
通し番号タイトル 歌手・演奏者等

3258 Ｆｉｎａｌｌｙ 安室奈美恵

3259 ライヴ・イン・モントリオール 上原ひろみ

3260 ユーミンからの，恋のうた。 松任谷由実

3261 ストラヴィンスキー：「春の祭典」・「火の鳥」
 小林研一郎／指揮　ロンドン・フィ

ルハーモニー管弦楽団／演奏

3262 ＧＲＥＡＴＥＳＴ　ＪＡＺＺ ルイ・アームストロング　他

3263 海のＯｈ，Ｙｅａｈ！！ サザンオールスターズ

3264
ブルックナー：交響曲第９番／武満徹：「セレモニア
ル」

  佐渡裕／指揮　ウィーン・トーン
キュンストラー管弦楽団／演奏

市販音楽CD

☆視聴覚担当お勧めの１点

1．クラシック



3265 ベートーヴェン：交響曲第７番・第８番
久石譲／指揮　ナガノ・チェン

バー・オーケストラ

3266 オール・ザット・ブラス！ベスト 東京ディズニーランド・バンド

3267
ガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」「ポー
ギーとベス」組曲　他

アニマ・エテルナ・ブリュッヘ／指
揮

ジョージ・ガーシュウィン／作曲

3268 ニュー・サウンズ・イン・ブラス　２０１８
  天野正道／指揮　東京佼成ウィン

ド・オーケストラ

3269 ジャン・フランセ１００（フランセ没後２０年企画） ジャン・フランセ

3270
チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思
い出のために」

スーク・トリオ

3271 アンダルーサ
マリア・エステル・グスマン／ギ

ター

3272 エテルナメンテ（永遠に）～ヴェリズモ・アルバム
アンジェラ・ゲオルギュー／演奏
エマニュエル・ヴィヨーム／指揮

3273 シネマ・ホリック トリオ・カルディア

3274 ショパン：２４の前奏曲｜幻想ポロネーズ 河村尚子／ピアノ

3275 ドビュッシー：映像｜子供の領分｜ベルガマスク組曲 チョ・ソンジン／演奏



3276 ノスタルジア
  近藤浩志／チェロ　河合　珠江／ピ

アノ

3277 ベートーヴェン・アルバム   高田泰治／ピアノ

3278
アイーダ凱旋行進曲　～ウィーン・フィル・サマーナイ
ト・コンサート２０１８～

ワレリー・ゲルギエフ／指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽

団

3279
ベートーヴェン：交響曲第９番ニ短調ｏｐ．１２５「合
唱付」

 秋山和慶／指揮

3280
ヘンデル：オラトリオ「メサイア」（１７５４年ロンド
ン捨子養育院版）（全曲）

  エルヴェ・ニケ／指揮
コンセール・スピリチュエル／演奏

3281 いのちの音
海上自衛隊東京音楽隊

柴田昌宜／指揮

3282 ピアノを聴きたくて～夏の午後にまどろみながら スヴャトスラフ・リヒテル／ピアノ

3283
フィギュアスケート・ミュージック２０１７－２０１８
～Ｒｏａｄ　ｔｏ　Ｇｏｌｄ～

フレデリク・フランチシェク・ショ
パン作曲　他

3284 “この素晴らしき世界”ルイに愛をこめて  スイート・ジャズ・トリオ　他

2.ジャズ



3285 ミュジシャン キーヨン・ハロルド

3286 プレイズ・バッハ 小林道夫・渡辺貞夫／演奏

3287 ヴァーサタイル ヴァン・モリソン

3288 キラ　キラ   ジ・イレジスティブル・フォース

3289 パシフィック・デイドリーム ウィーザー

3290 ライヴ・イン・アメリカ　１９７８   ジョニー・ウィンター

3291 Ｇｒｅｅｎ　Ｃｈｏｒｕｓ 間を奏でる

3292 ウィル・トゥ・パワー  アーチ・エネミー

3293 ザ・ライズ・オブ・ケイオス アクセプト

3.外国のロック・ポップス



3294 ザ・フォレスト・シーズンズ ウィンターサン

3295 ダイアモンズ～グレイテスト・ヒッツ エルトン・ジョン

3296 ボーディング・ハウス・リーチ   ジャック・ホワイト

3297
グレイテスト・ヒッツ－ジャパニーズ・シングル・コレ
クション－

チープ・トリック

3298
メイキング・オブ・アー・ユー・エクスペリエンスド’
６６－’６７

ジミ・ヘンドリックス

3299 ファイアーパワー ジューダス・プリースト

3300 フー・ケイム・ファースト ピート・タウンゼンド

3301 ライヴ・アット・フィルモア・イースト１９６８ フー

3302 ＣＮＣＯ（ジャパン・エディション）   ＣＮＣＯ

3303
ライヴ：１９６２－１９６６～追憶のレア・パフォーマ
ンス

ボブ・ディラン



3304
ＮＡＭＩＮＯＲＩ　ＪＡＰＡＮ　Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｃ
ｏｍｐｉｌａｔｉｏｎ

  ブルーノ・マーズ

3305 シング・ザ・クラシックス   スタトラー・ブラザーズ

3306 タイムレス イル・ディーヴォ

3307 珠玉のカントリー・ギター　最新盤
Ｊｉｍ　Ｅｄ，Ｍａｘｉｎｅ　ａｎ

ｄ　Ｂｏｎｎｉｅ　Ｂｒｏｗｎ

3308 オルゴール・セレクション　冬歌  遠藤さや

3309
羽田健太郎（ハネケン）ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　～１０ｔｈ
ｍｅｍｏｒｉａｌ～

羽田健太郎

3310 イライラ解消のための音楽 林有三

3311
ハワイアン・リラクシング・ミュージック
～楽園の風と波を感じて～

山口岩男

3312 ピアノで聴く　スタジオジブリ名曲集 エリザベス・ブライト

4.カントリーウエスタン

5.イージーリスニング



3313 Ｊ－ＰＯＰ　ピアノメロディ　ベスト 中村匡宏

3314
癒やしの音楽をさがして　気分すっきり！ココロ潤うリ
コーダー＆ギター

  磯村由紀子／作曲・ピアノ　他

3315
ＮＨＫ土曜ドラマ「植木等とのぼせもん」オリジナル・
サウンドトラック＆明るい昭和の音楽集

 植木等　他

3316 「ラ・ラ・ランド」オリジナル・サウンドトラック ジャスティン・ハーウィッツ　他

3317 ザ・ベスト　想い出のテレビ主題歌・テーマ集 舟木一夫　他

3318 ザ・ベスト　不滅の映画音楽　エデンの東
  ロイヤル・フィルハーモニー・ポッ

プス管弦楽団　他

3319 スター・ウォーズ・フィルム・スペクタキュラー 日本フィルハーモニー交響楽団

3320
ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会
２０１７～ルーレット・セレクション

オーケストラ・ジャパン
ブラッド・ケリー／指揮

3321 「ラプラスの魔女」オリジナル・サウンドトラック   遠藤浩二

6.映画音楽



3322 私たちのドラマ主題歌   山下雄三　他

3323
土曜ナイトドラマ「おっさんずラブ」オリジナル・サウ
ンドトラック

  河野伸

3324
「はたらく細胞」Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｓｏｕｎｄｔｒａ
ｃｋ

ＭＡＹＵＫＯ
末廣健一郎

3325 初恋 宇多田ヒカル

3326 ＳＡＢＯＴＥＮ　ＭＵＳＥＵＭ 奥田民生

3327 ～明日へつなぐ，希望のうた～絆ソング えびな少年少女合唱団

3328 Ｅｎｊｏｙ 大原櫻子

3329 みんな愛したフォーク＆ＧＳ   ザ・ワイルド・ワンズ

3330
“ＬＯＶＥ，ＰＥＡＣＥ＆ＦＩＲＥ”
　－Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｅｄｉｔｉｏｎ－

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ

7.日本のポップス



3331 ＧＬＯＲＩＯＵＳ 東京スカパラダイスオーケストラ

3332 永遠の果てに～セルフカヴァー・ベスト１～ 德永英明

3333 相関 中島みゆき

3334
Ｋｅｎ　Ｈｉｒａｉ　Ｓｉｎｇｌｅｓ
　Ｂｅｓｔ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　歌バカ２

平井堅

3335
こころのうた
　ベスト・アルバム～愛燦燦（あいさんさん）～

  美空ひばり　他

3336 Ｃｉｎｅｍａ　Ｓｏｎｇ　Ｃｏｖｅｒｓ Ｍａｙ　Ｊ．

3337 エトワール 薬師丸ひろ子

3338 Ｓｏｆｔ　Ｌａｎｄｉｎｇ 矢野顕子

3339 ＢＯＯＴＬＥＧ 米津玄師

3340 ゆずイロハ　１９９７－２０１７ ゆず



3341 キング最新歌謡ベストヒット２０１７秋  池田輝郎　他

3342 本命　花演歌 五木ひろし　他

3343 舟木一夫　全曲集　みんな旅人 舟木一夫

3344 名曲発掘　船村徹 船村徹

3345 ザ・ベスト　浪曲名演～広沢虎造～ 二代目広沢虎造

3346
ファイブズエンタテインメント１５周年記念
　五木ひろし全曲集２０１８

五木ひろし

3347 小林幸子　全曲集　２０１７ 小林幸子

3348 天童よしみ　大全集 天童よしみ

3349
響け歌声　ビューティフル・コーラス
　　　～海の声・花は咲く・ひまわりの約束～

  八千代少年少女合唱団

8.演歌・落語・朗読・その他



3350 コロムビアキッズ　心をつなく　絆うた  山野さと子 他

3351
日本クラウン創立５５周年記念企画「男はつらいよ」渥
美清ベスト

渥美 清

3352 合唱で聴く　唱歌・叙情歌・民謡　日本のメロディ 世田谷ジュニア合唱団　他

3353
ずっと，いっしょ～オルゴールα　ポップス＆バラード
コレクション

桜井和寿

3354
アニソン・ラブ・ヒッツ／君がくれたもの／α波オル
ゴール

ＤＡＯＫＯ

3355 キング最新歌謡ベストヒット２０１７夏   ペギー葉山　他

3356 歌い継ぐ！昭和の流行歌９   三山ひろし　他

3357 市川由紀乃　ベストセレクション２０１８ 市川由紀乃

3358 男の演歌　極上セレクション 細川たかし　他

3359 北島三郎歌唱　大地土子作品集 北島三郎歌唱

3360 キング最新歌謡ベストヒット２０１８新春 大月みやこ　他



3361 キング最新歌謡ベストヒット２０１８春   市川由紀乃　他

3362
新・演歌名曲コレクション７－勝負の花道－（Ｂタイ
プ）

  氷川きよし

3363 日本の名城を唄う   村田英雄

3364
五輪真弓　ゴールデン☆ベスト－スペシャルセレクショ
ン－

五輪真弓

3365 歌謡紀行１７～水に咲く花・支笏湖へ～ 水森かおり

3366 演歌の若大将～Ｃｌｕｂ光進丸 加山雄三

3367 キング最新歌謡ベストヒット２０１８夏 丘みどり 他

3368 いっしょに歌って元気！歌いやすいキーで健康歌唱   坂入姉妹

3369 東宝名人会　五代目三遊亭圓楽 五代目三遊亭圓楽

3370
三遊亭兼好落語集
噺し問屋　厩火事／へっつい幽霊

三遊亭兼好



3371 桃月庵白酒落語集　浮世床／木乃伊取り 桃月庵白酒

3372 ザ・ベスト　落語決定盤 五代目古今亭志ん生　他

3373 文七元結 立川談笑

3374 落語ファンタジー ＲＡＫＵＧＯＫＡ★５

3375
桂歌丸１６　～「おすわどん」／「江島屋怪談」／「お
化け長屋」／「長命」

桂歌丸

3376 柳家さん喬１８～「ちきり伊勢屋」（全） 柳家さん喬

3377 ＮＨＫ「コレナンデ商会」アレナンデコレナンデ 塩谷哲

3378 ＮＨＫ「デザインあ」２   コーネリアス

3379 ギフト～１００年後の子供たちへ～ 安田祥子／由紀さおり


