
１．クラシック

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

交響曲　第５番　ハ短調　作品６７：運命；交響曲
第７番　イ長調　作品９２／(ルートヴィヒ・ヴァン・)
ベートーヴェン

ロシア・ナショナル管
弦楽団

0542052314

交響曲第８番　ハ短調：ノヴァーク版；交響曲第９
番：原典版／ブルックナー

ウィーン・プロ・ムジカ
管弦楽団

0542052033

交響曲　第１０番　ホ短調　作品９３／ドミトリ・ショ
スタコーヴィチ．序曲　第２番／ヴェリヨ・トルミス

シンシナティ交響楽団 0542052025

交響曲　第３２番　ト長調　Ｋ．３１８／(ヴォルフガン
グ・アマデウス・)モーツァルト．交響曲　第１番　ニ
長調：巨人／グスタフ・マーラー

サイトウ・キネン・オー
ケストラ

0542052702

大地の歌：交響曲／グスタフ・マーラー
クラウス・フロリアン・
フォークト

0542053040

行進曲　ニ長調　Ｋ．４０８　(Ｎｏ．２)；セレナード第
４番　ニ長調　Ｋ．２０３：コロレード；行進曲　ニ長調
Ｋ．２３７／モーツァルト

ヨーゼフ・シュレクス
ナーデル

0542052710

死の歌と踊り／ムソルグスキー．
交響的舞曲／ラフマニノフ

ディミトリー・ホロストフ
スキー

0542053420

ピアノ協奏曲第１番：チャイコフスキー／ピアノ協奏
曲第２番：ラフマニノフ

ヴラディーミル・アシュ
ケナージ

0542052041

市販音楽ＣＤ

5 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

管弦楽組曲＆カンタータ集／Ｊ．Ｓ．バッハ；
エルネスト・アンセルメ
（Ｃ）
エリー・アメリング(S）

0542053066

「タンホイザー」「ローエングリン」「ワルキューレ」
「神々のたそがれ」：管弦楽曲集／ワーグナー

バイエルン放送交響
楽団

0542053438

ブランデンブルク協奏曲：全曲；カンタータ第１７０
番／Ｊ．Ｓ．バッハ；シモン・ゴールドベルク(ヴァイオ
リン・指揮）

アーフェ・ヘイニス 0542052330

ピアノ協奏曲第２番変ロ長調　作品８３／ブラーム
ス．ピアノ協奏曲第１番変ロ短調　作品２３／チャイ
コフスキー．ピアノ協奏曲第３番ニ短調　作品３０／
ラフマニノフ

アンドレ・ワッツ 0542052729

ピアノ協奏曲第１番
アルトゥール・
ル－ビンシュタイン

0542053462

弦楽四重奏曲　第１５番　ニ短調　Ｋ．４２１；
弦楽四重奏曲　第１６番　変ホ長調　Ｋ．４２８／
モーツァルト

スメタナ四重奏団 0542053106

アファナシエフ・プレイズ・モーツァルト
ヴァレリー・アファナ
シエフ

0542053130

ヴァイオリン・ソナタ
／フランク，ブラームス；前橋汀子（ＶＬＮ）

前橋汀子 0542052092

6 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

後期ピアノ作品集／ブラームス
ヴァレリー・アファナ
シエフ

0542053122

ヴァイオリン・ソナタ集
／シューマン；加藤知子（ＶＬＮ）

加藤知子 0542052076

ヴィルトゥオーゾ・コンチェルト 須川展也 0542052084

即興曲集
シューベルト
フランツ・ペーター

0542053114

誰も寝てはならぬ：パヴァロッティ：スーパー・ヒッツ
ルチアーノ
・パヴァロッティ

0542052108

版画のスケッチ：有馬礼子ピアノ小品集／

土田英介（ＰＦ）
土田英介 0542053489

オトナのアイのうた　ｃｌａｓｓｉｃ 0542053165

7 市販音楽ＣＤ



２．ジャズ

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ＫＡＲＥＮ’Ｓ　ＳＷＩＮＧＩＮ’　ＰＡＲＴＹ！！ 青木カレン 0542050179

Ｗｈａｔ’ｓ　Ｊａｚｚ？　～ＳＰＩＲＩＴ～ ａｋｉｋｏ 0542051126

Ｗｈａｔ’ｓ　Ｊａｚｚ？：ＳＴＹＬＥ ａｋｉｋｏ 0542051134

ファンクド・アップ：デラックス・エディション
キャンディ・
ダルファー

0542051712

ＲＥＵＮＩＯＮ シーウィンド 0542051704

ハンズ：ソロ・アコースティック・ベース
ブライアン・
ブロンバーグ

0542051902

フランク、ジャズを歌う フランク永井 0542051672

リマージュ／マイク・マイニエリ＆スティーヴ・ガッド リマージュ 0542051720

8 市販音楽ＣＤ



３．外国のロック・ポップス

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ディソナンス イナフ・ズナフ 0542051747

雪と氷の旋律 エンヤ 0542050195

カーペンターズ４０＊４０：ベスト・セレクション カーペンターズ 0542052381

カフーツ ザ・バンド 0542052365

ＬＩＶＥ　１９６９
サイモン＆ガーファン
クル

0542052390

ミュージック・フォー・ザ・ピープル ジ・エナミー 0542051961

ステイン・アライヴ：ビー・ジーズ・
ナンバー・ワン・ヒッツ

ビー・ジーズ 0542050369

ザ・デヴィル・ユー・ノウ ヘヴン・アンド・ヘル 0542051755

サンシャイン・イン・ザ・レイン ＢＷＯ 0542051771

ハイファイ・ボサノヴァ マット・ビアンコ 0542052116

ザ・レジスタンス ミューズ 0542053510

9 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ノー・モア・ストーリーズ・アー・トールド・トゥデイ・
アイム・ソーリー・ゼイ・ウォッシュト・アウェイ
ノー・モア・ストーリーズ・ザ・ワールド・イズ・グレイ・
アイム・タイアード・レッツ・ｳｫｯｼｭ・ｱｳｪｲ

ＭＥＷ 0542053190

ナンバーワン・エイティーズ 0542052788

４．ブルース・ソウル

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ザット・セイム・ウェイ スタイリスティックス 0542050377

オール・ナイト・ロング スティーヴィー・ホアン 0542053529

Ｔｈｅ　Ｅ．Ｎ．Ｄ． ブラック・アイド・ピーズ 0542030098

キング・オブ・ポップ～ジャパン・エディション～ マイケル・ジャクソン 0542051169

アイ・ラヴ　Ｒ＆Ｂ　プラチナム・ベスト 0542051150

10 市販音楽ＣＤ



５．イージーリスニング

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

もし風が見えるなら：この一枚に全ての愛を込めて ウー・ルーチン 0542052132

ジブリｉｎクラシック：崖の上のポニョ＊
となりのトトロ

小原　孝 0542052405

高嶋ちさ子　ｐｌａｙｓ　ジブリ 高嶋ちさ子 0542052413

デパフユ　～晴れ　時どき　雪～ ＤＥＰＡＰＥＰＥ 0542050385

Ｄｏ！ ＤＥＰＡＰＥＰＥ 0542052140

イマージュ：７（ｓｅｐｔ）：エモーショナル＆
リラクシング

葉加瀬太郎 0542051185

11 市販音楽ＣＤ



６．映画音楽

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

レ・ミゼラブル：日本公演ライヴ盤 鹿賀丈史 0542052456

ウィキッド：ミュージカル：誰も知らない、もう一つの
オズの物語

劇団四季 0542052159

ライオン・キング：ディズニー：ミュージカル 劇団四季 0542052167

エビータ 劇団四季 0542052175

クレイジー・フォー・ユー 劇団四季 0542052448

夢から醒めた夢：劇団四季ミュージカル／
赤川次郎・原作

劇団四季 0542052430

水戸黄門：サウンドトラック 杉良太郎 0542052801

12 市販音楽ＣＤ



７．日本のポップス

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ＢＥＳＴ　Ａ．Ｉ． ＡＩ 0542053537

Ｐａｒｔｙ　Ｐａｒｔｙ～Ｔｈｅｌｍａ　Ｒｅｍｉｘ～ 青山テルマ 0542050393

Ｅｍｏｔｉｏｎｓ 青山テルマ 0542053545

明石家さんま　ＢＥＳＴ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
：ＨＩＳＴＯＲＹ　１９８６－１９９９

明石家さんま 0542051506

ＡＮＳＷＥＲ アンジェラ・アキ 0542051217

男と女　Ｔｗｏ　Ｈｅａｒｔｓ　Ｔｗｏ　Ｖｏｉｃｅｓ 稲垣潤一 0542050219

ＢＥＳＴ　ＢＡＬＬＡＤＥ 井上陽水 0542050187

断絶 井上陽水 0542050409

Ｔｈａｎｋｓ 岩崎宏美 0542052183

Ｓｔｒｅｅｔ　Ｓｔｏｒｙ ＨＹ 0542051811

ＥＸＩＬＥ　ＢＡＬＬＡＤ　ＢＥＳＴ ＥＸＩＬＥ 0542050227

Ｆｉｒｓｔ　Ｋｉｓｓ 宇多田ヒカル 0542051316

13 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ＬＯＶＥ　ＬＥＴＴＥＲ 大塚　愛 0542050417

Ａ　ＢＩＲＤ 大橋トリオ 0542052191

ザ・プレミアムベスト尾崎紀世彦 尾崎紀世彦 0542051522

シャウト　アット　ユーミン　ロックス かげぼうし，ほか 0542051870

ザ・プレミアムベスト　柏原芳恵 柏原芳恵 0542051530

ゴールデン☆ベスト：河島英五・ヒット全曲集 河島英五 0542051557

ＮＥＷ　ＴＯＷＮ　ＳＴＲＥＥＴ 木根尚登 0542050200

空　×　少年 キマグレン 0542052464

ＰＨＩＬＯＳＯＰＨＹ 清　竜人 0542051854

清木場俊介　ＳＯＮＧＳ　２００５－２００８ 清木場俊介 0542051846

アイのうた：２ ＧＲｅｅｅｅＮ，ほか 0542051780

ＷＩＮＴＥＲ　ＯＦ　ＬＯＶＥ ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ 0542050235

イン　フィジカル Ｋｅｎ 0542051862

14 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

Ｎｉｃｅ　Ｍｉｄｄｌｅ 小泉今日子 0542050243

Ｋｏｄａ　Ｋｕｍｉ　Ｄｒｉｖｉｎｇ　Ｈｉｔ’ｓ 倖田來未 0542051581

コネクテッド 小坂忠 0542051590

ゴールデン☆ベスト・ゴダイゴ ゴダイゴ 0542051250

四重奏 ＴＨＥ　ＢＯＯＭ 0542053588

Ｚｏｙ（ゾイ） 坂本美雨 0542050425

呼吸 サクラメリーメン 0542050433

スクラップ＆ビルド SEAMO 0542050468

姿 島崎智子 0542050441

Ｕｍｂｒｅｌｌａ 清水翔太 0542050450

ＷＥ　ＬＯＶＥ＊ヘキサゴン／
ヘキサゴンオールスターズ

羞恥心　ほか 0542050278

ｆｅｎ　Ⅱ：Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｎｕｍｂｅｒｓ　Ⅱ：明日
に架ける橋

ｓｕｇｉｙａｍａ　ｋｉｙｏｔａｋａ 0542050476

15 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

ＡＬＷＡＹＳ スターダスト・レビュー 0542050484

Ｂｌｕｅ　Ｓｔａｒｄｕｓｔ スターダスト・レビュー 0542052499

Ｒｅｄ　Ｓｔａｒｄｕｓｔ スターダスト・レビュー 0542052504

ＵＮＤＥＲ　ＣＯＶＥＲ：世良公則ソロシングルズ 世良公則 0542050492

紗～エッセンシャル～ たかはしまりこ 0542053213

つじギフト：１０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ＢＥＳＴ つじあやの 0542053561

ＣＡＲＮＩＶＡＬ 椿屋四重奏 0542053221

ＦＩＲＳＴ トータス松本 0542052852

ＰＡＲＡＤＩＳＥ　ＢＬＵＥ
ＴＯＫＹＯ　ＳＫＡ
ＰＡＲＡＤＩＳＥ
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ

0542051276

ＳＩＮＧＬＥＳ　ＢＥＳＴ　ＢＯＸ 徳永英明 0542051284

Ｍａｇｉｃ　Ｔｉｍｅ 中川翔子 0542050508

ＶＯＩＣＥ 中島美嘉 0542050516

16 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

氣氛歌謡
　　　ムード　　

中森明菜 0542052512

ココロノウタ 夏川りみ 0542051664

ＴＨＥ　ＨＩＴ　ＰＡＲＡＤＥ 夏木マリ 0542050524

延長戦を続ける大人たちへ／
ＢＡＢＡ　ＴＯＳＨＩＨＩＤＥ

馬場俊英 0542052539

Ｂ’ｚ　Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　ＵＬＴＲＡ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ Ｂ’ｚ 0542051332

ＢＥＳＴＹＯ＋ＩＮＳＴＹＯ 一青窈 0542051308

一青窈ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ２００８：「Ｋｅｙ～Ｔａｌｋｉｅ
Ｄｏｏｒｋｅｙ」Ｌｉｖｅ　ＣＤ＠ＮＨ

一青窈 0542050251

Ｋｅｎ’ｓ　Ｂａｒ　Ⅱ 平井　堅 0542052215

ＰＡＴＨ　ｏｆ　ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＣＥ 平原綾香 0542050260

セカンド・プロポーズ ビリー・バンバン 0542050532

春夏秋冬／Ｂｉｌｌｙ　ＢａｎＢａｎ ビリー・バンバン 0542030103

風味堂４ 風味堂 0542051680

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

17 市販音楽ＣＤ



ＧＵＩＴＡＲＨＹＴＨＭ　Ｖ 布袋寅泰 0542051324

ポルノグラフィティ　ベスト　ジョーカー ポルノグラフィティ 0542050286

Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｏｕｎｄｔｒａｃｋｓ 槇原敬之 0542050294

偶然と必然 松山千春 0542052231

ＳＵＰＥＲＭＡＲＫＥＴ　ＦＡＮＴＡＳＹ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 0542050300

ＴＩＭＥ　ＴＲＡＶＥＬＥＲ 水谷　豊 0542052547

こころのうた 村下孝蔵 0542052472

ＣＯＶＥＲ　ＹＯＵ モーニング娘 0542050540

リヴィング 森山良子 0542051340

ＴＡＴＳＵＲＯ　ｆｒｏｍ　ＮＩＡＧＡＲＡ 山下達郎 0542051970

どうにもとまらない 山本リンダ 0542051359

「いきる」 由紀さおり 0542051699

銀河手帖 遊佐未森 0542052555

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

18 市販音楽ＣＤ



よしだたくろう・オン・ステージ！！ともだち 吉田拓郎 0542051367

Ｍａｇｉｃａｌ　Ｍｕｓｉｃ　Ｔｒａｉｎ ＲＡＧ　ＦＡＩＲ 0542053264

19 市販音楽ＣＤ



８．その他

タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

マディソン郡の恋：秋元順子ファーストアルバム 秋元順子 0542053304

あおむしの旅 あおむし 0542030111

Ｎａｔ’ｓ　Ｍｅｌｏｄｙ：アントニオ・古賀の世界 アントニオ・古賀 0542052240

流行歌（はやりうた） 五木ひろし 0542052654

ゴールデン☆ベスト：ソニーミュージック・イヤーズ 大橋純子 0542052662

桂歌丸８：「火焔太鼓」「紙入れ」：「朝日名人会」ラ
イヴシリーズ５５

桂歌丸 0542050559

乳房榎 桂歌丸 0542050318

河合その子・ゴールデン☆ベスト 河合その子 0542052670

艶冶（えんや） 川中美幸 0542051996

ザ・ベスト：木村好夫ギター・デラックス 木村好夫 0542050326

大人にしてあげたとっておきのお話：岸田今日子自
作選：①：「迷子になったメルヘンたち」

岸田今日子 0542053363

20 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

大人にしてあげたとっておきのお話：岸田今日子自
作選：②：「棘のある小さな花束」

岸田今日子 0542053727

向田邦子作品集：隣りの女・胡桃の部屋 岸田今日子 0542053007

波瀾万丈～人生の歌特選集～ 北島三郎 0542051466

本人が選んだ！！北島三郎ツイン・ベスト 北島三郎 0542053312

美空ひばりを歌う キム・ヨンジャ 0542052009

古今亭菊之丞・名演集１：たちきり・愛宕山 古今亭菊之丞 0542052620

古今亭菊之丞・名演集２：三味線栗毛・法事の茶 古今亭菊之丞 0542052638

古今亭菊之丞・名演集３：素人鰻・景清 古今亭菊之丞 0542052646

花形落語特撰～落語の蔵～：「火焔太鼓」「風呂
敷」「半分垢」

（五代目）古今亭志ん
生

0542051383

鬼平犯科帳／池波正太郎（作） 古今亭志ん朝 0542052282

ノスタルジア：伍代夏子歌手生活
２５周年記念特別盤

伍代夏子 0542053660

小村美貴　ファーストアルバム　おんな恋歌
夢のはじまり・・

小村美貴 0542053679

21 市販音楽ＣＤ



タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

花形落語特撰～落語の蔵～：「寝床」「二人癖」「高
野違い」

（三代目）三遊亭金馬 0542051391

詩歌朗読ベスト(演芸・実況・その他） 0542053371

約束：Ｊｅｒｏ　１ｓｔ　Ａｌｂｕｍ ジェロ 0542051474

神野美伽　ベストセレクション　２００９ 神野美伽 0542051605

初代柳家金語楼名演落語集：一：
落語家の兵隊［ほか］

初代柳家金語楼 0542052919

初代柳家金語楼名演落語集：二：
金語楼の看護兵［ほか］

初代柳家金語楼 0542052927

初代柳家金語楼名演落語集：三：
戦線の金語楼［ほか］

初代柳家金語楼 0542052935

初代柳家金語楼名演落語集：四：
酒は乱れ飛ぶ［ほか］

初代柳家金語楼 0542053636

初代柳家金語楼名演落語集：五：
金語楼の後備兵［ほか］

初代柳家金語楼 0542053644

上方落語特選・笑福亭仁鶴（八）青菜・大名将棋 笑福亭仁鶴 0542053347

ディズニーファン
読者が選んだディズニーベスト・オブ・ベスト

0542053280

鳥羽一郎ヒットパレード３２ 鳥羽一郎 0542052258
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タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

長山洋子スペシャルベスト：瀬戸の晩夏 長山洋子 0542053687

スーパーベスト：新沼謙治 新沼謙治 0542053320

花咲ゆき美　ファースト・コレクション～海峡雨情～ 花咲ゆき美 0542052017

半七捕物帳　筆屋の娘 野々宮卯妙 0542052994

半七捕物帳　お文の魂 渋谷朋子 朗読 0542053355

半七捕物帳　石灯籠 伊東友也　朗読 0542053719

哀愁の湖 氷川きよし 0542050342

真情～遠藤実トリビュート～ 藤原浩 0542052266

ゴールデン★ベスト 布施　明 0542052689

前川清２００９年全曲集 前川清 0542050334

長唄新曲・長唄・端唄 松島庄十郎 0542052879

ｈｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄ マルシア 0542052274

三木たかしベスト作品集：追悼盤 三木たかし 0542052978
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タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

水田（みた）かおり　ベスト：独酌酒（ひとりざけ） 水田かおり 0542052960

歌謡紀行Ⅷ：安芸の宮島／Ｋａｏｒｉ　Ｍｉｚｕｍｏｒｉ 水森かおり 0542053695

歌舞伎座特別公演：２０年の歴史主題歌集 三波春夫 0542052986

ゴールデン☆ベスト三善英史 三善英史 0542053700

名曲カバー傑作撰：大川栄策 大川栄策 0542051440

名曲カバー傑作撰：冠二郎 冠二郎 0542051458

名曲カバー傑作撰：舟木一夫 舟木一夫 0542051482

村上幸子　ありがとう「走れ！歌謡曲」
～あれから２０年、そして今…～

村上幸子 0542053339

村田英雄大全集：決定盤 村田英雄 0542051490

柳家喬太郎・名演集１：寿限夢，子ほめ，松竹梅 柳家喬太郎 0542051423

柳家喬太郎・名演集２：金明竹，錦木検校 柳家喬太郎 0542051431

花形落語特撰～落語の蔵～：「高砂や」「首提灯」
「千早振る」

（五代目）柳家小さん 0542051407
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タ イ ト ル 歌手・演奏者等 図書番号

花形落語特撰～落語の蔵～：「試し酒」「長屋の花
見」「普段の袴」

（五代目）柳家小さん 0542051415

ＧＯＬＤＥＮ☆ＢＥＳＴ：山本潤子 山本潤子 0542052697

Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｓｉｄｅ　Ｏｆ　Ｙｏｓｈｉｄａ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 吉田兄弟 0542051375

渡哲也ベストヒット：水木かおる作品詩集 渡哲也 0542050350
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