
 2021年8月作成

タイトル／（作曲家・演奏者ほか）

【　クラシック　】

アラブ＝アンダルシアの音楽(グレゴニオ・パニアグワ)  CB ｱﾗ 八尾

ＨＡＹＡＴＯＳＭ(角野隼斗)  CB ｽﾐ 八尾

ソングス・オブ・コンフォート・アンド・ホープ(キャサリン・ストット)  CB ｿﾝ 志紀

２台ピアノと４手のための作品集／ドビュッシー(クロード・ドビュッシー
／作曲)

 CB ﾄﾞﾋﾞ 八尾

ドビュッシー＆ラヴェル：弦楽四重奏曲／デュティユー：『夜はかくの如
し』(クロード・ドビュッシー)

 CB ﾄﾞﾋﾞ 八尾

Ｈｏｌｙ　Ｎｉｇｈｔ～ハープとヴァイオリンのクリスマス(松井利世子)  CB ﾎﾘ 志紀

佐渡裕×辻井伸行　ラヴェル作品集(ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団)  CB ﾗｳﾞ 志紀

ジョン・ウィリアムズ　ライヴ・イン・ウィーン(ウィーン・フィルハーモ
ニー管弦楽団)

 CC ｼﾞﾖ 志紀

「くるみ割り人形」Ｏｐ．７１、「眠れる森の美女」からの大組曲／チャ
イコフスキー(チャイコフスキー／作曲)

 CC ﾁﾔ 八尾

ブラームス：交響曲第１番(久石 譲)  CC ﾌﾞﾗ 志紀

ヨーロッパ・ライヴ　’７５　「エロイカ」(朝比奈 隆／指揮)  CC ﾍﾞﾄ 八尾

シューベルト：交響曲第８番『未完成』／ワーグナー：ローエングリン第
１幕への前奏曲、タンホイザー序曲　他(エフゲニー・ムラヴィンスキー／
指揮)

 CC ﾜｸﾞ 八尾

ザ・ベスト　ロシアのうた～カチューシャ・百万本のバラ～  CG ﾛｼ 山本

【　アニメ・童謡・ゲーム　】

ＮＨＫおかあさんといっしょ：最新ベスト～きみイロ  JY ｴﾇ 志紀

ＮＨＫみいつけた！ ヤッホー  JY ｴﾇ 山本

想いをつたえる　明日（あす）への卒園ソング～おめでとう！ありがと
う！～

 JY ｵﾓ 山本

おやこでいっしょに　おやすみオルゴール  JY ｵﾔ 龍華

鬼滅の刃　竈門炭治郎　立志編　オリジナルサウンドトラック(梶浦 由記)  JY ｷﾒ 志紀

教科書にも載っている！歌って学ぶ！英語のうた  JY ｷﾖ 志紀

こどものうた　魔進戦隊キラメイジャー・ベイビーシャーク  JY ｺﾄﾞ 八尾

所蔵館
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こどもフェスタ～うきわく☆５０ソングス～  JY ｺﾄﾞ 志紀

最新　ウルトラマン主題歌集　ウルトラマンＺ  JY ｻｲ 八尾 山本 龍華

ディズニー・ヴィランズ・ソングブック  JY ﾃﾞｲ 山本

ディズニー　ベビー　オルゴール編～泣いてた赤ちゃん，もう笑った～  JY ﾃﾞｲ 龍華

「ポケットモンスター」オリジナル・サウンドトラック(林ゆうき)  JY ﾎﾟｹ 山本

まいにち　せいかつソング～せっけんで手をあらおう～  JY ﾏｲ 八尾 志紀 龍華

～祭りだワッショイ！～（令和）こども音頭・総踊り  JY ﾏﾂ 八尾

レッツゴー！令和キッズ　こどもヒットソング　うたっておどってノリノ
リＭＡＸ！

 JY ﾚﾂ 龍華

【　ジャズ　】

ライヴ・アット・ロニー・スコッツ(ビル・エヴァンス)  PK ｴｳﾞ 八尾

カフェで流れるジャズピアノ～ＳＡＫＵＲＡ　ＢＥＳＴ　３０(JAZZ
PARADISE)

 PK ｶﾌ 志紀

サンセット・イン・ザ・ブルー(メロディ・ガルドー)  PK ｶﾞﾙ 八尾 志紀

ディス・ドリーム・オブ・ユー(ダイアナ・クラール)  PK ｸﾗ 山本

ハプニング～ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード(ジェラル
ド・クレイトン)

 PK ｸﾚ 志紀

ジャズで聴きたいウインター・ソング  PK ｼﾞﾔ 龍華

ヴァイブレーションズ(日野皓正)  PK ﾋﾉ 山本

スウィンギング・クリスマス(エラ・フィッツジェラルド)  PK ﾌｲ 志紀

ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ(fox capture plan)  PK ﾌｵ 志紀

ブルーノート・リイマジンド  PK ﾌﾞﾙ 山本

フォー・ジミー・ウェス・アンド・オリヴァー(クリスチャン・マクブライ
ド)

 PK ﾏｸ 山本

組曲：２０２０年４月(ブラッド・メルドー)  PK ﾒﾙ 山本

ラウンドアゲイン(ジョシュア・レッドマン)  PK ﾗｳ 山本
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【　洋楽　】

ホエン・ウィ・オール・フォール・アスリープ，ホエア・ドゥ・ウィ・
ゴー？(ビリー・アイリッシュ)

 PM ｱｲ 志紀

インドカレー屋のＢＧＭ　決定版  PM ｲﾝ 山本 龍華

WE LOVE韓ドラ　OSTヒッツ・コレクション  PM ｳｲ 龍華

アン・イヴニング・オブ・ニューヨーク・ソングス・アンド・ストーリー
ズ(スザンヌ・ヴェガ)

 PM ｳﾞｴ 山本

８０’ｓ－ベスト１００－  PM ｴｲ 山本

アリシア(アリシア・キーズ)  PM ｷｽﾞ 山本

ポジションズ(アリアナ・グランデ)  PM ｸﾞﾗ 八尾 龍華

フォークロア(テイラー・スウィフト)  PM ｽｳ 山本 志紀

レター・トゥ・ユー(ブルース・スプリングスティーン)  PM ｽﾌﾟ 山本

ラヴ・ゴーズ(サム・スミス)  PM ｽﾐ 龍華

７０’ｓ－ベスト１００－  PM ｾﾌﾞ 山本

ウーッシュ！(ディープ・パープル)  PM ﾃﾞｲ 山本

ラフ＆ロウディ・ウェイズ(ボブ・ディラン)  PM ﾃﾞｲ 八尾

００’ｓ－ベスト１００－  PM ﾄｳ 山本

９０’ｓ－ベスト１００－  PM ﾅｲ 山本

ＭＡＰ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＯＵＬ　７～ＴＨＥ　ＪＯＵＲＮＥＹ～(ＢＴ
Ｓ)

 PM ﾋﾞﾃ 八尾 龍華

５０’ｓ－６０’ｓ　－ベスト１００－  PM ﾌｲ 山本

ザ・ベスト・オブ・スーパー・ユーロビート　２０２０  PM ﾍﾞｽ 龍華

ザ・ベスト・オブ・オールディーズ－オリジナル・コレクション－  PM ﾍﾞｽ 山本

ベスト・ヒット８０’ｓ　ＬＯＶＥ＆ＰＯＰ  PM ﾍﾞｽ 山本

スマイル(ケイティ・ペリー)  PM ﾍﾟﾘ 八尾
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2020(ボン・ジョヴィ)  PM ﾎﾞﾝ 山本

マッカートニー３（スペシャル・エディション）(ポール・マッカート
ニー)

 PM ﾏﾂ 山本

ＷＥ　ＡＲＥ　ＣＨＡＯＳ(マリリン・マンソン)  PM ﾏﾝ 山本

エラ・メイ(エラ・メイ)  PM ﾒｲ 山本

ラヴ・ソングス－ベスト１００－  PM ﾗｳﾞ 山本

ビガー・ラヴ(ジョン・レジェンド)  PM ﾚｼﾞ 山本

ギミ・サム・トゥルース．(ジョン・レノン)  PM ﾚﾉ 山本

【　日本のポップス・歌謡曲　】

おいしいパスタがあると聞いて(あいみょん)  PN ｱｲ 八尾 山本 龍華

Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ＡＲＡＳＨＩ(嵐)  PN ｱﾗ 山本 志紀 龍華

市川由紀乃　全曲集２０２１(市川 由紀乃)  PN ｲﾁ 志紀

五木ひろし全曲集２０２１(五木 ひろし)  PN ｲﾂ 山本

歌姫～ベスト・ナインティーズ～  PN ｳﾀ 八尾 山本

＃エール～３６５日をつなぐうた～  PN ｴﾙ 志紀

甦る昭和歌謡　大津美子　ベスト１０(大津美子)  PN ｵｵ 志紀

甦る昭和歌謡　大月みやこ　ベスト10(大月 みやこ)  PN ｵｵ 山本

丘みどり　１５周年ベストアルバム(丘 みどり)  PN ｵｶ 志紀 龍華

甦る昭和歌謡　岡晴夫　ベスト１０(岡　晴夫)  PN ｵｶ 志紀

沖縄ユーモアソング決定盤  PN ｵｷ 山本

男たちのＪバラード～ワインレッドの心・長い夜～  PN ｵﾄ 八尾

Ｏ　ａｌｂｕｍ(Kinki Kids)  PN ｷﾝ 山本

キング最新歌謡ベストヒット　２０２０夏  PN ｷﾝ 龍華
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Ｌ＆(King & Prince)  PN ｷﾝ 志紀

かつて天才だった俺たちへ（ラジオ盤）(Ｃｒｅｅｐｙ　Ｎｕｔｓ)  PN ｸﾘ 山本

永遠より長い一瞬～あの頃，確かに存在した私たち～(欅坂46)  PN ｹﾔ 山本 龍華

古関裕而スポーツ・ベスト～みんなにエールを贈りたい(古関 裕而)  PN ｺｾ 龍華

Ｔｈｅ　ＳＴＡＲ(ＪＯ１)  PN ｼﾞｴ 八尾

少年隊　３５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ＢＥＳＴ(少年隊)  PN ｼﾖ 山本 龍華

ＳＩＮＧ　ｆｏｒ　ＯＮＥ～みんなとつながる。あしたへつながる。～  PN ｼﾝ 八尾 志紀

芸能活動５５周年　杉良太郎大全集(杉 良太郎)  PN ｽｷﾞ 志紀

ａｎｉｍａ(DAOKO)  PN ﾀﾞｵ 山本

ＰＥＲＳＯＮＡＬＩＴＹ(高橋 優)  PN ﾀｶ 八尾

Ｊｕｎｋｆｏｏｄ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ(ＤＩＳＨ／／)  PN ﾃﾞｲ 龍華

天童よしみ２０２１年全曲集(天童 よしみ)  PN ﾃﾝ 龍華

伝説のグループサウンズ～昭和を駆け抜けた３年の青春～  PN ﾃﾞﾝ 山本

＃ＴＷＩＣＥ３(TWICE)  PN ﾄｳ 山本

ＪＯＫＥＲ(中島 美嘉)  PN ﾅｶ 龍華

Ａｌｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂｅｓｔ(中山 美穂)  PN ﾅｶ 志紀

中村美律子全曲集２０2１(中村 美律子)  PN ﾅｶ 山本

なつかしのラジオ・テレビ主題歌集ベスト～古関裕而とその時代～(古関
裕而)

 PN ﾅﾂ 志紀 龍華

愛のひみつ(ハンバート ハンバート)  PN ﾊﾝ 山本

生々流転(氷川 きよし)  PN ﾋｶ 八尾 山本

ＬＥＴＴＥＲＳ(BiSH)  PN ﾋﾞﾂ 山本

ひなたざか(日向坂46)  PN ﾋﾅ 志紀

甦る昭和歌謡　ザ・ピーナッツ　ベスト１０(ザ・ピーナッツ)  PN ﾋﾟﾅ 山本
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母～日本の母を唄う～(福田 こうへい)  PN ﾌｸ 龍華

ＡＫＩＲＡ(福山 雅治)  PN ﾌｸ 龍華

藤あや子　全曲集２０２１(藤 あや子)  PN ﾌｼﾞ 志紀

二葉百合子全曲集２０２１(二葉 百合子)  PN ﾌﾀ 山本

Ｑ．Ｅ．Ｄ(ＢＬＵＥ　ＥＮＣＯＵＮＴ)  PN ﾌﾞﾙ 山本

Ｆａｂ！－Ｍｕｓｉｃ　ｓｐｅａｋｓ．－(Hey!Say!JUMP)  PN ﾍｲ 龍華

１０　ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ　ＹＥＡＲＳ(BABYMETAL)  PN ﾍﾞﾋﾞ 八尾 山本

Ｓｏｕｌ　ｔｏ　Ｓｏｕｌ(布袋 寅泰)  PN ﾎﾃ 八尾

ザ・ベスト　股旅道中・時代劇歌謡  PN ﾏﾀ 八尾

深海の街(松任谷 由実)  PN ﾏﾂ 八尾 山本

ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ“ＢＥＳＴ”ＭＩＳＳＩＯＮ(MAN WITH A
MISSION)

 PN ﾏﾝ 八尾 志紀

三門忠司　２０２１年　全曲集(三門 忠司)  PN ﾐｶ 山本

Ｓｏ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ(MISIA)  PN ﾐｼ 八尾

ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫＳ(Mr.Children)  PN ﾐｽ 山本 龍華

5(Mrs.GREEN APPLE)  PN ﾐｾ 八尾 志紀

三山ひろし　全曲集～北のおんな町・望郷山河～(三山 ひろし)  PN ﾐﾔ 八尾

みんなのフォーク＆ポップス～ベター・デイズが聴こえる～  PN ﾐﾝ 山本

ＳＴＡＮＤＡＲＤ～ＴＨＥ　ＢＡＬＬＡＤ　ＢＥＳＴ～(矢沢 永吉)  PN ﾔｻﾞ 八尾

Ｙｏｕ　ｎｅｅｄ　ｔｈｅ　Ｔａｎｋ－ｔｏｐ(ヤバイTシャツ屋さん)  PN ﾔﾊﾞ 山本

Ｇｉｆｔ(山内 惠介)  PN ﾔﾏ 志紀

Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｖｅｇｅｅ(UNISON SQUARE GARDEN)  PN ﾕﾆ 山本

ＳＴＲＡＹ　ＳＨＥＥＰ(米津 玄師)  PN ﾖﾈ 八尾 山本 志紀

盗作(ヨルシカ)  PN ﾖﾙ 志紀
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ＬＥＯ－ＮｉＮＥ(LiSA)  PN ﾘｻ 八尾 志紀 龍華

ＳＩＮＧＡＬＯＮＧ(緑黄色社会)  PN ﾘﾖ 山本

歴代テイチク演歌ベスト  PN ﾚｷ 山本

甦る昭和歌謡　和田弘とマヒナスターズ　ベスト10(和田弘とマヒナス
ターズ)

 PN ﾜﾀﾞ 山本

ＢＵＲＮ　ＴＨＥ　ＳＥＣＲＥＴ(ＷＡＮＤＳ)  PN ﾜﾝ 志紀

【　その他　】

ギターで聴く　酒場演歌　ベスト(斉藤功)  PJ ｷﾞﾀ 八尾

ハンドベル名曲集～クリスマスの調べ～  PJ ﾊﾝ 志紀 龍華
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