
ラ・ラ・ランド 

ギャガ [2018.4] 201804 

ﾃﾞｲﾐｱﾝ･ﾁｬｾﾞﾙ∥監督 脚本 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾊｰｳｨｯﾂ∥音楽 作曲 ﾗｲｱﾝ･ｺﾞｽﾞﾘﾝｸﾞ∥出演 ｴﾏ･ｽﾄｰﾝ∥

ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾗﾗﾗ/  020155750 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾗ ﾗ ﾗﾝﾄﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾁｬｾﾞﾙ ﾃﾞｲﾐｱﾝ 

責任表原綴 Chazelle Damien 

責任個人ﾖﾐ ﾊｰｳｨｯﾂ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ 

責任表原綴 Hurwitz Justin 

責任個人ﾖﾐ ｺﾞｽﾞﾘﾝｸﾞ ﾗｲｱﾝ 

責任表原綴 Gosling Ryan 

責任個人ﾖﾐ ｽﾄｰﾝ ｴﾏ 

責任表原綴 Stone Emma 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｷﾞｬｶﾞ 

演奏時間 128 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注

記 
デカ字幕 

収録内容 

ロサンゼルスで女優を目指すミアは、場末のバーでピアノを弾くセバスチャンと出会う。

彼は自分の店を持ち、思う存分演奏したいと願っていた。2 人は恋に落ちるが、彼が加

入したバンドが成功したことから、心がすれ違い始める。 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


クイーン ヒストリー [1] 

1973-1980 

ジェットリンク [2019.1] 201901 

ﾛﾌﾞ･ｼﾞｮﾝｽﾄｰﾝ∥監督 ﾌﾚﾃﾞｨ･ﾏｰｷｭﾘｰ∥出演 ﾎﾟｰﾙ･ｶﾞﾝﾊﾞｯﾁｰﾆ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /76/ｸｲﾝ/1 020155743 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｸｲｰﾝ ﾋｽﾄﾘｰ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Queen under review 1973-1980 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｮﾝｽﾄｰﾝ ﾛﾌﾞ 

責任表原綴 Johnstone Rob 

責任個人ﾖﾐ ﾏｰｷｭﾘｰ ﾌﾚﾃﾞｨｰ 

責任表原綴 Mercury Freddie 

責任個人ﾖﾐ ｶﾞﾝﾊﾞﾁｰﾆ ﾎﾟｰﾙ 

責任表原綴 Gambaccini Paul 

価格 ¥3800 

発行者ﾖﾐ ｼﾞｪｯﾄﾘﾝｸ 

演奏時間 103 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

今も絶大な人気を誇る伝説のバンド、クイーン。1973 年のデビューから、メガヒット

「地獄へ道連れ」をリリースした 1980 年までを追ったライヴ&ドキュメンタリー。有

識者たちと共に名曲と当時の音楽シーンを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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君の膵臓をたべたい 

博報堂 DY ミュージック&ピクチャーズ [2018.10] 201810 

月川 翔∥監督 住野 よる∥原作 浜辺 美波∥出演 北村 匠海∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 
視聴覚コーナ

ー 
/771/ｷﾐﾉ/  020155735 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｷﾐ ﾉ ｽｲｿﾞｳ ｵ ﾀﾍﾞﾀｲ 

責任個人ﾖﾐ ﾂｷｶﾜ ｼｮｳ 

責任個人ﾖﾐ ｽﾐﾉ ﾖﾙ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾏﾍﾞ ﾐﾅﾐ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:君の膵臓をたべたい 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾊｸﾎｳﾄﾞｳﾃﾞｨｰﾜｲﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ 

演奏時間 115 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

高校のクラスメイト・桜良の闘病日記を偶然見つけたことで、「僕」と桜良は次第に

一緒に過ごすことに。だが、膵臓の病を患う彼女の人生は終わる。12 年後、「僕」と

彼女の親友・恭子は、桜良と過ごした日々を思い出していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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君の名は。 

東宝 [2018.7] 201807 

新海 誠∥原作 脚本 監督 神木 隆之介∥声 上白石 萌音∥ほか声 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /773/ｷﾐﾉ/  020155727 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｷﾐ ﾉ ﾅ ﾜ 

責任個人ﾖﾐ ｼﾝｶｲ ﾏｺﾄ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾐｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾐｼﾗｲｼ ﾓﾈ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾄｳﾎｳ 

演奏時間 107 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

千年ぶりとなる彗星の来訪を控えた日本。田舎町に暮らす女子高生の三葉と、東

京で暮らす男子高校生の瀧は、行ったこともない町で異性として生活する奇妙な夢

をみる。出会うことのない 2 人が出逢い、運命の歯車が動き出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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ウィンストン・チャーチル 

ヒトラーから世界を救った男 

NBC ユニバーサル・エンターテイメント [2019.1] 201901 

ｼﾞｮｰ･ﾗｲﾄ∥監督 ｹﾞｲﾘｰ･ｵｰﾙﾄﾞﾏﾝ∥主演 ｸﾘｽﾃｨﾝ･ｽｺｯﾄ･ﾄｰﾏｽ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ｳｲﾝ/  020155115 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳｨﾝｽﾄﾝ ﾁｬｰﾁﾙ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾋﾄﾗｰ ｶﾗ ｾｶｲ ｵ ｽｸｯﾀ ｵﾄｺ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Darkest hour 

責任個人ﾖﾐ ﾗｲﾄ ｼﾞｮｰ 

責任表原綴 Wright Joe 

責任個人ﾖﾐ ｵｰﾙﾄﾞﾏﾝ ｹﾞｲﾘｰ 

責任表原綴 Oldman Gary 

責任個人ﾖﾐ ｽｺｯﾄ･ﾄﾏｽ ｸﾘｽﾃｨﾝ 

責任表原綴 Scott Thomas Kristin 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｴﾇﾋﾞｰｼｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

演奏時間 125 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

第二次大戦初期。ナチス・ドイツの勢力が拡大し、フランスは陥落間近、イギリス

にも侵略の脅威が迫る。連合軍がダンケルクで窮地に追い込まれる中、ヨーロッ

パの運命は、新たに就任した英国首相チャーチルの手に委ねられた 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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カメラを止めるな! 

バップ 2018.12 201812 

上田 慎一郎∥監督 脚本 編集 濱津 隆之∥出演 真魚∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ｶﾒﾗ/  020155602 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶﾒﾗ ｵ ﾄﾒﾙﾅ 

責任個人ﾖﾐ ｳｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾏｵ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾞｯﾌﾟ 

演奏時間 96 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 バリアフリー日本語字幕 

収録内容 

とある自主映画の撮影隊が山奥の廃墟でゾンビ映画を撮影していた。本物を

求める監督はなかなか OK を出さずテイクは 42 テイクに達する。そんな中、撮

影隊に本物のゾンビが襲いかかる。大喜びで撮影を続ける監督に…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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未来のミライ 

バップ 2019.1 201901 

細田 守∥監督 脚本 原作 上白石 萌歌∥声 黒木 華∥ほか声 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /773/ﾐﾗｲ/  020155610 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾐﾗｲ ﾉ ﾐﾗｲ 

責任個人ﾖﾐ ﾎｿﾀﾞ ﾏﾓﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾐｼﾗｲｼ ﾓｶ 

責任個人ﾖﾐ ｸﾛｷ ﾊﾙ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾞｯﾌﾟ 

演奏時間 98 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

生まれたばかりの妹に両親の愛情を奪われ、寂しさいっぱいのくんちゃん。そ

んな時、くんちゃんは未来からやってきた妹・ミライちゃんと出会います。くんち

ゃんはミライちゃんに導かれ、時をこえた家族の物語へと旅立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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空飛ぶタイヤ 

松竹 キノフィルムズ [2019.4] 201904 

本木 克英∥監督 池井戸 潤∥原作 長瀬 智也∥出演 ﾃﾞｨｰﾝ･ﾌｼﾞｵｶ∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ｿﾗﾄ/  020155644 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｿﾗﾄﾌﾞ ﾀｲﾔ 

責任個人ﾖﾐ ﾓﾄｷ ｶﾂﾋﾃﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｲｹｲﾄﾞ ｼﾞｭﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾔ 

責任個人ﾖﾐ ﾃﾞｨｰﾝ ﾌｼﾞｵｶ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｼｮｳﾁｸ 

発行者ﾖﾐ ｷﾉﾌｨﾙﾑｽﾞ 

演奏時間 120 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 バリアフリー日本語字幕 

収録内容 

ある日突然起きたトレーラーの脱輪事故。整備不良を疑われた運送会社社長・

赤松徳郎は車両の欠陥に気づき、製造元であるホープ自動車カスタマー戦略

課課長・沢田悠太に再調査を要求する。果たしてそれは事故なのか事件なの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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ウルトラマン・ヒストリー 銀の章 

バンダイビジュアルのキッズ DVD 

バンダイビジュアル [2018.8] 201808 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /773/ｳﾙﾄ/  020155636 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳﾙﾄﾗﾏﾝ ﾋｽﾄﾘｰ 

叢書名ﾖﾐ ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭｱﾙ ﾉ ｷｯｽﾞ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ 

価格 ¥6667 

発行者ﾖﾐ ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭｱﾙ 

演奏時間 30 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

いつも地球を守ってくれる“ウルトラマン”。銀の章には、ウルトラマンティガからウル

トラマンメビウスまで、全 17 ヒーローが登場。ヒーローたちのスーパーバトルを見の

がすな! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


ピングーin ザ・シティ 

ピングー、スターシェフになる 

ポニーキャニオン [2018.5] 201805 

ｲﾜﾀ ﾅｵﾐ∥監督 ｵｯﾄﾏｰ･ｸﾞｯﾄﾏﾝ∥原作 岩崎 諒太∥声の出演 田中 文哉∥声の出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /773/ﾋﾟﾝｸﾞ/  020155776 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾋﾟﾝｸﾞｰ ｲﾝ ｻﾞ ｼﾃｨ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾋﾟﾝｸﾞｰ ｽﾀｰ ｼｪﾌ ﾆ ﾅﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｲﾜﾀ ﾅｵﾐ 

責任個人ﾖﾐ ｸﾞｯﾄﾏﾝ ｵｯﾄﾏｰ 

責任表原綴 Gutmann Otmar 

責任個人ﾖﾐ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ 

価格 ¥3750 

発行者ﾖﾐ ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 

演奏時間 63 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

小さな集落から、大都会へと家族と一緒に引っ越してきたピングー。いたずらっ

子で好奇心のかたまりのピングーが、様々な仕事にチャレンジ。コメディー・アニ

メーション。「ピングー、スターシェフになる」など 9 話収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
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いのちの林檎 

環境アレルギーと闘う人々 

[ビックリ・バン] [2018.11] 201811 

藤澤 勇夫∥監督 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /40/ｲﾉﾁ/  020154530 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｲﾉﾁ ﾉ ﾘﾝｺﾞ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｶﾝｷｮｳ ｱﾚﾙｷﾞｰ ﾄ ﾀﾀｶｳ ﾋﾄﾋﾞﾄ 

責任個人ﾖﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ｲｻｵ 

価格 ¥20000 

発行者ﾖﾐ ﾋﾞｯｸﾘﾊﾞﾝ 

演奏時間 115 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ある日突然、発症する科学物質過敏症。発症すると、芳香剤、合成洗剤などの

科学物質で頭痛や呼吸困難などを引き起こす。水も飲めなくなった女性を救った

のは、無肥料無農薬の林檎だった。科学物質過敏症と闘う人々の姿を追う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


ゆかいなくるま大集合! 

ワイワイ乗り物 DVD 

コアラブックス(発行) [2002.10] 200210 

カーリルを開く (外部サイト)    

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /50/ﾕｶｲ/  020155495 DVD 

詳細情報 

ＩＳＢＮ 4-87693-779-6 

タイトルﾖﾐ ﾕｶｲ ﾅ ｸﾙﾏ ﾀﾞｲｼｭｳｺﾞｳ 

叢書名ﾖﾐ ﾜｲﾜｲ ﾉﾘﾓﾉ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ 

価格 ¥5600 

発行者ﾖﾐ ｺｱﾗﾌﾞｯｸｽ 

演奏時間 50 分 

大きさ 12 

数量 1 

一般注記 記録層:片面・1 層 

一般注記 箱入り 

一般件名 自動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=4876937796
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=4876937796


リトルモンスター 1 

コアラブックス [2007.2] 200702 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /773/ﾘﾄﾙ/1 020155503 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾘﾄﾙ ﾓﾝｽﾀｰ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Little monsters 

価格 ¥3600 

発行者ﾖﾐ ｺｱﾗﾌﾞｯｸｽ 

演奏時間 33 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

お調子者、キマジメさん、わんぱく、くいしんぼう、遅刻魔、汚し魔、知ったかぶり

…。大人たちを悩ます暴れん坊、だけど憎めない。そんな魅力溢れるキャラクター

たちが大暴れ! 「ゴリラのペルミット」など 7 話収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北アルプス ドローン大縦走 

剱・立山 NHK DVD 

2019.3 201903 

西田 省三∥出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /29/ｷﾀｱ/  020155719 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ ﾄﾞﾛｰﾝ ﾀﾞｲｼﾞｭｳｿｳ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾂﾙｷﾞ ﾀﾃﾔﾏ 

責任個人ﾖﾐ ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 

叢書名ﾖﾐ ｴﾇｴｲﾁｹｰ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ 

価格 ¥8500 

演奏時間 73 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ドローンカメラが山から山を大縦走、第 2 弾。北アルプスの北部に位置する立山と

剱岳。アルプス最大規模の湿原が広がる弥陀ケ原から称名滝を経て、大日岳を越

え、この一帯の登山拠点室堂平へ至る登山家憧れのルートを撮影。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


TOKYO 1964 Vol.1 

東京オリンピック開催に向かって 

ケー・シー・ワークス [2018.10] 201810 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ﾄｳｷ/1 020155586 DVD 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾄｳｷｮｳ ｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾛｸｼﾞｭｳﾖﾝ 

ﾀｲﾄﾙ原綴 TOKYO 1964 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾄｳｷｮｳ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ｶｲｻｲ ﾆ ﾑｶｯﾃ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ｹｰｼｰﾜｰｸｽ 

演奏時間 129 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注

記 
一部字幕なし 

収録内容 

1964 年の東京オリンピック開催をキーワードに、様々な切り口で製作されたドキュ

メンタリー映画集。東京オリンピックは日本に日本人に何をもたらしたのか。Vol.1

は「新東京の顔」「銀座八丁」など 6 編を収録。 

 

 


