
リフティングの極意!! 

目指せ 10 回!! 

[2009.6] 200906 

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 /78/ﾘﾌﾃ/  020097317 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ﾉ ｺﾞｸｲ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾒｻﾞｾ ｼﾞｯｶｲ 

価格 ¥1886 

演奏時間 40 分 

数量 1 

収録内容 

ボールタッチの極意はリフティング。リフトアップ、ネットキック、キッ

ク&キャッチ、マル秘テクニックなどを解説。福岡を中心に活動するフリ

ースタイルフットボールチーム「9Coeur6」のパフォーマンスも収録。 

内容ﾖﾐ 

ﾎﾞｰﾙ ﾀｯﾁ ﾉ ｺﾞｸｲ ﾊ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ｡ﾘﾌﾄ ｱｯﾌﾟ､ﾈｯﾄ ｷｯｸ､ｷｯｸ&ｷｬｯﾁ､ﾏﾙﾋ ﾃｸﾆｯｸ ﾅ

ﾄﾞｦ ｶｲｾﾂ｡ﾌｸｵｶｦ ﾁｭｳｼﾝ ﾆ ｶﾂﾄﾞｳ ｽﾙ ﾌﾘｰ ｽﾀｲﾙ ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ﾁｰﾑ｢9 Coeur 6｣ﾉ 

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ﾓ ｼｭｳﾛｸ｡ 

一般件名 サッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめませんか?キャッチボール。 

[2009.6] 200906 

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 /78/ﾊｼﾞﾒ/  020097325 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊｼﾞﾒﾏｾﾝｶ ｷｬｯﾁ ﾎﾞｰﾙ 

価格 ¥1886 

演奏時間 31 分 

数量 1 

収録内容 

初心者でも簡単に正しいキャッチボールが出来るようになる! ボールの握り方

から実際のキャッチボールまでのポイントを基礎から応用までチェック。子ど

もへの指導を分かりやすく説明する。 

内容ﾖﾐ 

ｼｮｼﾝｼｬ ﾃﾞﾓ ｶﾝﾀﾝ ﾆ ﾀﾀﾞｼ ｲ ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ ｶﾞ ﾃﾞｷ ﾙ ﾖｳﾆ ﾅﾙ!ﾎﾞｰﾙ ﾉ ﾆｷﾞﾘ ﾎｳ ｶﾗ ｼﾞ

ｯｻｲ ﾉ ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ ﾏﾃﾞ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄｦ ｷｿ ｶﾗ ｵｳﾖｳ ﾏﾃﾞ ﾁｪｯｸ｡ｺﾄﾞﾓ ﾍﾉ ｼﾄﾞｳｦ ﾜｶﾘﾔｽ ｸ 

ｾﾂﾒｲ ｽﾙ｡ 

一般件名 野球 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生れてはみたけれど 

大人の見る繪本 SHOCHIKU DVD SUPER SELECT 

松竹株式会社映像商品部 [2008.10] 200810 

小津 安二郎∥監督 ｾﾞｪｰﾑｽ槇∥原作 斎藤 達雄∥出演 吉川 満子∥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/ｳﾏﾚ/  020097341 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳﾏﾚﾃ ﾜ ﾐﾀｹﾚﾄﾞ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｵﾄﾅ ﾉ ﾐﾙ ｴﾎﾝ 

責任個人ﾖﾐ ｵｽﾞ ﾔｽｼﾞﾛｳ 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｪｰﾑｽ ﾏｷ 

責任個人ﾖﾐ ｻｲﾄｳ ﾀﾂｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾖｼｶﾜ ﾐﾂｺ 

叢書名ﾖﾐ ｼｮｳﾁｸ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ ｽｰﾊﾟｰ ｾﾚｸﾄ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｼｮｳﾁｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｴｲｿﾞｳｼｮｳﾋﾝﾌﾞ 

演奏時間 91 分 

数量 1 

収録内容 

東京郊外の新興住宅地に引越してきた小学生の兄弟が、策略を使って近所

の子どもたちのガキ大将になる。兄弟は金持の家の子も子分のように従え

て得意になるが…。小津安二郎監督の名声を決定付けた、戦前無声映画時

代の代表作。 

内容ﾖﾐ 

ﾄｳｷｮｳ ｺｳｶﾞｲ ﾉ ｼﾝｺｳ ｼﾞｭｳﾀｸﾁ ﾆ ﾋｯｺｼ ｼﾃ ｷﾀ ｼｮｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ｹｲﾃｲ ｶﾞ､ｻｸﾘｬｸｦ 

ﾂｶｯﾃ ｷﾝｼﾞｮ ﾉ ｺﾄﾞﾓ ﾀﾁ ﾉ ｶﾞ ｷ ﾀｲｼｮｳ ﾆﾅﾙ｡ｹｲﾃｲ ﾊ ｺﾝ ﾓ ﾉ ﾔ ﾉ ﾈ ﾓ ｺﾌﾞﾝ 

ﾉ ﾖｳﾆ ｼﾀｶﾞｴ ﾃ ﾄｸｲ ﾆﾅﾙ ｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ｼｮｳ ﾂ ﾔｽｼ ｼﾞﾛｳ ｶﾝﾄｸ ﾉ ﾒｲｾｲｦ ｹｯﾃｲ ﾂﾞ

ｹ ﾀ､ｾﾝｾﾞﾝ ﾑｾｲ ｴｲｶﾞ ｼﾞﾀﾞｲ ﾉ ﾀﾞｲﾋｮｳｻｸ｡ 

 

 

 

 

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


アゲイン 

28 年目の甲子園 

東映ビデオ [2016.1] 201601 

大森 寿美男∥監督 脚本 重松 清∥原作 中井 貴一∥主演 波瑠∥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/ｱｹﾞｲ/  020097374 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱｹﾞｲﾝ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾆｼﾞｭｳﾊﾁﾈﾝﾒ ﾉ ｺｳｼｴﾝ 

責任個人ﾖﾐ ｵｵﾓﾘ ｽﾐｵ 

責任個人ﾖﾐ ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶｲ ｷｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾙ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:アゲイン 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾄｳｴｲﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 120 分 

数量 1 

収録内容 

元高校球児が再び甲子園を目指す<マスターズ甲子園>。この実在の大

会を舞台に、再び夢を追う不器用な父親たちを綴った夢と人生の物語。

28 年間しまいこまれた一つの真実とは? 「あの夏」を越えて今、夢の

続きが始まる。 

内容ﾖﾐ 

ﾓﾄﾀﾞｶ ｺｳ ﾀﾏ ﾆ ｶﾞ ﾌﾀﾀﾋﾞ ｺｳｼｴﾝｦ ﾒｻﾞ ｽ<ﾏｽﾀｰ ｽﾞ ｺｳｼｴﾝ>｡ｺﾉ ｼﾞﾂｻﾞｲ ﾉ 

ﾀｲｶｲｦ ﾌﾞﾀｲ ﾆ､ﾌﾀﾀﾋﾞ ﾕﾒｦ ｵｳ ﾌﾞｷﾖｳ ﾅ ﾁﾁｵﾔ ﾀﾁｦ ﾃﾂｯﾀ ﾕﾒ ﾄ ｼﾞﾝｾｲ ﾉ ﾓ

ﾉｶﾞﾀﾘ｡28 ﾈﾝｶﾝ ｼﾏ ｲｺ ﾏﾚ ﾀ ﾋﾄﾂ ﾉ ｼﾝｼﾞﾂ ﾄﾊ?｢ｱﾉ ﾅﾂ｣ｦ ｺﾞｴ ﾃ ｺﾝ､ﾕﾒ ﾉ 

ﾂﾂﾞｷ ｶﾞ ﾊｼﾞﾏ 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


ミッション 

アネック [2015.4] 201504 

ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾌｨ∥監督 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾃﾞ･ﾆｰﾛ∥出演 ｼﾞｪﾚﾐｰ･ｱｲｱﾝｽﾞ∥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/ﾐﾂｼ/  020097309 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾐｯｼｮﾝ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The mission 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｮﾌｨ ﾛｰﾗﾝﾄﾞ 

責任表原綴 Joffe Roland 

責任個人ﾖﾐ ﾃﾞ･ﾆｰﾛ ﾛﾊﾞｰﾄ 

責任表原綴 De Niro Robert 

責任個人ﾖﾐ ｱｲｱﾝｽﾞ ｼﾞｪﾚﾐｰ 

責任表原綴 Irons Jeremy 

価格 ¥12000 

発行者ﾖﾐ ｱﾈｯｸ 

演奏時間 125 分 

数量 1 

収録内容 

18 世紀中頃の南米。ヨーロッパ人による奴隷政策が進む中、イエズス会は

原住民への布教活動に励んでいた。ある時、ガブリエル神父が命がけで開

いたミッションに、弟殺しの罪を負った奴隷商人のメンドーサがやってく

る。 

内容ﾖﾐ 

18 ｾｲｷ ﾅｶｺﾞﾛ ﾉ ﾅﾝﾍﾞｲ｡ﾖｰﾛｯﾊﾟ ﾋﾞﾄ ﾆ ﾖ ﾙ ﾄﾞﾚｲ ｾｲｻｸ ｶﾞ ｽｽﾑ ﾅｶ､ｲｴｽﾞｽ ｶ

ｲ ﾊ ｹﾞﾝｼﾞｭｳﾐﾝ ﾍﾉ ﾌｷｮｳ ｶﾂﾄﾞｳ ﾆ ﾚｲ ﾝﾃﾞ ｲﾀ｡ｱﾙﾄｷ､ｶﾞ ﾌﾞﾘ ｴﾙ ｼﾝﾌﾟ ｶﾞ ｲﾉﾁ

ｶﾞｹ ﾃﾞ ｱｲﾀ ﾐｯｼｮﾝ ﾆ､ﾃｲ ｺﾞﾛｼ ﾉ ﾂﾐｦ ﾌｯﾀ ﾄﾞﾚｲ ｼｮｳﾆﾝ ﾉﾒﾝﾄﾞｰｻ ｶﾞ ﾔｯﾃ ｸﾙ｡ 

 

 

 

 

 

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


イミテーション・ゲーム  エニグマと天才数学者の秘密 

ギャガ [2015.12] 201512 

ﾓﾙﾃﾝ･ﾃｨﾙﾄﾞｩﾑ∥監督 ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ･ｶﾝﾊﾞｰﾊﾞｯﾁ∥出演 ｷｰﾗ･ﾅｲﾄﾚｲ∥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/ｲﾐﾃ/  020097358 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｲﾐﾃｰｼｮﾝ ｹﾞｰﾑ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｴﾆｸﾞﾏ ﾄ ﾃﾝｻｲ ｽｳｶﾞｸｼｬ ﾉ ﾋﾐﾂ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The imitation game 

責任個人ﾖﾐ ﾃｨﾙﾄﾞｩﾑ ﾓﾙﾃﾝ 

責任表原綴 Tyldum Morten 

責任個人ﾖﾐ ｶﾝﾊﾞｰﾊﾞｯﾁ ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ 

責任表原綴 Cumberbatch Benedict 

責任個人ﾖﾐ ﾅｲﾄﾚｲ ｷｰﾗ 

責任表原綴 Knightley Keira 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｷﾞｬｶﾞ 

演奏時間 115 分 

数量 1 

字幕機能注記 デカ字幕 

収録内容 

第二次世界大戦時、ドイツ軍の最強の暗号解読に挑みながらもその功績は

闇に葬られ、41 歳の若さでこの世を去った天才数学者、アラン・チューリ

ング。戦争終結を 2 年以上早め、1400 万人以上の命を救ったとされる男

の真実。 

内容ﾖﾐ 

ﾀﾞｲﾆｼﾞ ｾｶｲﾀｲｾﾝ ﾄﾞｷ､ﾄﾞｲﾂ ｸﾞﾝ ﾉ ｻｲｷｮｳ ﾉ ｱﾝｺﾞｳ ｶｲﾄﾞｸ ﾆ ﾉｿﾞ ﾐﾅ ｶﾞ ﾗﾓ 

ｿﾉ ｺｳｾｷ ﾊ ﾔﾐ ﾆ ﾎｳﾑ ﾗﾚ､41 ﾄﾞｼ ﾉ ﾜｶ ｻﾃﾞ ｺﾉ ﾖｦ ｻｯﾀ ﾃﾝｻｲ ｽｳｶﾞｸｼｬ､ｱ ﾗ

ﾝ･ﾁｭｰ ﾘﾝｸﾞ｡ｾﾝｿｳ ｼｭｳｹﾂｦ 2 ﾈﾝｲｼﾞｮｳ ﾊﾔﾒ､1400 ﾏﾝﾆﾝ ｲｼﾞｮｳ ﾉ ｲﾉﾁｦ ｽｸｯﾀﾄ 

ｻﾚ ﾙ ﾅﾝ ﾉ ｼﾝｼﾞﾂ｡ 

 

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


博士と彼女のセオリー 

NBC ユニバーサル・エンターテイメント [2015.10] 201510 

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏｰｼｭ∥監督 ｼﾞｪｰﾝ･ﾎｰｷﾝｸﾞ∥原作 ｴﾃﾞｨ･ﾚｯﾄﾞﾒｲﾝ∥出演 ﾌｪﾘｼﾃｨ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥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/ﾊｶｾ/  020097366 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊｶｾ ﾄ ｶﾉｼﾞｮ ﾉ ｾｵﾘｰ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The theory of everything 

責任個人ﾖﾐ ﾏｰｼｭ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 

責任表原綴 Marsh James 

責任個人ﾖﾐ ﾎｰｷﾝｸﾞ ｼﾞｪｰﾝ 

責任表原綴 Hawking Jane 

責任個人ﾖﾐ ﾚｯﾄﾞﾒｲﾝ ｴﾃﾞｨ 

責任表原綴 Jones Felicity 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:Travelling to infinity 

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 123 分 

数量 1 

字幕機能注記 全 8 カ国語字幕 

収録内容 

理論物理学を研究するスティーヴン・ホーキングは、ジェーンと出会い、

恋に落ちる。やがて、スティーヴンは ALS を発症。余命宣告を受けなが

らも、妻となった彼女と家庭を作り、自分が生かされている意味を全うし

ようとする。 

内容ﾖﾐ 

ﾘﾛﾝ ﾌﾞﾂﾘｶﾞｸｦ ｹﾝｷｭｳ ｽﾙ ｽ ﾃｨｰ ｳﾞﾝ･ﾎｰ ｷﾝｸﾞ ﾊ､ｼﾞｪｰﾝﾄ ﾃﾞｱｲ､ﾚﾝ ﾆ ｵﾁ ﾙ｡ﾔ

ｶﾞﾃ､ｽ ﾃｨｰ ｳﾞﾝﾊ ALS ｦ ﾊｯｼｮｳ｡ﾖﾒｲ ｾﾝｺｸｦ ｳｹ ﾅｶﾞﾗ ﾓ､ﾂﾞﾏ ﾄﾅｯﾀ ｶﾉｼﾞｮ ﾄ ｶ

ﾃｲｦ ﾂﾞｸﾘ､ｼﾞﾌﾞﾝ ｶﾞ ｲｶ ｻﾚ ﾃｲﾙ ｲﾐｦ ﾏｯﾄｳ ｼﾖｳ ﾄ ｽﾙ｡ 

 

 

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


シンドバッド 

空とぶ姫と秘密の島 

ポニーキャニオン [2016.2] 201602 

宮下 新平∥監督 村中 知∥声 田辺 桃子∥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/ｼﾝﾄﾞ/  020097291 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｿﾗﾄﾌﾞ ﾋﾒ ﾄ ﾋﾐﾂ ﾉ ｼﾏ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 

責任個人ﾖﾐ ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓ 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ 

価格 ¥2800 

発行者ﾖﾐ ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 

演奏時間 50 分 

数量 1 

収録内容 

未知の世界に憧れ、いつか海の向こうへ行こうと心に誓っていた少年シン

ドバッドは、ある日、伝説の魔法族の少女サナと出会う。しかしサナは怪

しい集団にさらわれてしまい、彼女を助けるため、シンドバッドは冒険の

旅に出る。 

内容ﾖﾐ 

ﾐﾁ ﾉ ｾｶｲ ﾆ ｱｺｶﾞﾚ､ｲﾂｶ ｶｲ ﾉ ﾑｺｳ ﾍ ｲｺｳ ﾄ ｼﾝ ﾆ ﾁｶｯﾃ ｲﾀ ｼｮｳﾈﾝ ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ

ﾊ､ｱﾙﾋ､ﾃﾞﾝｾﾂ ﾉ ﾏﾎｳ ｿﾞｸ ﾉ ｼｮｳｼﾞｮ ｻﾅﾄ ﾃﾞｸﾜ ｳ｡ｼｶｼ ｻﾅﾊ ｱﾔｼ ｲ ｼｭｳﾀﾞﾝ ﾆ ｻ

ﾗ ﾜﾚﾃ ｼﾏ ｲ､ｶﾉｼﾞｮｦ ﾀｽｹ ﾙ ﾀﾒ､ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞﾊ ﾎﾞｳｹﾝ ﾉ ﾘｮ ﾆ ﾃﾞ 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


ミッキーのモンスターミュージカル 

DiSNEy ミッキーマウス クラブ・ハウス DiSNEy Junior 

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015.12] 201512 

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/ﾐﾂｷ/  020097382 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾉ ﾓﾝｽﾀｰ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Mickey Mouse Clubhouse:Mickey's monster musical 

叢書名ﾖﾐ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ﾐｯｷｰ ﾏｳｽ ｸﾗﾌﾞ ﾊｳｽ 

叢書名ﾖﾐ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｼﾞｭﾆｱ 

価格 ¥8125 

発行者ﾖﾐ ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰｽﾀｼﾞｵｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 115 分 

数量 1 

収録内容 

ピクニックの途中ミッキーたちの車が故障してしまい、助けを求めたとこ

ろはモンスターたちが住む古いお城でした。このお城の中には何があるの

かな? 3 つのお話を楽しみながら、問題に取り組める、知育エンターテイ

ンメント。 

内容ﾖﾐ 

ﾋﾟｸﾆｯｸ ﾉ ﾄﾁｭｳ ﾐｯ ｷｰ ﾀﾁ ﾉ ｼｬ ｶﾞ ｺｼｮｳ ｼﾃ ｼﾏ ｲ､ﾀｽｹｦ ﾓﾄﾒ ﾀ ﾄｺﾛ ﾊ ﾓﾝｽﾀ

ｰ ﾀﾁ ｶﾞ ｽ ﾑ ﾌﾙ ｲ ｵｼﾛ ﾃﾞｼﾀ｡ｺﾉ ｵｼﾛ ﾉ ﾅｶﾆﾊ ﾅﾝ ｶﾞ ｱﾙ ﾉ ｶﾅ?3 ﾂﾉ ｵ ﾊﾅｼｦ 

ﾀﾉｼﾐ ﾅｶﾞﾗ､ﾓﾝﾀﾞｲ ﾆ ﾄﾘｸﾒ ﾙ､ﾁｲｸ ｴﾝﾀｰﾃ ｲﾝ ﾒﾝﾄ｡ 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 ミッキーのモンスターミュージカル 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾉ ﾓﾝｽﾀｰ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

2 

曲基本名 ミッキーのかいぞくアドベンチャー 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾉ ｶｲｿﾞｸ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 

3 

曲基本名 ミッキーののうじょうまつり 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾉ ﾉｳｼﾞｮｳ ﾏﾂﾘ 

 

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


ディズニー・ショートフィルム・コレクション 

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015.11] 201511 

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/ﾃﾞｲｽﾞ/  020097390 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｼｮｰﾄ ﾌｨﾙﾑ ｺﾚｸｼｮﾝ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Walt Disney Animation Studios short films collection 

価格 ¥8125 

発行者ﾖﾐ ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰｽﾀｼﾞｵｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 80 分 

数量 1 

収録内容 

ディズニー・アニメーション・スタジオの傑作短編映画集。「アナと雪の女

王」の続編「アナと雪の女王/エルサのサプライズ」をはじめ、「紙ひこう

き」「愛犬とごちそう」など、1999 年以降に製作された 12 作品を収録。 

内容ﾖﾐ 

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ･ｽﾀｼﾞｵ ﾉ ｹｯｻｸ ﾀﾝﾍﾟﾝ ｴｲｶﾞ ﾂﾄﾞ｡｢ｱﾅﾄ ﾕｷ ﾉ ｼﾞｮｵｳ｣ﾉ ｿﾞｸﾍ

ﾝ｢ｱﾅﾄ ﾕｷ ﾉ ｼﾞｮｵｳ/ｴﾙｻﾉ ｻﾌﾟﾗｲ ｽﾞ｣ｦ ﾊｼﾞﾒ､｢ｼ ﾋ ｺｳ ｷ｣｢ｱｲｹﾝ ﾄ ｺﾞﾁｿｳ｣ﾅﾄﾞ､

1999 ﾈﾝ ｲｺｳ ﾆ ｾｲｻｸ ｻﾚ ﾀ 12 ｻｸﾋﾝｦ ｼｭｳﾛｸ｡ 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 ジョン・ヘンリー 

曲基本名ﾖﾐ ｼﾞｮﾝ ﾍﾝﾘｰ 

2 

曲基本名 ロレンゾ 

曲基本名ﾖﾐ ﾛﾚﾝｿﾞ 

3 

曲基本名 マッチ売りの少女 

曲基本名ﾖﾐ ﾏｯﾁｳﾘ ﾉ ｼｮｳｼﾞｮ 

4 

曲基本名 グーフィーのホームシアター 

曲基本名ﾖﾐ ｸﾞｰﾌｨｰ ﾉ ﾎｰﾑ ｼｱﾀｰ 

5 

曲基本名 小さな時計 

曲基本名ﾖﾐ ﾁｲｻﾅ ﾄｹｲ 



6 

曲基本名 ウェイン&ラニー クリスマスを守れ!/秘密の指令 

曲基本名ﾖﾐ ｳｪｲﾝ ｱﾝﾄﾞ ﾗﾆｰ ｸﾘｽﾏｽ ｵ ﾏﾓﾚ ﾋﾐﾂ ﾉ ｼﾚｲ 

7 

曲基本名 ネッシーのなみだ 

曲基本名ﾖﾐ ﾈｯｼｰ ﾉ ﾅﾐﾀﾞ 

8 

曲基本名 ラプンツェルのウェディング 

曲基本名ﾖﾐ ﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ ﾉ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ 

9 

曲基本名 紙ひこうき 

曲基本名ﾖﾐ ｶﾐﾋｺｳｷ 

10 

曲基本名 ミッキーのミニー救出大作戦 

曲基本名ﾖﾐ ﾐｯｷｰ ﾉ ﾐﾆｰ ｷｭｳｼｭﾂ ﾀﾞｲｻｸｾﾝ 

11 

曲基本名 愛犬とごちそう 

曲基本名ﾖﾐ ｱｲｹﾝ ﾄ ｺﾞﾁｿｳ 

12 

曲基本名 アナと雪の女王/エルサのサプライズ 

曲基本名ﾖﾐ ｱﾅ ﾄ ﾕｷ ﾉ ｼﾞｮｵｳ ｴﾙｻ ﾉ ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ 

 


