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【 クラシック 】
分 類
【

交

響

曲

Ｒ１ヘト

】

【 管 弦 楽 曲 】 Ｒ２ウオ
Ｒ２シヨ
【

雑

集

タイトル

請求記号

歌手・演奏者名等
小澤 征爾（指揮）
水戸室内管弦楽団(演奏)
ネッロ・サンティ（指揮）
パリ音楽院管弦楽団（演奏）
グスターボ・ドゥダメル（指揮）
ロサンゼルス・フィルハーモニック（演奏）

ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱」
マドンナの宝石～ヴォルフ＝フェラーリ：管弦楽曲集

ジョン・ウィリアムズ・セレブレーション

資料番号
５１４０１７７１４７
５１４０１７７２５３
５１４０１７７４５１

classique [クラシーク］

宮本 笑里（演奏）

５１４０１７７１７０

Ｂ１ウミ

海のうた～三線の調べ～

DJ SASA

５１４０１７７６４２

】 Ｒ10ミヤ

【 その他の音楽 】
【

邦

楽

】

【 音楽以外 】
【

演

芸

】

G１カン

松之丞ひとり～名演集～

神田 松之丞（口演）

５１４０１７７７３３

【

文

芸

】

G２ヒラ

神かくし 「御宿かわせみ」より

神谷 尚武（朗読）

５１４０１７７２６１

Y３シヨ

ビギン・アゲイン

ノラ・ジョーンズ

５１４０１７７４７７

Y３トキ

PINK

土岐 麻子

５１４０１７７４３６

Ｙ４クラ

2019 GRAMMY ノミニーズ

ジャネール・モネイ 他

５１４０１７７６３４

Ｙ４セフ

ブレイン・インベーダー ～脳内ジャック～

ゼブラヘッド

５１４０１７７７０９

Ｙ４ラヒ

ヘッド・アバーヴ・ウォーター

アヴリル・ラヴィーン

５１４０１７７４６９

Ｙ６アリ/サ

アリー／スター誕生（サウンドトラック）

レディー・ガガ、ブラッドリー・クーパー

５１４０１７７５８４

Y６イマ/19

イマージュ19

羽毛田 丈史ほか（演奏）

５１４０１７７６７５

Ｙ６オシ

Encounter

押尾 コータロー（演奏）

５１４０１７７４４４

Ｙ６シリ

自律神経を整える～健やかな活動を促す音楽

広橋 真紀子（音楽）

５１４０２７１１０６

Ｙ６レイ

あの夢をふたたび フランシス・レイ作品集

フランシス・レイ（音楽）

５１４０１７７５３５

シングルコレクション

福田 こうへい

５１４０１７７５７６

Ｙ９アイ

瞬間的シックスセンス

あいみょん

５１４０１７７４９３

Ｙ９イエ

DUO

家入 レオ

５１４０１７７５４３

Ｙ９イエ

9999

THE YELLOW MONKEY

５１４０１７７５０１

Ｙ９イマ

ベストヒット清志郎

忌野 清志郎

５１４０２７１０７２

Ｙ９エメ

Sun Dance

Aimer

５１４０１７７５１９

Ｙ９エメ

Penny Rain

Aimer

５１４０１７７５２７

Ｙ９カミ

２０XX

神様、僕は気づいてしまった

５１４０１７７３７８

Ｙ９ハツ

マジック

バックナンバー

５１４０１７７４８５

細野 晴臣

５１４０１７７５６８

【 ポピュラー 】
【

【

ジ

ロ

ャ

ッ

ズ

ク

】

】

【映画音楽
・ミュージカル
・インストゥルメンタル】

【日本のポピュラー Ｙ９フク/エ
・演歌】

Ｙ９ホソ

ＨＯＣＨＯＮＯ ＨＯＵＳＥ
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D

【 ポピュラー 】
【雑 集・オムニバス】

【児

Ｙ１０コネ

CONNECTED to DiSNEy

宇都 圭輝 他（演奏）

５１４０１７７５５０

Ｙ１０シヨ

昭和コミックソング大全

小林 旭 他（歌）

５１４０１７７６００

Ｙ１０ヒク

ビクターアイドル超絶レアトラックス
＜1970年代編＞

古賀 栄子 他（歌）

５１４０１７７４０２

いないいないばぁっ！ ポポポポポーズ

大角 ゆき 他（歌）

５１４０１７７４１０

歌物語２ ＜物語＞シリーズ主題歌集

早見 沙織 他（歌）

５１４０１７７５９２

Ｗ１オカ

ＮＨＫおかあさんといっしょファミリーコンサート
はる・なつ・あき・ふゆ どれがすき

花田 ゆういちろう 他（歌）

５１４０１７７４２８

Ｗ１キト

機動戦士ガンダム 40th Anniversary
BEST ANIME MIX

池田 鴻 他（歌）

５１４０１７７６５９

Ｗ１ハロ

ハロウィン・ミステリーツアー！

黒猫夜会楽団 他（演奏）

５１４０１７７１１３

童】

【 児 童 音 楽 】 Ｗ１イナ
Ｗ１ウタ/２

DVD
【日本映画】
Ｒ１コン

今夜、ロマンス劇場で

Ｒ１サン/１

３月のライオン[前編]

Ｒ１サン/２

３月のライオン[後編]

Ｒ１トテ

トテチータ・チキチータ

Ｒ１ハナ

花戦さ （はないくさ）

武内 英樹：監督，宇山 佳佑：脚本
綾瀬 はるか，坂口 健太郎，本田 翼 他
羽海野 チカ：原作，大友 啓史：監督
神木 隆之介，有村 架純，倉科 カナ 他
羽海野 チカ：原作，大友 啓史：監督
神木
古勝
豊原
鬼塚
野村

隆之介，有村 架純，倉科 カナ 他
敦：監督，北里 宇一郎：脚本
功補，寿理菜，葉山 奨之 他
忠：原作，篠原 哲雄：監督
萬斎，市川 猿之助，中井 貴一 他

５１４０２６９９６９
５１４０２６９９５１
５１４０２６９９４４
５１４０２６８３９１
５１４０２６９９９３

【外国映画】
Ｒ２イン

インフェルノ

Ｒ２ウイ

ウィンナー・ワルツ

Ｒ２カス

ガスパール 君と過ごした季節

Ｒ２クツ

グッド・ハーブ

Ｒ２ヒタ

ピーターラビット

Ｒ２ワン

ワンダー 君は太陽

ロン・ハワード：監督，ブライアン・グレイザー：製作

トム・ハンクス，フェリシティ・ジョーンズ 他
アルフレッド・ヒッチコック：監督，ガイ・ボルトン他：脚本

５１４０２６９９７７
５１４０２６９６９６

ジェシー・マシューズ，エドマンド・グウェン 他
トニー・ガトリフ：監督，マリー・シュラキ：製作
５１４０２６８４８２
ジェラール・ダルモン，ヴァンサン・ランドン 他
マリア・ノバロ：監督・脚本・製作，ヘラルド・バロッソ：撮影

オフェリア・メディーナ，ウルスラ・プルネタ 他
ウィル・グラック：監督，ロブ・リーバー：映画原案 他

ジェームズ・コーデン，ローズ・バーン 他
R.・J.・パラシオ：原作，スティーヴン・チョボスキー：監督

ジュリア・ロバーツ，オーウェン・ウィルソン 他

５１４０２６８４３３
５１４０２６９９８５
５１４０２６９８９４

【 演芸・落語 】
Ｒ６ニユ
Ｒ６ホン/1

本格本寸法 ビクター落語会 柳家さん喬 其の壱

Ｒ６ホン/２

本格本寸法 ビクター落語会 柳家さん喬 其の弐

【美

ザ・ニュースペーパー：作・構成，寺田 純子：演出

ザ・ニュースペーパーライブ ２０１７

渡部 又兵衛，松下アキラ 他
ビクターエンタテインメント株式会社：製作・著作

柳家 さん喬：口演
ビクターエンタテインメント株式会社：製作・著作

柳家 さん喬：口演

５１４０２７１２２１
５１４０２６９８５２
５１４０２６９８６０

術】

Ｒ７フイ

ルカ・ヴィオット：監督，ラウラ・アッリエーヴィ：脚本

フィレンツェ、メディチ家の至宝 ウフィツィ美術館

サイモン・メレルズ，アントニオ・ナターリ：出演
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５１４０２６９７４６

DVD
【生

活】

Ｇ４ワカ/１

わかりやすく！ 働き盛り世代の介護保険制度を学ぼう

Ｇ４ワカ/２

わかりやすく！ お年寄り世帯の介護保険申請方法

K-essence＜ケイ・エッセンス＞：著作・制作
井上 百合枝，瀬田 季美子：出演
K-essence＜ケイ・エッセンス＞：著作・制作
井上 百合枝，瀬田 季美子：出演

５１４０２７１２３９
５１４０２７１２４７

【 スポーツ 】
Ｄ６アシ

【教

瀬田 季美子，真弓：出演

５１４０２６９４９８

育】

Ｙ２セカ

【記

K-essence＜ケイ・エッセンス＞：著作・制作

いくつになっても元気な私！ 足首・膝・腰・手首・肩・
首のケアとトレーニング術

公益財団法人 警察協会：企画

世界のテロ情勢と対策

枡田 絵理奈：進行

５１４０２７１３９５

録】

Ｏ４アリ

有村架純 カナダ大自然の旅

Ｏ４スイ

水上散歩 東京水辺ライン ナイトクルーズ前方展望

Ｏ４セカ

世界遺産のクリスマス 欧州３国映像と音楽の旅

小山 順子：ディレクター，金 綾子：プロデューサー

有村 架純：出演，高瀬 耕造：ナレーション

５１４０２７１２５４

５１４０２６９６３９
東京水辺ライン：協力，株式会社アネック：販売元

シンフォレスト：製作，寺西 善宏：撮影・編集
速水 奨：ナレーション

５１４０２６９６２１

Ｏ４フル/１

シリーズにっぽん農紀行 ふるさとに生きる 第1巻

一般社団法人 家の光協会：製作著作

５１４０２７１３７９

Ｏ４フル/２

シリーズにっぽん農紀行 ふるさとに生きる 第２巻

一般社団法人 家の光協会：製作著作

５１４０２７１３６１

一条 重哉：企画，小林 哉：プロデューサー

Ｏ６メモ

ザ・メモリアル ありがとう107系

Ｏ９セン

第41回全国高等学校総合文化祭 記録映像集

第41回全国高等学校総合文化祭宮城県実行委員会 ５１４０２６８９８７

Ｏ９フン

2018年度 文化財この一年

仙台市教育委員会 文化財課：企画制作

【児

ＥＸ-Ｑ：製作・著作

５１４０２６９５９７

５１４０２７１３８７

童】

Ｗ１シロ/１３
Ｗ１ニン

ヒガアロハ：原作，増原 光幸：監督

しろくまカフェ １３

櫻井 孝宏，福山 潤，神谷 浩史：声の出演
尼子 騒兵衛：原作，芝山 努：総監督

忍たま乱太郎 せれくしょん アルバイトと同室との段

高山 みなみ，田中 真弓：声の出演

５１４０２６９９３６
５１４０２７１２７０

Ｗ２ウル/１

ウルトラマン・ヒストリー 赤の章

円谷プロダクション：企画・制作

５１４０２７００１７

Ｗ２ウル/２

ウルトラマン・ヒストリー 銀の章

円谷プロダクション：企画・制作

５１４０２７０００９

Ｗ２サン

徳永 真利子：監督

ざんねんな いきもの事典

日高 のり子，玄田 哲章：声の出演

3

５１４０２７１２８８

