
この世界の片隅に 

バンダイビジュアル [2018.5] 201805 

片渕 須直∥監督 脚本 こうの 史代∥原作 のん∥声 細谷 佳正∥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/ｺﾉｾ/  020152716 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｺﾉ ｾｶｲ ﾉ ｶﾀｽﾐ ﾆ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾀﾌﾞﾁ ｽﾅｵ 

責任個人ﾖﾐ ｺｳﾉ ﾌﾐﾖ 

責任個人ﾖﾐ ﾉﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾎｿﾔ ﾖｼﾏｻ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:この世界の片隅に 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭｱﾙ 

演奏時間 129 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 聴覚障害者対応日本語字幕 

収録内容 

1944 年 2 月。18 歳のすずは、軍港の街・呉へとお嫁に行く。配給物資がだ

んだん減る中でも、すずは工夫を凝らして毎日のくらしを積み重ねていく。

1945 年 3 月、呉は空を埋め尽くすほどの艦載機による空襲にさらされる。 

内容ﾖﾐ 

1944 ﾈﾝ 2 ﾂｷ｡18 ﾄﾞｼ ﾉｽｽﾞﾊ､ｸﾞﾝｺｳ ﾉ ﾏﾁ･ｺﾞ ﾍ ﾄｵ ﾖﾒ ﾆ ｲｸ｡ﾊｲｷｭｳ ﾌﾞ

ｯｼ ｶﾞ ﾀﾞﾝﾀﾞﾝ ﾍ ﾙ ﾅｶﾃﾞﾓ､ｽｽﾞﾊ ｸﾌｳｦ ｺﾗ ｼﾃ ﾏｲﾆﾁ ﾉ ｸﾗ ｼｦ ﾂﾐｶｻﾈ ﾃ

ｲｸ｡1945 ﾈﾝ 3 ﾂｷ､ｺﾞ ﾊ ｿﾗｦ ｳﾒ ﾂｸ ｽ ﾎﾄﾞ ﾉ ｶﾝｻｲｷ ﾆ ﾖ ﾙ ｸｳｼｭｳ ﾆ 

ｻﾗｻﾚ ﾙ｡ 

 

 

 

 

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


からすのパンやさん どろぼうがっこう 

TOEI V KIDS SERIES 

東映ビデオ [2007.6] 200706 

かこ さとし∥原作 

 

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/ｶﾗｽ/  020153003 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイト

ルﾖﾐ 
ｶﾗｽ ﾉ ﾊﾟﾝﾔｻﾝ ﾄﾞﾛﾎﾞｳ ｶﾞｯｺｳ 

責任

個人ﾖ

ﾐ 

ｶｺ ｻﾄｼ 

叢書

名ﾖﾐ 
ﾄｳｴｲ ｳﾞｲ ｷｯｽﾞ ｼﾘｰｽﾞ 

価格 ¥5000 

発行

者ﾖﾐ 
ﾄｳｴｲﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏

時間 
40 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録

内容 

からすのパン屋さんは、おもしろくてすてきなパンをどっさり焼いてきました。そのパンは

町中の子どもに大評判で、パン屋さんの店の前は大騒ぎ…。「からすのパンやさん」「ど

ろぼうがっこう」の 2 話収録。 

 

 

 

 

 

 

 

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


怪盗グルーの月泥棒 

ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント [2011.4] 201104 

ﾋﾟｴｰﾙ･ｺﾌｨﾝ∥監督 ｸﾘｽ･ﾙﾉｰ∥監督 ｽﾃｨｰｳﾞ･ｶﾚﾙ∥声の出演 ｴﾙｼｰ･ﾌｨｯｼｬｰ∥ほか声の出演 

 

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/ｶｲﾄ/  020153029 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｲﾄｳ ｸﾞﾙｰ ﾉ ﾂｷﾄﾞﾛﾎﾞｳ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Despicable me 

責任個人ﾖﾐ ｺﾌｨﾝ ﾋﾟｴｰﾙ 

責任表原綴 Coffin Pierre 

責任個人ﾖﾐ ﾙﾉｰ ｸﾘｽ 

責任表原綴 Renaud Chris 

責任個人ﾖﾐ ｶﾚﾙ ｽﾃｨｰｳﾞ 

責任表原綴 Carell Steve 

責任個人ﾖﾐ ﾌｨｯｼｬｰ ｴﾙｼｰ 

責任表原綴 Fisher Elsie 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｼﾞｪﾈｵﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

演奏時間 95 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

グルーと、バナナでできた仲間のミニオンたちは「月を盗む」という壮大な計

画を企てるが、必要な光線銃をライバルのベクターに盗まれる。グルーは、

ベクター家に出入りしている養護施設の三姉妹を、利用するため引き取る

が…。 

 

 

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


怪盗グルーのミニオン大脱走 

NBC ユニバーサル・エンターテイメント [2018.3] 201803 

ﾋﾟｴｰﾙ･ｺﾌｨﾝ∥監督 ｶｲﾙ･ﾊﾞﾙﾀﾞ∥監督 ｽﾃｨｰｳﾞ･ｶﾚﾙ∥声 ﾄﾚｲ･ﾊﾟｰｶｰ∥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 /773/ｶｲﾄ/  020153037 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｲﾄｳ ｸﾞﾙｰ ﾉ ﾐﾆｵﾝ ﾀﾞｲﾀﾞｯｿｳ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Despicable me.3 

責任個人ﾖﾐ ｺﾌｨﾝ ﾋﾟｴｰﾙ 

責任表原綴 Coffin Pierre 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾙﾀﾞ ｶｲﾙ 

責任表原綴 Balda Kyle 

責任個人ﾖﾐ ｶﾚﾙ ｽﾃｨｰｳﾞ 

責任表原綴 Carell Steve 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾟｰｶｰ ﾄﾚｲ 

責任表原綴 Parker Trey 

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 90 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 聴覚障がい者対応 

収録内容 

悪党バルタザールを逃がし、反悪党同盟をクビになってしまったグルー

は、双子の兄ドルーの存在を知り、会いに行くことに。しかしそこにいた

のは、快活で豊かなブロンドと巨万の富を持つ、グルーと正反対の人

物だった! 

 

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


ミニオンズ 

NBC ユニバーサル・エンターテイメント [2016.2] 201602 

ｶｲﾙ･ﾊﾞﾙﾀﾞ∥監督 ﾋﾟｴｰﾙ･ｺﾌｨﾝ∥監督 ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾌﾞﾛｯｸ∥声の出演 ｼﾞｮﾝ･ﾊﾑ∥ほか声の出演 

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/ﾐﾆｵ/  020153201 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾐﾆｵﾝｽﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Minions 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾙﾀﾞ ｶｲﾙ 

責任表原綴 Balda Kyle 

責任個人ﾖﾐ ｺﾌｨﾝ ﾋﾟｴｰﾙ 

責任表原綴 Coffin Pierre 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾞﾛｯｸ ｻﾝﾄﾞﾗ 

責任表原綴 Bullock Sandra 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾑ ｼﾞｮﾝ 

責任表原綴 Hamm Jon 

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 91 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

黄色い謎の生物ミニオンの生きがいは、その時代の最強で最悪なボスの仲

間になること。しかし、ボスたちの命は長続きしない。ミニオンたちの滅亡の

危機が迫る 1968 年、3 人のミニオンが仲間たちを救うべく立ち上がった。 

 

 

 

 

 

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


光 

キノフィルムズ 木下グループ [2018.2] 201802 

河瀬 直美∥監督 脚本 永瀬 正敏∥出演 水崎 綾女∥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/ﾋｶﾘ/  020152955 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾋｶﾘ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾜｾ ﾅｵﾐ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾄｼ 

責任個人ﾖﾐ ﾐｻｷ ｱﾔﾒ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｷﾉﾌｨﾙﾑｽﾞ 

発行者ﾖﾐ ｷﾉｼﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ 

演奏時間 101 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 バリアフリー用日本語字幕 

収録内容 

単調な日々を送っていた美佐子は、弱視のカメラマン・雅哉と出逢う。命

よりも大事なカメラを前にしながら、次第に視力を奪われてゆく雅哉。彼の

葛藤を見つめるうちに、美佐子の中の何かが変わり始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


蜩ノ記 

東宝 [2016.5] 201605 

小泉 堯史∥監督 葉室 麟∥原作 役所 広司∥出演 岡田 准一∥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/ﾋｸﾞﾗ/  020152963 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾋｸﾞﾗｼ ﾉ ｷ 

責任個人ﾖﾐ ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾑﾛ ﾘﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾔｸｼｮ ｺｳｼﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:蜩ノ記 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾄｳﾎｳ 

演奏時間 129 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

事件を起こした罪で 10年後に切腹すること、それまでに「家譜」の完成を

命じられた戸田秋谷。彼の監視のため、秋谷と生活を共にし始めた檀野

庄三郎は、秋谷の揺るぎない姿に感銘を受け、彼を救うべく事件の真相

を探り始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ナミヤ雑貨店の奇蹟 

KADOKAWA ハピネット [2018.4] 201804 

廣木 隆一∥監督 東野 圭吾∥原作 山田 涼介∥出演 西田 敏行∥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/ﾅﾐﾔ/  020152989 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾅﾐﾔ ｻﾞｯｶﾃﾝ ﾉ ｷｾｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾛｷ ﾘｭｳｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 

責任個人ﾖﾐ ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:ナミヤ雑貨店の奇蹟 

価格 ¥12000 

発行者ﾖﾐ ｶﾄﾞｶﾜ 

発行者ﾖﾐ ﾊﾋﾟﾈｯﾄ 

演奏時間 129 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 日本語ガイド字幕 

収録内容 

幼馴染の敦也たち 3 人は、廃屋に忍び込む。そこはかつて悩み相談

を受けることで知られていた「ナミヤ雑貨店」だった。廃業して誰もいな

い店内に、突然シャッターの郵便口から、32 年前に書かれた悩み相

談の手紙が落ちてくる。 

 

 

 

 

 

 

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


ちょっと今から仕事やめてくる 

KADOKAWA [2018.3] 201803 

成島 出∥監督 北川 恵海∥原作 福士 蒼汰∥出演 工藤 阿須加∥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/ﾁﾖﾂ/  020152997 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾁｮｯﾄ ｲﾏ ｶﾗ ｼｺﾞﾄ ﾔﾒﾃ ｸﾙ 

責任個人ﾖﾐ ﾅﾙｼﾏ ｲｽﾞﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾀｶﾞﾜ ｴﾐ 

責任個人ﾖﾐ ﾌｸｼ ｿｳﾀ 

責任個人ﾖﾐ ｸﾄﾞｳ ｱｽｶ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:ちょっと今から仕事やめてくる 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｶﾄﾞｶﾜ 

演奏時間 114 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ブラック企業で働く青山は疲労のあまり電車に跳ねられそうなる。青山を

救ったのは幼馴染のヤマモトと名乗る男。青山に彼の記憶は無かった

が、彼のおかげで明るさを取り戻す。だがヤマモトが 3 年前に自殺してい

たことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ブラック・レイン 

PARAMOUNT COLLECTION 

パラマウントホームエンタテインメントジャパン [2006.11] 200611 

ﾘﾄﾞﾘｰ･ｽｺｯﾄ∥監督 ﾏｲｹﾙ･ﾀﾞｸﾞﾗｽ∥出演 ｱﾝﾃﾞｨ･ｶﾞﾙｼｱ∥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/ﾌﾞﾗﾂ/  020153243 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｲﾝ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Black rain 

責任個人ﾖﾐ ｽｺｯﾄ ﾘﾄﾞﾘｰ 

責任表原綴 Scott Ridley 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾞｸﾞﾗｽ ﾏｲｹﾙ 

責任表原綴 Douglas Michael 

責任個人ﾖﾐ ｶﾞﾙｼｱ ｱﾝﾃﾞｨ 

責任表原綴 Garcia Andy 

叢書名ﾖﾐ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾎｰﾑｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 125 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

入魂のアクション・サスペンス巨編が最強になって蘇る! 日米大スターの

夢の競演と、大阪でのロケが話題になった。松田優作の鬼気迫る演技が

見逃せない! 「世界初公開の映像特典」「新録音初収録の日本語吹替」を

一挙収録。 

 

 

 

 

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


サタデー・ナイト・フィーバー 

パラマウントホームエンタテインメントジャパン [2004.2] 200402 

JOHN BADHAM∥監督 ｼﾞｮﾝ･ﾄﾗﾎﾞﾙﾀ∥出演 KAREN GORNEY∥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/ｻﾀﾃﾞ/  020153268 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｻﾀﾃﾞｰ ﾅｲﾄ ﾌｨｰﾊﾞｰ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Saturday night fever 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾀﾞﾑ ｼﾞｮﾝ 

責任表原綴 Badham John 

責任個人ﾖﾐ ﾄﾗﾎﾞﾙﾀ ｼﾞｮﾝ 

責任表原綴 Travolta John 

責任個人ﾖﾐ ｺﾞｰﾆｰ K. 

責任表原綴 Gorney Karen 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾎｰﾑｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 119 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


白鯨との闘い 

ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント [2016.5] 201605 

ﾛﾝ･ﾊﾜｰﾄﾞ∥監督 製作 ﾅｻﾆｴﾙ･ﾌｨﾙﾌﾞﾘｯｸ∥原作 ｸﾘｽ･ﾍﾑｽﾞﾜｰｽ∥出演 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ｳｫｰｶｰ∥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/ﾊｸｹﾞ/  020153094 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊｸｹﾞｲ ﾄﾉ ﾀﾀｶｲ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:In the heart of the sea 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾜｰﾄﾞ ﾛﾝ 

責任表原綴 Howard Ron 

責任個人ﾖﾐ ﾌｨﾙﾌﾞﾘｯｸ ﾅｻﾆｴﾙ 

責任表原綴 Philbrick Nathaniel 

責任個人ﾖﾐ ﾍﾑｽﾞﾜｰｽ ｸﾘｽ 

責任表原綴 Hemsworth Chris 

責任個人ﾖﾐ ｳｫｰｶｰ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ 

責任表原綴 Walker Benjamin 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:In the heart of the sea 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

演奏時間 122 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 English SDH 

収録内容 

1820 年の冬、復讐心をみなぎらせた巨大な一頭の鯨が捕鯨船エセック

ス号を襲う。伝説の白鯨との死闘後、生き残りをかけた極限状態を描く

サバイバル・アクション。名著「白鯨」の隠され続けてきた衝撃の実話を

映画化。 

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


ガス燈 

ワーナー・ホーム・ビ

デオ [2016.10] 201610 

 

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/ｶﾞｽﾄ/  020153136 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイト

ルﾖﾐ 
ｶﾞｽﾄｳ 

原ﾀｲﾄ

ﾙ 
原タイトル:Gaslight 

価格 ¥16000 

発行

者ﾖﾐ 
ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏

時間 
114 分,84 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕

機能

注記 

全 8 カ国語字幕 

収録

内容 

霧のロンドンの怪しげな雰囲気が次第に追いつめられていく若妻の恐怖心をあおるサ

スペンス映画。イングリッド・バーグマンがアカデミー賞主演女優賞を受賞した 1944 年

版と、そのオリジナル版である 1940 年版を収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 



クリスマス・キャロル 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｴﾄﾞｳｨﾝ･L.ﾏﾘﾝ∥監督 ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾃﾞｨｹﾝｽﾞ∥原作 ﾚｼﾞﾅﾙﾄﾞ･ｵｰｳｪﾝ∥出演 ｼﾞｰﾝ･ﾛｯｸﾊｰﾄ∥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/ｸﾘｽ/  020153128 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｸﾘｽﾏｽ ｷｬﾛﾙ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:A Christmas carol 

責任個人ﾖﾐ ﾏﾘﾝ ｴﾄﾞｳｨﾝ L. 

責任表原綴 Marin Edwin L. 

責任個人ﾖﾐ ﾃﾞｨｹﾝｽﾞ ﾁｬｰﾙｽﾞ 

責任表原綴 Dickens Charles 

責任個人ﾖﾐ ｵｰｳｪﾝ ﾚｼﾞﾅﾙﾄﾞ 

責任表原綴 Owen Reginald 

責任個人ﾖﾐ ﾛｯｸﾊｰﾄ ｼﾞｰﾝ 

責任表原綴 Lockhart Gene 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 69 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

クリスマス、4 人のゴーストがロンドンの街に舞い降りた。そこで起きる、

たったひとつの奇跡とは…。セット、スター、ストーリー、全てが完璧な調

和で混ざり合った傑作。このクリスマス、あなたの家にも奇跡が起こる。 

 

 

 

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


ブルース・ブラザース 

ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン [2006.2] 200602 

ｼﾞｮﾝ･ﾗﾝﾃﾞｨｽ∥監督 脚本 ｼﾞｮﾝ･ﾍﾞﾙｰｼ∥出演 ﾀﾞﾝ･ｴｲｸﾛｲﾄﾞ∥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/ﾌﾞﾙｽ/  020153292 ＤＶＤ 

 

タイトルﾖﾐ ﾌﾞﾙｰｽ ﾌﾞﾗｻﾞｰｽ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The Blues Brothers 

責任個人ﾖﾐ ﾗﾝﾃﾞｨｽ ｼﾞｮﾝ 

責任表原綴 Landis John 

責任個人ﾖﾐ ﾍﾞﾙｰｼ ｼﾞｮﾝ 

責任表原綴 Belushi John 

責任個人ﾖﾐ ｱｲｸﾛｲﾄﾞ ﾀﾞﾝ 

責任表原綴 Aykroyd Dan 

価格 ¥8000 

発行者ﾖﾐ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 148 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 全 7 カ国語字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


チリ 33 人 

希望の軌跡 

ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント [2016.8] 201608 

ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾘｹﾞﾝ∥監督 ｱﾝﾄﾆｵ･ﾊﾞﾝﾃﾞﾗｽ∥出演 ﾛﾄﾞﾘｺﾞ･ｻﾝﾄﾛ∥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/ﾁﾘｻ/  020153102 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾁﾘ ｻﾝｼﾞｭｳｻﾝﾆﾝ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｷﾎﾞｳ ﾉ ｷｾｷ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The 33 

責任個人ﾖﾐ ﾘｹﾞﾝ ﾊﾟﾄﾘｼｱ 

責任表原綴 Riggen Patricia 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾝﾃﾞﾗｽ ｱﾝﾄﾆｵ 

責任表原綴 Banderas Antonio 

責任個人ﾖﾐ ｻﾝﾄﾛ ﾛﾄﾞﾘｺﾞ 

責任表原綴 Santoro Rodrigo 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

演奏時間 127 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 English SDH 

収録内容 

2010 年、チリで 33 人の作業員が鉱山の落盤により地中深くに取り残

された。それから 69 日もの間、彼らを救うべく昼夜を問わず奔走する

救出チームがいた。一刻を争う状況の中、不屈の精神、信念、そして

魂の勝利を描く。 

 

 

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


リトルプリンス 

星の王子さまと私 

ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント [2016.3] 201603 

ﾏｰｸ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ∥監督 ﾏｯｹﾝｼﾞｰ･ﾌｫｲ∥声の出演 ﾚｲﾁｪﾙ･ﾏｸｱﾀﾞﾑｽ∥ほか声の出演 

 

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/ﾘﾄﾙ/  020153086 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾘﾄﾙ ﾌﾟﾘﾝｽ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾎｼ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ ﾄ ﾜﾀｸｼ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The little prince 

責任個人ﾖﾐ ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ ﾏｰｸ 

責任表原綴 Osborne Mark 

責任個人ﾖﾐ ﾌｫｲ ﾏｯｹﾝｼﾞｰ 

責任表原綴 Foy Mackenzie 

責任個人ﾖﾐ ﾏｸｱﾀﾞﾑｽ ﾚｲﾁｪﾙ 

責任表原綴 McAdams Rachel 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:Le petit prince 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

演奏時間 107 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

9 歳の女の子は、引っ越した家の隣に住む奇妙な老人から、昔、不時着

した砂漠で出会った不思議な男の子の思い出を聞く。老人が病に倒れ

ると、女の子は老人が会いたがっていた王子さまを探しに、オンボロ飛

行機に乗って旅立つ。 

 

 

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


サイコ 

THE ALFRED HITCHCOCK COLLECTION 

ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン [2005.7] 200507 

ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ﾋｯﾁｺｯｸ∥製作 監督 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾛｯｸ∥原作 ｱﾝｿﾆｰ･ﾊﾟｰｷﾝｽ∥出演 ｼﾞｬﾈｯﾄ･ﾘｰ∥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/ｻｲｺ/  020153284 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｻｲｺ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Psycho 

責任個人ﾖﾐ ﾋｯﾁｺｯｸ ｱﾙﾌﾚﾄﾞ･ｼﾞｮｰｾﾞﾌ 

責任表原綴 Hitchcock Alfred Joseph 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾞﾛｯｸ ﾛﾊﾞｰﾄ 

責任表原綴 Bloch Robert 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾟｰｷﾝｽ ｱﾝｿﾆｰ 

責任表原綴 Perkins Anthony 

責任個人ﾖﾐ ﾘｰ ｼﾞｬﾈｯﾄ 

責任表原綴 Leigh Janet 

叢書名ﾖﾐ ｼﾞ ｱﾙﾌﾚﾄﾞ ﾋｯﾁｺｯｸ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥8000 

発行者ﾖﾐ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 108 分 

大きさ 12 

収録内容 

会社の経費 4 万ドルを横領したマリオン。彼女は一夜の宿に選んだベイ

ツ・モーテルの管理人のノーマンと語り合ううちに自らの過ちに気づき、自

室に戻ってシャワーを浴びようとする。だがそこに、突如ナイフを持った人

影が…。 

 

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


怪獣を呼ぶ男 

私が初めて創ったドラマ NHK DVD 

2017.9 201709 

安藤 大佑∥作 演出 星野 源∥出演 長澤 奈央∥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/ｶｲｼﾞ/  020152872 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｲｼﾞｭｳ ｵ ﾖﾌﾞ ｵﾄｺ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾜﾀｸｼ ｶﾞ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾂｸｯﾀ ﾄﾞﾗﾏ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 

責任個人ﾖﾐ ﾎｼﾉ ｹﾞﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾞｻﾜ ﾅｵ 

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 24 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

佐賀のフィルムコミッションの職員・副島広太は、映画制作会社に勤め

る七絵に、怪獣映画の撮影を持ちかけられる。撮影場所探しに奔走す

るも、選ばれたのは広太が逃げ出した故郷の港町だった。地域密着型

エンターテインメント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


JR 東日本外房線運転席展望 

安房鴨川→千葉 AnEC RAILWAY 

アネック [2017.11] 201711 

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 /60/ｼﾞｴｲ/  020152948 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｼﾞｪｰｱｰﾙ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ｿﾄﾎﾞｳｾﾝ ｳﾝﾃﾝｾｷ ﾃﾝﾎﾞｳ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｱﾜｶﾓｶﾞﾜ ﾁﾊﾞ 

叢書名ﾖﾐ ｱﾈｯｸ ﾚｲﾙｳｪｲ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ｱﾈｯｸ 

演奏時間 120 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

外房線は、千葉県千葉市の千葉駅から房総半島の太平洋側を経由し、

千葉県鴨川市の安房鴨川駅までを結ぶ JR 東日本の鉄道路線。209 系

で走る安房鴨川駅から千葉駅まで各駅停車の前方展望映像を収録。 

内容ﾖﾐ 

ｿﾄﾎﾞｳ ｾﾝ ﾊ､ﾁﾊﾞｹﾝ ﾁﾊﾞｼ ﾉ ﾁﾊﾞ ｴｷ ｶﾗ ﾎﾞｳｿｳﾊﾝﾄｳ ﾉ ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾊﾀｦ 

ｹｲﾕ ｼ､ﾁﾊﾞｹﾝ ｶﾓｶﾞﾜｼ ﾉ ｱﾜ ｶﾓｶﾞﾜ ｴｷ ﾏﾃﾞｦ ﾕ ﾌﾞ JR ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ﾉ ﾃ

ﾂﾄﾞｳ ﾛｾﾝ｡209 ｹｲ ﾃﾞ ﾊｼ ﾙ ｱﾜ ｶﾓｶﾞﾜ ｴｷ ｶﾗ ﾁﾊﾞ ｴｷ ﾏﾃﾞ ｶｸｴｷﾃｲ

ｼｬ ﾉ ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾃﾝﾎﾞｳ ｴｲｿﾞｳｦ ｼｭｳﾛｸ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


あの日の写真館 [14] 

生活感あふれる懐かしい風景などが、今、ここに蘇る! 明治 大正 昭和 千葉県 

ネット TV・KAISOU(製作) [2018.1] 201801 

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 /21/ｱﾉﾋ/14 020152930 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱﾉ ﾋ ﾉ ｼｬｼﾝｶﾝ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｾｲｶﾂｶﾝ ｱﾌﾚﾙ ﾅﾂｶｼｲ ﾌｳｹｲ ﾅﾄﾞ ｶﾞ ｲﾏ ｺｺ ﾆ ﾖﾐｶﾞｴﾙ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾒｲｼﾞ ﾀｲｼｮｳ ｼｮｳﾜ 

価格 ¥5537 

発行者ﾖﾐ ﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞｶｲｿｳ 

演奏時間 20 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

生活感あふれる懐かしい風景が蘇る! 千葉県の大正時代から昭和 15 年頃

までの風景などの画像を、音楽にのせて紹介する。「昭和の生活道具」「服

装の移り変わり」も収録。 

内容ﾖﾐ 

ｾｲｶﾂｶﾝ ｱﾌﾚ ﾙ ﾅﾂｶｼ ｲ ﾌｳｹｲ ｶﾞ ﾖﾐｶﾞｴ ﾙ!ﾁﾊﾞｹﾝ ﾉ ﾀｲｼｮｳｼﾞﾀﾞｲ ｶﾗ ｼｮ

ｳﾜ 15 ﾈﾝｺﾞﾛ ﾏﾃﾞ ﾉ ﾌｳｹｲ ﾅﾄﾞ ﾉ ｶﾞｿﾞｳｦ､ｵﾝｶﾞｸ ﾆ ﾉｾ ﾃ ｼｮｳｶｲ ｽﾙ｡｢ｼｮ

ｳﾜ ﾉ ｾｲｶﾂ ﾄﾞｳｸﾞ｣｢ﾌｸｿｳ ﾉ ｳﾂﾘｶﾜﾘ｣ﾓ ｼｭｳﾛｸ｡ 

 


