
【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV カードキャプターさくら　第1巻
第1話「さくらと不思議な魔法の本」
第2話「さくらのすてきなお友達」
第3話「さくらのドキドキ初デート」

75 1998 浅香守生 日本 BT022 01

TV カードキャプターさくら　第2巻

第4話「さくらのくたくた日曜日」
第5話「さくらとパンダとかわいいお店」
第6話「さくらとおかあさんの思い出」
第7話「さくらの怪盗初挑戦！？」
第8話「さくらのライバル、登場！」

125 1998 浅香守生 日本 BT022 02

TV カードキャプターさくら　第3巻

第9話「さくらとふしぎなブローチ」
第10話「さくらと花の運動会」
第11話「さくらと知世と大きなお家」
第12話「さくらの終わらない一日」
第13話「さくらとゾウの力くらべ」

125 1998 浅香守生 日本 BT022 03

TV カードキャプターさくら　第4巻

第14話「さくらと桃矢とシンデレラ」
第15話「さくらとケロの大げんか」
第16話「さくらと思い出の虹」
第17話「さくらのこわーいきもだめし」
第18話「さくらと雪兎と夏祭り」

125 1998 浅香守生 日本 BT022 04

TV カードキャプターさくら　第5巻

第19話「さくらと夏休みの宿題」
第20話「さくらとたたかう転校生」
第21話「さくらのながーいマラソン大会」
第22話「さくらとやさしいお父さん」
第23話「さくらと知世とすてきな歌」

125 1998 浅香守生 日本 BT022 05

TV かいけつゾロリ　第1巻
第1話「ドラゴンたいじ」
第2話「大けっとうゾロリじょう」

50 2004 錦織博 日本 BT057 01

TV かいけつゾロリ　第2巻
第3話「ママだーいすき」
第4話「きょうふのやかた」

50 2004 錦織博 日本 BT057 02

TV かいけつゾロリ　第3巻
第5話「せいなる本」
第6話「まほうつかいのでし」
第7話「大かいぞく」

75 2004 錦織博 日本 BT057 03

TV かいけつゾロリ　第4巻
第8話「ゆうれいせん」
第9話「チョコレートじょう」
第10話「大きょうりゅう」

75 2004 錦織博 日本 BT057 04

TV かいけつゾロリ　第5巻
第11話「きょうふのカーレース」
第12話「きょうふのゆうえんち」
第13話「おいしいがっこう」

75 2004 錦織博 日本 BT057 05

TV かいけつゾロリ　第6巻
第14話「なぞのひこうき」
第15話「大かいじゅう」
第16話「けっせん!カードたいクレヨン」

75 2004 錦織博 日本 BT057 06

TV かいけつゾロリ　第7巻
第17話「おばけの花子さん」
第18話「きょうふのサッカー」
第19話「つかまる!!」

75 2004 錦織博 日本 BT057 07

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 1/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV かいけつゾロリ　第8巻
第20話「大だっそう!」
第21話「イシシ･ノシシのはじめてのおつかい」
第22話「ロケット大さくせん」

75 2004 錦織博 日本 BT057 08

TV かいけつゾロリ　第9巻
第23話「なぞのうちゅうじん」
第24話「ゆめのゾロリじょう」
第25話「フィアンセあらわる!?」

75 2004 錦織博 日本 BT057 09

TV かいけつゾロリ　第10巻
第26話「なぞなぞ大さくせん」
第27話「おばけ大さくせん」
第28話「大にゅうどう大さくせん」

75 2004 錦織博 日本 BT057 10

TV かいけつゾロリ　第11巻
第29話「おやじギャグだいさくせん」
第30話「ようかい大リーグ」
第31話「きょうふのまきゅう」

75 2004 錦織博 日本 BT057 11

TV かいけつゾロリ　第12巻
第32話「ちかいのホームラン」
第33話「かいていゾロリじょう」
第34話「おたからカードだいさくせん」

75 2004 錦織博 日本 BT057 12

TV かいけつゾロリ　第13巻
第35話「にんじゃ大さくせん」
第36話「げきとつ!メカイシシノシシ大さくせん」
第37話「どっきりプロポーズ」

75 2004 錦織博 日本 BT057 13

TV かいけつゾロリ　第14巻
第38話「けっこんする!?」
第39話「アルバイト大さくせん」
第40話「大金もち」

75 2004 錦織博 日本 BT057 14

TV かいけつゾロリ　第15巻
第41話「王女さまききいっぱつ」
第42話「テレビゲームききいっぱつ」
第43話「おばけイカたいじ大さくせん」

75 2004 錦織博 日本 BT057 15

TV かいけつゾロリ　第16巻
第44話「きょうふの大ジャンプ」
第45話「金メダル大さくせん」
第46話「きょうふのプレゼント」

75 2004 錦織博 日本 BT057 16

TV かいけつゾロリ　第17巻
第47話「けっせん!ゆめの王子さま」
第48話「きょうふのあくま」
第49話「てんごくとじごく」

75
2004
～2005

錦織博 日本 BT057 17

TV かいけつゾロリ　第18巻
第50話「じごくりょこう」
第51話「ゾロリさいごの日!?」
第52話「そらとぶゾロリじょう」

75 2005 錦織博 日本 BT057 18

TV ガイストクラッシャー　第1巻
1 覚悟爆盛り! ガイストクラッシャー誕生!!
2 赤点てんこ盛り! GCG試験を突破せよ!!
特典：CM集

48+5 2013 高本宣弘 日本 T0931

TV 海賊王子　傑作選

第1話「南海の王子」
第14話「海賊同盟」
第28話「トンダ海峡を突破せよ」
第31話「海賊旗よ永遠に」

99 1966 黒田昌郎 他 日本 BT016 03

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 2/47
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映画 怪盗グルーのミニオン大脱走

本編
特典：
ミニ・ムービー「カイルの秘密の生活」、
未公開シーン、
ミニオン劇場「ずぶぬれ」「やりすぎ」、
キャラクタープロフィール、
メイキング・オブ・「怪盗グルーのミニオン大脱走」、
ドルー誕生の舞台裏、
AVLマル秘調査データ

90 2017
ピエール・コフィ
ン、
カイル・バルタ

アメリカ M282

OVA 怪童丸
本編
特典：田島昭宇設定線画集、主要キャラクター名場
面映像集、座談会、3D映像集

46 2001 若林漢二 日本 O018

TV 怪物くん　第1巻

第1話「怪物くんがやってきたの巻/怪物くんと怪物屋
敷の巻」
第2話「怪物くんが野球をすればの巻/怪物くんとミイ
ラ男の巻」
第3話「ちびっこ怪物三人組の巻/怪物くんとハニワ怪
神の巻」
第4話「怪物くんと怪物ッ子の巻/怪物くんと怪星人ウ
ルの巻」
第5話「フランケン映画スターの巻/フランケン映画カ
ントクの巻」

127 1968 おおすみ正秋 日本 BT101 01

TV 怪物くん　第2巻

第6話「大ぐもタランチュラきたるの巻/手のひら怪物
あらわるの巻」
第7話「恐竜出てこーいの巻/豆人間・スモールXの
巻」
第8話「怪物たちもはたらくぞの巻/みずうみにでた大
怪獣の巻」
第9話「ビンの中の大男の巻/怪物音楽会の巻」

102 1968 おおすみ正秋 日本 BT101 02

TV 怪物くん　第3巻

第10話「怪物くんと貝男ホーラの巻/怪物くんタコイカ
作戦の巻」
第11話「カミナリ怪物エレキドンの巻/脳波怪物アタマ
デンの巻」
第12話「兄弟怪物キョウダイゴンの巻/怪物グランプ
リの巻」
第13話「三匹のスパイの巻/怪物スパイ大戦争の巻」

102 1968 おおすみ正秋 日本 BT101 03

TV 怪物くん　第4巻

第14話「フニャフニャ怪物の巻/サタンの魔法塾の巻」
第15話「地底モンキー族の巻/恐怖の城の巻」
第16話「アイス怪物ペンジンの巻/影男シャドウマン
の巻」
第17話「よっぱらい怪物の巻/怪物・お化け大合戦の
巻」

102 1968 おおすみ正秋 日本 BT101 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 3/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 怪物くん　第5巻

第18話「不思議な人形の巻/悪魔の人形つかいの
巻」
第19話「サボテンのトゲはいたいよの巻/透明人間対
透明怪物の巻」
第20話「シャボン玉は恐いの巻/ニセモノ怪物勢ぞろ
いの巻」
第21話「ネムール来たぞ！の巻/怪物百面相の巻」

102 1968 おおすみ正秋 日本 BT101 05

TV 怪物くん　第6巻

第22話「砂魔人をやっつけろの巻/木人がウキキ
キーッといかったの巻」
第23話「空とぶブラモの巻/ミイラ王子の巻」
第24話「半魚人ピラニアボーイの巻/モーグリ砦の
巻」
第25話「ドタマカチンの巻/フランケンはやさしいの
巻」

102 1968 おおすみ正秋 日本 BT101 06

TV 怪物くん　第7巻

第26話「怪物ハンター現わるの巻/おれはボカチン！
なぐり魔だいの巻」
第27話「島怪物の巻/怪物学校の巻」
第28話「絵の中の怪物の巻/怪子ちゃん、こんにちは
の巻」
第29話「モクモク怪物とドラキュラじいさんの巻/家つ
き怪物マイホ・ムーの巻」
第30話「怪物くん美容体操の巻/バラがかみつくの
巻」

127 1968 おおすみ正秋 日本 BT102 01

TV 怪物くん　第8巻

第31話「むく犬はこわいぞの巻/こわい！こわい！女
の子の巻」
第32話「嵐のマタクルぞうの巻/うらない怪物アジ
パーの巻」
第33話「モジャオのラブレターの巻/モスキートマンが
出たぞの巻」
第34話「いそうろう怪物ガメルくんの巻/黄金怪物ゴー
ルドフンガーの巻」

102 1968 おおすみ正秋 日本 BT102 02

TV 怪物くん　第9巻

第35話「カメレオン・マン来たるの巻/サタンミラーの
巻」
第36話「ゴキブリ出たぞの巻/落っこちたサンタじいさ
んの巻」
第37話「怪物ランド行特急の巻/怪物くんの同窓会の
巻」
第38話「雪こぞうが降ってきたの巻/みんなで飛行船
にのろうの巻」

102
1968～
1969

おおすみ正秋 日本 BT102 03

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 4/47
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種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 怪物くん　第10巻

第39話「ペット怪物ゴロニャンの巻/家出したオオカミ
男の巻」
第40話「怪物トレーニングセンターの巻/怪物ウエスタ
ン大あたりの巻」
第41話「フランケンのパパの巻/人間になりたい怪物
の巻」
第42話「怪物くんと豆の木の巻/東京の空に豆が降る
の巻」

102 1969 おおすみ正秋 日本 BT102 04

TV 怪物くん　第11巻

第43話「おれはかなしいヒヒ男の巻/第四のけらいの
巻」(“第”は略字)
第44話「怪物くんはオレだの巻/怪鳥コンドル魔人の
巻」
第45話「怪物くん怪子ちゃんになるの巻/疫病神がと
りついたの巻」
第46話「ミイラー男は骨つぎ名人の巻/悪魔王子デモ
キンの巻」

102 1969 おおすみ正秋 日本 BT102 05

TV 怪物くん　第12巻

第47話「にせの怪物ランドの巻/動物園は大さわぎの
巻」
第48話「怪物オリンピックの巻/兵隊ルックで突撃しろ
の巻」
第49話「ヒロシよさらばの巻/怪物くんの戴冠式」
特典：劇場版「砂魔人をやっつけろの巻」、劇場版「怪
物くんとハニワ怪神の巻」他

76+28 1969 おおすみ正秋 日本 BT102 06

TV
COWBOY BEBOP　第1巻
（カウボーイビバップ）

Session #1「アステロイド・ブルース」
Session #2「野良犬のストラット」
Session #3「ホンキィ・トンク・ウィメン」

75 1998 渡辺信一郎 日本 T0893

TV
COWBOY BEBOP　第2巻
（カウボーイビバップ）

Session #4「ゲイトウェイ・シャッフル」
Session #5「堕天使たちのバラッド」
Session #6「悪魔を憐れむ歌」

75 1998 渡辺信一郎 日本 T0894

TV
COWBOY BEBOP　第6巻
（カウボーイビバップ）

Session #16「ブラック・ドッグ・セレナーデ」
Session #17「マッシュルーム・サンバ」
Session #18「スピーク・ライク・ア・チャイルド」

75 1998 渡辺信一郎 日本 T0895

TV
COWBOY BEBOP　第8巻
（カウボーイビバップ）

Session #22「カウボーイ・ファンク」
Session #23「ブレイン・スクラッチ」
Session #24「ハード・ラック・ウーマン」

75 1998 渡辺信一郎 日本 T0896

TV
COWBOY BEBOP　第9巻
（カウボーイビバップ）

Session #25「ザ・リアル・フォークブルース(前編)」
Session #26「ザ・リアル・フォークブルース(後編)」

51 1998 渡辺信一郎 日本 T0897

映画
COWBOY BEBOP　天国の扉
（カウボーイビバップ）

本編
特典：予告他

114＋13 2001 渡辺信一郎 日本 M047

その他 課外授業ようこそ先輩
映画プロデューサー鈴木敏夫
映画プロデューサー鈴木敏夫さんが、母校で「地図を
描く」課外授業を通じて子どもたちに語りかけます

28 2009 日本 S053

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 5/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第1巻
第1話「ガッチャマン対タートルキング」
第2話「魔のお化け空母現わる」
第3話「嵐を呼ぶミイラ巨人」

80 1972 鳥海永行 日本 BT014 01

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第2巻
第4話「鉄獣メカデゴンに復しゅうだ」
第5話「地獄の幽霊艦隊」
第6話「ミニ・ロボット大作戦」

80 1972 鳥海永行 日本 BT014 02

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第3巻

第7話「ギャラクターの大航空ショー」
第8話「三日月サンゴ礁の秘密」
第9話「月よりの悪魔」
第10話「地底怪獣大戦争」

108 1972 鳥海永行 日本 BT014 03

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第4巻

第11話「謎のレッド･インパルス」
第12話「大喰い怪獣イブクロン」
第13話「謎の赤い砂」
第14話「恐怖のアイス･キャンダー」

108 1972 鳥海永行 日本 BT014 04

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第5巻

第15話「恐怖のクラゲレンズ」
第16話「無敵マシンメカニカ」
第17話「昆虫大作戦」
第18話「復讐！くじら作戦」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 05

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第6巻

第19話「地獄のスピード・レース」
第20話「科学忍者隊危機一発」
第21話「総裁Ｘは誰れだ」
第22話「火の鳥対火喰い竜」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 06

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第7巻

第23話「大暴れメカ・ボール」
第24話「闇に笑うネオン巨人」
第25話「地獄の帝王マグマ巨人」
第26話「よみがえれゴッドフェニックス」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 07

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第8巻

第27話「ギャラクターの魔女レーサー」
第28話「見えない悪魔」
第29話「魔人ギャラックX」
第30話「ギロチン鉄獣カミソラール」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 08

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第9巻

第31話「南部博士暗殺計画」
第32話「ゲゾラ大作戦(前編)」
第33話「ゲゾラ大作戦(後編)」
第34話「魔のオーロラ作戦」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 09

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第10巻

第35話「燃えろ砂漠の炎」
第36話「ちびっ子ガッチャマン」
第37話「電子怪獣レンジラー」
第38話「謎のメカニックジャングル」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 10

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第11巻

第39話「人喰い花ジゴキラー（前編）」
第40話「人喰い花ジゴキラー（後編）」
第41話「殺人ミュージック」
第42話「大脱走トリック作戦」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 11

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 6/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第12巻

第43話「悪に消えたロマンス」
第44話「ギャラクターの挑戦状」
第45話「夜霧のアシカ忍者隊」
第46話「死の谷のガッチャマン」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 12

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第13巻

第47話「悪魔のエアー･ライン」
第48話「カメラ鉄獣シャッター･キラー」
第49話「恐怖のメカドクガ」
第50話「白骨恐竜トラコドン」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 13

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第14巻

第51話「回転獣キャタローラー」
第52話「レッドインパルスの秘密」
第53話「さらばレッドインパルス」
第54話「怒りに燃えたガッチャマン」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 14

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第15巻

第55話「決死のミニ潜水艦」
第56話「うらみのバードミサイル」
第57話「魔の白い海」
第58話「地獄のメカブッタ」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 15

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第16巻

第59話「怪獣メカ工場の秘密」
第60話「科学忍者隊G-6号」
第61話「幻のレッドインパルス」
第62話「雪魔王ブリザーダー」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 16

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第17巻

第63話「皆殺しのメカ魔球」
第64話「死のクリスマスプレゼント」
第65話「合成鉄獣スーパー･ベム」
第66話「悪魔のファッションショー」

108 1973 鳥海永行 日本 BT014 17

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第18巻

第67話「必殺!ガッチャマンファイヤー」
第68話「粒子鉄獣ミクロサターン」
第69話「月下の墓場」
第70話「合体!死神少女」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 18

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第19巻

第71話「不死身の総裁X」
第72話「大群!ミニ鉄獣の襲来」
第73話「カッツェを追撃せよ!」
第74話「バードスタイルの秘密」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 19

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第20巻

第75話「海魔王ジャンボシャコラ」
第76話「あばかれたブレスレット」
第77話「成功したベルクカッツェ」
第78話「死斗!海底1万メートル」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 20

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第21巻

第79話「奪われたガッチャマン情報」
第80話「よみがえれ!ブーメラン」
第81話「ギャラクター島の決斗」
第82話「三日月サンゴ礁を狙え!」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 21

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 7/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第22巻

第83話「炎の決死圏」
第84話「くもの巣鉄獣スモッグファイバー」
第85話「G-４号はあいつだ」
第86話「ギャラクターの買占め作戦」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 22

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第23巻

第87話「三段合体鉄獣パトギラー」
第88話「鉄獣スネーク８２８」
第89話「三日月基地に罠を張れ」
第90話「装甲鉄獣マタンガー」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 23

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第24巻

第91話「三日月基地爆破計画完了」
第92話「三日月基地の最後」
第93話「逆襲！地中魚雷作戦」
第94話「電魔獣アングラー」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 24

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第25巻

第95話「合体忍者大魔人」
第96話「ギャラクター本部に突入せよ」
第97話「明日なき宇宙船レオナ３号」
第98話「球形鉄獣グレープボンバー」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 25

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第26巻

第99話「傷だらけのＧ－２号」
第100話「20年後のガッチャマン」
第101話「狙撃集団ヘビーコブラ」
第102話「逆転！チェックメイトＸ」

108 1974 鳥海永行 日本 BT014 26

TV 科学忍者隊ガッチャマン　第27巻

第103話「死を賭けたＧ２号」
第104話「魔のブラックホール大作戦」
第105話「地球消滅！０００２」
映像特典

188 1974 鳥海永行 日本 BT014 27

TV 学園戦記ムリョウ　第1巻

第一話「戦記、始る」
第二話「ムリョウのチカラ」
第三話「その名は、シングウ」
第四話「動き出す、とき」

100 2001 佐藤竜雄 日本 BT093 01

TV 学園戦記ムリョウ　第2巻

第五話「見つめる、目」
第六話「おだやかな、戦い」
第七話「君の、えがお」
第八話「ささやかな、うたげ」

100 2001 佐藤竜雄 日本 BT093 02

TV 学園戦記ムリョウ　第3巻

第九話「雨ののち、また雨」
第十話「だから、明日のために」
第十一話「ありがとう、勇気」
第十二話「強がりな、友情」

100 2001 佐藤竜雄 日本 BT093 03

TV 学園戦記ムリョウ　第4巻

第十三話「かくれさと、ふるさと」
第十四話「僕たちの、夏」
第十五話「父、帰る」
第十六話「おだやかに、突然に」

100 2001 佐藤竜雄 日本 BT093 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 8/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 学園戦記ムリョウ　第5巻

第十七話「どさくさに、ゴメン」
第十八話「うけついだ、悲しみ」
第十九話「きよらなる、拳」
第二十話「せっかちな、呑気」
第二十一話「助っ人、相まみえる」

125 2001 佐藤竜雄 日本 BT093 05

TV 学園戦記ムリョウ　第6巻

第二十二話「見上げる、その先」
第二十三話「連邦と、連盟」
第二十四話「さだむるもの、ここに」
第二十五話「虚人、めざめる」
第二十六話「戦記は、つづく」

125 2001 佐藤竜雄 日本 BT093 06

映画 崖の上のポニョ 本編 101 2008 宮崎駿 日本 M183 01

TV 樫の木モック　セレクション 　第1巻
第1話「ぼくは悲しい人形」
第2話「人形なんてもういやだ」
第3話「お願い、ぼくを信じて」

77 1972 原征太郎 日本 T0125

TV 樫の木モック　セレクション 　第2巻
第10話「ぼくの鼻がのびる時」
第23話「おかねのなる木を育てよう」
第28話「ぼくの脚に根が生えた！」

77 1972 原征太郎 日本 T0126

TV 樫の木モック　セレクション 　第3巻
第36話「ぼくの魔法は勇気と知恵だ」
第44話「ぼくを燃やして！」
第52話「ぼくの夢は輝く星に」

77 1972 原征太郎 日本 T0127

映画 風立ちぬ 本編 126 2013 宮崎駿 日本 M277
映画 風の谷のナウシカ 本編 116 1984 宮崎駿 日本 M004 01
映画 風のように 本編 42 2016 本多敏行 日本 M286

TV 家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ　完結版 本編 90
1981(TV)／
2001(完結版)

楠葉宏三（完全
版）、
黒田昌郎（TV）

日本 T0965

TV 学校の怪談 恐怖の学校編

1「花子さん 太郎さん やみ子さん」
2「四次元婆」
3「みたなあ～」
4「カミをくれ！」
5「魔の教室」
6「真夜中の病院のトイレ」
7「保健室のお経」
8「大雨」
9「勉強部屋にあらわれたおじいさん」
特典：2008年度版オープニング＆エンディング映像、
「ふしぎ通信 トイレの花子さん」

46+4
2005、
2008

岡尾貴洋、
釘宮洋

日本 T0883

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 9/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 学校の怪談 戦慄の校外編

1「こわい話はお寺で」
2「人形の首」
3「丑の刻まいり」
4「首のなる樹」
5「ミステリー・ツアー・サークル」
6「てんじょうのシミ」
7「無言の電話」
8「おいかけてくる」
特典：2008年度版オープニング＆エンディング映像、
「ふしぎ通信 トイレの花子さん」

46+4
2006、
2007

伊藤幸松、
釘宮洋

日本 T0884

映画 河童のクゥと夏休み 本編 141 2007 原恵一 日本 BM011 01
映画 かっぱのすりばち 本編 20 2012 本多敏行 日本 M251
映画 哀しみのベラドンナ 本編、特典 90+8 1973 山本暎一 日本 M159 03

映画 カムイ外伝　月日貝の巻
本編
特典：予告、対談（関修一、鷺巣政安）他

88+23 1971 渡辺米彦 日本 M075

映画 カムイの剣 本編 132+5 1985 りんたろう 日本 M210

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第1巻
（からくりきでん）

第一話「走れ!!炎(ホムラ)」
第二話「見よ!!これが機巧(からくり)だっ」

50 2000 アミノテツロー 日本 BT081 01

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第2巻
（からくりきでん）

第三話「敵討ち!? 幕末英雄登場」
第四話「勝つか負けるか！アラシ対ヒヲウ」

50 2000 アミノテツロー 日本 BT081 02

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第3巻
（からくりきでん）

第五話「さいなら？ テツとこけし」
第六話「目指せ！山の彼方へ」

50 2000 アミノテツロー 日本 BT081 03

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第4巻
（からくりきでん）

第七話「守れ！秘密の華と雪」
第八話「裏切り？雪山に消えたマチ」

50 2000 アミノテツロー 日本 BT081 04

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第5巻
（からくりきでん）

第九話「激闘！父ちゃんはどこだ」
第十話「唐人だ！雪の宿は大騒ぎ」

50
2000
～2001

アミノテツロー 日本 BT081 05

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第6巻
（からくりきでん）

第十一話「なぜ？機巧(からくり)嫌いの男」
第十二話「天誅！正しいのは誰だ」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT081 06

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第7巻
（からくりきでん）

第十三話「ちぇすと！魔界京都に刃が走る」
第十四話「でかい！魔界に眠る天狗剣」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT081 07

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第8巻
（からくりきでん）

第十五話「泣くな！ハナ」
第十六話「渡れ！激流を越えて」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT082 01

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第9巻
（からくりきでん）

第十七話「会えた！悲しみの始まり」
第十八話「嘘！父の見た夢」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT082 02

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第10巻
（からくりきでん）

第十九話「危うしヒヲウ！カラクリの三剣城」
第二十話「父よ！旅立ちの時」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT082 03

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第11巻
（からくりきでん）

第二十一話「風雲！馬関海峡」
第二十二話「行くな華！子どもたちの戦場」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT082 04

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第12巻
（からくりきでん）

第二十三話「聞こえるか？炎(ホムラ)の声が」
第二十四話「燃えよ！父ちゃんの機巧(からくり)」

50 2001 アミノテツロー 日本 BT082 05

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 10/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
機巧奇傳ヒヲウ戦記　第13巻
（からくりきでん）

第二十五話「舞え！俺たちの祭」
第二十六話「さらば龍馬！やがて東京と呼ばれる町
へ」

49 2001 アミノテツロー 日本 BT082 06

TV からくり剣豪伝ムサシロード　第1巻

1「大冒険の旅にでるだス!」
2「涙の修行はハラがへるだス」
3「京の五条のベンケイだス」
4「リョーマは一人風の中だス」
5「名刀コテツ嵐をよぶだス」
6「おいらは師匠だエライだス」

150 1990 鴨野彰 日本 BT030 01

TV からくり剣豪伝ムサシロード　第2巻

7「清く貧しいクサリガマだス」
8「悪のハンゾウ忍びよるだス」
9「男イシマツ友情にちるだス」
10「花も嵐もエドトピアだス」
11「なぐりこみ武芸大会だス」
12「センヒメたすけて勝負だス」

150 1990 鴨野彰 日本 BT030 02

TV からくり剣豪伝ムサシロード　第3巻

13「からくり剣豪総出撃だス!」
14「ムサシ夢の百番勝負だス」
15「大ガマ妖術ジライヤンだス」
16「美女オニヒメあらわるだス」
17「ヤマタノオロチ大決戦だス」
18「金ピカ泥棒ゴエモンドだス」

150
1990、
1991

鴨野彰 日本 BT030 03

TV からくり剣豪伝ムサシロード　第4巻

19「ヌエの鳴く夜はこわいだス」
20「シュテン大バクハツだス!」
21「ヒ～!イシマツの幽霊だス」
22「海は恐いなオニゴロシだス」
23「北海ウエスタンの死闘だス」
24「バキャー!カラクリ砦だス」

150 1991 鴨野彰 日本 BT030 04

TV ガラスの仮面　第1巻

第1話「春の嵐」
第2話「紫のバラの人」
第3話「美しいライバル」
第4話「孤独な戦い」
第5話「ふたりの美登利」
特典：パイロット版等

125+15 1984 杉井ギサブロー 日本 BT007 01

TV ガラスの仮面　第2巻

第6話「全国大会のワナ」
第7話「たったひとりの舞台」
第8話「真澄の熱い想い」
第9話「初めての映画出演」
第10話「新しい試練」
第11話「舞台あらし」

150 1984 杉井ギサブロー 日本 BT007 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 11/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ガラスの仮面　第3巻

第12話「わたしはキャサリン」
第13話「恋はモザイクもよう」
第14話「新しい役は人形」
第15話「ようこそ!地下劇場へ!!」
第16話「母の面影」
第17話「紫のバラの人はどこに」
特典：セリフ無し劇中劇「嵐が丘」

150+6 1984 杉井ギサブロー 日本 BT007 03

TV ガラスの仮面　第4巻

第18話「ヘレンへの挑戦」
第19話「白熱のオーディション」
第20話「二人のヘレン」
第21話「助演女優賞候補!!」
第22話「新しい扉」
第23話「わたしのマヤ」

150 1984 杉井ギサブロー 日本 BT007 04

TV ガラスの艦隊　第1巻
第1話「流星のごとく…」
第2話「疾風のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0779

TV ガラスの艦隊　第2巻
第3話「運命のごとく…」
第4話「疵痕のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0780

TV ガラスの艦隊　第3巻
第5話「仮面のごとく…」
第6話「道化のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0781

TV ガラスの艦隊　第4巻
第7話「叱咤のごとく…」
第8話「真実のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0782

TV ガラスの艦隊　第5巻
第9話「流転のごとく…」
第10話「悪鬼のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0783

TV ガラスの艦隊　第6巻
第11話「餓狼のごとく…」
第12話「落日のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0784

TV ガラスの艦隊　第7巻
第13話「迷宮のごとく…」
第14話「夜明のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0785

TV ガラスの艦隊　第8巻
第15話「威風のごとく…」
第16話「回天のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0786

TV ガラスの艦隊　第9巻
第17話「抱擁のごとく…」
第18話「飛翔のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0787

TV ガラスの艦隊　第10巻
第19話「獅子のごとく…」
第20話「覇道のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0788

TV ガラスの艦隊　第11巻
第21話「瓦解のごとく…」
第22話「憧憬のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0789

TV ガラスの艦隊　第12巻
第23話「深紅のごとく…」
第24話「修羅のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0790

TV ガラスの艦隊　第13巻
第25話「血戒のごとく…」
第26話「喝采のごとく…」

53 2006 大原実 日本 T0791

映画
Colorful
（カラフル）

本編 126 2010 原恵一 日本 BM019 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 12/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート Garik Seko　ガリク・セコ短編集

「マイスター・ハーヌシュ」
「ファウストの家」
「本棚の世界」
「シューズショー、あるいは自分勝手な靴」
「サボテンさん、ちょっと」
「僕の友達はチクタクいう」
「卑怯者、出てこい」

82
1976
～1988

ガリク・セコ チェコ BA003 03

映画 借りぐらしのアリエッティ 本編 94 2010 米林宏昌 日本 M238 01

TV カレイドスター　第1巻

第1話「初めての！すごい！ステージ」
第2話「孤独な すごい チャレンジ」
第3話「遠い すごい ステージ」
第4話「がんばれば すごい チャンス」

95 2003 佐藤順一 日本 BT091 01

TV カレイドスター　第2巻
第5話「いつも すごい 遠い家族」
第6話「小さくて すごい オットセイ」
第7話「笑わない すごい 少女」

71 2003 佐藤順一 日本 BT091 02

TV カレイドスター　第3巻
第8話「つらくても すごい スター」
第9話「主役への すごい 挑戦」
第10話「主役への すごい 壁」

71 2003 佐藤順一 日本 BT091 03

TV カレイドスター　第4巻
第11話「アンナの すごくない お父さん」
第12話「熱い すごい 新作」
第13話「嵐を呼ぶ すごい 競演」

71 2003 佐藤順一 日本 BT091 04

TV カレイドスター　第5巻
第14話「怪しい すごい サーカス」
第15話「歌姫の すごい 愛」
第16話「黒い すごい 噂」

71 2003 佐藤順一 日本 BT091 05

TV カレイドスター　第6巻
第17話「燃えろ！ すごい ミア」
第18話「ユーリの すごい 罠」
第19話「家族の すごい 絆」

71 2003 佐藤順一 日本 BT091 06

TV カレイドスター　第7巻
第20話「ゼロからの すごい スタート」
第21話「謎の すごい 仮面スター」
第22話「仮面の下の すごい 覚悟」

71 2003 佐藤順一 日本 BT091 07

TV カレイドスター　第8巻

第23話「幻の すごい 大技」
第24話「まだ続く すごい 特訓」
第25話「ふたりの すごい 絆」
第26話「傷だらけの すごい 復活」

103 2003 佐藤順一 日本 BT091 08

TV カレイドスター 新たなる翼　第9巻

第27話「スターへの すごい プロローグ(前編)」
第28話「スターへの すごい プロローグ(後編)」
第29話「新しい すごい ライバル」
第30話「もう1人の すごい 新人」

97 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 01

TV カレイドスター 新たなる翼　第10巻
第31話「情熱の すごい ライバル」
第32話「氷の上の すごい 対決」
第33話「汗と涙の すごい ロゼッタ」

72 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 13/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV カレイドスター 新たなる翼　第11巻
第34話「やっぱり すごい レイラさん」
第35話「マリオンの すごい デビュー」
第36話「レオンとの すごい 特訓」

72 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 03

TV カレイドスター 新たなる翼　第12巻
第37話「二人の すごい 悪魔」
第38話「天使の すごい 反撃」
第39話「残酷な すごい 祭典」

75 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 04

TV カレイドスター 新たなる翼　第13巻
第40話「絶望の すごい 帰国」
第41話「再出発の すごい 決意」
第42話「屈辱の すごい 共演」

72 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 05

TV カレイドスター 新たなる翼　第14巻
第43話「ポリスの すごい プロポーズ」
第44話「笑顔の すごい 発進！」
第45話「レオンの すごい 過去」

72 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 06

TV カレイドスター 新たなる翼　第15巻
第46話「宿命の すごい 決斗」
第47話「舞い降りた すごい 天使」
第48話「傷ついた すごい 白鳥」

72 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 07

TV カレイドスター 新たなる翼　第16巻
第49話「ひとりひとりの すごい 未来(あした)」
第50話「避けられない ものすごい 一騎討ち」
第51話「約束の すごい 場所へ」

77 2003
佐藤順一、
平池芳正

日本 BT092 08

アート カレル・ゼーマン作品集
1「水玉の幻想」
2「盗まれた飛行船」

98
1948、
1966

カレル・ゼーマン チェコ A023

アート カレル・ゼマン 『カレル･ゼマンとこどもたち』 「カレル･ゼマンとこどもたち」 17 1981 カレル・ゼマン チェコ BA006 08

アート カレル・ゼマン 『狂気のクロニクル』
「狂気のクロニクル」
「プロコウク氏 発明の巻」

91
1947、
1964

カレル・ゼマン チェコ BA006 07

アート カレル・ゼマン 『クラバート』
「クラバート」
「クリスマスの夢」

84
1945、
1977

カレル・ゼマン チェコ BA006 01

アート カレル・ゼマン 『シンドバッドの冒険』
「シンドバッドの冒険」
「プロコウク氏 靴屋はいやだの巻」

101
1947、
1974

カレル・ゼマン チェコ BA006 06

アート カレル・ゼマン 『彗星に乗って』
「彗星に乗って」
「プロコウク氏 映画製作の巻」

82
1947、
1970

カレル・ゼマン チェコ BA006 04

アート カレル・ゼマン 『前世紀探検』
「前世紀探検」
「プロコウク氏 家作りの巻」

100
1947、
1955

カレル・ゼマン チェコ BA006 03

アート カレル・ゼマン 『鳥の島の財宝』
「鳥の島の財宝」
「王様の耳はロバの耳」

103
1950、
1952

カレル・ゼマン チェコ BA006 05

アート カレル・ゼマン 『ホンジークとマジェンカ』
「ホンジークとマジェンカ」
「ハムスター」

79
1946、
1980

カレル・ゼマン チェコ BA006 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート 川本喜八郎作品集

1「花折り」
2「犬儒戯画（全長版）」
3「鬼」
4「旅（全長版）」
5「旅（再編集版）」
6「詩人の生涯」
7「道成寺」
8「火宅」
9「セルフポートレート」
10「不射之射」
11「いばら姫またはねむり姫」

151
1968
～1990

川本喜八郎 日本 A002

TV 元祖天才バカボン　第1巻

第1話「ブタさんはとんかつなのだ」
第2話「宝をうめてさがすのだ」
第3話「もしもしカメよカメさまなのだ」
第4話「ヤキモチの結婚記念日なのだ」
第5話「わしは新聞にだまされたのだ」
第6話「ユーレイさんコニャニャチハ」
第7話「枯葉が散ると髪が散るのだ」
第8話「望遠鏡でホシをとるのだ」
第9話「チエノワ菌をはずすのだ」
第10話「誰が食べたかおサカナさん」
第11話「スポーツは空頭が一番なのだ」
第12話「おまわりさんの趣味は大きいのだ」

147 1975 竹内啓雄 他 日本 BT003 01

TV 元祖天才バカボン　第2巻

第13話「強盗殺人の予約なのだ」
第14話「しゃっくりでネコになるのだ」
第15話「川で鳥が釣れるのだ」
第16話「夜なきソバ屋でもうけるのだ」
第17話「二本立ての夢を見るのだ」
第18話「秋はふかしイモを焼くのだ」
第19話「パパのそっくりさんはコントなのだ」
第20話「ボーナスをつかまえよう」
第21話「ネコがイヌになるのだ」
第22話「お歳暮はソウジ鬼なのだ」
第23話「わしらをだますなかれなのだ」
第24話「わしはサンタクロースなのだ」

147 1975
さきまくら
（出崎統） 他

日本 BT003 02

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 15/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 元祖天才バカボン　第3巻

第25話「忘年会は命がけなのだ」
第26話「大晦日は大いそがしなのだ」
第27話「今年も来ましたお正月さん」
第28話「初夢で未来がわかるのだ」
第29話「天才バカボンの劇画なのだ」
第30話「天の雪をお待ちするのだ」
第31話「家庭教師はまかせておくのだ」
第32話「演説には背広がいるのだ」
第33話「タコさんタコさん勉強するのだ」
第34話「ゴミだらけは美しいのだ」
第35話「うちの殿にはおへそがないのだ」
第36話「わしは芥川賞をとるのだ」

147 1975 御厨恭輔 他 日本 BT003 03

TV 元祖天才バカボン　第4巻

第37話「わしもチョコレートをもらうのだ」
第38話「知能指数は７百円なのだ」
第39話「九官鳥は王子なのだ」
第40話「イスはクルマなのだ」
第41話「おまわりさんのバースデーなのだ」
第42話「うらないはゲタであたるのだ」
第43話「テッポー持って記事とりなのだ」
第44話「キョーレツな香水なのだ」
第45話「風邪をひくのも大変なのだ」
第46話「バイオリンでゲゲゲのゲなのだ」
第47話「死にたい人ほど生きるのだ」
第48話「空手の天才のバカなのだ」

147 1975 竹内啓雄 他 日本 BT003 04

TV 元祖天才バカボン　第5巻

第49話「わしの天才がバカになったのだ」
第50話「絵かきさんは英語なのだ」
第51話「ガンクツ王の復讐なのだ」
第52話「サクラはちるちる人もちるのだ」
第53話「賞金稼ぎ・子持ち狼なのだ」
第54話「ネズミがわしをバカにした」
第55話「天才バカボン・イン・アメリカ」
第56話「遊びにきました土の中」
第57話「ボロショイサーカスの天才児なのだ」
第58話「ゆうかい犯人はオカシなのだ」
第59話「スキヤキ殺人事件なのだ」
第60話「先生のセンセーショナルなのだ」

147 1975
さきまくら
（出崎統） 他

日本 BT003 05

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 16/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 元祖天才バカボン　第6巻

第61話「わしは魔法使いなのだ（前編）」
第62話「わしは魔法使いなのだ（後編）」
第63話「天才ウナギイヌ登場なのだ」
第64話「母の日はピストルにうたれるのだ」
第65話「ウナギイヌが危ないのだ」
第66話「ユカイカイカイキキカイカイなのだ」
第67話「これがウナギイヌの正体なのだ」
第68話「いやな雨でもほしくなるのだ」
第69話「ウナギイヌの活躍なのだ」
第70話「人助けは大変なのだ」
第71話「パパのまねしたおまわりさん」
第72話「ママのおムコをみつけるのだ」

147 1975 吉田茂承 他 日本 BT003 06

TV ガンバの冒険　第1巻

第1話「冒険だ海へ出よう!」
第2話「ガンバ、船で大暴れ」
第3話「忠太を救え!大作戦」
第4話「嵐にやられてメッタメタ」
第5話「なにが飛び出す?軍艦島」
第6話「たのしいたのしい潜水艦」

146 1975 出崎統 日本 BT050 01

TV ガンバの冒険　第2巻

第7話「ぶきみなぶきみな黒い影」
第8話「ボーボが初めて恋をした」
第9話「黒ギツネとの苦しい戦い」
第10話「かじって別れた七つのイカダ」
第11話「ぺてん師トラゴローを追え!」

122 1975 出崎統 日本 BT050 02

TV ガンバの冒険　第3巻

第12話「祭りだ喧嘩だ大騒動」
第13話「特訓!!モーモー大作戦」
第14話「襲いかかる猟犬の群れ」
第15話「鷹にさらわれたガンバ」
第16話「魔のカラス岳を登れ!」

122 1975 出崎統 日本 BT050 03

TV ガンバの冒険　第4巻

第17話「走れ走れノロイは近い」
第18話「奇妙なふとったネズミたち」
第19話「闇に潜むオオミズナギ鳥」
第20話「白イタチノロイを見た!」
第21話「涙にぬれた13の瞳」

122 1975 出崎統 日本 BT050 04

TV ガンバの冒険　第5巻

第22話「海を渡って来た仲間」
第23話「裏切りの砦」
第24話「白い悪魔のささやき」
第25話「地獄の岩穴」
第26話「最後の戦い大うずまき」

122 1975 出崎統 日本 BT050 05

映画 ガンバの冒険　劇場版
劇場版1「冒険者たち～ガンバと７匹のなかま～」
劇場版2「ガンバとカワウソの冒険」

93+80
1984、
1991

山崎統 日本 BT050 06-M

TV キクちゃんとオオカミ 本編 45 2008 やすみ哲夫 日本 T0882

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 17/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート 岸辺のふたり 本編 8 2000
マイケル・デュ
ドク・ドゥ・ヴィッ
ト

イギリス、
オランダ

A016

TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第1巻 函館前後篇　茜木温子 50 2004 ボブ白旗 日本 T0650
TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第2巻 北見前後篇　白石果鈴 50 2004 ボブ白旗 日本 T0651
TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第3巻 札幌前後篇　朝比奈京子 50 2004 ボブ白旗 日本 T0652
TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第4巻 旭川　北野スオミ 25 2004 ボブ白旗 日本 T0653
TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第5巻 札幌前後篇　催馬楽笙子 50 2004 ボブ白旗 日本 T0654
TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第6巻 帯広前後篇　原田明理 50 2004 ボブ白旗 日本 T0655
TV 北へ。～Diamond Dust Drops～　第7巻 北海道　ダイヤモンドダストドロップス 25 2004 ボブ白旗 日本 T0656

TV キディ・グレイド　第1巻
[1]Depth/Space～深淵～
[2]Tight/Bind～重力～

47 2002 後藤圭二 日本 T0178

TV キテレツ大百科（よりぬき） 第1巻　コロ助編1

01「ワガハイがチンチン電車だった頃･･･」（第123回）
02「ビックリ仰天！スカートをはいたコロ助」（第148
回）
03「大どろぼう登場！その名は注射ジョー」（第183
回）

100 1988 鶴田寛 他 日本 T0050

映画 機動警察パトレイバー劇場版
本編
特典：予告他

99+5 1989 押井守 日本 M048

映画 機動警察パトレイバー2 the Movie
本編
特典：予告他

113+5 1993 押井守 日本 M049

映画 機動警察パトレイバー WXIII
本編
特典：予告他

102 2002 高山文彦 日本 M050

TV 機動戦士ガンダム　第1巻

第1話「ガンダム大地に立つ!!」
第2話「ガンダム破壊命令」
第3話「敵の補給艦を叩け!」
第4話「ルナツー脱出作戦」

98 1979 富野喜幸 日本 BT055 01

TV 機動戦士ガンダム　第2巻

第5話「大気圏突入」
第6話「ガルマ出撃す」
第7話「コアファイター脱出せよ」
第8話「戦場は荒野」

98 1979 富野喜幸 日本 BT055 02

TV 機動戦士ガンダム　第3巻

第9話「翔べ!ガンダム」
第10話「ガルマ散る」
第11話「イセリナ、恋のあと」
第12話「ジオンの脅威」

98 1979 富野喜幸 日本 BT055 03

TV 機動戦士ガンダム　第4巻

第13話「再会、母よ…」
第14話「時間よ、とまれ」
第15話「ククルス・ドアンの島」
第16話「セイラ出撃」

98 1979 富野喜幸 日本 BT055 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 18/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 機動戦士ガンダム　第5巻

第17話「アムロ脱走」
第18話「灼熱のアッザム・リーダー」
第19話「ランバ・ラル特攻!」
第20話「死闘!ホワイトベース」

98 1979 富野喜幸 日本 BT055 05

TV 機動戦士ガンダム　第6巻

第21話「激闘は憎しみ深く」
第22話「マ・クベ包囲網を破れ!」
第23話「マチルダ救出作戦」
第24話「迫撃!トリプル・ドム」

98 1979 富野喜幸 日本 BT055 06

TV 機動戦士ガンダム　第7巻

第25話「オデッサの激戦」
第26話「復活のシャア」
第27話「女スパイ潜入!」
第28話「大西洋、血に染めて」

98 1979 富野喜幸 日本 BT056 01

TV 機動戦士ガンダム　第8巻

第29話「ジャブローに散る!」
第30話「小さな防衛線」
第31話「ザンジバル、追撃!」
第32話「強行突破作戦」

98 1979 富野喜幸 日本 BT056 02

TV 機動戦士ガンダム　第9巻

第33話「コンスコン強襲」
第34話「宿命の出会い」
第35話「ソロモン攻略戦」
第36話「恐怖!機動ビグ・ザム」

98 1979 富野喜幸 日本 BT056 03

TV 機動戦士ガンダム　第10巻

第37話「テキサスの攻防」
第38話「再会、シャアとセイラ」
第39話「ニュータイプ、シャリア・ブル」
第40話「エルメスのララァ」

98
1979
～1980

富野喜幸 日本 BT056 04

TV 機動戦士ガンダム　第11巻

第41話「光る宇宙」
第42話「宇宙要塞ア・バオア・クー」
第43話「脱出」
特典

77 1980 富野喜幸 日本 BT056 05

映画 機動戦士ガンダムI　特別版 本編 139 1981 富野由悠季 日本 M010
映画 機動戦士ガンダムII　哀・戦士編／特別版 本編 134 1981 富野由悠季 日本 M011
映画 機動戦士ガンダムIII　めぐりあい宇宙編／特別版 本編 141 1982 富野由悠季 日本 M012
映画 機動戦士ガンダム　逆襲のシャア 本編 124 1988 富野由悠季 日本 M160

映画 機動戦士Zガンダム　星を継ぐ者
本編
特典：特報、劇場予告編

95 2005 富野由悠季 日本 M107

映画 機動戦士Zガンダム　恋人たち
本編
特典：速報、劇場予告編

100 2005 富野由悠季 日本 M108 01

映画 機動戦士Zガンダム　星の鼓動は愛
本編
特典：速報、劇場予告編

101 2006 富野由悠季 日本 M109 01

TV 牙　第一章 運命の風　第4巻
第13話「疾走する力」
第14話「力の誘惑」
第15話「小さな宝物」

73 2006 神志那弘志 日本 T0738

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 19/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV キャプテン翼 小学生編　第2巻

第5話「ライバルはどこだ」
第6話「ゴールをかためろ」
第7話「運命のロングシュート」
第8話「さわやかコンビ誕生」

98 1983 光延博愛 日本 T0106

その他 キャラ丸くんとドク丸くん

本編：
「くすの木のおじさんの巻」
「なっちゃんのおさんぽの巻」
「おならはどこへいったの巻」

25 2009 本多敏行 日本 S111

TV
勝負師伝説 哲也　第1巻
（ギャンブラー）

第一局「牌の魔術師」
第二局「玄人（バイニン）の掟」
特典：実録・これが玄人技だ

47 2000 西沢信孝 日本 T0174

アート 九爺一助☆新畫帖

ひこねのりお
きらけいぞう
福島治
島村達雄
西村緋祿司
一色あづる
和田敏克
古川タク
鈴木伸一

6 2017

G9＋1
（一色あづる、
大井文雄、
きらけいぞう、
鈴木伸一、
島村達雄、
西村緋祿司、
ひこねのりお、
福島治、
古川タク、
和田敏克）

日本 A084

TV
今日からマ王！ FIRST SERIES　第1巻
（※マは丸囲み）

第1話「流されて異世界」
第2話「決闘！美少年vs野球少年」
第3話「渋谷有利！俺がマ王だ」

75 2004 西村純二 日本 T0104

TV
今日からマ王！ FIRST SERIES　第2巻
（※マは丸囲み）

第4話「今度は最終兵器!?」
第5話「セーラー服ときかん坊」

50 2004 西村純二 日本 T0530

TV
今日からマ王！ FIRST SERIES　第3巻
（※マは丸囲み）

第6話「人食いマ剣･モルギフの恐怖?」
第7話「暴走?迷走?マ剣発動!」

50 2004 西村純二 日本 T0531

TV
今日からマ王！ FIRST SERIES　第4巻
（※マは丸囲み）

第8話「月下の陰謀」
第9話「盗まれた秘宝」

50 2004 西村純二 日本 T0532

TV
今日からマ王！ FIRST SERIES　第5巻
（※マは丸囲み）

第10話「迫り来るマの手!」
第11話「次元のむこうで戦争がはじまる」

50 2004 西村純二 日本 T0533

TV 巨人の星　第1巻

第1話「めざせ栄光の星」
第2話「悪魔のギブス」
第3話「王貞治との対決」
第4話「死のノック・アウト打法」
第5話「幻のスイッチピッチャー」
第6話「超人ランナー」

153+5 1968 長浜忠夫 日本 BT051 01

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 20/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 巨人の星　第2巻

第7話「虚栄のボール」
第8話「もえろライバル」
第9話「真実へのピッチング」
第10話「日本一の父　一徹」
第11話「青雲のせまき門」
第12話「鬼の応援団長伴宙太」

153+5 1968 長浜忠夫 日本 BT051 02

TV 巨人の星　第3巻

第13話「根性のうさぎとび」
第14話「あざだらけのミット」
第15話「嵐のマウンド」
第16話「早すぎた登ばん」
第17話「宿命の対決」
第18話「一番恐ろしい敵」

152+5 1968 長浜忠夫 日本 BT051 03

TV 巨人の星　第4巻

第19話「狙われた左腕」
第20話「のこりかす監督」
第21話「テストされる星監督」
第22話「拒否された特訓」
第23話「スケッチブックの秘密」
第24話「謎のへそ作戦」

153+5 1968 長浜忠夫 日本 BT051 04

TV 巨人の星　第5巻

第25話「汗と涙の背番号１」
第26話「栄光への第一戦」
第27話「迷いの失投」
第28話「根性の延長戦」
第29話「泥だらけの決勝戦」
第30話「山から来た挑戦者」

152+5 1968 長浜忠夫 日本 BT051 05

TV 巨人の星　第6巻

第31話「とび込んで来た浪速っ子」
第32話「一本足のホームラン」
第33話「甲子園へのVサイン」
第34話「甲子園大会開幕」
第35話「魔球対豪速球」
第36話「悲運の強打者」

152+5 1968 長浜忠夫 日本 BT051 06

TV 巨人の星　第7巻

第37話「執念の男・左門」
第38話「涙のストライク」
第39話「雨の中の闘志」
第40話「血ぞめの決勝戦」
第41話「よみがえれ飛雄馬」
第42話「怒りのやみうち事件」

152+5
1968
～1969

長浜忠夫 日本 BT051 07

TV 巨人の星　第8巻

第43話「友情のやみなべ」
第44話「みがわり退学」
第45話「失われた目標」
第46話「川上監督へのおくりもの」
第47話「押しかけた十一球団」

127+5 1969 長浜忠夫 日本 BT051 08

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 21/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 巨人の星　第9巻

第48話「父・一徹のスパイク」
第49話「燃えあがる入団テスト」
第50話「堀内に挑むライバル」
第51話「二度目の魔送球」
第52話「栄光の背番号１６」

127+51 1969 長浜忠夫 日本 BT051 09

TV 巨人の星　第10巻

第53話「花形・左門の入団決定」
第54話「ゆけ多摩川グラウンド」
第55話「王・長嶋への挑戦」
第56話「無視された左腕」
第57話「王・長嶋の涙の教訓」
第58話「消えゆく先輩」

153+5 1969 長浜忠夫 日本 BT051 10

TV 巨人の星　第11巻

第59話「血みどろの千本ノック」
第60話「ばか正直の飛雄馬」
第61話「飛雄馬の初月給」
第62話「はじめての勝利」
第63話「限りなき前進の誓い」
第64話「雪玉のひみつ」

152+5 1969 長浜忠夫 日本 BT051 11

TV 巨人の星　第12巻

第65話「盗まれたスコアーブック」
第66話「金田投手のアドバイス」
第67話「落日の中の胴上げ」
第68話「おそるべき予言」
第69話「つかみとられたホームラン」
第70話「左門の予告ホームラン」

153+5 1969 長浜忠夫 日本 BT052 01

TV 巨人の星　第13巻

第71話「かえれ不死鳥」
第72話「めかくしのバッター」
第73話「謎の特訓」
第74話「一徹の見た幻」
第75話「大リーグボール誕生」
第76話「宿敵・花形との対決」

152+5 1969 長浜忠夫 日本 BT052 02

TV 巨人の星　第14巻

第77話「花形・捨身の挑戦」
第78話「鬼のグランドキーパー」
第79話「オールスターのできごと」
第80話「魔の鉄バット」
第81話「破竹の九連勝」
第82話「巨人・阪神の死闘」

153+5 1969 長浜忠夫 日本 BT052 03

TV 巨人の星　第15巻

第83話「傷だらけのホームイン」
第84話「左門の築いた城」
第85話「根性の門限やぶり」
第86話「秘密兵器との対決」
第87話「片目の大リーガー」
第88話「野球ロボット・オズマ」

153+5 1969 長浜忠夫 日本 BT052 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 22/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 巨人の星　第16巻

第89話「不吉の背番号13」
第90話「ロボット対人形」
第91話「栄光のピッチング（沢村栄治物語）」
第92話「折り合わぬ契約」
第93話「新しい年のはじまり」
第94話「飛び立つ星」

150+5
1969
～1970

長浜忠夫 日本 BT052 05

TV 巨人の星　第17巻

第95話「手さぐりの青春」
第96話「水原監督と父一徹」
第97話「宮崎キャンプでの噂」
第98話「姉、明子の道」
第99話「運命の出合」

125+5 1970 長浜忠夫 日本 BT052 06

TV 巨人の星　第18巻

第100話「炎の青春」
第101話「美奈のひみつ」
第102話「落日の悲しみ」
第103話「飛雄馬よいずこへ」
第104話「おちゆく星」

125+5 1970 長浜忠夫 日本 BT052 07

TV 巨人の星　第19巻

第105話「オズマの執念」
第106話「鬼コーチ一徹の誕生」
第107話「大リーグボール打倒ギブス」
第108話「絶望のペナントレース」
第109話「飛雄馬立つ!!」

127+5 1970 長浜忠夫 日本 BT052 08

TV 巨人の星　第20巻

第110話「燃える千本投球」
第111話「命がけのキャッチ」
第112話「迷いの二軍戦」
第113話「大リーグボール復活」
第114話「見えないスイング」

128+5 1970 長浜忠夫 日本 BT052 09

TV 巨人の星　第21巻

第115話「強大な敵、父一徹」
第116話「不安の中の四連勝」
第117話「不気味な予感」
第118話「吼えろ若獅子」
第119話「大リーグボールの死」

128+5 1970 長浜忠夫 日本 BT052 10

TV 巨人の星　第22巻

第120話「飛雄馬への予告」
第121話「泥まみれの背番号１６」
第122話「大リーグボール二号のヒント」
第123話「川上監督の新作戦」
第124話「すばらしい兄・左門」

127+5 1970 長浜忠夫 日本 BT052 11

TV 巨人の星　第23巻

第125話「ズックのボール」
第126話「花形と姉、明子」
第127話「テストされる川上監督」
第128話「必殺の大リーグボール二号」

102+5 1970 長浜忠夫 日本 BT053 01

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 23/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 巨人の星　第24巻

第129話「一徹の秘策」
第130話「左門の挑戦」
第131話「消える魔球の推理」
第132話「天才・花形の敗北」

102+5 1970 長浜忠夫 日本 BT053 02

TV 巨人の星　第25巻

第133話「大投手・金田の引退」
第134話「狙われた伴宙太」
第135話「去りゆくオズマ」
第136話「親友」
第137話「消える魔球の手がかり」
第138話「しごかれる伴宙太」

150+5 1970 長浜忠夫 日本 BT053 03

TV 巨人の星　第26巻

第139話「花形・左門の執念」
第１40話「川上監督の決意」
第141話「大リーグボール二号の危機」
第142話「ひきさかれた友情」
第143話「血涙の別れ」
第144話「鬼の弟子、伴宙太」

150+5 1970 長浜忠夫 日本 BT053 04

TV 巨人の星　第27巻

第145話「はばたけ不死鳥」
第146話「O.N魔球への挑戦」
第147話「伴の替りにきた投手」
第148話「グラウンドの孤独者」
第149話「起ち上がれ伴!」
第150話「刺客志願」

150+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 05

TV 巨人の星　第28巻

第151話「対決、その前夜」
第152話「対決!!星対伴」
第153話「魔球打たる!」
第154話「敗れた鬼」
第155話「花形の奇策」
第156話「大リーグボール2号の敗北」

150+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 06

TV 巨人の星　第29巻

第157話「傷だらけの負け犬」
第158話「女番長、お京」
第159話「借りを返せ!」
第160話「左門の恋」
第161話「飛雄馬の母」
第162話「仕組まれた罠」

150+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 07

TV 巨人の星　第30巻

第163話「京子の真心」
第164話「すべてか!ゼロか!」
第165話「友情のファインプレー」
第166話「悪夢のオールスター」
第167話「新たなる門出」

125+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 08

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 24/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 巨人の星　第31巻

第168話「大リーグボール3号」
第169話「謎のアンダースロー」
第170話「覆面魔球」
第171話「かえってきたオズマ」
第172話「オズマの死」

125+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 09

TV 巨人の星　第32巻

第173話「壊れたピッチングマシン」
第174話「白い血の秘密」
第175話「勝利の若獅子」
第176話「左門のスピン打法」
第177話「正捕手への道<吉原物語>」

125+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 10

TV 巨人の星　第33巻

第178話「生命を投げる魔球」
第179話「青白き炎の挑戦状」
第180話「覚悟の登板」
第181話「決死の完全試合」
第182話「輝け!巨人の星」

125+5 1971 長浜忠夫 日本 BT053 11

TV ギルガメッシュ　第1巻
#1「les preludes」
#2「grafin werdenberg」

51 2003 むらた雅彦 日本 T0008

TV ギルガメッシュ　第2巻
#3「children of a lesser god」
#4「hotel providence」
#5「dynamis」

76 2003 むらた雅彦 日本 T0009

TV ギルガメッシュ　第3巻
#6「the sheltering sky」
#7「dissinance」
#8「adieu l'hiver」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0010

TV ギルガメッシュ　第4巻
#9「in the core settlement」
#10「saint terrorism」
#11「far from XX」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0011

TV ギルガメッシュ　第5巻
#12「die lustige witwe」
#13「pomegranate」
#14「october project」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0012

TV ギルガメッシュ　第6巻
#15「la blattaria」
#16「nessun dorma」
#17「hammerklavier」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0013

TV ギルガメッシュ　第7巻
#18「blue zone」
#19「orga-superior」
#20「tear」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0014

TV ギルガメッシュ　第8巻
#21「delphys」
#22「heaven's gate」
#23「sacrifice」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0015

TV ギルガメッシュ　第9巻
#24「cleansing flood」
#25「conversation piece」
#26「gil games night」

72 2003 むらた雅彦 日本 T0016

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 25/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

OVA 銀河英雄伝説　第1巻

第1話「永遠の夜の中で」
第2話「アスターテ会戦」
第3話「第十三艦隊誕生」
第4話「帝国の残照」

96
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 01

OVA 銀河英雄伝説　第2巻

第5話「カストロプ動乱」
第6話「薔薇の騎士」
第7話「イゼルローン攻略!」
第8話「冷徹なる義眼」

96
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 02

OVA 銀河英雄伝説　第3巻

第9話「クロプシュトック事件」
第10話「ジェシカの戦い」
第11話「女優退場」
第12話「帝国領進攻」

96
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 03

OVA 銀河英雄伝説　第4巻

第13話「愁雨来たりなば…」
第14話「辺境の開放」
第15話「アムリッツァ星域会戦」
第16話「新たなる潮流」

96
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 04

OVA 銀河英雄伝説　第5巻

第17話「嵐の前」
第18話「リップシュタットの密約」
第19話「ヤン艦隊出動」
第20話「流血の宇宙」

96
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 05

OVA 銀河英雄伝説　第6巻

第21話「ドーリア星域会戦、そして…」
第22話「勇気と忠誠」
第23話「黄金樹は倒れた」
第24話「誰がための勝利」

96
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 06

OVA 銀河英雄伝説　第7巻
第25話「運命の前日」
第26話「さらば、遠き日」

48
1988
～1989

石黒昇 日本 BO002 07

OVA 銀河英雄伝説　第8巻

第27話「初陣」
第28話「肖像」
第29話「細い一本の糸」
第30話「失われたもの」

98
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 01

OVA 銀河英雄伝説　第9巻

第31話「査問会」
第32話「武器なき戦い」
第33話「要塞対要塞」
第34話「帰還」

98
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 02

OVA 銀河英雄伝説　第10巻

第35話「決意と野心と」
第36話「雷鳴」
第37話「幼帝誘拐」
第38話「矢は放たれた」

98
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 03

OVA 銀河英雄伝説　第11巻

第39話「ひとつの旅立ち」
第40話「ユリアンの旅･人類の旅」
第41話「作戦名『神々の黄昏』」
第42話「鎮魂曲への招待」

98
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 04

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 26/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

OVA 銀河英雄伝説　第12巻

第43話「ギャラルホルンは鳴った」
第44話「フェザーン占領」
第45話「寒波到る」
第46話「ヤン提督の箱舟隊」

98
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 05

OVA 銀河英雄伝説　第13巻

第47話「自由の宇宙を求めて」
第48話「双頭の蛇～ランテマリオの決戦～」
第49話「闇が深くなるのは…」
第50話「連戦」

98
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 06

OVA 銀河英雄伝説　第14巻

第51話「バーミリオンの死闘(前編)」
第52話「バーミリオンの死闘(後編)」
第53話「急転」
第54話「皇帝ばんざい!」

99
1991
～1992

石黒昇 日本 BO003 07

OVA 銀河英雄伝説　第15巻

第55話「儀式から再び幕は上がり…」
第56話「地球へ」
第57話「キュンメル事件」
第58話「訪問者」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 01

OVA 銀河英雄伝説　第16巻

第59話「過去と現在と未来と」
第60話「魔術師捕らわる」
第61話「歌劇への招待」
第62話「血の流水階段」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 02

OVA 銀河英雄伝説　第17巻

第63話「聖地」
第64話「休暇は終わりぬ」
第65話「すべての旗に背いて」
第65話「黄金獅子旗の下に」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 03

OVA 銀河英雄伝説　第18巻

第67話「『神々の黄昏』ふたたび」
第68話「エル・ファシルへ」
第69話「イゼルローン再奪取作戦」
第70話「蕩児たちの帰宅」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 04

OVA 銀河英雄伝説　第19巻

第71話「マル･アデッタ星域の会戦(前編)」
第72話「マル･アデッタ星域の会戦(後編)」
第73話「冬バラ園の勅令」
第74話「前途遼遠」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 05

OVA 銀河英雄伝説　第20巻

第75話「雷動」
第76話「祭りの前」
第77話「風は回廊へ」
第78話「春の嵐」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 06

OVA 銀河英雄伝説　第21巻

第79話「回廊の戦い(前編)～常勝と不敗と～」
第80話「回廊の戦い(中編)～万華鏡～」
第81話「回廊の戦い(後編)～大親征の終幕～」
第82話「魔術師、還らず」

108
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 07

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 27/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

OVA 銀河英雄伝説　第22巻

第83話「祭りの後」
第84話「失意の凱旋」
第85話「遷都令」
第86話「八月の新政府」

110
1994
～1995

石黒昇 日本 BO004 08

OVA 銀河英雄伝説　第23巻

第87話「嵐の予感」
第88話「辺境にて」
第89話「夏の終わりのバラ」
第90話「鳴動」

106
1996
～1997

石黒昇 日本 BO005 01

OVA 銀河英雄伝説　第24巻

第91話「発芽」
第92話「ウルヴァシー事件」
第93話「矜持にかけて」
第94話「叛逆は英雄の特権」

106
1996
～1997

石黒昇 日本 BO005 02

OVA 銀河英雄伝説　第25巻

第95話「双璧相撃つ!」
第96話「剣に生き…」
第97話「剣に斃れ」
第98話「終わりなき鎮魂曲」

107
1996
～1997

石黒昇 日本 BO005 03

OVA 銀河英雄伝説　第26巻

第99話「未来への助走」
第100話「皇妃ばんざい!」
第101話「動乱への誘い」
第102話「敢えて武器を手に」

106
1996
～1997

石黒昇 日本 BO005 04

OVA 銀河英雄伝説　第27巻

第103話「コズミック・モザイク」
第104話「平和へ、流血経由」
第105話「昏迷の惑星」
第106話「柊館炎上」

106
1996
～1997

石黒昇 日本 BO005 05

OVA 銀河英雄伝説　第28巻

第107話「真紅の星路」
第108話「美姫は血を欲す」
第109話「黄金獅子旗に光なし」
第110話「夢、見果てたり」

121
1996
～1997

石黒昇 日本 BO005 06

OVA 銀河英雄伝説外伝　わが征くは星の大海 本編 59 1988 石黒昇 日本 BO002 08
OVA 銀河英雄伝説外伝　新たなる闘いの序曲 本編 89 1993 清水恵蔵 日本 BO002 09
OVA 銀河英雄伝説外伝　黄金の翼 本編 59 1992 清水恵蔵 日本 BO002 10

OVA 銀河英雄伝説外伝　螺旋迷宮　第1巻

第1話「エル・ファシルの英雄」
第2話「英雄の新しい仕事」
第3話「英雄たちの横顔」
第4話「過去へのささやかな旅」

102
1999
～2000

石黒昇 日本 BO003 08

OVA 銀河英雄伝説外伝　螺旋迷宮　第2巻

第5話「時の女神に愛された男～第二次ティアマト会
戦記I～」
第6話「英雄の死～第二次ティアマト会戦記II～」
第7話「喪服と軍服の間」
第8話「収容所惑星」

102
1999
～2000

石黒昇 日本 BO003 09

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 28/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

OVA 銀河英雄伝説外伝　螺旋迷宮　第3巻

第9話「捕虜と人質」
第10話「顕微鏡サイズの反乱」
第11話「エコニアの英雄」
第12話「過去からの糸」

102
1999
～2000

石黒昇 日本 BO003 10

OVA 銀河英雄伝説外伝　螺旋迷宮　第4巻
第13話「ひとつの旅の終わり」
第14話「出口をさがす旅」

51
1999
～2000

石黒昇 日本 BO003 11

OVA 銀河英雄伝説外伝　白銀の谷 Kap.I、Kap.II、Kap.III、Kap.IV 102
1998
～1999

石黒昇 日本 BO004 09

OVA 銀河英雄伝説外伝　叛乱者 Kap.I、Kap.II、Kap.III、Kap.IV 102
1999
～2000

石黒昇 日本 BO004 10

OVA 銀河英雄伝説外伝　決闘者 Kap.I、Kap.II、Kap.III、Kap.IV 102
1999
～2000

石黒昇 日本 BO004 11

OVA 銀河英雄伝説外伝　奪還者 Kap.I、Kap.II、Kap.III、Kap.IV 102
1999
～2000

石黒昇 日本 BO004 12

OVA 銀河英雄伝説外伝　朝の夢、夜の歌 Kap.I、Kap.II、Kap.III、Kap.IV 101
1998
～1999

石黒昇 日本 BO005 07

OVA 銀河英雄伝説外伝　千億の星、千億の光　第1巻

第1話「ヴァンフリート星域の会戦」
第2話「三つの赤」
第3話「亡命者たち」
第4話「染血の四月」

108
1998
～1999

石黒昇 日本 BO005 08

OVA 銀河英雄伝説外伝　千億の星、千億の光　第2巻

第5話「危険な男」
第6話「混戦始末記」
第7話「初夏、風強し」
第8話「伯爵家後継候補」

108
1998
～1999

石黒昇 日本 BO005 09

OVA 銀河英雄伝説外伝　千億の星、千億の光　第3巻

第9話「パーティーの夜」
第10話「真実は時の娘」
第11話「第六次イゼルローン攻防戦」
第12話「千億の星、ひとつの野心」

110
1998
～1999

石黒昇 日本 BO005 10

OVA 銀河英雄伝説外伝　第三次ティアマト会戦 本編 51
1999
～2000

石黒昇 日本 BO005 11

OVA 銀河英雄伝説外伝　汚名 Kap.I、Kap.II、Kap.III、Kap.IV 100
1998
～1999

石黒昇 日本 BO005 12

映画 銀河鉄道９９９ 本編 128 1979 りんたろう 日本 M013
映画 さよなら銀河鉄道９９９　-アンドロメダ終着駅- 本編 130 1981 りん・たろう 日本 M171
映画 銀河鉄道９９９　エターナル・ファンタジー 本編 55 1998 宇田鋼之介 日本 M172

その他 銀河鉄道９９９ 不滅の空間軌道　第1巻

001「出発のバラード」
002「タイタンの眠れる戦士」
003「蛍の街」
特典

45+28 2002
西沢信孝、
小坂春女

日本 S026

映画 銀河鉄道の夜 本編 107 1985 杉井ギサブロー 日本 M178

映画
KING OF PRISM by PrettyRhythm
（キングオブプリズムバイプリティーリズム）

本編、特典 72 2016 菱田正和 日本 M285

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 29/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号
TV キングダム　第1巻 第1話 無名の少年 51 2012 神谷純 日本 T0910
映画 銀魂 新訳紅桜篇 本編 95 2010 高松信司 日本 BM016 01

TV キン肉マン ～開催!超人オリンピック～　第1巻

第1話「キン肉星からの使者の巻／アメリカからきた
男の巻」
第2話「標的は、ネッシーの巻／キン肉星を救え！の
巻」
第3話「宇宙怪獣襲来の巻／キン肉マン大ハッスル
の巻」
第4話「翔んでるナツコの巻／アルバイトはつらいよ
の巻」
第5話「キン骨マンと骨肉の争いの巻／キン肉マン失
恋の巻」
第6話「モテモテ！？キン肉マンの巻／日本代表にな
りたいの巻」

147 1983 山吉康夫 他 日本 T0175 01

TV キン肉マン ～開催!超人オリンピック～　第2巻

第7話「ヒーローオリンピックの巻／キン骨マンのワナ
の巻」
第8話「宇宙マラソンの巻／決戦！バトルロイヤルの
巻」
第9話「ナツコ・巨人になるの巻／かくされた秘密の
巻」
第10話「ゴング！決勝トーナメントの巻／危うし！テ
リーマンの巻」
第11話「大逆転！の巻／氷上デスマッチの巻」
第12話「死のキャメルクラッチの巻／見よ！この西部
魂の巻」

147 1983 山吉康夫 他 日本 T0175 02

TV キン肉マンII世　第1巻

1話「新超人伝説！万太郎登場」
2話「死闘！金網デスマッチ！」
3話「激戦！ヘラクレスファクトリー！」
4話「世紀の対決！I世対II世」

95 2002 小村敏明 日本 T0176

アート 金の鍵～ブラチーノの冒険～ 本編 67 1959 イワン・イワノフ＝ワノー ロシア A044
アート クジラの跳躍 本編 23 1998 たむらしげる 日本 A037

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 30/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV くまの子ウーフ

オープニング
第1話「おひさま　はだかんぼ」
第2話「ウーフはおしっこでできてるか??」
第3話「おかあさん　おめでとう」
第4話「まいごのまいごのフーとクー」
第5話「きつつきのみつけたたから」
第6話「たからがふえるといそがしい」
第7話「ミミちゃんのみみ」
第8話「おつかいかぞえうた」
第9話「ウーフは何にもなれないか?」
第10話「ぶつぶついうのはだあれ」
第11話「ぴかぴかのウーフ」
第12話「ゆでたまごまーだ」
第13話「くま一ぴきぶんはねずみ百ぴきぶんか」
第14話「きょうはいい日」
第15話「くまの子ウーフのかいすいよく」
エンディング

72 2000 野中和実 日本 T0139

アート くまの子ウーフ　ぼくはかさ くまの子ウーフ「ぼくはかさ」 18 真賀里文子 日本 A035

映画 くまのプーさん

本編：
「プーさんとはちみつ」（'66）
「プーさんと大あらし」（'68）
「プーさんとティガー」（'74）
特典：
短編アニメーション「プーさんとイーヨーのいち日」、
『くまのプーさん』ができるまで 他

74
1966
～1974

ウォルフガン
グ・ライザーマ
ン、
ジョン・ラウンズ
ベリー

アメリカ M275

アート くもとちゅうりっぷ 政岡憲三作品集　第1巻

「くもとちゅうりっぷ」
「べんけい対ウシワカ」
「桜（春の幻想）」
「茶釜音頭」

55
1934
～1946

政岡憲三 日本 A005 01

アート くもとちゅうりっぷ 政岡憲三作品集　第2巻

「すて猫トラちゃん」
「トラちゃんと花嫁」
「トラちゃんとカンカン虫」
「動画誕生の碑除幕式」

48+α
1947
～1950、
1981

政岡憲三 日本 A005 02

TV 雲のように風のように 本編 80 1990 鳥海永行 日本 T0559

TV 海月姫　第1巻
第1話「セックス・アンド・ザ・アマーズ」
第2話「スキヤキ・ウエスタン・マツサカ」

45 2010 大森貴弘 日本 T0878

映画 クラッシャージョウ 本編 132 1983 安彦良和 日本 BM006 01
OVA クラッシャージョウ 最終兵器アッシュ 本編 60 1989 滝沢敏文 日本 BM006 03-O

OVA クラッシャージョウ 氷結監獄の罠 本編 60 1989 滝沢敏文 日本 BM006 02-O

TV グラビテーション　第1巻
Track-1「Gravitation」
Track-2「Live in soul」

44 2000 ボブ白旗 日本 T0629

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 31/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV グラビテーション　第2巻
Track-3「Stray heart」
Track-4「Wave shock」
Track-5「Winding road」

66 2000 ボブ白旗 日本 T0630

TV グラビテーション　第3巻

Track-6「Shady scheme」
Track-7「Ground zero」
Track-8「Song and song」
Track-9「The deepest brain」

88 2000 ボブ白旗 日本 T0631

TV グラビテーション　第4巻

Track-10「Heads or tails」
Track-11「Secret day」
Track-12「Breathless」
Track-13「Got it all」

88 2000 ボブ白旗 日本 T0632

アート 久里洋二作品集

「二匹のサンマ」（白黒版）
「切手の幻想」
「人間動物園」
「愛」
「椅子」
「アオス」
「隣の野郎」
「窓」
「殺人狂時代」（オリジナル版）
「殺人狂時代」（海外版）
「部屋」
「二匹のサンマ」（カラー版）
「ケメ子のLOVE」
「G線上の悲劇」
「寄生虫の一夜」
「ザ・バスルーム」
「ポップ」
「漫画」

154
1960
～1977

久里洋二 日本 A007

その他 くるくるクルミちゃん／「KAWAII」松本かつぢの世界 本編 15 2015 本多敏行 日本 S109

アート クルテクとズデネック・ミレルの世界　第1巻

1「知りたがりワンちゃんと水」
2「コオロギくんとバイオリン」
3「コオロギくんとクモ」
4「おひさまを盗んだ億万長者」
5「さんかくとしかく」
6「誰が一番強いのか」
7「クマのクブラとクパ・クビクラ」
8「もぐらくんとブルドーザー」

69
1948
～1978

ズデネック・ミレル チェコ A038

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 32/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート クルテクとズデネック・ミレルの世界　第2巻

1｢知りたがりのワンちゃんとこいぬ」
2「コオロギくんとのこぎり」
3「コオロギくんとエンジン」
4「アオネコとお友達」
5「ヘルゴランド島のロマンス」
6「キツネとオオカミ」
7「もぐらくんとまほうのえ」
8「もぐらくんとつばめ」

76
1960
～1972

ズデネック・ミレル チェコ A039

アート クルテクとズデネック・ミレルの世界　第3巻

1｢知りたがりのワンちゃんとハチミツ」
2「コオロギくんとコントラバス」
3「コオロギくんとチューバ」
4「あかずきん」
5「くいしんぼうのすずめ」
6「クマのクブラとクバ・クビクラスプーン村とナベ村」
7「おんどりとめんどり」
8「えかきのもぐらくん」

76
1960
～2000

ズデネック・ミレル チェコ A040

アート クルテクとズデネック・ミレルの世界　第4巻

1「イモムシくんは大スター」
2「コオロギくんとめんどり」
3「ゆれる木馬」
4「お父さんは12人」
5「月のおはなし」
6「コネコのいたずら」
7「もぐらくんとおさかな」
8「もぐらくんとこうつうじこ」

76
1967
～2002

ズデネック・ミレル チェコ A041

TV くるねこ　第1巻

1話「昔ばなし-1」
2話「昔ばなし-2」
3話「ポ子の鼻」
4話「収集癖の原点」
5話「軍手偏愛者」
6話「迷子ぼん-1」
7話「迷子ぼん-2＆3」
8話「迷子ぼん-4＆5」
9話「拾った日-5にゃん登場-」
10話「5にゃん来訪」
11話「伝播する文化」
12話「里親探し始まる」
特典：「くるねこ便・特別編」「くるねこ小町大集合!」

26+9 2009 大地丙太郎 日本 T0928

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 33/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV くるねこ(新)　第1巻

1話「渡る世間は猫ばかり」
2話「猫ベッド大小」
3話「もんさんとポッちゃん／なんだっけ」
4話「エア・おかか」
5話「トメの巣／トメの発見」
6話「あ～け～て～／ステキなド真ん中」
7話「猫神社のお守り」
8話「横取り／誰かいるの？」
9話「咬まれた／えらいぞトメ」
10話「おしとらんよ／トメとぴょいーん」
11話「だっこ／そうか」
12話「ぴょい～んの話」
13話「続・ぴょい～んの話」
特集：TV未放映・長尺エピソード くるねこ学芸会、「く
るねこ小町」大集合!

28+6 2010 大地丙太郎 日本 T0929

映画 クレオパトラ 本編、特典 112+12 1970 山本暎一 日本 M159 02
映画 紅の豚 本編 93 1992 宮崎駿 日本 M080 01

映画
クレヨンしんちゃん
アクション仮面VSハイグレ魔王

本編 95 1993 本郷みつる 日本 M019

映画
クレヨンしんちゃん
ブリブリ王国の秘宝

本編
特典：ノンテロップオープニング、映画特報、予告編、
設定画集

94 1994 本郷みつる 日本 M093

映画
クレヨンしんちゃん
嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲

本編 95 2001 原恵一 日本 M074

映画
クレヨンしんちゃん
アッパレ！嵐を呼ぶ戦国大合戦

本編
特典：ノンテロップオープニング、映画特報、予告編、
設定画集

96 2002 原恵一 日本 M094

映画
クレヨンしんちゃん
ちょー嵐を呼ぶ金矛(きんぽこ）の勇者

本編
特典：ノンテロップオープニング（クレイアニメ）・映画
特報、予告編・設定資料（静止画）

93+3 2008 本郷みつる 日本 M186

映画 クレヨンしんちゃん　
超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁 本編 100 2010 しぎのあきら 日本 M203

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 34/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第1巻

「プロローグ」
「コタツはあったかいゾ」
「ブリブリざえもんのボーケンだゾ」
「大ソージは大騒動だゾ」
「お正月の買い出しに行くゾ」
「今年の思い出だゾ」
「シロも一日大変だゾ」
「夢の世界の大ボーケンだゾ」
「アクション仮面が最終回！だゾ」
「母ちゃんと二人旅だゾ」
「おまけだゾ」
「無敵のカンタムロボだゾ」
「大江戸ランド天の巻だゾ」
「大江戸ランド地の巻だゾ」
「おまけだゾ」

92
1992、
1993

本郷みつる 日本 T0066

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第2巻

「オラ達家族でグアム旅行だゾ」
「初めて飛行機に乗ったゾ」
「グアムに来ちゃったゾ」
「グアムはサイコーだゾ」
「お芝居のケイコだゾ」
「オラの鬼退治だゾ」
「シロの初恋物語だゾ」
「ママとのお約束条項だゾ」
「アクション仮面の映画を見るゾ」
「カンタムロボも大好きだゾ」
「Ｘマスプレゼントがほしいゾ」
「冬の国の冒険だゾ」
「おまけだゾ」

92
1992、
1993

本郷みつる 日本 T0067

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第3巻

「大西部劇　野原の用心棒」
「大西部劇　続・野原の用心棒」
「恋するよしなが先生だゾ」
「アクション仮面絶体絶命だゾ」
「タクシーごっこするゾ」
「男の旅はロマンだゾ」
「マッチ売りのオラだゾ」
「劇画タッチのしんちゃん登場だゾ」
「デパートの屋上で遊ぶゾ」
「アクション仮面パワーアップだゾ」
「母ちゃんのヨガは危険だゾ」
「ぶりぶりざえもんの冒険　雷鳴編」
「ぶりぶりざえもんの冒険　風雲編」

95
1994、
1995

本郷みつる 日本 T0068

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 35/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第4巻

「原始時代のしんちゃんだゾ その1」
「原始時代のしんちゃんだゾ その2」
「寝ちがえた母ちゃんだゾ」
「カンタム最後の戦いだゾ」
「酔っぱらいシロだゾ」
「木登りはトクイだゾ」
「さるかに合戦だゾ」
「組長先生のカメラマンだゾ」
「シロもけっこう大変だゾ」
「爆笑、連発ギャグだゾ」
「シロののどかな一日だゾ」
「ぶりぶりざえもんの冒険 飛翔編」
「ぶりぶりざえもんの冒険 電光編」

94
1994
～1996

本郷みつる 日本 T0069

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第5巻

「ぶりぶりざえもんの冒険　風雲妖怪城　その1」
「ぶりぶりざえもんの冒険　風雲妖怪城　その2」
「野原刑事の事件簿だゾ」
「野原刑事の事件簿2だゾ」
「野原刑事の事件簿3だゾ」
「すごろく勝負でもりあがるゾ」
「福袋を買いに行くゾ」
「まつざか3姉妹のお正月だゾ」
「幸せ王子とツバメのしんちゃんだゾ」
「パフィーも出るゾ！ひまわりのかぐや姫だゾ」

91
1996、
1997

本郷みつる 日本 T0070

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第6巻

「超（スーパー）ヒーロー鉄骨しんちゃんだゾ」
「オールスター夢のコント祭だゾ」
「SF殺人サイボーグだゾ」
「いたずらヒマリンだゾ」
「ネネちゃんのおムコ選びだゾ」
「母ちゃんにシラガ発見だゾ」
「ミッチーヨシリンの引越しだゾ」
「友情のリレーだゾ」
「クレヨンウォーズ 1」
「クレヨンウォーズ 2」
「クレヨンウォーズ 3」

94
1996、
1997

本郷みつる 日本 T0071

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 36/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第7巻

「クレヨン大忠臣蔵　桜の巻」
「クレヨン大忠臣蔵　雪の巻」
「ピアノ発表会に行くゾ」
「外国人をお助けするゾ」
「外国人をお助けするゾ 2」
「別荘に行くゾ」
「ふしぎ魔女っ子マリーちゃん」
「ふしぎ魔女っ子マリーちゃんだゾ」
「ビールは大人の味だゾ」
「石像の恩返しだゾ」
「交通渋滞にまきこまれたゾ」
「金メダルをもらうゾ」

100
1998、
1999

原恵一 日本 T0072

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第8巻

「オラ的な花さかじいさんだゾ」
「母ちゃんといれかわっちゃったゾ」
「母ちゃんといれかわっちゃったゾ 2」
「人生は計画どおりにいかないゾ」
「オラたち三匹の子豚だゾ 第一話」
「オラたち三匹の子豚だゾ 最終話」
「福引きで温泉に行きたいゾ」
「温泉にこだわる父ちゃんだゾ」
「カスカベ少年探偵社だゾ」
「カスカベ少年探偵社だゾ 2」
「野原刑事の事件簿 アイドル暗殺計画」
「野原刑事の事件簿 暗殺団潜入捜査」

99
1998、
1999

原恵一 日本 T0696

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第9巻

「ぶりぶりざえもんの冒険 ゴールドフィンガー銀ちゃ
ん 前篇」
「ぶりぶりざえもんの冒険 ゴールドフィンガー銀ちゃ
ん 後篇」
「トレジャーハンターみさえ 1」
「トレジャーハンターみさえ 2」
「トレジャーハンターみさえ 3」
「エンピツしんちゃん 1」
「エンピツしんちゃん 2」
「だし取りしんちゃん 1」
「だし取りしんちゃん 2」
「エスパー兄妹 今世紀最初の決戦! 1」
「エスパー兄妹 今世紀最初の決戦! 2」

94
2000、
2001、
2003

原恵一 日本 T0697

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 37/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV クレヨンしんちゃん スペシャル　第10巻

「トレジャーハンターみさえ 酢乙女家の一族 1」
「トレジャーハンターみさえ 酢乙女家の一族 2」
「トレジャーハンターみさえ 酢乙女家の一族 3」
「魔法使いしんちゃんだゾ 1」
「魔法使いしんちゃんだゾ 2」
「プッチプチひまわり 1」
「プッチプチひまわり 2」
「流れ板しんのすけだゾ 1」
「流れ板しんのすけだゾ 2」
「野原ひろし探検隊 秘境に秘書だけの村を見た!」

100
2001
～2003

原恵一 日本 T0698

TV クレヨンしんちゃん TV版傑作選　3-1

1 ボーちゃんと鬼ごっこだゾ
2 デートについてくゾ
3 デートをもりあげるゾ
4 一家そろって発熱だゾ
5 防衛隊の活やくだゾ
6 寒い夜はお風呂だゾ
7 誘われたまつざか先生だゾ
8 アクション仮面 ビッグウェーブ作戦
9 忘年会はつかれるゾ
10 おモチはあきたゾ

76
1995
～1996

本郷みつる 日本 T0901

TV クレヨンしんちゃん TV版傑作選　3-11

1 赤ちゃんが生まれそうだゾ
2 赤ちゃんが生まれるゾ
3 赤ちゃんが生まれたゾ
4 赤ちゃんのお帰りだゾ
5 赤ちゃんをあやすゾ
6 眠くて眠くて眠たい一日だゾ
7 家族4人の記念写真だゾ
8 赤ちゃんの名前を考えるゾ
9 赤ちゃんの名前が決まったゾ
10 オラはやさしいお兄ちゃんだゾ

73 1996 本郷みつる 日本 T0902

TV クレヨンしんちゃん TV版傑作選　第1巻

1「宝クジを当てるゾ」
2「おそうしきに行くゾ」
3「雪合戦で勝負だゾ」
4「風間くんをお見舞いするゾ」
5「課長の家は新築だゾ」
6「オラ髪型を変えるゾ」
7「ハテナは謎の猫だゾ」
8「耳ソージは気持ちいいゾ」
9「みさえの同窓会だゾ」
10「野原家のリコンだゾ」

75 1994 本郷みつる 日本 T0157

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 38/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV クレヨンしんちゃん TV版傑作選　第2巻

1「ソフトボール大会だゾ　その1」
2「ソフトボール大会だゾ　その2」
3「ひとりでお風呂だゾ」
4「三輪車でレースだゾ」
5「バイキングを食べるゾ」
6「美術館でゲージツだゾ」
7「オラは風間くんだゾ」
8「部長さんを接待するゾ」
9「父ちゃんが病気だゾ」
10「お化粧は楽しいゾ」

75 1994 本郷みつる 日本 T0158

TV ゲートキーパーズ　第1巻

第1話「地球防衛を開始せよ!」
第2話「平和のために立ち上がれ!」
第3話「魅惑の曲を響かせろ!」
第4話「新たな戦士を探せ!」

105 2000 佐藤順一 日本 BT099 01

TV ゲートキーパーズ　第2巻

第5話「夢へと向かって駆け抜けろ!」
第6話「恐怖の女子寮に潜入せよ!」
第7話「大空の敵を撃ち落とせ!」
第8話「侵略者を見つけだせ!」

105 2000 佐藤順一 日本 BT099 02

TV ゲートキーパーズ　第3巻

第9話「漆黒のゲートをうち破れ!」
第10話「悪魔の夢をふり払え!」
第11話「あの新幹線を止めろ!」
第12話「北の大地へ飛べ!」

104 2000 佐藤順一 日本 BT099 03

TV ゲートキーパーズ　第4巻

第13話「倒せ、最強二大幹部!・前編」
第14話「倒せ、最強二大幹部!・後編」
第15話「お見合いをぶっつぶせ!」
第16話「ゲートロボ出撃せよ!」

105 2000 佐藤順一 日本 BT099 04

TV ゲートキーパーズ　第5巻

第17話「道なき道を突っ走れ!」
第18話「侵略者を守り抜け!?」
第19話「ヤングの主張を聞け!」
第20話「新たな年へ飛躍せよ!」

105 2000 佐藤順一 日本 BT099 05

TV ゲートキーパーズ　第6巻

第21話「守れ!進歩と調和の祭典!」
第22話「漆黒のロボを砕け!」
第23話「戦う勇気をふりしぼれ!」
最終回「明日の笑顔のために」

104 2000 佐藤順一 日本 BT099 06

映画 ゲゲゲの鬼太郎　第1巻
「ゲゲゲの鬼太郎」
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大戦争」

64
1985、
1986

白土武、
葛西治

日本 BM008 01

映画 ゲゲゲの鬼太郎　第2巻
「ゲゲゲの鬼太郎 最強妖怪軍団!日本上陸!!」
「激突!!異次元妖怪の大反乱」

97 1986
芹川有吾、
芝田浩樹

日本 BM008 02

映画 ゲゲゲの鬼太郎　第3巻
「大海獣」
「おばけナイター」
「妖怪特急!まぼろしの汽車」

103
1996
～1997

勝間田具治、
佐藤順一、
吉澤孝男

日本 BM008 03

映画 ゲド戦記　（日本語） 本編 115 2006 宮崎吾朗 日本 M157 01

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 39/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号
映画 ゲド戦記  （日、英、仏、韓、北京、広東語対応） 本編 115 日本 M157 02

TV けろっこデメタン　セレクション 　第1巻
第1話「とび出せ！デメタン」
第2話「勇気だ！父ちゃん」
第6話「ふたりぼっちのケロケロ笛」

74 1973 笹川ひろし 日本 T0122

TV けろっこデメタン　セレクション 　第2巻
第11話「秀才蛙が現われた」
第14話「わんぱく蛙がやって来た」
第27話「なまず入道大あばれ」

74 1973 笹川ひろし 日本 T0123

TV けろっこデメタン　セレクション 　第3巻
第33話「虹の池がかわく時」
第38話「ナマズ入道をやっつけろ」
第39話「ひびけ平和のケロケロ笛」

74 1973 笹川ひろし 日本 T0124

TV ケロロ軍曹　第1巻

1「我が輩がケロロ軍曹であります／ケロロ　大地に
立つであります」
2「桃華＆タママ　出撃！であります／桃華＆タママ
日向家上陸であります」
3「ケロロ　危険臨界点突破であります／ケロロ　極秘
任務開始であります」
4「ギロロ　宇宙で最も危険な男であります／ケロロ
雨時々危険な男であります」

94 2004 山本裕介 日本 T0102

TV ケロロ軍曹　第2巻

5「おもちゃを愛する男達の歌であります」
6「桃華 ラブラブ南海大作戦であります/桃華 ひゅ～
どろ南海大作戦であります」
7「モア はじめての地球破壊であります/タママVSモ
ア 結果はタママの負けであります」
8「ケロロ 侵略作戦絶好調!であります/ケロロ 間違い
だらけの基地作りであります」

94 2004 佐藤順一 日本 T0474

TV ケロロ軍曹　第3巻

9「夏美 恋の行く手に来るクルルであります/日向秋
ダイナマイトな女であります」
10「決戦!第三大臼歯であります」
11「ケロロ小隊 テレビに出演せよ!であります」
12「すもも アイドルは宇宙を越えてであります/ギロロ
戦場のちいさな天使であります」
映像特典：ノンクレジットOP ケロッ!とマーチ Ver.1、ノ
ンクレジットED アフロ軍曹

97 2004 佐藤順一 日本 T0475

TV ケロロ軍曹　第4巻

13「ドロロ 忘れられた戦士であります/ドロロ&小雪
友情は美しき哉であります」
14「五人集結!たぶん史上最大の作戦であります」
15「桃華 裏桃華 降臨であります/裏桃華 裏切りの裏
側であります」
16「モア 裏モア 降臨!?であります/モア モアモア大パ
ニックであります」

94 2004 佐藤順一 日本 T0476

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 40/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ケロロ軍曹　第5巻

17「ケロロVS夏美 水中大決戦!であります/冬樹 よう
こそホラ～ワールドへであります」
18「夏美 爆笑!オトナの海岸物語であります」
19「ケロロVS夏美 おまつり頂上決戦!であります/ケ
ロロ あなたのお耳に侵略ラジオであります」
20「冬樹 ミーツ・ア・ガ～ルであります/冬樹 ノントル
マの使者であります」

94 2004 佐藤順一 日本 T0477

TV ケロロ軍曹　第6巻

21「ケロロ 侵略も省エネでねであります/ケロロ 田舎
にむけて突撃せよ!であります」
22「タママ 今日からボクが体調ですぅであります」
23「パニック!日向家の最も騒がしい一日であります」
24「ケロロ 正義と貧乏の宇宙探偵であります/556 特
撮就職最前線!であります」

94 2004 佐藤順一 日本 T0478

TV ケロロ軍曹　第7巻

25「桃華 愛と青春と波乱の逃亡であります」
26「ケロロ 一致団結!運動会を侵略せよであります」
27「ケロロ 父キタル父カエルであります/ケロロ 温泉
GO!GO!GO!であります」
28「ケロロ 雪合戦サバイバルであります/クルル クッ
クックッのクッであります」

94 2004 佐藤順一 日本 T0479

TV ケロロ軍曹　第8巻

29「夏美&小雪 舞台にかける青春であります/ケロロ
スクープはNG!であります」
30「タママ ケロン星から来た少年であります/桃華 め
ざせナイスバディであります」
31「ケロロ 帰りたい帰れない…であります」
32「ケロロ 動物隊員大集合であります/ギロロ ネコは
言いたいであります」

94 2004 佐藤順一 日本 T0480

TV ケロロ軍曹　第9巻

33「ケロロ小隊 アニメでペコポン侵略であります」
34「桃華VS小雪 温泉争奪バトルであります/ケロロ&
冬樹 まったり行こっであります」
35「極秘!夏美のお誕生日大作戦であります」
36「ケロロ 死闘!軍曹VS冬将軍であります/冬樹 そ～
なんですよ西澤さんであります」
映像特典：『ケロロぐんそう』完全版

96 2004 佐藤順一 日本 T0481

TV ケロロ軍曹　第10巻

37「ドロロ きたれ忍者教室へであります/ケロロ の
恐竜であります」
38「ギロロ 愛の機動歩兵であります/ギロロVS夏美
めぐりあい…もであります」
39「ケロロ クリスマス大作戦であります/ケロロ 仕事
納めの大掃除であります」
40「モア ていうか謹賀新年?であります/ケロロ おせ
ちもいいけど宿題もねであります」

94
2004
～2005

佐藤順一 日本 T0482

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV ケロロ軍曹　第11巻

41「ケロロ すごろく攻略戦であります/ドロロ もーれつ
に熱血せよであります」
42「ケロロ 赤き血のケロロ小隊であります/タママ 友
情の嫉妬シュート!であります」
43「ギロロ 泣けない赤鬼であります/ギロロ 飛び出せ
節分!であります」
44「ケロロVS冬樹 スポーツで激闘であります/ケロロ
VS秋 侵略ロボで戦闘であります」

94 2005 佐藤順一 日本 T0483

TV ケロロ軍曹　第12巻

45「ケロロ 愛のいきなりだんごであります/夏美&桃
華 V作戦発動!であります」
46「ケロロ あなた忘れられていませんか?であります」
47「夏美 ひなまつりを守れであります/ケロロ アフロ
でみゃおんであります」
48「ケロロ小隊 春のうららの大作戦であります/冬樹
ダメダメハザード救出作戦であります」

94 2005 佐藤順一 日本 T0484

TV ケロロ軍曹　第13巻

49「クルル 宇宙でうまくやる方法であります/桃華 W-
デイ頂上作戦であります」
50「夏美 高熱の地球戦士であります/ギロロ 俺がや
らねば誰がやるであります」
51「ケロロ小隊 撤退!さらばペコポンよであります」
映像特典：ノンクレジットOP ケロッ!とマーチ Ver.2、ノ
ンクレジットED 地球侵略音頭・ケロロ小隊公認!熱烈
歓迎的えかきうた!!(全Ver.)、ケロロ軍曹パイロット版、
TV-CM集

87 2005 佐藤順一 日本 T0485

映画 ケロロ軍曹 本編 60 2006 佐藤順一 日本 M158

映画
ケロロ軍曹
深海のプリンセスであります！

本編 78+a 2007 佐藤順一 日本 M181 01

映画
ケロロ軍曹
ちびケロ ケロボールの秘密!?

本編
映像特典：インタビュー、特報、予告

17+a 近藤伸宏 日本 M181 02

映画
ケロロ軍曹
ケロロ対ケロロ　天空大決戦であります！

本編 96 2008 佐藤順一 日本 M182 01

映画
ケロロ軍曹
武者ケロ お披露目！戦国ラン星大バトル!!

本編
特典：インタビュー、特報、予告、テレビCM集他

11+a 米田和博 日本 M182 02

TV 原始少年リュウ　第1巻

第1話「原始の掟」
第2話「チラノの恐怖」
第3話「タカの復讐」
第4話「傷だらけの追跡」

102 1971 田宮武 他 日本 T0666

TV 原始少年リュウ　第2巻

第5話「ヤマネコ族の陰謀」
第6話「狩場争い」
第7話「血みどろの勇者」
第8話「運命の出合い」

102 1971 田宮武 他 日本 T0667

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 原始少年リュウ　第3巻

第9話「悪魔の石」
第10話「吹雪の中の巨人」
第11話「神の山の怒り」
第12話「愛情ある特訓」

102
1971
～1972

田宮武 他 日本 T0668

TV 原始少年リュウ　第4巻

第13話「火の罠」
第14話「勇者の墓」
第15話「狂った孤島」
第16話「人間野獣」
第17話「断崖の絶叫」

128 1972 田宮武 他 日本 T0669

TV 原始少年リュウ　第5巻

第18話「巨像の暴走」
第19話「吠えろ狼」
第20話「奴隷狩り」
第21話「人間の牙」
第22話「明日に向って」

128 1972 田宮武 他 日本 T0670

TV 源氏物語千年紀 Genji　第1巻
第一話「光る君」
第二話「六条」

46 2009 出崎統 日本 T0874

映画 幻魔大戦 本編 131+4 1983 りんたろう 日本 M209

映画 交響詩篇エウレカセブン　ポケットが虹でいっぱい
本編
特典：予告編

117 2009 京田知己 日本 M193

TV 甲虫王者ムシキング 森の民の伝説　第1巻
第1話「ポポの旅立ち」
第2話「サーカス団の少女」
第3話「魂の行方」

74 2005 山内重保 日本 T0101

映画
GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊
（ゴーストインザシェル）

本編、特典 83+a 1995 押井守 日本 M017

TV 悟空の大冒険　第1巻

第1話「悟空誕生」
第2話「キント雲はいただき」
第3話「坊さんナンバーワン」
第4話「宝の地図はペケペケ」
第5話「雨に唄えば」
第6話「銀糸仙人」

165 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 01

TV 悟空の大冒険　第2巻

第7話「ゴミまで愛して」
第8話「博士は何にしびれたか」
第9話「おかしな？おかしな？」
第10話「ハートでいただき」
第11話「どっちもどっち！」
第12話「ぼくはコブコブよ！」

162 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 02

TV 悟空の大冒険　第3巻

第13話「王様はユウレイ」
第14話「カジババと40にんの盗賊」
第15話「あけてビックリ」
第16話「5.9作戦」
第17話「奥様は妖怪」
第18話「ベロリベロベロ」

162 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 03

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV 悟空の大冒険　第4巻

第19話「われらガードマン」
第20話「荒野の妖怪」
第21話「プイプイ教の大魔神」
第22話「妖怪連合シリーズ第1弾！ドラゴンの牙」
第23話「妖怪連合シリーズ第2弾！バラモンの足」
第24話「妖怪連合シリーズ第3弾！ヘラクレスの手」

161 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 04

TV 悟空の大冒険　第5巻

第25話「妖怪連合シリーズ第4弾！ハネ一族の巻」
第26話「妖怪連合シリーズ第5弾！メデュウスの髪の
毛」
第27話「妖怪連合シリーズ第6の妖怪ハリケーン」
第28話「妖怪連合シリーズ第7弾！妖怪連合のさい
ご」
第29話「つらら大王の巻」
第30話「ガツガツムシャムシャの巻」

161 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 05

TV 悟空の大冒険　第6巻

第31話「かげろうの谷」
第32話「火輪童子の巻」
第33話「おいらゴウケツだい」
第34話「人喰いジャングル」
第35話「霊感大王」
第36話「オナカの中の中」

162 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 06

TV 悟空の大冒険　第7巻

第37話「かぼちゃの化物／のろわれた王様」
第38話「金角銀角の巻」
第39話「あれが天竺の灯だ」
特典：パイロットフィルム「孫悟空が始まるよー　黄金
大王の巻」、未放映話「ニセ札で世界はまわる」、他

158 1967 杉井ギサブロー 日本 BT087 07

その他 悟空の著作権入門 22 2008 日本 S044

アート
国際アートアニメーションインデックス
広島国際アニメーションフェスティバル傑作選
第1巻

「Knight Games」
「Say My Name」
「The Process」
「Guard Dog」
「Fast Film」

41+5
2000
～2004

スベン・マーティン 他 - A009

アート
国際アートアニメーションインデックス
広島国際アニメーションフェスティバル傑作選
第2巻

「Heterogenic!」
「Mouse」
「Affordance」
「A Summer Night rendez-vous」
「Oh Me!」

42+1
2002
～2004

ライモンド・デ
ラ・カルチェ 他

- A010

アート
国際アートアニメーションインデックス
広島国際アニメーションフェスティバル傑作選
第3巻

「At the end of the Earth」
「Sally Burton」
「Copy Shop」
「Fisherboy」
「The Way」

54
1999
～2003

コンスタンティ
ン・ブロンジェッ
ト他

- A011

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
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【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

アート
国際アートアニメーションインデックス
広島国際アニメーションフェスティバル傑作選
第4巻

「Louise」
「Comics Trip」
「Instinct」
「The Raft」
「Across Nine Lakes」

41
2000
～2004

アニタ・ルボー 他 - A012

映画 コクリコ坂から 本編 91 2011 宮崎吾朗 日本 M256
TV ココロ図書館　第1巻 第1話「司書になります」 30 2001 舛成孝二 日本 BT073 01

TV ココロ図書館　第2巻
第2話「今の私にできること」
第3話「内緒のきりん先生」

50 2001 舛成孝二 日本 BT073 02

TV ココロ図書館　第3巻
第4話「司書のモットー」
第5話「狙われた図書館」

55 2001 舛成孝二 日本 BT073 03

TV ココロ図書館　第4巻
第6話「コンパロイドの司書」
第7話「こころがいない日」

50 2001 舛成孝二 日本 BT073 04

TV ココロ図書館　第5巻
第8話「お母さんに逢いたい」
第9話「奇蹟」

55 2001 舛成孝二 日本 BT073 05

TV ココロ図書館　第6巻
第10話「図書館がなくなる」
第11話「ジョルディの日記」

55 2001 舛成孝二 日本 BT073 06

TV ココロ図書館　第7巻
第12話「こころ あると いいな」
第13話「ココロ図書館の冬」

55 2001 舛成孝二 日本 BT073 07

その他 こてんこてんこ
「天使のこてんこてんこ アニメで楽しく学ぶ 交通安
全」

30 工藤進 日本 S084

映画 ５等になりたい。 バリアフリー版 本編 75 1995 加藤盟 日本 M248

TV こどものおもちゃ　第1巻

第1話「私、ヒモいる小学生」
第2話「教室まるごとサルの山」
第3話「目ン玉歯ン玉作戦だ！」
第4話「一匹狼ヒュールルル」

98 1996 大地丙太郎 日本 T0044

映画 こま撮りえいが　こまねこ 本編 60 2006 合田経郎 日本 M164

TV
金色のガッシュベル!!　第1巻
（こんじき）

第1話「魔界から来た電撃少年」
第2話「氷結呪文ギコルVSザケル」

50 2003 中村哲治 日本 T0115

TV
金色のガッシュベル!!　第2巻
（こんじき）

第3話「第2の術ラシルド！」
第4話「100人の魔物の戦い」
第5話「黒い刺客ブラゴとシェリー」

75 2003 中村哲治 日本 T0116

TV
金色のガッシュベル!!　第3巻
（こんじき）

第6話「消えた赤い魔本」
第7話「植物園の決闘」
第8話「やさしい魔物コルル」
特典：『金色のガッシュベル!!』ノンテロップ・オープニ
ング、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0397

TV
金色のガッシュベル!!　第4巻
（こんじき）

第9話「第三の術ジケルド!」
第10話「エリート魔物エシュロス」
第11話「無敵フォルゴレ!」
特典：ノンテロップ・エンディング、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0398

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 45/47



【DVD】かきくけこ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点

種別 作品名 内容 収録時間 製作年 監督 製作国 分類番号

TV
金色のガッシュベル!!　第5巻
（こんじき）

第12話「シェリー運命の狂詩曲」
第13話「対決!ガッシュ対ハイド」
第14話「おてんばティオとアイドル恵」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0399

TV
金色のガッシュベル!!　第6巻
（こんじき）

第15話「ガッシュとティオの新たなる誓い」
第16話「冷凍庫対決 不死身のロブノス」
第17話「清麿のカレーな夏休み」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0400

TV
金色のガッシュベル!!　第7巻
（こんじき）

第18話「追え!ロンドンのチチもげ魔」
第19話「悪の花咲く呪いの城」
第20話「大崩壊!バルトロの逆襲」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0401

TV
金色のガッシュベル!!　第8巻
（こんじき）

第21話「もうひとりのガッシュ」
第22話「踊りつづける緑の戦士」
第23話「メルメルメ～!燃えよウマゴン」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0402

TV
金色のガッシュベル!!　第9巻
（こんじき）

第24話「自由の旅人アポロ」
第25話「決戦!勝利への執念」
第26話「ガッシュの一日」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0403

TV
金色のガッシュベル!!　第10巻
（こんじき）

第27話「わが息子ダニー」
第28話「ティオと恵の大冒険」
第29話「激闘!遊園地バトル」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0404

TV
金色のガッシュベル!!　第11巻
（こんじき）

第30話「ガッシュとティオ 最強のコンビネーション」
第31話「魔鏡編 カワイイ転校生!」
第32話「魔鏡編 詞音の悲しき秘密」
特典：ノンテロップ・エンディング、魔物百科、設定資

75+α 2003 中村哲治 日本 T0405

TV
金色のガッシュベル!!　第12巻
（こんじき）

第33話「魔鏡編 三つのかけらがそろう時」
第34話「魔鏡編 夕陽に染まった涙」
第35話「魔鏡編 灼熱の最終決戦」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0406

TV
金色のガッシュベル!!　第13巻
（こんじき）

第36話「激突!ガッシュVSナオミちゃん」
第37話「愛をつらぬけ!香港純愛娘」
第38話「恋の鉄拳!ゴウ・バウレン」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2003 中村哲治 日本 T0407

TV
金色のガッシュベル!!　第14巻
（こんじき）

第39話「絶体絶命!姿なき狩人」
第40話「キャンチョメ、兄ちゃんになる」
第41話「大逆転!無敵キャンチョメ」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2004 中村哲治 日本 T0408

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 46/47
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TV
金色のガッシュベル!!　第15巻
（こんじき）

第42話「非情なる敵ゼオンとデュフォー」
第43話「正義のヒーロー カマキリジョー」
第44話「バリーからの挑戦状」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2004 中村哲治 日本 T0409

TV
金色のガッシュベル!!　第16巻
（こんじき）

第45話「果てなき死闘 ガッシュVSバリー」
第46話「メルメルメ～!ウマゴン危機一髪!?」
第47話「雪原鳴動!!王者の風格」
特典：魔物百科、設定資料集

75+α 2004 中村哲治 日本 T0410

TV
金色のガッシュベル!!　第17巻
（こんじき）

第48話「忍びよる邪悪!石版の謎」
第49話「ナゾナゾ博士と12人の刺客」
第50話「発動!第六の術ラウザルク!!」
特典：魔物百科、カラー版設定資料集

75+α 2004 中村哲治 日本 T0411

TV 昆虫物語 みなしごハッチ　セレクション　第1巻
第1話「負けるなハッチ」
第2話「行け行けハッチ」
第7話「ママと呼びたいの」

80 1970 九里一平 日本 T0007

TV 昆虫物語 みなしごハッチ　セレクション　第2巻
第8話「傷だらけのバレリーナ」
第20話「大ぼら大将の冒険」
第53話「さようなら！不思議な世界」

74
1970
～1971

九里一平 日本 T0131

TV 昆虫物語 みなしごハッチ　セレクション　第3巻
第74話「忘れな草に願いをこめて」
第90話「ママに抱かれて（前）」
第91話「ママに抱かれて（後）」

75 1971 九里一平 日本 T0132

※DVDの館外への貸出しは行っておりません。　※混雑時の閲覧は、1回につき30分までとなります。
※リストにあっても諸事情により閲覧できない場合がございます。 47/47


