
おすすめ曲 CDタイトル 資料番号

交響曲第7番／ベートーベン 交響曲選集／ベートーヴェン 9310189234

交響曲第１番／ビゼー 交響曲ハ長調／ビゼー 9310137013

ボレロ／ラヴェル ボレロ！ 9310170063

ルスランとリュドミラ　序曲／グリンカ ロシア序曲集 9310118804

キャンディード　序曲／バーンスタイン サイモン・ラトル＆ベルリン・フィル名演集 9310188335

ニュルンベルクのマイスタージンガー　前奏曲
／ワーグナー

管弦楽曲集：Ⅱ／ワーグナー 9310175005

威風堂々／エルガー 威風堂々：行進曲，作品３９［ほか］ 9310061407

スカラムーシュ／ミヨー ２台のピアノのための協奏曲　ニ短調　 9310044059

ラ・ペリ／デュカス ラ・ペリ：舞踊詩［ほか］ 9310076670

ヒーローズ／グラス ヒーローズ・シンフォニー 9310149640

海を越える握手／スーザ　ほか全曲 マーチ１００％：ストレスなんかふっとばせ！ 9310128121

トゥモロー／ストローズ アニー：オリジナル・ブロードウェイ・キャス 9310187392

突進ポルカ／J.シュトラウスⅡ 名フィルとウィーン音楽の香り 9310191484

ライオンキング　ハクナマタタ
ライオン・キング：ディズニー：ミュージカル
／劇団四季

9310185736

屋台囃子
鬼太鼓座Ⅱ
〜ＣＤ超絶のサウンド・シリーズ（１１）

9310082120



おすすめ曲 CDタイトル 資料番号

朝（ペールギュント第1組曲から）／グリーグ カラヤン・ポピュラー・コンサート：第１集 9310076867

ホルン協奏曲第1番，
クラリネット協奏曲イ長調第２楽章，
フルートとハープのための協奏曲ハ長調
（Ａｎｄａｎｔｉｎｏ）　／モーツァルト

管楽器のための協奏曲集／モーツァルト 9310049270

朝のうた／ダンブロジオ 朝のうた 9310128328

朝の新聞／Ｊ・シュトラウスⅡ
朝の挨拶／シュランメル

アンサンブル・ヴァルツェン 9310073598

アルバーダ（夜明けの唄）／トローバ アメリアの遺言 9310073767

愛の挨拶，朝の歌／エルガー 愛の挨拶：作品１２［ほか］／エルガー 9310054930

シュプリング・ブリューネン：噴水／ツァーベル
ほか全曲

朝の詩（うた）／長澤真澄 9310137336

セレナータ（Ｌａｒｇｈｅｔｔｏ，Ａｎｄａｎｔｉｏｎｏ）
／パガニーニ

マンドリンとギターのための音楽 9310099404

アンダンテ　ハ長調／モーツァルト
愛の喜び／クライスラー

夢のあとに：宮本文昭ベスト・アルバム 9310105440

ある日，朝方／イザーク インスブルックよ，さらば 9310101870

ムーン・リヴァー（ティファニーで朝食を）
／マンシーニ

ＰＲＥＭＩＥＲ　ＰＯＰＳ 9310072053

春「四季」／ヴィヴァルディ アイネ・クライネ・ナハトムジーク 9310076400

ジークフリート牧歌／ワーグナー 管弦楽曲集／ワーグナー 9310131305

スケルツォ／フット　ほか全曲 日曜日の朝の音楽 9310135402



おすすめ曲 CDタイトル 資料番号

森の静けさ／ドヴォルザーク
アリア／J・S　バッハ
アンダンテカンタービレ／チャイコフスキー

森の静けさ 9310166187

タイスの瞑想曲／マスネ
美しい夕暮れ／ドビュッシー

美しい夕暮れ：ヴァイオリン名曲集 9310143075

再びわかれて／スパーディ
ガイヤルド／ロッシ

音楽の旅：イタリア初期バロック作品集 9310175130

セレナード／ハイドン
２つの悲しき旋律／グリーグ

クラシック・ハイライト 9310064697

人生のメリーゴーランド／久石譲（吉川武典編） 黄金の国−ＺＩＰＡＮＧ− 9310193587

亜麻色の髪の乙女／ドビュッシー（朝川朋之編）
ジュ・トゥ・ヴ／サティ（長生淳編）

ノスタルジア 9310103857

天使の独り言，夕暮れのパンフルート
／シューベルト

天使のパンフルート 9310117324

木陰にて／クインシー　ほか全て 蒼の薫り 9310049117

ベルベット・ワルツ／吉松隆 プレイアデス舞曲集：２ 9310177645

ニュー・シネマ・パラダイス／モリコーネ
イタリア合奏団オン・シネマ
：ニュー・シネマ・パラダイス

9310139297

ピリオド・ピース／ムーディ
真夜中の鐘／ホイベルガー
エイジ・オブ・イノセンス／Ｒ．ファーノン＆Ｄ．ライリー

スペインの小さな田舎町
ハーモニカ作品集

9310193863

ゴットファーザー　エンド・タイトル：ＰａｒｔⅡ，
若者のすべて　遥かな大地，
山猫　タンクレディの出発　／ロータ　ほか

ニーノ・ロータ映画音楽集 9310095764

ヴァカンス／ダマーズ　ほか全曲 ヴァカンス 9310156645

天使のナイチンゲール／エイク　ほか全曲 ベニスの愛：リコーダー名曲集 9310062638

朝の祈り／ハール　ほか全曲 内なる静寂／ジョン・ハール 9310094300

組曲銀河鉄道の夜〜音楽機関車に乗って〜 組曲銀河鉄道の夜〜音楽機関車に乗って〜 9310182485



おすすめ曲 CDタイトル 資料番号

パヴァーヌ／フォーレ　ほか全曲 ポップス・イン・ラヴ 9310015585

スマイル：ライムライト／チャップリン
ムーンライト・セレナーデ／ミラー

吹奏楽大全集第２期：第６集：ポピュラー編Ⅲ 9310047005

ツィディ デザート・フラワーズ 9310120689

イン・センチメンタル・ムード／エリントン
いつか王子様が／チャーチル
さくらさくら／矢代秋雄（編）

いつか王子様が：工藤重典フルート物語 9310140770

月の光，二つのアラベスク／ドビュッシー ピアノ名曲集／ドビュッシー 9310078128

”Ｕ”タンゴ／ソニア・ロビンソン
イン・ア・センチメンタル・ムード／デューク

ライヴ・アット・スパイラル
／ソニア・ロビンソン

9310060384

夜の泊／加古隆 エスタンプ・ソノール 9310085561

君去りし後／クレーマー＆レイトン ジャズ・アルバム 9310038150

アヴァロン／アル・ジョルスン＆ヴィンセント・ローズ
イフ・アイ・オンリー・ハッド・ア・ブレイン／アーレン

スインギン・チューバ 9310053620

ヤバイところに踏み込んだ，ドリームガールズ，
さよならを云うのは辛い／ヘンリー

ドリームガールズ
：オリジナル・ブロードウェイ・キャスト盤

9310144484

小さなワルツ／カヤーヌス
ロマンス／メリカント
３つの夜想的情景／パルムグレン　ほか

フィンランド・ピアノ名曲コレクション 9310049761

イフ・アイ・ラヴド・ユー〜回転木馬　ほか全曲 スマイル 9310122988

ブルース・フォー・ア・ヒップ・キング，
サンシャイン・オブ・ユア・スマイル／イブラヒム

アフリカの夜明け 9310120660

愛のテーマ（映画「スプラッシュ」）
ウェイブ／ジョビン
ひき潮／マックスウェル

セイリング：潮風に誘われて・・・ 9310064703

サマー・タイム／ガーシュイン
エリート・シンコペイションズ／ジョプリン

アメリカ 931011803



おすすめ曲 CDタイトル 資料番号

ジムノペティ／サティ 暝想の形のサティ 9310052767

子守唄／ショパン 舟歌～ピアノ作品集 9310191410

月光，幻想／ベートーヴェン ピアノ・ソナタ：月光・葬送・幻想 9310189842

夢／ドビュッシー
ベルガマスク組曲
：ドビュッシー・ピアノ作品全集［３］

9310156529

弦楽のための協奏曲ト長調／ヴィヴァルディ チェロ協奏曲ロ短調ＲＶ４２４［ほか］ 9310156780

鳥／レスピーギ 鳥：組曲［ほか］ 9310100247

ゴールドベルク変奏曲（ギター編曲）／J・Sバッハ ゴールドベルク変奏曲：［ギター多重録音版］ 9310160497

ヴォカリーズ／ラフマニノフ ヴォカリーズ：ロマンティック・コレクション 9310163980

夢のあとで／フォーレ ラ・ボンヌ・シャンソン 9310175284

レクイエム・天国に／フォーレ レクイエム作品４８：１８９３年版 9310167907

スリープ／ウィテカー オデッセイ 9310188531

夕べの想い／モーツァルト
眠りの精／ツッカルマーリョ

別れの曲：ポピュラー名歌曲集 9310078905

植物紋様／藤枝守 植物文様：藤枝守作品集 9310172872

地球創成／喜太郎 ザ・ベスト・オブ・１０イヤーズ／喜多郎 9310191813

亡き王女のためのパヴァーヌ（ギター編曲）
／ラヴェル
コンポステラ組曲　ゆりかご／モンポウ

ブルー 9310184354



おすすめ曲 CDタイトル 資料番号

交響曲第13番，14番／ショスタコーヴィチ 交響曲全集：３／ショスタコーヴィチ 9310158846

グノシエンヌ／サティ 季節はずれのヴァレンタイン 9310026794

月に憑かれたピエロ／シェーンベルク 月に憑かれたピエロ：作品２１；期待：作品１７ 9310168477

レクイエム／リゲティ
ハンブルク協奏曲：ホルン協奏曲［ほか］
／リゲティ

9310185487

魔王／シューベルト 魔王：ゲーテ歌曲集 9310158686

死の鳥／ラフマニノフ
交響曲第１番ニ短調作品１３；
死の島：交響詩：作品２９

9310167470

イクシオン／フェルドマン マース・カニングハムのための音楽 9310151999

恐怖と壮麗／ハール 恐怖と壮麗／ジョン・ハール 9310142130

PIANO DISTANCE／武満徹 閉じた眼：武満徹ピアノ作品集 9310171409

メフィスト・ワルツ第１番／リスト　ほか全曲 メフィスト・ワルツ：悪魔たちのクラシック 9310164226

お貞／ノルドグレン　ほか全曲 小泉八雲の怪談によるバラード 9310046269

プレリュード～スウィーニ・トッドのバラード
／ソンドハイム　ほか全曲

スウィーニィ・トッド〜フリート街の奇妙な床屋 9310175892

幽霊出現　ほか全曲 ザ・怪談：戦慄のクラシック 9310066646

サイコ：マーダー／バーナード ヒッチコック映画音楽集 9310145006


