
失われた楽園 

珠玉のフランス映画名作選 

ブロードウェイ [2016.11] 201611 

ｱﾍﾞﾙ･ｶﾞﾝｽ∥監督 ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ･ｸﾞﾗｳﾞｪ∥出演 ｴﾙｳﾞｨﾙ･ﾎﾟﾍﾟｽｺ∥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/ｳｼﾅ/  020098927 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳｼﾅﾜﾚﾀ ﾗｸｴﾝ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Paradis perdu 

責任個人ﾖﾐ ｶﾞﾝｽ ｱﾍﾞﾙ 

責任表原綴 Gance Abel 

責任個人ﾖﾐ ｸﾞﾗﾍﾞ F. 

責任表原綴 Gravey Fernand 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾟﾍﾟｽｺ ｴﾙｳﾞｨﾙ 

責任表原綴 Popesco Elvire 

叢書名ﾖﾐ ｼｭｷﾞｮｸ ﾉ ﾌﾗﾝｽ ｴｲｶﾞ ﾒｲｻｸｾﾝ 

価格 ¥7000 

発行者ﾖﾐ ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 

演奏時間 95 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

第一次大戦前夜のパリ。新進気鋭のアーティスト、ピエールはジャニーンと結

婚。ピエールには洋服のデザインの才能があったが、戦争勃発で出征する。ジャ

ニーンが亡くなり生きる気力を失ったピエールは、危険な任務に志願する。 

内容ﾖﾐ 

ﾀﾞｲｲﾁｼﾞ ﾀｲｾﾝ ｾﾞﾝﾔ ﾉ ﾊﾟﾘ｡ｼﾝｼﾝｷｴｲ ﾉ ｱｰﾃｨｽﾄ､ﾋﾟ ｴｰﾙ ﾊｼﾞｬﾆｰﾝﾄ ｹｯｺﾝ｡ﾋﾟ 

ｴｰﾙ ﾆﾊ ﾖｳﾌｸ ﾉ ﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾉ ｻｲﾉｳ ｶﾞ ｱｯ ﾀｶﾞ､ｾﾝｿｳ ﾎﾞｯﾊﾟﾂ ﾃﾞ ｼｭｯｾｲ ｽﾙ｡ｼﾞ

ｬﾆｰﾝ ｶﾞ ﾅｸﾅ ﾘ ｲｷ ﾙ ｷﾘｮｸｦ ｼﾂｯﾀﾋﾟ ｴｰﾙ ﾊ､ｷｹﾝ ﾅ ﾆﾝﾑ ﾆ ｼｶﾞﾝ 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


人生は狂詩曲(ラプソディ) 

ファインフィルムズ [2016.12] 201612 

ﾋﾞﾝｾﾝﾄ･ﾊﾞﾙ∥監督 ｱﾏﾘﾘｽ･ｱｲﾃﾙﾘﾝﾃﾞﾝ∥出演 ｱﾙﾃｭｰﾙ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ∥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/ｼﾞﾝｾ/  020099362 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｼﾞﾝｾｲ ﾜ ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Brabanconne 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾞﾙ ﾌｨﾝｾﾝﾄ 

責任表原綴 Bal Vincent 

責任個人ﾖﾐ ｱｲﾃﾙﾘﾝﾃﾞﾝ ｱﾏﾘﾘｽ 

責任表原綴 Uitterlinden Amaryllis 

責任個人ﾖﾐ ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ｱﾙﾃｭｰﾙ 

責任表原綴 Dupont Arthur 

価格 ¥12000 

発行者ﾖﾐ ﾌｧｲﾝﾌｨﾙﾑｽﾞ 

演奏時間 99 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

ベルギーの楽団サン・セシリアは見事欧州決勝コンクール進出にこぎつけた。

だがチームの要であるソリストのウィリーが突然死してしまう。エースを失い、戦

意喪失気味になるメンバーたちが、勝ち上がるために考えた作戦とは? 

内容ﾖﾐ 

ﾍﾞﾙｷﾞｰ ﾉ ｶﾞｸﾀﾞﾝ ｻﾝ･ｾ ｼﾘｱ ﾊ ﾐｺﾞﾄ ｵｳｼｭｳ ｹｯｼｮｳ ｺﾝｸｰﾙ ｼﾝｼｭﾂ ﾆ ｺｷﾞﾂ 

ｹﾀ｡ﾀﾞｶﾞ ﾁｰﾑ ﾉ ﾖｳ ﾃﾞ ｱﾙ ｿ ﾘｽﾄ ﾉｳｨﾘｰ ｶﾞ ﾄﾂｾﾞﾝ ｼ ｼﾃ ｼﾏ ｳ｡ｴｰｽｦ ｼﾂ 

ｲ､ｾﾝｲ ｿｳｼﾂ ｷﾞﾐ ﾆﾅﾙ ﾒﾝﾊﾞｰ ﾀﾁ ｶﾞ､ｶﾁｱｶﾞ ﾙ ﾀﾒ ﾆ ｶﾝｶﾞｴ ﾀ ｻｸｾﾝ ﾄﾊ? 

 

 

 

 

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


あなたの目になりたい 

珠玉のフランス映画名作選 

ブロードウェイ [2016.11] 201611 

ｻｯｼｬ･ｷﾞﾄﾘ∥監督 出演 ｼﾞｭﾇｳﾞｨｴｰｳﾞ･ｷﾞﾄﾘ∥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/ｱﾅﾀ/  020098919 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱﾅﾀ ﾉ ﾒ ﾆ ﾅﾘﾀｲ 

原ﾀｲﾄﾙ 原タイトル:Donne‐moi tes yeux 

責任個人ﾖﾐ ｷﾞﾄﾘ ｻｯｼｬ 

責任表原綴 Guitry Sacha 

責任個人ﾖﾐ ｷﾞﾄﾘ ｼﾞｭﾇｳﾞｨｴｰｳﾞ 

責任表原綴 Guitry Geneviève 

叢書名ﾖﾐ ｼｭｷﾞｮｸ ﾉ ﾌﾗﾝｽ ｴｲｶﾞ ﾒｲｻｸｾﾝ 

価格 ¥7000 

発行者ﾖﾐ ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 

演奏時間 91 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

彫刻家のフランソワは、ある美術展で美しい娘カトリーヌに出会い、一目で気に

入りモデルを頼む。2 人は相思相愛になるが、突然フランソワはカトリーヌに冷た

い態度で接するようになる。彼のその態度にはある理由があった。 

内容ﾖﾐ 

ﾁｮｳｺｸｶ ﾉ ﾌﾗﾝ ｿﾜﾊ､ｱﾙ ﾋﾞｼﾞｭﾂﾃﾝ ﾃﾞ ｳﾂｸｼ ｲ ﾑｽﾒ ｶﾄﾘｰﾇﾆ ﾃﾞｱｲ､ﾋﾄﾒ ﾃﾞ ｷ

ﾆｲ ﾘ ﾓﾃﾞﾙｦ ﾗｲ ﾑ｡2 ﾋﾞﾄ ﾊ ｿｳｼｿｳｱｲ ﾆﾅﾙ ｶﾞ､ﾄﾂｾﾞﾝ ﾌﾗﾝ ｿﾜﾊｶﾄﾘｰﾇﾆ ﾂﾒﾀ 

ｲ ﾀｲﾄﾞ ﾃﾞ ﾂ ｽﾙ ﾖｳﾆ ﾅﾙ｡ｶﾉ ｿﾉ ﾀｲﾄﾞ ﾆ ﾊｱ ﾙ ﾘﾕｳ ｶﾞ ｱｯ 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


ルパン三世 

カリオストロの城 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∥監督 ﾓﾝｷｰ･ﾊﾟﾝﾁ∥原作 山田 康雄∥声 増山 江威子∥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/ﾙﾊﾟﾝ/  020099347 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾙﾊﾟﾝ ｻﾝｾｲ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｶﾘｵｽﾄﾛ ﾉ ｼﾛ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾓﾝｷｰ ﾊﾟﾝﾁ 

責任個人ﾖﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾏｽﾔﾏ ｴｲｺ 

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 100 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

偽札ゴート札を狙い、カリオストロ公国に来たルパンと次元は、謎の男たちに追

われる少女クラリスの指輪をふとしたことから手に入れる。カリオストロ城を舞

台に、秘められた財宝とゴート札の謎にルパンたちが敢然と挑戦する。 

内容ﾖﾐ 

ﾆｾｻﾂ ｺﾞｰ ﾄ ﾌﾀﾞｦ ﾈﾗｲ､ｶﾘ ｵ ｽﾄ ﾛ ｺｳｺｸ ﾆ ｷﾀ ﾙ ﾊﾟﾝ ﾄ ｼﾞｹﾞﾝ ﾊ､ﾒｲ ﾉ ﾅ

ﾝ ﾀﾁ ﾆ ﾂｲ ﾜﾚﾙ ｼｮｳｼﾞｮ ｸﾗ ﾘｽ ﾉ ﾕﾋﾞﾜｦ ﾌﾄ ｼ ﾀｺ ﾄｶ ﾗ ﾃﾆ ﾊｲﾚ ﾙ｡ｶﾘ ｵ 

ｽﾄ ﾛ ｼﾞｮｳｦ ﾌﾞﾀｲ ﾆ､ﾋﾒ ﾗﾚﾀ ｻﾞｲﾎｳ ﾄ ｺﾞｰ ﾄ ﾌﾀﾞ ﾉ ﾒｲ ﾆﾙ ﾊﾟﾝ ﾀﾁ ｶﾞ ｶﾝｾﾞ

ﾝ ﾄ ﾁｮｳｾﾝ 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


名探偵ホームズ 

劇場版 ジブリがいっぱい COLLECTION スペシャル 

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015.10] 201510 

宮崎 駿∥監督 柴田 侊彦∥声 富田 耕生∥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/ﾒｲﾀ/  020099354 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾒｲﾀﾝﾃｲ ﾎｰﾑｽﾞ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｹﾞｷｼﾞｮｳﾊﾞﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔｵ 

責任個人ﾖﾐ ｼﾊﾞﾀ ﾃﾙﾋｺ 

責任個人ﾖﾐ ﾄﾐﾀ ｺｳｾｲ 

叢書名ﾖﾐ ｼﾞﾌﾞﾘ ｶﾞ ｲｯﾊﾟｲ ｺﾚｸｼｮﾝ ｽﾍﾟｼｬﾙ 

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 46 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

宮崎駿監督が描く、痛快大冒険活劇。ホームズと宿敵モロアッチ教授が追いつ追

われつの大追跡を繰り広げる「青い紅玉の巻」、ナポレオンの秘宝をねらうモロアッ

チに、ホームズが冴えわたる推理で挑む「海底の財宝の巻」を収録。 

内容ﾖﾐ 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼ ｶﾝﾄｸ ｶﾞ ﾋﾞｮｳ ｸ､ﾂｳｶｲ ﾀﾞｲ ﾎﾞｳｹﾝ ｶﾂｹﾞｷ｡ﾎｰﾑ ｽﾞﾄ ｼｭｸﾃｷ ﾓﾛｱｯﾁ 

ｷｮｳｼﾞｭ ｶﾞ ｵｲﾂ ﾂｲ ﾜﾚﾂﾉ ﾀﾞｲ ﾂｲｾｷｦ ｸﾘﾋﾛｹﾞ ﾙ｢ｱｵｲ ｺｳｷﾞｮｸ ﾉ ﾏｷ｣､ﾅﾎﾟﾚｵﾝ 

ﾉ ﾋﾎｳｦ ﾈﾗ ｳﾓﾛｱｯﾁﾆ､ﾎｰﾑ ｽﾞ ｶﾞ ｻｴ ﾜﾀ ﾙ ｽｲﾘ ﾃﾞ ﾉｿﾞ ﾑ｢ｶｲﾃｲ ﾉ ｻﾞｲﾎｳ ﾉ 

ﾏｷ｣ｦ ｼｭｳﾛｸ｡ 

 

 

 

 

 

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


図書館戦争 

THE LAST MISSION 

KADOKAWA [2016.6] 201606 

佐藤 信介∥監督 有川 浩∥原作 岡田 准一∥出演 榮倉 奈々∥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/ﾄｼﾖ/  020098935 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾄｼｮｶﾝ ｾﾝｿｳ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｻﾞ ﾗｽﾄ ﾐｯｼｮﾝ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ原 LAST MISSION 

責任個人ﾖﾐ ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 

責任個人ﾖﾐ ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ｴｲｸﾗ ﾅﾅ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:「図書館戦争」シリーズ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｶﾄﾞｶﾜ 

演奏時間 120 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

図書特殊部隊所属の笠原郁は、鬼教官・堂上篤の罵倒とシゴキに耐え、厳しい

訓練と図書館業務の日々を過ごしていた。そんなある日、この世に 1 冊しかない

“自由の象徴”「図書館法規要覧」の展示会場の警備任務の指令が下る。 

内容ﾖﾐ 

ﾄｼｮ ﾄｸｼｭ ﾌﾞﾀｲ ｼｮｿﾞｸ ﾉ ｶｻﾊﾗ ｲｸ ﾊ､ｷ ｷｮｳｶﾝ･ﾄﾞｳ ｼﾞｮｳ ﾄｸ ﾉ ﾊﾞﾄｳ ﾄｼｺﾞｷﾆ 

ﾀｴ､ｷﾋﾞｼ ｲ ｸﾝﾚﾝ ﾄ ﾄｼｮｶﾝ ｷﾞｮｳﾑ ﾉ ﾋﾋﾞｦ ｽｺﾞｼ ﾃ ｲﾀ｡ｿﾝﾅ ｱﾙﾋ､ｺﾉ ﾖ ﾆ 1 ｻ

ﾂ ｼｶ ﾅｲ"ｼﾞﾕｳ ﾉ ｼｮｳﾁｮｳ"｢ﾄｼｮｶﾝ ﾎｳｷ ﾖｳﾗﾝ｣ﾉ ﾃﾝｼﾞｶｲｼﾞｮｳ ﾉ ｹｲﾋﾞ ﾆﾝﾑ ﾉ 

ｼﾚｲ ｶﾞ ﾓﾄ 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


サマーウォーズ 

バップ 2016.7 201607 

細田 守∥監督 神木 隆之介∥声 桜庭 ななみ∥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/ｻﾏｳ/  020099321 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｻﾏｰ ｳｫｰｽﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾎｿﾀﾞ ﾏﾓﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾐｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 

責任個人ﾖﾐ ｻｸﾗﾊﾞ ﾅﾅﾐ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ﾊﾞｯﾌﾟ 

演奏時間 115 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

17 歳夏休み。健二の平凡な夏は、憧れの夏希先輩に連れられていった長野の田

舎で急変した。先輩のフィアンセ役を演じる健二は大家族の一員となるが、不思

議なメールを受信して…。人類を救うために田舎の大家族が立ち上がる! 

内容ﾖﾐ 

17 ﾄﾞｼ ﾅﾂﾔｽﾐ｡ｹﾝｼﾞ ﾉ ﾍｲﾎﾞﾝ ﾅ ﾅﾂﾊ､ｱｺｶﾞﾚ ﾉ ﾅﾂ ﾏﾚ ｾﾝﾊﾟｲ ﾆ ﾂﾞﾚ ﾗﾚﾃｲｯﾀ 

ﾅｶﾞﾉ ﾉ ｲﾅｶ ﾃﾞ ｷｭｳﾍﾝ ｼﾀ｡ｾﾝﾊﾟｲ ﾉ ﾌｨｱﾝｾ ﾔｸｦ ｴﾝｼﾞ ﾙ ｹﾝｼﾞ ﾊ ﾀﾞｲｶｿﾞｸ ﾉ 

ｲﾁｲﾝ ﾄﾅ ﾙ ｶﾞ､ﾌｼｷﾞ ﾅ ﾒｰﾙｦ ｼﾞｭｼﾝ ｼﾃ ﾃﾝﾃﾝ｡ｼﾞﾝﾙｲｦ ｽｸ ｳﾀ ﾒﾆ ｲﾅｶ ﾉ ﾀﾞ

ｲｶｿﾞｸ ｶﾞ ﾀﾁｱｶﾞ 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


ウルトラ重機 [1] 

NHK DVD 究極の超巨大ワールド 

2016.5 201605 

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/ｳﾙﾄ/1 020099040 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳﾙﾄﾗ ｼﾞｭｳｷ 

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 89 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

全長 620m にもなる超巨大重機、見たこともない形やダイナミックな動きをするユニ

ークな重機。なぜ、そんな「ウルトラ重機」が生まれたのか? 独特の感性を持つ俳

優・田辺誠一が答えを求め旅をする。 

内容ﾖﾐ 

ｾﾞﾝﾁｮｳ 620 m ﾆﾓﾅﾙ ﾁｮｳ ｷｮﾀﾞｲ ｼﾞｭｳｷ､ﾐﾀ ｺﾄ ﾓﾅｲ ﾅﾘ ﾔ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾅ ｳｺﾞｷｦ 

ｽﾙ ﾕﾆｰｸ ﾅ ｼﾞｭｳｷ｡ﾅｾﾞ､ｿﾝﾅ｢ｳﾙﾄﾗ ｼﾞｭｳｷ｣ｶﾞ ｳﾏﾚ ﾀﾉｶ?ﾄﾞｸﾄｸ ﾉ ｶﾝｾｲｦ ﾓ ﾂ 

ﾊｲﾕｳ･ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ ｶﾞ ｺﾀｴｦ ﾓﾄﾒ ﾘｮｦ ｽﾙ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ウルトラ重機 2 

NHK DVD 世界一の連携プレー 

2016.12 201612 

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/ｳﾙﾄ/2 020099057 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｳﾙﾄﾗ ｼﾞｭｳｷ 

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 88 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

「ウルトラ重機」はなぜ生まれたのか? 独特の感性を持つ俳優・田辺誠一が答えを

求め旅をする。2 は、フェラーバンチャ、木材集積クレーン、遮音壁背面点検車、巨大

油圧ショベルなどが登場。 

内容ﾖﾐ 

｢ｳﾙﾄﾗ ｼﾞｭｳｷ｣ﾊﾅ ｾﾞ ｳﾏﾚ ﾀﾉｶ?ﾄﾞｸﾄｸ ﾉ ｶﾝｾｲｦ ﾓ ﾂ ﾊｲﾕｳ･ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ ｶﾞ ｺﾀｴｦ 

ﾓﾄﾒ ﾘｮｦ ｽﾙ｡2 ﾊ､ﾌｪﾗｰﾊﾞﾝﾁｬ､ﾓｸｻﾞｲ ｼｭｳｾｷ ｸﾚｰﾝ､ｼｬｵﾝﾍｷ ﾊｲﾒﾝ ﾃﾝｹﾝ ｼｬ､ｷｮ

ﾀﾞｲ ﾕｱﾂ ｼｮ ﾍﾞﾙ ﾅﾄﾞ ｶﾞ ﾄｳｼﾞｮｳ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


高橋雅子の自家製酵母のパン作り 

今日から我が家がパン工房 

GP ミュージアムソフト [2016.10] 201610 

高橋 雅子∥監修 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 /59/ﾀｶﾊ/  020098943 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ ﾉ ｼﾞｶｾｲ ｺｳﾎﾞ ﾉ ﾊﾟﾝｽﾞｸﾘ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｷｮｳ ｶﾗ ﾜｶﾞﾔ ｶﾞ ﾊﾟﾝ ｺｳﾎﾞｳ 

責任個人ﾖﾐ ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 

価格 ¥9500 

発行者ﾖﾐ ｼﾞｰﾋﾟｰﾐｭｰｼﾞｱﾑｿﾌﾄ 

演奏時間 80 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

身近な材料と楽しむ気持ち。それだけでこんなに美味しいパンが作れます。誰で

も簡単にできる、体においしい自家製酵母を使ったパンの作りかたを紹介しま

す。 

内容ﾖﾐ 

ﾐﾁﾞｶ ﾅ ｻﾞｲﾘｮｳ ﾄ ﾀﾉｼ ﾑ ｷﾓﾁ｡ｿﾚﾀﾞｹ ﾃﾞ ｺﾝﾅﾆ ｵｲｼ ｲ ﾊﾟﾝ ｶﾞ ﾂｸﾚ ﾏｽ｡ﾀﾞﾚ 

ﾃﾞﾓ ｶﾝﾀﾝ ﾆ ﾃﾞｷ ﾙ､ｶﾗﾀﾞﾆ ｵｲｼ ｲ ｼﾞｶｾｲ ｺｳﾎﾞｦ ﾂｶｯﾀ ﾊﾟﾝ ﾉ ﾂﾞｸﾘ ｶﾀｦ ｼｮｳ

ｶｲ ｼﾏ ｽ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


64 VOL.1 

NHK DVD 

2016.3 201603 

井上 剛∥演出 横山 秀夫∥原作 ﾋﾟｴｰﾙ瀧∥主演 木村 佳乃∥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/ﾛｸﾖ/1 020098968 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾛｸﾖﾝ 

ﾀｲﾄﾙ原綴 64 

責任個人ﾖﾐ ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ 

責任個人ﾖﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾟｴｰﾙ ﾀｷ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾑﾗ ﾖｼﾉ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:64 

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 ¥5500 

演奏時間 115 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

昭和 64 年に起きた未解決誘拐殺人事件=通称ロクヨン。地方県警を舞台に、広

報官の視点から描く。高校生の娘が失踪し、妻と苦悩の日々を送る広報官・三上

は、突然警察庁長官視察を取り仕切るよう命じられる。第 1～2 回収録。 

内容ﾖﾐ 

ｼｮｳﾜ 64 ﾈﾝﾆ ｵｷ ﾀ ﾐｶｲｹﾂ ﾕｳｶｲ ｻﾂｼﾞﾝ ｼﾞｹﾝ=ﾂｳｼｮｳ ﾛｸﾖﾝ｡ﾁﾎｳ ｹﾝｹｲｦ ﾌﾞ

ﾀｲ ﾆ､ｺｳﾎｳ ｶﾝ ﾉ ｼﾃﾝ ｶﾗ ﾋﾞｮｳ ｸ｡ｺｳｺｳｾｲ ﾉ ﾑｽﾒ ｶﾞ ｼｯｿｳ ｼ､ﾂﾞﾏ ﾄ ｸﾉｳ ﾉ 

ﾋﾋﾞｦ ｿｳ ﾙ ｺｳﾎｳ ｶﾝ･ﾐｶﾐ ﾊ､ﾄﾂｾﾞﾝ ｹｲｻﾂﾁｮｳ ﾁｮｳｶﾝ ｼｻﾂｦ ﾄﾘｼｷ ﾙ ﾖｳ ﾒｲ

ｼﾞ ﾗﾚﾙ｡ﾀﾞｲ 1 ｶﾗ 2 ｶｲｼｭｳ ﾛｸ｡ 

 

 

 

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


64 VOL.2 

NHK DVD 

2016.3 201603 

井上 剛∥演出 増田 靜雄∥演出 横山 秀夫∥原作 ﾋﾟｴｰﾙ瀧∥主演 木村 佳乃∥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/ﾛｸﾖ/2 020098976 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾛｸﾖﾝ 

ﾀｲﾄﾙ原綴 64 

責任個人ﾖﾐ ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ 

責任個人ﾖﾐ ﾏｽﾀﾞ ｼｽﾞｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾟｴｰﾙ ﾀｷ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾑﾗ ﾖｼﾉ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:64 

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 ¥5500 

演奏時間 115 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

昭和 64 年に起きた未解決誘拐殺人事件=通称ロクヨン。地方県警を舞台に、広

報官の視点から描く。警察庁長官の視察が迫る中、取材ボイコットを唱える秋川

ら記者クラブの勢いは収まる気配がない。第 3～4 回収録。 

内容ﾖﾐ 

ｼｮｳﾜ 64 ﾈﾝﾆ ｵｷ ﾀ ﾐｶｲｹﾂ ﾕｳｶｲ ｻﾂｼﾞﾝ ｼﾞｹﾝ=ﾂｳｼｮｳ ﾛｸﾖﾝ｡ﾁﾎｳ ｹﾝｹｲｦ ﾌﾞ

ﾀｲ ﾆ､ｺｳﾎｳ ｶﾝ ﾉ ｼﾃﾝ ｶﾗ ﾋﾞｮｳ ｸ｡ｹｲｻﾂﾁｮｳ ﾁｮｳｶﾝ ﾉ ｼｻﾂ ｶﾞ ﾊｻﾏ ﾙ ﾅｶ､ｼ

ｭｻﾞｲ ﾎﾞｲｺｯﾄｦ ﾄﾅｴ ﾙ ｱｷｶﾞﾜ ﾗ ｷｼｬｸﾗﾌﾞ ﾉ ｲｷｵｲ ﾊ ｵｻﾏ ﾙ ｹﾊｲ ｶﾞ ﾅｲ｡ﾀﾞｲ 

3 ｶﾗ 4 ｶｲｼｭｳ ﾛｸ｡ 

 

 

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


64 VOL.3 

NHK DVD 

2016.3 201603 

井上 剛∥演出 横山 秀夫∥原作 ﾋﾟｴｰﾙ瀧∥主演 木村 佳乃∥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/ﾛｸﾖ/3 020098984 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾛｸﾖﾝ 

ﾀｲﾄﾙ原綴 64 

責任個人ﾖﾐ ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ 

責任個人ﾖﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾟｴｰﾙ ﾀｷ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾑﾗ ﾖｼﾉ 

原作ﾀｲﾄﾙ 原作のタイトル:64 

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 ¥5500 

演奏時間 57 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

昭和 64 年に起きた未解決誘拐殺人事件=通称ロクヨン。地方県警を舞台に、広

報官の視点から描く。記者クラブとの報道協定を守るため、三上は松岡が指揮す

る捜査車輌に乗り込み、身代金を運ぶ車を追うことになる。最終回収録。 

内容ﾖﾐ 

ｼｮｳﾜ 64 ﾈﾝﾆ ｵｷ ﾀ ﾐｶｲｹﾂ ﾕｳｶｲ ｻﾂｼﾞﾝ ｼﾞｹﾝ=ﾂｳｼｮｳ ﾛｸﾖﾝ｡ﾁﾎｳ ｹﾝｹｲｦ 

ﾌﾞﾀｲ ﾆ､ｺｳﾎｳ ｶﾝ ﾉ ｼﾃﾝ ｶﾗ ﾋﾞｮｳ ｸ｡ｷｼｬｸﾗﾌﾞ ﾄﾉ ﾎｳﾄﾞｳ ｷｮｳﾃｲｦ ﾏﾓﾙ ﾀﾒ､ﾐｶ

ﾐ ﾊ ﾏﾂｵｶ ｶﾞ ｼｷ ｽﾙ ｿｳｻ ｼｬ 輌ﾆ ﾉﾘｺ ﾐ､ﾐﾉｼﾛｷﾝｦ ﾊｺ ﾌﾞ ｼｬｦ ｵｳ ｺﾄ ﾆﾅ

ﾙ｡ｻｲｼｭｳｶｲ ｼｭｳﾛｸ｡ 

 

 

 

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


あの日、僕らは戦場で 

少年兵の告白 アニメドキュメント NHK DVD 教材 NHK スペシャル 70 年目の戦争と平和 

[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 /773/ｱﾉﾋ/  020099115 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱﾉ ﾋ ﾎﾞｸﾗ ﾜ ｾﾝｼﾞｮｳ ﾃﾞ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｼｮｳﾈﾝﾍｲ ﾉ ｺｸﾊｸ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｱﾆﾒ ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ 

叢書名ﾖﾐ ｴﾇｴｲﾁｹｰ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ ｷｮｳｻﾞｲ 

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 ¥9000 

演奏時間 72 分 

大きさ 12 

数量 1 

DVD 機能注記 アニメパート再生機能付き 

収録内容 

沖縄北部のジャングルで米軍と戦った少年兵がいる。30 人余りの元少年兵がこ

れまで秘められてきた事実を語り始めた。証言と新資料から、子どもたちが戦争

に利用されていった知られざる歴史を、再現アニメをまじえて伝える。 

内容ﾖﾐ 

ｵｷﾅﾜ ﾎｸﾌﾞ ﾉ ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ ﾃﾞ ﾍﾞｲｸﾞﾝ ﾄ ﾀﾀｶｯﾀ ｼｮｳﾈﾝ ﾍｲ ｶﾞ ｲﾙ｡30 ﾋﾞﾄ ｱﾏﾘ ﾉ 

ﾓﾄ ｼｮｳﾈﾝ ﾍｲ ｶﾞ ｺﾚ ﾏﾃﾞ ﾋﾒ ﾗﾚﾃ ｷﾀ ｼﾞｼﾞﾂｦ ｶﾞﾀﾘ ﾊｼﾞﾒ ﾀ｡ｼｮｳｹﾞﾝ ﾄ ﾆｲ ｼﾘ

ｮｳ ｶﾗ､ｺﾄﾞﾓ ﾀﾁ ｶﾞ ｾﾝｿｳ ﾆ ﾘﾖｳ ｻﾚ ﾃｲｯﾀ ｼﾗﾚ ｻﾞﾙ ﾚｷｼｦ､ｻｲｹﾞﾝ ｱﾆﾒｦ ﾏｼﾞ 

ｴﾃ ﾂﾀｴ 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


完全解剖ティラノサウルス 

最強恐竜進化の謎 NHK DVD NHK スペシャル 

2017.1 201701 

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/ｶﾝｾﾞ/  020099123 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｶﾝｾﾞﾝ ｶｲﾎﾞｳ ﾃｨﾗﾉｻｳﾙｽ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｻｲｷｮｳ ｷｮｳﾘｭｳ ｼﾝｶ ﾉ ﾅｿﾞ 

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 

価格 ¥8500 

演奏時間 49 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

史上最強の恐竜、ティラノサウルス。その真の姿が最先端の科学解析技術から明

らかになってきた。驚異的な身体能力、頭脳的な狩りを可能にした大脳。祖先が小

さくひ弱だったことが判明した、ティラノサウルスの進化を読み解く。 

内容ﾖﾐ 

ｼｼﾞｮｳ ｻｲｷｮｳ ﾉ ｷｮｳﾘｭｳ､ﾃｨﾗﾉｻｳﾙｽ｡ｿﾉ ｼﾝﾉ ｽｶﾞﾀ ｶﾞ ｻｲｾﾝﾀﾝ ﾉ ｶｶﾞｸ ｶｲｾｷ 

ｷﾞｼﾞｭﾂ ｶﾗ ｱｷﾗｶ ﾆﾅｯﾃ ｷﾀ｡ｷｮｳｲﾃｷ ﾅ ｼﾝﾀｲ ﾉｳﾘｮｸ､ｽﾞﾉｳ ﾏﾄ ﾅ ｶﾞﾘｦ ｶﾉｳ ﾆｼ

ﾀ ﾀﾞｲﾉｳ｡ｿｾﾝ ｶﾞ ﾁｲｻ ｸ ﾋﾖﾜ ﾀﾞｯ ﾀｺ ﾄｶﾞ ﾊﾝﾒｲ ｼﾀ､ﾃｨﾗﾉｻｳﾙｽﾉ ｼﾝｶｦ ﾖﾐ ﾄｸ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


アジア巨大遺跡 第 1 集 

NHK DVD NHK スペシャル 密林に消えた謎の大都市 

2016.3 201603 

杏∥番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 

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/ｱｼﾞｱ/1 020098992 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱｼﾞｱ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝ 

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 

価格 ¥8500 

演奏時間 70 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

女優・杏がアジアの巨大遺跡を訪ね、その謎を解き明かしてゆく。1 は、カンボジ

アの密林に眠る世界遺産・アンコール遺跡群。9 世紀からおよそ 600 年、繁栄を

誇ったアンコール王朝。密林に消えた謎の文明の真の姿を伝える。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞｮﾕｳ･ｷｮｳ ｶﾞ ｱｼﾞｱ ﾉ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷｦ ﾀｽﾞﾈ､ｿﾉ ﾅｿﾞｦﾄ ｷ ｱｶ ｼﾃﾕｸ｡1 ﾊ､ｶﾝﾎﾞｼﾞ

ｱ ﾉ ﾐﾂﾘﾝ ﾆ ﾐﾝ ﾙ ｾｶｲ ｲｻﾝ･ｱﾝｺｰﾙ ｲｾｷ ﾑﾗ｡9 ｾｲｷ ｶﾗ ｵﾖｿ 600 ﾈﾝ､ﾊﾝｴ

ｲｦ ﾎｺｯﾀ ｱﾝｺｰﾙ ｵｳﾁｮｳ｡ﾐﾂﾘﾝ ﾆ ｷｴ ﾀ ﾒｲ ﾉ ﾌﾞﾝﾒｲ ﾉ ｼﾝﾉ ｽｶﾞﾀｦ ﾂﾀｴ 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


アジア巨大遺跡 第 2 集 

NHK DVD NHK スペシャル 黄金の仏塔祈りの都 

2016.3 201603 

杏∥番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 

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/ｱｼﾞｱ/2 020099008 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱｼﾞｱ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝ 

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 

価格 ¥8500 

演奏時間 49 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

女優・杏がアジアの巨大遺跡を訪ね、その謎を解き明かしてゆく。2 は、ミャンマー

の神秘のバガン遺跡。ミャンマー初の統一王朝・バガンの都があった場所には、

3000 もの仏塔や寺院が林立する。遺跡群が生まれた謎に迫る。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞｮﾕｳ･ｷｮｳ ｶﾞ ｱｼﾞｱ ﾉ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷｦ ﾀｽﾞﾈ､ｿﾉ ﾅｿﾞｦﾄ ｷ ｱｶ ｼﾃﾕｸ｡2 ﾊ､ﾐｬﾝﾏｰﾉ 

ｼﾝﾋﾟ ﾉﾊﾞ ｶﾞﾝ ｲｾｷ｡ﾐｬﾝﾏｰ ﾊﾂﾉ ﾄｳｲﾂ ｵｳﾁｮｳ･ﾊﾞ ｶﾞﾝ ﾉ ﾐﾔｺ ｶﾞ ｱｯ ﾀ ﾊﾞｼｮ ﾆ

ﾊ､3000 ﾓﾉ ﾌﾞｯﾄｳ ﾔ ｼﾞｲﾝ ｶﾞ ﾘﾝﾘﾂ ｽﾙ｡ｲｾｷ ﾑﾗｶﾞ ｳﾏﾚ ﾀ ﾒｲ ﾆ ﾊｻﾏ 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


アジア巨大遺跡 第 3 集 

NHK DVD NHK スペシャル 地下に眠る皇帝の野望 

2016.3 201603 

杏∥番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 

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/ｱｼﾞｱ/3 020099016 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱｼﾞｱ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝ 

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 

価格 ¥8500 

演奏時間 49 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

女優・杏がアジアの巨大遺跡を訪ね、その謎を解き明かしてゆく。3 は、1974 年

に発見された中国の兵馬俑。作らせた秦の始皇帝の狙いは何か。調査で浮かん

できた、巨大な墓に刻まれた始皇帝による中国統一の秘密に迫る。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞｮﾕｳ･ｷｮｳ ｶﾞ ｱｼﾞｱ ﾉ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷｦ ﾀｽﾞﾈ､ｿﾉ ﾅｿﾞｦﾄ ｷ ｱｶ ｼﾃﾕｸ｡3 ﾊ､1974 ﾈ

ﾝﾆ ﾊｯｹﾝ ｻﾚ ﾀ ﾁｭｳｺﾞｸ ﾉ ﾍｲﾊﾞ 俑｡ﾂｸ ﾗｾﾀ ﾊﾀ ﾉ ｼ ｺｳﾃｲ ﾉ ﾈﾗｲ ﾊ ﾅﾆｶ｡ﾁ

ｮｳｻ ﾃﾞ ｳｶ ﾝ ﾃﾞｷ ﾀ､ｷｮﾀﾞｲ ﾅ ﾎﾞ ﾆ ｺｸ ﾏﾚ ﾀ ｼ ｺｳﾃｲ ﾆ ﾖ ﾙ ﾁｭｳｺﾞｸ ﾄｳｲﾂ 

ﾉ ﾋﾐﾂ ﾆ ﾊｻﾏ 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


アジア巨大遺跡 第 4 集 

NHK DVD NHK スペシャル 縄文 奇跡の大集落 

2016.3 201603 

杏∥番組ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 

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/ｱｼﾞｱ/4 020099024 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｱｼﾞｱ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝ 

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 

価格 ¥8500 

演奏時間 49 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

女優・杏がアジアの巨大遺跡を訪ね、その謎を解き明かしてゆく。4 は、日本人の

原点とも言われる縄文文化。なぜ縄文は独自の繁栄を達成し、1 万年も持続でき

たのか。時空を超えながら、世界に類のない縄文文化の真実に迫る。 

内容ﾖﾐ 

ｼﾞｮﾕｳ･ｷｮｳ ｶﾞ ｱｼﾞｱ ﾉ ｷｮﾀﾞｲ ｲｾｷｦ ﾀｽﾞﾈ､ｿﾉ ﾅｿﾞｦﾄ ｷ ｱｶ ｼﾃﾕｸ｡4 ﾊ､ﾆﾎﾝｼﾞ

ﾝ ﾉ ｹﾞﾝﾃﾝ ﾄﾓ ｲﾜﾚ ﾙ ｼﾞｮｳﾓﾝ ﾌﾞﾝｶ｡ﾅｾﾞ ｼﾞｮｳﾓﾝ ﾊ ﾄﾞｸｼﾞ ﾉ ﾊﾝｴｲｦ ﾀｯｾｲ ｼ､

1 ﾏﾝﾈﾝ ﾓ ｼﾞｿﾞｸ ﾃﾞｷ ﾀﾉｶ｡ｼﾞｸｳｦ ｺｴ ﾅｶﾞﾗ､ｾｶｲ ﾆ ﾙｲ ﾉﾅｲ ｼﾞｮｳﾓﾝ ﾌﾞﾝｶ ﾉ ｼ

ﾝｼﾞﾂ ﾆ ﾊｻﾏ 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


にっぽん百名山 [12] 

NHK DVD 東日本の山 

2016.3 201603 

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/ﾆﾂﾎﾟ/12 020099032 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾆｯﾎﾟﾝ ﾋｬｸﾒｲｻﾞﾝ 

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 ¥6800 

演奏時間 174 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

山を知り尽くした経験豊富なガイドに導かれ、登山道を歩いているような感覚にな

りながら“ヤマタビ”の魅力を伝えます。東日本の山 3 では、利尻山、幌尻岳、羊

蹄山、八幡平、飯豊山、吾妻山を紹介。 

内容ﾖﾐ 

ﾔﾏｦ ｼﾘﾂｸ ｼﾀ ｹｲｹﾝ ﾎｳﾌ ﾅ ｶﾞｲﾄﾞ ﾆ ﾐﾁﾋﾞ ｶﾚ､ﾄｻﾞﾝ ﾐﾁｦ ﾎﾟ ｲﾃｲﾙ ﾖｳ ﾅ ｶﾝｶ

ｸ ﾆ ﾅﾘ ﾅｶﾞﾗ"ﾔﾏﾀﾋﾞ"ﾉ ﾐﾘｮｸｦ ﾂﾀｴ ﾏｽ｡ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ﾉ ﾔﾏ 3 ﾃﾞﾊ､ﾘｼﾘ ﾔﾏ､ﾎﾛ ｼﾘ 

ﾀﾞｹ､ﾖｳﾃｲｻﾞﾝ､ﾔﾜﾀ ﾍｲ､ｲｲﾃﾞ ﾔﾏ､ｱﾂﾞﾏ ﾔﾏｦ ｼｮｳｶｲ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


突入せよ!「あさま山荘」事件 

The choice of Hercules 

アスミック [2003.2] 200302 

原田 真人∥脚本 監督 佐々 淳行∥原作 役所 広司∥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/ﾄﾂﾆ/  020098612 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾄﾂﾆｭｳ ｾﾖ ｱｻﾏ ｻﾝｿｳ ｼﾞｹﾝ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｻﾞ ﾁｮｲｽ ｵﾌﾞ ﾊｰｷｭﾘｰｽﾞ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ原 Choice of Hercules 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 

責任個人ﾖﾐ ｻｯｻ ｱﾂﾕｷ 

責任個人ﾖﾐ ﾔｸｼｮ ｺｳｼﾞ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｱｽﾐｯｸ 

演奏時間 133 分 

大きさ 12 

数量 1 

一般注記 記録層:片面 2 層 

一般注記 画面:16:9 スクイーズ 

一般注記 音声:DTS5.1 サラウンド Dolby Digital5.1ch サラウンド 

一般注記 字幕:日本語音声字幕 英語字幕 

 

 

 

 

 

 

 

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


こころの木彫り 

招福とり 

[2016.11] 201611 

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 /70/ｺｺﾛ/  020099149 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｺｺﾛ ﾉ ｷﾎﾞﾘ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｼｮｳﾌｸ ﾄﾘ 

価格 ¥3241 

演奏時間 224 分 

大きさ 12 

数量 3 

収録内容 

木彫刻師が彫り方を実演・解説する。「招福とり」は、面取りという技法で彫る。木目を活

かした彫り方なので、木の温もりを感じられ、仕上がりもかわいらしく、彫り進める楽しみ

もある。置物としても飽きのこない造りの作品。 

内容ﾖﾐ 

ﾓｸﾁｮｳ ｺｸ ｼ ｶﾞ ﾎﾞﾘ ﾎｳｦ ｼﾞﾂｴﾝ･ｶｲｾﾂ ｽﾙ｡｢ﾏﾈ ﾌｸ ﾄﾘ｣ﾊ､ﾓ ﾄﾘ ﾄｲ ｳ ｷﾞﾎｳ ﾃﾞ ﾎ 

ﾙ｡ﾓｸﾒｦ ｲｶ ｼﾀ ﾎﾞﾘ ﾎｳ ﾅﾉﾃﾞ､ﾓｸ ﾉ ﾇｸﾓﾘｦ ｶﾝｼﾞ ﾗﾚ､ｼｱｶﾞﾘ ﾓ ｶﾜｲﾗｼ ｸ､ﾎﾞﾘ ｽｽﾒ ﾙ 

ﾀﾉｼﾐ ﾓ ｱﾙ｡ｵｷﾓﾉ ﾄｼﾃﾓ ｱｷ ﾉ ｺﾅ ｲ ﾂﾞｸﾘ ﾉ ｻｸﾋﾝ｡ 

一般件名 木彫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ぶどうのなみだ 

アスミック・エース クリエイティブオフィスキュー [2015.6] 201506 

三島 有紀子∥監督 脚本 大泉 洋∥出演 安藤 裕子∥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/ﾌﾞﾄﾞｳ/  020098604 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾌﾞﾄﾞｳ ﾉ ﾅﾐﾀﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾐｼﾏ ﾕｷｺ 

責任個人ﾖﾐ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾖｳ 

責任個人ﾖﾐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｱｽﾐｯｸｴｰｽ 

発行者ﾖﾐ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｵﾌｨｽｷｭｰ 

演奏時間 117 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

北海道・空知。父が遺した小麦畑と葡萄の樹のそばで、兄アオはワインをつくり、

弟ロクは小麦を育てている。アオは、葡萄ピノ・ノワールの醸造に励むが、なかな

か理想のワインはできない。そんなある日、ひとりの旅人が現れる。 

内容ﾖﾐ 

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ･ｿﾗﾁ｡ﾌ ｶﾞ ﾕｲ ｼﾀ ｺﾑｷﾞ ﾊﾞﾀｹ ﾄ ﾌﾞﾄﾞｳ ﾉ ｼﾞｭ ﾉ ｿﾊﾞ ﾃﾞ､ｹｲ ｱｵﾊ ﾜｲﾝｦ 

ﾂｸ ﾘ､ﾃｲ ﾛｸﾊ ｺﾑｷﾞｦ ｿﾀﾞﾃ ﾃｲﾙ｡ｱｵﾊ､ﾌﾞﾄﾞｳ ﾋﾟﾉ･ﾉﾜｰﾙﾉ ｼﾞｮｳｿﾞｳ ﾆ ﾚｲ ﾑ ｶﾞ､ﾅ

ｶﾅｶ ﾘｿｳ ﾉ ﾜｲﾝ ﾊ ﾃﾞｷ ﾅｲ｡ｿﾝﾅ ｱﾙﾋ､ﾋﾄﾘ ﾉ ﾀﾋﾞﾋﾞﾄ ｶﾞ ｱﾗﾜﾚ  
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銀河鉄道の夜 

アスミック・エース [2014.11] 201411 

杉井 ｷﾞｻﾌﾞﾛｰ∥監督 宮沢 賢治∥原作 田中 真弓∥声の出演 坂本 千夏∥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/ｷﾞﾝｶﾞ/  020098596 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｷﾞﾝｶﾞ ﾃﾂﾄﾞｳ ﾉ ﾖﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｽｷﾞｲ ｷﾞｻﾌﾞﾛｰ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ 

責任個人ﾖﾐ ｻｶﾓﾄ ﾁｶ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｱｽﾐｯｸｴｰｽ 

演奏時間 108 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

病気の母と暮らし、帰らない父を待つ少年ジョバンニ。星祭りの夜、丘の上で一人空

を見上げていたジョバンニのもとへ列車が到着する。気が付くと親友カムパネルラと

一緒に、漆黒の宇宙を走る銀河鉄道に乗り込んでいた。 

内容ﾖﾐ 

ﾋﾞｮｳｷ ﾉ ﾓ ﾄ ｸﾞﾗｼ､ｷ ﾗﾅｲ ﾌｦ ﾏﾂ ｼｮｳﾈﾝ ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ｡ﾎﾞｼ ﾏﾂﾘ ﾉ ﾖﾙ､ｷｭｳ ﾉ ｼﾞｮｳ 

ﾃﾞ ﾋﾄﾘ ｿﾗｦ ﾐｱｹﾞ ﾃ ｲﾀ ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆﾉ ﾓﾄ ﾍ ﾚｯｼｬ ｶﾞ ﾄｳﾁｬｸ ｽﾙ｡ｷｶﾞﾂ ｸﾄ ｼﾝﾕｳ ｶﾑ 

ﾊﾟﾈﾙ ﾗﾄ ｲｯｼｮ ﾆ､ｼｯｺｸ ﾉ ｳﾁｭｳｦ ﾊｼ ﾙ ｷﾞﾝｶﾞ ﾃﾂﾄﾞｳ ﾆ ﾉﾘｺ ﾝﾃﾞ ｲﾀ｡ 
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きまぐれロボット 

アスミック [2009.5] 200905 

辻川 幸一郎∥監督 星 新一∥原作 浅野 忠信∥出演 香里奈∥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/ｷﾏｸﾞ/  020098588 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ｷﾏｸﾞﾚ ﾛﾎﾞｯﾄ 

責任個人ﾖﾐ ﾂｼﾞｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 

責任個人ﾖﾐ ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 

責任個人ﾖﾐ ｱｻﾉ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾘﾅ 

価格 ¥15000 

発行者ﾖﾐ ｱｽﾐｯｸ 

演奏時間 39 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

人間嫌いの小説家、エヌ氏の母が突然死んだ。そこで、身の回りの世話をしてくれる

ロボットを購入した。テキパキ働くロボットは人間以上に便利で、故障も狂いもしない

はずだったが、次第に様子が変に…。 

内容ﾖﾐ 

ﾆﾝｹﾞﾝ ｷﾞﾗｲ ﾉ ｼｮｳｾﾂｶ､ｴﾇ ｼ ﾉ ﾓ ｶﾞ ﾄﾂｾﾞﾝ ｼﾝ ﾀﾞ｡ｿｺﾃﾞ､ﾐﾉﾏﾜﾘ ﾉ ｾﾜｦｼﾃ ｸﾚ ﾙ 

ﾛﾎﾞｯﾄｦ ｺｳﾆｭｳ ｼﾀ｡ﾃｷﾊﾟｷ ﾊﾀﾗ ｸ ﾛﾎﾞｯﾄ ﾊ ﾆﾝｹﾞﾝ ｲｼﾞｮｳ ﾆ ﾍﾞﾝﾘ ﾃﾞ､ｺｼｮｳ ﾓ ｸﾞ

ﾙｲ ﾓｼ ﾅｲ ﾊｽﾞ ﾀﾞｯ ﾀｶﾞ､ｼﾀﾞｲﾆ ﾖｳｽ ｶﾞ ﾍﾝ ﾆ ﾃﾝﾃﾝ｡ 
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