典／著 ロコモーションパブリッシング 2006.1 764.7 ハ ９書庫 可能
47 世界最高のジャズ 原田 和典／著 光文社 2006.8 764.7 ハ ９書庫 可能
48 エラ・フィッツジェラルド ジム・ハスキンズ／著 音楽之友社 1995.6 767.8 ハ ７書庫 可能
49 セレブレイティング・バード ゲイリー・ギディンス／著 JICC出版局 1989.5 764.7 ハ゜ ７書庫 可能
50 バードは生きている ロス・ラッセル／著 草思社 1985.4 764.7 ハ゜ ７書庫 可能
51 チャーリー・パーカーの芸術 平岡 正明／著 毎日新聞社 2000.12 764.7 パ ９書庫 可能
52 チャーリー・パーカーの技法 濱瀬 元彦／著 岩波書店 2013.12 764.7 パ 一般１階 可能
53 終わりなき闇 ジェイムズ・ギャビン／著 河出書房新社 2006.1 764.7 ベ ９書庫 可能
54 ジャズ・グレイツ デイヴィッド・ペリー／著 アルファベータ 2000.8 764.7 ペ ９書庫 可能
55 ビリー・ホリデイ バーネット・ジェイムス／著 音楽之友社 1986.6 764.7 ホ ７書庫 可能
56 月に願いを（ビリー・ホリデイジャズ詩） ドナルド・クラーク／著 青土社 1998.12 767.8 ホ ９書庫 可能
57 ビリー・ホリデイ 大山 真人／[著] メディアファクトリー 1992.7 767.8 ホ ７書庫 可能
58 ジャズ・マンとその時代 丸山 繁雄／著 弘文堂 2006.6 764.7 マ ９書庫 可能
59 ビリー・ホリデイと《奇妙な果実》 デーヴィッド・マーゴリック／著 大月書店 2003.4 767.8 マ ９書庫 可能
60 グレン・ミラー物語 ジョージ・サイモン／著 晶文社 1987.3 764.7 ミ ７書庫 可能
61 セロニアス・モンク生涯と作品 T.フィッタリング／著 勁草書房 2002.6 764.7 モ ９書庫 可能
62 定本セロニアス・モンク ジャズ批評編集部／編 松坂 2002.12 764.7 モ ９書庫 可能
63 セロニアス・モンク 講談社／編 講談社 1991.1 764.7 モ ７書庫 可能
64 レスター・ヤング デイヴ・ゲリー／著 音楽之友社 1986.5 764.7 ヤ ７書庫 可能
65 チック・コリアの音楽 山下 邦彦／著 音楽之友社 1995.5 764.7 ヤ ７書庫 可能
66 スコット・ラファロその生涯と音楽 ヘレン・ラファロ・フェルナンデス／著 国書刊行会 2011.3 764.7 ラ 一般１階 可能
67 ザ・グレイト・ジャズ・ピアニスト レン・ライオンズ／著 音楽之友社 1988.1 764.7 ラ ７書庫 可能
68 ポートレイト・イン・ジャズ 和田 誠／著 新潮社 1997.12 764.7 ワ ９書庫 可能
69 ポートレイト・イン・ジャズ 2 和田 誠／著 新潮社 2001.4 764.7 ワ ９書庫 可能

●日本のジャズ
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 ジャズと生きる 穐吉 敏子／著 岩波書店 1996.1 764.7 ア ７書庫 可能
2 100人のジャズメン 荒地出版社/編 荒地出版社 1966 764.7 ア ６書庫 可能
3 スウィング・ジャパン 秋尾 沙戸子／著 新潮社 2012.7 764.7 ア 一般１階 可能



4 阿部薫 森田 裕子／編集 文遊社 1994.1 764.7 ア ７書庫 可能
5 ロング・イエロー・ロード 本多 俊夫／著 一光社 1984.6 764.7 ア ７書庫 可能
6 綾戸智絵ジャズレッスン NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ／編 KTC中央出版 2000.1 767.8 ア ９書庫 可能
7 ロング・グッドバイ 浅川 マキ／[ほか]著 白夜書房 2011.1 767.8 ア 一般１階 可能
8 新宿ACB 井上 達彦／著 講談社 2003.11 764.7 イ ９書庫 可能
9 ジャズ 飯塚経世/著 東京創元社 1956 764.7 イ ６書庫 可能

10 おれたちのジャズ狂青春記 ジャテック・バード／編 ジャテック・バード 1991.5 764.7 オ ７書庫 可能
11 深夜酒場でフリーセッション 奥成 達／著 晶文社 1984.5 764.7 オ ７書庫 可能
12 みんながジャズに明け暮れた 奥成 達／著 三一書房 1997.11 764.7 オ ９書庫 可能
13 宮澤賢治、ジャズに出会う 奥成 達／著 白水社 2009.6 764.7 オ 一般１階 可能
14 証言で綴る日本のジャズ [1] 小川 隆夫／著 駒草出版 2015.1 764.7 オ 一般１階 可能
15 証言で綴る日本のジャズ 2 小川 隆夫／著 駒草出版 2016.1 764.7 オ 一般１階 可能
16 ヨコスカ・ジャズ物語 太田 稔／著 神奈川新聞社 2003.1 764.7 オ ９書庫 可能
17 JAZZ NOTE 大倉 舜二／著 芸術新聞社 2012.2 764.7 オ 一般１階 可能
18 酒とバラの日々 尾田 悟／著 エフエー出版 1993.12 764.7 オ ７書庫 可能
19 吉祥寺JAZZ物語 寺島 靖国／[ほか著] 日本テレビ放送網 1993.4 764.7 キ ７書庫 可能
20 50年代ジャズ青春譜 北村 公一／著 現代書館 1984.5 764.7 キ ７書庫 可能
21 六本木ジャズ物語 栗田 英二／著 二玄社 1995.1 764.7 ク ７書庫 可能
22 ジャズ喫茶リアル・ヒストリー 後藤 雅洋/著 河出書房新社 2008.12 764.7 ゴ 一般１階 可能
23 昭和のバンスキングたち 斎藤 憐／著 ミュージック・マガジン 1983.3 764.7 サ ７書庫 可能
24 瀬戸内の困ったガキ 坂田 明／著 晶文社 1994.8 764.7 サ ７書庫 可能
25 ジャズ喫茶「ベイシー」の選択 菅原 昭二／著 講談社 1993.4 764.7 ス ７書庫 可能
26 ジャズで踊って 瀬川 昌久／著 サイマル出版会 1983.8 764.7 セ ７書庫 可能
27 ジャズに情熱をかけた男たち 瀬川 昌久／著 長崎出版 2004.1 764.7 セ ９書庫 可能
28 ジャズで踊って 瀬川 昌久／著 清流出版 2005.1 764.7 セ ９書庫 可能
29 日本ジャズの誕生 瀬川 昌久/著 青土社 2009.1 764.7 セ 一般１階 可能
30 わが心のデキシーランド・ジャズ 薗田 憲一／著 三一書房 1998.8 764.7 ソ ９書庫 可能
31 日本フリージャズ史 副島 輝人／著 青土社 2002.4 764.7 ソ ９書庫 可能
32 ジャズ旋風 高橋 一郎／編著 三一書房 1997.1 764.7 タ ９書庫 可能
33 ぼくの昭和ジャズ喫茶 高瀬 進／著 展望社 2006.1 764.7 タ ９書庫 可能
34 東京Jazz 高木 信哉／著 三一書房 2001.3 764.7 タ ９書庫 可能
35 東京ジャズ喫茶物語 アドリブ／編 アドリブ 1989.11 764.7 ト ７書庫 可能
36 ジミー 益田 兼大朗／著 現代書林 1999.8 764.7 ハ ９書庫 可能
37 評伝服部良一 菊池 清麿／著 彩流社 2013.9 767.8 ハ 一般１階 可能
38 昭和ジャズ喫茶伝説 平岡 正明／著 平凡社 2005.1 764.7 ヒ ９書庫 可能
39 日本ジャズ者(もん)伝説 平岡 正明／著 平凡社 2006.7 764.7 ヒ ９書庫 可能
40 白鍵と黒鍵の間に 南 博／著 小学館 2008.5 764.7 ミ 一般１階 可能
41 戦後日本のジャズ文化 マイク・モラスキー／著 青土社 2005.8 764.7 モ ９書庫 可能
42 そして、風が走りぬけて行った 植田 紗加栄／著 講談社 1997.5 764.7 モ ９書庫 可能



43 新ジャズ西遊記 山下 洋輔／著 平凡社 2004.9 764.7 ヤ ９書庫 可能
44 山下洋輔のジャズの掟 山下 洋輔／著 全音楽譜出版社 2008.6 764.7 ヤ ９書庫 可能
45 My dear life 渡辺 貞夫／著 マガジンハウス 2001.12 764.7 ワ ９書庫 可能

●ジャズのふるさとニューオリンズ
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 ニューオリンズ行進曲 外山 喜雄／著 冬青社 2002.2 764.7 ト ９書庫 可能
2 ニューオーリンズ・ミュージック・ガイド・ブック 文屋 章／監修 ブルース・インターアクションズ 2007.11 764.7 ニ ９書庫 可能

●岐阜県出身ジャズトランペッター大野俊三氏
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 希望のトランペット 大野 俊三／著 潮出版社 2000.1 760 オ 郷土２階 可能

●ドクターJazz（内田修氏）
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 ジャズが若かったころ 内田 修／著 晶文社 1984.4 764.7 ウ ７書庫 可能
2 ドクターJazz 高木 信哉／著 東京キララ社 2003.9 764.7 タ ９書庫 可能

●ジャズ詩大全
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１請求記号２所蔵場所 持禁区分

1 ジャズ詩大全 第1巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1991.12 767.8 ム ７書庫 可能
2 ジャズ詩大全 第2巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1991.3 767.8 ム ７書庫 可能
3 ジャズ詩大全 第3巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1991.5 767.8 ム ７書庫 可能
4 ジャズ詩大全 第4巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1991.1 767.8 ム ７書庫 可能
5 ジャズ詩大全 第5巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1992.5 767.8 ム ７書庫 可能
6 ジャズ詩大全 第6巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1992.9 767.8 ム ７書庫 可能
7 ジャズ詩大全 第7巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1993.3 767.8 ム ７書庫 可能
8 ジャズ詩大全 第8巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1993.8 767.8 ム ７書庫 可能
9 ジャズ詩大全 第9巻 村尾陸男/著 中央アート出版社1994.3 767.8 ム ７書庫 可能

10 ジャズ詩大全 第10巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社1994.11 767.8 ム ７書庫 可能
11 ジャズ詩大全 第11巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社1995.11 767.8 ム ７書庫 可能
12 ジャズ詩大全 第12巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社1996.6 767.8 ム ７書庫 可能
13 ジャズ詩大全 第13巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社1997.6 767.8 ム ９書庫 可能
14 ジャズ詩大全 第14巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社1998.1 767.8 ム ９書庫 可能
15 ジャズ詩大全 第15巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社1999.12 767.8 ム ９書庫 可能
16 ジャズ詩大全 第16巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社2002.2 767.8 ム ９書庫 可能
17 ジャズ詩大全 第17巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社2003.4 767.8 ム ９書庫 可能
18 ジャズ詩大全 第18巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社2004.6 767.8 ム ９書庫 可能
19 ジャズ詩大全 第19巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社2005.7 767.8 ム ９書庫 可能



20 ジャズ詩大全 第20巻 村尾 陸男／著 中央アート出版社2010.3 767.8 ム 一般１階 可能
21 ジャズ詩大全 別巻・クリスマス編村尾陸男/著 中央アート出版社1991.12 767.8 ム ７書庫 可能
22 ジャズ詩大全 別巻[1] 村尾 陸男／著 中央アート出版社2006.11 767.8 ム 一般１階 可能
23 ジャズ詩大全 別巻[2] 村尾 陸男／著 中央アート出版社2000.12 767.8 ム ９書庫 可能

●その他、ジャズエッセイ等
書名 巻次 著者名 出版者名 出版年 請求記号１ 請求記号２ 所蔵場所 持禁区分

1 この旅には終りはない 間 章／著 柏書房 1992.1 764.7 ア ７書庫 可能
2 相倉久人の超ジャズ論集成 相倉 久人／著 音楽出版社 2006.4 764.7 ア ９書庫 可能
3 相倉久人ジャズ著作大全 上巻 相倉 久人／著 DU BOOKS 2013.12 764.7 ア 一般１階 可能
4 ECMの真実 稲岡 邦弥／著 河出書房新社 2001.1 760.9 イ ９書庫 可能
5 今日的ジャズ談義 岩浪 洋三／著 荒地出版社 1982.9 764.7 イ ７書庫 可能
6 唄えば天国ジャズソング 色川 武大／著 ミュージック・マガジン 1987.5 764.7 イ ７書庫 可能
7 植草甚一ジャズ・エッセイ大全 1 植草 甚一／著 晶文社 1998.4 764.7 ウ ７書庫 可能
8 植草甚一ジャズ・エッセイ大全 2 植草 甚一／著 晶文社 1998.5 764.7 ウ ７書庫 可能
9 モダン・ジャズのたのしみ 植草 甚一／著 晶文社 2004.9 764.7 ウ ９書庫 可能

10 コーヒー一杯のジャズ 植草 甚一／著 晶文社 2004.12 764.7 ウ ９書庫 可能
11 マイルスとコルトレーンの日々 植草 甚一／著 晶文社 2004.1 764.7 ウ ９書庫 可能
12 バードとかれの仲間たち 植草 甚一／著 晶文社 2004.11 764.7 ウ ９書庫 可能
13 ジャズ・ファンの手帖 植草 甚一／著 晶文社 2005.3 764.7 ウ ９書庫 可能
14 ジャズの十月革命 植草 甚一／著 晶文社 2005.4 764.7 ウ ９書庫 可能
15 ぼくたちにはミンガスが必要なんだ 植草 甚一／著 晶文社 2005.1 764.7 ウ ９書庫 可能
16 ファンキー・ジャズの勉強 植草 甚一／著 晶文社 2005.6 764.7 ウ ９書庫 可能
17 J・J氏のディスコグラフィー 植草 甚一／著 晶文社 2005.6 764.7 ウ ９書庫 可能
18 ジャズは海をわたる 植草 甚一／著 晶文社 2005.7 764.7 ウ ９書庫 可能
19 「ジャズ・マガジン」を読みながら 植草 甚一／著 晶文社 2005.9 764.7 ウ ９書庫 可能
20 ハーレムの黒人たち 植草 甚一／[著] 晶文社 1978 914.6 ウエ ７書庫 可能
21 ニューヨークJazz 小川 隆夫／著 東京キララ社 2002.2 764.7 オ ９書庫 可能
22 TALKIN'ジャズ×文学 小川 隆夫／著 平凡社 2005.1 764.7 オ ９書庫 可能
23 となりのウイントン 小川 隆夫／著 日本放送出版協会 2006.1 764.7 オ ９書庫 可能
24 JAZZなんだかんだ 大木 俊之助／著 アドリブ 1992.8 764.7 オ ７書庫 可能
25 ジャズ・ストレート・アヘッド 加藤 総夫／著 講談社 1993.8 764.7 カ ７書庫 可能
26 ジャズ最後の日 加藤 総夫／著 洋泉社 1993.7 764.7 カ ７書庫 可能
27 ジャズ・ヴォーカル感傷旅行 北村 公一/著 現代書館 1991.1 767.8 キ ９書庫 可能
28 ブルーノート・レコードオリジナル・プレッシング・ガイド フレデリック・コーエン／著 DU BOOKS 2011.11 764.7 コ 一般１階 可能
29 いつもジャズが聞こえていた 佐々木 悟郎／文・絵 東京書籍 2001.2 764.7 サ ９書庫 可能
30 ニューポート・ジャズ・フェスティバルはこうして始まった 酒井 真知江／著 講談社 1996.3 764.7 サ ７書庫 可能
31 ジャズ転生 清水 俊彦／著 晶文社 1987.8 764.7 シ ７書庫 可能



32 JAZZ legends フランク・アルカイヤー／編 シンコーミュージック・エンタテイメント 2006.4 764.7 ジ ９書庫 可能
33 ブルース・ピープル リロイ・ジョーンズ／著 音楽之友社 2004.7 764.7 ジ ９書庫 可能
34 ジャズ・ロックのおかげです 中山 康樹／[ほか]著 径書房 1994.1 764.7 シ゛ ７書庫 可能
35 ロシア・ジャズ 鈴木 正美／[著] 東洋書店 2006.1 764.7 ス ９書庫 可能
36 瀬川昌久自選著作集 瀬川 昌久／著 河出書房新社 2016.1 764.7 セ 一般１階 可能
37 トリオ ウラジーミル・タラーソフ／著 法政大学出版局 2016.1 764.7 タ 一般１階 可能
38 ぼくのジャズ・ヒット・エンド・ラン 武市 好古／著 音楽之友社 1986.2 764.7 タ ７書庫 可能
39 痛快!JAZZある記 寺島 靖国／著 アドリブ 1992.5 764.7 テ ７書庫 可能
40 JAZZオーディオ「快楽地獄」ガイド 寺島 靖国／著 講談社 1998.5 764.7 テ ９書庫 可能
41 聖地ニューオリンズ聖者ルイ・アームストロング 外山 喜雄／著 冬青社 2008.9 764.7 ト 一般１階 可能
42 LA・ジャズ・ノワール 中山 康樹／著 河出書房新社 2012.2 764.7 ナ 一般１階 可能
43 中川燿のジャズ・ダイアリー 中川 燿／著 時事通信社 1994.1 764.7 ナ ７書庫 可能
44 ニュー・ジャズ・スタディーズ 宮脇 俊文／編著 アルテスパブリッシング 2010.7 764.7 ニ 一般１階 可能
45 ジャズ・ダンディズム 野口 久光／著 講談社 2012.9 764.7 ノ 一般１階 可能
46 ジャズ宣言 平岡 正明／著 現代企画室 1990.1 764.7 ヒ ７書庫 可能
47 プレンティ・プレンティ・ソウル 平岡 正明／著 平凡社 1995.12 764.7 ヒ ７書庫 可能
48 ジャズ的 平岡 正明／著 毎日新聞社 1997.1 764.7 ヒ ７書庫 可能
49 黒い神 平岡 正明／著 毎日新聞社 1999.6 764.7 ヒ ９書庫 可能
50 Fusionism アウトバーン 2004.8 764.7 フ ９書庫 可能
51 ジャズに生きる ナット・ヘントフ／著 東京書籍 1994.11 764.7 ヘ ７書庫 可能
52 ヨーロッパ・ジャズ黄金時代 星野 秋男／著 青土社 2009.11 764.7 ホ 一般１階 可能
53 現代ジャズの奔流 バリー・マクレー／[著] 音楽之友社 1975 764.7 マ ７書庫 可能
54 ジャズの明日へ 村井 康司／著 河出書房新社 2000.5 764.7 ム ９書庫 可能
55 ジャズオーディオ・ウエイク・アップ 山口 孝／著 誠文堂新光社 2004.8 764.7 ヤ ９書庫 可能
56 アヴァンギャルド・ジャズ 横井 一江／著 未知谷 2011.6 764.7 ヨ 一般１階 可能
57 カンザス・シティ・ジャズ ロス・ラッセル／著 法政大学出版局 1993.12 764.7 ラ ７書庫 可能


