
バーコード タイトル 著者名 出版社 刊行年

1111249692 ビートルズ 北中正和／著 新潮社 2021

1111222046 イギリス1960年代 小関隆／著 中央公論新社 2021

1110953534 ザ・ビートルズの世界地図 大人のロック!／編 日経BP社 2019

1110897475 読みつぐビートルズ 小林順／編著 萌書房 2018

1110829494
私が会ったビートルズとロック★ス

ター
星加ルミ子／著

シンコーミュージック・エン

タテイメント
2016

1110467477 サウンド・マン グリン・ジョンズ／著
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2016

1110701149 ザ・ビートルズ史　上 マーク・ルイソン／著 河出書房新社 2016

1110701156 ザ・ビートルズ史　下 マーク・ルイソン／著 河出書房新社 2016

1110456066 誰も書かなかったビートルズ 中山 康樹／著
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2015

1110186762 ロックの歴史 中山 康樹／著 講談社 2014

1110933361 ビートルズへの旅 リリー・フランキー／著 新潮社 2014

1110407119 ザ・ビートルズ解散の真実 ピーター・ドゲット／著 イースト・プレス 2014

1110376744
ザ・ビートルズBBCアーカイブズ1962-

1970
ケヴィン・ハウレット／著 河出書房新社 2014

1108635424 ビートルズとボブ・ディラン 中山 康樹／著 光文社 2010

1108639004 ミス・オーデル クリス・オーデル／著 レインボウブリッジ 2010

1108655018 ビートルズ事典 香月 利一／編・著 ヤマハミュージックメディア 2010

1108864289 ビートルズを知らない子どもたちへ きたやま おさむ／著 アルテスパブリッシング 2009

1108407675 ザ・ビートルズ・サウンド最後の真実 ジェフ・エメリック／著 白夜書房 2007

1108087113 ビートルズの研究 イアン・イングリス／編 日本経済評論社 2005

1108077494 ザ・ビートルズ大全 広田 寛治／編 河出書房新社 2004

1108050418 ビートルズ帝国アップルの真実 ステファン・グラナドス／著 河出書房新社 2004

1111147441
人生で大事なことはビートルズからす

べて教わった
ラリー・ラング／著 青春出版社 2002

1106913187 ビートルズ アラン・コズィン／著 アルファベータ 2001

1100085974 芦原すなおのビートルズ巡礼 芦原 すなお／著 文芸春秋 1995

1100291093 ハウ・ゼイ・ビケイム・ザ・ビートルズ ガレス・L・ポロウスキー／著 竹書房 1989

1106309055 ビートルズ ラヴ・ユー・メイク　上 ピーター・ブラウン／著 早川書房 1984

1106309105 ビートルズ ラヴ・ユー・メイク　下 ピーター・ブラウン／著 早川書房 1984

1107324772 ビートルズ グラフィティ 名田 貴好／編 集英社 1981

1107288316 ビートルズ ジュリアス・ファスト／[著] 角川書店 1973

1111077358
ジョン・レノン&オノ・ヨーコ プレイ

ボーイ・インタヴュー1980完全版
ジョン・レノン／[述]

シンコーミュージック・エン

タテイメント
2020

1111073829 ジョン・レノン伝1940-1980 藤本国彦／著 毎日新聞出版 2020

1110712039 ポール・マッカートニー ザ・ライフ フィリップ・ノーマン／著 KADOKAWA 2017

1110823992 ポール・マッカートニー 告白 ポール・デュ・ノイヤー／著 DU BOOKS 2016

1110562566 忘れがたき日々 ジョナサン・コット／[著] 岩波書店 2015

1110359369 ポール・マッカートニー トム・ドイル／著 TOブックス 2014

1110305099 ジョン・レノンレターズ ジョン・レノン／[著] 角川書店 2013

1110120217
ジョージ・ハリスン コンプリート・

ワークス
ローリング・ストーン誌／編 TOブックス 2013

　　　ビートルズデビュー60周年　令和4年9月24日作成
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1108679448 ジョン・レノンとビートルズ ジュリアン・レノン／著 マーブルトロン 2011

1108518240 ジョン・レノンに恋して シンシア・レノン／著 河出書房新社 2007

1108064021
ポール・マッカートニーとアヴァン

ギャルド・ミュージック
イアン・ピール／著 ストレンジ・デイズ 2004

1106962838 ジョン・レノン レイ・コールマン／著 音楽之友社 2002

1107048587 ジョージ・ハリスン自伝 ジョージ・ハリスン／著 河出書房新社 2002

1106940867 ジョージ・ハリスン全仕事 ザ・ビートルズ・クラブ／編集 プロデュース・センター出版局 2002

1106309006 ビートルズになれなかった男 高尾 栄司／著 朝日新聞社 1984

1111309603 ザ・ビートルズ：Get Back　日本語版 藤本国彦／監修　他
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2021

1111073829 ジョン・レノン伝 藤本国彦／著 毎日新聞出版 2020

1110971684 教養としてのロック名盤ベスト100 川崎大助／著 光文社 2019

1110738299 THE BEATLES LYRICS名作誕生 ハンター・デイヴィス／著 TAC株式会社出版事業部 2017

1110853429 サージェント・ペパー50年 マイク・マッキナニー／著 河出書房新社 2017

1110492376 ビートルズ全曲歌詞集 スティーヴ・ターナー／著 ヤマハミュージックメディア 2016

1110562574 ザ・ビートルズ国内出版物採集図鑑 加藤 すたん／編著 人間社 2015

1110142351
ビートルズシングル・ジャケットコレ

クション　国内編
花門 号／著 ドレミファ 2013

1108020460 これがビートルズだ 中山 康樹／著 講談社 2003

1106944828 愛詩てる。 林 望／著 実業之日本社 2002

1105944886 ビートルズ全詩集 ビートルズ／[著]
ソニー・ミュージックパブ

リッシング
2000

1101887121
ザ・ビートルズ コンプリート・ワーク

ス　1
ミュージック・マガジン 1998

1100961372 ビートルズ音楽学 ウィルフリッド・メラーズ／著 晶文社 1984

1111095467
「ビートルズと日本」週刊誌の記録

来日編
大村亨／著

シンコーミュージック・エン

タテイメント
2020

1110877782 ビートルズが教えてくれた 田家秀樹／著 アルファベータブックス 2017

1110718630 「ビートルズと日本」ブラウン管の記録 大村亨／著
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2017

1110573100 「ビートルズと日本」熱狂の記録 大村亨／著
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2016

1110373964 来日ロック伝説1960's-2000's
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2014

1110343355 ビートルズに恋して 実業之日本社／編 実業之日本社 2013

1108658632 ミュージック・ライフが見たビートルズ
シンコーミュージック・エン

タテイメント
2010

1108050327 僕がテレビ屋サトーです 佐藤 孝吉／著 文芸春秋 2004

1106092842 高度成長 毎日新聞社 2000

1107410381 ビートルズ白書 東芝EMI音楽出版 1981

1111201636 一人称単数 村上春樹／著 文藝春秋 2020

1110452990 東京23話 山内 マリコ／著 ポプラ社 2015

1108348697 世界の果てのビートルズ ミカエル・ニエミ／著 新潮社 2006

1105981912 オトナも子供も大嫌い 群 ようこ／著 筑摩書房 2001

1106198482 ふたりだけの秘密 佐野 史郎／著 筑摩書房 1996

1106172305 イギリス新鋭作家短篇選 Hanif Kureishi／[ほか著] 新潮社 1995

1100671765 日本の名随筆　別巻22 作品社 1992

1106856923 ミート・ザ・ビートルズ 小林 信彦／著 新潮社 1991

1106856907 イエスタデイ・ワンス・モア 小林 信彦／著 新潮社 1989

1106303231 ビートルズの優しい夜 小林 信彦／著 新潮社 1979

ビートルズの作品

ビートルズと日本

文学の中のビートルズ


