所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

ダラーズ

Ｃ．Ｊ．ルイス

ホエアエヴァー・ユー・アー

ＩＮＸＳ

Ｐａｒｋ Ｙｏｎｇ Ｈａ ｉｎ １１０７’ｓ

期別～あの頃の僕じゃない～

Ｐａｒｋ Ｙｏｎｇ Ｈａ

愛の１２プレー

Ｒ ケリー

オートマチック・フォー・ザ・ピープル

Ｒ．Ｅ．Ｍ．

モンスター

Ｒ．Ｅ．Ｍ．

クレイジーセクシークール

ＴＬＣ

ズーロッパ

Ｕ２

グレイテスト・ヒッツ

ＺＺトップ

ザ・トゥルース

アーロン・ホール

略奪者

アイス・キューブ

ライス・アンド・シャイン

アスワド

アバ・ゴールド 〔１〕

コンプリート・エディション

アバ

アバ・ゴールド 〔２〕

コンプリート・エディション

アバ

ノー・リザヴェーション

アパッチ・インディアン

エイジ・エイント・ナッシング・バット・ナンバー

アリーヤ

ラブ・メイクス・ノー・センス

アレクサンダー・オニール

アンプラグド

アレステッド・ディベロップメント

ファンキー・ディヴァイス

アン・ヴォーグ

ヘル・フリーゼズ・オーヴァー

イーグルス

ホテル・カリフォルニア

イーグルス

ベスト・コレクション

テイク・イット・イージー

イージー・ストラドリン・アンド・ザ・ジュ・ジュ・ハウンズ

イーグルス
イージー・ストラドリン

1 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

純愛伝説

ヴィヴィアン・チョウ

ゲット・ア・グリップ

エアロスミス

パンプ

エアロスミス

ビック・ワンズ

エアロスミス

アンプラグド

エリック・クラプトン

フロム・ザ・クレイドル

エリック・クラプトン

オール・メン・アー・ブラザース カーティス・メイフィールド・トリビュート

エリック・クラプトン∥他

ベスト

エルヴィス・プレスリー

ＥＬＶ１Ｓ

３０ナンバー・ワン・ヒッツ

デュエット・ソングス
グレイテスト・ヒッツ

エルヴィス・プレスリー
エルトン・ジョン

１９７０－２００２

イン・ピーセス

エルトン・ジョン
ガース・ブルックス

ＴＷＥＮＴＹ－ＴＷＯ ＨＩＴＳ ＯＦ ＴＨＥ ＣＡＲＰＥＮＴＥＲＳ

Ｉ ＮＥＥＤ ＴＯ ＢＥ ＩＮ ＬＯＶＥ

カーペンターズ

グレイテスト・ヒッツ２０

イエスタデイ・ワンス・モア

カーペンターズ

カイリー・グレイテスト・ヒッツ

カイリー・ミノーグ

カヴァーデイル・ペイジ

カヴァーデイル・ペイジ

アペタイト・フォー・ディストラクション

ガンズ アンド ローゼス

ユーズ・ユア・イリュージョン １

ガンズ アンド ローゼス

ユーズ・ユア・イリュージョン ２

ガンズ アンド ローゼス

魂の水、そして生命の息吹き

ガンボ

メイン・オフェンダー

キース・リチャーズ

ブルーファンク・イズ・ア・ファクト

キザイア ジョーンズ

エモーショナル・ヴァイオレンス

キャメオ
2 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

サックス・ア・ゴー・ゴー
ジュエルズ

歌、演奏
キャンディ・ダルファー

ベリー・ベスト・オブ・クイーン

クイーン

フレイバー・ユニット

クィーン・ラティファ∥他

イット・テイクス・ア・シィーフ

クーリオ

グレイテスト・リミクシーズ

クライベルズ＆コール

トータリー・クロス・アウト

クリス・クロス

ロンドン コーリング

ザ・クラッシュ

パンデモニアム

ザ・タイム

ザ・ビートルズ１

２７×ｎｏ １ ｈｉｔｓ ｏｎ １ ＣＤ

ザ・ビートルズ

ザ・ビートルズ １９６２年～１９６６年

ＬＯＶＥ ＭＥ ＤＯ

ザ・ビートルズ

１９６７－１９７０

青盤

ザ・ビートルズ

イエロー・サブマリン

ザ・ビートルズ

ウィズ・ザ・ビートルズ

ザ・ビートルズ

サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド

ザ・ビートルズ

パスト・マスターズ １

ザ・ビートルズ

ビートルズ・フォー・セール

ザ・ビートルズ

ビートルズがやって来るヤァ！ヤァ！ヤァ！

ザ・ビートルズ

プリーズ・プリーズ・ミー

ザ・ビートルズ

マジカル・ミステリー・ツアー

ザ・ビートルズ

ラバー・ソウル

ザ・ビートルズ

ブラック・サンデー

サイプレス・ヒル

サイモン＆ガーファンクルのすべて

サウンド・オブ・サイレンス

アフリカ・トゥ・アメリカー・オブ・ザ・ドラム

サイモン＆ガーファンクル
サウンド・オブ・ブラックネス

3 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

オペラ座の怪人～サラ・ブライトマン

定番ベスト セレクション

サラ・ブライトマン

オールウェイズ・ユー

ジェイムス・イングラム

ベリー・ベスト・オブ・ジェームス・ブラウン

ジェームス・ブラウン

シック・イズム

シック

ラブ・デラックス

シャーデー

エッセンシャル・ジャーニー

オンリー・ザ・ヤング

ジャーニー

ドリーミング・シティ

シャーリー・クァン

トロッディン

シャインヘッド

コード・レッド

ジャジー・ジェフ＆フレッシュ・プリンス

インナー・チャイルド

シャニース

ジャネイ

ジャネイ

ジャネット

ジャネット・ジャクソン

ミスター・ラヴァーマン

シャバ・ランクス

スペース・カウボーイの逆襲

ジャミロクワイ

地球は緊急事態

ジャミロクワイ

ゴーイング・パブリック

ジョー・パブリック

プロヴォカティヴ

ジョニー・ギル

ジョン・レノン・コレクション

ジョン・レノン

ロックン・ロール

ジョン・レノン

微熱

スザンヌ・ヴェガ

ベスト・コレクション

サンシャイン

スティービー・ワンダー

セカンド・カミング

ストーン・ローゼス

ドギースタイル

スヌープ・ドギー・ドッグ
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所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

スライ＆ザ・ファミリー・ストーン・グレイテスト・ヒッツ
ザ・ベリー・ベスト

歌、演奏
スライ＆ザ・ファミリー・ストーン

パワー・オブ・ラブ

セリーヌ・ディオン

ジャスト・ライト

ソウル・〓・ソウル

クラウズ・オブ・ザ・キャット

タイガー

インフィニティ・ウィズィン

ディー・ライト

イヤー・オブ・ザ・モンキー

ディック・リー

ブラック・タイ・ホワイト・ノイズ

デヴィッド・ボウイ

グレイテスト

プリーズ・テル・ミー・ナウ

デュラン・デュラン

クロニック

ドクター・ドレー

カマキリァド

ドナルド・フェイゲン

ラブ・アフェア

トニー・ブラクストン

ベイビーウーマン

ナオミ・キャンベル

アンフォゲッタブル

ナタリー・コール

アンプラグド

ニール・ヤング

グレイテストヒッツ ボリューム ワン

ニュー・エディション

Ｈ．Ｉ．Ｔ．Ｓ．

ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック

ＭＴＶ アンプラグド・イン・ニューヨーク

ニルヴァーナ

イン・ユーテロ

ニルヴァーナ

１９ ＮＡＵＧＨＴＹ 〓

ノーティ・バイ・ネイチャー

グレイテスト・ヒッツ

パーラメント

バイタロジー （生命学）

パール・ジャム

ザ・ファンキー・ヘッドハンター

ハマー

ハマー・スリー

ハマー
5 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

25

ハリー・コニック，ＪＲ．

アイコン・イズ・ラブ

バリー・ホワイト

ビーチ・ボーイズ・シングル・コレクション １

ビーチ・ボーイズ

ビーチ・ボーイズ・シングル・コレクション ２

ビーチ・ボーイズ

ビーチ・ボーイズ・シングル・コレクション ３

ビーチ・ボーイズ

サウンズ・オブ・サマー

ザ・ベリー・ベスト・オブ・ビーチ・ボーイズ

ハート・オブ・ロックン・ロール！！
アイ・アム…サーシャ・フィアース

ビーチ・ボーイズ
ヒューイ・ルイス＆ザ・ニュース

イフ・アイ・ワー・ア・ボーイ

ビヨンセ

リバー・オブ・ドリームス

ビリー・ジョエル

スタッフ

ビル・ワイマン

対

ピンク・フロイド

シリアス・ヒッツ

フィル・コリンズ

ホワァッツ・ブーツィー・ドゥーイン？

ブーツィー・コリンズ

十万回のなぜ

フェイ・ウォン

セックス アンド ヴァイオレンス

ブギ・ダウン・プロダクションズ

ヴォイス・オブ・ジャマイカ

ブジュ・バンタン

ウェイキング・アップ・ネイバース

ブライアン・アダムス

サザン・ハーモニー

ブラック・クロウズ

ブラックストリート

ブラックストリート

ブラザー・シスター

ブラン・ニュー・ヘヴィーズ

グラフティ・ブリッジ

プリンス

ダイアモンズ・アンド・パールズ

プリンス＆ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション

ラヴ・シンボル

プリンス＆ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション
6 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

ドント・スリープ！

フル・フォース

ヒューマン・タッチ

ブルース・スプリングスティーン

ボーン・イン・ザ・ユー・エス・エー

ブルース・スプリングスティーン

ラッキー・タウン

ブルース・スプリングスティーン

ヴェリー

ペット・ショップ・ボーイズ

ベンチャーズ

スーパーナウ

ソウルフル・セレブレーション
アルティメイト・ホイットニー

ベンチャーズ
ヘンデルのメサイア

Ｉ Ｗｉｌｌ Ａｌｗａｙｓ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ

ホイットニー・ヒューストン

ボーイズ 〓 メン 〓

ボーイズ・〓・メン

オール・ザ・ベスト

ポール・マッカートニー

オフ・ザ・グラウンド

ポール・マッカートニー

バック・イン・ザ・Ｕ．Ｓ．Ｓ．Ｒ．

ポール・マッカートニー

ポール・イズ・ライブ

ポール・マッカートニー

ＢＯＢＢＹ

ボビー・ブラウン

ナッシュヴィル・スカイライン

ボブ・ディラン

グレイテスト・ヒッツ

ポリス

キープ・ザ・フェイス

ボン・ジョビ

スリラー

マイケル・ジャクソン

バッド

マイケル・ジャクソン

ＴＨＩＳ ＩＳ ＩＴ

スタート・サムシング

マイケル・ジャクソン

エッセンシャル・マイケル・ジャクソン

帰ってほしいの

マイケル・ジャクソン

タイムレス・クラシックス

マイケル・ボルトン

フェ・リアル

マキシ・プリースト
7 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

ウルトラ・マドンナ・グレイテスト・ヒッツ

マドンナ

エロティカ

マドンナ

ベットタイム・ストーリーズ

マドンナ

セレブレイション

マドンナ・オールタイム・ベスト

マドンナ

夢のカリフォルニア

ベスト・オブ・ママス＆パパス

ママス＆パパス

エモーションズ

マライア・キャリー

メリー・クリスマス

マライア・キャリー

グレイテスト・ヒッツ

ビジョン・オブ・ラブ

マライア・キャリー

ワンダーリング・スピリッツ

ミック・ジャガー

マイ・ライフ

メアリー・Ｊ．ブライジ

デケイド・オブ・デカダンス

モトリー・クルー

アイズ オープン

ユッスー・ドゥール

バック・トゥ・フロント

ライオネル・リッチー

フォー・リアル

リヴァート

万華鏡

Ｃａｒｒｙ Ｏｎ

リュ シウォン

パッション

レジーナ・ベル

ブラッド・シュガー・セックス・マジック

レッド・ホット・チリ・ペッパーズ

ボーン・ディス・ウェイ

ＭＡＲＲＹ ＴＨＥ ＮＩＧＨＴ

レディー・ガガ

ママ・セッド

レニー・クラヴィッツ

ヴードゥー・ラウンジ

ローリング・ストーンズ

ザ・ローリング・ストーンズ・シングルズ・コレクション １

ローリング・ストーンズ

ザ・ローリング・ストーンズ・シングルズ・コレクション ２

ローリング・ストーンズ

ザ・ローリング・ストーンズ・シングルズ・コレクション ３

ローリング・ストーンズ
8 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

歌、演奏

スティール・ホイールズ

ローリング・ストーンズ

フラッシュ・ポイント

ローリング・ストーンズ

リワインド１９７１－１９８４

ローリング・ストーンズ

アンプラグド

ロッド・スチュワート

ニュー・ステーキ・トレンド

ワズ・ノット・ワズ

ザ・ファイナル

ワム！

スワンダフル

スタンダード・ボーカル大全集１

ジャスト・イン・タイム

スタンダード・ボーカル大全集２

エンブレイサブ・ユー

スタンダード・ボーカル大全集３

バードランドの子守唄

スタンダード・ボーカル大全集５

サテン・ドール

スタンダード・ボーカル大全集６

言いだしかねて

スタンダード・ボーカル大全集７

ブラック・コーヒー

スタンダード・ボーカル大全集８

君に泣く

スタンダード・ボーカル大全集１０

ラヴ・フォー・セール

スタンダード・ボーカル大全集１１

ビギン・ザ・ビギン

スタンダード・ボーカル大全集１２

時のたつまま

スタンダード・ボーカル大全集１３

スターダスト

スタンダード・ボーカル大全集１４

バット・ノット・フォー・ミー

スタンダード・ボーカル大全集１５

夜も昼も

スタンダード・ボーカル大全集１７

グリーンフィールズ，七つの水仙

愛と青春のモダン・フォーク大全集１
9 ページ

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

グリーン・グリーン，ミスター・タンブリン・マン

愛と青春のモダン・フォーク大全集２

ウォーク・ライト・イン，ソー・ロング

愛と青春のモダン・フォーク大全集３

サークル・ゲーム，５００マイル

愛と青春のモダン・フォーク大全集４

ジス・リトル・ライト，わが祖国

愛と青春のモダン・フォーク大全集５

朝の雨，ガッタ・トラヴェル・オン

愛と青春のモダン・フォーク大全集７

コットン・フィールズ，アイリーン

愛と青春のモダン・フォーク大全集９

トム・ドゥーリー，花はどこへ行った

愛と青春のモダン・フォーク大全集１０

カウ・カウ・ブギ，モナ・リザ

不滅のポピュラー・ヒット大全集

ケ・セラ・セラ，雨に歩けば

不滅のポピュラー・ヒット大全集

テネシー・ワルツ，オンリー・ユー

不滅のポピュラー・ヒット大全集

ハイ・ヌーン，サイド・バイ・サイド

不滅のポピュラー・ヒット大全集

マンボＮｏ．５，青いカナリア

不滅のポピュラー・ヒット大全集

家へおいでよ，ユー・ビロング・トゥ・ミー

不滅のポピュラー・ヒット大全集

ＯＬＤＩＥＳ ＨＩＴＳ

あの頃の夢をプレイバック

ＣＯＵＮＴＲＹ ＡＮＤ ＦＯＲＫ

ギターを手にしていた日々

ＶＯＣＡＬ ＳＴＡＮＤＡＲＤＳ

スタンダードに凝ってみたい

ＬＯＶＥ ＲＯＣＫ ＨＩＴＳ

ハミングで始まるアメリカ

ＭＵＳＩＣＡＬ ＡＮＤ ＦＡＮＴＡＳＹ

ミュージカルが好きです

ＲＯＣＫ ＢＡＬＬＡＤ

ロック・バラッド・カクテル

ＬＯＶＥ ＢＡＬＬＡＤ

雨の日はバラードで過ごす

オールディーズ・ベスト・ヒット

決定盤
10 ページ

歌、演奏

所蔵 CD ＜Rock、Pops＞
タイトル

サブタイトル

ポップス・ベスト・ヒット

決定盤

ロック・ベスト・ヒット

決定盤

エレキ・ギター名曲

ベスト

ザ・スプートニクス／〔ほか〕

カンツォーネ

ベスト

イバ・ザニッキ／〔ほか〕

Ｋ－ＰＯＰ ＬＯＶＥＲＳ！

Ｊｕｓｔ Ｄｒａｇ

チャン グンソク／〔ほか〕

11 ページ

歌、演奏

