
【DVD】やゆよ ※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 やさいのようせい　あつまれようせいたち

第1話「妖精たちの目覚め」
第2話「知りたがりやの芽キャベツ」
第3話「ピクニック」
第4話「水あそび」
第5話「ぎんいろの湖」
第6話「ガーリックのウソ」
第7話「妖精たちの演奏会」

35 2007 松宏彰 日本 T0730

TV やさいのようせい　みんなともだち

第8話「ピーナッツ大騒ぎ」
第9話「モルドレイス」
第10話「こまったジャガイモ」
第11話「ゆかいなジャンプ」
第12話「きのこのなぞ」
第13話「氷の国の冒険」
第14話「プレゼント」

35 2007 松宏彰 日本 T0731

TV やさいのようせい　たのしいあそび

第15話「びっくりカボチャ」
第16話「トウガラシのいたずら」
第17話「しめった季節」
第18話「はっぱのそり」
第19話「やさしいまなざし」
第20話「はじめてのダンスパーティー」

35 2007 松宏彰 日本 T0732

TV やさいのようせい　ふしぎなキッチン

第21話「かくれんぼ」
第22話「消えたお月さま」
第23話「炎の谷」
第24話「ひろがるもののかげ」
第25話「不思議な砂時計」
第26話「夜のつぎにくるもの」

35 2007 松宏彰 日本 T0733

映画 ヤッターマン
新ヤッターメカ大集合！オモチャの国で大決戦だコロン！

本編 94+23 2009 笹川ひろし 日本 M198

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第1巻

「でかたん みみたん ぽんたん」
「そっくりのくりのき」
「ロボくんとことり」
「いねむりおじさん」
「ルルン・ナンダーのほし」

88 2008
川又浩、
芝山努、
大原実

日本 BO008 01

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第2巻

「ガンバリルおじさんのまめスープ」
「ガンバリルおじさんとぎんいろまん」
「キラキラ」
「タコラのピアノ」
「かばこさん」(はねつき、おくちあーん)

72 2008

川又浩、
増田敏彦、
大原実、
山本泰一郎

日本 BO008 02

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第3巻

「てんしのぐらたん」
「わらうぼうし リトル・ボオ」
「クシャラひめ」
「かばこさん」(やまのぼり、こいのぼり)

72 2008
川又浩、
大賀俊二、
大原実

日本 BO008 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。 1/7
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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

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第4巻

「ごろごろごろたん」
「セントバーナードとたびびと アニーとコラ」
「しろいうま」
「かばこさん」(やきゅう、つなひき)

72 2008
芝山努、
篠原俊哉、
川又浩

日本 BO009 01

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第5巻

「しっぽのうた」
「さよならジャンボ」
「アリスのさくらんぼ」
「かばこさん」(とびこみ)

70 2008
芝山努、
川又浩

日本 BO009 02

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第6巻

「ハリーとマルタン アクマのたにのまき」
「ハリーとマルタン みずのアクマのまき」
「ハリーとマルタン ゴロゴロせんせいのまき」
「かばこさん」(くりひろい、おちば)

72 2008
三浦陽、
大賀俊二

日本 BO009 03

OVA やなせたかしメルヘン劇場　第7巻

「ほしのこルンダ ほしのこルンダたんじょう!」
「ほしのこルンダ すいしょうやまのひみつ」
「ほしのこルンダ くろいほしのナニイ」
「かばこさん」(かびん)

70 2008 増田敏彦 日本 BO009 04

アート 山村浩二作品集

1.水棲
2.ひゃっかずかん
3.遠近法の箱
4.カロとピヨブブト「おうち」
5.カロとピヨブブト「サンドイッチ」
6.カロとピヨブプト「あめのひ」
7.パクシ（パクシ／絵本／ハミガキ／のりもの／ソフト
クリーム）
8.キップリングJr.
9.キッズキャッスル
10.バベルの本
11.どっちにする？
12.頭山

83
1987
～2002

山村浩二 日本 A003

TV ヤミと帽子と本の旅人　第6巻
第11話「玉藻の前」
第12話「ガルガンチュア」
最終話「リリス」

85
2003
～2004

山口祐司 日本 T0649

アート
ヤン・シュヴァンクマイエル
『アリス』

「アリス」 84 1988
ヤン・シュヴァ
ンクマイエル

チェコ A052

アート
ヤン・シュヴァンクマイエル
『悦楽共犯者』

「悦楽共犯者」 87 1996
ヤン・シュヴァ
ンクマイエル

チェコ A047

アート
ヤン・シュヴァンクマイエル
『ジャバウォッキー』その他の短篇

「シュヴァルツェヴァルト氏とエドガル氏の最後のト
リック」
「J.S.バッハ-G線上の幻想」
「家での静かな一週間」
「庭園」
「オトラントの城」

91
1964
～1979

ヤン・シュヴァ
ンクマイエル

チェコ A050

※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。 2/7
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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

アート ヤン・シュヴァンクマイエル
短篇集

「フード」
「石のゲーム」
「ワイズマンとのピクニック」
「肉片の恋」
「フローラ」
「アナザー・カインド・オブ・ラブ」
「スターリン主義の花」
「プラハからのものがたり」

80
1965
～1994

ヤン・シュヴァ
ンクマイエル

チェコ A048

アート
ヤン・シュヴァンクマイエル
『ドン・ファン』その他の短篇

「棺の家」
「コストニツェ」
「エトセトラ」
「アッシャー家の崩壊」
「レオナルドの日記」
「ドン・ファン」

89
1966
～1980

ヤン・シュヴァ
ンクマイエル

チェコ A051

アート
ヤン・シュヴァンクマイエル
『ファウスト』

「ファウスト」 97 1994
ヤン・シュヴァ
ンクマイエル

チェコ A049

TV 遊星少年パピイ　第1巻

第1話「不思議なペンダント」
第2話「怪力ストロング」
第3話「ウルトラ忍法キリトビ流」
第4話「アラビヤの魔術師」

106 1965 山本功 他 日本 BT077 01

TV 遊星少年パピイ　第2巻

第5話「円盤くらげ」
第6話「恐竜人間現わる」
第7話「キリトビの挑戦」
第8話「魔神の島」

106 1965 山本功 他 日本 BT077 02

TV 遊星少年パピイ　第3巻

第9話「コロラドの大怪獣」
第10話「怪植物シャーベリア」
第11話「夢見る機械」
第12話「狙われた地球」

106 1965 山本功 他 日本 BT077 03

TV 遊星少年パピイ　第4巻

第13話「ゴールド･ピッカー」
第14話「放射能蟻の襲撃」
第15話「宇宙大戦争」
第16話「想いでの星」

106 1965 山本功 他 日本 BT077 04

TV 遊星少年パピイ　第5巻

第17話「巨人の星の動物園」
第18話「盗まれた富士山」
第19話「海賊サタン」
第20話「恐怖の惑星」

106 1965 山本功 他 日本 BT077 05

TV 遊星少年パピイ　第6巻

第21話「ロボットNo9」
第22話「バイバイ土星人」
第23話「地球総攻撃」
第24話「幽霊宇宙船」

106 1965 山本功 他 日本 BT077 06

※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。 3/7
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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 遊星少年パピイ　第7巻

第25話「無人島の決闘」
第26話「海底の秘宝」
第27話「ロケットパイロット」
第28話「魔人ガイスト」

106 1966 山本功 他 日本 BT077 07

TV 遊星少年パピイ　第8巻

第29話「パピイの贈物」
第30話「挑戦者ゴレム」
第31話「花粉爆弾」
第32話「リコちゃんの指輪」

106 1966 山本功 他 日本 BT078 01

TV 遊星少年パピイ　第9巻

第33話「名探偵リコ」
第34話「ネクロ星の女スパイ」
第35話「怪博士ノーマック」
第36話「可愛いスパイたち」

106 1966 山本功 他 日本 BT078 02

TV 遊星少年パピイ　第10巻

第37話「秘密捜査員アラン」
第38話「不思議な手袋」
第39話「ロボット王子」
第40話「リコちゃんの大冒険」

106 1966 山本功 他 日本 BT078 03

TV 遊星少年パピイ　第11巻

第41話「砂漠の鉄将軍」
第42話「地球最大の危機」
第43話「恐怖の雪人間」
第44話「水晶谷の復讐魔」

106 1966 山本功 他 日本 BT078 04

TV 遊星少年パピイ　第12巻

第45話「流星ミサイル」
第46話「謎のミイラ」
第47話「あばれオルガン」
第48話「10時10分に気を付けろ」

106 1966 山本功 他 日本 BT078 05

TV 遊星少年パピイ　第13巻

第49話「鳥人ギャング団」
第50話「地球への抜け穴」
第51話「アジャババの孫たち」
第52話「遠いふるさとの星」

106 1966 山本功 他 日本 BT078 06

TV 幽☆遊☆白書　第1巻

第1話「死んだらオドロいた」
第2話「霊界のコエンマ!　復活への試練」
第3話「追いつめられた桑原!　男の誓い」
第4話「熱き炎!　恋人のきずな」

112 1992 阿部紀之 日本 T0169

TV 幽☆遊☆白書　第16巻

第61話「宿命の対決!　嵐の大将戦開始」
第62話「戸愚呂100％の恐怖!」
第63話「幽助!　限界への悲しい試練」
第64話「死闘決着!　最後のフルパワー」

112 1993 阿部紀之 日本 T0170

TV 幽☆遊☆白書　第23巻

第89話「予感!　全てが止まる時」
第90話「友の意志を継げ!」
第91話「覚醒の時!　バトル再び」
第92話「究極の戦い!　魔族の証」

112 1994 阿部紀之 日本 T0171

※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。 4/7
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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 幽☆遊☆白書　第28巻

第109話「対決!　飛影とムクロ」
第110話「俺の力・これが全てだ!」
第111話「決着!　激闘の果てに」
第112話「フォーエバー!　幽☆遊☆白書」

112 1995 阿部紀之 日本 T0172

アート ユーリ・ノルシュテイン作品集

1「25日・最後の日」
2「ケルジェネツの戦い」
3「狐と兎」
4「あおさぎと鶴」
5「霧につつまれたハリネズミ」
6「話の話」
7「愛しの青いワニ」
8「四季」

98
1968
～1979

ユーリ・ノル
シュテイン 他

ロシア A017

アート 雪の女王
「雪の女王」
スタッフ紹介

63 1957 レフ・アタマーノフ ロシア A043

映画 ユニコ 本編 90 1981 平田敏夫 日本 M264
映画 ユニコ 魔法の島へ 本編 91 1983 村野守美 日本 M265

TV 夢色パティシエール　第1巻
Recette 1「あたし、パティシエールになる!」
Recette 2「伝説のスイーツ精霊?」
Recette 3「バラのスイーツ王子」

69+2 2009 鈴木行 日本 T0887

映画 ユンカース・カム・ヒア
本編
特典：パイロットフィルム、予告

105 1995 佐藤順一 日本 M060

TV 横山光輝 三国志　第1巻

第1話「桃園の誓い」
第2話「激闘!義勇軍」
第3話「死闘!鉄門峡」
第4話「勅使の罠」

88 1991 奥田誠治 日本 BT065 01

TV 横山光輝 三国志　第2巻

第5話「十常侍の陰謀」
第6話「名馬･赤兎馬」
第7話「暴虐将軍･薫卓」
第8話「乱世の奸雄」

88 1991 奥田誠治 日本 BT065 02

TV 横山光輝 三国志　第3巻

第9話「豪傑大合戦」
第10話「蘇る野望」
第11話「玉璽の魔力」
第12話「白馬の若武者」

88
1991
～1992

奥田誠治 日本 BT065 03

TV 横山光輝 三国志　第4巻

第13話「激動の獅子たち」
第14話「乱世の美女（前編）」
第15話「乱世の美女（後編）」
第16話「宿敵!二人の英雄」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 04

TV 横山光輝 三国志　第5巻

第17話「二つの計略」
第18話「酔虎･号泣」
第19話「幻の和睦」
第20話「陳親子の陰謀」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 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。 5/7
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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 横山光輝 三国志　第6巻

第21話「月夜の同士討ち」
第22話「呂布雪原に散る」
第23話「放たれた虎」
第24話「張飛の兵法」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 06

TV 横山光輝 三国志　第7巻

第25話「孤立の猛将」
第26話「乱世の伏竜･孔明」
第27話「引き裂かれた主従」
第28話「決死の千里行」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 07

TV 横山光輝 三国志　第8巻

第29話「玄徳軍･大結集」
第30話「官渡の戦い」
第31話「凶馬決死の渡河」
第32話「浪士･単福」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 08

TV 横山光輝 三国志　第9巻

第33話「徐庶の母」
第34話「三顧の礼」
第35話「孔明･初陣」
第36話「孔明大手柄」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 09

TV 横山光輝 三国志　第10巻

第37話「曹操怒りの逆襲」
第38話「大暴れ!子守り剣士」
第39話「孔明大舌戦」
第40話「美丈夫･周瑜」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 10

TV 横山光輝 三国志　第11巻

第41話「周瑜の殺意」
第42話「秘策!水上大要塞」
第43話「十万本の矢」
第44話「黄蓋･苦肉の策」

88 1992 奥田誠治 日本 BT065 11

TV 横山光輝 三国志　第12巻
第45話「鳳雛連環の計」
第46話「赤壁の戦い（前編）」
第47話「赤壁の戦い（後編）」

86 1992 奥田誠治 日本 BT065 12

TV 四畳半神話大系　第1巻
第一話「テニスサークル「キューピット」」
第二話「映画サークル「みそぎ」」

45 2010 湯浅政明 日本 T0877

アート
ヨゼフ･チャペック
『郵便屋さんの話』他

「犬と妖精の話」
「長い長いお医者さんの話」
「郵便屋さんの話」
「山賊の話」
「宿無しフランチシェクの話」
「カッパの話」

93
1959
～1973

ヨゼフ･チャペック チェコ A065

※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。 6/7
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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

アート
ヨゼフ･パレチェク
『ちびとらちゃん』他

「ちびとらちゃん」
「けしのみ太郎 大空の大冒険」
「けしのみ太郎 忘れっぽいおじいさんグモ」
「けしのみ太郎 いばりんぼうの大クワガタ」
「けしのみ太郎 ハチミツとりの名人はだれ？」
「カシュパーレックとホンザ 何でも欲しがる河童の話」
「カシュパーレックとホンザ さらわれたお姫様の話」
「カシュパーレックとホンザ 盗まれた王冠の話」

75
1976
～1982

ヨゼフ･パレチェク チェコ A063

映画 よなよなペンギン 本編、特典 88+a 2010 りんたろう 日本 M233

※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。 7/7


