
死にゆく妻との旅路 

チャンスイン 2011.9 201109 

塙 幸成∥監督 清水 久典∥原作 三浦 友和∥出演 石田 ゆり子∥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/ｼﾆﾕ/  020096830 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｼﾆﾕｸ ﾂﾏ ﾄﾉ ﾀﾋﾞｼﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾅﾜ ﾕｷﾅﾘ 

責任個人ﾖﾐ ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾉﾘ 

責任個人ﾖﾐ ﾐｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｲｼﾀﾞ ﾕﾘｺ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:死にゆく妻との旅路 

価格 ¥12000 

発行者ﾖﾐ ﾁｬﾝｽｲﾝ 

演奏時間 113 分 

数量 1 

収録内容 

高度成長期、男は小さな工場を経営し、充実した日々を送っていた。

が、中国製の安価な製品の流入が経営を圧迫。万策尽きた時、男は妻

の癌を知る。1999 年に実際に起きた保護責任者遺棄致死事件の当事者

による手記を映画化。 

内容ﾖﾐ 

ｺｳﾄﾞｾｲﾁｮｳ ｺﾞ､ﾅﾝ ﾊ ﾁｲｻﾅ ｺｳﾊﾞｦ ｹｲｴｲ ｼ､ｼﾞｭｳｼﾞﾂ ｼﾀ ﾋﾋﾞｦ ｿｳｯﾃ ｲﾀ｡

ｶﾞ､ﾁｭｳｺﾞｸ ｾｲ ﾉ ｱﾝｶ ﾅ ｾｲﾋﾝ ﾉ ﾘｭｳﾆｭｳ ｶﾞ ｹｲｴｲｦ ｱｯﾊﾟｸ｡ﾊﾞﾝｻｸ ﾂｷ ﾀ 

ﾄﾞｷ､ﾅﾝ ﾊ ﾂﾞﾏ ﾉ ｶﾞﾝｦ ｼﾙ｡1999 ﾈﾝﾆ ｼﾞｯｻｲ ﾆ ｵｷ ﾀ ﾎｺﾞ ｾｷﾆﾝｼｬ ｲｷ ﾁｼ 

ｼﾞｹﾝ ﾉ ﾄｳｼﾞｼｬ ﾆ ﾖ ﾙ ｼｭｷｦ ｴｲｶﾞｶ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

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


紙屋悦子の青春 

バンダイビジュアル [2009.7] 200907 

黒木 和雄∥監督 松田 正隆∥原作 原田 知世∥出演 永瀬 正敏∥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/ｶﾐﾔ/  020096285 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶﾐﾔ ｴﾂｺ ﾉ ｾｲｼｭﾝ 

責任個人ﾖﾐ ｸﾛｷ ｶｽﾞｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾖ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾄｼ 

価格 ¥18000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭｱﾙ 

演奏時間 111 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

昭和 20 年の春。両親を失った紙屋悦子に、見合い話が持ち上がる。相手は

兄の後輩・明石少尉の親友、永与少尉。悦子と明石は密かに心を寄せ合っ

ていたが、明石は明日の命も知れぬ自分よりも永与に悦子を任せようとして

いた…。 

内容ﾖﾐ 

ｼｮｳﾜ 20 ﾈﾝ ﾉ ﾊﾙ｡ﾘｮｳｼﾝｦ ｼﾂｯﾀ ｶﾐﾔ ｴﾂｺ ﾆ､ﾐｱｲ ﾜ ｶﾞ ﾓﾁｱｶﾞ ﾙ｡ｱｲﾃ 

ﾊ ｹｲ ﾉ ｺｳﾊｲ･ｱｶｼ ｼｮｳｲ ﾉ ｼﾝﾕｳ､ﾅｶﾞ ﾖ ｼｮｳｲ｡ｴﾂｺ ﾄ ｱｶｼ ﾊ ﾋｿｶ ﾆ ｺｺ

ﾛｦ ﾖｾ ｺﾞｳｯﾃ ｲﾀ ｶﾞ､ｱｶｼ ﾊ ﾐｮｳﾆﾁ ﾉ ﾒｲ ﾓ ｼﾚ ﾇ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾖﾘ ﾓ ﾅｶﾞ ﾖ ﾆ 

ｴﾂｺｦ ﾏｶｾ ﾖｳ ﾄｼﾃ ｲﾀ ﾃﾝﾃﾝ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

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


カラーでみる太平洋戦争 

3 年 8 か月・日本人の記録 NHK DVD NHK スペシャル 70 年目の戦争と平和 

2016.6 201606 

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/ｶﾗﾃﾞ/  020097747 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶﾗｰ ﾃﾞ ﾐﾙ ﾀｲﾍｲﾖｳ ｾﾝｿｳ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｻﾝﾈﾝ ﾊﾁｶｹﾞﾂ ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ｷﾛｸ 

叢書名ﾖﾐ ｴﾇｴｲﾁｹｰ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ 

叢書名ﾖﾐ ｴﾇｴｲﾁｹｰ ｽﾍﾟｼｬﾙ 

叢書名ﾖﾐ ﾅﾅｼﾞｭｳﾈﾝﾒ ﾉ ｾﾝｿｳ ﾄ ﾍｲﾜ 

価格 ¥8500 

演奏時間 60 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

3 年 8 か月にわたる「戦争の時代」を記録した映像を国内外から収集。徹底し

た時代考証を行った上で、最新のデジタル技術を駆使して、映像をカラー化。

雪のアリューシャン列島での行軍など、太平洋戦争を振り返る。 

内容ﾖﾐ 

3 ﾈﾝ 8 ｶｹﾞﾂ ﾆ ﾜﾀ ﾙ｢ｾﾝｿｳ ﾉ ｼﾞﾀﾞｲ｣ｦ ｷﾛｸ ｼﾀ ｴｲｿﾞｳｦ ｺｸﾅｲｶﾞｲ ｶﾗ ｼｭ

ｳｼｭｳ｡ﾃｯﾃｲ ｼﾀ ｼﾞﾀﾞｲ ｺｳｼｮｳｦ ﾕｯﾀ ｼﾞｮｳ ﾃﾞ､ｻｲｼﾝ ﾉ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｷﾞｼﾞｭﾂｦ ｸｼ 

ｼﾃ､ｴｲｿﾞｳｦ ｶﾗｰ ｹ｡ﾕｷ ﾉ ｱﾘｭｰｼｬﾝ ﾚｯﾄｳ ﾃﾞﾉ ｺｳｸﾞﾝ ﾅﾄﾞ､ﾀｲﾍｲﾖｳ ｾﾝｿｳｦ 

ﾌﾘｶｴ 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


血に笑う男 

世界の推理小説傑作映画 

ブロードウェイ [2016.8] 201608 

ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･V.ﾘｰ∥監督 ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨ∥原作 ｱﾝ･ﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ∥出演 ﾍﾞｲｼﾞﾙ･ﾗｽﾎﾞｰﾝ∥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/ﾁﾆﾜ/  020097739 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾁ ﾆ ﾜﾗｳ ｵﾄｺ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Love from a stranger 

責任個人ﾖﾐ ﾘｰ ﾛｰﾗﾝﾄﾞ V. 

責任表原綴 Lee Rowland V. 

責任個人ﾖﾐ ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 

責任表原綴 Christie Agatha 

責任個人ﾖﾐ ﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ｱﾝ 

責任表原綴 Harding Ann 

責任個人ﾖﾐ ﾗｽﾎﾞｰﾝ ﾊﾞｼﾞﾙ 

責任表原綴 Rathbone Basil 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:ナイチンゲール荘 

叢書名ﾖﾐ ｾｶｲ ﾉ ｽｲﾘ ｼｮｳｾﾂ ｹｯｻｸ ｴｲｶﾞ 

価格 ¥7000 

演奏時間 87 分 

収録内容 

自分が住むアパートを貸すという新聞広告を出したキャロルは、それを見てやって

きた紳士ジェラルドに心を捉えられ、結婚。やがて彼に従い郊外の人里離れた一

軒家に移り住むのだが、そこで夫の恐ろしい秘密を知り愕然とする。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞﾌﾞﾝ ｶﾞ ｽ ﾑ ｱﾊﾟｰﾄｦ ﾀｲ ｽ ﾄｲ ｳ ｼﾝﾌﾞﾝ ｺｳｺｸｦ ﾀﾞｼ ﾀ ｷｬﾛﾙ ﾊ､ｿﾚｦ ﾐ ﾃﾔｯﾃ 

ｷﾀ ｼﾝｼ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞﾆ ｺｺﾛｦ ﾄﾗｴ ﾗﾚ､ｹｯｺﾝ｡ﾔｶﾞﾃ ﾋ ﾆ ｼﾞｭｳ ｲ ｺｳｶﾞｲ ﾉ ﾋﾄｻﾞﾄ ﾊﾞﾅ

ﾚ ﾀ ｲｯｹﾝﾔ ﾆ ｳﾂﾘｽ ﾑﾉ ﾀﾞｶﾞ､ｿｺﾃﾞ ﾌｳ ﾉ ｵｿﾛｼ ｲ ﾋﾐﾂｦ ｼﾘ ｶﾞｸｾﾞﾝﾄ 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
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


昔々、アナトリアで 

オンリー・ハーツ [2014.9] 201409 

ﾇﾘ･ﾋﾞﾙｹﾞ･ｼﾞｪｲﾗﾝ∥監督 ﾑﾊﾝﾒﾄ･ｳｽﾞﾝｴﾙ∥出演 ﾕﾙﾏｽﾞ･ｴﾙﾄﾞｱﾝ∥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/ﾑｶｼ/  020097713 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾑｶｼﾑｶｼ ｱﾅﾄﾘｱ ﾃﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Bir zamanlar Anadolu'da 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｪｲﾗﾝ ﾇﾘ･ﾋﾞﾙｹﾞ 

責任表原綴 Ceylan Nuri Bilge 

責任個人ﾖﾐ ｳｽﾞﾝｴﾙ ﾑﾊﾝﾒﾄ 

責任表原綴 Uzuner Muhammet 

責任個人ﾖﾐ ｴﾙﾄﾞｱﾝ ﾕﾙﾏｽﾞ 

責任表原綴 Erdogan Yilmaz 

価格 ¥8800 

発行者ﾖﾐ ｵﾝﾘｰﾊｰﾂ 

演奏時間 151 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

闇に包まれた草原。3 台の車から降り立ったのは、殺人容疑者を連れ、遺棄された死体の捜索

にやってきた警察官、検察官、検死医、発掘作業員たち。だが、容疑者の記憶は曖昧で、一行

は広大な草原を転々と移動するはめになる。 

内容ﾖﾐ 

ﾔﾐ ﾆ ﾎｳ ﾏﾚ ﾀ ｿｳｹﾞﾝ｡3 ﾀﾞｲ ﾉ ｼｬ ｶﾗ ｵﾘﾀｯﾀﾉﾊ､ｻﾂｼﾞﾝ ﾖｳｷﾞｼｬｦ ﾂﾞﾚ､ｲｷ ｻﾚ ﾀ ｼﾀｲ ﾉ ｿ

ｳｻｸ ﾆﾔｯﾃ ｷﾀ ｹｲｻﾂｶﾝ､ｹﾝｻﾂｶﾝ､ｹﾝｼ ｲ､ﾊｯｸﾂ ｻｷﾞｮｳｲﾝ ﾀﾁ｡ﾀﾞｶﾞ､ﾖｳｷﾞｼｬ ﾉ ｷｵｸ ﾊ ｱｲﾏｲ 

ﾃﾞ､ｶｽﾞﾕｷ ﾊ ｺｳﾀﾞｲ ﾅ ｿｳｹﾞﾝｦ ﾃﾝﾃﾝ ﾄ ｲﾄﾞｳ ｽﾙ ﾊﾒ ﾆﾅﾙ｡ 

 

 

 

 

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


ふたつの祖国、ひとつの愛 

イ・ジュンソプの妻 

天空 アジア映画社 2016.9 201609 

酒井 充子∥監督 山本 方子∥出演 山本 泰成∥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 /21/ﾌﾀﾂ/  020098026 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾌﾀﾂ ﾉ ｿｺｸ ﾋﾄﾂ ﾉ ｱｲ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｲ ｼﾞｭﾝｿﾌﾟ ﾉ ﾂﾏ 

責任個人ﾖﾐ ｻｶｲ ｱﾂｺ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ﾃﾝｸｳ 

発行者ﾖﾐ ｱｼﾞｱｴｲｶﾞｼｬ 

演奏時間 80 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注

記 
字幕 ON/OFF 操作不可 

収録内容 

第二次世界大戦中、日本人令嬢山本方子は、朝鮮の留学生イ・ジュンソプと恋に落

ち、朝鮮に嫁ぐが、朝鮮戦争の戦火で、日本と朝鮮で離れ離れになる。国交なき 2

つの国で、一途な愛と信頼を紡いだ 1 組の夫婦のドキュメンタリー。 

内容ﾖﾐ 

ﾀﾞｲﾆｼﾞ ｾｶｲﾀｲｾﾝ ﾅｶ､ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾚｲｼﾞｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾎｳ ﾈ ﾊ､ﾁｮｳｾﾝ ﾉ ﾘｭｳｶﾞｸｾｲ ｲ･ｼﾞｭ

ﾝｿﾌﾟﾄ ﾚﾝ ﾆ ｵﾁ､ﾁｮｳｾﾝ ﾆ ﾖﾒ ｸﾞ ｶﾞ､ﾁｮｳｾﾝ ｾﾝｿｳ ﾉ ｾﾝｶ ﾃﾞ､ﾆﾎﾝ ﾄ ﾁｮｳｾﾝ ﾃﾞ 

ﾊﾅﾚﾊﾞﾅﾚ ﾆﾅﾙ｡ｺｯｺｳ ﾅｷ 2 ﾂﾉ ｺﾞｸ ﾃﾞ､ｲﾁｽﾞ ﾅ ｱｲ ﾄ ｼﾝﾗｲｦ ﾎﾞｳ ｲﾀﾞ 1 ｿ ﾉ ﾒｵ

ﾄ ﾉ ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ｡ 

 

 

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


杉原千畝 

終戦 70 年特別企画 

ポニーキャニオン [2016.8] 201608 

ﾁｪﾘﾝ･ｸﾞﾗｯｸ∥監督 唐沢 寿明∥出演 小雪∥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/ｽｷﾞﾊ/  020098018 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｽｷﾞﾊﾗ ﾁｳﾈ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｼｭｳｾﾝ ﾅﾅｼﾞｭｳﾈﾝ ﾄｸﾍﾞﾂ ｷｶｸ 

責任個人ﾖﾐ ｸﾞﾗｯｸ ﾁｪﾘﾝ 

責任表原綴 Gluck Cellin 

責任個人ﾖﾐ ｶﾗｻﾜ ﾄｼｱｷ 

責任個人ﾖﾐ ｺﾕｷ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 

演奏時間 139 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 バリアフリー字幕 

収録内容 

激動の第二次世界大戦下。外交官として赴任していたリトアニアで、杉原千畝は日本

政府に背き、ナチスの迫害から逃れて来たユダヤ難民に、日本通過ヴィザを発給し

続けて 6000 人もの命を救った。その真実の物語。 

内容ﾖﾐ 

ｹﾞｷﾄﾞｳ ﾉ ﾀﾞｲﾆｼﾞ ｾｶｲﾀｲｾﾝ ﾓﾄ｡ｶﾞｲｺｳｶﾝ ﾄｼﾃ ﾌﾆﾝ ｼﾃ ｲﾀ ﾘﾄｱ ﾆｱ ﾃﾞ､ｽｷﾞﾊﾗ ﾁ 

ﾎ ﾊ ﾆﾎﾝ ｾｲﾌ ﾆ ﾊｲ ｷ､ﾅﾁｽ ﾉ ﾊｸｶﾞｲ ｶﾗ ﾉｶﾞﾚ ﾃ ｷﾀ ﾕﾀﾞﾔ ﾅﾝﾐﾝ ﾆ､ﾆﾎﾝ ﾂｳｶ 

ｳﾞｨｻﾞｦ ﾊｯｷｭｳ ｼﾂﾂﾞｹ ﾃ 6000 ﾋﾞﾄ ﾓﾉ ｲﾉﾁｦ ｽｸｯﾀ｡ｿﾉ ｼﾝｼﾞﾂ ﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ｡ 

 

 

 

 

 

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


エヴェレスト 

神々の山嶺 

アスミック・エース KADOKAWA [2016.12] 201612 

平山 秀幸∥監督 夢枕 獏∥原作 岡田 准一∥出演 阿部 寛∥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/ｴｳﾞｴ/  020097721 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｴｳﾞｪﾚｽﾄ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｶﾐｶﾞﾐ ﾉ ｲﾀﾀﾞｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾕﾒﾏｸﾗ ﾊﾞｸ 

責任個人ﾖﾐ ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:神々の山嶺 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｱｽﾐｯｸｴｰｽ 

発行者ﾖﾐ ｶﾄﾞｶﾜ 

演奏時間 122 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ネパール、カトマンドゥで“山岳史上最大の謎”を秘める古いカメラを発見した山岳カメ

ラマンの深町は、天才クライマー、羽生に出会う。凄絶な彼の生き様に飲みこまれてい

く深町。深町は羽生を愛し続ける女性・涼子と出会う。 

内容ﾖﾐ 

ﾈﾊﾟｰﾙ､ｶﾄ ﾏﾝ ﾄﾞｩﾃﾞ"ｻﾝｶﾞｸ ｼｼﾞｮｳ ｻｲﾀﾞｲ ﾉ ﾒｲ"ｦ ﾋﾒ ﾙ ﾌﾙ ｲ ｶﾒﾗｦ ﾊｯｹﾝ ｼﾀ ｻﾝ

ｶﾞｸ ｶﾒﾗﾏﾝ ﾉ ﾌｶﾏﾁ ﾊ､ﾃﾝｻｲ ｸﾗｲﾏｰ､ﾊﾆｭｳ ﾆ ﾃﾞｸﾜ ｳ｡ｾｲｾﾞﾂ ﾅ ｶﾉ ｲｷ ﾖｳ ﾆ ﾉﾐ 

ｺ ﾏﾚ ﾃｲｸ ﾌｶﾏﾁ｡ﾌｶﾏﾁ ﾊ ﾊﾆｭｳｦ ｲﾄｼ ﾂﾂﾞｹ ﾙ ｼﾞｮｾｲ･ﾘｮｳｺ ﾄ ﾃﾞｸﾜ ｳ｡ 

 

 

 

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


耳をすませば 

ジブリがいっぱい COLLECTION 

ブエナビスタホームエンターテイメント [2003.3] 200303 

近藤 喜文∥監督 柊 あおい∥原作 本名 陽子∥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/ﾐﾐｵ/  020098034 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾐﾐ ｵ ｽﾏｾﾊﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 

責任個人ﾖﾐ ﾋｲﾗｷﾞ ｱｵｲ 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾝﾐｮｳ ﾖｳｼ|[ﾎｶ]ｾｲ 

叢書名ﾖﾐ ｼﾞﾌﾞﾘ ｶﾞ ｲｯﾊﾟｲ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ﾌﾞｴﾅﾋﾞｽﾀﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

演奏時間 111 分 

大きさ 12 

数量 1 

一般注記 プロデュース・脚本・絵コンテ:宮崎駿 

一般注記 記録層:片面・2 層 

一般注記 音声:日本語(ステレオ) 日本語(5.1ch) 

一般注記 字幕:日本語字幕 英語字幕 

一般注記 画面:ビスタサイズ 

一般注記 箱入り 

 

 

 

 

 

 

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


平成狸合戦ぽんぽこ 

総天然色漫画映画 ジブリがいっぱい COLLECTION 

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015.3] 201503 

高畑 勲∥原作 脚本 監督 野々村 真∥声 石田 ゆり子∥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/ﾍｲｾ/  020098067 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾍｲｾｲ ﾀﾇｷｶﾞｯｾﾝ ﾎﾟﾝﾎﾟｺ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｿｳﾃﾝﾈﾝｼｮｸ ﾏﾝｶﾞ ｴｲｶﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾀｶﾊﾀ ｲｻｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾉﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ 

責任個人ﾖﾐ ｲｼﾀﾞ ﾕﾘｺ 

叢書名ﾖﾐ ｼﾞﾌﾞﾘ ｶﾞ ｲｯﾊﾟｲ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥10000 

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 119 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

棲む土地を失う危機に瀕したタヌキたちが、先祖伝来の化け学を再興して、人間ど

もに戦いを挑むが、さて、どうなることやら。トホホ。けなげでいじらしいけれど、そこ

はまぬけなタヌキたちなのです。 

内容ﾖﾐ 

ｾｲ ﾑ ﾄﾁｦ ｼﾂ ｳ ｷｷ ﾆ ﾋﾝ ｼﾀ ﾀﾇｷ ﾀﾁ ｶﾞ､ｾﾝｿﾞ ﾃﾞﾝﾗｲ ﾉ ﾊﾞｹ ﾏﾅﾌﾞｦ ｻｲｺｳ ｼ

ﾃ､ﾆﾝｹﾞﾝ ﾄﾞﾓ ﾆ ﾀﾀｶｲｦ ﾉｿﾞ ﾑ ｶﾞ､ｻﾃ､ﾄﾞｳﾅ ﾙ ｺﾄ ﾔﾗ｡ﾄﾎﾎ｡ｹﾅｹﾞ ﾃﾞ ｲｼﾞﾗｼ ｲｹ ﾚ

ﾄﾞ､ｿｺ ﾊﾏ ﾇｹ ﾅ ﾀﾇｷ ﾀﾁ ﾅﾉﾃﾞｽ｡ 

 

 

 

 

 

 

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


となりのトトロ 

ジブリがいっぱい COLLECTION 

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015.3] 201503 

宮崎 駿∥原作 脚本 監督 日高 のり子∥声 坂本 千夏∥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/ﾄﾅﾘ/  020098042 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾄﾅﾘ ﾉ ﾄﾄﾛ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾀﾞｶ ﾉﾘｺ 

責任個人ﾖﾐ ｻｶﾓﾄ ﾁｶ 

叢書名ﾖﾐ ｼﾞﾌﾞﾘ ｶﾞ ｲｯﾊﾟｲ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥10000 

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 86 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

自然に囲まれた村に引っ越してきた、小学 6 年生のサツキと 4 歳のメイ。ふたりは、

大きな袋にどんぐりをいっぱいつめた、たぬきのようでフクロウのようで、クマのよう

な、へんないきものに出会う。 

内容ﾖﾐ 

ｼｾﾞﾝ ﾆ ｶｺ ﾏﾚ ﾀ ﾑﾗ ﾆ ﾋｯｺｼ ﾃ ｷﾀ､ｼｮｳｶﾞｸ 6 ﾈﾝｾｲ ﾉ ｻﾂｷ ﾄ 4 ﾄﾞｼ ﾉﾒｲ｡ﾌﾀﾘﾊ､

ｵｵｷﾅ ﾌﾞｸﾛ ﾆ ﾄﾞﾝｸﾞﾘｦ ｲｯﾊﾟｲ ﾂﾒ ﾀ､ﾀﾇｷﾉ ﾖｳ ﾃﾞ ﾌｸﾛｳ ﾉ ﾖｳ ﾃﾞ､ｸﾏ ﾉ ﾖｳ ﾅ､ﾍﾝ

ﾅｲｷ ﾓﾉ ﾆ ﾃﾞｸﾜ ｳ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


あん 

ポニーキャニオン [2016.6] 201606 

河瀬 直美∥監督 脚本 ﾄﾞﾘｱﾝ助川∥原作 樹木 希林∥出演 永瀬 正敏∥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/ｱﾝ/  020098000 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱﾝ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾜｾ ﾅｵﾐ 

責任個人ﾖﾐ ﾄﾞﾘｱﾝ ｽｹｶﾞﾜ 

責任個人ﾖﾐ ｷｷ ｷﾘﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾄｼ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:あん 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 

演奏時間 113 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

どら焼き屋「どら春」の雇われ店長・千太郎。ある日、求人募集の貼り紙をみて、

働きたいと現れた老女・徳江に、どら焼きの粒あん作りを任せることに。徳江の作

った粒あんはあまりに美味しく、みるみるうちに店は繁盛するが…。 

内容ﾖﾐ 

ﾄﾞﾗ ﾔｷ ﾔ｢ﾄﾞﾗ ﾊﾙ｣ﾉ ﾔﾄｲ ﾜﾚ ﾃﾝﾁｮｳ･ﾁ ﾀﾛｳ｡ｱﾙﾋ､ｷｭｳｼﾞﾝ ﾎﾞｼｭｳ ﾉ ﾊﾘｶﾞﾐｦﾐ

ﾃ､ﾊﾞﾀﾗｷ ﾀｲﾄ ｱﾗﾜﾚ ﾀ ﾛｳｼﾞｮ･ﾄｸｴ ﾆ､ﾄﾞﾗ ﾔｷ ﾉ ﾘｭｳ ｱ ﾝ ﾂﾞｸﾘｦ ﾏｶｾ ﾙ ｺﾄ 

ﾆ｡ﾄｸｴ ﾉ ﾂｸｯﾀ ﾘｭｳ ｱ ﾝ ﾊｱ ﾏﾘ ﾆ ｵｲｼ ｸ､ﾐﾙﾐﾙ ｳﾁ ﾆ ﾐｾ ﾊ ﾊﾝｼﾞｮｳ ｽﾙ ｶﾞ 

ﾃﾝﾃﾝ｡ 

 

 

 

 

 

 

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


はなちゃんのみそ汁 

「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ [2016.6] 201606 

阿久根 知昭∥脚本 監督 安武 信吾∥原作 安武 千恵∥ほか原作 広末 涼子∥出演 滝藤 賢一∥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/ﾊﾅﾁ/  020097754 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊﾅ ﾁｬﾝ ﾉ ﾐｿｼﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｱｸﾈ ﾄﾓｱｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾔｽﾀｹ ｼﾝｺﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾔｽﾀｹ ﾁｴ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾛｽｴ ﾘｮｳｺ 

責任個人ﾖﾐ ﾀｷﾄｳ ｹﾝｲﾁ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:はなちゃんのみそ汁 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾅﾁｬﾝﾉﾐｿｼﾙﾌｨﾙﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

演奏時間 118 分 

大きさ 12 

数量 1 

字幕機能注記 難聴者用日本語字幕 

収録内容 

恋人との普通の幸せを夢見ていた千恵はある日、乳がんを宣告される。不安に怯

える千恵に信吾はプロポーズし、夫婦に。抗がん剤治療を続けるため子供を諦め

ていた千恵だが、妊娠が分かり無事出産。3 人の幸せな日々が続くが…。 

内容ﾖﾐ 

ｺｲﾋﾞﾄ ﾄﾉ ﾌﾂｳ ﾉ ｼｱﾜｾｦ ﾕﾒﾐ ﾃ ｲﾀ ﾁｴ ﾊｱ ﾙ ﾋﾞ､ﾆｭｳ ｶﾞﾝｦ ｾﾝｺｸ ｻﾚ ﾙ｡ﾌｱﾝﾆ 

ｵﾋﾞｴ ﾙ ﾁｴ ﾆ ｼﾝｺﾞ ﾊ ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ ｼ､ﾒｵﾄ ﾆ｡ｺｳ ｶﾞﾝ ｻﾞｲ ﾁﾘｮｳｦ ﾂﾂﾞｹ ﾙ ﾀﾒ ｺﾄﾞﾓ

ｦ ｱｷﾗﾒ ﾃ ｲﾀ ﾁｴ ﾀﾞｶﾞ､ﾆﾝｼﾝ ｶﾞ ﾜｶﾘ ﾌﾞｼﾞ ｼｭｯｻﾝ｡3 ﾋﾞﾄ ﾉ ｼｱﾜｾ ﾅ ﾋﾋﾞ ｶﾞ ﾂﾂﾞ 

ｸ ｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ 

 

 

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


リトル・ロマンス 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾛｲ･ﾋﾙ∥監督 ﾀﾞｲｱﾝ･ﾚｲﾝ∥出演 ﾃﾛﾆｱｽ･ﾍﾞﾛﾅｰﾙ∥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/ﾘﾄﾙ/  020097762 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾘﾄﾙ ﾛﾏﾝｽ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:A little romance 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾙ ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾛｲ 

責任表原綴 Hill George Roy 

責任個人ﾖﾐ ﾚｲﾝ ﾀﾞｲｱﾝ 

責任表原綴 Lane Diane 

責任個人ﾖﾐ ﾍﾞﾛﾅｰﾙ ﾃﾛﾆｱｽ 

責任表原綴 Bernard Thelonious 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 110 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 

パリの少年ダニエルとアメリカ人の少女ローレンは、ベルサイユ宮殿で出会う。ベ

ネツィアにある「ためいき橋」の下で日没の瞬間にキスした恋人は永遠に結ばれ

るという伝説を実現するため旅立つが…。幼い恋人たちのロマンス。 

内容ﾖﾐ 

ﾊﾟﾘ ﾉ ｼｮｳﾈﾝ ﾀﾞﾆ ｴﾙﾄ ｱﾒﾘｶｼﾞﾝ ﾉ ｼｮｳｼﾞｮ ﾛｰ ﾚﾝﾊ､ﾍﾞﾙｻｲﾕ ｷｭｳﾃﾞﾝ ﾃﾞ ﾃﾞｸﾜ 

ｳ｡ﾍﾞﾈﾂｨｱﾆ ｱﾙ｢ﾀﾒ ｲｷ ﾊﾞｼ｣ﾉ ﾓﾄ ﾃﾞ ﾆﾁﾎﾞﾂ ﾉ ｼｭﾝｶﾝ ﾆ ｷｽ ｼﾀ ｺｲﾋﾞﾄ ﾊ ｴｲ

ｴﾝ ﾆ ﾕ ﾊﾞﾚ ﾙ ﾄｲ ｳ ﾃﾞﾝｾﾂｦ ｼﾞﾂｹﾞﾝ ｽﾙ ﾀﾒ ﾀﾋﾞﾀﾞ ﾂｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ﾖｳ ｲ ｺｲﾋﾞﾄ ﾀ

ﾁ ﾉ ﾛﾏﾝｽ｡ 

 

 

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


ベニスに死す 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾙｷﾉ･ﾋﾞｽｺﾝﾃｨ∥製作 監督 ﾄｰﾏｽ･ﾏﾝ∥原作 ﾀﾞｰｸ･ﾎﾞｶﾞｰﾄﾞ∥出演 ﾋﾞｮﾙﾝ･ｱﾝﾄﾞﾙｾﾝ∥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/ﾍﾞﾆｽ/  020097770 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾍﾞﾆｽ ﾆ ｼｽ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Death in Venice 

責任個人ﾖﾐ ｳﾞｨｽｺﾝﾃｨ ﾙｷﾉ 

責任表原綴 Visconti Luchino 

責任個人ﾖﾐ ﾏﾝ ﾄｰﾏｽ 

責任表原綴 Mann Thomas 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾞｶﾞｰﾄﾞ ﾀﾞｰｸ 

責任表原綴 Bogarde Dirk 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝﾄﾞﾙｾﾝ ﾋﾞｮﾙﾝ 

責任表原綴 Andresen Bjorn 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 130 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 

老作曲家アッシェンバッハは、静養のために赴いたベニスで美少年タージオと出会

い、次第に心を奪われてゆく。壮麗な水の都を舞台に巨匠・ビスコンティが描き上げ

る究極の「美」。 

内容ﾖﾐ 

ﾛｳ ｻｯｷｮｸｶ ｱｯｼｪﾝ ﾊﾞｯﾊ ﾊ､ｾｲﾖｳ ﾉ ﾀﾒ ﾆ ﾌ ｲﾀ ﾍﾞ ﾆｽ ﾃﾞ ﾋﾞｼｮｳﾈﾝ ﾀｰｼﾞｵﾄ ﾃﾞ

ｱｲ､ｼﾀﾞｲﾆ ｺｺﾛｦ ﾀﾞﾂ ﾜﾚﾃﾕｸ｡ｿｳﾚｲ ﾅ ﾐｽﾞ ﾉ ﾐﾔｺｦ ﾌﾞﾀｲ ﾆ ｷｮｼｮｳ･ﾋﾞｽ ｺﾝﾃｨ ｶﾞ 

ﾋﾞｮｳ ｷ ｱｹﾞ ﾙ ｷｭｳｷｮｸ ﾉ｢ﾖｼ｣｡ 

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


 

グーニーズ 

FAMILY ENTERTAINMENT 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾞﾅｰ∥製作 監督 ｼｮｰﾝ･ｱｽﾃｨﾝ∥出演 ｼﾞｮｼｭ･ﾌﾞﾛｰﾘﾝ∥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/ｸﾞﾆｽﾞ/  020097788 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｸﾞｰﾆｰｽﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The Goonies 

責任個人ﾖﾐ ﾄﾞﾅｰ ﾘﾁｬｰﾄﾞ 

責任表原綴 Donner Richard 

責任個人ﾖﾐ ｱｽﾃｨﾝ ｼｮｰﾝ 

責任表原綴 Astin Sean 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾞﾛｰﾘﾝ ｼﾞｮｼｭ 

責任表原綴 Brolin Josh 

叢書名ﾖﾐ ﾌｧﾐﾘｰ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

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 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

落ちこぼれ少年団グーニーズが、ある日偶然、屋根裏部屋で 17 世紀の古地図を

発見した。なんとそれは海賊ウィリーが隠した宝の地図だった! 宝探しの大冒険が

始まる。S.スピルバーグが製作総指揮をしたアドベンチャー作品。 

内容ﾖﾐ 

ｵﾁｺﾎﾞﾚ ｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ ｸﾞｰ ﾆｰｽﾞ ｶﾞ､ｱﾙﾋ ｸﾞｳｾﾞﾝ､ﾔﾈｳﾗ ﾍﾞﾔ ﾃﾞ 17 ｾｲｷ ﾉ ﾌﾙ ﾁｽﾞ

ｦ ﾊｯｹﾝ ｼﾀ｡ﾅﾝﾄ ｿﾚﾊ ｶｲｿﾞｸ ｳｨﾘｰ ｶﾞ ｶｸｼ ﾀ ﾎｳ ﾉ ﾁｽﾞ ﾀﾞｯﾀ!ﾎｳ ﾀﾝ ｼﾉ ﾀﾞｲ 

ﾎﾞｳｹﾝ ｶﾞ ﾊｼﾞﾏ ﾙ｡S.ｽ ﾋﾟﾙ ﾊﾞｰ ｸﾞ ｶﾞ ｾｲｻｸ ﾌｻ ｼｷｦ ｼﾀ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ｻｸﾋﾝ｡ 

 

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


俺たちに明日はない 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｱｰｻｰ･ﾍﾟﾝ∥監督 ｳｫｰﾚﾝ･ﾍﾞｲﾃｨ∥出演 ﾌｪｲ･ﾀﾞﾅｳｪｲ∥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/ｵﾚﾀ/  020097887 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｵﾚﾀﾁ ﾆ ｱｽ ﾜ ﾅｲ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Bonnie and Clyde 

責任個人ﾖﾐ ﾍﾟﾝ ｱｰｻｰ 

責任表原綴 Penn Arthur 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾞｰﾃｨｰ ｳｫｰﾚﾝ 

責任表原綴 Beatty Warren 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾞﾅｳｪｲ ﾌｪｲ 

責任表原綴 Dunaway Faye 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 112 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

衝動のままに犯罪に身を投じていく流れ者のクライド・バロウとボニー・パーカー。彼

らにあったのは危険への熱望と、お互いへの渇望だけ。バイオレンスの暴走を描い

て、アメリカ映画史を変えた作品。 

内容ﾖﾐ 

ｼｮｳﾄﾞｳ ﾉ ﾏﾏ ﾆ ﾊﾝｻﾞｲ ﾆ ﾐｦ ﾄｳｼﾞ ﾃｲｸ ﾅｶﾞﾚﾓﾉ ﾉｸﾗｲﾄﾞ･ﾊﾞﾛｳﾄﾎﾞﾆｰ･ﾊﾟｰｶｰ｡ｶﾚﾗ 

ﾆ ｱｯ ﾀﾉﾊ ｷｹﾝ ﾍﾉ ﾈﾂﾎﾞｳ ﾄ､ｵﾀｶﾞｲ ﾍﾉ ｶﾂﾎﾞｳ ﾀﾞｹ｡ﾊﾞｲｵ ﾚﾝｽﾉ ﾎﾞｳｿｳｦ ﾋﾞｮｳ ｲ

ﾃ､ｱﾒﾘｶ ｴｲｶﾞｼｦ ｶｴ ﾀ ｻｸﾋﾝ｡ 

 

 

 

 

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


オズの魔法使 

FAMILY ENTERTAINMENT 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾋﾞｸﾀｰ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ∥監督 L.ﾌﾗﾝｸ･ﾎﾞｰﾑ∥原作 ｼﾞｭﾃﾞｨ･ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ∥出演 ﾚｲ･ﾎﾞﾙｼﾞｬｰ∥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/ｵｽﾞﾉ/  020097879 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｵｽﾞ ﾉ ﾏﾎｳﾂｶｲ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The wizard of Oz 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾋﾞｸﾀｰ 

責任表原綴 Fleming Victor 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞｳﾑ ﾗｲﾏﾝ･ﾌﾗﾝｸ 

責任表原綴 Baum Lyman Frank 

責任個人ﾖﾐ ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｼﾞｭﾃﾞｨ 

責任表原綴 Garland Judy 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾞﾙｼﾞｬｰ ﾚｲ 

責任表原綴 Bolger Ray 

叢書名ﾖﾐ ﾌｧﾐﾘｰ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 101 分 

収録内容 

大竜巻に巻き込まれ、魔法の国に迷い込んだドロシーと、そこで出会った仲間た

ちの不思議な冒険物語。名曲「虹の彼方に」を生んだミュージカル・ファンタジー

の永遠の名作。映像特典と音声特典を収録した特別版。 

内容ﾖﾐ 

ﾀﾞｲ ﾀﾂﾏｷ ﾆ ﾏｷｺ ﾏﾚ､ﾏﾎｳ ﾉ ｺﾞｸ ﾆ ﾏﾖｲｺ ﾝﾀﾞﾄﾞﾛ ｼｰ ﾄ､ｿｺﾃﾞ ﾃﾞｸﾜｯﾀ ﾅｶﾏ ﾀ

ﾁ ﾉ ﾌｼｷﾞ ﾅ ﾎﾞｳｹﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ｡ﾒｲｷｮｸ｢ﾆｼﾞ ﾉ ｶﾅﾀ ﾆ｣ｦ ｳﾝ ﾀﾞ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ﾌｧﾝﾀｼﾞ

ｰ ﾉ ｴｲｴﾝ ﾉ ﾒｲｻｸ｡ｴｲｿﾞｳ ﾄｸﾃﾝ ﾄ ｵﾝｾｲ ﾄｸﾃﾝｦ ｼｭｳﾛｸ ｼﾀ ﾄｸﾍﾞﾂ ﾊﾟﾝ｡ 

 

 

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


カサブランカ 

特別版 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾏｲｹﾙ･ｶｰﾁｽ∥監督 ﾊﾝﾌﾘｰ･ﾎﾞｶﾞｰﾄ∥出演 ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾊﾞｰｸﾞﾏﾝ∥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/ｶｻﾌﾞ/  020097861 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Casablanca 

責任個人ﾖﾐ ｶｰﾁｽ ﾏｲｹﾙ 

責任表原綴 Curtiz Michael 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾞｶﾞｰﾄ ﾊﾝﾌﾘｰ 

責任表原綴 Bogart Humphrey 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞｰｸﾞﾏﾝ ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ 

責任表原綴 Bergman Ingrid 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 103 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

戦時下のカサブランカで酒場を営むリックは別れた恋人イルザと再会する。運命に

翻弄されながらも、変わらぬ愛を確かめ合う 2 人だが…。主演のハンフリー・ボガー

トとイングリッド・バーグマンの魅力が最高に発揮された傑作。 

内容ﾖﾐ 

ｾﾝｼﾞｶ ﾉｶ ｻﾌﾞ ﾗﾝ ｶﾃﾞ ｻｶﾊﾞｦ ｴｲ ﾑﾘｯｸﾊ ﾜｶﾚ ﾀ ｺｲﾋﾞﾄ ｲﾙｻﾞﾄ ｻｲｶｲ ｽﾙ｡ｳﾝﾒｲ 

ﾆ ﾎﾝﾛｳ ｻﾚ ﾅｶﾞﾗ ﾓ､ｶﾜ ﾗﾇ ｱｲｦ ﾀｼｶﾒ ｺﾞｳ ｳ 2 ﾋﾞﾄ ﾀﾞｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ｼｭｴﾝ ﾉﾊﾝ ﾌﾘ

ｰ･ﾎﾞ ｶﾞｰﾄﾄ ｲﾝ ｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾊﾞｰ ｸﾞ ﾏﾝ ﾉ ﾐﾘｮｸ ｶﾞ ｻｲｺｳ ﾆ ﾊｯｷ ｻﾚ ﾀ ｹｯｻｸ｡ 

 

 

 

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


風と共に去りぬ 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾋﾞｸﾀｰ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ∥監督 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾐｯﾁｪﾙ∥原作 ﾋﾞﾋﾞｱﾝ･ﾘｰ∥出演 ｸﾗｰｸ･ｹﾞｰﾌﾞﾙ∥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/ｶｾﾞﾄ/  020097853 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｾﾞ ﾄ ﾄﾓ ﾆ ｻﾘﾇ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Gone with the wind 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾋﾞｸﾀｰ 

責任表原綴 Fleming Victor 

責任個人ﾖﾐ ﾐｯﾁｪﾙ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 

責任表原綴 Mitchell Margaret 

責任個人ﾖﾐ ﾘｰ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ 

責任表原綴 Leigh Vivien 

責任個人ﾖﾐ ｹﾞｰﾌﾞﾙ ｸﾗｰｸ 

責任表原綴 Gable Clark 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 232 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

1861 年、ジョージア州タラで開かれた大園遊会。パーティの女王スカーレットは、心

に決めていたアシュレーと彼のいとこのメラニーの婚約が発表されると聞き、怒り悲

しんでいた。その夜、遂に南北戦争が勃発し…。 

内容ﾖﾐ 

1861 ﾈﾝ､ｼﾞｮｰｼﾞｱ ｽ ﾀﾗ ﾃﾞ ﾋﾗ ｶﾚ ﾀ ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳ ｶｲ｡ﾊﾟｰﾃｨ ﾉ ｼﾞｮｵｳ ｽｶｰﾚｯﾄ ﾊ､

ｼﾝ ﾆ ｷﾒ ﾃ ｲﾀ ｱｼｭﾚｰﾄ ｶﾉ ｲ ﾄｺ ﾉﾒﾗﾆｰﾉ ｺﾝﾔｸ ｶﾞ ﾊｯﾋﾟｮｳ ｻﾚ ﾙﾄ ｷﾞｷ､ｲｶﾘ ｶ

ﾅｼ ﾝﾃﾞ ｲﾀ｡ｿﾉ ﾖﾙ､ﾂｲﾆ ﾅﾝﾎﾟｸ ｾﾝｿｳ ｶﾞ ﾎﾞｯﾊﾟﾂ ｼ ﾃﾝﾃﾝ｡ 

 

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


雨に唄えば 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｼﾞｰﾝ･ｹﾘｰ∥監督 出演 ｽﾀﾝﾘｰ･ﾄﾞｰﾈﾝ∥監督 ﾃﾞﾋﾞｰ･ﾚｲﾉﾙｽﾞ∥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/ｱﾒﾆ/  020097846 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱﾒ ﾆ ｳﾀｴﾊﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Singin' in the rain 

責任個人ﾖﾐ ｹﾘｰ ｼﾞｰﾝ 

責任表原綴 Kelly Gene 

責任個人ﾖﾐ ﾄﾞｰﾈﾝ ｽﾀﾝﾘｰ 

責任表原綴 Donen Stanley 

責任個人ﾖﾐ ﾚｲﾉﾙｽﾞ ﾃﾞﾋﾞｰ 

責任表原綴 Reynolds Debbie 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 103 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ハリウッドの人気スター、ドンとリーナは多くの作品に共演し、結婚も間近と思われて

いた。やがて新作の撮影が開始されるが、途中からトーキーに変更。リーナの吹き

替えをコーラス・ガールのキャシーが務めることになるが…。 

内容ﾖﾐ 

ﾊﾘｳｯﾄﾞ ﾉ ﾋﾄｹ ｽﾀｰ､ﾄﾞﾝﾄﾘｰﾅﾊ ｵｵｸ ﾉ ｻｸﾋﾝ ﾆ ｷｮｳｴﾝ ｼ､ｹｯｺﾝ ﾓ ﾏﾁﾞｶ ﾄｵﾓ ﾜﾚ

ﾃ ｲﾀ｡ﾔｶﾞﾃ ｼﾝｻｸ ﾉ ｻﾂｴｲ ｶﾞ ｶｲｼ ｻﾚ ﾙ ｶﾞ､ﾄﾁｭｳ ｶﾗ ﾄｰｷｰ ﾆ ﾍﾝｺｳ｡ﾘｰﾅﾉ ﾌｷ

ｶｴｦ ｺｰﾗｽ･ｶﾞｰﾙ ﾉｷｬ ｼｰ ｶﾞ ﾂﾄﾒ ﾙ ｺﾄ ﾆﾅﾙ ｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ 

 

 

 

 

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


カッコーの巣の上で 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾐﾛｽ･ﾌｫｱﾏﾝ∥監督 ｹﾝ･ｷｰｼﾞｰ∥原作 ｼﾞｬｯｸ･ﾆｺﾙｿﾝ∥出演 ﾙｲｰｽﾞ･ﾌﾚｯﾁｬｰ∥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/ｶﾂｺ/  020097838 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶｯｺｰ ﾉ ｽ ﾉ ｳｴ ﾃﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:One flew over the cuckoo's nest 

責任個人ﾖﾐ ﾌｫｱﾏﾝ ﾐﾛｽ 

責任表原綴 Forman Milos 

責任個人ﾖﾐ ｷｰｼﾞｰ ｹﾝ 

責任表原綴 Kesey Ken 

責任個人ﾖﾐ ﾆｺﾙｿﾝ ｼﾞｬｯｸ 

責任表原綴 Nicholson Jack 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾚｯﾁｬｰ ﾙｲｰｽﾞ 

責任表原綴 Fletcher Louise 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 133 分 

大きさ 12 

収録内容 

1963 年 9 月、オレゴン州立精神病院に連れられてきたマクマーフィ。彼は刑務所

の強制労働を逃れるために狂人を装っていたのだが、精神病院はもっと悲惨だっ

た。さまざまな手段で病院側に反抗しようとするが…。 

内容ﾖﾐ 

1963 ﾈﾝ 9 ﾂｷ､ｵﾚｺﾞﾝ ｽ ﾘﾂ ｾｲｼﾝﾋﾞｮｳ ｲﾝ ﾆ ﾂﾞﾚ ﾗﾚﾃ ｷﾀ ﾏ ｸﾏｰﾌｨ｡ｶﾚﾊ ｹｲ

ﾑｼｮ ﾉ ｷｮｳｾｲ ﾛｳﾄﾞｳｦ ﾉｶﾞﾚ ﾙ ﾀﾒ ﾆ ｷｮｳｼﾞﾝｦ ﾖｿｵｯﾃ ｲﾀ ﾉ ﾀﾞｶﾞ､ｾｲｼﾝﾋﾞｮｳ ｲ

ﾝ ﾊ ﾓｯﾄ ﾋｻﾝ ﾀﾞｯﾀ｡ｻﾏｻﾞﾏ ﾅ ｼｭﾀﾞﾝ ﾃﾞ ﾋﾞｮｳｲﾝ ﾊﾀ ﾆ ﾊﾝｺｳ ｼﾖｳ ﾄ ｽﾙ ｶﾞ ﾃ

ﾝﾃﾝ｡ 

 

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


グレムリン 

SPECIAL EDITION 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｼﾞｮｰ･ﾀﾞﾝﾃ∥監督 ｻﾞｯｸ･ｷﾞｬﾘｶﾞﾝ∥出演 ﾌｨｰﾋﾞｰ･ｹｲﾂ∥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/ｸﾞﾚﾑ/  020097820 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｸﾞﾚﾑﾘﾝ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Gremlins 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾞﾝﾃ ｼﾞｮｰ 

責任表原綴 Dante Joe 

責任個人ﾖﾐ ｷﾞｬﾘｶﾞﾝ ｻﾞｯｸ 

責任表原綴 Galligan Zach 

責任個人ﾖﾐ ｹｲﾂ ﾌｨｰﾋﾞｰ 

責任表原綴 Cates Phoebe 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 106 分 

字幕機能注記 全 8 カ国語字幕 

収録内容 

クリスマスの夜、ビリーは発明家の父から不思議な生き物モグワイをプレゼント

された。ビリーはギズモと名付けて可愛がるが、ギズモの体からいたずら好きの

怪物グレムリンが誕生し、どんどん増えて、街中は大パニック! 

内容ﾖﾐ 

ｸﾘｽﾏｽ ﾉ ﾖﾙ､ﾋﾞﾘｰﾊ ﾊﾂﾒｲｶ ﾉ ﾌ ｶﾗ ﾌｼｷﾞ ﾅ ｲｷﾓﾉ ﾓｸﾞﾜｲｦ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ｻﾚ ﾀ｡

ﾋﾞﾘｰﾊｷﾞｽﾞﾓﾄ ﾅﾂﾞｹ ﾃ ｶﾜｲｶﾞ ﾙ ｶﾞ､ｷﾞｽﾞﾓﾉ ﾃｲ ｶﾗ ｲﾀｽﾞﾗ ｽﾞｷ ﾉ ｶｲﾌﾞﾂ ｸﾞﾚﾑ

ﾘﾝ ｶﾞ ﾀﾝｼﾞｮｳ ｼ､ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ ﾌｴ ﾃ､ﾏﾁ ﾅｶ ﾊ ﾀﾞｲ ﾊﾟﾆｯｸ! 

 

 

 

 

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


秘密の花園 

FAMILY ENTERTAINMENT 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｱﾆｴｽｶ･ﾎﾗﾝﾄﾞ∥監督 ﾌﾗﾝｼｽ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ∥原作 ｹｲﾄ･ﾒｲﾊﾞﾘｰ∥出演 ﾍｲﾄﾞﾝ･ﾌﾟﾗｳｽ∥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/ﾋﾐﾂ/  020097812 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾋﾐﾂ ﾉ ﾊﾅｿﾞﾉ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The secret garden 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾗﾝﾄﾞ ｱｸﾞﾆｴｼｭｶ 

責任表原綴 Holland Agnieszka 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞｰﾈｯﾄ ﾌﾗﾝｼｽ･ｴﾘｻﾞ･ﾎｼﾞｿﾝ 

責任表原綴 Burnett Frances Eliza Hodgson 

責任個人ﾖﾐ ﾒｲﾊﾞﾘｰ ｹｲﾄ 

責任表原綴 Maberly Kate 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾟﾗｳｽ ﾍｲﾄﾞﾝ 

責任表原綴 Prowse Heydon 

叢書名ﾖﾐ ﾌｧﾐﾘｰ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 102 分 

収録内容 

突然の事故で両親を失ったメアリーは、伯父クレイヴン伯爵の屋敷に引き取られ

る。ある日、彼女は秘密の花園を見つける。それは伯爵が死んだ妻の思い出ととも

に封印した庭だった。メアリーは花園を蘇らせようと決心する。 

内容ﾖﾐ 

ﾄﾂｾﾞﾝ ﾉ ｼﾞｺ ﾃﾞ ﾘｮｳｼﾝｦ ｼﾂｯﾀﾒ ｱﾘｰﾊ､ｵｼﾞ ｸ ﾚｲ ｳﾞﾝ ﾊｸｼｬｸ ﾉ ﾔｼｷ ﾆ ﾋｷﾄ ﾗ

ﾚﾙ｡ｱﾙﾋ､ｶﾉｼﾞｮ ﾊ ﾋﾐﾂ ﾉ ﾊﾅｿﾞﾉｦ ﾐﾂｹ ﾙ｡ｿﾚﾊ ﾊｸｼｬｸ ｶﾞ ｼﾝ ﾀﾞ ﾂﾞﾏ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ ﾄ 

ﾄﾓﾆ ﾌｳｲﾝ ｼﾀ ﾆﾜ ﾀﾞｯﾀ｡ﾒ ｱﾘｰﾊ ﾊﾅｿﾞﾉｦ ﾖﾐｶﾞｴ ﾗ ｾﾖ ｳﾄ ｹｯｼﾝ 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
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


許されざる者 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｸﾘﾝﾄ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ∥製作 監督 出演 ｼﾞｰﾝ･ﾊｯｸﾏﾝ∥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/ﾕﾙｻ/  020097804 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾕﾙｻﾚｻﾞﾙ ﾓﾉ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Unforgiven 

責任個人ﾖﾐ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ ｸﾘﾝﾄ 

責任表原綴 Eastwood Clint 

責任個人ﾖﾐ ﾊｯｸﾏﾝ ｼﾞｰﾝ 

責任表原綴 Hackman 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 131 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

かつての残忍な悪党が、娼婦の懸けた賞金を得ようと、昔の仲間や若いガンマンと

共に最後の追跡の旅に出る。年老いたガンマンが伝説の男として甦る姿を、スタイリ

ッシュに映しだすイーストウッドの西部劇映画史の総決算。 

内容ﾖﾐ 

ｶﾂﾃ ﾉ ｻﾞﾝﾆﾝ ﾅ ｱｸﾄｳ ｶﾞ､ｼｮｳﾌ ﾉ ｶｹ ﾀ ｼｮｳｷﾝｦ ﾄｸ ﾖｳ ﾄ､ﾑｶｼ ﾉ ﾅｶﾏ ﾔ ﾜｶｲ 

ｶﾞﾝﾏ ﾝﾄ ﾄﾓﾆ ｻｲｺﾞ ﾉ ﾂｲｾｷ ﾉ ﾘｮ ﾆ ﾃﾞ ﾙ｡ﾄｼｵｲﾀ ｶﾞﾝﾏ ﾝ ｶﾞ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾉ ﾅﾝ ﾄｼﾃ 

ﾖﾐｶﾞｴ ﾙ ｽｶﾞﾀｦ､ｽ ﾀｲ ﾘｯｼｭﾆ ｳﾂｼ ﾀﾞｽ ｲｰｽﾄ ｳｯﾄﾞ ﾉ ｾｲﾌﾞｹﾞｷ ｴｲｶﾞｼ ﾉ ｿｳｹｯｻ

ﾝ｡ 

 

 

 

 

 

 

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


逃亡者 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾃﾞｲﾋﾞｽ∥監督 ﾊﾘｿﾝ･ﾌｫｰﾄﾞ∥出演 ﾄﾐｰ･ﾘｰ･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/ﾄｳﾎﾞ/  020097796 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾄｳﾎﾞｳｼｬ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:The fugitive 

責任個人ﾖﾐ ﾃﾞｰﾋﾞｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 

責任表原綴 Davis Andrew 

責任個人ﾖﾐ ﾌｫｰﾄﾞ ﾊﾘｿﾝ 

責任表原綴 Ford Harrison 

責任個人ﾖﾐ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾄﾐｰ･ﾘｰ 

責任表原綴 Jones Tommy Lee 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 131 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

妻殺しの汚名を着せられ、死刑の宣告を受けた医師・キンブル。護送途中に脱走し、

真犯人を捜す明日なき逃亡の中へ身を投じてゆく。連邦保安官補ジェラードは執拗

にキンブルを追う。ふたりの男の息づまる戦いが始まった! 

内容ﾖﾐ 

ﾂﾞﾏ ｺﾞﾛｼ ﾉ ｵﾒｲｦ ｷｾ ﾗﾚ､ｼｹｲ ﾉ ｾﾝｺｸｦ ｳｹ ﾀ ｲｼ･ｷﾝﾌﾞﾙ｡ｺﾞｿｳ ﾄﾁｭｳ ﾆ ﾀﾞｯｿｳ 

ｼ､ｼﾝﾊﾝﾆﾝｦ ｿｳ ｽ ﾐｮｳﾆﾁ ﾅｷ ﾄｳﾎﾞｳ ﾉ ﾅｶ ﾍ ﾐｦ ﾄｳｼﾞ ﾃﾕｸ｡ﾚﾝﾎﾟｳ ﾎｱﾝｶﾝ ﾎ ｼﾞ

ｪ ﾗｰﾄﾞ ﾊ ｼﾂﾖｳ ﾆｷﾝﾌﾞﾙｦ ｵｳ｡ﾌﾀﾘﾉ ﾅﾝ ﾉ ｲｷﾂﾞ ﾏﾙ ﾀﾀｶｲ ｶﾞ ﾊｼﾞﾏｯﾀ! 

 

 

 

 

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


ドクトル・ジバゴ 

ANNIVERSARY EDITION 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾘｰﾝ∥監督 ﾎﾞﾘｽ･ﾊﾟｽﾃﾙﾅｰｸ∥原作 ｵﾏｰ･ｼｬﾘﾌ∥出演 ｼﾞｭﾘｰ･ｸﾘｽﾃｨ∥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/ﾄﾞｸﾄ/  020097895 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾄﾞｸﾄﾙ ｼﾞﾊﾞｺﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Doctor Zhivago 

責任個人ﾖﾐ ﾘｰﾝ ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ 

責任表原綴 Lean David 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾟｽﾃﾙﾅｰｸ ﾎﾞﾘｽ･ﾚｵﾆｰﾄﾞｳﾞｨﾁ 

責任表原綴 Pasternak Boris Leonidovich 

責任個人ﾖﾐ ｼｬﾘﾌ ｵﾏｰ 

責任表原綴 Sharif Omar 

責任個人ﾖﾐ ｸﾘｽﾃｨｰ ｼﾞｭﾘｰ 

責任表原綴 Christie Julie 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 200 分 

数量 2 

収録内容 

巨匠デビット・リーンが、戦争に分断されたロシアと愛に引き裂かれた人間の心

を描いた、ボリス・パステルナーク原作の大河ドラマ。街頭の革命、無人地帯に

突撃する兵士、ウラルへ疾走する列車など、壮大な絵巻が展開される。 

内容ﾖﾐ 

ｷｮｼｮｳ ﾃﾞ ﾋﾞｯﾄ･ﾘｰﾝ ｶﾞ､ｾﾝｿｳ ﾆ ﾌﾞﾝﾀﾞﾝ ｻﾚ ﾀ ﾛｼｱ ﾄ ｱｲ ﾆ ﾋｷｻ ｶﾚ ﾀ ﾆﾝ

ｹﾞﾝ ﾉ ｺｺﾛｦ ﾋﾞｮｳ ｲﾀ､ﾎﾞ ﾘｽ･ﾊﾟｽﾃﾙ ﾅｰｸ ｹﾞﾝｻｸ ﾉ ﾀｲｶﾞ ﾄﾞﾗﾏ｡ｶﾞｲﾄｳ ﾉ ｶｸﾒ

ｲ､ﾑｼﾞﾝ ﾁﾀｲ ﾆ ﾄﾂｹﾞｷ ｽﾙ ﾍｲｼ､ｳﾗﾙﾍ ｼｯｿｳ ｽﾙ ﾚｯｼｬ ﾅﾄﾞ､ｿｳﾀﾞｲ ﾅ ｴﾏｷ 

ｶﾞ ﾃﾝｶｲ 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


BEN-HUR 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

ｳｨﾘｱﾑ･ﾜｲﾗｰ∥監督 ﾙｰ･ｳｫｰﾚｽ∥原作 ﾁｬｰﾙﾄﾝ･ﾍｽﾄﾝ∥出演 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾎﾞｲﾄﾞ∥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/ﾍﾞﾝﾊ/  020097903 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾍﾞﾝ ﾊｰ 

ﾀｲﾄﾙ原綴 BEN HUR 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Ben‐Hur 

責任個人ﾖﾐ ﾜｲﾗｰ ｳｨﾘｱﾑ 

責任表原綴 Wyler William 

責任個人ﾖﾐ ｳｫｰﾚｽ ﾙｰ 

責任表原綴 Wallace Lewis 

責任個人ﾖﾐ ﾍｽﾄﾝ ﾁｬｰﾙﾄﾝ 

責任表原綴 Heston Charlton 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾞｲﾄﾞ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ 

責任表原綴 Boyd Stephen 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 222 分 

大きさ 12 

数量 2 

収録内容 

ユダヤの都エルサレム。豪族の息子ベン・ハーは、反逆罪に問われ奴隷として軍

船に送り込まれる。やがてローマ艦艇司令官アリウスの命を救ったベン・ハーは、

ローマ屈指の剣闘士に成長。宿敵メッサラとの大戦車競走に挑む。 

内容ﾖﾐ 

ﾕﾀﾞﾔ ﾉ ﾐﾔｺ ｴﾙｻﾚﾑ｡ｺﾞｳｿﾞｸ ﾉ ﾑｽｺ ﾍﾞﾝ･ﾊｰﾊ､ﾊﾝｷﾞｬｸ ﾂﾐ ﾆ ﾓﾝ ﾜﾚ ﾄﾞﾚｲ ﾄｼﾃ 

ｸﾞﾝ ﾌﾞﾈ ﾆ ｵｸﾘｺ ﾏﾚ ﾙ｡ﾔｶﾞﾃ ﾛｰﾏ ｶﾝﾃｲ ｼﾚｲｶﾝ ｱﾘ ｳｽﾉ ｲﾉﾁｦ ｽｸｯﾀﾍﾞﾝ･ﾊｰﾊ､

ﾛｰﾏ ｸｯｼ ﾉ ﾂﾙｷﾞ ﾄｳｼ ﾆ ｾｲﾁｮｳ｡ｼｭｸﾃｷ ﾒｯｻﾗﾄﾉ ﾀｲｾﾝ ｼｬ ｷｮｳｿｳ ﾆ ﾉｿﾞ 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


 

2001 年宇宙の旅 

STANLEY KUBRICK COLLECTION 

ワーナー・ホーム・ビデオ [2016.10] 201610 

STANLEY KUBRICK∥製作 監督 KEIR DULLEA∥出演 GARY LOCKWOOD∥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/ﾆｾﾝ/  020097911 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾆｾﾝｲﾁﾈﾝ ｳﾁｭｳ ﾉ ﾀﾋﾞ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:2001 

責任個人ﾖﾐ ｷｭｰﾌﾞﾘｯｸ ｽﾀﾝﾘｰ 

責任表原綴 Kubrick Stanley 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾞﾘｰ K. 

責任表原綴 Dullea Keir 

責任個人ﾖﾐ ﾛｯｸｳｯﾄﾞ ｹﾞｲﾘｰ 

責任表原綴 Lockwood Gary 

叢書名ﾖﾐ ｽﾀﾝﾘｰ ｷｭｰﾌﾞﾘｯｸ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ﾜｰﾅｰﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ 

演奏時間 148 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

人類創世紀から、数千年後の人類に開拓された宇宙へ。明日へのカウント・ダウ

ン、人類の運命の地図、無限への旅、人間対コンピュータの戦い…。エキサイティ

ングで衝撃的な、SF 映画の最高峰。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞﾝﾙｲ ｿｳｾｲ ｷ ｶﾗ､ｽｳｾﾝ ﾈﾝｺﾞ ﾉ ｼﾞﾝﾙｲ ﾆ ｶｲﾀｸ ｻﾚ ﾀ ｳﾁｭｳ ﾍ｡ﾐｮｳﾆﾁ ﾍﾉ 

ｶｳﾝﾄ･ﾀﾞｳﾝ､ｼﾞﾝﾙｲ ﾉ ｳﾝﾒｲ ﾉ ﾁｽﾞ､ﾑｹﾞﾝ ﾍﾉ ﾘｮ､ﾆﾝｹﾞﾝ ﾂｲ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾉ ﾀﾀｶｲ ﾃ

ﾝﾃﾝ｡ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ ﾃﾞ ｼｮｳｹﾞｷﾃｷ ﾅ､SF ｴｲｶﾞ ﾉ ｻｲｺｳﾎｳ｡ 

 

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


母と暮せば 

松竹 [2016.9] 201609 

山田 洋次∥監督 吉永 小百合∥出演 二宮 和也∥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/ﾊﾊﾄ/  020097929 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾊﾊ ﾄ ｸﾗｾﾊﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾖｼﾅｶﾞ ｻﾕﾘ 

責任個人ﾖﾐ ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾅﾘ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｼｮｳﾁｸ 

演奏時間 130 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

1948 年 8 月 9 日。長崎で助産婦をして暮らす伸子の前に、3 年前に原爆で亡くし

たはずの息子・浩二が現れる。その日から、浩二は時々伸子の前に現れ、2 人は

たくさんの話をする。2 人の時間は永遠に続くようにみえたが…。 

内容ﾖﾐ 

1948 ﾈﾝ 8 ﾂｷ 9 ﾋﾞ｡ﾅｶﾞｻｷ ﾃﾞ ｼﾞｮｻﾝﾌﾟｦｼﾃ ｸﾗ ｽ ﾉﾌﾞｺ ﾉ ﾏｴ ﾆ､3 ﾈﾝ ﾏｴ ﾆ ｹﾞ

ﾝﾊﾞｸ ﾃﾞ ﾅｸ ｼﾀ ﾊｽﾞ ﾉ ﾑｽｺ･ｺｳｼﾞ ｶﾞ ｱﾗﾜﾚ ﾙ｡ｿﾉﾋ ｶﾗ､ｺｳｼﾞ ﾊ ﾄｷﾄﾞｷ ﾉﾌﾞｺ ﾉ ﾏ

ｴ ﾆ ｱﾗﾜﾚ､2 ﾋﾞﾄ ﾊﾀ ｸｻ ﾝﾉ ﾊﾅｼｦ ｽﾙ｡2 ﾋﾞﾄ ﾉ ｼﾞｶﾝ ﾊ ｴｲｴﾝ ﾆ ﾂﾂﾞ ｸ ﾖｳﾆ ﾐ

ｴ ﾀｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


家族はつらいよ 

松竹 [2016.11] 201611 

山田 洋次∥監督 橋爪 功∥出演 吉行 和子∥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/ｶｿﾞｸ/  020097937 ＤＶＤ 

 

タイトルﾖﾐ ｶｿﾞｸ ﾜ ﾂﾗｲﾖ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾊｼｽﾞﾒ ｲｻｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾖｼﾕｷ ｶｽﾞｺ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｼｮｳﾁｸ 

演奏時間 108 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

結婚 50 年を迎えようとする平田家の主・周造と妻・富子。たまには妻に誕生日の

プレゼントでも買ってやろうかと、周造が欲しいものを聞いてみると、富子の答えは

なんと「離婚届」。まさかの熟年離婚騒動に子どもたちは大慌て! 

内容ﾖﾐ 

ｹｯｺﾝ 50 ﾄｼｦ ﾑｶｴ ﾖｳ ﾄ ｽﾙ ﾋﾗﾀ ﾔ ﾉ ﾇｼ･ｼｭｳ ﾂｸ ﾄ ﾂﾞﾏ･ﾄﾐｺ｡ﾀﾏﾆﾊ ﾂﾞﾏ ﾆ ﾀ

ﾝｼﾞｮｳﾋﾞ ﾉ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ﾃﾞﾓ ﾊﾞｲｯﾃﾔﾛｳｶﾄ､ｼｭｳ ﾂｸ ｶﾞ ﾎｼ ｲ ﾓﾉｦ ﾓﾝ ｲﾃﾐﾙﾄ､ﾄﾐｺ ﾉ 

ｺﾀｴ ﾊﾅ ﾝﾄ｢ﾘｺﾝ ﾄﾄﾞｹ｣｡ﾏｻｶ ﾉ ｼﾞｭｸﾈﾝ ﾘｺﾝ ｿｳﾄﾞｳ ﾆ ｺﾄﾞﾓ ﾀﾁ ﾊ ｵｵｱﾜﾃ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ブリッジ・オブ・スパイ 

20 世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン [2016.6] 201606 

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 製作 ﾄﾑ･ﾊﾝｸｽ∥主演 ﾏｰｸ･ﾗｲﾗﾝｽ∥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/ﾌﾞﾘﾂ/  020097952 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾌﾞﾘｯｼﾞ ｵﾌﾞ ｽﾊﾟｲ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Bridge of spies 

責任個人ﾖﾐ ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ 

責任表原綴 Spielberg Steven 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾝｸｽ ﾄﾑ 

責任表原綴 Hanks Tom 

責任個人ﾖﾐ ﾗｲﾗﾝｽ ﾏｰｸ 

責任表原綴 Rylance Mark 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ﾆｼﾞｯｾｲｷﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 142 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

東西冷戦状態にあった 1950～60 年代。弁護士のジム・ドノヴァンは、アメリカ国内

で捕らえられたソ連のスパイの弁護を引き受けたことをきっかけに、ある重大な任

務を委ねられる。実話に基づく究極のスパイ・サスペンス。 

内容ﾖﾐ 

ﾄｳｻﾞｲ ﾚｲｾﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ﾆｱｯﾀ 1950 ｶﾗ 60 ﾈﾝﾀﾞｲ｡ﾍﾞﾝｺﾞｼ ﾉ ｼﾞﾑ･ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝﾊ､ｱﾒﾘｶ 

ｺｸﾅｲ ﾃﾞ ﾄﾗｴ ﾗﾚﾀ ｿﾚﾝ ﾉ ｽﾊﾟｲ ﾉ ﾍﾞﾝｺﾞｦ ﾋｷｳｹ ﾀｺ ﾄｦ ｷｯｶｹ ﾆ､ｱﾙ ｼﾞｭｳﾀﾞｲ 

ﾅ ﾆﾝﾑｦ ﾕﾀﾞﾈ ﾗﾚﾙ｡ｼﾞﾂﾜ ﾆ ﾓﾄﾂﾞ ｸ ｷｭｳｷｮｸ ﾉ ｽﾊﾟｲ･ｻｽﾍﾟﾝｽ｡ 

 

 

 

 

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


エール! 

ニューセレクト クロックワークス [2016.7] 201607 

ｴﾘｯｸ･ﾗﾙﾃｨｺﾞ∥監督 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ･ﾍﾞﾄﾞｽ∥原作 ﾙｱﾝﾇ･ｴﾒﾗ∥出演 ｶﾘﾝ･ｳﾞｨｱｰﾙ∥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/ｴﾙ/  020097960 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｴｰﾙ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:La famille Bélier 

責任個人ﾖﾐ ﾗﾙﾃｨｺﾞｰ ｴﾘｯｸ 

責任表原綴 Lartigau Eric 

責任個人ﾖﾐ ﾍﾞﾄﾞｽ ｳﾞｨｸﾄﾘｱ 

責任表原綴 Bedos Victoria 

責任個人ﾖﾐ ﾙｱﾝﾇ 

責任表原綴 Louane 

責任個人ﾖﾐ ｳﾞｨｱｰﾙ ｶﾘﾝ 

責任表原綴 Viard Karin 

価格 ¥12500 

演奏時間 106 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 デカ字幕 

収録内容 

ベリエ家は、父、母、弟とポーラの 4 人家族。ポーラ以外、全員耳が聞えず、彼女

は家族のために通訳をしていた。ある日、彼女の歌声を聴いた教師が音楽学校

のオーディションを受けることを勧めるが、彼女の家族は猛反対する。 

内容ﾖﾐ 

ﾍﾞﾘｴ ﾔ ﾊ､ﾌ､ﾓ､ﾃｲ ﾄ ﾎﾟｰﾗ ﾉ 4 ｼﾞﾝｶ ｿﾞｸ｡ﾎﾟｰﾗ ｲｶﾞｲ､ｾﾞﾝｲﾝ ﾐﾐ ｶﾞ ﾓﾝ ｴｽﾞ､ｶﾉ

ｼﾞｮ ﾊ ｶｿﾞｸ ﾉ ﾀﾒ ﾆ ﾂｳﾔｸｦｼﾃ ｲﾀ｡ｱﾙﾋ､ｶﾉｼﾞｮ ﾉ ｳﾀｺﾞｴｦ ﾁｮｳ ｲﾀ ｷｮｳｼ ｶﾞ ｵ

ﾝｶﾞｸ ｶﾞｯｺｳ ﾉ ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝｦ ｳｹ ﾙ ｺﾄｦ ｽｽﾒ ﾙ ｶﾞ､ｶﾉｼﾞｮ ﾉ ｶｿﾞｸ ﾊ ﾓｳ ﾊﾝﾀｲ 

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


 

おやこで体操 

楽しみながら身体能力を鍛えよう! 

K‐essence(制作) [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 /78/ｵﾔｺ/  020097986 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｵﾔｺ ﾃﾞ ﾀｲｿｳ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾀﾉｼﾐﾅｶﾞﾗ ｼﾝﾀｲ ﾉｳﾘｮｸ ｵ ｷﾀｴﾖｳ 

価格 ¥6000 

発行者ﾖﾐ ｹｲｴｯｾﾝｽ 

演奏時間 45 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

こどもはお父さん・お母さんと触れ合う遊びが大好き! そんな遊びの中で自然に身体

能力が身に付いていきます。道具も準備もいらない、おやこでする体操を紹介しま

す。思春期に入る前の年齢のこどもとのペアストレッチも収録。 

内容ﾖﾐ 

ｺﾄﾞﾓ ﾊ ｵﾄｳｻﾝ･ｵｶｱｻﾝ ﾄ ﾌﾚｱ ｳ ｱｿﾋﾞ ｶﾞ ﾀﾞｲｽｷ!ｿﾝﾅ ｱｿﾋﾞ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ ｼｾﾞﾝ ﾆ ｼﾝ

ﾀｲ ﾉｳﾘｮｸ ｶﾞ ﾐﾆﾂ ｲﾃｲ ｷﾏ ｽ｡ﾄﾞｳｸﾞ ﾓ ｼﾞｭﾝﾋﾞ ﾓｲﾗﾅｲ､ｵﾔ ｺﾃﾞ ｽﾙ ﾀｲｿｳｦ ｼｮｳｶｲ 

ｼﾏ ｽ｡ｼｼｭﾝｷ ﾆ ﾊｲ ﾙ ﾏｴﾉ ﾈﾝﾚｲ ﾉ ｺﾄﾞﾓ ﾄﾉ ﾍﾟｱ ｽﾄﾚｯﾁ ﾓ ｼｭｳﾛｸ｡ 

一般件名 遊戯 

一般件名 体操 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



簡単!楽しい!世界で一つだけのハンドメイドアクセサリー 

レジンやビーズ織りのアクセサリーを作りましょう 

K‐essence(制作) [2016.9] 201609 

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 /75/ｶﾝﾀ/  020097978 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶﾝﾀﾝ ﾀﾉｼｲ ｾｶｲ ﾃﾞ ﾋﾄﾂﾀﾞｹ ﾉ ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ ｱｸｾｻﾘｰ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾚｼﾞﾝ ﾔ ﾋﾞｰｽﾞｵﾘ ﾉ ｱｸｾｻﾘｰ ｵ ﾂｸﾘﾏｼｮｳ 

価格 ¥5000 

発行者ﾖﾐ ｹｲｴｯｾﾝｽ 

演奏時間 105 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

自分の手で自分の好みにピッタリのアクセサリーを作ってみませんか? コサージュ

やペンダントなどを、レジンで簡単に作る方法やビーズ織りでゴージャスに作る方法

を指導します。牛乳パックをリユースした織り機も紹介します。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ﾃ ﾃﾞ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ｺﾉﾐﾆ ﾋﾟｯﾀﾘ ﾉ ｱｸｾｻﾘｰｦ ﾂｸｯﾃﾐﾏｾﾝｶ?ｺｻｰｼﾞｭﾔ ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ ﾅ

ﾄﾞｦ､ﾚｼﾞ ﾝﾃﾞ ｶﾝﾀﾝ ﾆ ﾂｸ ﾙ ﾎｳﾎｳ ﾔﾋﾞｰｽﾞ ｵﾘ ﾃﾞ ｺﾞｰｼﾞｬｽ ﾆ ﾂｸ ﾙ ﾎｳﾎｳｦ ｼﾄﾞｳ 

ｼﾏ ｽ｡ｷﾞｭｳﾆｭｳ ﾊﾟｯｸｦﾘ ﾕｰｽ ｼﾀ ｵﾘ ﾊﾀ ﾓ ｼｮｳｶｲ ｼﾏ ｽ｡ 

一般件名 工作 

一般件名 プラスチック 

一般件名 ビーズ細工 

一般件名 アクセサリー 

 

 

 


