
所蔵 CD　＜サウンドトラック、映画音楽ほか＞

分類 タイトル サブタイトル 歌、演奏など

映画 ファンタジー＆ファミリー映画ヒット集 最新版「世界の映画音楽大全集」１　

映画 愛と青春のアメリカ映画ヒット集 最新版「世界の映画音楽大全集」３　

映画 想い出のアメリカ映画ヒット集　〓 最新版「世界の映画音楽大全集」４　

映画 想い出のアメリカ映画ヒット集　〓 最新版「世界の映画音楽大全集」５　

映画 ヨーロッパ映画ラブ・テーマ集 最新版「世界の映画音楽大全集」６　

映画 想い出のヨーロッパ映画ヒット集　〓 最新版「世界の映画音楽大全集」７　

映画 想い出のヨーロッパ映画ヒット集　〓 最新版「世界の映画音楽大全集」８　

映画 不滅のスクリーン・テーマ集　〓 最新版「世界の映画音楽大全集」９　

映画 不滅のスクリーン・テーマ集　〓 最新版「世界の映画音楽大全集」１０　

映画 懐かしの西部劇ヒット集 最新版「世界の映画音楽大全集」１１　

映画 栄光のスペクタクル映画ヒット集 最新版「世界の映画音楽大全集」１２　

映画 華麗なるミュージカル映画ヒット集 最新版「世界の映画音楽大全集」１３　

映画 クラシック・スクリーン・ヒット集 最新版「世界の映画音楽大全集」１４　

映画 アイネ・クライネ・ナハトムジーク，恋のアランフェス 世界のムード音楽大全集　

映画 アルハンブラ宮殿の想い出，アマポーラ 世界のムード音楽大全集　

映画 ある愛の詩，ゴッドファーザー愛のテーマ 世界のムード音楽大全集　

映画 ジェラシー，碧空 世界のムード音楽大全集　

映画 スター・ウォーズ，風と共に去りぬ 世界のムード音楽大全集　

映画 そよ風と私，イパネマの娘

映画 ハーレム・ノクターン，この胸のときめきを 世界のムード音楽大全集　

映画 ムーン・リバー，スター誕生愛のテーマ 世界のムード音楽大全集　

映画 ムーンライト・セレナーデ，Ａ列車で行こう 世界のムード音楽大全集　
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映画 愛の休日，黒い瞳のナタリー 世界のムード音楽大全集　

映画 愛の讃歌，アドロ 世界のムード音楽大全集　

映画 夏の日の恋，ひき潮 世界のムード音楽大全集　

映画 夜空のトランペット，帰り来ぬ青春 世界のムード音楽大全集　

映画 ＣＢ４ オリジナル・サウンドトラック　 ブラック・ストリート∥他

映画 アメリカン・グラフィティ オリジナル・サウンドトラック　 バディー・ホリー∥他

映画 ウェインズ・ワールド オリジナル・サウンドトラック　 クィーン∥他

映画 カクテル オリジナル・サウンドトラック　 ビーチ・ボーイズ∥他

映画 コーンヘッズ オリジナル・サウンドトラック　 スラッシュ  ＆  マイケル・ムーア∥他

映画 フーズ・ザ・マン？ オリジナル・サウンドトラック　 ジョデシィ∥他

映画 フットルース  ～  ネバー、パラダイス オリジナル・サウンドトラック　 ケニー・ロギンス∥他

映画 フラッシュダンス オリジナル・サウンドトラック　 アイリーン・キャラ∥他

映画 プリティ・ウーマン オリジナル・サウンドトラック　 ロイ・オービソン∥他

映画 ラスト・アクション・ヒーロー オリジナル・サウンドトラック　 ＡＣ∥ＤＣ／他

映画 ライオン・キング オリジナル・サウンドトラック　 エルトン・ジョン∥他

映画 マイ・ガール  ２ オリジナル・サウンドトラック　 テンプテーションズ∥他

映画 三銃士 オリジナル・サウンドトラック　 ブライアン・アダムス、スティング∥他

映画 インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア オリジナル・サウンドトラック　 ガンズ・アンド・ローゼズ∥他

映画 ネバーエンディング・ストーリー  ３ オリジナル・サウンドトラック　 アリーヤ∥他

映画 フリントストーン  モダン石器時代 オリジナル・サウンドトラック　 ワズ・ノット・ワズ∥他

映画 アバーヴ・ザ・リム オリジナル・サウンドトラック　 ウォーレン  Ｇ∥他

映画 マーダー・ワズ・ザ・ケース オリジナル・サウンドトラック　 スヌープ・ドギー・ドック∥他
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映画 フィラデルフィア オリジナル・サウンドトラック　 ブルース・スプリングスティーン∥他

映画 ジェイソンズ・リリック  ユー・ウィル・ノウ オリジナル・サウンドトラック　 Ｂ．Ｍ．Ｕ．∥  他

映画 フォー・ザ・ボーイズ オリジナル・サウンドトラック　 ベット・ミドラー

映画 ジュース オリジナル・サウンドトラック　 ノーティ・バイ・ネーチャー∥他

映画 不滅の映画音楽 ベスト　
ロンドン・フィルム・フェスティバル・オーケストラ
／〔ほか〕演奏

映画 感動の映画音楽 ベスト　 ジェームズ・ホーナー・オーケストラ／〔ほか〕

映画 永遠の映画音楽 ベスト　 竹本　泰蔵／指揮

映画 西部劇テーマ ベスト　
ロンドン・フィルム・フェスティバル・オーケストラ
／〔ほか〕演奏

映画 ＳＦ＆アクション・テーマ ベスト　 竹本　泰蔵／〔ほか〕指揮

映画 ＢＥＳＴ懐かしの映画音楽１００ トゥ・ラブ・アゲイン　愛情物語より　 ロイヤル・ポップス／〔ほか〕演奏

映画 Ｍｏｖｉｅ　ｈｉｔｓ 2 クインシー・ジョーンズ／〔ほか〕演奏

映画 グレイテスト・ムービー・ソングス ＭＹ　ＨＥＡＲＴ　ＧＯ　ＯＮ（Ｌｏｖｅ　Ｔｈｅｍｅ　Ｆｒｏｍ　”Ｔｉｔａｎｉｃ”）　 セリーヌ・ディオン／〔ほか〕演奏

映画 ＳＣＲＥＥＮ  ＨＩＴＳ 心のスクリーンに贈り物　

映画 ＥＮＣＯＲＥ Ｓｕｍｍｅｒ－映画「菊次郎の夏」より－　 久石　譲／ピアノ

演劇 劇団四季ミュージカル「Ｃａｔｓ」 ロングラン・キャスト　 劇団四季／出演

演劇 ３５ステップス Ｓｉｎｇｉｎｇ　＆　ｄａｎｃｉｎｇ　 保坂　知寿／〔ほか〕演奏

テレビ 想い出のテレビ番組主題歌　１ ジェスチャー～チロリン村とくるみの木　

テレビ 想い出のテレビ番組主題歌　２ 三匹の侍～ザ・ガードマン　

テレビ 想い出のテレビ番組主題歌　３ おはなはん～木枯し紋次郎　

テレビ なつかしいテレビ主題歌 ベスト　 近藤　よし子／〔ほか〕演奏

テレビ 刑事魂（デカコン） 刑事ドラマソング・ベスト　 トランザム／〔ほか〕演奏
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テレビ 刑事魂（デカコン） 完結！　 桜木　健一／〔ほか〕演奏

テレビ ラブ・ソング テレビドラマ主題歌集　

テレビ ラブ・テーマ テレビドラマ主題歌集　

テレビ ラブ・バラード テレビドラマ主題歌集　

テレビ トレンディー・ドラマ・ヒット・ストーリー

テレビ 決定版大河ドラマ全曲集 花の生涯　 フールサンズ・セレナーダス／〔ほか〕演奏

テレビ ちょんまげ天国 ＴＶ時代劇音楽集　 杉　良太郎／〔ほか〕演奏

テレビ テレビ時代劇主題歌集 五木　ひろし

テレビ 冒険活劇、特撮ヒーロー集 月光仮面～赤胴鈴之助　

テレビ サラン 韓国テレビドラマ主題歌集　 カン　チョル／〔ほか〕歌

テレビ 想い出のテレビＣＭ  ＢＥＳＴ集 カステラ一番電話は二番～おやつはカール　

ラジオ 懐かしのラジオ番組主題歌 二十の扉～ちえのわクラブ　
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