
白根図書館CD一覧（ジャズ） 令和4年4月現在

タイトル 巻次 責任表示1 責任表示2 資料コード 別置 音声ジャンル

1 阿川泰子 阿川 泰子／歌 2200010695340 C 763 ｱ ｼﾞｬｽﾞ ア行

2 トリビュート・トゥ・デューク・エリントン 秋吉 敏子／演奏 2200010695878 C 763 ｱ ｼﾞｬｽﾞ ア行

3 四季（フォー・シーズンズ） 秋吉 敏子／ｐ 2200010696070 C 763 ｱ ｼﾞｬｽﾞ ア行

4 ヴォイス 上原ひろみ　ザ・トリオ・プロジェクト／ｐ 上原ひろみ／ｄｓ 1613000003142 C 763 ｳ ｼﾞｬｽﾞ ア行

5 アンドリュー・シスターズ・ウィズ・グレン・ミラー・オーケストラ アンドリュー シスターズ／歌 ザ グレン ミラー オーケストラ／演奏 2200010693265 C 764 ｱ ｼﾞｬｽﾞ ア行

6 サン・シップ エルヴィン・ジョーンズ／ｄｓ ジミー・ギャリソン／ｂ 1613000001907 C 764 ｺ ｼﾞｬｽﾞ ア行

7 アントニオ・ブラジレイロ アントニオ カルロス ジョビン／歌 2200010693891 C 764 ｼﾞ ｼﾞｬｽﾞ ア行

8 エッセンシャルズ アントニオ カルロス ジョビン／歌 2200010695644 C 764 ｼﾞ ｼﾞｬｽﾞ ア行

9 ドラムス・アラウンド・ザ・コーナー アート ブレイキー／ｄｓ ティンパニ 2200010696679 C 764 ﾌﾞ ｼﾞｬｽﾞ ア行

10 Ａ列車で行こう アンドレ プレヴィン／ピアノ デイヴィッド フィンク／ダブル ベース 2200010694450 C 764 ﾌﾟ ｼﾞｬｽﾞ ア行

11 ボサノヴァ アントニオ カルロス ジョビン／〔ほか〕演奏 2200010694941 C 764 ﾎﾞ ｼﾞｬｽﾞ ア行

12 アフロ・キューバン・ジャズ マチート／ｍａｒａｃ 2200010696490 C 764 ﾏ ｼﾞｬｽﾞ ア行

13 リベルタンゴ アストル ピアソラ／バンドネオン 2200010693944 C 765 ﾋﾟ ｼﾞｬｽﾞ ア行

14 ２０ｔｈアニヴァーサリー・ベスト カシオペア／演奏 2200010695161 C 763 ｶ ｼﾞｬｽﾞ カ行

15 ベストセレクション カシオペア／演奏 2200010694422 C 763 ｶ ｼﾞｬｽﾞ カ行

16 永遠のグレン・ミラー・サウンド グレン ミラー ヨーロピアン メモリアル オーケストラ／演奏 2200010694290 C 764 ｸﾞ ｼﾞｬｽﾞ カ行

17 ベスト・オブ・クインシー・ジョーンズ クインシー ジョーンズ／プロデュース 作曲 指揮 アレンジ サラ ヴォーン／〔ほか〕演奏 2200010692286 C 764 ｼﾞ ｼﾞｬｽﾞ カ行

18 カーメン・シングズ・モンク カーメン マクレエ／ｖｏ 2200010693274 C 764 ﾏ ｼﾞｬｽﾞ カ行

19 カミング・ホーム・アゲイン カーメン マクレエ／歌 2200010693096 C 764 ﾏ ｼﾞｬｽﾞ カ行

20 グレン・ミラー グレン ミラー オーケストラ／演奏 2200010696857 C 764 ｸﾞ ｼﾞｬｽﾞ カ行

21 ホームグランド・アケタ・ライブ 渋谷毅オーケストラ／演奏 2200010694431 C 763 ｼ ｼﾞｬｽﾞ サ行

22 スタンリー・クラーク・バンド　フィーチャリング　上原ひろみ スタンリー・クラーク・バンド　ｆｅａｔ．上原ひろみ スタンリー・クラーク（ｅｌ－ｂ、ｇ） 1613000000516 C 764 ｽ ｼﾞｬｽﾞ サ行

23 モダン・ジャズ ソニー ロリンズ／〔ほか〕演奏 2200010694271 C 764 ﾓ ｼﾞｬｽﾞ サ行

24 マンテカ ディジー ガレスピー／ｔｐ 2200010696472 C 764 ｶﾞ ｼﾞｬｽﾞ タ行

25 ムーンライト・セレナーデ グレン・ミラー／演奏 2200010817854 C 764 ﾐ ｼﾞｬｽﾞ タ行

26 グレイテスト・ヒッツ ディオンヌ ワーウィック／歌 2200010693283 C 764 ﾜ ｼﾞｬｽﾞ タ行

27 ニッキー～フォー・アナザー・デイ ニッキー 1613000000525 C 764 ﾆ ｼﾞｬｽﾞ ナ行

28 ライヴ・アット・カーネギー・ホール１９３８（完全版） ベニー・グッドマン 1613000001890 C 764 ｸﾞ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

29 ミントン・ブルース 本田 竹曠／ピアノ 渡辺貞夫カルテット／演奏 2200010695770 C 763 ﾎ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

30 ポンタ・ボックス ポンタ ボックス／演奏 2200010695321 C 763 ﾎﾟ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

31 Ｂｌｕｅ ｎｏｔｅｓ ベニー グリーン／ｐ 2200010695018 C 764 ｸﾞ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

32 パーフェクト・マシーン＋２ ハービー ハンコック／ＫＥＹ 2200010695724 C 764 ﾊ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

33 ライオット ハービー ハンコック／ｐ 2200010695591 C 764 ﾊ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

34 ビリーとレスター ビリー ホリデイ／歌 レスター ヤング／サクソフォーン 2200010694709 C 764 ﾎ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

35 ラヴァー・マン ビリー ホリデイ／ｖｏ 2200010694253 C 764 ﾎ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

36 ドゥ・ザ・ボサ・ノヴァ ハービー マン／演奏 2200010695804 C 764 ﾏ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

37 ハービー・マン＆ジョアン・ジルベルト・ウィズ・アントニオ・カルロス・ジョビン ハービー マン／〔ほか〕演奏 2200010696893 C 764 ﾏ ｼﾞｬｽﾞ ハ行
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38 ヘレン・メリル ヘレン メリル／ｖｏ 2200010694549 C 764 ﾒ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

39 マイ・ピアノ・ロマンス ビージー・アデール／ｐ 1613000000490 C 767 ｱ ｼﾞｬｽﾞ ハ行

40 グレイト・ゴスペル・グループス マイティ クラウズ オブ ジョイ／〔ほか〕歌 2200010694191 C 764 ｸﾞ ｼﾞｬｽﾞ マ行

41 ビッチェズ・ブリュー＋１ マイルス・デイヴィス 1613000002000 C 764 ﾃﾞ ｼﾞｬｽﾞ マ行

42 風のささやき ミシェル・ルグラン／演奏 2200010817872 C 764 ﾙ ｼﾞｬｽﾞ マ行

43 リズム・オブ・ザ・ハート レジーナ カーター／ｖｌｎ 2200010694530 C 764 ｶ ｼﾞｬｽﾞ ラ行

44 チック・コリア・ソロ Ｖｏｌ．1 チック コリア／ｐ 2200010694558 C 764 ｺ ｼﾞｬｽﾞ ラ行

45 ライオネル・ハンプトン ライオネル ハンプトン／ヴィブラフォーン 2200010696383 C 764 ﾊ ｼﾞｬｽﾞ ラ行

46 コンプリート・ライオネル・ハンプトン・クァルテット＆クインテット・ウィズ・オスカー・ピーターソン・オン・ヴァーヴ ライオネル ハンプトン クァルテット／演奏 ライオネル ハンプトン クインテット／演奏 2200010694576 C 764 ﾊ ｼﾞｬｽﾞ ラ行

47 ジャズ・パレニアル チャーリー パーカー／ａｓ 2200010694567 C 764 ﾊﾟ ｼﾞｬｽﾞ ラ行

48 愛のバラード サリナ ジョーンズ／歌 2200010695303 C 764 ｼﾞ ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

49 ジャズ・ヴォーカル ペギー リー／〔ほか〕歌 2200010694280 C 764 ｼﾞ ｼﾞｬｽﾞ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
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