
名場面選集  人形浄瑠璃文楽 国立文楽劇場の 30 年 NHK DVD 

2014.4 201404 

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 /79/ﾒｲﾊﾞ/  020097556 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾒｲﾊﾞﾒﾝ ｾﾝｼｭｳ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾆﾝｷﾞｮｳ ｼﾞｮｳﾙﾘ ﾌﾞﾝﾗｸ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｺｸﾘﾂ ﾌﾞﾝﾗｸ ｹﾞｷｼﾞｮｳ ﾉ ｻﾝｼﾞｭｳﾈﾝ 

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 ¥9800 

演奏時間 335 分 

数量 2 

収録内容 

国立文楽劇場で上演された文楽の公演から名演を選りすぐった、30 年間の名場

面選集。「寿式三番叟」(昭和 59 年 4 月)から、「夫婦善哉」(平成 18 年 7・8 月)

までの名場面のほか、襲名・引退披露公演の模様も収録。 

内容ﾖﾐ 

ｺｸﾘﾂ ﾌﾞﾝﾗｸ ｹﾞｷｼﾞｮｳ ﾃﾞ ｼﾞｮｳｴﾝ ｻﾚ ﾀ ﾌﾞﾝﾗｸ ﾉ ｺｳｴﾝ ｶﾗ ﾒｲｴﾝｦ ﾖﾘｽｸﾞｯﾀ､30 ﾈﾝｶ

ﾝ ﾉ ﾒｲ ﾊﾞﾒﾝ ｾﾝｼｭｳ｡｢ﾋｻｼ ｼｷ ｻﾝﾊﾞｿｳ｣(ｼｮｳﾜ 59 ﾈﾝ 4 ﾂｷ)ｶﾗ､｢ﾒｵﾄ ｾﾞﾝｻﾞｲ｣(ﾍｲｾｲ 

18 ﾈﾝ 7･8 ﾂｷ)ﾏﾃﾞ ﾉ ﾒｲ ﾊﾞﾒﾝ ﾉ ﾎｶ､ｼｭｳﾒｲ･ｲﾝﾀｲ ﾋﾛｳ ｺｳｴﾝ ﾉ ﾓﾖｳ ﾓ ｼｭｳﾛｸ｡ 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 寿式三番叟 

曲基本名ﾖﾐ ｺﾄﾌﾞｷ ｼｷｻﾝﾊﾞｿｳ 

曲演奏者 桐竹/亀松∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ｷﾘﾀｹ ｶﾒﾏﾂ 

曲演奏者 吉田文昇(2 代)∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾌﾞﾝｼｮｳ 

曲演奏者 竹本/文字大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾓｼﾞﾀﾞﾕｳ 

曲演奏者 野澤/勝平∥三味線 

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


曲演奏者ﾖﾐ ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 

2 

曲基本名 「国言詢音頭」五人伐の段 

曲基本名ﾖﾐ ｸﾆｺﾄﾊﾞ ｸﾄﾞｷｵﾝﾄﾞ ｺﾞﾆﾝｷﾞﾘ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田/玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏｵ 

曲演奏者 吉田/簑助∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉｽｹ 

曲演奏者 竹本/文字大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾓｼﾞﾀﾞﾕｳ 

曲演奏者 野澤/勝平∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾉｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 

3 

曲基本名 「芦屋道満大内鑑」保名物狂の段 

曲基本名ﾖﾐ ｱｼﾔ ﾄﾞｳﾏﾝ ｵｵｳﾁｶｶﾞﾐ ﾔｽﾅ ﾓﾉｸﾞﾙｲ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田/玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏｵ 

曲演奏者 桐竹勘十郎(2 代)∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ｷﾘﾀｹ ｶﾝｼﾞｭｳﾛｳ 

曲演奏者 竹本/南部大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾅﾝﾌﾞﾀﾞﾕｳ 

曲演奏者 竹澤/団六∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹｻﾞﾜ ﾀﾞﾝﾛｸ 

4 

曲基本名 「伊賀越道中双六」沼津の段 

曲基本名ﾖﾐ ｲｶﾞｺﾞｴ ﾄﾞｳﾁｭｳ ｽｺﾞﾛｸ ﾇﾏｽﾞ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田/玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏｵ 

曲演奏者 桐竹勘十郎(2 代)∥[ほか]人形役割 



曲演奏者ﾖﾐ ｷﾘﾀｹ ｶﾝｼﾞｭｳﾛｳ 

曲演奏者 竹本/津大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾂﾀﾞﾕｳ 

曲演奏者 竹澤/団七∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹｻﾞﾜ ﾀﾞﾝｼﾁ 

5 

曲基本名 「桂川連理栅」帯屋の段 

曲基本名ﾖﾐ ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾚﾝﾘ ﾉ ｼｶﾞﾗﾐ ｵﾋﾞﾔ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田/玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏｵ 

曲演奏者 桐竹勘十郎(2 代)∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ｷﾘﾀｹ ｶﾝｼﾞｭｳﾛｳ 

曲演奏者 竹本/住大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ｽﾐﾀﾞﾕｳ 

曲演奏者 鶴澤燕三(5 代)∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾂﾙｻﾞﾜ ｴﾝｻﾞ 

6 

曲基本名 瓜子姫とあまんじゃく 

曲基本名ﾖﾐ ｳﾘｺﾋﾒ ﾄ ｱﾏﾝｼﾞｬｸ 

曲演奏者 吉田簑助∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉ ｽｹ|ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 桐竹紋寿∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾄﾞｳ ﾁｸ ﾓﾝ ﾋｻｼ|[ﾎｶ]ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 豊竹呂大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾕﾀｶ ﾁｸ ﾛ ﾀﾕｳ|ｼﾞｮｳﾙﾘ 

曲演奏者 野澤勝平∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾙ ﾍｲ|ｼｬﾐｾﾝ 



7 

曲基本名 「一谷嫩軍記」熊谷陣屋の段 

曲基本名ﾖﾐ ｲﾁﾉﾀﾆ ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｷ ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞﾝﾔ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞﾏ ﾅﾝ|ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 吉田文雀∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾝ ｽｽﾞﾒ|[ﾎｶ]ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 竹本津大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ﾂ ﾀﾕｳ|ｼﾞｮｳﾙﾘ 

曲演奏者 竹澤/団七∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾁｸ ﾀｸ/ﾄﾝ ﾅﾅ|ｼｬﾐｾﾝ 

8 

曲基本名 「近江源氏先陣館」盛綱陣屋の段 

曲基本名ﾖﾐ ｵｳﾐ ｹﾞﾝｼﾞ ｾﾝｼﾞﾝﾔｶﾀ ﾓﾘﾂﾅ ｼﾞﾝﾔ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞﾏ ﾅﾝ|ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 吉田文雀∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾝ ｽｽﾞﾒ|[ﾎｶ]ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 竹本住大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ｽ ﾀﾕｳ|ｼﾞｮｳﾙﾘ 

曲演奏者 豊澤富助∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾕﾀｶ ﾀｸ ﾌ ｽｹ|ｼｬﾐｾﾝ 

9 

曲基本名 「ひらかな盛衰記」神崎揚屋の段 

曲基本名ﾖﾐ ﾋﾗｶﾞﾅ ｾｲｽｲｷ ｶﾝｻﾞｷ ｱｹﾞﾔ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田簑助∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉ ｽｹ|ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 吉田文昇(2 代)∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾝ ﾉﾎﾞﾙ(2 ﾖ)|[ﾎｶ]ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 



曲演奏者 竹本越路大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ｺｼｼﾞ ﾀﾕｳ|ｼﾞｮｳﾙﾘ 

曲演奏者 鶴澤清治∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾂﾙ ﾀｸ ｾｲｼﾞ|ｼｬﾐｾﾝ 

10 

曲基本名 「新薄雪物語」園部兵衛屋敷の段 

曲基本名ﾖﾐ ｼﾝ ｳｽﾕｷ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｿﾉﾍﾞ ﾋｮｳｴ ﾔｼｷ ﾉ ﾀﾞﾝ 

曲演奏者 吉田玉男∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞﾏ ﾅﾝ|ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 吉田文雀∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾝ ｽｽﾞﾒ|[ﾎｶ]ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 竹本織大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾀｹﾓﾄ ｼｷ ﾀﾕｳ|ｼﾞｮｳﾙﾘ 

曲演奏者 鶴澤清治∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾂﾙ ﾀｸ ｾｲｼﾞ|ｼｬﾐｾﾝ 

11 

曲基本名 夫婦善哉 

曲基本名ﾖﾐ ﾒｵﾄ ｾﾞﾝｻﾞｲ 

曲演奏者 吉田和生∥人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ|ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 桐竹勘十郎∥[ほか]人形役割 

曲演奏者ﾖﾐ ﾄﾞｳ ﾁｸ ｶﾝｼﾞｭｳﾛｳ|[ﾎｶ]ﾆﾝｷﾞｮｳ ﾔｸﾜﾘ 

曲演奏者 豊竹嶋大夫∥浄瑠璃 

曲演奏者ﾖﾐ ﾕﾀｶ ﾁｸ ﾄｳ ﾀﾕｳ|ｼﾞｮｳﾙﾘ 

曲演奏者 鶴澤清介∥三味線 

曲演奏者ﾖﾐ ﾂﾙ ﾀｸ ｾｲ ｽｹ|ｼｬﾐｾﾝ 

12 

曲基本名 襲名・引退披露公演から 

曲基本名ﾖﾐ ｼｭｳﾒｲ ｲﾝﾀｲ ﾋﾛｳ ｺｳｴﾝ ｶﾗ 



空から日本を見てみよう 21 

テレビ東京 [2016.7] 201607 

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/ｿﾗｶ/21 020097499 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｿﾗ ｶﾗ ﾆﾎﾝ ｵ ﾐﾃ ﾐﾖｳ 

価格 ¥2800 

発行者ﾖﾐ ﾃﾚﾋﾞﾄｳｷｮｳ 

演奏時間 93 分 

数量 1 

収録内容 

上空から日本中を見てまわる街発掘バラエティー。くもじい、くもみと

一緒にいろんな街を空から探索。気になったポイントは地上に降りて紹

介する。21 は、千葉市をスタートして房総半島をグルッと一周する。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞｮｳｸｳ ｶﾗ ﾆﾎﾝｼﾞｭｳｦ ﾐ ﾃ ﾏﾜ ﾙ ﾏﾁ ﾊｯｸﾂ ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ｡ｸﾓ ｼﾞｲ､ｸﾓ ﾐﾄ ｲｯｼｮ ﾆ 

ｲﾛﾝﾅ ﾏﾁｦ ｽｶ ﾗ ﾀﾝｻｸ｡ｷﾆﾅｯﾀ ﾎﾟｲﾝﾄ ﾊ ﾁｼﾞｮｳ ﾆ ｵﾘ ﾃ ｼｮｳｶｲ ｽﾙ｡21 ﾊ､ﾁﾊﾞｼ

ｦ ｽﾀｰﾄ ｼﾃ ﾎﾞｳｿｳﾊﾝﾄｳｦｸﾞﾙｯﾄ ｲｯｼｭｳ ｽﾙ｡ 

一般件名 日本-紀行・案内記 

内容細目・詳細 

1 

曲基本名 千葉県 

曲基本名ﾖﾐ ﾁﾊﾞｹﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



起終点駅(ターミナル) 

ポニーキャニオン 小学館 [2016.7] 201607 

篠原 哲雄∥監督 桜木 紫乃∥原作 佐藤 浩市∥出演 本田 翼∥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/ﾀﾐﾅ/  020097515 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾀｰﾐﾅﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｼﾉﾊﾗ ﾃﾂｵ 

責任個人ﾖﾐ ｻｸﾗｷﾞ ｼﾉ 

責任個人ﾖﾐ ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:起終点駅ターミナル 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 

発行者ﾖﾐ ｼｮｳｶﾞｸｶﾝ 

演奏時間 112 分 

数量 1 

収録内容 

旭川で裁判官として働く完治は、妻子を捨て、学生時代の恋人と共に

暮らしていこうと決めるが、彼女がそれに応えることはなかった。そ

れから 25 年。ひっそりと生きていた完治の自宅を、弁護を担当した

若い女性が訪ねてくる。 

内容ﾖﾐ 

ｱｻﾋｶﾞﾜ ﾃﾞ ｻｲﾊﾞﾝｶﾝ ﾄｼﾃ ﾊﾀﾗ ｸ ｶﾝﾁ ﾊ､ｻｲｼｦ ｽﾃ､ｶﾞｸｾｲ ｼﾞﾀﾞｲ ﾉ ｺｲﾋﾞ

ﾄ ﾄ ﾄﾓﾆ ｸﾞﾗｼ ﾃｲ ｺｳ ﾄ ｷﾒ ﾙ ｶﾞ､ｶﾉｼﾞｮ ｶﾞ ｿﾚﾆ ｺﾀｴ ﾙ ｺﾄ ﾊﾅ ｶｯﾀ｡ｿﾚ

ｶﾗ 25 ﾈﾝ｡ﾋｯｿﾘ ﾄ ｲｷ ﾃ ｲﾀ ｶﾝﾁ ﾉ ｼﾞﾀｸｦ､ﾍﾞﾝｺﾞｦ ﾀﾝﾄｳ ｼﾀ ﾜｶｲ ｼﾞｮｾｲ 

ｶﾞ ﾀｽﾞﾈ 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
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


レインツリーの国 

エイベックス・ピクチャーズ 2016.6 201606 

三宅 喜重∥監督 有川 浩∥原作 玉森 裕太∥出演 西内 まりや∥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/ﾚｲﾝ/  020097531 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾚｲﾝ ﾂﾘｰ ﾉ ｸﾆ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｹ ﾖｼｼｹﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾏﾓﾘ ﾕｳﾀ 

責任個人ﾖﾐ ﾆｼｳﾁ ﾏﾘﾔ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:レインツリーの国 

価格 ¥13400 

発行者ﾖﾐ ｴｲﾍﾞｯｸｽﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ 

演奏時間 107 分 

数量 1 

収録内容 

きっかけは伸が高校時代に好きだった「忘れられない本」。そこ

から「レインツリーの国」というブログの管理人であるひとみと

メールで繫がり、会ったこともない彼女に惹かれていく。だが、

ひとみは、頑なに会うことを拒む。 

内容ﾖﾐ 

ｷｯｶｹ ﾊ ﾉﾌﾞ ｶﾞ ｺｳｺｳ ｼﾞﾀﾞｲ ﾆ ｽﾞｷ ﾀﾞｯﾀ｢ﾜｽﾚﾗﾚ ﾅｲ ﾓﾄ｣｡ｿｺ ｶﾗ｢ﾚ

ｲ ﾝ ﾂﾘｰ ﾉ ｺﾞｸ｣ﾄｲ ｳﾌﾞﾛｸﾞﾉ ｶﾝﾘﾆﾝ ﾃﾞ ｱﾙ ﾋﾄ ﾐﾄ ﾒｰﾙ ﾃﾞ繫 ｶﾞ 

ﾘ､ｶｲｯ ﾀｺ ﾄﾓﾅ ｲ ｶﾉｼﾞｮ ﾆ ﾋ ｶﾚ ﾃｲｸ｡ﾀﾞｶﾞ､ﾋﾄ ﾐﾊ､ｶﾀｸﾅ ﾆ ｶｲ ｳ ｺ

ﾄｦ ｺﾊﾞ ﾑ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

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


サウルの息子 

ファインフィルムズ [2016.7] 201607 

ﾈﾒｼｭ･ﾗｰｽﾛｰ∥監督 脚本 ﾙｰﾘｸﾞ･ｹﾞｰｻﾞ∥出演 ﾓﾙﾅｰﾙ･ﾚｳﾞｪﾝﾃ∥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/ｻｳﾙ/  020097481 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｻｳﾙ ﾉ ﾑｽｺ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Saul fia 

責任個人ﾖﾐ ﾈﾒｼｭ ﾗｰｽﾛｰ 

責任表原綴 Nemes László 

責任個人ﾖﾐ ﾙｰﾘｸﾞ ｹﾞｰｻﾞ 

責任表原綴 Röhrig Géza 

責任個人ﾖﾐ ﾓﾙﾅｰﾙ ﾚｳﾞｪﾝﾃ 

責任表原綴 Molnár Levente 

価格 ¥12000 

発行者ﾖﾐ ﾌｧｲﾝﾌｨﾙﾑｽﾞ 

演奏時間 107 分 

数量 1 

収録内容 

1944 年、アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所。ハンガリー系ユダ

ヤ人のサウルは、数か月の命と引き換えに同胞をガス室に送るとい

う任務に就いている。彼は自らの死の前に息子の遺体を正しく弔お

うと最後の勇気を振り絞る。 

内容ﾖﾐ 

1944 ﾈﾝ､ｱ ｳｼｭｳﾞｨｯﾂ=ﾋﾞﾙ ｹ ﾅｳ ｼｭｳﾖｳｼﾞｮ｡ﾊﾝｶﾞﾘｰ ｹｲ ﾕﾀﾞﾔ ﾋﾞﾄ ﾉｻｳﾙ

ﾊ､ｽｳ ｶｹﾞﾂ ﾉ ﾒｲ ﾄ ﾋｷｶｴ ﾆ ﾄﾞｳﾎｳｦ ｶﾞｽ ﾑﾛ ﾆ ｿｳ ﾙ ﾄｲ ｳ ﾆﾝﾑ ﾆ ﾂ ｲﾃ

ｲﾙ｡ｶﾚﾊ ﾐｽﾞｶﾗ ﾉ ｼ ﾉ ﾏｴ ﾆ ﾑｽｺ ﾉ ｲﾀｲｦ ﾏｻｼｸ ﾄﾑﾗ ｵ ｳﾄ ｻｲｺﾞ ﾉ ﾕｳｷｦ 

ﾌﾘｼﾎﾞ 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
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札つき女 

クラシック・シネマ館 

ジュネス企画 [2015.10] 201510 

ﾛｲﾄﾞ･ﾍﾞｰｺﾝ∥監督 ﾍﾞﾃｨ･ﾃﾞｲｳﾞｨｽ∥出演 ﾊﾝﾌﾘｰ･ﾎﾞｶﾞｰﾄ∥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/ﾌﾀﾞﾂ/  020097549 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾌﾀﾞﾂｷ ｵﾝﾅ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Marked woman 

責任個人ﾖﾐ ﾍﾞｰｺﾝ ﾛｲﾄﾞ 

責任表原綴 Bacon Lloyd 

責任個人ﾖﾐ ﾃﾞｲｳﾞｨｽ ﾍﾞﾃｨ 

責任表原綴 Davis Bette 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾞｶﾞｰﾄ ﾊﾝﾌﾘｰ 

責任表原綴 Bogart Humphrey 

叢書名ﾖﾐ ｸﾗｼｯｸ ｼﾈﾏｶﾝ 

価格 ¥4666 

発行者ﾖﾐ ｼﾞｭﾈｽｷｶｸ 

演奏時間 96 分 

数量 1 

収録内容 

メリーを含む 5 人のホステスが、ギャングの親分の経営するクラブ

で働いていた。無法な経営により殺人事件が発生したため、検事のグ

ラハムが事件の解決に乗り出す。だが、生活の糧を失いたくない彼女

たちは非協力的だった。 

内容ﾖﾐ 

ﾒﾘｰｦ ﾌｸﾑ 5 ﾋﾞﾄ ﾉ ﾎｽﾃｽ ｶﾞ､ｷﾞｬﾝｸﾞ ﾉ ｵﾔﾌﾞﾝ ﾉ ｹｲｴｲ ｽﾙ ｸﾗﾌﾞ ﾃﾞ ﾊﾀ

ﾗ ｲﾃ ｲﾀ｡ﾑﾎｳ ﾅ ｹｲｴｲ ﾆ ﾖﾘ ｻﾂｼﾞﾝ ｼﾞｹﾝ ｶﾞ ﾊｯｾｲ ｼ ﾀﾀ ﾒ､ｹﾝｼﾞ ﾉｸﾞﾗ 

ﾊﾑ ｶﾞ ｼﾞｹﾝ ﾉ ｶｲｹﾂﾆ ﾉﾘﾀﾞ ｽ｡ﾀﾞｶﾞ､ｾｲｶﾂ ﾉ ﾛｳｦ ｼﾂ ｲﾀｸ ﾅｲ ｶﾉｼﾞｮ ﾀﾁ 

ﾊ ﾋｷｮｳﾘｮｸﾃｷ ﾀﾞｯﾀ｡ 

 

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 

魔法のランプと動く島 

ポニーキャニオン [2016.7] 201607 

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/2 020097507 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 ﾏﾎｳ ﾉ ﾗﾝﾌﾟ ﾄ ｳｺﾞｸ 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 

伝説の魔法族の姫サナとシンドバッド達は、世界中に散り散りになった

魔法族の仲間を求めて大海原に乗り出す。嵐で損傷した船を修理するた

めに近くの島に立ち寄ると、サナが「ランプが見えるわ…」とつぶやく。

3 部作の第 2 部。 

内容ﾖﾐ 

ﾃﾞﾝｾﾂ ﾉ ﾏﾎｳ ｿﾞｸ ﾉ ﾋﾒ ｻﾅﾄｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ ﾀﾂ ﾊ､ｾｶｲｼﾞｭｳ ﾆ ﾁﾘﾁﾞﾘ ﾆﾅｯﾀ ﾏﾎｳ 

ｿﾞｸ ﾉ ﾅｶﾏｦ ﾓﾄﾒﾃ ﾀｲｶｲ ﾊﾗ ﾆ ﾉﾘﾀﾞ ｽ｡ﾗﾝ ﾃﾞ ｿﾝｼｮｳ ｼﾀ ﾌﾞﾈｦ ｼｭｳﾘ ｽﾙ ﾀﾒ 

ﾆ ﾁｶｸ ﾉ ﾄｳ ﾆ ﾀﾁﾖ ﾙﾄ､ｻﾅ ｶﾞ｢ﾗﾝﾌﾟ ｶﾞ ﾐｴ ﾙﾜ ﾃﾝﾃﾝ｣ﾄ ﾂﾌﾞﾔ ｸ｡3 ﾍﾞ ﾂｸ ﾉ 

ﾀﾞｲ 2 ﾍﾞ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

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


かいけつゾロリ 

うちゅうの勇者たち 映画 

ポニーキャニオン [2016.6] 201606 

岩崎 知子∥監督 原 ゆたか∥原作 山寺 宏一∥声 愛河 里花子∥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/ｶｲｹ/  020097523 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｲｹﾂ ｿﾞﾛﾘ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｳﾁｭｳ ﾉ ﾕｳｼｬﾀﾁ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｴｲｶﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｲﾜｻｷ ﾄﾓｺ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾗ ﾕﾀｶ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾃﾞﾗ ｺｳｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ｱｲｶﾜ ﾘｶｺ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:「かいけつゾロリ」シリーズ 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 

演奏時間 49 分 

数量 1 

収録内容 

地球では隕石が大ブーム。ゾロリとイシシ&ノシシは隕石を探しに海

底探索へ! お宝を見つけて喜んでいるとタコ軍団に襲われ、飛ばされ

た先はなぞの星ムムーン星。その星の女の子クララたちに、かいじゅ

う退治をお願いされる。 

内容ﾖﾐ 

ﾁｷｭｳ ﾃﾞﾊ ｲﾝｾｷ ｶﾞ ﾀﾞｲ ﾌﾞｰﾑ｡ｿﾞﾛﾘﾄｲｼｼ&ﾉｼｼﾊ ｲﾝｾｷｦ ﾀﾝ ｼﾆ ｶｲﾃｲ ﾀﾝｻｸ 

ﾍ!ｵ ﾎｳｦ ﾐﾂｹ ﾃ ﾖﾛｺ ﾝﾃﾞｲﾙﾄ ﾀｺ ｸﾞﾝﾀﾞﾝ ﾆ ｵｿﾜﾚ､ﾄﾊﾞ ｻﾚ ﾀ ｾﾝ ﾊﾅ ｿﾞﾉ 

ﾎﾞｼ ﾑ ﾑｰﾝ ﾎﾞｼ｡ｿﾉ ﾎﾞｼ ﾉ ｵﾝﾅﾉｺ ｸﾗﾗ ﾀﾁ ﾆ､ｶ ｲｼﾞｭｳ ﾀｲｼﾞｦ ｵﾈｶﾞｲ ｻﾚ 

ﾙ｡ 
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