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【 クラシック 】
分 類
【

協

奏

曲

タイトル

請求記号
】 Ｒ３クル/１
Ｒ３クル/２

歌手・演奏者名等

資料番号

ブラームス：ピアノ協奏曲第1番

グレン・グールド（ピアノ），レナード・バーンスタイン（指揮）
ニューヨーク・フィルハーモニック

５１４０１８００７５

コンサート・イン・ベルリン1957

グレン・グールド（ピアノ），ヘルベルト・フォン・カラヤン（指揮）
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

５１４０１８００８３

【

独

奏

曲

】

Ｒ５マ

ヨーヨー・マ プレイズ・モリコーネ

ヨーヨー・マ（チェロ），エンニオ・モリコーネ（指揮）
ローマ・シンフォニエッタ

５１４０１８００４２

【

声

楽

曲

】

Ｒ７ミウ

三浦 環 ―伝説のオペラ歌手―

三浦 環（ソプラノ） 他

５１４０１８００６７

Ｂ４タヒ

旅するワールドミュージック
オリエンタルな響きに癒されて

ガムラン・スロンディン“グナ・ウィナングン”トゥンガナン 他

５１４０１７９８２０

Y１スミ

ラブ・ゴーズ

サム・スミス

５１４０１７９９４５

Y１ホチ

Ｂｅｌｉｅｖｅ ～愛だけを信じて～

アンドレア・ボチェッリ（テノール）

５１４０１７９９８６

【 その他の音楽 】
【 民 族 音 楽 】

【 ポピュラー 】
【 ヴォーカル ・ フ ォー ク】

【

ソ

ウ

ル

】

Ｙ２キス

アリシア

アリシア・キーズ

５１４０１７９９７８

【

ジ

ャ

ズ

】

Ｙ３クラ

ディス・ドリーム・オブ・ユー

ダイアナ・クラール

５１４０１７９９５２

Ｙ３シヤ

ブダペスト・コンサート

キース・ジャレット（ピアノ）

５１４０１７９９１１

Ｙ３メル

組曲：２０２０年４月

ブラッド・メルドー（ピアノ）

５１４０１７９９９４

Ｙ４ウイ

アフター・アワーズ

ザ・ウィークエンド

５１４０１７９９６０

Ｙ４ホラ

ハートブレイク・ウェザー

ナイル・ホーラン

５１４０１８００００

Ｙ４ミノ

ディスコ

カイリー・ミノーグ

５１４０１８００１８

【

ロ

ッ

ク

】

【インストゥルメンタル】

Ｙ６オル

オルゴール・コレクション ココロときめく恋のうた

金子 重雄：プロデュース，毛利 篤：マスタリング 他 ５１４０１７９８３８

【カントリー＆ウエスタン】

Ｙ８リラ

リラクシング・ハワイアン・イン・リラックマ・カフェ

ＦＵＫＩ，Ｎā Ｌｅｉ，UKULELE GYPSY 他

C

５１４０１７９８１２

D

【 ポピュラー 】
母 ～日本の母を唄う～

福田 こうへい

５１４０１８００５９

Ｙ９アン

Error Code: SFRN

antennasia

５１４０１７９９２９

Ｙ９イマ

Classic Ivory 35th Anniversary ORCHETRAL BEST

今井 美樹

５１４０１７９８９５

Ｙ９ウル

モノクローム

Ｕｒｕ

５１４０１７９８７９

Ｙ９クレ

—ＮＯＷ—

クレイジーケンバンド

５１４０１７９８８７

Ｙ９シヨ

少年隊 35th Anniversary BEST

少年隊

５１４０１８００２６

Ｙ９テン

ＬＩＦＥ ＬＥＳＳ ＬＯＮＥＬＹ

ＴＥＮＤＲＥ（テンダー）

５１４０１７９９０３

【日本のポピュラー】 Ｙ９フク/エ
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【 ポピュラー 】
Y９ナカ

ここにいるよ

中島 みゆき

５１４０１８００３４

Ｙ９マツ

深海の街

松任谷 由実

５１４０１７９９３７

Ｙ９ミヤ

ＲＯＭＡＮＣＥ

宮本 浩次

５１４０１７９８４６

】 Ｙ10シン

SING for ONE
～みんなとつながる。あしたへつながる。～

宇多田 ヒカル，いきものがかり 他（歌）

５１４０１８００９１

【 児 童 音 楽 】 Ｗ１イナ

いないいないばあっ！ ピカピカブ～！

チョー，倉持 春希，間宮 くるみ 他（歌）

５１４０１７９８６１

みいつけた！ ヤッホー

高橋 茂雄，増田 梨沙，佐藤 貴史 他（歌） ５１４０１７９８５３

【日本のポピュラー】

【

雑

【児

集

童】

Ｗ１ミイ

DVD
【日本映画】
Ｒ１アカ

紅い襷 富岡製糸場物語

Ｒ１カク

映画版 架空ＯＬ日記

Ｒ１キオ

記憶にございません！

Ｒ１シヤ

社長三代記

Ｒ１セミ/１

ＮＨＫドラマ時代劇シリーズ 蝉しぐれ ①

Ｒ１セミ/２

ＮＨＫドラマ時代劇シリーズ 蝉しぐれ ②

Ｒ１ニホ

日本一のホラ吹き男

Ｒ１フタ

ふたりの旅路

Ｒ１マス

マスカレード・ホテル

富岡市：企画・製作，岩井 賢太郎：製作総指揮

水島 優，吉本 実憂，桐島 ココ 他
バカリズム：原作，住田 崇：監督
バカリズム，夏帆，臼田 あさ美 他
三谷 幸喜：監督・脚本 他
中井 貴一，ディーン・フジオカ，石田 ゆり子 他

松林 宗恵：監督，笠原 良三：脚本
森繫 久彌，小林 桂樹，加東 大介 他
藤沢 周平：原作，黒土 三男：脚本
内野 聖陽，水野 真紀，鈴木 杏樹 他
藤沢 周平：原作，黒土 三男：脚本
内野 聖陽，水野 真紀，鈴木 杏樹 他
古澤 憲吾：監督，笠原 良三：監督
植木 等，渡 浜 美枝，中 真千子 他
マーリス・マルティンソーンス：監督・脚本
桃井 かおり，イッセー尾形 他
東野 圭吾：原作，鈴木 雅之：監督
木村 拓哉，長澤 まさみ，小日向 文世 他

５１４０２７１８４１
５１４０２７２９３０
５１４０２７２９４８
５１４０２７２８２３
５１４０２７２７９９
５１４０２７２８０７
５１４０２７２８１５
５１４０２７１３３８
５１４０２７２９５５

【外国映画】
Ｒ２アカ

赤い風車

Ｒ２アマ

アマンダと僕

Ｒ２オオ

大いなる遺産

Ｒ２オク

奥様は魔女

Ｒ２カス

ガス燈

ピエール・ラミュール：原作，ジョン・ヒューストン：監督

ホセ・ファーラー，コレット・マルシャン 他
ミカエル・アース：監督・脚本
ヴァンサン・ラコスト，イゾール・ミュルトリエ 他
チャールズ・ディケンズ：原作，ジュリアン・ジャロルド：監督

シャーロット・ランプリング，ヨアン・グリフィズ 他

ソーン・スミス：原作，ルネ・クレール：監督
フレデリック・マーチ，ヴェロニカ・レイク 他
パトリック・ハミルトン：原作，ジョージ・キューカー：監督

シャルル・ボワイエ，イングリッド・バーグマン 他
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５１４０２７３０９４
５１４０２７２９６３
５１４０２７２７２４
５１４０２７２９８９
５１４０２７２９９７

DVD
【外国映画】
Ｒ２タイ

第３逃亡者

Ｒ２ホク

ぼくを探しに

Ｒ２ホロ

幌馬車

Ｒ２ユウ

郵便配達は二度ベルを鳴らす

Ｒ２ロヒ

ロビンフットの冒険

【記

ジョセフィーン・ティ：原作，アルフレッド・ヒッチコック：監督

ノヴァ・ピルビーム，デリック・デ・マーニ 他
シルヴァン・ショメ：監督・脚本
ギョーム・グイ，アンヌ・ル・ニ 他
ジョン・フォード：監督，フランク・S・ニュージェント：脚本

ベン・ジョンソン，ジョーン・ドルー 他
ジェームズ・M・ケイン：原作，ルキノ・ヴィスコンティ：監督

５１４０２７２７５７
５１４０２７２９７１
５１４０２７０３２２
５１４０２７０３１４

マッシモ・ジロッティ，クララ・カラマーイ 他
マイケル・カーティス，ウィリアム・キーリー：監督
５１４０２７０２７２
エロール・フリン，オリヴィア・デ・ハヴィランド 他

録】

Ｏ６ノク

HABひと物語 農口尚彦の夢造 86歳現役 酒造りの神

中田 絢子：監督， 浜崎 和彦：撮影
農口 尚彦：出演

５１４０２７３００３

Ｏ６フル

ふるさとに生きる 第６巻 農の灯火、煌々と

一般社団法人 家の光協会：製作著作
イカロス：制作協力 他

５１４０２７２９２２

Ｇ４ミツ/３

ミツケルアート３ 「台所」

株式会社スプレーアートイグジン：製作・著作

５１４０２７３０１１

Ｇ４ミツ/４

ミツケルアート４ 「駄菓子屋」

株式会社スプレーアートイグジン：製作・著作

５１４０２７３０２９

Ｇ４ミツ/５

ミツケルアート５ 「井戸端会議」

株式会社スプレーアートイグジン：製作・著作

５１４０２７３０３７

【生

活】

Ｇ５テツ

【児

エキスプレス：製作・著作

鉄道模型の世界へようこそ

近藤 智美，宮澤 雅文：出演，星野 涼子：ナレーター

５１４０２７３０５２

童】

Ｗ１オウ/１

黄金時代のアメリカン・アニメ作品集 Ｖｏｌ．１

オルスタックＰＣ：発売・販売

５１４０２７２８７２

Ｗ１オウ/２

黄金時代のアメリカン・アニメ作品集 Ｖｏｌ．２

オルスタックＰＣ：発売・販売

５１４０２７２８８０

Ｗ１オウ/３

黄金時代のアメリカン・アニメ作品集 Ｖｏｌ．３

オルスタックＰＣ：発売・販売

５１４０２７２８９８

Ｗ１ヒン/３

ピングー in ザ・シティ ただいまパトロール中！

Ｗ１ムミ/１

ムーミン谷のなかまたち ＶＯＬ．１

Ｗ２カレ

オットマー・グットマン：原作，イワタ ナオミ：監督

岩崎 諒太，田中 文哉：声の出演 他
トーベ＆ラルス・ヤンソン：原作，ソフィア・ヤンソン：原作監修

寺島 惇太，井上 喜久子，松本 保典：声の出演

可憐な生物たちの彩り

エンドレス：製作
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５１４０２７３０６０
５１４０２７３０７８
５１４０２７３０４５

