
タイトル 著者表示 発売社 請求記号

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番・第9番 ドミートリイ・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ

ベルナルト・ハイティンク
ユニバーサル　ミュージック 0000 ｼｮｽ

ジョン・ウィリアムズ　ライヴ・イン・ウィーン　完全収録盤 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団　ジョン・ウィリアムズ ユニバーサル　ミュージック 0001 ｳｨﾘ

ドビュッシー:交響詩「海」牧神の午後への前奏曲
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ　他

クロウド・アシルー・ドビュッシー
ヘルベルト・フォン・カラヤン

ユニバーサル　ミュージック 0001 ｶﾝｹﾞﾝ

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ハイドン:チェロ協奏曲第2番 アントニーン・ドヴォルザーク　ジョージ・セル ユニバーサル　ミュージック 0002 ｷｮｳｿｳ

パトリック・ガロワの芸術・1　パリ音楽院卒業試験曲集 パトリック・ガロワ　瀬尾和紀 ナクソス・ジャパン 0003 ｷｶﾞｸ FL

パトリック・ガロワの芸術・2　フランス・ロマン派ソナタ集 パトリック・ガロワ　瀬尾和紀 ナクソス・ジャパン 0003 ｷｶﾞｸ FL

武満徹:フォー・アウェイ～ピアノ作品集 高橋悠治　武満徹 ユニバーサル　ミュージック 0003 ｷｶﾞｸ PF

FLYING 紀平凱成 ソニー・ミュージックソリューションズ 0003 ｷｶﾞｸ PF

ドニゼッティ:歌劇「連隊の娘」 ガエターノ・ドニゼッティ
コヴェント・ガーデン・ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団

ユニバーサル　ミュージック 0004 ﾄﾞﾆｾﾞ

ベッリーニ:歌劇「夢遊病の女」
ヴィンチェンツォ・ベッリーニ
ナショナル・フィルハーモニー管弦楽団

ユニバーサル　ミュージック 0004 ﾍﾞｯﾘ

ジャスティス ジャスティン・ビーバー ユニバーサル　ミュージック 0010 ﾋﾞ

BTS,THE　BEST BTS(防弾少年団) ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0010 ﾎﾞ

ジョンの魂:アルティメイト・コレクション ジョン・レノン ユニバーサル　ミュージック 0011 ﾚ

ワンダフル・ワールド～生誕120周年記念ベスト ルイ・アームストロング ユニバーサル　ミュージック 0013 ｱ

中央図書館　新着CD資料案内

【洋楽　ポップス（ロック）】

【洋楽　ジャズ・フュージョン】

【クラシック　交響曲】

【クラシック　管弦楽曲】

【クラシック　協奏曲】

【クラシック　器楽・室内楽曲】

【クラシック　歌劇・声楽曲】

【洋楽　ポップス】



ホワイト・クリスマス ビング・クロスビー ユニバーサル　ミュージック 0013 ｸ

シークレット・エージェント(フォーエヴァー　チック・コリア　on　SHM-CD) チック・コリア　アイアート・モレイラ　アル・ヴィズッティ ユニバーサル　ミュージック 0013 ｺ

クリスマス・アルバム フランク・シナトラ　ゴードン・ジェンキンス ユニバーサル　ミュージック 0013 ｼ

ラヴ・フォー・セール トニー・ベネット　レディー・ガガ ユニバーサル　ミュージック 0013 ﾍﾞ

酒井法子　ゴールデン☆ベスト(GOLDEN☆BEST) 酒井法子 JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0020 ｻ

筒美京平TOP10　HITS　1967-1973 筒美京平 日本コロムビア 0020 ﾂ

筒美京平TOP10　HITS　1974-1980 筒美京平 ソニー・ミュージックソリューションズ 0020 ﾂ

筒美京平TOP10　HITS　1981-1985 筒美京平 JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0020 ﾂ

筒美京平TOP10　HITS　1986-2006 筒美京平 ユニバーサル　ミュージック 0020 ﾂ

U NiziU ソニー・ミュージックソリューションズ ｻｼｶｴ 0020 ﾆ

SEIKO　JAZZ　2 松田聖子 ユニバーサル　ミュージック 0020 ﾏ

Where’s　My　History? [Alexandros] ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 ｱ

ケツノパラダイス ケツメイシ エイベックス・エンタテインメント 0021 ｹ

Star　Made コブクロ ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ｺ

花鳥風月+ スピッツ ユニバーサル　ミュージック 0021 ｽ

SEKAI　NO　OWARI　2010-2019 SEKAI NO OWARI トイズファクトリー ｻｼｶｴ 0021 ｾ

スティルゴーイングオン 竹原ピストル JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0021 ﾀ

X DISH ソニー・ミュージックソリューションズ ｻｼｶｴ 0021 ﾃﾞ

S.O.S.　[Share　One　Sorrow] 東京スカパラダイスオーケストラ エイベックス・エンタテインメント 0021 ﾄ

音楽 東京事変 ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 ﾄ

evergreen2 秦基博 ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 ﾊ

あなたになりたかった 平井堅 ソニー・ミュージックソリューションズ 0021 ﾋ

HELP　EVER　HURT　COVER 藤井風 ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 ﾌ

縦横無尽 宮本浩次 ユニバーサル　ミュージック 0021 ﾐ

【邦楽　ポップス】

【邦楽　ポップス（ロック）】



創作 ヨルシカ ユニバーサル　ミュージック 0021 ﾖ

FOREVER　DAZE RADWIMPS ユニバーサル　ミュージック ｻｼｶｴ 0021 ﾗ

古関裕而秘曲集～新民謡・ご当地ソング編～ 古関裕而 日本コロムビア 0022 ｺ

ゴールデン★ベスト　デュエット歌謡(GOLDEN☆BEST) テイチクエンタテインメント 0022 ﾃﾞ

ゴールデン★ベスト　ムード歌謡(GOLDEN☆BEST) テイチクエンタテインメント 0022 ﾑ

シルヴァー・ライニング・スイート 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット ユニバーサル　ミュージック 0024 ｳ

ベスト・オブ・昭和　日本のジャズ黄金時代～スウィング　ビッグ・バンド　モダン・ジャズ～ 日本コロムビア 0024 ﾆ

ベスト・オブ・昭和　日本のジャズ・ソング～薔薇色の人生　ボタンとリボン～ 日本コロムビア 0024 ﾆ

ジャズ&ボッサ　ライヴ・アット・サントリーホール 渡辺貞夫　林正樹　菰淵樹一郎　竹村一哲　 JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0024 ﾜ

決定盤　日本コロムビア大傑作選～戦前伝説編～ 日本コロムビア 0026 ﾆ

決定盤　日本コロムビア大傑作選～戦後青春編～ 日本コロムビア 0026 ﾆ

ハラミ定食DX～Streetpiano　Collection～「おかわり!」 ハラミちゃん エイベックス・エンタテインメント 0026 ﾊ

ベスト・オブ・昭和　(1)丘を越えて(昭和元年～20年) 日本コロムビア 0026 ﾍﾞ

ベスト・オブ・昭和　(2)リンゴの唄(昭和21年～30年) 日本コロムビア 0026 ﾍﾞ

ベスト・オブ・昭和　(3)高校三年生(昭和31年～40年) 日本コロムビア 0026 ﾍﾞ

ベスト・オブ・昭和　(4)ブルー・シャトウ(昭和41年～50年) 日本コロムビア 0026 ﾍﾞ

ベスト・オブ・昭和　(5)川の流れのように(昭和51年～64年) 日本コロムビア 0026 ﾍﾞ

風街に連れてって!　松本隆　作詞活動50周年トリビュートアルバム 松本隆 日本コロムビア 0026 ﾏ

SONGBOOK 葉加瀬太郎 エイベックス・エンタテインメント 0027 ﾊ

ミニマリズム4 久石譲　フューチャー・オーケストラ・クラシックス ユニバーサル　ミュージック 0027 ﾋ

日本の民謡　青森・岩手編 キングレコード 0030 ｱ

【邦楽　オムニバス】

【邦楽　映画・ＢＧＭ】

【純邦楽　民謡】

【邦楽　歌謡】

【邦楽　ジャズ・フュージョン】



日本の民謡　秋田・山形編 キングレコード 0030 ｱ

日本の民謡　沖縄編 キングレコード 0030 ｵ

日本の民謡　関東・甲信越編 キングレコード 0030 ｶ

日本の民謡　九州編 キングレコード 0030 ｷ

日本の民謡　近畿・中国・四国編 キングレコード 0030 ｷ

日本の民謡　東海・北陸編 キングレコード 0030 ﾄ

日本の民謡　北海道編 キングレコード 0030 ﾎ

日本の民謡　宮城・福島編 キングレコード 0030 ﾐ

日本の民謡　宮古・八重山編 キングレコード 0030 ﾐ

吟詠名流名演集成 日本コロムビア 0033 ｷﾞ

決定版　使える効果音　ベスト(キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2021) 日本サウンド・エフェクト研究会 キングレコード 0046 ﾂ

〈おうちで〉〈保育園・幼稚園で〉みんなでクリスマス!　たのしいパーティ・ソング&BGM キングレコード 0047 ｵ

卒業式・式典の音楽　ベスト(キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2021) キングレコード 0047 ｿ

蛍の光・君が代・越天楽　便利音楽　ベスト(キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2021) キングレコード 0047 ﾎ

コロムビアキッズ　リズムを育む!まいにちキッズダンスソング 日本コロムビア 0047 ﾘ

決定版　こどもが喜ぶ!盆踊り～アニメ&ヒッツ～　ベスト(キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2021) キングレコード 0050 ｺ

令和になっても聴きたい　元気が出るアニメソング50 日本コロムビア 0050 ﾚ

NHK「おかあさんといっしょ」最新ベスト～おたすけ!およよマン ポニーキャニオン 0051 ｴ

NHK「みんなのうた」60　アニバーサリー・ベスト～アイスクリームの歌～ 日本コロムビア 0051 ｴ

NHK「みんなのうた」60　アニバーサリー・ベスト～あなたの声～ ポニーキャニオン 0051 ｴ

NHK「みんなのうた」60　アニバーサリー・ベスト～YELL～ ソニー・ミュージックソリューションズ 0051 ｴ

【その他　ＴＶ・アニメ・主題歌】

【その他　童謡・唱歌】

【純邦楽　詩吟】

【文芸・教養　効果音】

【文芸・教養　学芸】



NHK「みんなのうた」60　アニバーサリー・ベスト～ぼくはヒーロー～ キングレコード 0051 ｴ

NHK「みんなのうた」60　アニバーサリー・ベスト～私と小鳥と鈴と～ JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 0051 ｴ

おばけソング大特集～おばけのフェス キングレコード 0051 ｵ

3世代で歌いたい♪わらべうた&あそびうた 日本コロムビア 0051 ｻ

コロムビアキッズ　0歳からのあかちゃんとママのあそびうた 日本コロムビア 0051 ｾﾞ

ののちゃん　2さい　こどもうた ののちゃん キングレコード 0051 ﾉ

谷川俊太郎の訳詩による　マザー・グースのうた 谷川俊太郎 キングレコード 0052 ﾏ

朗読名作シリーズ　名作を聴く～国木田独歩(朗読名作シリーズ) 国木田独歩　山谷初男 キングレコード 0053 913 ｸﾆｷ

決定版　ラジオ体操～おうち時間で健康生活～　ベスト(キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2021) キングレコード 0059 ﾗ

【その他　童話・昔話】

【その他　朗読】

【その他　民俗・軍歌ほか】


