
タイトル（あいうえお順） かんとく はつばい

赤毛のアン 高畑 勲∥脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

アナと雪の女王 ｸﾘｽ･ﾊﾞｯｸ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

あらいぐまラスカル 楠葉 宏三∥演出 バンダイビジュアル

アラジン 　 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント

アルプスの少女ハイジ 高畑 勲∥演出 日本コロムビア

アーロと少年 PETER SOHN∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

いたいのとんでけ～★ げんきげんきノンタン 香川 豊∥監督 げんきげんきノンタン製作委員会

ウッディ・ウッドペッカー 　 　

海がきこえる 望月 智充∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

ウミガメと少年 やすみ 哲夫∥監督 バンダイビジュアル

映画すみっコぐらし まんきゅう∥監督 DMM.com

おしりたんてい １ 芝田 浩樹∥ｼﾘｰｽﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 日本コロムビア

おしりたんてい ６ 芝田 浩樹∥ｼﾘｰｽﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 日本コロムビア

おしりたんてい １２ 芝田 浩樹∥ｼﾘｰｽﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 日本コロムビア

おまえうまそうだな 藤森 雅也∥監督 ハピネット

思い出のマーニー 米林 宏昌∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

おもひでぽろぽろ 高畑 勲∥脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

かぐや姫の物語 高畑 勲∥原案 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

崖の上のポニョ 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

風立ちぬ 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

風の谷のナウシカ 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

借りぐらしのアリエッティ 米林 宏昌∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

カールじいさんの空飛ぶ家 PETE DOCTER∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオホーム・エンターテイメント

かんすけさんとふしぎな自転車 平田 敏夫∥監督 北星

きかんしゃトーマス ソドー島ツアー ビックリ!!ハプニング編 　 ソニー・クリエイティブプロダクツ

きかんしゃトーマス入門編 　 ソニー・クリエイティブプロダクツ

キクちゃんとオオカミ やすみ 哲夫∥脚本 総監督 バンダイビジュアル

恐竜大研究 　 　

恐竜大進撃 　 　

恐竜大図鑑 １～２ 　 　

恐竜たちの大移動 　 　

銀河がマロを呼んでいる おじゃる丸スペシャル 大地 丙太郎∥監督 　

くまのプーさん 　 ブエナビスタホームエンターテイメント

紅の豚 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ゲド戦記 宮崎 吾朗∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

コクリコ坂から 宮崎 吾朗∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

子ども どうぶつ劇場1 企画・製作∥群像舎 放送映画 製作所

この世界の片隅に 片渕 須直∥監督 脚本 バンダイビジュアル

ざんねんないきもの事典 徳永 真利子∥監督 DMM.com

白雪姫 　 ケー・アイ・コーポレーション
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ＤＶＤ(アニメ・じどう)



タイトル（あいうえお順） かんとく はつばい

シリウスの伝説 波多 正美∥監督 脚本 サンリオ

深海大スペシャル驚異のモンスター大集合! 　 　

シンデレラ 　 ケー・アイ・コーポレーション

スプーンたんたんたん げんきげんきノンタン 香川 豊∥監督 げんきげんきノンタン製作委員会

千と千尋の神隠し 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ダイナソー 　 ブエナビスタホームエンターテイメント

凧になったお母さん 竹内 啓雄∥監督 バンダイビジュアル

たまごにいちゃん あきやま ただし∥原作 アミューズメントソフトエンタテイメント 株式会社

ダンボ 　 ケー・アイ・コーポレーション

小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 やすみ 哲夫∥絵ｺﾝﾃ 監督 バンダイビジュアル

チップとデール 　 　

ちびまる子ちゃん １～２ 高木 淳∥監督 ポニーキャニオン

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

天空の城ラピュタ 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

トイストーリー 　 ブエナビスタホームエンターテイメント

トイストーリー 2 JOHN LASSETER∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオホーム・エンターテイメント

トイストーリー 3 ﾘｰ･ｱﾝｸﾘｯﾁ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

トイストーリー 4 JOSH COOLEY∥監督 ウォルト・ディズニー・ジャパン

トイ ストーリー謎の恐竜ワールド 　 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

塔の上のラプンツェル ﾈｲｻﾝ･ｸﾞﾚﾉ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

動物の赤ちゃん ワクワク編 　 　

動物の赤ちゃん ドキドキ編 　 　

となりのトトロ 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

トム・ソーヤーの冒険 楠葉 宏三∥演出 バンダイビジュアル

トムとジェリー アカデミー・コレクション ﾌﾚｯﾄﾞ･ｸｲﾝﾋﾞｰ∥製作 監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

トムとジェリー 上には上がある 　 　

NEW SL 　 ビジュアル・ケイ

NEWこんちゅう 　 ピーエスジー

NEWじどうしゃ 　 ピーエスジー

NEWしんかんせん 　 ビジュアル・ケイ

NEWてつどう 　 ビジュアル・ケイ

NEWどうぶつ 　 ピーエスジー

NEWとっきゅう 　 ビジュアル・ケイ

NEWはたらくくるま 　 ビジュアル・ケイ

NEW水辺の生き物 　 ピーエスジー

ニルスのふしぎな旅 １～９ 鳥海 永行∥ﾁｰﾌﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 　

忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆NEXT 土星の段◆宇宙の果ての段 吉田 光春∥監督 　

猫の恩返し 森田 宏幸∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

ハウルの動く城 宮崎 駿∥脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

はじめましてトーマスシリーズ 　 ソニー・クリエイティブプロダクツ

母をたずねて三千里 楠葉 宏三∥構成 演出 バンダイビジュアル

パンダコパンダ 高畑 勲∥演出 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント

ＤＶＤ(アニメ・じどう)



タイトル（あいうえお順） かんとく はつばい

バンビ 　 ケー・アイ・コーポレーション

ヒックとドラゴン CHRIS SANDERS∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

美女と野獣 ｹﾞｲﾘｰ･ﾄｩﾙｰｽﾃﾞｲﾙ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ピーターパン 　 ケー・アイ・コーポレーション

ピノキオ 　 ケー・アイ・コーポレーション

ファインディング ドリー ANDREW STANTON∥監督 ウォルト・ディズニー・ジャパン

ファインディング ニモ 　 ブエナビスタホームエンターテイメント

ファンタジア 　 ケー・アイ・コーポレーション

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1巻 　 日本コロムビア

ふしぎな島のフローネ 楠葉 宏三∥演出 バンダイビジュアル

ふしぎの国のアリス 　 ケー・アイ・コーポレーション

ふたつの胡桃 やすみ 哲夫∥脚本 総監督 バンダイビジュアル

プラネット・ダイナソー Vol.１～２ 　 BBCワールドワイド

フランダースの犬 楠葉 宏三∥演出 バンダイビジュアル

平成狸合戦ぽんぽこ 高畑 勲∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ベイマックス ﾄﾞﾝ･ﾎｰﾙ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ペット ｸﾘｽ･ﾙﾉｰ∥監督 NBCユニバーサル・エンターテイメント

ペリーヌ物語 楠葉 宏三∥演出 バンダイビジュアル

へんないきもの 早川 いくを∥監修 出演 　

火垂るの墓 高畑 勲∥監督 脚本 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ぼくの防空壕 竹内 啓雄∥脚本 監督 バンダイビジュアル

ぼくは王さま たまごとめいたんてい 寺村 輝夫∥原作 ぼくは王様製作委員会2013

ぼくは王さま しゃぼんだまとにちようび 寺村 輝夫∥原作 ぼくは王様製作委員会2013

ポーラー・エクスプレス ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾞﾒｷｽ∥監督 製作 脚本 ワーナー・ホーム・ビデオ

魔女の宅急便 宮崎 駿∥ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

南の虹のルーシー 楠葉 宏三∥演出 バンダイビジュアル

ミニオンズ ｶｲﾙ･ﾊﾞﾙﾀﾞ∥監督 NBCユニバーサル・エンターテイメント

耳をすませば 近藤 喜文∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

未来少年コナン １～７ ｱﾚｸﾞｻﾝﾀﾞｰ･ｹｲ∥原作 バンダイビジュアル

もののけ姫 宮崎 駿∥原作 脚本 監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

モンスターズ・インク PETE DOCTER∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

モンスターズ ユニバーシティ DAN SCANLON∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

モンスター・ハウス ｷﾞﾙ･ｷｰﾅﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

焼跡の、お菓子の木 やすみ 哲夫∥絵ｺﾝﾃ 監督 バンダイビジュアル

ユニコ 平田 敏夫∥監督 サンリオ

ユニコ 魔法の島へ 村野 守美∥構成 監督 脚本 サンリオ

ライオン・キング ﾛｼﾞｬｰ･ｱﾗｰｽﾞ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ライオン・キング ２ 　 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ライオン・キング ３ 　 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

リロ アンド スティッチ 　 ブエナビスタホームエンターテイメント

ルパン三世 宮崎 駿∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ろぼっとアトム 手塚 眞∥総監督 手塚プロダクション

ＤＶＤ(アニメ・じどう)



タイトル（五十音順） 監督 発売

アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった １～２ ｸﾚｲｸﾞ･ｳﾞｨｳﾞｪｲﾛｽ∥演出 　

ANNIE ｳｨﾙ･ｸﾞﾗｯｸ∥監督 脚本 製作 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

あの子を探して ﾁｬﾝ ｲｰﾓｳ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

アバター 和田 篤司∥監督 「アバター」製作委員会

アポロ13 ﾛﾝ･ﾊﾜｰﾄﾞ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

アマデウス ﾐﾛｽ･ﾌｫｱﾏﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

アリスのままで ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｸﾞﾗｯﾂｧｰ∥監督 脚色 キノフィルムズ

アルマゲドン ﾏｲｹﾙ･ﾍﾞｲ∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

アンドリューNDR114 ｸﾘｽ･ｺﾛﾝﾊﾞｽ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

アンネの日記 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ∥製作 監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

硫黄島からの手紙 ｸﾘﾝﾄ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ∥監督 製作 音楽 ワーナー・ホーム・ビデオ

E.T. ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

インデペンデンス・デイ ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･ｴﾒﾘｯﾋ∥監督 脚本 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ウッドローン ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｱｰｳｨﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

英国王のスピーチ ﾄﾑ･ﾌｰﾊﾟｰ∥監督 ギャガ

エルモと毛布の大冒険 ｹﾞﾘｰ･ﾊﾙｳﾞｫｿﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

奥さまは魔女 ﾉｰﾗ･ｴﾌﾛﾝ∥監督 脚本 製作 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

オズの魔法使 ﾋﾞｸﾀｰ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

おとなのけんか ﾛﾏﾝ･ﾎﾟﾗﾝｽｷｰ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

海角七号 ｳｪｲ ﾀﾞｰｼｮﾝ∥監督 脚本 製作 マクザム

かいじゅうたちのいるところ ｽﾊﾟｲｸ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥監督 脚本 ワーナー・ホーム・ビデオ

風と共に去りぬ ﾋﾞｸﾀｰ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ガリバー旅行記 ﾛﾌﾞ･ﾚﾀｰﾏﾝ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

キャッツ ﾄﾑ･ﾌｰﾊﾟｰ∥監督 脚本 製作 NBCユニバーサル・エンターテイメント

きっと、うまくいく ﾗｰｼﾞｸﾏｰﾙ･ﾋﾗﾆ∥監督 ハピネット

奇跡のひと ｼﾞｬﾝ=ﾋﾟｴｰﾙ･ｱﾒﾘｽ∥監督 ドマ

ギルバート・グレイプ ﾗｯｾ･ﾊﾙｽﾄﾚﾑ∥監督 製作総指揮 アスミック

グーニーズ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾄﾞﾅｰ∥製作 監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

クラバート ﾏﾙｺ･ｸﾛｲﾂﾊﾟｲﾝﾄﾅｰ∥監督 トランスフォーマー

クレイマー、クレイマー ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾍﾞﾝﾄﾝ∥監督 脚色 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

グレムリン ｼﾞｮｰ･ﾀﾞﾝﾃ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

仔鹿物語 ｸﾗﾚﾝｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ∥監督 　

ゴースト JERRY ZUCKER∥監督 パラマウントホームエンタテインメントジャパン

ゴーストバスターズ ﾎﾟｰﾙ･ﾌｪｲｸﾞ∥監督 製作総指揮 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ゴスペル ﾛﾌﾞ･ﾊｰﾃﾞｨ∥監督 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

最高の人生の見つけ方 ﾛﾌﾞ･ﾗｲﾅｰ∥監督 製作 ワーナー・ホーム・ビデオ

サウンド・オブ・ミュージック ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾜｲｽﾞ∥監督 製作 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ザスーラ ｼﾞｮﾝ･ﾌｧﾌﾞﾛｰ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

三十四丁目の奇跡 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼｰﾄﾝ∥監督 脚本 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

しあわせの隠れ場所 ｼﾞｮﾝ･ﾘｰ･ﾊﾝｺｯｸ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

幸せのちから ｶﾞﾌﾞﾘｴﾚ･ﾑｯﾁｰﾉ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

蛇拳 ﾕｴﾝ ｳｰﾋﾟﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ジュマンジ ｼﾞｮｰ･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ジュラシック・パーク ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

ＤＶＤ(外国映画・外国ドラマ)



タイトル（五十音順） 監督 発売

ジュラシック・パーク ３ ｼﾞｮｰ･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

ジュラシック・ワールド ｺﾘﾝ･ﾄﾚﾎﾞﾛｳ∥監督 NBCユニバーサル・エンターテイメント

ジュラシック・ワールド 炎の王国 J.A.ﾊﾞﾖﾅ∥監督 NBCユニバーサル・エンターテイメント

ショーシャンクの空に ﾌﾗﾝｸ･ﾀﾞﾗﾎﾞﾝ∥監督 脚本 ワーナー・ホーム・ビデオ

ジョーズ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント

シンデレラ KENNETH BRANAGH∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

シンドラーのリスト １～２ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

酔拳 ﾕｴﾝ ｳｰﾋﾟﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

スタンド・バイ・ミー ﾛﾌﾞ･ﾗｲﾅｰ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ゼロ・グラビティ ｱﾙﾌｫﾝｿ･ｷｭｱﾛﾝ∥監督 脚本 製作 編集 ワーナー・ホーム・ビデオ

それでも、やっぱりパパが好き! ﾏｲｱ･ﾌｫｰﾌﾞｽ∥監督 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

タイタニック １～２ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｷｬﾒﾛﾝ∥監督 製作 脚本 編集 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ダ・ヴィンチ・コード ﾛﾝ･ﾊﾜｰﾄﾞ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

チャーリーとチョコレート工場 ﾃｨﾑ･ﾊﾞｰﾄﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

追憶 ｼﾄﾞﾆｰ･ﾎﾟﾗｯｸ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

DiSNEy'sクリスマス・キャロル ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾞﾒｷｽ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

天使と悪魔 ﾛﾝ･ﾊﾜｰﾄﾞ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

天国は、ほんとうにある ﾗﾝﾄﾞｰﾙ･ｳｫﾚｽ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

天使にラブ・ソングを… ｴﾐｰﾙ･ｱﾙﾄﾞﾘｰﾉ∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

天使にラブ・ソングを ２ ﾋﾞﾙ･ﾃﾞｭｰｸ∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

独裁者 ﾁｬｰﾙｽ･ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ∥監督 [ほか]出演 　

ナイト ミュージアム ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ナイト ミュージアム ２ ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ナイト ミュージアム エジプト王の秘密 ｼｮｰﾝ･ﾚｳﾞｨ∥監督 製作 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

長くつ下ピッピの冒険物語 ｹﾝ･ｱﾅｷﾝ∥監督 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

7つの贈り物 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾚ･ﾑｯﾁｰﾉ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ナルニア国物語 第１～３章 C.S.LEWIS∥原作 ブエナビスタホームエンターテイメント

ニューヨーク東8番街の奇跡 ﾏｼｭｰ･ﾛﾋﾞﾝｽ∥監督 脚本 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

ニュー・シネマ・パラダイス ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ･ﾄﾙﾅﾄｰﾚ∥監督 脚本 アスミック

博士と彼女のセオリー ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏｰｼｭ∥監督 NBCユニバーサル・エンターテイメント

初恋のきた道 ﾁｬﾝ ｲｰﾓｳ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ハドソン川の奇跡 ｸﾘﾝﾄ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ∥監督 製作 ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ｱﾙﾌｫﾝｿ･ｷｭｱﾛﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと賢者の石 ｸﾘｽ･ｺﾛﾝﾊﾞｽ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと謎のプリンス ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと秘密の部屋 ｸﾘｽ･ｺﾛﾝﾊﾞｽ∥監督 製作総指揮 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ハリー・ポッターと炎のゴブレット ﾏｲｸ･ﾆｭｰｳｪﾙ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

バック トゥ・ザ フューチャー ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾞﾒｷｽ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

バック トゥ・ザ フューチャー PART2 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾞﾒｷｽ∥監督 原案 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

バック トゥ・ザ フューチャー PART3 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｾﾞﾒｷｽ∥監督 原案 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

バーニング・レスキュー ﾛﾊﾞｰﾄ･ｳﾞｫｰﾝ∥監督 脚本 トランスワールドアソシエイツ

ＤＶＤ(外国映画・外国ドラマ)



タイトル（五十音順） 監督 発売

パパが遺した物語 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾚ･ﾑｯﾁｰﾉ∥監督 ギャガ

パレードへようこそ ﾏｼｭｰ･ｳｫｰﾁｬｽ∥監督 KADOKAWA

ビッグ・フィッシュ ﾃｨﾑ･ﾊﾞｰﾄﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

日の名残り ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｱｲｳﾞｫﾘｰ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

秘密の花園 ｱﾆｴｽｶ･ﾎﾗﾝﾄﾞ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 脚本 ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント

フィラデルフィア ｼﾞｮﾅｻﾝ･ﾃﾞﾐ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

フォレスト・ガンプ ROBERT ZEMECKIS∥監督 パラマウントホームエンタテインメントジャパン

ブラック・レイン ﾘﾄﾞﾘｰ･ｽｺｯﾄ∥監督 パラマウントホームエンタテインメントジャパン

ベラのワンダフル・ホーム ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾏｰﾃｨﾝ･ｽﾐｽ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

ベンジャミン・バトン ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ﾌｨﾝﾁｬｰ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ボーイ・ソプラノ ﾌﾗﾝｿﾜ･ｼﾞﾗｰﾙ∥監督 アスミック・エース

星の王子さま Stanley Donen∥製作 監督 パラマウントホームエンタテインメントジャパン

ホビット 竜に奪われた王国 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥監督 製作 脚本 ワーナー・ホーム・ビデオ

ホビット 決戦のゆくえ ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥監督 製作 脚本 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

ホビット 思いがけない冒険 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ボヘミアン・ラプソディ ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｼﾝｶﾞｰ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ホーム・アローン ｸﾘｽ･ｺﾛﾝﾊﾞｽ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ホーム・アローン ２ ｸﾘｽ･ｺﾛﾝﾊﾞｽ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

マザー・テレサからの手紙 ｳｨﾘｱﾑ･ﾘｰﾄﾞ∥監督 製作 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

マダム・メドラー ﾛｰﾘｰﾝ･ｽｶﾌｧﾘｱ∥監督 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

未知との遭遇 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

めぐり逢えたら ﾉｰﾗ･ｴﾌﾛﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

メリーポピンズ ﾛﾊﾞｰﾄ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ∥監督 ブエナビスタホームエンターテイメント

野生のエルザ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾋﾙ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

UFO ﾗｲｱﾝ･ｴｽﾘﾝｶﾞｰ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

LIFE! ﾍﾞﾝ･ｽﾃｨﾗｰ∥監督 製作 出演 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ライフ-オブ-パイ ｱﾝ･ﾘｰ∥監督 製作 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ラスト サムライ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｽﾞｳｨｯｸ∥監督 脚本 製作 ワーナー・ホーム・ビデオ

ラ・ラ・ランド ﾃﾞｲﾐｱﾝ･ﾁｬｾﾞﾙ∥監督 脚本 ギャガ

リリーのすべて ﾄﾑ･ﾌｰﾊﾟｰ∥監督 製作 NBCユニバーサル・エンターテイメント

レオン ﾘｭｯｸ･ﾍﾞｯｿﾝ∥監督 脚本 アスミック・エース

レナードの朝 ﾍﾟﾆｰ･ﾏｰｼｬﾙ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

レ・ミゼラブル ﾄﾑ･ﾌｰﾊﾟｰ∥監督 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント

老人と海 ｼﾞｮﾝ･ｽﾀｰｼﾞｪｽ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ

ロスト・ワールド ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙﾊﾞｰｸﾞ∥監督 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

ロード オブ・ザ リング ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥製作 監督 脚本 ワーナー・ホーム・ビデオ

ロード オブ・ザ リング 王の帰還 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥製作 監督 脚本 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

ロード オブ・ザ リング 二つの塔 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼﾞｬｸｿﾝ∥製作 監督 脚本 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

ローマの休日 William Wyler∥製作 監督 パラマウントホームエンタテインメントジャパン

わたしを離さないで ﾏｰｸ･ﾛﾏﾈｸ∥監督 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

ワンダー ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ﾁｮﾎﾞｽｷｰ∥監督 キノフィルムズ

ＤＶＤ(外国映画・外国ドラマ)



タイトル（五十音順） 監督 発売

あん 河瀬 直美∥監督 脚本 ポニーキャニオン

家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 李 闘士男∥監督 ハピネット

家康、江戸を建てる 門井 慶喜∥原作 　

命のビザ 大山 勝美∥演出 カズモ

上を向いて歩こう 舛田 利雄∥監督 日活

美しい夏キリシマ 黒木 和雄∥監督 脚本 ブロードウェイ

海よりもまだ深く 是枝 裕和∥原案 監督 脚本 編集 バンダイビジュアル

永遠の0 山崎 貴∥監督 VFX アミューズソフト

駅 降旗 康男∥監督 東宝

おかあさんの木 磯村 一路∥監督 脚本 東映ビデオ

おくりびと 滝田 洋二郎∥監督 セディックインターナショナル

男たちの大和YAMATO 佐藤 純彌∥監督 脚本 東映ビデオ

鬼平犯科帳 井上 昭∥監督 松竹株式会社ビデオ事業室

母べえ 山田 洋次∥監督 松竹株式会社映像商品部

紙屋悦子の青春 黒木 和雄∥監督 バンダイビジュアル

菊次郎の夏 北野 武∥監督 脚本 編集 バンダイビジュアル

キセキ 兼重 淳∥監督 ハピネット

君の膵臓をたべたい 月川 翔∥監督 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ

キューポラのある街 浦山 桐郎∥監督 日活

清須会議 三谷 幸喜∥原作 脚本 監督 フジテレビジョン

くちびるに歌を 三木 孝浩∥監督 アスミック・エース

グッドバイ 成島 出∥監督 キノフィルムズ

クライマーズ・ハイ 原田 眞人∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

軍師官兵衛 前・後編 前川 洋一∥作 　

ゴジラ 本多 猪四郎∥監督 東宝

最後の忠臣蔵 杉田 成道∥監督 角川書店

座頭市 北野 武∥監督 脚本 編集 バンダイビジュアル

しあわせのパン 三島 有紀子∥監督 脚本 アスミック

栞 榊原 有佑∥原案 監督 脚本 編集 キュリオスコープ

沈まぬ太陽 若松 節朗∥監督 角川書店

七人の侍 １～２ 黒澤 明∥監督 東宝

死にゆく妻との旅路 塙 幸成∥監督 チャンスイン

しゃぼん玉 東 伸児∥脚本 監督 ギャガ

神話の国の子どもたち 雑賀 俊朗∥監督 　

新・御宿かわせみ 黛 りんたろう∥監督 　

スープ・オペラ 瀧本 智行∥監督 アミューズソフト

ゼロからの風 監督∥塩谷 俊 　

そして父になる 是枝 裕和∥監督 脚本 編集 フジテレビジョン

空飛ぶタイヤ 本木 克英∥監督 松竹

平清盛 １～２ 藤本 有紀∥作 　

ＤＶＤ(日本映画・日本ドラマ)



タイトル（五十音順） 監督 発売

たそがれ清兵衛 山田 洋次∥監督 松竹株式会社ビデオ事業室

種まく旅人 佐々部 清∥監督 エネット

誰も知らない 是枝 裕和∥監督 脚本 編集 バンダイビジュアル

父と暮せば 黒木 和雄∥監督 バンダイビジュアル

超高速!参勤交代 本木 克英∥監督 松竹

ツレがうつになりまして。 佐々部 清∥監督 東映ビデオ

ディア・ドクター 西川 美和∥原作 脚本 監督 バンダイビジュアル

天使のいる図書館 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ∥監督 ライブラリーコンテンツサービス

天地明察 滝田 洋二郎∥監督 松竹株式会社映像商品部

TOMORROW明日 黒木 和雄∥監督 脚本 ブロードウェイ

時をかける少女 大林 宣彦∥監督 角川映画

図書館戦争 佐藤 信介∥監督 KADOKAWA

泣くな赤鬼 兼重 淳∥監督 ハピネット

夏の庭 相米 慎二∥監督 中央映画貿易

西の魔女が死んだ 長崎 俊一∥監督 アスミック

ねぼけ 壱岐 紀仁∥監督 　

のぼうの城 犬童 一心∥監督 アスミック・エース

博士の愛した数式 小泉 堯史∥監督 脚本 アスミック

裸の大将放浪記 山田 典吾∥制作 脚本 監督 北星

ハチミツとクローバー 高田 雅博∥監督 アスミック

バッテリー 滝田 洋二郎∥監督 角川映画

BALLAD 山崎 貴∥監督 脚本 VFX ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント

羊と鋼の森 橋本 光二郎∥監督 東宝

ひまわりと子犬の7日間 平松 恵美子∥監督 脚本 松竹

ふしぎな岬の物語 成島 出∥監督 東映ビデオ

武士の一分 山田 洋次∥監督 松竹株式会社映像商品部

武士の家計簿 森田 芳光∥監督 アスミック

武士の献立 朝原 雄三∥監督 松竹

ブタがいた教室 前田 哲∥監督 日活

舟を編む 石井 裕也∥監督 アスミック・エース

ペコロスの母に会いに行く 森崎 東∥監督 TCエンタテインメント

ぼくらの七日間戦争 菅原 浩志∥監督 角川映画

鉄道員(ぽっぽや) 降旗 康男∥監督 東映ビデオ

水戸黄門 第１０部６～７巻 東野 英治郎出演 水戸黄門DVD-BOX製作委員会

水戸黄門 第１１部１～４巻 東野 英治郎出演 水戸黄門DVD-BOX製作委員会

息子 山田 洋次∥監督 松竹株式会社ビデオ事業室

地下鉄(メトロ)に乗って 篠原 哲雄∥監督 ジェネオンエンタテインメント

羅生門 黒沢 明∥監督 角川映画

利休にたずねよ 田中 光敏∥監督 東映ビデオ

ＤＶＤ(日本映画・日本ドラマ)



タイトル 監督 ジャンル

ひむかの群像 観光宮崎の父 岩切章太郎 郷土

ひむかの群像 不屈の外交官 小村寿太郎 郷土

ひむかの群像 自由と独立の芸術家 瑛九 郷土

ひむかの群像 旅と酒と愛に生きた歌人 若山牧水 郷土

ひむかの群像 日本の児童福祉の父 石井十次 郷土

ひむかの群像 脚気を撲滅したビタミンの父 高木兼寛 郷土

ひむかの群像 激動の幕末を駆け抜けた大儒学者 安井息軒 郷土

ひむかの群像 倹約と改革の名君 上杉鷹山 郷土

ひむかの群像 戦没者慰霊に捧げた戦後最後の連合艦隊司令長官 小澤治三郎 郷土

ひむかの群像 「宮崎県」分県独立の功労者 川越進 郷土

ひむかの群像 大空を羽ばたいた先駆者 後藤勇吉 郷土

ひむかの群像 独自の山水画を極める 山内多門 郷土

ひむかの群像 観光宮崎の再生にかけた男 佐藤棟良 郷土

みやざき太鼓フェスティバル ｉｎ 新富 午前の部 郷土

みやざき太鼓フェスティバル ｉｎ 新富 午後の部 郷土

新富 エイサーフェスティバル １～２ 郷土

波旅宮崎初めての宮崎サーフィン 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会∥企画 発行 郷土

もっと知ろう！宮崎の自然と歴史と文化 宮崎県視聴覚ライブラリー協議会 郷土

郷土芸能フェスティバル １～２ 郷土

観音山のおまじない 圓崎 宏美∥脚本 作詞 郷土

こみずが池 寺原 重次∥脚本 演出 劇中歌作詞 郷土

座論梅と天使たち おせっかいな天使の物語 撿本 毅∥脚本 郷土

新富美浜物語 寺原 重次∥脚本 演出 劇中歌作詞 郷土

新富 とん平 そらぼくじゃ 寺原 重次∥作 演出 郷土

戦国 富田城 夜 平成２５年１２月７日公演 圓崎 宏美∥脚本 演出 劇中歌作詞 郷土

戦国 富田城 令和３年５月２日公演 濱田 明良∥総合演出・翻案・作詞 郷土

富田浜と虹の橋 昼 八谷 千穂∥脚本 作詞 郷土

富田浜と虹の橋 夜 八谷 千穂∥脚本 作詞 郷土

丹生の村の大冒険 平成３０年１２月８日公演 圓崎 宏美∥脚本 作詞 郷土

丹生の村の大冒険 平成２３年１月２９日公演 圓崎 宏美∥脚本 作詞  演出 郷土

春の笛をとりもどせ！ 平成２４年２月１１日公演 圓崎 宏美∥脚本 作詞  演出 郷土

春の笛をとりもどせ！ 平成２９年１２月１９日公演 圓崎 宏美∥脚本 作詞 郷土

東村と西の村 寺原 重次∥脚本 演出 劇中歌作詞 郷土

新  東村と西の村 寺原 重次∥脚本 郷土

ヒメたちのものがたり 圓崎 宏美∥脚本 作詞  演出 郷土

くろぎさんちのシバザクラ 新富町消防団第三分団第十部とその仲間達∥さく 郷土

その時歴史が動いた 乱世の英雄編 １ ミステリー大化改新 蘇我入鹿暗殺の実像 歴史・人物

その時歴史が動いた 乱世の英雄編 ２ 平清盛早すぎた革新 平氏政権誕生のとき 歴史・人物

その時歴史が動いた 乱世の英雄編 ３ 武田信玄地を拓き水を治める 戦国時代制覇への夢 歴史・人物

その時歴史が動いた 乱世の英雄編 ４ 信長執念の天下統一 大坂本願寺との十年戦争 歴史・人物

ＤＶＤ(教養・趣味・実用)



タイトル 監督 ジャンル

その時歴史が動いた 乱世の英雄編 ５ 兵法の道は人の道 宮本武蔵『五輪書』完成への苦闘 歴史・人物

その時歴史が動いた 時代のリーダーたち編 １ 日出づる処の天子より 聖徳太子、理想国家建設の夢 歴史・人物

その時歴史が動いた 時代のリーダーたち編 ２ 天神・菅原道真政治改革にたおれる 歴史・人物

その時歴史が動いた 時代のリーダーたち編 ３ 乱世を制するリーダーの条件 湊川の戦い足利尊氏、苦悩の決断 歴史・人物

その時歴史が動いた 時代のリーダーたち編 ４ 上杉鷹山ふたたびの財政改革 歴史・人物

その時歴史が動いた 時代のリーダーたち編 ５ 板垣死すとも、自由は死せず 日本に国会を誕生させた不朽の名言 歴史・人物

あの日、僕らは戦場で 歴史・人物

天皇陛下 御即位から二十年 歴史・人物

天皇陛下 御即位から三十年 歴史・人物

天のしずく 辰巳芳子“いのちのスープ” 河邑 厚徳∥監督 脚本 歴史・人物

わたしはマララ ﾃﾞｲｳﾞｨｽ･ｸﾞｯｹﾞﾝﾊｲﾑ∥監督 製作 歴史・人物

くらしの中の選挙 １～２ 社会

おじいちゃんが残してくれたもの 日本防災協会∥企画 社会

総務部総務課 山口六平太 裁判員プロジェクトはじめます！ 社会

はじめての金融ガイド 社会

中学生も消費者です 佐々木利男∥脚本・監督 社会

安全に安心してインターネットを使うために 社会

ちょっと待って、ケータイ １～２ 社会

もったいないばあさんと考えよう世界のこと １～３ 真珠 まりこ∥原作 社会

サイバー犯罪のリアル 社会

アイム ヒア 僕はここにいる 神谷操一∥監督 社会

老いを生きる 内澤 豊∥監督 社会

NHKふるさとの伝承 九州・沖縄 社会

クニ子おばばと不思議の森 社会

白い町ヒロシマ 山田典吾∥監督 社会

めぐみ 大森英敏∥監督 社会

心ひとつに　東日本大震災自衛隊災害派遣活動の実録 社会

密着!航空自衛隊新田原救難隊 社会

火災から自分を守るためには 日本防災協会 防災

災害から命を守る 小学校低学年 １～２ 宮崎県 防災

災害から命を守る 小学校中学年 １～２ 宮崎県 防災

災害から命を守る 小学校高学年 １～２ 宮崎県 防災

災害から命を守る 中学生 １～２ 宮崎県 防災

地震だ！その時どうする？ 財団法人 消防科学総合センター∥企画 防災

自分の命は自分で守る 内閣府 防災

津波に備える 企画∥国土交通省 気象庁 防災

津波からにげる 企画∥国土交通省 気象庁 防災

南海トラフ巨大地震 防災

ふせごう 家具等の転倒防止対策 財団法人 消防科学総合センター∥企画 防災

温暖化時代の豪雨災害 防災

ＤＶＤ(教養・趣味・実用)



タイトル 監督 ジャンル

釜石の“奇跡” 子どもたちが語る3・11 教育

困っている先生のための『チームアプローチ』入門 東京学芸大学児童・生徒支援連携センター∥編著 教育

かけっこ 1週間で速くなる 水口 高志∥監修 出演 教育

さかあがり 1週間でできる 水口 高志∥監修 出演 教育

自転車・一輪車 1週間で乗れる 水口 高志∥監修 出演 教育

アース ｱﾗｽﾃｱ･ﾌｫｻﾞｰｷﾞﾙ∥監督 自然

風といのちの詩(うた) 金高 謙二∥脚本 監督 自然

君が僕の息子について教えてくれたこと 医療

腰スッキリ!腰痛の予防・改善ストレッチ 小林 素明∥指導 医療

みやざき ストップ！ロコモ 宮崎大学医学部 教授 帖佐悦男 医療

高齢期は食べ盛り 医療

食育のおはなし 内閣府 医療

乳幼児を事故から守るための予防と対応 医療

ヨガ100 医療

太陽系とロケット開発 テクノロジー

ブルーインパルス50thアニバーサリー テクノロジー

土つくり・肥料の基礎と基本技術 １ 土壌の基礎と土つくりの基本 基礎編 テクノロジー

土つくり・肥料の基礎と基本技術 ２ 土壌診断・生育診断と施肥 施肥編 テクノロジー

土つくり・肥料の基礎と基本技術 ３ 堆肥つくりと有機物利用 土つくり編 テクノロジー

土つくり・肥料の基礎と基本技術 ４ ボカシ肥・発酵肥料・液肥 手づくり肥料編 テクノロジー

雑草管理の基本技術と実際 １ 雑草管理の基本と除草の実際 テクノロジー

雑草管理の基本技術と実際 ２ 田んぼ・あぜの雑草 生活史と除草のポイント テクノロジー

雑草管理の基本技術と実際 ３ 畑の雑草 生活史と除草のポイント テクノロジー

雑草管理の基本技術と実際 ４ 土・作物・景観もよくなる農家の工夫 テクノロジー

野菜づくりのコツと裏ワザ １ 直売所農法コツのコツ編 テクノロジー

野菜づくりのコツと裏ワザ ２ 人気野菜裏ワザ編 テクノロジー

野菜づくりのコツと裏ワザ ３ 挿し芽・わき芽でまる儲け編 テクノロジー

野菜づくりのコツと裏ワザ ４ ねらいめ品目得する栽培編 テクノロジー

みつばちの大地 MARKUS IMHOOF∥監督 脚本 テクノロジー

森に生きる 林野庁∥監修 テクノロジー

寒川 籾木 良作∥監督 編集 テクノロジー

生命の宝庫亜熱帯の森 林野庁∥監修 テクノロジー

がんばっぺ・フラガール! 小林 正樹∥監督 テクノロジー

香りで彩るアロマな生活 生活編 生活

ベニシアさんの四季の庭 菅原 和彦∥監督 生活

オトナ女子の自分で着付け 生活

おいしい紅茶のいれ方 生活

おいしい日本茶のいれ方 生活

おいしいコーヒーのいれ方 生活

もてなしごころ 野崎 洋光∥出演 生活

ＤＶＤ(教養・趣味・実用)



タイトル 監督 ジャンル

もりよの消しゴムはんこ教室 もりよ∥指導 芸術

赤ちゃんの赤ちゃんによる赤ちゃんだらけの手遊びうた 芸術

ここに生きる 堀 有三∥総合ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 共同監督 芸術

バレエ名作物語 Vol.1 白鳥の湖 芸術

バレエ名作物語 Vol.2 ライモンダ 芸術

バレエ名作物語 Vol.3 ドン・キホーテ 芸術

バレエ名作物語 Vol.4 くるみ割り人形 芸術

バレエ名作物語 Vol.5 アラジン 芸術

バレエ名作物語 Vol.6 ジゼル 芸術

唐相撲 野村 万斎∥[ほか]出演 芸術

RASHOMON 野村 万斎∥演出 出演 芸術

勧進帳 市川 団十郎∥[ほか]出演 芸術

伊達の十役 市川 猿之助∥出演 芸術

ハムレット 浅利 慶太∥演出 芸術

夢から醒めた夢 浅利 慶太∥演出 芸術

シャーロックホームズ １～３ 三谷 幸喜∥脚本 芸術

綾小路きみまろ爆笑!最新ライブ名演集 綾小路 きみまろ∥出演 娯楽・趣味

立川談志 落語傑作選１ 立川 談志∥口演 娯楽・趣味

桂枝雀 落語傑作選２ 桂 枝雀∥口演 娯楽・趣味

三遊亭円楽 落語傑作選３ 三遊亭 円楽∥口演 娯楽・趣味

講談師神田松之丞 娯楽・趣味

とっておき寄席! 三遊亭たっぷり二時間半 娯楽・趣味

とっておき寄席! 柳家たっぷり二時間半 娯楽・趣味

とっておき寄席! 古今亭たっぷり二時間半 娯楽・趣味

とっておき寄席! 林家たっぷり二時間半 娯楽・趣味

ほとばしる浪花節 玉川 奈々福∥出演 娯楽・趣味

HOW TOベリーダンスFOR BEAUTY 初級編 娯楽・趣味

Hawaiian Beauty 美しくなるためのフラレッスン 田澤 富士子∥監修 指導 娯楽・趣味

HIPHOP JAZZ KUMIKO∥ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 娯楽・趣味

体幹トレーニング メタボ腹が凹む!お腹周り集中ケア編 森 俊憲∥出演 指導 スポーツ

体幹トレーニング カラダ絶好調!運動不足解消編 森 俊憲∥出演 指導 スポーツ

体幹トレーニング 全身ひきしめ編 森 俊憲∥出演 指導 スポーツ

体幹トレーニング 体重&体脂肪ダウン編 森 俊憲∥出演 指導 スポーツ

1130運動プログラム 宮崎県教育庁スポーツ振興課 スポーツ

時短マルチストレッチ しなやか・たおやか美BODY編 ﾘｭｳｻｷ ﾀﾂﾔ∥指導 スポーツ

時短マルチストレッチ ダイエット&シェイプアップ編 ﾘｭｳｻｷ ﾀﾂﾔ∥指導 スポーツ

時短マルチストレッチ スポーツパフォーマンス編 ﾘｭｳｻｷ ﾀﾂﾔ∥指導 スポーツ

ジュニア水泳ハウ・トゥ・レッスン 基礎編 スポーツ

0から学ぶ旅の英会話 語学

ＤＶＤ(教養・趣味・実用)



タイトル（五十音順） 著者等 ジャンル

心象風景 因幡  晃∥歌 ポピュラー音楽

現地録音による宮崎県の民俗音楽 １～３ 原田 解∥監修・解説 民俗

新富町ふるさとの歌 新富町∥企画・製作 団体歌

新富温泉音頭 富岡 忠夫∥作詞 団体歌

観光宮崎 田中  輝男∥作詞・作曲 団体歌

東京五輪音頭-2020- 加山  雄三∥歌 祭典音楽

当代の名人大集結! １～２ 古今亭 菊之丞∥[ほか]口演 落語

綾小路きみまろ あれから40年!爆笑!!傑作集!!! 綾小路 きみまろ∥口演 漫談

明日への声 　 文芸口頭表現

池波正太郎が語る-時代小説の主人公たち １～４ 池波 正太郎∥出演 座談・対談

鉄道員(ぽっぽや) 浅田 次郎∥著 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 1 早乙女貢短編集 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 2 早乙女貢短編集 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 3 橋ものがたり 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 4 橋ものがたり 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 5 半七捕物帳 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 6 半七捕物帳 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 7 半七捕物帳 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 8 剣客商売 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 9 剣客商売 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 10 剣客商売 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 11 照る日曇る日 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 12 照る日曇る日 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 13 司馬遼太郎短編集 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座 時代小説傑作選 14 雨あがる 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

NHK日曜名作座  二千回記念特集 森繁久彌随筆集より わが青春劇場 森繁 久彌∥出演 朗読（文学）

雪国 上 １～２ 川端 康成∥著 朗読（文学）

雪国 下 １～２ 川端 康成∥著 朗読（文学）

あらしのよるに きむら ゆういち∥原作 朗読（文学）

蟹工船 小林 多喜二∥原作 朗読（文学）

吟詠 さだ まさし∥作詞 朗読（文学）

吟詠 さだ まさし∥作詞 朗読（文学）

銀の猫 １～３ 杉本 苑子∥著 朗読（文学）

宝島 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾙｲｽ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ∥原作 朗読（文学）

ヴィヨンの妻 太宰 治∥著 朗読（文学）

時をかける少女 １～３ 筒井 康隆∥著 朗読（文学）

坊ちゃん １～４ 夏目 漱石∥著 朗読（文学）

火垂るの墓 野坂 昭如∥著 朗読（文学）

小泉八雲作品集 １～２ 小泉 八雲∥著 朗読（文学）

海底2万マイル ｼﾞｭｰﾙ･ﾍﾞﾙﾇ∥原作 朗読（文学）

ＣＤ



タイトル（五十音順） 著者等 ジャンル

風立ちぬ １～３ 堀 辰雄∥著 朗読（文学）

火花 １～４ 又吉 直樹∥原作 朗読（文学）

文芸誌「しゃりんばい」第４０号 　 朗読（文学）

セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治∥著 朗読（文学）

注文の多い料理店 宮沢 賢治∥著 朗読（文学）

宮部みゆき傑作選 第1集 １～６ 宮部 みゆき∥作 朗読（文学）

宮部みゆき傑作選 第2集 １～６ 宮部 みゆき∥作 朗読（文学）

隣りの女・胡桃の部屋 １～３ 向田 邦子∥原作 朗読（文学）

しづやしづ １～３ 山本 周五郎∥著 朗読（文学）

その木戸を通って １～３ 山本 周五郎∥著 朗読（文学）

おさん １～３ 山本 周五郎∥著 朗読（文学）

わたくしです物語 １～３ 山本 周五郎∥著 朗読（文学）

落ち梅記 １～２ 山本 周五郎∥著 朗読（文学）

レ・ミゼラブル ｳﾞｨｸﾄﾙ･ﾕｰｺﾞｰ∥原作 朗読（文学）

みやざきの言の葉 神話・伝承、民話編 　 朗読（文学以外）

1130運動プログラム 宮崎県教育庁スポーツ振興課 体育・遊戯

宮崎県立図書館 100年のあゆみ データＣＤ

読書推進運動協議会の50年 データＣＤ

みやざきの植物散策 ２０１７年改訂版 宮崎野生植物同好会∥[作] データＣＤ

みやざきの植物散策 ２０１８年・２０１９年改訂版 宮崎野性植物同好会 データＣＤ

ＣＤ


