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【 クラシック 】
分 類
【

独 奏

タイトル

請求記号

資料番号

ナイトフォール

アリス・紗良・オット（ピアノ）

５１４０２７０８９２

Ｒ５ムラ

シネマ

村治 佳織（ギター）

５１４０２７０８６８

Ｒ９セン

戦没学生のメッセージ
～戦争に散った若き音楽学徒たち～

澤原 行正（歌）他
松岡 あさひ（演奏）他

５１４０２７０７７７

五代目 宝井馬琴（口演）
六代目 一龍斎貞丈（口演）

５１４０２７０８３５

曲 】 Ｒ５オツ

【 現 代 音 楽 】

歌手・演奏者名等

【 音楽以外 】
【

演

芸

】 G１ワケ

話芸と歌で聴かせる忠臣蔵 講談

【

文

芸

】 G２ヤマ／４

二人で語る山本周五郎

わたくしです物語

守屋 政子（朗読）
上 恭ノ介（朗読）

５１４０２７０７１０

G２ヤマ／５

二人で語る山本周五郎

落ち梅記

守屋 政子（朗読）
那波 一寿（朗読）

５１４０２７０７２８

【 ポピュラー 】
Y１イル

タイムレス

イル・ディーヴォ

５１４０２７０７８５

Ｙ１クラ

スウィートナー

アリアナ・グランデ

５１４０２７０８１９

【ソウル・ブルー
ス
】

Ｙ２フラ

ベリー・ベスト・オブ・アレサ・フランクリン

アレサ・フランクリン

５１４０２７０８０１

【ジャズ・

Ｙ３フオ

CAPTURISM

ｆｏｘ ｃａｐｔｕｒｅ ｐｌａｎ

５１４０２７１００７

Ｙ３フル

ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＥＤＩＴＩＯＮ

ソニー・ロリンズ（演奏）他

５１４０２７０９５９

Ｙ３ヘネ

ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ

トニー・ベネット（歌）
ダイアナ・クラール（歌）

５１４０２７０８４３

Ｙ４クラ

レイズ・ヴァイブレーション

レニー・クラヴィッツ

５１４０２７１０４９

この世界の片隅に
オリジナル・サウンドトラック

久石 譲（音楽）
松本 穂香（歌）他

５１４０２７０９８３

マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー

リリー・ジェームズ（歌）他

５１４０２７０７９３

【ヴォーカル・
フォーク】

ジャズヴォーカル】

【

ロ

ッ

ク

】

【映画音楽・
ミュージカル・

Ｙ６コノ／サ

インストゥルメンタル】
Ｙ６マン／サ

Ｙ６ミヤ

テレビテーマ・ワールド

宮川 泰（作曲・編曲）
ザ・ピーナッツ（歌）他

５１４０２７０９６７

Ｙ６レフ

Ｐｉａｎｏ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ

レ・フレール

５１４０２７０８８４

＜維新の人たち＞を唄う
～総司絶唱・龍馬残影～

都 はるみ（歌）他

５１４０２７０９７５

武人・合戦唄絵巻 ～武蔵・源平・田原坂～

美空 ひばり（歌）他

５１４０２５５９６８

Ｙ９イマ

Ｓｋｙ

今井 美樹

５１４０２５５８９３

Ｙ９クロ

レインボー サンダー

ザ・クロマニヨンズ

５１４０２７１０２３

Ｙ９タカ

ＳＴＡＲＴＩＮＧ ＯＶＥＲ

高橋 優

５１４０２７０９００

Ｙ９ミス

重力と呼吸

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

５１４０２７０９４２

Ｙ９ヤマ

ふたつでひとつ ～心を繋ぐ、歌を継ぐ～

山田姉妹

５１４０２７０９３４

【日本のポピュラー Ｙ９イシ／エ
・演歌】

ザ・ムーヴィー・サウンドトラック

Ｙ９フシ／エ

1

C

D

【 ポピュラー 】
Ｙ９ヨシ

ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫ

吉井 和哉

５１４０２７０７５１

Ｙ９ヨシ

うたいろ

吉岡 聖恵

５１４０２７１０３１

【雑 集・オムニバス】 Ｙ１０コム／１

ＴＥＴＳＵＹＡ ＫＯＭＵＲＯ ＡＲＣＨＩＶＥＳ Ｔ

Ｍｉｓｓオレンジ・ショック（演奏）他

５１４０２７０６８６

Ｙ１０コム／２

ＴＥＴＳＵＹＡ ＫＯＭＵＲＯ ＡＲＣＨＩＶＥＳ Ｋ

ＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ（演奏）他

５１４０２７０６９４

【 児 童 音 楽 】 Ｗ１シユ／１

週刊少年ジャンプ ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
ＢＥＳＴ ＡＮＩＭＥ ＭＩＸ ｖｏｌ．1

ＦＬＯＷ（演奏）他

５１４０２７０６５２

Ｗ１シユ／２

週刊少年ジャンプ ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
ＢＥＳＴ ＡＮＩＭＥ ＭＩＸ ｖｏｌ．２

ＳＰＹＡＩＲ（演奏）他

５１４０２７０６６０

Ｗ１シユ／３

週刊少年ジャンプ ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
ＢＥＳＴ ＡＮＩＭＥ ＭＩＸ ｖｏｌ．３

ＳＩＡＭ ＳＨＡＤＥ（演奏）他

５１４０２７０６７８

リズムどうよう ～からだで感じるたのしいリズム～

くまい もとこ（歌）他

５１４０２７０９１８

【日本のポピュラー
・演歌】

【児

童】

Ｗ１リス

DVD
【日本映画】
Ｒ１コイ

Ｒ１サン

Ｒ１テイ

Ｒ１ナミ

Ｒ１ハナ

Ｒ１ホク

向井 寛：監督 小水 ガイラ：脚本（他）

ＧＯＩＮＧ ＷＥＳＴ 西へ・・・

５１４０２６８３８３

淡島 千景，大沢 樹生，藤谷 美紀 他
黒沢 清：監督，前川 知大：原作

散歩する侵略者

５１４０２６９５１４

長澤 まさみ，松田 龍平，高杉 真宙 他
永井 聡：監督，古屋 兎丸：原作

帝一の國

５１４０２６９３６５

菅田 将暉，野村 周平，竹内 涼真 他
廣木 隆一：監督，東野 圭吾：原作

ナミヤ雑貨店の奇蹟

５１４０２６９５２２

山田 涼介，村上 虹郎，寛 一郎 他
阿久根 知昭：監督，安武 信吾：原作

はなちゃんのみそ汁

５１４０２６９３５７

広末 涼子，滝籐 賢一，一青窈 他
平川 雄一朗：監督，三部 けい：原作

僕だけがいない街

５１４０２６９５０６

藤原 竜也，有村 架純，鈴木 梨央 他

【外国映画】
Ｒ２クレ

マイケル・グレイシー：監督，ベンジ・パセック：楽曲

グレイテスト・ショーマン

５１４０２６９３４０

ヒュー・ジャックマン，ザック・エフロン 他
キング・ヴィダー：監督，オリーヴ・ヒギンズ・プローティ：原作

Ｒ２ステ

Ｒ２マイ／２

Ｒ２マタ

ステラ・ダラス

５１４０２６８４４１

バーバラ・スタンウィック，ジョン・ボールズ 他
タイカ・ワイティティ：監督，エリック・ピアソン脚本

マイティー・ソー バトルロイヤル

５１４０２６９３８１

クリス・ヘムズワース，トム・ヒドルストン 他
スティーヴン・フリアーズ：監督，ニコラス・マーティン：脚本

マダム・フローレンス！ 夢見るふたり

メリル・ストリープ，ヒュー・グラント 他
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５１４０２６８１１０

DVD
【 演芸・落語 】
Ｒ６キヤ

【自

一般社団法人 人形浄瑠璃文楽座：協力

５１４０２６９０１９

竹本 越路太夫，鶴澤 清治 他

然】

Ｂ６アニ

【記

伽羅先代萩 本朝廿四孝 人形浄瑠璃文楽名演集

アニマル・ベイビーズ 動物園で生まれた赤ちゃん

ステファン・ジャック：監督，パトリック・スピカ：製作

５１４０２６９３３２

セリーヌ・デステヴ：ナレーション

録】

Ｏ0ニホ／１

シリーズ 日本のドキュメンタリー 産業・科学編①

下村 兼史，羽田 澄子：監督

５１４０２６７０２１

Ｏ0ニホ／２

シリーズ 日本のドキュメンタリー 産業・科学編②

竹内 信次，土本 典昭：監督

５１４０２６７０３９

Ｏ0ニホ／３

シリーズ 日本のドキュメンタリー 産業・科学編③

村 治夫，吉野 馨治：監督

５１４０２６７０４７

あの日の写真館 宮城県

株式会社ネットTV・KAISOU ／ ＢＢＢ：販売

５１４０２６９４０７

日本の伝統文化で生活を豊かに
風呂敷活用術 ～包み隠さず教えます～

ｍａｒｕ，瀬田 季美子：出演

５１４０２６９４８０

Ｏ１アノ

【生

活】

Ｇ５ニホ

【 スポーツ 】
Ｄ６カラ

中野 ジェームズ 修一：講師

体が硬い人のための柔軟講座

５１４０２６９３９９

塙 宣之，ＬｉＬｉＣｏ：出演 他

【 児

童】

Ｗ１アラ

Ｗ１カス／３

Ｗ１チヒ／１

Ｗ１チヒ／３

Ｗ１メア

本橋 浩一：製作，スターリング・ノース：原作

あらいぐまラスカル 完結版

５１４０２６８１０２

内海 敏彦，野沢 雅子：声の出演
ブライアン・フィー：監督，ジョン・ラセター：製作

カーズ クロスロード

５１４０２６９１１８

土田 大，松岡 茉優：声の出演

ちびまる子ちゃん セレクション
お誕生日編その① 「まるちゃんお誕生日会を開く」の巻

本橋 浩一：製作，さくら ももこ：原作

ちびまる子ちゃん セレクション

本橋 浩一：製作，さくら ももこ：原作

お誕生日編その③ 「たまちゃんの誕生日」の巻

ＴＡＲＡＫＯ，島田 敏 他：声の出演
米林 宏昌：監督，メアリー・スチュアート：原作

メアリと魔女の花

杉咲 花，神木 隆之介 他：声の出演

3

５１４０２６９１２６

ＴＡＲＡＫＯ，島田 敏 他：声の出演
５１４０２６９１３４

５１４０２６９４５６

