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音楽分野

オンライン製品（書籍・レファレンス)

GROVE ART ONLINE
     

Grove Art Online は権威ある美術
事典として知られる「The 
Dictionary of Art」34巻に加え、美
術館、博物館所蔵作品の膨大な画
像を提供し、視覚芸術のあらゆる
側面を研究することを可能にして
います。

美術分野

oxfordhandbooks.com
OXFORD HANDBOOKS ONLINE

Oxford Handbooks Online の音楽分野
は、当分野の各専門分野を代表する一
流の学者によるレビュー論文をコレクシ
ョンにし、各領域の議論を包括的に研究
することを可能にしています。

レビュー論文

•   対象分野：音楽学、音楽史、応用音楽、　
　  音楽教育、音楽理論 etc.

•   1,000件以上の論文を収録

•   契約形態：
　　-分野単位年間購読/買切り購入　　

総合レファレンス
•   収録分野：美術とその様式・時代、
　  様式と文化  etc.

•   4万5,000件以上の記事を収録
　  
•    契約形態： 年間購読

総合レファレンス

GROVE MUSIC ONLINE     

Grove Music Online は、全世界の音楽
を包括的にカバーする権威ある音楽事典

「New Grove Music and Musicians」29
巻分に加え、音楽研究に役立つその他の
レファレンスを併せて収録しています。

www.oxfordmusiconline.com

•  対象分野：クラシック、オペラ、ジャズ、
　 現代音楽、楽器、音楽家情報 etc.

•   7万件以上の記事を収録

•    契約形態： 年間購読　   

OXFORD HISTORY OF WESTERN MUSIC  

Oxford History of Western Music は、
クラシック音楽の進展について 歴史、
文化、政治、文学、宗教を絡めて分析
し、示唆に富む解説を提供します。

oxfordwesternmusic.com

西洋音楽史書

•   対象分野：16世紀～20世紀の
　  クラシック音楽史

•   印刷版全5巻に加え、500点の画像、  
　   1,800件の楽曲サンプルを収録
　
•    契約形態： 年間購読/買切り購入　　

 

BENEZIT DICTIONARY OF ARTISTS   

Benezit Dictionary of Artists は、知名
度の低い芸術から著名な芸術家までを
カバーする最も包括的な芸術家辞典で
す。オンライン版は、2006年刊行の英語
版（14巻)に改訂、増補を加えて提供し
ています。

www.oxfordartonline.com

•   対象分野：経歴、オークション記録、 
       署名、美術館の所蔵品 etc.

•   約17万件の項目、11,000点以上の   
      画像(署名、モノグラムなど)

•    契約形態： 年間購読
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www.oxfordartonline.com

オンライン製品の詳細や無料トライアル、お見積もりに
ついてのお問い合せは下記まで。
オックスフォード大学出版局株式会社
Global Academic Publishing 
TEL:03-5444-5858  Email: online.jp@oup.com

オックスフォード大学出版局では、音楽、美術研究に有用な電子書籍やオンラインレファレンスを以下のとおり提供しています。

・各製品URLより、最新の収録タイトルやカバーするトピックなどをご確認いただけます。
・上記製品は30日間の無料トライアルが可能です。お気軽にお問い合わせください。 
・価格は、機関タイプや機関規模に応じて異なります。お見積もりをご依頼ください。

芸術家辞典

https://global.oup.com/academic/online/
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Adaptation

The British Journal of Aesthetics 

Early Music

Journal of Design History

Journal of Music Therapy

Music and Letters

Music Theory Spectrum

Music Therapy Perspectives

The Musical Quarterly 

The Opera Quarterly 

Oxford Art Journal

Screen

The Year’s Work in Critical and Cultural Theory
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オンラインジャーナル 

oxfordbibl iographies.com
OXFORD BIBLIOGRAPHIES

Oxford Bibliographies は、各分野のエキス
パートが、推薦理由付きで各研究トピックに
最適な文献(書籍、ジャーナル、ウェブサイト、
データベース他)を紹介する文献ガイドです。

文献ガイド

•   対象分野：音楽学、美術史 etc.

•   上記分野をカバーする200以上のトピッ
      クとその推薦文献を収録

 •   契約形態：
　　-分野単位年間購読/買切り購入

VERY SHORT INTRODUCTIONS   

Very Short Introductions は難解なテー
マを分かりやすく解説する初学者向けの
入門書として世界的に高い評価を受けて
いるシリーズで、各研究テーマの入口を提
供します。

veryshortintroductions.com

学術書（入門書)

•  対象分野：世界音楽、美術史、現代美術 etc.

•  20タイトル以上を収録

•  契約形態：分野単位年間購読

universitypressscholarship.com

学術書

University Press Scholarship 
Onlineは、オックスフォード大学出
版局をはじめ、世界の主要な大学
出版局刊行の音楽・美術分野の良
質な学術書を同一プラットホーム
上で横断検索することを可能に
し、深遠かつグローバルな研究を
サポートします。

UNIVERSITY PRESS SCHOLARSHIP ONLINE 

-音楽分野-
•   対象分野：音楽史、音楽理論・  
     分析、民族音楽、演奏、ポピュラ  
     ー音楽 etc.

•  600タイトル以上を収録

-美術分野-
•  対象分野： 美術史、 視覚文化、
　 美術理論・批評 etc.

•   30タイトル以上を収録

•   契約形態：
　　-分野単位年間購読
　　-分野単位買切り購入
　　-タイトル別購入

音楽・美術分野

オックスフォード大学出版局では、世界有数の学協会や専門機関と提携し、音楽・美術分野の研究に有用な学術ジャーナルを以下のとおり
発行しています。オンライン版は、1996年発行号以降、最新号までの全文にアクセスすることが可能です。

・各製品URLより、最新の収録タイトルやカバーするトピックなどをご確認いただけます。
・上記製品は30日間の無料トライアルが可能です。お気軽にお問合せください。        
・価格は、機関タイプや機関規模に応じて異なります。お見積もりをご依頼ください。

冊子体や、1995年以前のバックファイルを1巻1号からデジタル化し、オンライン上でご利用いただけるジャーナルアーカイブも別途提供
しています。

ジャーナルの購読に関するお問い合わせは下記まで。
オックスフォード大学出版局株式会社
Global Academic Publishing 
TEL:03-5444-5858  Email: online.jp@oup.com
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