
音楽が出てくる小説を読んでみよう♪

書名 著者名 出版社 所属 請求記号

1 あ 愛のうたをききたくて サラ・デッセン作 徳間書店 ﾃｨｰﾝｽﾞ

2 福田和代 光文社 一般

3 青のフェルマータ 村山由佳 集英社 一般

4 ア・ソング・フォー・ユー 柴田よしき 実業之日本社 一般

5 アッテイラ！ 籾山市太郎 光文社 一般

6 アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川宜子 KADOKAWA 一般

7 雨はコーラがのめない 江國香織 大和書房 一般

8 アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都 講談社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

9 アンジュ 佐藤亜有子 角川書店 一般

10 あんたのバラード 島村洋子 光文社 一般

11 い 一絃の琴 宮尾登美子 講談社 一般

12 村上春樹 新潮社 一般

13 いちご同盟 三田誠広 河出書房新社 一般

14 いつまでもショパン 中山七里 宝島社 一般

15 従兄ポンス（上・下） バルザック 岩波書店 一般

16 いとみち　 越谷オサム 新潮社 一般

17 いとみち　二の糸 越谷オサム 新潮社 一般

18 う うさぎとトランペット 中沢けい 新潮社 一般

19 うたうひと 小路幸也 祥伝社 一般

20 歌え！多摩川高校合唱部 本田有明 河出書房新社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

21 海辺のカフカ　上・下 村上春樹 新潮社 一般

22 お 大いなる聴衆 永井するみ 新潮社 一般

23 オーケストラは素敵だ 茂木大輔 中央公論新社 一般

24 オペラ歌手誕生物語 畑中良輔 音楽之友社 一般

25 オペラ歌手奮闘物語 畑中良輔 音楽之友社 一般

26 オヤジ・エイジ・ロックンロール 熊谷達也 実業之日本社 一般

27 おやすみラフマニノフ 中山七里 宝島社 一般

28 オルガニスト 山之口洋 新潮社 一般

29 オルゴール 中園直樹 文芸社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

30 音楽少年誕生物語 畑中良輔 音楽之友社 一般

31 音楽青年誕生物語 畑中良輔 音楽之友社 一般

32 音楽の在りて 萩尾望都 一般

33 か 階段途中のビッグ・ノイズ 越谷オサム 幻冬社 一般

34 怪物が街にやってくる 今野敏 朝日新聞出版 一般

35 カウントダウンノベルズ 豊島ミホ 集英社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

36 楽隊のうさぎ 中沢けい 新潮社 一般

音楽小説の愉しみ　
　　　

（Ｈ26　2.3月）

Y/933/デ

碧空（あおぞら）のカノン　航空自衛
隊 F/フ

F/ム

F/シ

F/モ

F/カ

914.6/エ

Y/F/モ

F/サ

F/シ

F/ミ庫

1Q84（BOOK1～3） F/ム/1～3

F/ミ

F/ナ

953/バ/1,2

F/コ　

F/コ/2

F/ナ

F/ナ

Y/F/ホ

F/ム/1,2

F/ナ

760.4/モ

F/ハ

F/ハ

F/ク

F/ナ

F/ヤ

Y/F/ナ

F/ハ

F/ハ
イースト・プ
レス F/ハ

F/コ

F/コ

Y/F/ト

F/ナ



37 か 佳人の奇遇 島田雅彦 講談社 一般

38 風の歌を聴け 村上春樹 講談社 一般

39 カノン 篠田節子 文芸春秋 一般

40 神曲（かみきょく）プロデューサー 杉井光 集英社 一般

41 鴨とぶ空のプレスリー 野中ともそ 理論社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

42 カルテット 鬼塚忠 河出書房新社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

43 カント・アンジェリコ 高野史緒 講談社 一般

44 き 奇蹟のボレロ 角田喜久雄 国書刊行会 一般

45 奇蹟の村の奇蹟の響き 秋月達郎 一般

46 ぎぶそん 伊藤たかみ ポプラ社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

47 きよしこ 重松清 新潮社 一般

48 黄金（きん）色の祈り 西澤保彦 文芸春秋 一般

49 く 空想オルガン 初野晴 角川書店 一般

50 佐藤多佳子 偕成社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

51 くちびるに歌を 中田永一 小学館 ﾃｨｰﾝｽﾞ

52 グッモーエビアン 吉川トリコ 新潮社 一般

53 冥い天使のための音楽 倉阪鬼一郎 原書房 一般

54 グラツィオーソ 山口なお美 星雲社 一般

55 グリーン・レクイエム 新井素子 講談社 一般

56 クロイツェル・ソナタ トルストイ 光文社 一般

57 クロイツェル・ソナタ 夏樹静子 講談社 一般

58 け 月光 誉田哲也 徳間書店 一般

59 ケッヘル　上・下 中山可穂 文藝春秋 一般

60 幻想即興曲 西澤保彦 中央公論新社 一般

61 弦と響 小池昌代 光文社 一般

62 こ 恋する音楽小説 阿川佐和子 講談社 一般

63 荒野の狼 ヘルマン・ヘッセ 臨川書店 一般

64 国境の南、太陽の西 村上春樹 講談社 一般

65 ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎 新潮社 一般

66 コンサート 川村りつ子 西田書店 一般

67 さ 佐藤多佳子 偕成社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

68 さよならドビュッシー 中山七里 宝島社 一般

69 さよならの次にくる　卒業式編 似鳥鶏 東京創元社 一般

70 讃歌 篠田節子 朝日新聞社 一般

71 し 村上春樹 文芸春秋 一般

72 至高の音楽 百田尚樹 一般

73 死者のための音楽 山白朝子 一般

74 シーセッド・ヒーセッド 柴田よしき 実業之日本社 一般

75 疾風ガール 誉田哲也 新潮社 一般

F/シ

F/ム

F/シ

F/ス

Y/F/ノ

Y/Fオ

F/タ

F/ツ

PHP研究所 F/ア

Y/F/イ

F/シ

F/ニ

F/ハ

九月の雨（四季のピアニストたち・
下） Ｙ/Ｆ/サ

Y/F/ナ

B/F/ヨ

F/ク

F/ヤ

F/ア庫

B/983/ト

F/ナ

B/F/ホ

F/ナ/1、2

F/ニ

F/コ

F/ア庫

Z/948/へ/13

F/ム

F/イ

F/カ

サマータイム（四季のピアニストた
ち・上） Y/F/サ

F/ナ

B/F/二

F/シ

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡
礼の年 F/ム

PHP研究所 760.8/ヒ
メディアファク
トリー B/F/ヤ

F/シ

F/ホ



76 し ジャズ小説 筒井康隆 文芸春秋 一般

77 ロマン・ロラン 岩波書店 一般

78 ジャズ・カントリー ナット・ヘントフ 晶文社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

79 ジャズと落語とワン公と 赤井三尋 講談社 一般

80 自由訳イマジン 新井満 朝日新聞社 一般

81 シューマンの指 奥泉光 講談社 一般

82 さそうあきら 双葉社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

83 す 吹部！ 赤澤竜也 飛鳥新社 一般

84 スウィング・ガールズ 矢口史靖 一般

85 せ 聖夜 佐藤多佳子 文藝春秋 ﾃｨｰﾝｽﾞ

86 世界でいちばん美しい 藤谷治 小学館 一般

87 村上春樹 新潮社 一般

88 村上春樹 講談社 一般

89 千年ジュリエット 初野晴 角川書店 一般

90 千の風になって 新井満 講談社 一般

91 そ その歌声は天にあふれる 徳間書店 児童

92 た 退出ゲーム 初野晴 角川書店 ﾃｨｰﾝｽﾞ

93 第二音楽室 佐藤多佳子 文藝春秋 ﾃｨｰﾝｽﾞ

94 ダンス・ダンス・ダンス　上・下 村上春樹 講談社 一般

95 ち 虫樹音楽集 奥泉光 集英社 一般

96 三島由紀夫 新潮社 一般

97 調律師 熊谷達也 文藝春秋 一般

98 つ つむじダブル 小路幸也　宮下奈都 ポプラ社 一般

99 て テネシー・ワルツ 望月武 角川書店 一般

100 天國のをりものが 山崎春美 河出書房新社 一般

101 天使の耳 東野圭吾 講談社 一般

102 と トニーノの歌う魔法 徳間書店 児童

103 トロイメライ 池上永一 角川書店 一般

104 な 長い終わりが始まる 山崎ナオコーラ 講談社 一般

105 南無ロックンロール二十一部経 古川日出男 河出書房新社 一般

106 に 作品社 一般

107 作品社 一般

108 ね 村上春樹 新潮社 一般

109 の 村上春樹 講談社 一般

110 は 初恋ソムリエ 初野晴 角川書店 一般

111 芦原すなお　他著 ジャイブ 一般

112 ヘルマン・ヘッセ 新潮社 一般

113 ハルモニア 鹿島田真希 新潮社 一般

114 ハルモニア 篠田節子 一般

F/ツ

ジャン・クリストﾌ　1 B/953/ロ-1

Ｙ/933/ヘ

F/ア

931/レ

F/オ

神童（全4巻） Y/726/サ/1～4

F/ア
シナリオ作家
協会 912.7/ネ/04

Ｙ/Ｆ/サ

F/フ

世界の終りとハードボイルド・ワン
ダーランド F/ム庫

1973年のピンボール F/ム庫

F/ハ

931/セ
ジャミラ・ガヴィン作　
野の水生訳 933/ガ児

Y/F/ハ

Y/F/サ

F/ム/1.2庫

F/オ

蝶々　（三島由紀夫全集　17）
Z/918.6/ミ/17

F/ク

F/シ

F/モ

764.7/ヤ

B/F/ヒ
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
作　野口絵美訳 933/ジ児

F/イ

F/ヤ

F/フ

日本の名随筆　25　音 團伊玖磨/編 Z/914.6/ニ/25

日本の名随筆　50　歌 加藤登紀子/編 Z/914.6/ニ/50

ねじまき鳥クロニクル　1～3 F/ム/1.2.3庫

ノルウェイの森　上.下 F/ム庫

F/ハ

Heart Beat 　青春音楽小説アンソロジー F/ハ

春の嵐　（ヘッセ全集　3） 943/へ/3庫

F/カ
マガジンハウ
ス F/シ



115 ひ ピアチェーレ　風の歌声 にしがきようこ 小峰書店 ﾃｨｰﾝｽﾞ

116 ピアノ・ソロ エシュノーズ 集英社 一般

117 ピエタ 大島真寿美 ポプラ社 一般

118 陽だまりの彼女 越谷オサム 新潮社 一般

119 羊をめぐる冒険 村上春樹 講談社 一般

120 風野潮 講談社 児童

121 高樹のぶ子 朝日新聞社 一般

122 ポプラ社 一般

123 ふ フィッシュストーリー 伊坂幸太郎 新潮社 一般

124 藤谷治 ジャイブ 一般

125 冬の音楽 森詠 実業之日本社 一般

126 ブラバン 津原泰水 バジリコ 一般

127 ブルース 花村萬月 角川書店 一般

128 へ 変身 篠田節子 角川書店 一般

129 ほ ぼくがバイオリンを弾く理由 西村すぐり ポプラ社 児童

130 ぼくの歌が君に届きますように ポプラ社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

131 ぼくはいかにして指揮者になったか 佐渡裕 新潮社 一般

132 ポリリズム 伊藤たかみ　小路幸也 ポプラ社 ﾃｨｰﾝｽﾞ Y/F/

133 ま マチルデの肖像 阿川佐和子 講談社 一般

134 み ミュージック・ブレス・ユー 津村記久子 角川書店 一般

135 む ムジカ・マキーナ 高野史緒 新潮社 一般

136 め 女神のタクト 塩田武士 講談社 一般

137 も モーツァルトは子守唄を歌わない 森雅裕 講談社 一般

138 桃山ビート・トライブ 天野純希 集英社 一般

139 や やさしい訴え 小川洋子 文芸春秋 一般

140 優しい音楽 瀬尾まいこ 双葉社 一般

141 早川書房 一般

142 中井紀夫 リブリオ出版 一般

143 ゆ 悠久のソナタ 中原毅志 一般

144 よ 四日間の奇蹟 朝倉卓弥 宝島社 一般

145 ら ラストソング 野沢尚 扶桑社 一般

146 れ レントゲン 風野潮 講談社 ﾃｨｰﾝｽﾞ

147 ろ 六本指のゴルトベルク 青柳いづみこ 岩波書店 一般

148 わ ワークソング 鈴木清剛 小学館 一般

149 理由（わけ）あって冬に出る 似鳥鶏 東京創元社 一般

150 リチャード・パワーズ 新潮社 一般

Y/F/ニ

953/エ

F/オ

B/F/コ

F/ム庫

ビート・キッズ　1.2 F/カ/1.2児庫

百年の預言　上.下 F/タ/1.2

百年文庫　13　響 Z/908.3/ヒ/13

F/ナ

船に乗れ　1～3 F/フ/1～3

F/モ庫

F/ツ

B/F/ハ

F/シ庫

F/ニ児
天野純希　大島真寿美他
著 Y/F/ボ

B/762.1/サ

F/ア

F/ツ

F/タ

F/シ

F/モ庫

F/ア

F/オ

F/セ

夜想曲集　音楽と夕暮れをめぐる五つ
の物語

カズオイシグロ著　　  
　 土屋政雄訳 933/イ

山の上の交響楽（日本SF名作集成10） D/F/ニ/10

TBSブリタニカ F/ナ

F/ア　B/F/ア

F/ノ

Y/F/カ

902.3/ア

F/ス

B/F/二

われらが歌う時　上.下 933/パ/1.2


	展示リスト

